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第 12 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「自死遺族の自助グループについて」 

上智大学 岡 知史 
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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。私が全国フォーラムでお話

しさせていただくのは、これで 11 回目でして、もう 11 年連続してお話させていただい

ているんですね。毎回同じような話をしているのですが、毎回出席されるかたが違うと

いうこともあるということで「同じ話でいいですから」と、田中さんに言われて、こう

やって今年も、ここに立たせていただきました。いままで自死遺族の全国フォーラムで、

お話させていただいたことは、今日お配りしたプリントの下のほうに二次元バーコード

を載せておきましたが、そこに一部ですが、掲載しております。もし時間のあるときに

でも、ごらんいただければと思います。 

 さて今回のお話ですが、事前に田中さんと相談のうえ 5 つばかり話題を取り上げてい

ます。まず最初に、これは、いままでの全国フォーラムでは、やったことがない形式な

んですが、今年の 7 月に、この全国自死遺族連絡会につながっている自助グループに簡
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単なアンケートをさせていただいたので、その結果を、ここで報告したいと思います。

ちょっとスライドを見ていただけますか。 

 
 自死遺族の自助グループについてのアンケート結果 

 

まず今年の 7 月の時点で全国自死遺族連絡会のホームページに自助グループとして、記

載されていた 33 のグループについて、調べてみることにいたしました。それが、その

結果なのですが、33 グループのうち、2 つは支援グループに転換とあります。 

 つまり自死遺族の自助グループというのは、遺族だけで進めていくというのが基本な

んですが、いくつかのグループは、遺族ではない、当事者ではないかたが、グループに

入っているということで、いまは自助グループではなく、支援グループになっていると

いうことなんですね。 

 

初めて、こういう言葉を聞いたかたは、何を言っているんだろうと思われるかもしれま

せんが、自助グループというのは基本的には当事者だけでやっているグループなんです。 
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一方、支援グループというのは、サポートグループともいうのですが、これは当事者以

外の人、たとえば、ボランティアとか、ソーシャルワーカーとか、保健師とか、そうい

う遺族以外の人が加わっているものです。 

 この調査では 33 の自助グループだと思われていたグループが、実は、なんらかの事

情で当事者以外の人も加わって支援グループに変わったということですね。これについ

ては、またあとでお話したいと思います。 

 それから 3 つのグループは、すでに活動を停止していたということです。あと 6 つの

グループからは、アンケートに対する回答が無かったということで、残りの 22 のグル

ープについて調べた結果をいまからお話します。 

 

 

これが回答のあった 22 のグループの所在地ですね。仙台を中心とした東日本に偏った

感じになっていますが、これは仙台の田中さんたちのご活躍の成果ではないかと思いま

すけどね。 
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それから、これが、グループの結成時期ですね。これをみると自殺対策基本法が施行さ

れた 2006 年から結成されて、大震災までに多くのグループが結成されたということが

わかります。 
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これが、1 回のわかちあいの平均の出席者数ですが、10 人以内のグループが 8 割以上と

いうことで、小さいグループのなかで、じっくり体験をわかちあうという形になってい

るところが多いという感じですね。 

 こういう 16 人から 20 人という大きなグループでは、亡くされた方との関係別に、小

さなグループに分かれてわかちあいをされるということです。つまり、子どもさんを亡

くされたかた、親を亡くされたかた、配偶者を亡くされたかたと、分かれて話すという

ことですね。 



第 12 回全国自死遺族フォーラム「自死遺族の自助グループについて」           2019.09.14. 

 

上智大学 岡 知史 6 
 

 

それから、これが、わかちあいの頻度ですね。これをみると隔月で開いているところが

多いですね。 
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これは、行政等から補助金など資金的な援助があるか、ということを聞いたものですが、

半分ちかくのグループが受けています。 

 私は自己紹介をしないで、いきなりお話を始めてしまったのですが、私の研究してい

るテーマは、自死遺族に限らず、自助グループ全般なんですね。その関係でいうと、行

政から補助金とか、財政的な援助を受けている自助グループは、非常に少ないです。自

助グループというのは、数限りなくありますので、それをひとつひとつ行政が援助する

わけにはいきませんので、現在こういう補助金、公的なお金を行政から受けている自助

グループは、非常に高い公共性を求められていて、しかも、すでにそういう公共的な役

割を果たしている会であると思われます。 
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いま行政からの補助金は、自助グループに行くことは、一般的には少ないという話をし

