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とき：2014.09.14.13:35-14:35 
場所：総本山圓満院門跡（大津市） 
主催：全国自死遺族連絡会、第 7 回全国自死遺族フォーラム 2014 
テーマ「専門家によるサポートグループとの違い、行政との葛藤について」 

上智大学 岡 知史 
 
内容 
1. 「愛しい」と書いて「かなしい」と読む 
2. 悲しみは病気ではない 
3. 「悲しさは愛しさ」という考え方に私が出会った経緯 
4. 「悲しみは私の身体の一部」 
5. 辛かったら、愛するのを止めたらいい？ 
6. 亡くなった人が、心のなかにいる人のことを遺族と呼ぶ 
7. 回復を強調する専門家は、亡くなった人は「いない」という 
8. 「これが、グリーフ・イズ・ラブ！」 
9. 悲しみもまた私のもの 
10. 自助グループは考えを他人に押しつけない 
11. 問題は専門家が自助グループの力を認めていないこと 
12. 自助グループはコミュニティである 
13. 行政との葛藤とは 
14. 行政からの資金的援助は期待できない 
15. 行政には社会的認知を求める 
                                   
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。 
 
2009年の9月から毎年のように、この自死遺族フォーラムには呼んでいただきまして、

今年で 6 年連続なんですね。いままでの過去 5 回の全国自死遺族フォーラムでお話しさ

せてもらったことは、ほとんど私のホームページに載せていますので、またお時間があ

るときにでも検索して読んでいただければと思います。いつも毎回、基本は同じような

ことなので少し申し訳ないように思うのですが、主催者の田中さんからは「同じことで

も大事なことは何度でも言ってください」と言われていますので、そうさせていただい

ていますが、たしかに今回はじめて、このフォーラムに参加されるかたも多いと思いま

すので、私が強調したいところは、やはり繰り返してお話しさせていただこうと思って

います。 
 
ところで私にとっては、この自死遺族フォーラムで、こうやってお話しさせていただく

というのは、非常にありがたい貴重な機会なんですね。どういうことかと申しますと、

この場は私にとって遺族の自助グループの 1 年間の研究の成果を発表する貴重な場に

なっているのですよ。つまり遺族の自助グループを研究していて、「これは、どうなん

だろう」、「これは、こういうことなのかな？」と、いろいろ仮説が浮かんでくるわけで

すね。それを講演のなかでお話しさせてもらって、そのあとで夜の交流会なんかで、田

中さんとか、みなさんに「あれは、良かった！」とか、「これは、まさに、そうですよ！」

と言ってもらえると、「ああ、これは、当たっているだな」とわかりますし、逆に「うー



全国自死遺族連絡会・全国自死遺族フォーラム                              2014.09.13. 

 

上智大学 岡 知史 2 
 

ん、どうなんですかねー」とか、「いやぁ、難しいですねー、ちょっとわかりませんね

ー」とか言われると、「ああ、これはハズレだなあ」と、わかるわけですね。 
 
ですから、私のなかでは、このフォーラムは、この後の今夜の交流会とセットになって

いまして、夜の交流会で、みなさん、お酒がはいると自由に感想を言っていただけます

でしょ。「いやー、あれは、どうですかねぇ」とか言われると、「これは、どうやら違う

らしいな」と仮説を訂正できますし、「あれは、良かったですね！ まさに、そのとおり

ですよ！」と言われると、「ああ、これはいい線を行っているんだ」とわかるわけです。 
 

 「愛しい」と書いて「かなしい」と読む 
 
これまで私が講演などでお話しさせていただいたことで一番、遺族のかたからの反響が

良かったのは、「愛」という漢字に、ひらかなで「しい」と書いて、「いとしい」とも「か

なしい」とも読むということ。実は「悲しさと愛しさは一つなんだ」という話なのです

ね。 
 
これは、ごく普通の高校生が使うような古語辞典、古い言葉の辞典ですね。私などはブ

ックオフで買った 105 円の本を使いましたが、そこに書いてあることで平安時代の日

本では「悲しい」という気持ちと「愛しい」という気持ちは一つのものだった、という

わけですよ。 
 
同音異義語ではないですよ。たまたま同じ発音だったというのではなくて、同じ一つの

言葉が「悲しい」でもあり「愛しい」でもあったということです。平安時代の日本人の

感性というのは、そういうものであったということですね。 
 

じゃあ、どうして悲しいと愛しいが同じ言葉なのか。これは、このレジュメでも紹介し

た森田先生という国語学者が書いていたことですが、言語的にみると、どちらも「無力

感」が根底にあったそうですね。 
 
「悲しい」というのは、無力感、自分には何もできないという感覚だというのは、わか

りますよね。でも「愛しい」というのは、どうでしょう。みなさんは、愛しいと思う人

がいて、その愛ゆえに無力感をもったことがありますでしょうか。どうでしょう。この

人が大事で、とても大事だからこそ自分が何をしても十分ではないように思う。そうい

う感覚でしょうかね。 
 
とにかく、レジュメで示した本のなかで森田先生は「愛する相手が、こちらの力ではど

うしようもないほどたまらなく好きだとは何とまたすばらしい発想だろう」と書いてお

られます。こういう深い愛についての感性があって、はじめて、愛しさと悲しさがつな

がってくるわけです。 
 
ところが残念なことに、この平安時代の日本人の感性は失われていきます。そして「悲

しい」という言葉から「愛しい」という意味が抜け落ちてしまった。人間の愛について
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の深い意味を含んでいた「悲しい」という言葉が、いま私たちが使っているような単に

