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とき：2011.09.11.13:10-14:10 
場所：江戸川区総合文化センター（東京都江戸川区） 
第 4 回全国自死遺族フォーラム（主催：全国自死遺族連絡会） 
テーマ「自死遺族『本人の会』：グリーフワークのなかの『作り話』をめぐって」 

上智大学 岡 知史 

 
 おことわり 

 
この講演は、もともと『自死遺族「本人の会」：その特徴とボランティアの会との比較』

というタイトルで行われたのですが、実際の講演はグリーフワークの「作り話」を中心

に取り上げています。したがって、ここでは講演の内容をより正確に反映させるために、

上記のようにサブタイトルを変えています。 
 
以前は大学のホームページ上に掲載していましたが、大学のサーバーの仕様変更以降、

リンク切れ等が目立ってきたため、こちらに移し替えました。内容的にはほとんど変更

ありません。 
 
1. 悲嘆回復プロセス論は根拠のない「作り話」だった 
2. ジャーナリストが書いた「悲嘆の真実」という本 
3. 「作り話」についての精神科看護の学術論文 
4. 作り話 1「悲嘆には、たどるコースがある」 
5. 作り話 2「悲嘆には、明確な期間がある」 
6. 作り話 3「自分の気持ちは、掘り下げ、認め、吐き出す必要がある」 
7. 作り話 4-5「ひどく混乱しないのなら、逆に病気だ」 
8. 作り話 6-7「回復がなければ病気だ」 
9. 悲しみは人それぞれ 
10. グリーフワークは死者との関係を切る 
11. 「グリーフケアなんて要らない」という「体験的知識」 
12. 体験的知識と専門的知識とどちらが効くか 
13. 「本人の会」は価値観を共有するコミュニティ 
14. 「本人の会」（遺族の自助グループ）をどう進めていくか 
15. 「本人の会」の工夫 
16. コミュニティだからこそ「笑い」もある 
 
ただいま、ご紹介いただいた岡と申します。遺族のかたの前でお話しするのが、これで

5 回めでして、最初は 2 年前の 9 月の、この全国自死遺族フォーラムでお話しさせてい

ただきました。 
 
それで、もう 5 回目になりますので、そろそろもうネタは無いだろう、どうせ、また同

じようなことを言うのだろうと、たぶん、みなさん思っていらっしゃると思いますが、

今日は新しいネタを用意してまいりました。 
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ただ、これは聞かれる人によっては、たいへんショッキングな話になると思いますので、

ちょっとヒヤヒヤしながら慎重に言葉を選びつつ、お話ししたいと思っています。それ

は、これいうことなんです。                                     
 

 悲嘆回復プロセス論は根拠のない「作り話」だった 
 

悲嘆回復プロセス説とは、実は根拠

のない「作り話」であったというこ

となんです。みなさん、ご存じでし

たか？ 
 
私が、このびっくりするような衝撃

的な事実を知ったのは、つい最近、

先月のことなんです。「作り話」とい

うのは、科学的根拠が無い話だった

ということでなんですね。 
 
悲嘆回復のプロセス論というのは、

みなさん、ご存じでしょうか。こう

いう自死遺族に関連したセミナーとか講演に何度も出られたかたなら、たいてい 1 回か

2 回は聞かれたことがあると思うのですが。 
 
要するに、愛する人が亡くなった。衝撃を受けますね。でも認めたくない。怒りが出て

くる。それから、いろいろあって落ちこんでしまったりするけれども最後は受け入れる

と。そういうプロセスをたどって人は悲嘆から回復していくものだという理論なんです

ね。この理論は、たいへん有名なものでして、遺族支援について書かれた本とか報告書

によく出てきます。 
 
ところが、それが実は、この理論を裏付ける科学的なデータはどこにもないんですよ。

全くのただの「作り話」だったんですね。 
 
もちろん、これは私の発見じゃないですよ。だいたい悲嘆回復のプロセスとか段階とか、

それからグリーフワークという考え方そのものにも科学的な根拠は何もないんだとい

う学術的な論文は、もう 20 年前からあるんです。20 年前から！そういう論文が 1 本や

2 本じゃないですよ。たくさん出ているんです。 
 
「そんな論文が、どこにあるんだ」と思われるかたは、本日お配りした私の論文 1のな

かで引用していますので、それをご覧下さい。これは私が、この 7 月半ばから 8 月末に

 
1 岡知史・T. Borkman(2011)「セルフヘルプグループとセルフヘルプ・サポーター、そし

てソーシャルワーク：自死遺族『本人の会』の事例を用いた理論的考察」『ソーシャルワー

ク研究』37(3), 168-183. 
https://researchmap.jp/tomofumioka/published_papers/36481342 
 

https://researchmap.jp/tomofumioka/published_papers/36481342
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かけて書いたもので、ある雑誌の編集者から、セルフヘルプグループあるいは自助グル