ましたが、じゃあ、行政は何ができるかというと、それは広報なんですね。これは自助

グループが、各地方自治体の広報紙に掲載されたことがあるかどうかを聞いたものです

が、これによると半数以上の会が広報紙への掲載の経験がありますよね。 

 いま、ここの場にも行政のかたが来ていらっしゃるかもしれませんが、自助グループ

を行政が、お金で援助しようとするとたいへんですよ。いま、どこの自治体でも財政的

に苦しいですしね。 

 じゃあ、どういう支援ができるかというと、広報なんですよ。「広報なんて、ネットで

いくらでもできる」なんて思われるかもしれませんが、ネットの情報なんて、なかなか

信用されないわけですよ。誰だってホームページを簡単に立ち上げることができるわけ

ですからね。でも行政が出している広報紙なら、たとえば、宇都宮市の広報紙なら、た

しかに読む人は少ないかもしれないけれども信用があるわけですよ。市の広報に載って

いる会の集まりだったら行ってみようということになるわけですね。 
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 逆にいえば、「会をちょっと立ち上げた。だから、会の開催日時や場所を市の広報に

出してほしい」と言えば、簡単に載せてもらえるというものではないです。さっきも申

し上げたとおり、行政の広報紙というのは信用の問題がありますから、誰のどんな会で

も、載せるわけにはいかないということで、行政の広報紙に載せてもらうためには、自

助グループのかたが、なんども行政の担当者に会ってみるとか、あるいは自分たちの活

動が新聞記事にとりあげられたら、それを持っていくかとかして信頼関係をつくって、

信用してもらって、はじめて広報紙に載ることができるんですね。 

 

最後はこれ。活動内容ですけど、自助グループの活動は、体験のわかちあいと言われま

すけど、それだけじゃないんですね。「わかちあい」プラス他の活動をしているグルー

プが 6 割以上あります。その活動の例としては、遺族総合支援、遺族のいろいろな生活

の問題について支援していくということですね。それからレクリエーション、行政への

働きかけとかです。共催で、こういう全国フォーラムを開くなんていうのも、自助グル

ープの大事な働きです。 
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 さて、ここで、ちょっとプリントを見ていただけますか。そこに問題が書いてありま

す。ちょっと読んでみますね。 

 
 自助グループに参加する当事者は少ない 

 

 問① 自助グループの参加人数が、全国の遺族の数と比べてあまりに少ないという指

摘があります。これについてどう思われますか。  

 自死遺族は、日本で 300 万人いらっしゃるという統計学者の研究があります 1。それ

を考えると、自死遺族の自助グループに参加されているかたは、ごくわずかですよね。

これについてどう思われるか、という質問です。ちょっと自由に隣の人と意見交換して

いただけますか。一人で考えてもらっても、けっこうです。 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。私は、さっき途中で短い自己紹介をさせていただきま

したが、私は自助グループの研究を、ずっと 40 年ちかくやってきたのですが、かなり

前に自助グループを増やして、たとえば一般市民の健康状態を改善して、その結果とし

て医療の削減につながるとか、そういう考えから、むかしの西ドイツ、冷戦前の東西に

分裂していたころの西ドイツで実験的に、たくさんの公的な資金をつかって自助グルー

プをいっぱい援助したことがあったんですが、それでも市民がたくさん自助グループに

参加することは無かったんですね。まあ、そういった経験から自助グループというのは、

素晴らしいものだけれども、じゃあ、当事者の半分以上が参加したいと思うものかとい

うと、そういうわけではないんですね。 

 日本にも、たくさん自助グループはありますよ。障害者のかたの自助グループ、患者

の自助グループ、同性愛者を含む LGBTQ のグループとか、そういう人たちの自助グル

ープとか、たくさんありますけど、それに該当する当事者の半分以上が入っているとい

う自助グループは、たぶん無いと思いますね。 

 
1 Chen, J., Choi, Y. J., Mori, K., Sawada, Y., & Sugano, S. (2009). Those who are left 
behind: An estimate of the number of family members of suicide victims in Japan. 
Social Indicators Research, 94(3), 535-544. doi:10.1007/s11205-009-9448-3 
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 自助グループは基本的には当事者のかたの、わずかの方が入るものだというのが、一

般的な見方です。これは世界中をみても、ほとんどそうだと思いますね。ただ、だから

といって自助グループには、あまり力が無いとか、社会的な意味が限られているとか、

そんなことはないんですよ。 

 

 自助グループに参加しない人も、その存在で安心できる 

 