「悲しい」「辛い」という言葉に縮んでしまったわけです。 
 
ちょっと話は、ずれてしまいましたが、私がいいたいのは、「愛しさと悲しさ、それは一

つなんだ」ということで、このメッセージが、私のこれまでの講演のなかで一番、遺族

のかたから「そうだ、そうだ」と言ってもらえたものなんですね。おそらく実感として

遺族のかたには、あるんじゃないでしょうか、「悲しみは愛」ということですね。 
 

 悲しみは病気ではない 
 
一方で「専門家」と言われる人たちは、どうも、そうは考えていないようですね。たと

えば、この講演を準備するために、いろいろ本を調べていたら「悲しみの後遺症をケア

します」というようなタイトルの本がみつかりました。その本の内容については、私は

まだ読んでいませんので何もコメントできませんが、タイトルがいけませんね、「悲し

みの後遺症」！ですよ。後遺症というのは、だいたい病気に関連して使う言葉ですよ。

癌の後遺症とか、脳卒中の後遺症とか。 
 
じゃあ、「悲しみの後遺症」って何ですか。悲しみは病気なんですか？ 悲しみが病気な

ら悲しんでいる人は病人ですよ。ずっと悲しんでいる人は、ずっと病んでいるというこ

とですよ。そういえば「悲しみからの回復をお手伝いします」というキャッチフレーズ

で遺族の集まりを開いている行政の集いがありました。「悲しみからの回復」って何で

すか。「病気からの回復」とは、いいますよね。だから「悲しみからの回復」というの

は、悲しみを、やっぱり病気だと考えているのでしょうね。1 
 
そこで、みなさんにお聞きしたいと思います。悲しみは、病気ですか？ 悲しみは、そ

こから回復するべきものですか？ 悲しんでいるということは、病んでいる、病気をし

ているということなんですか？ 遺族の答え、少なくとも私がこれまで出会ってきた自

助グループに属しておられる自死遺族のかたの答えは、すべてノーです。悲しみは病気

ではない。悲しみは、そこから回復するべきだと考えるものでもない。悲しんでいると

いうことは、病んでいることではないということですね。 
 
もし悲しみが愛であるとするなら、悲しいということが愛しいということであるのなら、

愛しいと思うことは、病気ではないですよね。愛しく思う気持ち、あるいは愛からの回

復というのは、ないですよね。「愛からの回復」なんて聞いたことがない。 
 
それから、愛しいと思うことは病んでいることではないでしょ。家族を愛しいと思うこ

と、子どもや親や、きょうだい、配偶者を愛しいと思うことは、病んでいるどころか人

間としては健康なことじゃないですか。 
 

 
1 グリーフを「症状」として理解すれば、その症状が少なくなる状態を「回復」と考える

ことは可能だろう。これについては富山市での講演録の「グリーフと悲しみとは違う」と

いうところで説明している。 

https://researchmap.jp/tomofumioka/misc/24038535
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では、ここで問題です。レジュメの問題①を見ていただけますか。なぜ一部の専門家た

ちは「悲しみ」を（「愛しさ」としてではなく）病気として理解しようとするのでしょう

か。不思議ですよね。ここで、みなさん周りの人とおしゃべりしながらでけっこうです

ので、1～2 分、考えていただけますか。 
 
悲しさは愛しさだという考えかた。悲しみは病気ではないという考えかた。これは私が

考え出したことではなくて、遺族のかたの話を聞いていて、そこから見えてきたことな

んですね。少し、ここで「悲しさは愛しさ」という考え方に、私が出会った経緯をお話

ししたいと思います。 
 

 「悲しさは愛しさ」という考え方に私が出会った経緯 
 
あれは 2008 年のいまごろでしたか、このフォーラムの主催者である田中さんと、もう

ひとり明さんという東京の遺族のかたが、私の大学の研究室を訪ねてきてくださったの

ですね。 
 
実は、その前に田中さんからお手紙をいただいていて、たしか自死遺族の自助グループ

をつくっているのですが、いろいろたいへんで何かアドバイスは無いかといったような

内容だったと思います。 
 
ところが、いまから考えれば、とても失礼な話ですけれども、私はお返事を書かなかっ

たというか、書けなかったわけですね。というのは、自死とか遺族とか、あるいは悲嘆

回復のプロセスとか、私のその当時の研究テーマと全く重ならなかったわけですよ。そ

のため安易な返事も書けませんし、あれやこれやの事情もあり特にお返事をしませんで

した。 
 
ただ、そうしたら、またお手紙をいただきまして、どちらもワープロではなくて筆ペン

でしたかね、なにかすごく熱い気持ちのこもったお手紙だったので、これはお会いした

ほうがいいかなと思ったのですね。 
 
そして夏の終わりごろでしたでしょうか。お会いしたのですが、私の専門とも違うし、

何ができるのかな（何もできそうにないな）と思いまして、「どういうことを、私に求め

ていらっしゃるのですか？」とお聞きしたんですね。そうしたら、田中さんは「悲嘆回

復のプロセスという理論があるが、あれは非常に遺族を傷つけている。あの理論を否定

してほしい」と言われたんですよ。 
 
それを聞いて、私が申し上げたのは「それは心理学か精神医学の理論なので、私には、

まったく畑違いの問題でわかりませんよ。まして理論の否定などは、できるはずがあり

ません」と、はっきりお断りしました。ただ、それではせっかく仙台から来てくださっ

たのに申し訳ないので、ネットで、この理論について否定的に研究している人を探して

みて、その人の論文をダウンロードして田中さんと明さんに送りました。 
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これで田中さんと明さんとのやりとりも終わりだろうと思っていましたら、また田中さ