ープ、本人の会ともいいますが、そういうテーマで何か書いてくれと言われまして、そ

れだったら自死遺族の本人の会のことを書いてみようと思いました。 
 
その論文を書く過程で、やっぱり私の専門外ではありますが、いろいろ悲嘆回復に関連

する論文も読まなければならないだろうと、ふと思いましてね、この夏、生まれて初め

て悲嘆回復についての論文を探して真剣に読みました。 
 
すると、こんなことが書いてあった。「悲嘆回復プロセス論とは実は『作り話』であっ

た」と。びっくりしてしまいました。あんまり、びっくりしたので、田中さんとか親し

くさせていただいている遺族の方にメールを夜中に打ってしまったほどなんですよ。 
 
悲嘆回復のプロセスといえば、私は思い出すことがあるのですね。それは 3 年前のいま

ごろですかね、この全国自死遺族連絡会のリーダーである田中さん、明さんが、初めて

私の研究室に来てくださったわけですよ。あのときが初対面だったと思いますが、その

ときに田中さんがおっしゃったことをよく覚えています。 
 
どんなことをおっしゃったかというと「悲嘆回復プロセス論ほど遺族を傷つけるものは

ない。悲嘆回復プロセスとか回復段階とか、ああいう文字を見ただけで、私は気分が悪

くなる。岡さん、あの理論は意味がないということを、なんとか証明してくれませんか」

と、そう言われたわけですね。 
 
私は、びっくりしてしまいまして「私の専門は社会福祉です。心理学でもないし精神医

学もないんですよ」ということで、すぐに、お断りしました。それは精神医学や心理学

が、私の専門外だったということもありますが、もうひとつは、私自身その当時、悲嘆

回復のプロセス論は、もう疑いようのない確固たる理論だと思い込んでいたことがある

んですよ。 
 
だって、あの理論は基本的には心理とか精神医学の理論なんでしょうけど、日本の社会

福祉の教科書にも、ごく当たり前のように紹介されている理論なんですからね。にもか

かわらず、あれは実は何の科学的な根拠もない「作り話」だというのですから、びっく

りしてしまいました。 
 

 ジャーナリストが書いた「悲嘆の真実」という本 
 
たとえば、こんな本があるんですよ。The truth about grief. 「悲嘆の真実」というタ

イトルですね。サブタイトルが、5 段階説という「作り話」と喪失の新しい科学という

ものですね。本は新しいですよ。今年、出たばっかりです。2 

 
2 Konigsberg, R. D. (2011). The truth about grief: The myth of its five stages and the 
new science of loss. Simon & Schuster. 
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この本は、ジャーナリストによって

書かれていて、この本自体に学術的

な意味はほとんどありません。 
 
さっきも申し上げましたように悲嘆

回復プロセス論というのは学術的に

あまり意味がないということは、20
年前から研究者の間で言われ始めて

いたんですね。でも、それは一部の

研究者が言っていたことだったので、

なかなか広がらなかった。 
 

しかし 20 年たって悲嘆回復プロセス論には科学的根拠がほとんどないという研究者の

論文が、その後も、いくつも出されているのに、あいかわらず、たくさんの教育者、研

究者が、この悲嘆回復プロセスというものを信じていて大学でも教えているわけですね。

これはアメリカでの話なんですが、日本も同じだと思います。 
 
これは、もう一種の社会現象なんですね。つまりなんの根拠も無い「作り話」をみんな

が信じている。だから、これは本になるぞ、ということで、このジャーナリストが取り

上げたわけですよ。 
 
私の言いたいのは、ジャーナリストが本を書いて一般の人にも知らせたいと思うくらい

に、もはや「悲嘆回復プロセス論」には学術的な根拠がないという認識が研究者の間で

は共有されているということなんですよ。 
 
でも、やっぱり、いきなり「作り話」だと言われても抵抗がある人もいらっしゃると思

いますし、ジャーナリストの本だと学問的に疑問だという人もいらっしゃるかもしれな

いので、研究者向けの論文も一つ紹介しますね。 
 

 「作り話」についての精神科看護の学術論文 
 
「大学生向け精神科看護の教科書に載せられた喪失への対応という作り話」という論文

です 3。「喪失への対応」というのは、わかりにくいですが、内容は悲嘆回復のプロセス

論とか、グリーフワークとか、そういうことですね。そういう科学的な根拠のない話が、

どれくらい精神科看護の教科書に取り上げられてしまっているか、ということを調査し

た論文なんです。 
 

 
3 Holman, E.A., Perisho, J., Edwards, A. and Mlakar, N. (2010), The myths of coping 
with loss in undergraduate psychiatric nursing books. Res. Nurs. Health, 33: 486-499. 
https://doi.org/10.1002/nur.20407 

https://doi.org/10.1002/nur.20407
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ここでちょっと問題を出したいと思います。この論文では悲嘆回復プロセス論に関連し

た典型的な「作り話」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

代表的なものです。他にどんなものがあると思いますか。 
 

 作り話 1「悲嘆には、たどるコースがある」 
 

「作り話」の例としては、作り話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」。 
 
それに対して調査で確かめられた事

実は「人によって悲しみ方は違う」

ということなんですね。 
 
他に悲嘆回復に関して、どんな「作

り話」があると思いますか。ちょっ

と考えてもらいたいと思います。  
 

 
この「作り話」の１は、よく教科書に取り上げられているもので、この Holman という

人が調べたところ、なんと 9 割近くの精神科看護の教科書で、この段階説が裏付けにな

る学問的なデータも無いままに正しいものとして紹介されていたというのですね。 
 
じゃあ、他にどんな作り話が、教科書のなかから見つかったかというと、論文に書かれ

てあったことを私なりに平たく書き直してみたものをお見せします。 
 

 作り話 2「悲嘆には、明確な期間がある」 
 

作り話の 2 つめは「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」ということです。 
 
これも学問的には根拠がない。悲嘆

は何週間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、実は、これには何も根拠がな

いそうです。にもかかわらず、この

「作り話」が 6 割から 7 割ぐらいの

教科書に書かれているそうです。 
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いつでしたか、ある支援者が、シンポジウムの席で「家族の自死のあと 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