なぜなら自助グループには入らなくても、そういうグループがあるということだけで安

心している方が、たくさんいらっしゃるということですね。たとえば、私は上智大学の

教員をしておりますが、いまの学生さんだけでも何人かは、お父さん、お母さんを自死

で亡くしている人がいて、こういったフォーラムに来たいとか、田中さんに電話をした

いとか、そういっている学生さんがいるわけです。実際には電話もしないし、フォーラ

ムにも来ないし、自助グループにも参加しないんだけれども「ここに行けば、私の気持

ちをわかってくれる人がいるんだ」と、そう思えるだけで、かなり違うんですね。 

 だから、わかちあいで集まる人が 5 人だ、6 人だといっても「そこで、わかちあいが

行われているんだ。どうしても耐えられなくなったら、そこに行けば、同じ体験をして

いて、わかってくれる人がいるんだ」と、その集まりを心の支えとしている人が、どれ

だけいるか、それは、わからないですよ。ひょっとしたら一つのグループに 100 人ぐら

い、いや 200 人ぐらい、そう思っている人がいるかもしれないですよ。 

 自助グループの研究をしていると、よく聞く話が、新聞に自助グループの集まりの公

告というか、お知らせがあるでしょ。その小さな新聞記事を切り抜いて、ずっと財布の

なかに入れていて、もう 5 年、6 年とたって初めて電話をしてみたとかね。それは、よ

く聞くんですね。 

 これが「自助グループは公共のものだ」ということですよ。単なる友達とか、知人の

集まりではないではないんですね。 

 プリントの問②を見ていただけますか。病院で同じ病気で手術をする人たちが、たま

たま集まり、病気や手術を受けた体験などを話し合った。これは自助グループと呼べる

でしょうか。という問いなんですが、答えを先に言ってしまうと、これは自助グループ

とは呼べないんです。 
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 なぜかというと、いまさっき言った公共性がないんですよ。つまり、たまたま集まっ

て、同じ病気の人、同じ手術を経験した人が話し合ったんですよね。その集まりについ

ては、そこに実際に集まっている人の他、誰も知らないわけですよ。いついつどこで集

まりがあるというアナウンスがあるわけでもないので、いまさっき、お話した、グルー

プのことを書いた小さな新聞記事を切り取ってね、財布に入れて持っておいたという話

には、つながらない。 

 

 自助グループは公共のもの 

 

要するに、自助グループは公共のものだということですよ。公共のものだから個人とは

独立した、はっきりとしたルールがあるんですよ。たとえば、仲のいい友達のグループ

があって、そのメンバーは 10 人いる。日曜日に会うんだけど、じゃあ、何しようかと

いうことは、その場にいる 10 人で、その都度、気分によって決めればいいんですよ。 

それは、プライベートな個人の集まりにすぎないから、それはそれで何の問題もない。 

 でも公共のグループ、公共の会となると、いつどこで集まりをするかということを、

不特定多数の人に知らせなければいけない。そして知らせたあとは当然のことですが、

突然場所を変えたり、日程を変えたりしてはいけないわけですよ、なんたって公共のも

のですからね。 

 たとえば、自助グループのなかには「自分の自宅を開いてやっています」というとこ

ろもありますよ。自宅で自助グループの集まりをもつのは何の問題もありません。ただ、

自宅で開いているから、プライベートな集まりだと思ってはいけないわけです。自宅で

開いても自助グループであるかぎり、それは公共のものです。公共のものというのは、

たとえば、すべての自死遺族に対して開かれたものだということですね。 

 この公共のものだという感覚が自助グル－プのことをあまりご存じない方には、なか

なか伝わりにくいのかもしれませんね。たとえば、グループとか、会を自分がやってい

ると、自分のお金の持ち出しが、けっこうあるもんなんですよ。どこかに行ったり誰か

に会ったりで交通費がかかったり、コピーをとったりとか自腹で払うことがけっこうあ

る。で、それがたまたま行政から補助金が出て、お金をもらったと。でも、それは公共

のものとしてのグループに対して出されたもので、会の仕事をあれこれやっている個人
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に出されたものではないわけですが、この区別がけっこう難しかったりします。「自分

は、いままで会のために自分のプライベートなお金も出してきたんだから」という気持

ちもあって、公共のお金と自分のプライベートなお金の区別ができなくなってしまう。

「いままで会のために無償で働いてきたんだ。時給に換算すれば、これくらいもらった

って当然じゃないか」と自分勝手に考えてしまう誘惑もあるかもしれない。ここでも自

助グループは個人のものではなくて、公共のものだということを決して忘れないことが

大切だと思いますね。 

 別の例をいいますと、昼間の公園にいくと、ベビーカーに小さなお子さんを乗せて、

若いお母さんたちが集まっておしゃべりしている風景が見られますよね。あれは自助グ

ループでしょうか？ お母さんたちみんな、小さな子どもを連れた女性で、同じような

立場で、育児のことやら家事のことやら体験をわかちあっているかもしれませんね。で

も、あれも自助グループではありません。なぜなら公共のグループではないから。公共

のグループは、さっきも言ったように、ある条件を満たす人なら誰でも入ることができ

るように、いつでもドアが開いていなければいけない。そして公共のグループでは、そ

の条件を満たす人なら、そのグループにすぐになじめるようにグループのルールが明確

に示されているべきなんです。 

 