んから、お手紙が来まして「論文を拝見しましたが、私たちの求めているものとは違う

ようです」ということで私も困ったなあと思って、またお会いすることになりました。 
 

 「悲しみは私の身体の一部」 
 
じゃあ、田中さんや明さんたちが求めているものは、いったい何だろう？ どうして悲

嘆回復のプロセス論に対して、そこまで拒否的なんだろうと思いまして、とにかくお話

しを聞いてみることにしました。 
 
すると田中さんがおっしゃったことが、私は、いまでもよく覚えているのですが、「悲

しみは私の身体の一部なんです」と、おっしゃったんですね。悲しみが身体の一部とい

うのは、どういう意味なんでしょうか。 
 
私の解釈は、それは、悲しみは自分自身の一部分だということで、自分の手をとってど

こかに捨ててくるなんていうことができないように自分とは切り離せないものなのだ

ということなんだろうと。だから悲しみからの回復なんてありえない。悲しみからの回

復のプロセス、悲嘆回復のプロセスなんていうのもありえない。 
 
じゃあ、逆に田中さんが、身体の一部であるとまで言い切る悲しみって何なのかと思っ

て話を聞いていくと、そこには亡くなった息子さんへの思いが、いっぱいあるわけです

よ。語っても、語っても、いっぱいあるわけですね。 
 
そのときに、ふと思い出したのが、「ああ、そういえば、愛っていう字は悲しいとも読む

のだったなぁ、そんなことを高校の古文の時間に勉強したような気がする」ということ

でした。そのときの田中さんの気持ち、遺族の気持ち、これこそが、愛しくて悲しくて、

ということじゃないかなと思ったのですね。 
 
だから、愛しいということが、悲しい。悲しいということが、愛しい。グリーフ・イズ・

ラブ（Grief is love）ということでどうでしょうと言ったら、多くの遺族のかたが賛同

してくださった。Grief is love. 悲しみが愛だ、ということですね。「そういうのは、言

葉の綾にすぎないだろう、言葉の遊びじゃないか」と思うかたもいらっしゃるかもしれ

ませんが、これは、すごく大きな発想の転換なんですよ。悲しみが愛なら、悲しみは病

気じゃないんです。「悲しみの後遺症」なんて考えなくていいんです。悲しみからの回

復も考えなくていいです。 
 

 辛かったら、愛するのを止めたらいい？  
 
私は自死遺族の人たちの会に深くかかわる前は、難病の子どもの親の会を研究していま

した。難病の子どもさんの親たちは毎日すごく辛い思いをされています。難病というの

は、治りにくい病気です。自分の子どもが病気で、だんだん元気が無くなっていき、最

後には最悪の場合、自分の目の前で亡くなっていくという過程を親として、ただ見てい



全国自死遺族連絡会・全国自死遺族フォーラム                              2014.09.13. 

 