の方が怒っていらっしゃいましたが、そう怒っていらっしゃったのは、当然のことで、

１年とか 2 年とか、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

は何もない作り話にすぎないんですね。 
 
この悲嘆回復の段階説というのは、ご存じのかたも多いと思いますが、もともとはキュ

ーブラ・ロスという学者が言い始めたことで、これから死んでいくという患者さんの研

究だったそうなんですね。 
 
それで、その患者さんが最初は自分がやがて死ななくてはいけないんだという事実が認

められない。それで、次に医者に対して怒ったり、それから、なんとかならないかとい

ろいろ考えてみたりして、最後には、ガクッと落ち込んでしまうんだけれども、最後に

は、自分の死という事実を受け入れると。ここまでは、現実の調査に基づいた科学的な

研究の成果だったわけですね。 
 
ところが、これと同じことが、大事な人を喪ったときにも起きるだろうと何の根拠も無

く考えてしまった。自分自身が死ぬのと愛する人が死ぬのとは違うんじゃないかと思う

のですけど、死ぬということは同じじゃないかという乱暴な理屈で、この理論を当ては

めてしまった。そこから、どうやら話が変になってしまったらしいのですね。 
 
それから、この「作り話」の背景には、グリーフワークという別のまた大きな山があり

まして、これが、かの有名なフロイト、精神分析学を作った偉大な 20 世紀の知の巨人

ですね。この人が、グリーフワークという考え方の基礎をつくったということになって

いるそうなんですが、このグリーフワークも、なんだか、よくわからない概念で「ワー

ク」ですよね。つまり仕事なんですよ。 
 
「悲しい気持ちを、そのまま放っておいてはいけない、気持ちを辛いけれども掘り下げ

て、努力して、人の前にはき出して十分に泣かなくてはいけない。つまり、喪の仕事、

悲しむという仕事をしなければいけない。そうしないと、あとあと、もっとひどく落ち

込んだりしますよ」というのが、グリーフワークの考え方の基礎にあるわけですが、そ

れもまた全くの「作り話」なんだそうです。 
 

 作り話 3「自分の気持ちは、掘り下げ、認め、吐き出す必要がある」 
 
気持ちを吐き出す必要があるという「作り話」ですね。この話も学問的には根拠のない

話なんだそうですね。「わかちあいのときに、思い切り泣いたら、少しは楽になった」と

いう人も、このなかには、たくさんいらっしゃると思います。そのことは、それでいい

んです。それを否定しているわけではない。ただ、吐き出さないと病気になるというわ

けではないんです。 
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つまり「わかちあいの場で、ぜった

い泣かなくちゃ！」と義務みたいに

思う必要はない。「悲しみが、心の奥

底にあるのだから、それを見つめて、

掘り下げて、分析して」と、グリー

フワークでいう「ワーク」ですね、

仕事をするみたいに、それに取り組

む必要はないということですよ。 
 
だから「泣いて、たくさん話したい」

というのは自然なことかもしれない

し、わかちあいの場では、そうされ

ていますが、かといって「泣かなくてはいけない！感情を吐き出さなくてはいけない！」

というわけではない。 
 
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全く無い話なんですね。 
 

 作り話 4-5「ひどく混乱しないのなら、逆に病気だ」 
 

それから、作り話の 4 と 5、これは、

ふたつ一緒に紹介しますけれども

「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。」「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。」 
 
これはね、たとえば、すごく深く悲

しんでいても、きちんと職場に行き、

家事もやって食事をとれて、という

人もいるということです。 
 
だから「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、ということですね。 
 
ある本にね、こんなことが書いてあったんですね。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って、これ

は、この「作り話」をお母さんが信じてしまっているわけですね。 
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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。 
 

 作り話 6-7「回復がなければ病気だ」 
 

最後に、作り話の 6 と 7「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、なければ病気だ

よ」ということですね。これもまた

科学的根拠が何も無い作り話にすぎ

ないのですね。 
 
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。 
 

 悲しみは人それぞれ 
 

結局こういう「作り話」を逆にいう

と、こういうことだと思うのですね。

悲しみの形は、ひとそれぞれで置か

れた環境にもよる。決まったパター

ンはない。 
 
これは、遺族会のかたが、よく言わ

れていることですね。悲しみは人そ

れぞれ。これは調査でも確かめられ

ているそうですね。 
 
それから、悲しみが続いても病気だ

とは限らない。 1 年たって 2 年経っ

ても、まだ悲しんでいる。 これは病気だ、専門家にかからなければいけないと、そうい

うことではないですね。悲しみが続いても病的にならないで日常生活をきちんとやって

いける人も、たくさんいるというのですね。 
 
それから、3 つめ、気持ちに向き合う必要は必ずしも無い。辛い気持ちを吐き出して、

涙をいっぱい流してね、それで元気をもらったという話は、遺族のかたから、よく聞き
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ます。そのことを否定しているわけではないですよ。ただ、泣いて吐き出すことが、唯

