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とき：2021.09.10.（金）13:45-14:45 
場所：TKP ガーデンシティ仙台（仙台市） 
テーマ「悲しみについての 3 つの考え方：自死遺族の自助グループの場合」 

上智大学 岡 知史 

                              

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。 

 私は第 2 回の全国自死遺族フォーラムのときから、こうやって毎年のように、お話を

させていただいていまして、これで 13 回目になります。もう、そろそろ飽きられてし

まうかなぁと心配しております。 

 本日のタイトルは、もともとのパンフレットには「悲しみと共に生きていく～悲しみ

は愛しさ～自死遺族の自助グループの悲しみについての考え方」とありますが、いまま

でにも似たようなタイトルでお話させていただいていましたので、少し変えまして、こ

の画面のようにいたしました。 

 「悲しみについての 3 つの考え方：自死遺族の自助グループの場合」というものです

ね。内容は、これまで私が、この自死遺族の全国フォーラムで申し上げてきたことと、
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ほとんど同じですが、若干、言葉の使い方で工夫したところはあります。なので、何度

も私のお話を聞いてくださっている方には、ちょっと言い方を変えたところなども強調

しながら、お話させていただきたいと思います。 

 

まず、私の今回のお話の流れについてお話しますね。最初に自己紹介をさせていただき

ます。そして今日のお話を、どういう立場で、お話させていただくかということを、お

話します。次に今日のメインテーマとして「悲しみについての 3 つの考え方」について、

ひとつひとつ、お話ししていきます。 

 それは、まず「悲しみは愛しさ」ということですね。そして「悲しみとともに生きる」

ということです。最後に「悲しみは私たちのもの」ということです。この 3 つの考え方

をお話ししたあと、自助グループの基本である「わかちあい」という生き方ということ

についてお話したいと思います。 
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最初に自己紹介をさせていただきます。この自死遺族の会とのかかわりは 2008 年 9 月

に田中さんと、明さん（明さんは、今日は、いらしていませんが、いまでも全国自死遺

族連絡会の重要なメンバーでいらっしゃいます）、その田中さんと明さんが、私の勤務

先の大学まで、わざわざ来てくださったというのが、きっかけです。 

 最初の出会いころのことは申し訳ないのですが、あんまり覚えていません。というの

は、私は自死遺族のことについては、全く専門外でして、田中さんから丁寧なお手紙を

いただいて、お会いしたいとおっしゃってくださったのですが、たぶん何も私は、お力

になれないだろうと思っていましたし、ですから 1 回きりのお話になるんだろうなと思

っていたんですね。 

 ところが、このスライドにも書いたように、その 1 年後には全国自死遺族フォーラム

で講演をさせていただくというほど、かかわりが深くなったというのは、不思議な感じ

がします。 

 それはともかく、私は専門的に研究しているのは、自助グループなんですね。自助グ
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ループというのは、どういう働きをするのだろうとか、そういうことを研究してきたわ