上智大学 岡 知史 6 
 

ることしかできないというのは、もう想像を絶するくらい辛い、非常に残酷なことです

よね。 
 
みなさんが、そういう状況の親だったと想像してください。小さいころは元気よく遊ん

でいた我が子が、いま病院のベッドで息をハァハァさせて苦しんでいる。親として、も

う見ていられないくらい辛い。もう頭がおかしくなってしまうほど苦しい。 
 
そこに突然ある人が近づいてきて、「ねえ、その辛さ、悲しさを乗り越える方法があり

ますよ」と言ってくるわけですね。「え？ この辛さ、悲しみを無くせる方法があるので

すか？ でも子どもの病気は治らないと、お医者さんからは言われているのですよ！」

と言うと、その人は、ニコっと笑って「いえ、簡単なことです。子どもを愛するのを止

めたらいいんですよ。愛するのを止めたら、もう悲しくもなんともなくなりますよ」と、

もし、そんなことを言ったら、どうでしょう。親は、たぶん顔を真っ赤にして怒るでし

ょうね。「あんたは何を言っているんだ！ この子は、私の大切な子どもなんだ！」と言

って、その人を突きとばし、子どもを、ぎゅっと抱きしめるのではないでしょうか。 
 
グリーフ・イズ・ラブ（Grief is love）だと考えている遺族たち、悲しさは愛しさだと

考えている遺族たちが、なぜ「悲嘆回復のプロセス」という考え方に違和感を覚え、と

きには怒りさえ向けるのか。みなさまのなかには支援者であったり関係者であったりし

て、なぜ「悲嘆回復のプロセス」という考え方に対して、遺族があそこまで嫌悪感をも

つのかわからないというかたがいらっしゃるかもしれません。もし、そうでしたら、い

まさっき私がお話しした難病の子どもの親の気持ちを想像してみるといいのかもしれ

ないと思っています。 
 
つまり病気の子どもを目の前にして辛い思いをしている親に向かって「ねえ、辛かった

ら、愛するのを止めたらいいんですよ」というメッセージの残酷さというか、荒唐無稽

な感じというか、そういうことを考えていただくといいのではないかと思います。 
 
さて、また問題です。いまさっき申し上げた「辛かったら、愛するのを止めたらいいん

ですよ」というメッセージについて考えてみてください。周りの人と話してもいいし、

ちょっと重いテーマなので一人で考えていただいてもけっこうです。 
 
私もですね、田中さんとか明さんが、最初、「悲嘆回復プロセス論ほど、遺族を傷つける

ものはない」とか、「グリーフケアは悪だ」とか、そうおっしゃる意味が正直いってよく

わかりませんでした。でも「悲しみからの回復」というのは、悲しみは愛だ、愛しさだ

という人からいえば「愛するのを止めなさい」ということと同じじゃないですか。これ

は残酷ですよね。そんなこと、できるわけがない。 
 
病気の子どもを前にして泣いているお母さんがいる。「ああ、辛いですよね。でも、この

子どもさんを愛するのを止めたら、この子は他人の子だと思えば、辛くなくなりますよ」

というアドバイスをする人がいたら、これは非常識きわまりないということは誰でもわ

かりますよね。そんなことを言われたときのお母さんの怒り、腹立たしさ、これもよく

わかりますよね。 
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 亡くなった人が、心のなかにいる人のことを遺族と呼ぶ  

 
でも、この子が亡くなってしまったら、どうでしょう。そのとたんに当事者以外にはわ

かりにくい世界になってしまうかもしれません。なぜなら当事者以外の人からみれば、

亡くなった人は、文字通り「いない」んですよ。でも、遺族にとってみれば、亡くなっ

た人は、その人の心のなかに「いる」わけですよ。この「いる」と「いない」の感覚の

違いが大きいですよね。 
 
逆に言えば、亡くなった人が、心のなかにいる人のことを遺族と呼ぶわけですよ。近い

家族のなかに亡くなった人がいるという、それだけの条件で人を遺族と呼ぶなら、おそ

らく日本にいるほとんど全ての人が遺族ですよ。でも、その人たちが自分たちのことを

遺族と呼ぶかどうかというと、必ずしもそうじゃないでしょ。それは亡くなった人が、

いつも心の中にいるというわけではないからですよ。一方、ここに集まった遺族のかた

は、なぜご自分のことを遺族だと思うのですか。それは心のなかに亡くなったかたがい

らっしゃるからですよね。 
 
この講演の準備をするために、あるご家庭を訪問させていただきました。そこでは娘さ

んが自死されていました。おうちにはいって、その若くて、きれいな娘さんの写真がた

くさんありました。ダイニング・テーブルの上にも、その写真があって、その娘さんの

写真が、私のほうに向けておいてある。ですから、インタビューしていても、お父さん

とお母さんと、それから亡くなった娘さんともお話ししているような感じでした。だか

ら、まさにこの家には、この娘さんがいらっしゃるんだなあと思いました。 
 
遺族の会がつくられている文集、遺族のかたの思いが、いっぱいつまった本があります

けれども、タイトルは「会いたい」。「会いたい」「会いたい」という思い、それは遺族の

心のなかには、その亡くなったかたがいらっしゃるからでしょうね。でも現実には、そ

の亡くなったかたの肩に触れたり、頬に触れたり、声を聞いたりできないわけで、その

意味では「いない」。「いる」けど「いない」。「いない」んだけど「いる」。この二つの矛

盾する世界のなかで出てくる思いが、「会いたい」ということなんじゃないかなと私に

は思えます。 
 

 回復を強調する専門家は、亡くなった人は「いない」という 
 

一方、回復ということを強調する専門家は違いますね。「いない」から「いない」。亡く

なった人は、もうこの世には「いない」。「いないことを認めなさい。それが回復の第一

歩です。」「いや、いるんです！」というと、それは「否認」とされてしまう。そういう

ことじゃないでしょうか。 
 
私の最初の問いですけど、「なぜ一部の専門家たちは「悲しみ」を（「愛しさ」としてで

はなく）病気として理解しようとするのでしょうか」ということですが、私の答えとし

ては、こういう専門家たちは「亡くなった人は、もう、いないんだ」というように理解
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しているのでしょうね。「いないものを思いつづけるから病気なんだ」ということなの