 自助グループのルール（原則） 

 

たとえば「自助グループのルール」って、どういうものがありますか。どこの自助グル

ープでも共通しているのが、わかちあいの中で話されたことは、そのわかちあいの外に

出さないという秘密を守るというルールですね。命にかかわることとかは、別なのかも

しれませんが、それでも慎重にしないと二度と話してくれなくなったりしますからね。 

 他に、どういうものがありますか。一人の人が話しているときは、他の人は、しっか

りと聴くという傾聴の原則とかありますね。つまり一人の人が話しているときに、べち

ゃくちゃと隣の人と雑談したり、まだ話している途中なのに「ああ、それは、だめ、だ

め。そんなときは、こうするんだよ」と話をさえぎってアドバイスするとかね。 
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 他にどんなルールがありますかね。ちょっとプリントを見ていただけますか。問③で

す。自助グループの決まりごと（ルール）の例をいくつかあげてください。ちょっとい

ろいろ考えていただけますか。 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。いろいろ思いつきましたでしょうかね。 

 

 ひとりだちの原則 

 

たとえば自死遺族に限らず、障害者でも患者の自助グループでも多くの自助グループに

は「ひとりだち」の原則というものがありますよ。それはどういうことかというと、身

体障害をもつ方の例がわかりやすいと思いますが、障害者の会でグループで助け合いを

するんだと言っても、お互いに介護をしあうわけではない。障害者の人は、ひとりひと

りが自分の介護のスタッフを確保したりしていて、もう自立しているわけですね。そし

て、ひとりひとりが自立した状態で会に参加する。それが自助グループの基本なんです。 

 たとえば、秋の運動会で組み体操というのがあったでしょう。ピラミッドとかいうの

があって、最近、危険だというので、大きなピラミッドはできなくなったそうですが、

私の子どものころは高いピラミッドを作りました。ああいうのは自助グループのイメー

ジではないんですよ。ピラミッドは、下にいる人が辛くなってつぶれてしまったら、ピ

ラミッド全体も潰れてしまうでしょ。自助グループはグループだけど、一人がくずれて

も総崩れにならない構造になっていると言われています。なぜなら一人一人が自立して

いるからね。 

 わかりやすい自助グループのイメージとしては、渡り鳥の群れが、よく使われるんで

す。渡り鳥というのは、よく三角形に飛ぶじゃないですか。あれは、どうして三角形な

のか、ご存じですか。ああいう形をして飛ぶと、空気の抵抗が少なくなってよく飛べる

そうですよ。つまり、みんなで飛ぶと、よく飛べるんです。でも基本は、ひとりひとり

というか、一羽一羽が飛ぶわけですね。誰も他の鳥をおぶって飛んでいるわけではない。 



第 12 回全国自死遺族フォーラム「自死遺族の自助グループについて」           2019.09.14. 

 

上智大学 岡 知史 15 
 

 いまから 13 年前になりますか、田中さんが自助グループをはじめようとしたとき、

専門家と呼ばれる人たちから「遺族だけでグループをつくるなんて、とんでもない。や

めなさい！」と強く言われたという話を、よくされていました。なぜ遺族だけでグルー

プを作ると危険だと、その人たちが信じたかというと、それは、いまさっき私が言った

「組み体操のピラミッド」みたいな集団のイメージをもっていたのかもしれないなと思

います。つまり一人が崩れると全員が崩れてしまって他の人の体重もかかるから、みん

なが大けがをしてしまうというイメージですね。 

 でも自助グループは、そういうピラミッドのイメージではなくて渡り鳥の群れのイメ

ージです。ですから、たとえ一羽の鳥が飛ぶのをやめても、他の鳥には大きな影響がな

い。だから、ある意味、安全なんですね。これが「ひとりだちの原則」。 

 

 相互性の原則 

 