けです。田中さんは、私が書いた「自助グループ」の本を読まれて、それで私に会いた

いと思ってくださったわけです。 

 そして、お会いして聞いたのは「悲嘆回復のプロセス論」が間違っていることを示し

てほしいというか、そういうことだったように思います。とにかく「悲嘆回復のプロセ

ス論」という理論があって、それが自死遺族を非常に苦しめているんだと。で、その理

論をなんとかしてほしいと、そういうご要望だったと思います。 

 みなさまは「悲嘆回復のプロセス論」というのを、ご存じでしょうか。いまでもいろ

んな本に書いてあります。簡単に書けば、このスライドの図のようになります。つまり

人間は非常に辛くて悲しい思いをすると、まずは「否認」する。つまり「いや、そんな

ことは、あるはずがない。あってたまるものか」と否定してしまうんですね。たとえば、

お医者さんから、すごく重たい病気ですよと言われてしまった。すると、まずは「いや、

そんなはずはない。何かの間違いだ！」と思うというのですよ。でも病気だという事実

は、否定しがたくて、どうしても事実をつきつけられてしまう。すると、次の段階は「ど

うして、この私が、そんな病気になるんだ！まだ、こんなに若いのに！」と「怒り」が

湧いてくるというのですね。それで、その次と、その次と、2 つぐらいの段階があって、

最後は「受容」といいますが、その病気を受け入れる。「うーん、仕方が無い」というこ

とですね。こんなふうに人間は、その悲しみから段階をふんで、ステップをふんで回復

していくというわけですね。 

 この話は、わかりやすいし、「人生、山あり、谷あり」という常識にぴったりだし、印

象に残りますから非常に多くの人に受け入れられたのですね。特に、なぜか愛する人を

亡くしたという非常に強い悲しみ、それを悲嘆と呼んでいるわけですが、そこからの回

復についての考え方の有力なモデルになってきたわけです。実際、その当時、もう 13

年ぐらい前ですかね、自死遺族の支援をする人たちの多くは、こういう理論を使ってい

たと言われているわけですよ。一番有名なのは、5 つのステップなんですが、人によっ

ては 6 つのステップを考えたり、12 もステップを考えたりしていました。 

 問題は、なぜ、それが多くの自死遺族を傷つけることになるのかということですね。 

田中さんが「悲嘆回復のプロセス論は、遺族をとても傷つけるんです！」と主張されて

いたわけですが、それがなぜなのか。最初、お話を聞いたときは、私にもわからなかっ
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たです。たぶん、多くの人には、それは、いまだに謎になっているのではないかと思い

ますね。 

それで、私が考えたのは、「じゃあ、

通訳の役割をやってみよう」とい

うことですね。 

 つまり私が田中さんと出会った

ころは、このスライドのような感

じだったんですよ。遺族が社会に

むかって声を出すということが、

ほとんど無かったんですね。それ

で専門家と言われる人たちが、遺

族の代わりに、社会に対していろいろ言っていた、と。そして、専門家は遺族の人たち

からの声を聞いている「つもり」だったと、そういうことですね。専門家から社会への

矢印を太く、遺族から専門家への矢印を細く（しかも、専門家と同じ色で）描いたのは、

そういう状況を示しています。 

ところが、いまは、そして、これか

らは、遺族のかたが直接、社会に向

かって声を出していく時代だと思

います。 

 そのとき、遺族のかたの考えが、

より広く伝わるように、その考え方

をまとめて言葉にするという役割、

それを「通訳者」の役割と呼んでお

きますが、その役割を私ができるの

ではないかなと思ったわけです。遺族が、社会に向かっていうだけではなく、専門家と

呼ばれる人たちにも声を出していく。「ここは、おかしいですよ」とか、「ここは間違っ

ているでしょ」とかね。そのときにも専門家にわかるような言葉にしていく。それが通

訳者としての、私の役割かなと思ったわけです。 

 そして具体的に、その遺族の考えを言葉にするとどうなるかというのが、今日、お話
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しする、悲しみについての 3 つの考え方ということです。 

 大学の教員の講演というと「アメリカでは、この理論が最先端です」とか、「海外で

は、こういう実践が行われています」とか、そういうのが多いと思いますが、私のは、

そうじゃないんです。遺族のかたのお話を聞いていて、「これは、こういうことなのか

な」と思ったら、それを言葉にしてみて、それを遺族の方に確かめていただく。そうい

うことを繰り返して、少しずつまとめていく。それが私の手法なんですね。 

それで言葉にしたのが、これですね。ひとつは「悲しみは愛しさ」。ふたつめが「悲しみ

とともに生きる」。みっつめが「悲しみは私たちのもの」。この 3 つの考え方は、結果的

に、この悲嘆回復のプロセス論を否定することにつながると思うのですね。 

 

ここで問題です。この「悲しみの 3 つの考え方」によって、悲嘆回復プロセス論が否定

できます。さて、どのように否定できるでしょうか。 

 私の講演では、いつも途中で、このような問題を出すことにしています。ちょっと 2

～3 分でいいので、お隣の人と、声をかけあって考えていただけますか。 
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はい、いかがだったでしょうか。あんまり難しく考えないでいただきたいのですが、ま

ず「悲しみは、愛しさ、愛だ」ということですが、こういう考え方だと「悲嘆回復」と

いう発想そのものがなくなりますよね。なぜなら、悲嘆は悲しみと言い換えていいと思

いますが、悲しみが愛なら「愛からの回復」って、ないですよね。「愛しさからの回復」

は考えられない。だから「悲嘆回復のプロセス論」という考え方そのものを否定するこ

とにつながります。これが、ひとつめ。 

 ふたつめは、どうでしょうか。「悲しみとともに生きる」。これは悲嘆回復のプロセス

というのは、悲しみがない状態を目指すわけですね。とすると「悲しみとともに生きる」

とは、そういう回復という状態、悲しみがなくなるという状態を否定しているわけです

から、これもまた「悲嘆回復のプロセス論」を否定しているわけです。 

 みっつめですが、「悲しみは私たちのもの」。これは少しわかりにくいかもしれません

ね。これは、どういうことかいうと、「悲しみは私たちのもので、私たち遺族が、いちば

んよく知っているのですよ」ということを言いたいわけです。 
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 田中さんが、以前、自死遺族のための講演会に出たら「悲しみというのは、これこれ