かもしれませんね。 
 
さて、こんなふうに「悲しみは愛しさだ」「悲しみと愛しさとは一つなんだ」という、ま

さに、そのことを人生にしたような遺族のかたに私はいっぱい出会ってきたという思い

になりましたので、じゃあ、このことを専門家のかたにぶつけてみようと思いました。 
 
ただ日本のなかでは残念ながら、遺族の集まりと支援者の集まりには感情的なぶつかり

あいもあるようですから、だったら海外のかたに聞いてもらおうと私は思いまして、あ

るときグリーフをテーマにした国際会議がありまして、そこで「グリーフ・イズ・ラブ」

というタイトルで 20 分間、発表してきました。学術会議ですからね、通常は、統計的

な数字とか、グラフとか概念図とか、そういう難しいものばかりが多いのですが、私な

どは、そういう心理学的な勉強はしていません。なので、とにかくインパクトのある発

表にしたほうがいいだろうということで、どんな発表をしたかというと、こんな発表を

しました。 
 

 「これが、グリーフ・イズ・ラブ！」 
 

まず田中さんに写真を御願いして、田中さんが息子さんの御仏壇の前で静かに立ってい

らっしゃるという、そういう写真をファイルで送ってもらいました。そして、それを学

会発表の会場の大画面で、バーンとスクリーンいっぱいに映して、ほぼ 20 分間、その

1 枚の写真だけを出してお話ししました 2。 
 
日本の仏壇の写真をみるのは、海外のかたは、きっと初めてだったでしょうね。たくさ

ん花束があって、亡くなった田中さんの息子さんは、お菓子とかお好きだったのでしょ

うか、たくさんお菓子とか果物があって、こういうものが普通の家庭のなかにあるんだ

ということが、おそらく海外のかたには、びっくり仰天だったと思うのですよ。「あ、こ

れは何だろう！？」と思わせておいて、「これが、グリーフ・イズ・ラブなんだ！」とい

うように訴えたわけですよ。 
 
反響としては、とても良かったと思っています。何人か、あとで私のところに来て「と

ても良かった」と言ってくださいました。知らないかたから「いっしょに写真を御願い

します」なんて記念撮影まで求められました。司会のかたからは（もちろん多少のお世

辞はあったでしょうが）「グリーフ・イズ・ラブというのは、本当に新しい世界へのドア

を開くような、そんな言葉ですね！」と言ってもらいました。 
 
ただ、その会議には日本からもたくさん参加者がいまして、日本のかたも、その会場に

いらっしゃいました。そこにはグリーフケアを勉強されているかたなら、ほとんどのみ

なさんがご存じの、この分野では（日本では）本当に有名なかたもいらっしゃっていて、

 
2 “Grief Is Love”: Criticism of Professional Grief Care By Self-Help Groups for Family 
Survivors of Suicide in Japan (Tomofumi Oka, 2014). Paper presented at 10th 
International Conference on Grief and Bereavement in Contemporary Society, June 11-
14, University of Hong Kong, Hong Kong. 

https://researchmap.jp/tomofumioka/presentations/5725743
https://researchmap.jp/tomofumioka/presentations/5725743
https://researchmap.jp/tomofumioka/presentations/5725743
https://researchmap.jp/tomofumioka/presentations/5725743
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そのかたが発表のあとで私に声をかけてくださいました。そこで、おっしゃったのは、

「あの司会のかたは、あなたの考えを、ずいぶん誤解していましたね」と言うんです。

私はびっくりして「え？ どういう誤解ですか？」というと、「だって『悲しみが愛』な

んてありえないでしょ。愛しているから悲しい。それはわかりますが、悲しみが愛だと

いうのは、ありえないですよね。」 
 
私は、ちょっと困ってしまったのですが、はっきり言いました。「いいえ。司会の人は誤

解していません。悲しみは愛しさなんです。それが遺族の自助グループの考えなんです」

と言いました。すると先生も困った顔をされまして、すごくお互いに気まずくなってし

まいました。 
 
さて、ここで、また問題を出させていただきたいのですが、プリントを見てください。

問題③ですね。「悲しみが愛だなんて、ありえないでしょ」と「専門家」に言われたと

き、もしあなたが「悲しみは愛しさだ。グリーフ・イズ・ラブ (Grief is Love) 」と考

えている遺族の自助グループに所属しているのなら、どう反論しますか、ということな

のですが、ちょっと考えていただけますか。 
 

 悲しみもまた私のもの 
 

私が当事者だったら、こう言いますね。「悲しみが愛であるわけがないでしょう。そん

なの、ありえないですよ」と言われたら、「それって、あなたに決める権限があるんです

か？」って聞き返しますね。私の悲しみでしょ。あなたの悲しみではないんです。私の

悲しみなんですよ。それが病気なのか、それとも愛しさなのか、それは私が決めるんで

す。医者でもない、心理学者でもない、神父さんとか、牧師さんとか、お坊さんとか、

そういうかたでもない。「私の悲しみなんだから私が決める」ということですね。 
 
私が書いた文章のなかで田中さんが気にいってくれているものがあって、そのタイトル

が、「悲しみもまた私のもの」（2009 年）、あるいは、私たちのものというのですね。私

あるいは私たちの悲しみがどんなものなのか、それは私あるいは私たちが決めるんだと

いうことですよ。 
 
ある遺族が専門家が開いている集まりに行ったら、「悲しみとはどういうものか」「悲し

みの回復とは、どういう段階を経て行われるのか」という講義が開かれていて、それを

聴くことになったというのですね。「この悲しみは、私の悲しみじゃないか。なんで当

事者でもない人が、この私の悲しみのことを私よりもよく知っていると考えているのだ

ろう」と不思議に思った、というか、腹が立ったそうですね。そういう悲しみについて

の講義がなぜ行われるかというと、これは、やっぱり「悲しみ」を病気ととらえている

からですよ。病気の説明なら、これはお医者さんがするべきでしょ。 
 
私は以前は患者団体の研究をしていたと申し上げましたが、患者団体では、お医者さん

に頼んで病気についての講演会をしてもらうことがよくあります。患者は患者として自

分の体験をとおして病気については知っていますけれども、医学的にね、たとえば手術
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の仕方について知っているかというと、それは素人なんだから、それは知らないですよ。