それから「相互性の原則」というのもありますね。相互性、お互い様ということ。たと

えば、自死遺族の自助グループでは、みんなが遺族です。そういう意味で平等なんです

ね。誰かが先生で、誰かが生徒という区別もない。病院だったら、ある人は医者で、あ

る人は患者で、医者は患者の治療をしますけど、患者が医者の治療をするということは

ない。つまり治療が一方的なわけですよ。 

 自助グループの場合は、全員、遺族でしょ。もちろん、家族が亡くなってまだ数ヶ月

のかたもいらっしゃれば、亡くなってもう 10 年以上過ぎたというかたもいらっしゃる

し、その年月で感じ方は、かなり違ってくると思いますが、それでも亡くなった方を思

う気持ち、深い悲しさは同じだし、その意味で平等、対等な立場なんですよね。 

 この相互性、お互いさまというとき、普通は時間を共有している場面が多いんです。 

つまり「私は、あなたから助けられました」、そして「私も、あなたを助けます」という

ように、あなたと私が同じ時間にいるということを考えるときが多いんです。 

 でも自助グループでは、この時間が違うときが、かなりある。つまり、たとえば「私

は 5 年前に助けられました。だから、それから 5 年後のいま誰かを助けます」という時

間の流れが入っている相互性ですね。つまり、お互い様というときに時間が流れてしま
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っている。だから相手も変わってしまっているのですね。時間が流れてしまって周りの

人も変わっているわけですよ。 

 

 時間を超えた助け合い：恩送り 

 

本当は助けてくれた人に、お返しして助けたいのだけれど、時間が過ぎてしまって、そ

の助けてくれた人は、もういない。だから、こんどは自分が助ける立場になったときに、

別の人を助けるわけですね。でも、その自分が助けた人からは、自分は助けられること

は考えていないわけですよ。 

 この考え方、実は、文化人類学の贈与論、贈与、つまりギフト、プレゼントですね、

贈与論というものにつながっていく考え方なのですが、これこそは人間の社会を成り立

たせている根本的な原理なんだという理論がある。つまり、もう少し抽象的に言えば、

自分が何かをもらったときに、それと同等の価値があるものを返したいと思うわけです

よ。でも、その返したいという相手には返せないという状況がある。そのとき、他の誰

かに、その価値のあるものをあげるわけですね。で、それを受け取った人は、また、そ

のお返しを直接、返せないから、また別の人に、それを返す。こういう話をしたら、そ

れは「恩送り」というのですよ、と教えてもらったのですが、それが社会を成り立たせ

ている根本的な原理だという考え方がある。 

 その代表的な例が、娘を嫁がせることだという話がありましてね。これは文化人類学

の話なので、原始的な社会を想像してもらうとわかりやすいと思うので、そういう男を

中心とした部族社会で、自分の娘を、他の村とか、他の家に渡さなければいけないとい

う状況を考えてほしいのですが、つまり手塩にかけた娘を、どこの誰かもわからない男

の妻にしてあげるというのは、あるいは、どこの誰かもわからない家の主婦にしてあげ

るというのは、娘の親の目から見れば、まったく一方的な犠牲というか、ここでいう贈

与、プレゼント、ギフトなわけですよ。でも自分だって自分は母親から生まれてきて、

その母親は、また自分が知らない家族で大切に育てられた娘だったわけで、他の家族の

大きなギフトを受けてきたというわけですね。 
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 要するに、自分が受けたものは、誰かに渡さなければいけないけれども、それを渡す

相手は自分にギフトをくれた相手ではないということ。ただ、それがあるからこそ人間

社会は成り立つんだという考え方ですね。 

 子育てだって、そうですよね。子どもを育てるのは自己犠牲が伴うものだと思います

が、自分だって親の自己犠牲のおかげで育ってきたわけで、次の世代に順に何かを渡し

ていくことで人間の社会が成り立っていくわけですよ。 

 長々と説明しましたけれども、自助グループも同じで、自助グループが、なぜ続いて

いくかというと、やっぱりこの原理なんですよ。たとえば、田中さんを例にしてお話し

しますと、田中さんも自死遺族の自助グループを初めて立ち上げるとき、いろいろな人

から助けてもらったと思うのですね。でも、じゃあ、その助けてくれた人に、お返しを

すればいいかというと、それは難しいと思うんです。だから、そうではなくて田中さん

は次の世代の遺族の方で、いま困ってらっしゃるかたを助けようとしている。じゃあ、

この田中さんがはじめられた自死遺族の自助グループの運動が続くためには、田中さん

に助けられた人が、こんどは、また次の世代の困っている人を助けるというように世代、

世代の順繰りで伝わっていかないと、いけないわけですね。 

 全国フォーラムも 12 回目になって 12 年で一回りしたわけで、運動の継続のために

は、田中さんに続く次の世代の登場が必要になってくるわけですね。じゃあ、そういう

ことで、またプリントを見てもらえますか。問④ですね。「助けてもらった人には返せ

ないが、助けてもらったように誰かほかの人を助ける」。これが、時間の流れにそった

「助け合い」です。みなさんの身近な例を考えてみてください。 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。これは、みなさんの身近にいくらでも例があるように