こういうもので、こういう回復のプロセスを辿るのです」とか、心理学者か精神科医か、

そういう専門家の講義を受けさせられたとか聞きました。それで田中さんがおっしゃる

には「私たち遺族は自分で体験してきているんだし、自分がよく知っている」と。「それ

をなぜわざわざ講義されなくてはいけないのか」という疑問ですよね。つまり「悲嘆回

復のプロセス論」というものがあったとしても、それは、しょせん当事者ではない人が

想像で、ああなんじゃないか、こうなんじゃないかと作ったものにすぎないわけでしょ。

遺族は、自分たちが体験しているわけですよ。自分の体験として悲しみがどういうもの

かを知っているわけですね。だから、それを、わざわざ「悲しみとは、こういうもので

す」と教えてもらう必要はないわけです。また「悲しみというものは、こうなんだ、こ

んなふうに回復していくものなんだ」と、なんで体験もしていない人から言われなけれ

ばいけないのかということですね。「悲しみは、私たちのもの」というのは、そういう意

味なんです。 

 「悲しみとは、どういうものなのか」という定義は、私たち遺族が体験して知ってい

るのだから、遺族が考えることであって、体験もしていない人が、いろいろやってつく

った理論なんて意味ないよという、そういうことなんですね。 

 「心理学の理論には意味がない」とか、そういうことを言っているのではなくて、遺

族には、当事者には、あんまり意味がないよ、ということなんですよ。「悲しみは愛し

さ」と考え、その「悲しみとともに生きていく」ということを決めた遺族にとっては、 

「悲しみとは何か、悲しみとどう向かい合うか」ということは、生きていく上での中核

的な価値観にかかわることですよね。それを自分たちで決めないで、どこかの本に書い

てあるような理論に沿って考える、なんてことは、ありえないですよね。だって自分た

ちにとって、一番大事なことなんですからね。 

 大事なことは、他人、まして同じ体験をしていない人が作ったガイドラインとか、ア

ドバイスだとか、そんなことを参考にしては自分の人生は決められませんよ、というこ

とですね。「自分たちの生き方は、自分たちで決めていくんだ」という、そういう重大な

決意が、この言葉のなかには秘められているわけです。 
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次に、この 3 つの考え方を、ひとつ

ひとつ説明していきますね。最初は、

「悲しみは愛しさ」という考えかた

です。これに気づいたきっかけは、

田中さんが、悲嘆回復のプロセス論

が、いかに遺族を傷つけるかという

話をしてくださるときに「悲しみは、

私の身体の一部なんですよ」と、お

っしゃったことなんですね。つまり、

悲嘆回復とは、要するに、最終的には、悲しみは無くなるんだし、無くなって当然だし、

悲しみがいつまでも無くならないなら、それは、病気あるいは病的な状態なんだよ、と

いうことを言っているわけですね。 

 でも、悲しみが私の身体の一部なら、それは無くなるわけがないですよね。無くなら

ない悲しみというのは、なんだろうか、ということを、ずっと考えていたら、そこで思

い出したのが、高校の古文の時間に勉強したことなんですね。 



第 14 回全国自死遺族フォーラム「悲しみについての 3 つの考え方」             2021.09.10. 

 

上智大学 岡 知史 10 
 

愛という字に「し」を加え、「愛し」と書いて「かなし」なんですね。「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」と

あります。 

 「読解のために」というところを読むと、「現代では、ほとんど『悲しい』の意味で用

いられるが、上代においては、愛惜にも悲哀にも使われて、平安時代に及んでいる。「愛

し（＝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」と、こういう解説がついているのですね。 

素晴らしいですね。私は、この古語辞典は、ブックオフで 100 円で買ったものなんです

が、もう 5000 円ぐらいの価値がありそうですね。 

 でも、どうして悲しいということと、愛しいということが、同じ言葉なのか。平安時

代の日本の人々は、どういう感性をしていたのか、気になりますね。そこで、もうひと

つ本を紹介します。 

 
これは阪倉篤義（さかくらあつよし）先生という、ネットで調べると、25 年ぐらい前に

亡くなった有名な国文学の先生のようですが、こんなことを書いてあるんですね。 
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 「『かなし』というのは、現在、自分とは別の存在としてある対象（たとえば、子や恋