だから、患者団体では医師との協力関係は不可欠ですね。 
でも、遺族の自助グループは患者団体ではないですよね。少なくとも「悲しみを病気だ

と思っていない」遺族のグループは患者団体ではない。だから悲しみがどういうものか

は、遺族が自分たちで考えて決めるということが大前提になると思います。 
 
「私たちのことは、私たちが決める」というのは、むかしから自助グループの一番の主

張とされてきたところなんですね。それを自助グループの「定義する力」といいます。

誰が言い始めたのか、ちょっとよくわかりませんが、むかしから海外の文献でも言われ

ています。 
 
わかりやすい例が「障害は個性だ」という言い方ですね。障害も悪いものだとは見ずに、

これも一つの個性として考えればいいという考え方です。障害について、これまでマイ

ナスの意味しかなかったものを、障害者の自助グループが新しくもっとプラスの意味に

定義しなおしたという例ですね。 
 
ですから、遺族の自助グループが「悲しみは病気じゃない、悲しみは愛しさなんだ」と

主張することは、自助グループの歴史的発展のパターンからいえば、非常に正統的なも

のだというか、まさにずばり真ん中を走っている感じですよね。 
 

 自助グループは考えを他人に押しつけない 
 

ただ、ひとつ注意しなければいけないことは、これは専門的にいえば、行為遂行的発話

とよばれるもので、事実を客観的に語っている言葉だというよりも、その言葉を発した

本人の決意とか態度を表した言葉なんです。いいかえれば、これは「私」とか「私たち」

を主語にしてのみ言うことができる言葉だということなんです。 
 
どういうことかといいますと、わかりやすい例をあげれば、障害のある方に向かって、

たとえば身体障害のために何かができないと困っているかたに向かって、「でも、障害

も個性なんだから、それでいいじゃない」と他人が言う言葉ではないということですよ。 
 
同様に遺族ではない人が、たとえば支援者がね、遺族に向かって「あなたの悲しみは、

愛しさなんですよ」と言うべきものではないんです。あるいは、たとえ遺族どうしであ

っても、「あなたの悲しみは、愛しさなのよ」と押しつけてしまってはいけないと思い

ます。わかちあいのなかで共感しあったあと、「私たちの悲しみは、愛しさでもあるん

だよね」と、「私たち」として語るには何の問題もないのだけれども、「あなたの悲しみ

は（どうのこうの）」というように他人の悲しみまで定義してしまうことは、「悲しみも

また私のもの、あるいは私たちのもの」という原則に反してしまうわけですね。 
 
ですから、私は、このお話しの冒頭から「悲しみは病気ではないはずです」と繰り返し

申し上げましたが、正確に言えば、「悲しみは、すべての人に病気だとは言えないはず

だ」と言うべきだったでしょうね。つまり遺族によっては「悲嘆回復のプロセス」によ

って救われた、楽になった、とおっしゃっている人がいると聞いています。「悲しみを
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病気として理解したい」というかたもいらっしゃると思います。悲しみが病気と思うの

であれば、その遺族は精神科医とか、心理の専門家とか、その病気についてよく知って

いる専門家のグループに参加したいと思うのが自然だと思います。 
 
私が田中さんたちの遺族の自助グループのありかた、運営の仕方を聞いて、なるほどと

思ったのが、遺族だからといって強く誘わないという基本的なルールがあるそうですね。

私は、これはとても大事なことだと思います。 
 
自助グループというのは同じ体験をした人たちの集まりだとよく言いますが、もっと正

確にいえば、「同じ体験」という体験のなかに価値観も入っているわけですね。たとえ

ば、自死で家族を亡くしたという共通の体験があったとしても、かたや、その悲しみを

愛しさと理解し、かたや、その悲しみは病気だと思うというように同じ体験をしても中

身がずいぶん違うということがあります。それによって、ある人は自助グループに向か

い、ある人は専門家によるサポートグループに向かうでしょうね。 
 

 問題は専門家が自助グループの力を認めていないこと 
 

ただ問題は、自助グループにいる遺族は「遺族によっては、考え方の違いによって、専

門家のサポートグループのほうが合うという人もいるだろう」と認めているように思う

のですが、サポートグループを開いている専門家のほうが自助グループを認めていない

のではないかと思うことなんですね。 
 
さっき国際会議のことを話しましたが、私の発表を聞いて下さったもう一人のかたは、

また、こういうサポートグループのベテランで全国的にもたいへん有名なかたでした。

向こうから声をかけてくださったので、私は言ったんですね。「先生のサポートグルー

プのことは、よくうかがっています。専門家のサポートグループと遺族の自助グループ

と、うまく役割分担ができるといいですね」と。 
 
そうしたら、どういう返事があったかといいますと、「いえ、自助グループは難しいで

しょうね。あの人たちには無理ですよ。遺族には、いろいろ問題がありますから」って

断定するようにバチッと言われまして、「うーん、さっきの私の自助グループの発表を

聞いてくれていたのかな？」と思いましたけれども、何と返していいのかわからなくて

私も黙ってしまいました。 
 
ということで最後の問題です。問題④ 残念ながらグリーフケアの専門家のなかには自

死遺族の「力」について気づいていない人がいるようです。これについてのあなたの意

見を（怒らずに！）周りの人と交換してみましょう。 
 
なぜ、グリーフケアのその専門家は「遺族には自助グループは無理でしょう」なんて言

い切ったんでしょうね。それは、どういうことが原因なのかというと、実際にはいろん

な原因があると思いますが、いま私が思いつくこととしては 2 つあります。 
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ひとつは悲しみを病気と考えることは、実は、言い換えれば、遺族は病気だと、病人な