思いますが、いかがでしょうか。ぜひ、この考え方が人間の社会をつくる根本的な原理

なんだということを覚えておいていただき、自死遺族の市民運動も世代を超えて継続さ

れるように私は祈っています。 
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 「二つの帽子」問題 

 

では、次の問いに進みましょう。これは、ちょっと難しい問題です。問⑤ですね。当事

者が同時に「専門家」として職業として、あるいは有料で他の当事者を支援することが

あります。これは「二つの帽子」と呼ばれる現象です。これについての弊害について考

えてみてください。 

 「二つの帽子」という言い方は、英語の表現から来たものですが、一人二役という意

味ですね。たとえば、自死遺族のかたで、心理関連のカウンセラーの資格とかも持って

いらっしゃるという方の問題です。これは、けっこう複雑で微妙な問題を含んでいます

ので、私も言葉を注意深く選んでお話しなければならないと思っていますが、この「二

つの帽子」というのは、自助グループの世界では、実は、あんまりいい意味では使わな

いんですね。 

 世間的には、遺族という当事者の体験もあり、専門家として専門的な勉強もしてきた

人だから、両方の立場もわかり、両方の知識もあって、最強でベストなんじゃないの？

と思われるかもしれませんが、実は、そういうわけでもない。私が知っている人で、ソ

ーシャルワーカーで、心理的な勉強もたくさんされてきた人なんだけれども、息子さん

を自死で亡くされたかたが、いらっしゃるんですね。そのかたは、自分が悩みをもった

人の相談に乗るという仕事につき、資格も持っていた人間だったのに、息子の命を救え

なかったということで自分をたいへん責めていらっしゃいました。専門的知識をもって

いたにもかかわらず、助けられなかったということで、自分の専門性に対して疑問をも

っていらっしゃったというか、そんな感じなんですね。 

 こういう人の場合は、二つの帽子の問題も比較的うまくクリアできるように思います。

つまり、遺族であることと専門家であることを、きちんと分けることができているとい

うことですね。自助グループに入っても、そこのなかでは一貫して遺族として振る舞い、

専門家であることは出さないわけです。それができるのは、自分の息子さんを亡くした

ことで自分の専門性の限界について非常に謙虚に向かい合うことができたからだと思

います。 

 これに対して難しいのは、遺族になって、そのあと専門的な勉強をはじめて専門家で

もあり、遺族本人でもあるという「二つの帽子」のかたですね。「あ、私のことを言って
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いる！」と思われたかたは、これから私が言うことは「二つの帽子」の問題の、かなり

悪い現れ方の共通パターンなので、決して特定のかたを批判して言っているのではない

ことを覚えておいていただきたいと思います。 

 話はもどりますけど、遺族になったあと、専門的な勉強をはじめて専門家になったか

たですね。その方は、最初に申し上げた、専門家として働いているときに家族を自死で

亡くした人とちがって、自分の専門性に自信がある場合が多いようです。その自信が問

題なんですね。「私は遺族で遺族の気持ちがよくわかるから、普通の専門家よりも、も

っと深い良い援助ができる」と思ってらっしゃる場合が、けっこうあるようです。 

 これは、とっても危険です。つまり自分の専門性に疑問を抱かないという点で危険な

んです。それに遺族になってから専門的な勉強をしたとおっしゃるかたは、その勉強も、

しっかりと 4 年間大学で心理学の基礎を勉強したというより、遺族の問題に特化した研

修会とか勉強会に細切れに出席して、自己流に勉強してきたという感じなんですね。遺

族になった時点での年齢を考えれば、それも当然といえば当然なのかもしれませんが。 

 一般的に言えば、表面的にサッと勉強してきた人というのは、なんでも非常に単純に

理解していると思われますので、話も単純で、わかりやすいので、いろんな講演なんか

でも評判が逆にいいんじゃないかと思いますね。単純で、しかも間違ったモデルという

か考え方の代表的な例は「悲しみには段階があって徐々に回復していく」というもので、

「言葉に出して、話して、泣いて、吐き出せば、回復も早くなって楽になれる」という、

悲しみを毒物にたとえて、治療を考えていくものだと思います。 

 本当の心理学の理論は、けっこう難しいですよ。複雑で、そんなに簡単に理解できる

ものではありません。ところが、遺族でもあり専門家でもあるという人は、自分が遺族

だから、どの理論がどう正しいか、自分の実感でわかる！という感じなのかもしれませ

んね。だから複雑な理論を単純に考えてしまったり、あるいは自分で単純なものにアレ

ンジしてしまって、それを講演で紹介したりしてね。 

 専門家というのは、論文を書いて、その論文も客観的な根拠を示して論理的に考えて

書くように指導されて、なんども否定されて頭をたたかれて、それで成長していくもの

なのだと思いますが、当事者で、しかも専門家という人たちは、他の専門家に対しては

「私は当事者だ、だから、あなたたちと違って当事者の気持ちがわかるんだ」という感

じで、専門家として鍛えられる、頭をたたかれて否定されるということが少ないという
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印象を私は持っています。だから専門家としても、ちょっと中途半端になってしまうわ