人）に対して、これを『兼ね』てしまいたい、自分に併せてしまいたい、と感じるほど

の気持ちをいだくことである。それがまず、切実な愛情の持ち方としての『愛し』の意

味であった。と同時に、そのように感じるということは、志向する対象を、現実には『兼

ね』えていないことによる不充足ないしは空虚の感をいだいていることである。そうい

う、心の隙間を風が吹き抜けるような孤独で空しい想いが、すなわち『悲し』の意味す

るところであった、と考えられる。」 

 すごく愛しいから、相手と存在を合わせて、重ねてしまいたいくらいなのだけど、実

際には、できないから、悲しい。だから、愛しいと悲しいは同じことなんだという感性

ですね。大事なことは、このような、悲しさと愛しさを一つのものとしてみる文化が、

日本には、あったということですね。私は、いまでも、その伝統というか価値観は、私

たちの文化のなかに残っているように思いますが、いかがでしょうか。 

 

さて、こんなふうに「悲しみは愛し

さだ」という考え方があって、それ

を、ここでは「悲しみは愛しさ」論

と読んでおきましょう。 

 でも、悲しみには、もう一つの考

えかたがあって、それは、悲しみを

毒素とみる考え方です。 

 私は、いままでのフォーラムの講

演では、いつも「悲しみを毒と捉える考え方がある」というように「毒」という言葉だ

けを使っていたのですが、今回は「毒素」という言葉を使ってみました。 

 毒と毒素とは、どう違うかというと、「毒」とは、サリンなど、人工的に作りだしたも

のを含むそうですが、毒素は、体内で作り出されたものを言うそうですね。だから「尿

で毒素を身体の外に出す」という言い方をするそうです。 

 それで、悲しみは、人間の心のなかで、毒になる、毒素になるという考え方があって、

それを「悲しみ＝毒素」論と呼んでおきましょう。悲しみをどう理解するのか、という

とき、こんなふうに極端に違う二つの考え方があるのではないかということですね。 
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ここで私がいいたいのは、悲しみの非常に違う二つの考え方は、そのまま、自助グルー

プと、「悲嘆回復を目指します」という専門家の考え方になっているのではないかとい

うことなんですね。 

 「悲しみが愛しさ」なら、そこにはプラスの意味がありますよね。ですから「悲しみ

とともに生きる」ということは、「愛とともに生きる」ことであって、これは素晴らしい

生き方だ、ということになります。一方、「悲しみは人間の心が生んだ毒素だ」という考

え方では、悲しみ（つまり、毒素）からの回復というのが、当然、目指されるわけです。 

 みなさんのなかには、この二つの考えかたを並べるのは、おかしいと思われる方がい

らっしゃるかもしれません。なぜなら、「悲しさは愛しさだ」というのは、それは、平安

時代の日本文学で言われていたことであって、それは科学でもなんでもないじゃないか、

と。かたや、悲しみ＝毒素論は、グリーフケアとしていろいろ研究されていて、これは、

20 世紀あるいは 21 世紀の科学の成果ではないか。私たちとしては、やはり科学の成果

である、悲しみ＝毒素論を真剣に考えなければいけないのではないか。そう思われる人

もいるかもしれません。 
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 そこで考えてもらいたいのは、悲しみというのは科学の対象になるのでしょうか、と

いうことなんですね。私は心理学者ではないので、あまり難しい議論はできません。な

ので単純に考えてみましょう。 

 科学であるためには、客観的に、これは、こうだというように決められるものでなけ

ればいけませんよね。たとえば、酸素とは、どういうものかというと、分子の構造まで

わかっているわけです。いま問題になっているコロナウィルスだって、これがウィルス

だ！という写真などを、みなさんもテレビで見たことがあると思います。こんなふうに、

科学の対象というのは、これだ！と決められるものである必要があると思います。 

 でも、私の悲しさと、あなたの悲しさ、同じものだとどうやって証明するんですか。 

私が「悲しさ」だと思っているものは、ひょっとして、他の人にとっては「悔しさ」か

もしれませんね。あるいは「空しさ」かも、しれませんね。この悲しみをどうやって定

義するのか、すごく難しい問題です。それを考えてもらうために、次の問題を出したい

と思います。 

この 3 枚の写真は、grief という単

語、グリーフケアのグリーフです

ね、悲嘆と訳されていますが、その

グリーフで検索して出てきた画像

です。 

 問題は、この 3 人の「悲しみ」は

同じものでしょうか、ということ

です。違うものでしょうか。同じも

のだとしたら、どうやって同じも

のだと証明すればいいのでしょうか。ちょっと考えてみてください。 

 