んだと考えられているということですよね。だから、たとえば、いろいろ怒ってこちら

が言ったとしても、「ああ、いま、この人は悲しみで混乱している状態なんだろう」と解

釈されてしまう。言葉を伝えても悲しみによる混乱の症状だと、病気の症状だと理解さ

れてしまうということですね。 
 
もう一つの原因は、こういう専門家というのは自助グループというものが、どういうも

のかご存じないということだと思います。たぶん「治療者のいない治療グループ」みた

いなイメージをもっていらっしゃるのだと思います。たとえていえば「運転手のいない

高速バス」みたいなもので、ガーッと暴走したあげく大事故になって止まるだけという、

そんなイメージじゃないでしょうか。でも自助グループと専門家による治療グループと

は似ているようでも、実際には全然ちがうもの、別物なんですね。 
 

 自助グループはコミュニティである 
 

自助グループは基本的にコミュニティなんです。コミュニティとは仲間の集まりという

ことですね。仲間どうしだから、いっしょに笑いもする、電話もする、旅行に行ったり

もする、カラオケもいく、宴会もやる。仲間なんだから、その仲間の問題は本気で考え

ていくわけです。それが精神科医療の問題であっても、過労自死の問題であっても、法

律の問題であっても、金銭の問題であっても取り組む度合いは、そのグループの力量に

よるでしょうが、この問題だけしか取り組まないというように限定しているわけではな

い。それは、やっぱりコミュニティだからですよ。仲間の問題なんですね。 
 
一方、専門家によるサポートグループの場合は、専門家は、もちろん仲間ではないです

からね。彼らがどこに住んでいるのか、プライベートな住所とか携帯の番号とかは教え

てもらえないでしょうし、ミーティングが１ヶ月に１回あるいは隔月に１回あったとし

ても、その間にメンバーどうしで会って話をするということは「やめましょう」という

ところが多いようですね。これは精神科医療の場では、普通のことなんです。やはり個

人の治療ということが最優先なので、たとえば、状態のいい人の足を状態の悪い人がひ

っぱらないように「ミーティングの合間にメンバーどうしで会うことはしないでくださ

い」とか、「メンバーどうしでメールの交換は止めてください」とか、そういうことは良

くいいます。 
 
それから治療の場なので心理的な問題しか扱わないということもありますよね。人によ

っては、そのほうが気が楽という人もいるはずです。だから、そのこと自体、悪いこと

だと言っているのではありません。問題は、こんなふうに専門家による治療グループと、

コミュニティである自助グループには大きな違いがあるのに、専門家である人たちは、

その違いを知らないということだと思います。 
 

 行政との葛藤とは 
 

さて最後に行政との葛藤について、タイトルにあるにもかかわらず、あまり話せません

でしたので、少しそのことについて話しておきます。 
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行政との葛藤ということですが、その本質は「行政担当者のなかには、遺族は病気だと

思っている人がいる」ということがあるように思うのですね。行政のかたから、とても

良く支援されている遺族のかたのお話しも聞きましたが、逆に行政の職員から、とんで

もない対応、すごく人を見下した、人間としてどうなんだ！みたいな怒りを感じさせる

ような対応をされたかたの話も聞きました。 
 
どうして一部の行政担当者が、その住民に対して、そこまで無礼で傲慢な態度をとるこ

とができるのかと考えますと、私の想像にしかすぎませんが、お話をうかがった限りで

は、もう「確信犯的に」そういう失礼な態度をとっているので、これは何らかの誤った

教育の結果ではないだろうかという印象を持ちました。 
 
つまり自死遺族は、精神的に病的な状態になっていて正常な会話もできない人たちなん

だと、最初に、どこかで受けた研修で、そんな間違った知識を刷り込まれてしまったの

ではないでしょうか。3 
 
じゃあ、それに対してどうすればいいかということですが、これは仲間を募り、地道に

グループ活動をやって、他の地域の遺族や支援者とのネットワークをつくっていって遺

族の市民運動としての力をつけていくしかないと思います。 
 

 行政からの資金的援助は期待できない 
 
それから現在、自殺対策基本法との関係で自死遺族の会へ行政からの資金的援助がある

ところがあるようですが、一般的にいえば、自助グループには行政からの資金的援助は

ありません。これは海外においても（一部、例外はありますが）同じですね。普通は公

的資金の援助はない。 
 
行政からの財政的援助（補助金）がある自助グループというのは、日本でも海外でも、

たいてい非常に古いグループで、世の中に自助グループが数えるほどしかなった時代で

あり、福祉制度も整っていなかったころ、制度がつくられると同時に制度に組み込まれ

たようなグループは安定して補助金とかはもらっているようです。4 でも、それは高

 
3 だからといって、もちろん精神的に病気である人には無礼な態度をとって良いというも

のではない。懸念されるのは、こういった人々は精神病で苦しんでいる人たちにも同様に

無礼な態度で臨んでいるのではないかということである。 
4 日本国憲法第 89 条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便

益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、

これを支出し、又はその利用に供してはならない」とする。したがって行政から補助金を

出すことは憲法違反である。ただし、ここにあるようにその事業が「公の支配」に属した

ら違反ではなくなる。逆にいえば、行政から補助金をもらうことは（少なくともその補助

金を受けた事業は）行政からの「支配」を受けいれることを意味する。自助グループのな

かから「行政はお金を出して、口を出さないという方針をとってほしい」という声が出る

ことがあるが、これは役所に憲法違反の行為をやれと言っているようなもので、とうてい

不可能なことを望んでいるのである。 
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度経済成長の時代のことで今後は非常に難しいと思います。いまでは自助グループは数