けですね。 

 その一方で、当事者に対しては「私は、専門家だ。あなたたちと違って、ちゃんと勉

強しているんだ」というわけで、「当事者より一段上の当事者」として振る舞ってしま

うことがあるわけですよ。 

 つまり、専門家の間だと「私は当事者だから、あなたたちよりも、当事者の気持ちが

わかる」と自分を優位にしようとするし、当事者の間では、さっきも言ったように「私

は専門的勉強をちゃんとしているんだ。あなたたちみたいに、ただ体験してきました、

だけじゃないのよ」と、ここでも自分を優位にしてしまうわけですね。 

 だから、要するに「二つの帽子」をかぶっている人は、よほど自分で注意をしないと

当事者に対しても、専門家に対しても独善的な振る舞いをしてしまう危険性があるわけ

ですよ。 

 

 「二つの帽子」をビジネスで使う 

 

それから、この二つの帽子を自分の専門家としてのビジネスにつなげるという動きも実

際にはあって、これは、さらに難しい問題につながっていくんですね。これも、いろい

ろ遺族のかたから話を聞いて私も理解しはじめたことなのですが、この二つの帽子を使

っているかたが、自助グループを運営しているとき、自助グループに参加している遺族

のかたを、専門家としての自分のクライエント、つまり、お客さんにしてしまおうとい

う動きがあると聞きました。 

 つまり自助グループは、自分が運営している相談室の入り口というか、お客さんを呼

び寄せるためのショーウィンドーのようなもので、そのショーウィンドーに見とれて店

に入っていくと、いつのまにか、その運営者の相談室に入ってしまい、高い料金を払わ

なければいけなくなったりするという話なんですね。 

 専門家が行っている相談室とか、カウンセリングルームを否定しているわけではない

んですよ。そうではなくて「入り口の飾り」として自助グループの形をとっていて、そ

こでカウンセリングの理論なんかを遺族の頭にいれていって、自然に自分のカウンセリ

ングルームに導くというのは、おかしいんじゃないかということですね。特に自助グル
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ープの参加には、ほとんど費用がいらないのに対して、カウンセリングは料金が高いで

すし、高いのが普通ですから、その費用のギャップが見えないように客を呼び寄せる手

段として自助グループの形が使われていたとしたら、それは大問題ですね。 

  

 自助グループは遺族を「病人扱い」にしない 

 

さて、では、そろそろ私のお話も終わりに近づきました。最後にまた、プリントの問題

を考えてみてください。問⑥ですね。一般的に自助グループは当事者を「病人扱い」し

ません。遺族の自助グループが、遺族を「病人扱い」しないことについては、どのよう

な良さがあると思いますか。二つの帽子が難しいのは、専門家というのは、当事者を「病

人扱い」することが多いのに対して、自助グループは、そうしないからですよ。 

つまり当事者への向かい方の基本的な方針が違うんです。そこらへんことを考えてもら

うためにも、この問題について、考えてみてください。 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。専門家が当事者を「病人扱い」するというのは、治療

するということですよ。治療をするためには、それが心理治療であっても相手に病人に

なってもらわないといけないですからね。 

 病人扱いにするということは、どういうことかというと、端的にいえば「悲しみを病

気ととらえる」ということですね。これについては、私は、これまで何度も講演でお話

してきましたので、関心があるかたは、ぜひプリントに書いたサイトにアクセスしてい

ただければ、私のつたない講演録がありますので、そこを見ていただきたいのですが、

みなさんに考えてもらいたいのは、悲しみは病気なのかということですね。悲しみが病

気だと考えるから「悲しみからの回復」という言葉が出てくるんでしょう。 

 あるいは「グリーフケア」とかいって、ケアする対象と考えてしまうわけですね。あ

るいは悲しみは病気だとしたら、家族を自死で亡くして、もう 5 年も 10 年もたってい

るのに、まだ悲しいのは「病気だ！」「薬を飲め！」「カウンセリングを受けろ！」とい

うような発想につながっていくわけでしょ。 
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 でも、果たして悲しみは病気なのか？ということですね。自分の愛する家族が自死で