さて、科学というのは、やっぱり対象が曖昧だと、うまくいきませんよね。A さんは悲

しいというし、B さんも悲しいという。だったら、同じ感情が A さんにも、B さんにも

あるのでしょうか。でも、A さんと、B さんが、お互いに心のなかをのぞきあうことも

できないですよね。だったら、同じ感情があると、どうやったらわかるのでしょうか。 

 ここで、科学者たちが考えたのは、「悲しみには、同じような表情とか、同じような身
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体の動きとか、同じような脳の神経の動きとかが、あるはずだ」と。で、それを膨大な

時間と労力を使って、実験で確かめようとしたのですね。 

 それで、結果はどうだったか。結果は「わからない」ということだったそうです。 

 

こちらの本は、内容は、かなり難しくて、私も説明がうまくできませんが、「情動はこう

してつくられる」という本で、2 年前に翻訳が出ていますが、原本は 2017 年、いまか

ら 4 年前に出ています。 

 「情動」とは、ここでは感情というように理解してもらっても大きな間違いではない

と思います。悲しみも「情動」の一つだと考えていいと思います。それで問題は、悲し

みを感じている人に、共通の表情とか、共通の身体の動きとか、あるんじゃないかとい

うことですが、スライドの黄色いところを読んでみますと、「膨大な時間と資金が投入

されてきたにもかかわらず、いかなる情動に関しても、それに対応する一貫した身体的

指標は見出されていないのである」とあります。 

 身体的指標というのは、難しい表現ですけど、要するに、身体の動きで目印になるよ
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うなもの、という意味ですね。たとえば、悲しい人は「涙が出る」とは、限らないです

よね。涙が出ない人もいるでしょう。悲しい人は「口をへの字にしている」とも限らな

いですよね。悲しい人は「目を伏せている」とも限らないですよね。つまり、悲しんで

いるということは、外からは、他人からは全くわからないということですよ。 

 じゃあ、他人から見てもわからないのであれば、自分で「私は悲しいんだ」と言って

もらわなければいけないですよね。でも、それって、あなたがいう「悲しみ」と、私が

感じている「悲しみ」とは違うんじゃないかと思っても確かめる方法がない、というこ

とですよ。としたら、悲しみの科学なんて成り立つの？ということになりませんか。 

 
 そこをまとめたのが、このスライドです。悲しみには、いろいろな反応がある。はい、

それは、そうだろうと思います。でも、だったら、A さんの悲しみは、B さんの悲しみ

と同じなのか？という疑問が出てきますよね。 

 これは「虫刺され」と比べてみると、よくわかります。虫さされだと、腫れた様子と

か、色とか、そういう肌の反応を見れば、皮膚科のお医者さんなら、すぐわかると思い

ますよ。だって、明確に外に見えるわけだからね。でも、悲しみは直接みえないわけで

すよ。 
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 もちろん、人は悲しみで、泣いたり、叫んだり、黙りこくったりするでしょう。でも、

あんまりたくさん反応があるから、それが悲しみなのか、怒りなのか、苛立ちなのか、

空しさなのか、よくわからないです。 

 

こちらの図に戻りますと、「悲しみは愛しさ」という考え方と、「悲しみは毒素」という

考え方があって、一方は、平安時代からの文学の世界で言われていることだから、もう

時代遅れで、もう一方は、20 世紀、21 世紀の科学の成果だから信頼できるんだと、そ

ういうわけではないということですよ。 

 科学の世界でも、「悲しみとは何か」と定義してね、決めているわけではないんです

ね。とりあえず、仮に、こう考えていこうということで成り立っているわけで（なぜな

ら、外から悲しみは見えないのだから）、それが揺るぎの無い客観的な見方だというわ

けではないのですね。 

 要するに、「悲しみは愛しさ」という考え方と、「悲しみは毒素」という考え方。これ

は、どちらも OK だというか、どちらをとっても、それは、その人の考えかた次第だよ、

ということなんですね。 
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 話を先に進めますと、この「悲しみは愛しさ」という、悲しみをプラスに考えていく