一の方法ではないということですよ。 
 
だから、たとえば、遺族の会でね、わかちあいのときに涙を流して語り合う。そういう

のは苦手だけど、あとの飲み会で、ハハハと笑って楽しむだけの集まりに出てくる、そ

ういう人もいらっしゃると聞いたことがあるのですが、それもひとつの選択なんです。 
 
だから「あなたは飲み会にだけ出てきて冗談ばっかり言って笑っているけど、いいかげ

んに、真剣なわかちあいの場にきて心の奥の悲しみを全部はき出して泣いたほうがいい

わよ」なんて言う主張には科学的根拠は何も無いということなんですね。 
 

 グリーフワークは死者との関係を切る 
 

この悲嘆回復について、もうすこし

言えば、遺族の会のリーダーである

田中さんたちが、よく「グリーフワ

ークという考え方が、どうしても嫌

だ、好きになれない」とおっしゃっ

ていたんですが、その理由について

私はいろいろ考えてきました。 
 
そして、いろいろ論文を読んできて、

ああ、これがその理由なのかなと思

ったのは、グリーフワークの考え方、

その基礎には、死者との関係を切る

ことを重視する思想があったという

ことが書いてあるんですね。 
 
これは、一人だけではなくて何人もの研究者が同じことを言っていて、グリーフワーク

の基礎には、死者との関係の継続を病的だとする文化的な価値観があったというわけで

すよ 4。遺族の会のひとたちは「会いたい」という文集を出されているでしょ。それは

亡くなった人とのつながりを切るということとは、正反対の方向を目指しているわけで

す。 
 
じゃあ、グリーフワークには、なぜ「死者との関係を切る」ことを良しとするような価

値観があるのかということですが、その発想のもととしては、キリスト教の影響がある

と指摘する論文があるのですよ 5。 
 

4 そのことへの反省から、死者との「継続する絆」を重視しようという動きも出ていて、そ

の考えかたから次の書が出されている。Klass, D., Silverman, P.R., & Nickman, S. (Eds.). 
(1996). Continuing Bonds: New Understandings of Grief. Taylor & Francis. 
https://doi.org/10.4324/9781315800790 
5 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/10.4324/9781315800790
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その研究によると、みなさん、これには、なんと「天国と関係がある」というのですね。

天国との関係？ これには驚きまして、またまた夜中に遺族のかたにメールを打ってし

まったのですが、天国と関係があるらしいんですよ。 
 
どういうことかといいますと、キリスト教ではね、まあキリスト教といっても時代によ

って違うし、いろんな宗派もあるし、簡単には言えないのですが、キリスト教の「天国」

について研究している人によれば、天国についての考え方には、大きくわけて二つの流

れがあるんだそうです。 
 
ひとつは、日本の仏教の極楽と似ているのでしょうけど、死んだ人と会えるという考え

方。どちらかというと、この世の延長という感じの天国ですね。もうひとつは、天国で

は神さまと会うわけであって、神様と一つになるという場所なんですね。だから、この

世とはぜんぜん違う世界。 
 
そのあとのほうの天国では、この世の関係、たとえば家族への思いとか友達との関係と

か、そういう人間関係への思いは神さまと一つになるときの、むしろ妨げになると考え

られたそうなんですね。つまり、その考え方からすれば、亡くなった人との関係は切っ

てしまったほうが良いというか、というよりも、神のためには、むしろ、そうすべきだ

ということになるわけですね。 
 
そういう天国の考え方が、西洋人の死者との関係についての考えに影響を及ぼし、結局

グリーフワークも、死者との関係を切る方向に作られていったという、そういう研究論

文があるんです。 
 

 「グリーフケアなんて要らない」という「体験的知識」 
 
さて、ここまでグリーフワークの批判というか、悲嘆回復の理論の批判とかを紹介した

のですが、今日のお話しの本題と、どう関係しているのか？という質問があるかもしれ

ませんね。 
 
今日の本題は、自死遺族「本人の会」とサポートグループとの比較ということでしたが、

私は自助グループとサポートグループの一番の違いは、これだと思っているのです。哲

学、ものの考え方、価値観ということですね。 
 
専門家による自死遺族のサポートグループは、グリーフワークの考え方が基本なのでし

ょう。サポートグループの考え方の資料とか報告集を読ませてもらうと、基本はグリー

フワークなんだろうなと思うわけですね。遺族が、きちんとグリーフワークができるよ

うに援助していくということが基本にあると思います。 
 

 
https://doi.org/10.1080/074811899200885 

https://doi.org/10.1080/074811899200885
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でも、さっきも言いましたが、グリ