亡くなった。そのために非常に深い悲しみが生まれたというのは、ごく自然なことであ

り、病気でもなんでもないのではないか。 

  

 古語では、悲しさは愛しさであった 

 

日本の古語、いまから千年も前の日本語では、「悲しい」という言葉と、「愛（いと）し

い」という言葉は、同じ言葉であったという話を、私は、もうこの全国フォーラムの第

2 回目にさせていただいて、いまでも何度も繰り返してお話しているのですが、いにし

えの世の日本人は、なんて深い感性をもっていたんだろうと驚きますね。 

 愛という漢字の下に「しい」というひらがなを書いて、悲しいと読ませたわけですよ。

「いとしい」という意味の言葉と「かなしい」という意味の言葉が、一つのものであっ

たというのは、どういう感覚でしょうか。本当に愛しい人のことを考えに考えたら悲し

くなるというのが、平安期の我々の先祖の日本人の感性だったわけです。みなさん、わ

かりますか？ 

 どういう感性なんだろうと、私は調べました。そうしたら日本の古典文学の研究者が

解説してある本がありました。そこには何と書いてあったか。要するに、愛しい人の前

では、何をしても自分は無力である。どんなに愛しても十分ではない。だから悲しいと

いうのですね。どうでしょう。非常に深い繊細な感覚ですね。平安時代なんて現代と違

って、物質的に豊かなわけではなかったですから、その分、人間の繊細な心を表現する

言葉が、きっとたくさんあって、人々の感情に対する感性も私たち現代人が失ってしま

ったような深い感性をもっていたんだと思いますね。 

 ちょっと話が脱線しましたが、悲しみを病気と考えるなんて、それは、現代の、ひょ

っとしたら浅はかな考えではなかったでしょうか。古代の日本人のように悲しみは、愛

しさととらえたほうが、人間的にはずっと豊かなことではなかったでしょうか。悲しみ

が、愛しさなら「悲しみからの回復」なんてないですよ。「愛しさからの回復」なんて、

ありえないですからね。「愛しい」と思う気持ちは価値あるもので、そこから離れたい

なんて思わないでしょ。「愛しさからの回復」なんて考えられないじゃないですか。そ
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れから「悲しみを吐き出せ」なんて、悲しみを、汚い言い方ですが、ゲロか毒みたいに

考えるのは、どうでしょうか。よくないんじゃないですか。 

  

 自助グループでは、遺族は力ある存在 

 

自助グループは当事者を病人扱いしないです。なぜなら病人だったら、強い人から守っ

てもらわないといけないでしょ。そんな守ってもらわないといけない存在だったら、自

分たちだけでグループをつくる、自助グループをつくるなんて考えられない。 

 そういう意味で、自助グループは「遺族は自分たちだけでグループを運営していく力

がある」ということを前提としているんです。自助グループでは、遺族は力がある存在

なんですね。それは「悲しみの力だ」と、おっしゃっていた遺族もいました。「遺族は強

いよ。いちばん大切なものを失って、もう失うものは何もないんだから」と、おっしゃ

っていた遺族もいらっしゃいました。これは皮肉な言い方かもしれませんが、「遺族＝

弱い存在、保護してあげないといけない存在」というイメージを壊すには十分かもしれ

ません。 

 要するに、自助グループは、遺族を病人扱いしない。悲しみを病気とか「毒」とかと

考えず、亡き人への愛、愛しさととらえます。悲しみは、遺族が亡き人への愛しさとと

もに力強く生きていくために大きな力になるということですね。 

  

 自助グループに集う遺族は、愛情が強い 

 

さて、私のつたないお話も、そろそろ終わりにしたいと思いますが、最後に、私がこの

13 年ほど遺族の自助グループに集うかたと接していて思うことを述べておきたいと思

います。それは、自死遺族の自助グループに集う方々は、家族への思いが一般のかたよ

りもずっと強い方々であるという印象を私はもっているということです。 

 自死遺族と呼ばれているかたは、日本全国で 300 万人いるとされているということ

は、先に申し上げました。その 300 万人のなかで実際に自助グループに参加されている

かたは、わずかです。でも、だからこそ自助グループに参加されている遺族のかたがた

は、たいへん強い愛情で亡くなったかたを思い続けていると思うわけです。亡くなった
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かたへ、そのような強い愛情をもちつづけている遺族の方々だからこそ、自死遺族の代

表として、あるいは自死していった人々の代わりに社会にさまざまな声を出していく力

があると私は考えています。 

 本日は、ご清聴ありがとうございました。 