考え方があるからこそ、「悲しみとともに、愛とともに、生きる」という考え方が出てく

るわけですね。だから、悲しみの 3 つの考え方というのは、実は互いに密接に結びつい

ているわけです。 

 

「悲しみとともに生きる」という考え方を，もう少し詳しくみていくと、これは「遺族

として生きる」という生き方になっているんですね。 

 自助グループというのは、その一員になるときに「二重の門」があると言われている

んですよ。最初の門は、自分で入る門ではなくて、入れられてしまった門ですね。たと

えば、障害がなかった人が、交通事故で障害をもつようになった。障害者になったとい

うことですね。これは自分の意思ではないです。 

 ただ、二番目の門は自分の意思で入るんです。つまり、その障害者になった人が、自

分が障害者ということを強く意識して、障害ということを自分の人生の軸にして生きて

行きたいという人は、障害者の自助グループに入る。 

 でも、事故で障害者になった人でも「いや、自分は障害者ということをなるべく意識



第 14 回全国自死遺族フォーラム「悲しみについての 3 つの考え方」             2021.09.10. 

 

上智大学 岡 知史 18 
 

しないで済む生き方を選ぶ」ということもあると思うのですね。そういう人は、障害者

の自助グループには入りません。それ自体が、いいことか、悪いことか、それは特に問

題にしなくてもいいと思います。それは、人それぞれの生き方ですからね。 

 遺族にも同じことがいえて、「自死遺族になる」ということは、もちろん自分で選ん

だことではないわけですが、遺族として生きるかどうかは、選ぶことができると思うの

ですね。遺族として生きるとは、「亡き人とともに生きる」ということだと思います。 

 亡き人とともに生きるという、その方法は、人によって違うと思います。毎日、亡き

人に声をかける人もいるでしょう。毎日、亡き人のことを祈るとか、いろいろあると思

います。 

 しかし、愛する人を亡くした人が、すべて遺族として生きているかというと、そうで

もないと思います。たとえば、私は父を 10 年以上前に病気で亡くしました。葬儀のと

き、私が喪主でしたが、葬儀屋さんに「ご遺族のかたは、こちらにお座りください」と

言われ、そこに座ったことを覚えています。そのとき、すでに田中さんとは知り合って

いて、遺族の問題とか、よく考えていましたから、父の葬儀のとき初めて遺族と呼ばれ

て、「ああ、僕も遺族になったんだな」と思いました。でも葬儀が終わると、私は、もう

遺族とは呼ばれなくなりました。私が遺族として生きたのは、葬儀と葬儀のあとの短い

間だけでした。 

 私の父は、私には、とてもいい父親でしたし、とても父には感謝していますし、私に

は大事な父でしたが、父が亡くなったあと、私が遺族として生きる、ということは、あ

りませんでした。 

 ごく一般的にいえば、私のような人間のほうが多数派だと思います。つまり亡くなっ

た人は、もういないのだから、忘れていくということですね。 

 つまり、亡き人とともに生きるという生き方は、ひょっとしたら大昔の日本にはあっ

たかもしれませんが、現代の日本には珍しいものになってしまっている。だからこそ、

亡き人とともに生きる、亡き人とともに生きたいんだという人には、集まって、その思

いをわかちあう場、つまり自助グループが必要なのだと思います。 

 もうひとつ、遺族として生きるというのと似ているのだけれども、少し違う生き方が

あって、それは「死別体験者として生きる」というものですね。私は、グリーフケアと

か、専門家が書く本を読んでいて、ふと気づいたのですが、その専門家たちの関心は、
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遺族の心のなかにあるわけで、亡き人との関係も、遺族の心の整理とか思い出とか、そ