ーフワークは亡くなった人との関係

を切っていくことを最終的な目標と

していたわけですよね 6。それでは、

やっぱり違和感があるというのが、

私がしょっちゅうお話しさせていた

だいている、こちらの連絡会の田中

さんや明さんの意見であって、特に

子どもを亡くした親にとっては関係

を切るなんていうことは考えられな

いと、おっしゃるわけですね。 
 

その違和感というのは、もちろんご自分の体験から、そう感じていらっしゃるわけで、

グリーフワークは違う、なにか違うと、そう感じるわけです。これが本人の会の「体験

的知識」なんです。この「体験的知識」が「本人の会」の考え方の出発点なんですね。 
 
アメリカでは、こういう考え方が、はやっているからとか、どこそこの偉い先生が、こ

うおっしゃっているからとか、そういうことじゃないわけですね。自分たちの体験から、

こうだ、というのを出していくわけです。 
 
だからですね、去年でしたか、地域保健という保健師さんが読む雑誌が「グリーフケア」

の特集を組むから何か論文を書いてくれと私、依頼を受けたときには少し悩みました。

きっと「グリーフケアはいかに大切か」「グリーフケアは、どんなふうに進めていくべ

きか」と、そんなふうな論文ばかりが出るだろうと思いましたから。でも私が、いつも

おつきあいしている田中さんとか明さんはグリーフケアは嫌いですからね。 
 
じゃあ、「グリーフケアなんて要らないよ」という論文だったら書きますよって編集者

に電話で言ったわけですよ。そしたら意外にも、あっさりと「いいですよ」と言っても

らえたんですね。 
 
ただ、私はグリーフケアの専門家ではありません。グリーフケアの専門家が一生懸命や

っていらっしゃるのに、よく知りもしない私みたいな素人が「グリーフケアなんて要ら

ないよ」なんて言うのは、失礼きわまりない。 
 
だから「グリーフケアなんて要らない」と、いつもおっしゃっている遺族の田中さんと

明さんを誘って、このお二人の言葉を入れたかたちで共著の形で文章をまとめたんです。

それで、つけたタイトルが「グリーフケアは要らないという声が、自死遺族のなかには

ある」。長いタイトルですね。 
 

 
6 Stroebe, M. (1993). Coping with Bereavement: A Review of the Grief Work 
Hypothesis. OMEGA - Journal of Death and Dying, 26(1), 19-42. 
https://doi.org/10.2190/TB6U-4QQC-HR3M-V9FT 

https://researchmap.jp/tomofumioka/misc/39256155
https://researchmap.jp/tomofumioka/misc/39256155
https://doi.org/10.2190/TB6U-4QQC-HR3M-V9FT
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「グリーフケアは要らない！」と言っているのではないですよ。それだったら意見にす

ぎないわけで、厳密に証明しろ！なんていわれても、できませんしね。だから「グリー

フケアは要らないという声が自死遺族のなかにはある」というのは、だらだらと長いタ

イトルですが、これは事実ですからね。否定しようがない事実。じゃあ、これなら出せ

るだろうと思って出しました。 
 
というのも、それくらい慎重になっていたんですね。だってグリーフケアというのは

100%専門家の間で信頼されている考え方だと、すくなくとも当時の私は思い込んでい

ましたから。でも、なんのことはない、そこで言われている多くの仮説には科学的根拠

は何もなかったわけですよ。「体験的知識」として遺族の会の田中さんたちは、つねづ

ね「悲しみは人それぞれ」と、おっしゃっていました。 こちらのほうが科学的だったわ

けですね。 
 
「本人の会」の「体験的知識」というのは、必ずしも科学的なデータで裏付けできるも

のではないし、また、そうする必要があるものでもないと思っています。科学的な調査

では、わからないような人生の意味とか、死をどう考えるかとか、そういうことも「体

験的知識」に入ってきますから科学的に証明されるものでもないし、証明しなければな

らないものでもないと思います。 
 
でも、この自死遺族のケースは、たぶん珍しいケースだと思いますけれども、専門家の

専門的知識のほうが科学的ではなくて当事者の体験的知識のほうが科学的だったとい

う、たいへん皮肉な結果になっている珍しい事例だと思いますね。 
 

 体験的知識と専門的知識とどちらが効くか 
 
さて、ここでまた問題を出しますね。ある人が次のような質問をしました。あなたなら

どう答えますか。「『本人の会』なら『体験的知識』、サポートグループなら『専門的知

識』という話を聞きました。私にはどちらが効くのでしょうか。効き目があるほうに私

は参加したいです。」 
 
前半にグリーフワークには、実は科学的な裏付けはないという報告があるんですよ、と

いう話をしましたけれども、じゃあ、逆に自助グループ、「本人の会」には効果があると

いう科学的な裏付けはあるのかというと、どうだと思いますか？ 
 
実は、これが無いんです。これは言い方を慎重にしないと誤解を招きやすいので詳しく

説明しますと、ある薬の効果を試すときに、どんなふうに実験をするか、ご存じですか。 
 
人がたくさんいてね、あなたは、これを飲んで下さい、あなたは、こっちを飲んで下さ

いというように、バラバラに（無作為に）2 種類の薬をわたすわけですよ。ひとつは何

の効き目も無い薬の形をしたもので、偽薬、偽の薬ですね、もうひとつは本当の薬。そ

れで本当の薬を飲んだほうが体調が良くなったというのなら、そこで薬に効果があった

ということになりますよね。 
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それと同じように、あなたは「本人の会」（自助グループ）に参加してください、あなた