も種類も無限にあります。そんな自助グループをいちいち行政が資金的に援助していた

ら、たいへんなことになってしまいます。 
 
ですので、行政の資金的援助を現在、受けている自助グループは、ラッキーかもしれま

せん。しかし、そのお金の援助は、いつまでもあるとは思わないほうがいいと思います。

私が、かかわってきた難病の子どもたちの親の会は、全国にたくさんありますが、行政

から資金的援助をされているところは、ほとんどなかったと思います。 
 

 行政には社会的認知を求める 
 

じゃあ、行政に何を求めるか。私、昨年でしたか、アルコール依存症のかたの自助グル

ープで、断酒会（酒を断つ会、という断酒会ですね）、そこの大会があって講演を依頼さ

れたんです 5。そして壇上に座らされたら隣に東京都の特別区の区長が座っていらっし

ゃった。いつもこういうときは区長代理で、お役人がスピーチを代読することが多いの

ですが、そのときは区長本人が来られていたんですね。 
 
でも、もう壇上でライトが、パッと下から照らされて司会が進行を始めていましたから、

とてもゆっくり話せる状況じゃなかったのですが、区長の挨拶の直前に、私が、ひとこ

と耳元で「区長、こういう自助の会には行政からのお金は要りません。ただ区長が、こ

の会は多くの人の助けになっていると認めて、それを区長として、このような大会で発

言していただけるだけで、大きな力になるのですよ」と申し上げたんです。すると区長

が、「ああ、そうですか」と大きく頷いて、その直後の挨拶で私がお伝えしたことを非常

にうまく組み込まれて即興のスピーチをされたんですね。「ああ、政治家というのは、

実にあざやかなものだな」と本当に感心したのですが、そういう自助グループへの社会

的認知、それを行政のかたには求めたいと思います。 
 
この社会的認知には一銭もお金がかからないんです。でも行政が認めたということで自

助グループの社会的認知は、ぐっと広がって活動がずいぶんとしやすくなるものなんで

す。たとえば、さっきあげた例で、専門家は「遺族には自助グループは無理ですよ」と

言っていたでしょ。行政が遺族の自助グループの社会的な意義を認めれば、こういう専

門家の認識も変わらざるをえなくなると思うのですね。ですから、行政との関係では、

あまり多くのことは求めないで、まずは社会的認知ですね。具体的には、たとえば広報

誌への掲載だと思いますが、そういうところから関係づくりを目指していただければと

思います。 
 
日本の自死遺族の自助グループですが、ひとつには、日本の伝統的な死者との関係を大

切にするという文化を背景にして、ふたつめに、日本の古代、平安時代からあった「悲

 
5 東京断酒新生会 60 周年記念大会（主催：東京断酒新生会）講演「新生への断酒の道：東

京断酒新生会は、日本の自助グループの歴史的原点である」（東京都荒川区：サンパール荒

川）2013.09.29. 
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しい」を「愛しい」ことと感じる感性によって、すごく大きな深いメッセージを世界の

人々にも届けられる、たいへんな潜在力をもつ自助グループだと私は信じています。 
 
いまは自助グループの力を認めていない専門家が多いようですが、近い将来、多くの

人々が、この日本の自助グループの力を認める時代になってくるでしょうし、微力なが

ら私もその時代が一日も早くくるようにお手伝いできればと思っています。本日は、ご

清聴ありがとうございました。 
 



2014.09.13.13:35-14:35 
総本山圓満院門跡（大津市） 

第 7 回全国自死遺族フォーラム（主催：全国自死遺族連絡会） 

専門家によるサポートグループとの違い・行政との葛藤について 

         上智大学  岡 知史 

 

1. 「愛しい」は「かなしい」とも「いとおしい」とも読む 

参考文献：森田良行（1989）『日本語をみがく小辞典：形容詞・副詞篇』

講談社新書「愛する相手が、こちらの力ではどうしようもないほどたまら

なく好きだとは、何とまたすばらしい発想だろう。」(p. 78) 

2. 問題① なぜ一部の専門家たちは「悲しみ」を（「愛しさ」としてではな

く）病気として理解しようとするのでしょうか。 
 

3. 問題② 「辛かったら、愛するのを止めたらいいんですよ」というメッセ

ージについて考えてみてください。周りの人と話してもいいし、（重い問

題なので）一人で考えていただいてもけっこうです。 
 

4. 問題③ 「悲しみが愛だなんて、ありえないでしょ」と「専門家」に言わ

れたとき、もしも、あなたが「悲しみは愛しさだ。グリーフ・イズ・ラブ 
(Grief is Love) 」と考えている遺族の自助グループに所属しているのなら、ど

う反論しますか。 
 

5. 「悲しみも、また私（私たち）のもの。」自助グループの「定義する力」

（例：「障害は個性」「悲しみは愛しさ」） 
 
「行為遂行的発話」（言うことが、行うことでもある言葉）は「私」ある

いは「私たち」を主語にしてのみ可能。参考文献：服部裕幸（2003）『言

語哲学入門』勁草書房 
 

6. 問題④ 残念ながらグリーフケアの専門家のなかには自死遺族の「力」に

ついて気づいていない人がいるようです。これについてのあなたの意見を

（怒らずに！）周りの人と交換してみましょう。 
 

7. 行政には自助グループの「社会的認知」を求める。 
具体的には広報誌への掲載。 