ういう部分としてしか見ていないんですね。つまり専門家たちは、心理学とか精神医学

とかを勉強している人たちなので、亡くなった人と遺族との関係を本気で考えているわ

けではないと思うのですよ。亡くなった人との関係なんて、それは宗教かなにかの問題

であって、科学の対象ではないということなんでしょうね。 

 「亡き人は、もういない」というのが大前提で、だから、もう存在しないものを、い

つまでも考えているのは、かえって良くないということで、ここでも「悲しみ＝毒素論」

が出てくると思います。そして、そこからの回復ということで、「遺族として生きる」と

いうより、「死別体験者として生きる」という人は、グリーフケアに向かうということ

が、あるのかもしれません。 

そして、いよいよ、3 つめの考え方

の「悲しみは私たちのもの」という

ところの説明に入るのですが、これ

は、先ほど言いましたように、「悲

しみは愛しさ」と見るのか、それと

も「悲しみは毒素」と見るのか、と

いう選択のなかで、悲しみを、どう

考えるかは、自分たちで考えるのだ、

ということを言っているのですね。 

 じゃあ、なんで、専門家まかせにしないで、自分で考え方を決めたいと思うのか。そ

ういう問題は、専門家に任せてしまって、その言っていることに従ったほうが楽じゃな

いか、と思われる人もいらっしゃるかもしれません。 

 

そこで考えたのが、虫歯との比較なんですね。虫歯って辛いですよね。でも、虫歯の治

療は、歯医者さんにお任せじゃないですか。つまり歯科の勉強を特別にしたことがある

人は別として、ふつうの人には、虫歯の知識は無いですよね。だから、知識は、歯医者

さんにお任せでしょ。なので、どんな治療をするかも、歯医者さんにお任せ。でも、そ

れができるのは、私たちの人生にとって、虫歯は、比較的小さな問題だからじゃないで

しょうか。 
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もちろん虫歯は痛いときは、何もできないし、とても辛いものですが、一生の問題とい

うわけではないですよね。 

 一方、悲しみは、どうでしょう。自助グループに集う遺族は、悲しみについての知識

は「体験的知識」として専門家よりも、もっていると思っていらっしゃると思います。 

また、その悲しみに対して、どう向き合うか、どうかかわるかということも、遺族自身

が決めていくことだと考えていると思います。 

 どうして、そうなのかというと、それは遺族にとっては、悲しみが人生にとっても大

きなものだからです。ここでいう、悲しみは愛しさでしたね。亡くなった家族への愛し

さ、愛情は、遺族の人生にとって大事なものですから、専門家まかせ、他人まかせにで

きないということです。 

 それが、「悲しみもまた私たちのもの」という言葉の意味になります。すなわち、悲し

みとは、どんなものかは、遺族は、その体験から知っている（体験的知識）、というこ

と。悲しみに（亡き人と）どのように向かいあうかは、遺族自身が決める、ということ。 

これは遺族がどう生きていくかは、遺族が決める。ということでもあります。 
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ただ、これだけのことを、遺族が一人でするのは、たいへんです。悲しみに、どう向き

合うか。亡き人とともに、どうやって生きていくか。それを見極めていくには、やはり

同じ体験をしている遺族と、わかちあう機会が必要です。そのために自助グループが必

要なんですね。 

では、最後の問題です。以下の課題

を遂行するために、自助グループは

どのように役立つでしょうか。 

 悲しみとは、どんなものかは、遺

族は、その体験から知っている（体

験的知識）。悲しみに（亡き人と）

どのように向かいあうかは、遺族自

身が決める。遺族がどう生きていく

かは、遺族が決める。 

 つまり、自助グループに参加すれば、悲しみがどんなものなのか、それを知っている
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と、実感できるわけですね。また自助グループに参加すれば、悲しみと、亡き人とどう

向かい合えばいいのか、それを自分で決めることができるようになるということです。 

さて、それは、どうしてでしょうかという問題です。少し話し合ってください。 

 