は参加しないで下さい、というように、バラバラに分けて、いろんな人に本人の会を試

してもらって、その結果をみたら、本人の会に参加した人と参加していない人を比べて、

参加した人のほうが体調が良くなったとか、気持ちが明るくなったとか、そういう良い

変化があるかなと、いろんな人が調べたんですが、結果は、だいたいゼロなんです。つ

まり良くも悪くもならない。 
 
こういう調査は、たくさん行われているんですね。でも、だいたい結果は似たり寄った

りで、要するに「効き目はない」という結果になっています。どうしてだと思いますか？ 
 
その理由に対する答えについては、実は 30 年ぐらい前に、すでに一定の結論が出てい

るんですね。その答えはですね。実に簡単。「本人の会」は自分から入るものだというこ

となんですよ。 
 
無作為に人を選んで「はい、あなたは、会に入って」「あなたは、入らなくていいです」

というように調査をする側が、勝手に人を選んで入ってもらっても、それは会に入った

ことにはならないということなんです。だから入ったことによって効果があるかどうか、

それを調べることは原理的に不可能なんです。 
 
あるアルコール依存症の人たちの自助グループでね、病院の医師と良い協力関係にある

わけですよ。それで、お医者さんが「この自助グループは効果がありますよ」といって、

自分の入院中の患者さんを何人もグループに送ってくるわけですね。 
 
それで、そのグループに患者さんたちが何人も出席しているんですが、なんか義務感で

仕方が無く出ているという感じなんですね。例会中でも「早く終わらないかな」と他の

人の話も聞かないで、時計をチラチラとみたりしているわけです。こんなふうに参加し

ても意味が無いでしょ。「無理やりに行かされて来たけれども、こんなところに来たっ

て無駄なのになあ」「嫌だなあ」と思いながら、ただ座っているだけ。これだと効果が無

いのは、当たり前ですよね。 
 
結局「あなたは、会にはいって」「あなたは入らないで」というようにする調査、だいた

い効果を測る調査なんていうのは、そういうものなのですが、これだと結局、いまお話

した人みたいに嫌々ながら座っているという人も含まれますから、効果が無いという結

果がでるのは当たり前の話なんですね。だから、要するに「本人の会」というのは自分

から自分の意思で参加するものでないと意味がないんです。 
 

 「本人の会」は価値観を共有するコミュニティ 
 
さらに言えば、自分から入るといっても、こっちのほうが効果があるから、というよう

な発想ではなくて、「本人の会」のほうに考え方や価値観が合うから、ということで入

るというのが、「本人の会」の考え方なんですね。 
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つまり、本人の会は、コミュニティ、考え方や価値観を共有するコミュニティなんだと

いうことです。コミュニティだから「わかちあいの場」にとどまらない関係が、あるわ

けです。 
 
行政の会だと典型的に現れると思うのですけど、行政のかたとは基本的には、その会が

開かれたときだけの、おつきあいですよね。仕事ですからね。職場を離れたら、それで、

おつきあいは無い。ましてプライベートな電話番号まで聞いて夜に電話するなんていう

ことはないでしょう。ボランティアのかたも、ボランティア活動をしている以外のとき

は別の生活があるのであって、24 時間、遺族の方とおつきあいをするわけではないで

すよね。 
 
でも遺族のかたは 24 時間、遺族であるわけで土曜日、日曜日でも遺族なわけですから、

つながりは、あるわけですね。 
 
いままで、サポートグループと本人の会（自助グループ）との違いを言うとき、ミーテ

ィングの場面に限定して考えすぎていたと思うのですね。当事者だけが集まっていると

か、そうではないとか、それも大事ですけど、もっと大きな違いは、サポートグループ

の場合はミーティングが全て、というか、それ以外の場面では基本的につながりがない。 
 
でも「本人の会」はミーティングの場面、わかちあいの場面は、その活動の一部分にす

ぎない。非常に大事な部分ではあるけれども、その全てではないわけですよ。わかちあ

いの場面以外でも、つながりがある。二次会があるし、飲み会もあるし、カラオケもあ

る、署名運動もする、と。 
 
深いわかちあいで泣いて語り合うという活動が、非常に大事だということなんですが、

それは、コミュニティとしての本人の会の活動の一部であって全てではないんです。飲

み会で笑っておしゃべりして電話で話し合ったり、いっしょにショッピングに行くこと

もあるでしょうし、ポスター展の展示をいっしょにやったり、署名活動をやったりとい

うのも、そういうことも、ぜんぶひっくるめて同じくらい大切な活動になってくるわけ

です。 
 
以前、明さんが「遺族の集まりは、大きな家族なんですよ」と、おっしゃったことが印

象的だったんですね。これも明さんが、おっしゃっていたことですが、自死遺族のかた

は、どうしても孤立しがちだと。だからこそ遺族同士の関係は、とても大事なものにな

ってくる、ということです。だから、そこでは、関係、つながりが大事なのであって、

「グループのなかで泣いて感情をはき出して、じゃあ、ハイ、さようなら」ということ

じゃないわけですよ。 
 
私は、社会福祉の援助技術の一環としてグループセラピーの勉強もしたことがあります

が、薬物依存の人たちのグループセラピーなどは互いにグループの場以外では連絡をと

りあわないという約束をさせることがあるんです。グループのなかだけのおつきあいに

して、グループが終わったら、それで関係もおしまい。そのほうが各個人が独立できる
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のだからいいんだ、という考え方なんですね。そうするとコミュニティとは、だいぶ違