はい、いかがだったでしょうか。悲しみとは、どんなものかは、遺族は、その体験から

知っている（体験的知識）。これは、「わかちあい」ができれば、そうなると思います。

自分ひとりの体験では、やっぱり限りがありますからね。自助グループに集い、いろん

な方の体験を聞き、そこから学ぶことによって、体験的知識が身についていきます。 

 最近、当事者は、自分の体験から知識を得ているんだということで、ピア・サポータ

ーとか、ピア・カウンセラーとか、いろんな名称で、アドバイスとかする役割を担って

いる人が増えていますけれども、あれは、ちょっと危険なところもあると思っています。

というのは、そういう当事者の人たちは、必ずしも自助グループに参加しているわけで

はないんですね。とすると、自分だけの体験をもとにして考えがちなので、どうしても

見方が狭いというか、やっぱり偏りがあるんですね。そういう人たちが、当事者だ、体

験から得た知識だとかいうと、非常に、当事者という意味が小さくなってしまうという

か、薄っぺらいものになってしまうというか、そういう心配を私はしています。 

 私は、自分が自助グループの研究者であるからかもしれませんが、自助グループとい

うのは、たいへん大きな可能性があり、力があるものだと思っていますから、逆に孤立

した当事者がもつ力は、非常に限界があると考えています。 

 「悲しみも私たちのもの」というとき、「私」ではなく、「私たち」としているのは、

そういう遺族の自助グループを意味しています。当事者個人の考えを言っているわけで

はないんですね。 

 それから、悲しみに、亡き人と、どのように向かいあうかは、遺族自身が決めるとい

うことも、自助グループのなかで、わかちあいをすることで、それを決める力が得られ

ると思います。 

 自助グループは、面白い集団で、どのように向かいあうか、遺族が決めると言っても、

全員が、じゃあ、こういう向かい合い方をしようよと決めるわけではないんですよ。み

んな、それぞれ違う生活、違う日常を送っているわけです。それぞれが自立しているん

だけど、つながってもいるというのが、自助グループなんですね。 
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これは、渡り鳥の写真ですが、渡り鳥の群れは自助グループのイメージとして、よく使

われるものなんですね。V の字になって飛んでいるのは、こういう形で飛ぶと、気流の

関係で、飛びやすくなるんですってね。一羽一羽、自分で飛んでいるのであって、誰か

が誰かを背負って飛んでいるわけではないんですね。 

 ついでにいえば、この V 字型の頂点にいる鳥が、リーダーというわけでもなくて、こ

の頂点の場所が、いちばん疲れる場所でもあるので、鳥は自由に交替するそうですね。 

このリーダーシップの形も自助グループのモデルとして、よく言われているのですね。 

 

では、最後に「わかちあいという生き方」について、述べて終わりにしたいと思います。 

自死遺族の自助グループにみられる悲しみについての 3 つの見方について、お話させて

いただきましたが、この 3 つの見方は、私が、この全国自死遺族連絡会に集う自助グル

ープの方々から、いろいろお話をきいてまとめたものです。悲しみについて、このよう

な考え方、価値観をもった方々が集まり、自分の体験などを「わかちあう」というのが、

自助グループだと思います。 
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生き方を共有する集まり、コミュニティであると書いておきました。コミュニティだか

ら、長く続くんですね。メンバーどうし、1 年、2 年、5 年、10 年と、つながりが続い

ていくのだと思います。 

 それに対して、専門家が行っている治療グループは、「悲しみは毒素」という考え方

が基本のところが多いと思います。悲しみが毒素でなければ、たとえば、悲しみが良い

ものであれば、治療なども必要ないわけですね。治療とかセラピーとか言うときには、

やはり、悪いものを取り除かなければいけない、望ましくないことが、そこにあるとい

う認識がある。だから、悲しみ、毒素からの回復をめざす集まりと書いてみました。 

 グループで、苦しいことを吐き出しましょうと、よく言いませんか。やはり毒を吐き

出すというイメージなんですね。つい、うっかり「吐き出したものを、わかちあいまし

ょう」なんて言ってしまう人がいるみたいですが、吐き出したものは、汚くて分かち合

えないですね。 

 治療グループは、短期間で終わるものが多いんですよ。お互いに連絡先も交換しない

で、バッと終わるという感じです。だって自分がずっとずっと吐いたものを見てきた人
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と、また会いたいと思いますか。もう二度と会わない人だと思うから、自分の一番嫌な

面まで、さらけ出して吐き続けられるんだ、という考え方もあります。 

 だから、自助グループと治療グループと、どっちがいいんだという話がありますが、

私は、悲しみについての考え方の違いだと思っています。自助グループでは、悲しみは、

愛しさです。愛しさの話をたくさん聞いて胸がいっぱいになるのではないでしょうか。

自助グループの雰囲気は、基本的には日常の延長なんです。だから長く続けられる。 

一方、治療グループのほうは、悲しみは毒素なんですよ。だから、吐き出す。みんなが

吐き出したら、そこらへん「毒」だらけになります。だから、危険なところもあり、人

間の「毒」を扱う専門的な訓練を受けた人がやったほうが、きっといいのだと思います。

要するに、考え方の違いですね。 

 

本日は、自死遺族の自助グループについての、悲しみの 3 つの考え方ということをお話

しました。これからも、自死遺族の自助グループが、多くの遺族のかたの力になること

ができますよう願いつつ、本日の私の拙いお話を終わらせていただきます。本日は、ご

清聴ありがとうございました。 