いますよね。 
 
そこまで考えるとね、ミーティングの場面だけに限定した感じで「どっちが効きます

か？」なんていう質問は、基本的に「本人の会」のコミュニティとしての性格を理解し

ていない質問だと思うのですね。 
 
サポートグループと本人の会（自助グループ）、似ているようだけれども、実は、ぜんぜ

ん別物なんですよ。だから、その場合は、コミュニティとしての「本人の会」の説明を

十分にしていただくことが大切だと思います。 
 
コミュニティという点で、私が遺族のベテランのリーダーたちの話を聞いていて、ああ、

なるほどなあと思ったのは、新しい人を無理に強く誘わないということなんですね。会

場の入り口近くで、ずっと入ろうか、やめようか迷っている感じの人がいても、こちら

からは声をかけない。いかにも声をかけてもらいたそうな感じでも声をかけない。なぜ

でしょう。 
 
それは、やっぱり本人の意思で参加するということを重視するからだそうです。コミュ

ニティとしては、それが基本ですよね。来る人は、お客さんじゃないわけですから、コ

ミュニティの一員として仲間になるということですから、やっぱり自分自身の責任で、

一歩を踏み出してもらうということだと思います。 
 

 「本人の会」（遺族の自助グループ）をどう進めていくか 
 
では、これが最後の質問です。ある人が次のような質問をしました。あなたならどう答

えますか。「『本人の会』は、本人どうしでグリーフケアをしあうグループなのかと思っ

ていましたが、違うみたいですね。じゃあ、どうやって進めたらいいんでしょうか。ど

こにヒントがありますか。」 
 
死というものにどう向かい合うか、亡くなった人との関係をどう考えるか、これは文化

によって大きく違ってくるんですね。だから外国の例をさがしてきて、たとえば「アメ

リカでは、こうやっているんだから」ということでやっても、うまくいかないと思いま

すよ。さっきも言いましたように天国の様子からして違うかもしれないわけで、日本で

は、やはり日本のモデルを考えるしかないと思っています。 
 
そして日本のモデルというと、日本の、なんとか先生が、こう言っていたとか、なんと

かという本には、こう書いてあったとか、そういうのではなくて体験的知識ですね。み

なさんが体験してきたそのことを踏まえて、みなさん自身で作っていくしかないと思っ

ています。 
 
じゃあ、具体的にどうするかというと、会どうしで会の問題をわかちあうグループを開

くという方法があって、これは「自助グループの自助グループ」と言われるものですね。
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つまり会の活動を中心になって進めていく人たちの「自助グループ」です。会の世話人

ばかりの自助グループになります。そういうものを開くということもいいと思います。 
 
それから一番いいのは、お互いの会に出てみて、「あ、これは、いいところだ、うちにも

取り入れよう」とか、そういう学びをし合うことによって徐々にゆっくりと試行錯誤的

に学んでいく。そういう方法が理想的だと思いますね。 
 
いろいろ話を聞いてみると、本人の会が全国に、あちこちに出来てきたけれども、まだ、

どうやって進めたらいいのかわからないという声もあるように思いました。そういうと

きに専門家とか行政がやっているようなサポートグループのマネはしないほうがいい

と思いますね。さっきも言いましたように、サポートグループは、その場の集まりがす

べてなんでしょうけれども、本人の会はコミュニティですから性格が全く違うんですね。 
 
だから、ボランティアの会とか専門家がやっている会とかを参考にするのではなくて、

数年前から先に活動している本人の会に出向いて、そこから学ぶということが、より現

実的だと思います。 
 

 「本人の会」の工夫 
 
具体的な例を少し出しますと、私が何人かのリーダーのかたたちから実際にどんなふう

にやっているのかという話を聞いて、これはいいんじゃないかなと思ったことをいくつ

か、あげておきます。 
 

まず、さっきも申し上げましたが、

強く誘わない。「自主性を尊重する」

というのは、いいなあと思いました

ね。遺族のかたの気持ちとして誘わ

れたくないときもある、ということ

だったと思いますが、やっぱり、お

客さんとして来てもらうわけではな

い。 
 
自分たちでコミュニティとして活動

していくのだということであれば、

強く誘うというのは、あとあと問題

が出てくるように思います。これも、

ご自分たちの体験をもとにした知識だと思うのですね。 
 
それから、集まる場所を選ぶということも聞きました。精神保健センターとか病院とい

うのは、選ばないそうです。本人の会が、悲しむことは病気じゃないという考え方に立

っている以上、やっぱり病院で開くのは不自然ですよね。あと、亡くなった人たちを思

いさせる若い人たちが集まる場所とか、にぎやかでうるさい場所は避けるということを

お聞きしました。 
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それから、大きな会から、立場別の小さな会、そして最後に再び、みんなひとつになっ

て大きな会という流れがあるということですね。どうしても会場が小さいとか、集まる

人数が少ないと、これは難しいと思いますが、広い会場で人数が増えてきたら、ぜひ、

この流れで、やってみるといいのではないでしょうか。 
 
少し説明しますと、集まった人たちが、まず大きな輪になって簡単な自己紹介をする。

そして、そのあと立場別の小さな会、つまり誰を亡くしたか、子どもを亡くしたか、親

を亡くしたか、配偶者を亡くしたかといった立場別に分かれるわけですね。そこで深い

話をする。そのあと、また全体にもどって、みんなで、こんどはお茶とか、お菓子を出

して軽い雰囲気で話すと。こういうサンドイッチの形式ですすめるわけです。 
 
アメリカの論文に書いてあったことですが、専門家のグループ・セラピーでは、立場別

に分けないそうです。分けないというより分けられない。理由はコストの問題ですよ。 
 
治療のグループというのは、必ず専門家がグループのなかにいなければいけないでしょ。

当たり前ですよね。でも小さなグループに分けたら、そのグループごとに専門家を置か

ないといけませんよね。現実の問題として、そんなに専門家を雇うことはできませんよ、

お金がかかりますからね。 
 
ということで、死別のカウンセリングのグループだったら死別ということで、いろんな

死別体験をした人が集まってくる。結果として同じ死別でも経験したことがかなり違っ

てきて、「ああ、私は、この人たちとは違う」ということになってしまって、グループに

心が入っていかない。だから死別のカウンセリング・グループには効果があまりないの

かもしれないと書いてある論文がありました。 
 
本人の会の場合は進行係というか、ファッシリテーターになるには特別な訓練は必要な

いと考えているのが普通なんですね。だから、ある程度、落ち着いてきた人なら誰でも

できる。誰でもできるというか、特別なことをしないわけです。誰かが話したら、それ

を、まとめて整理したりという訓練を受けた人しかできないようなことをしない。気持

ちが沈んでしまったら、途中で出ていくこともできるそうなんですが、誰かが出ていっ

ても進行役になっていた人が「ああ、私の失敗だ！」とか思わないわけですよ。 
 
さっきも言ったように、自主性を重んじているわけですから、自分の責任で話し、自分

の責任で参加しているわけです。誰かが一方的にケアをして、誰かが一方的にケアをさ

れるというような関係じゃないんですね。一人一人が大人として自立した対応をすると

いうことが、本人の会（自助グループ）の自然な形であるわけです。 
 
だから、わかちあいを心理治療の場としない、ということですよね。本人の会では、お

互いに、お互いを治療しようとはしていないはずですよ。そういう会ではないんですね。 
 
それから、この小さな会から大きな会に戻るとき、クールダウンという日常復帰の時間

がある。これが面白いですね。私は、いろんな本人の会を見てきましたが、こういう工
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夫をしている会は初めて知りました。立場別の小さい会で深い話になって、涙、涙にな

って、いわば日常とはちょっと違う雰囲気になる。その日常とは違った雰囲気になった

まま、「じゃあ、今日は、これで会を終わりましょう」と突然終わってしまうのではなく

て、ワンクッション置くわけです。 
 
もういちど大きな会に戻って、お茶とか、お菓子をいただく。そこで社交的な話もでき

るようにして、ここのところで日常生活のモードに戻っていくわけですね。それから、

この日常生活モードに戻ったあとは、おしゃべりをして、あとは飲み会に行った、喫茶

店に行ったりするわけですよね。つまり笑って楽しい時間も設ける、というわけですね。 
 

 コミュニティだからこそ「笑い」もある 
 
田中さんが、よく「ボランティアの会は『ハイ、泣いて下さい』という会なんだ」と、

おっしゃっていますが、ここが、ポイント、ボランティアの会との違いですよね。 
 
私は、シンポジウムとかのあとに、カラオケに誘われることがあって、なんどか行かせ

てもらったのですが、けっこう盛り上がったりするわけですよね。みんなで大笑いした

りしてね。 
 
私は、この夏に悲嘆についての論文をいろいろ読んできて、一番印象的だったのは、悲

しい気持ち、辛い気持ちに焦点を当てることだけが助けになるわけではなくて、楽しい

気持ちと、笑いとか、こういうポジティブな気持ちに焦点を当てることも生きる力につ

ながるという調査結果があるのです。 
 
だから泣くだけが、わかちあいではないと思いますね。飲み会で飲んだり、カラオケで

歌ったり、それも大事なことだと思いますし、 「笑い」が出るのは、その場だけのつな

がりではなくて、コミュニティとしてのつながりがあるからこそではないかと思います。 
 
実は、さ来月の 11 月、私はチェコのプラハで開かれる国際会議で、この自死遺族の会

について発表する予定になっています。日本の自死遺族がどういうことを主張している

のか、それを海外の人にも知ってもらいたいと思ったのですね。そして、その主張を一

言でまとめれば「悲しみは愛しさである」「グリーフ・イズ・ラブ」(Grief is Love)とい

うことで、これを発表論文のタイトルにしています。 
 
日本は亡くなった人とのつながりを大事にする伝統的な文化を古くから守ってきまし

た。一方で、人びとが自由に団体をつくり、市民運動をつくりあげ自らの主張をしてい

くという近代的な民主主義の文化も合わせてもっています。こういう新しいものと古い

ものとが共存している日本においては、自死遺族の活動はとてもユニークなものとして

展開するのではないかと思っています。 
 
そして、その遺族の市民運動は、きっと日本だけではなく世界の自死遺族にとっても大

事なメッセージを運ぶものとなるに違いないというのが、私の期待であり信じているこ

https://researchmap.jp/tomofumioka/published_papers/17538474
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とでもあるということを伝えつつ、これで今回の私のお話の結びとさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。 


