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とき：2020.09.12.（土）13:30-14:30 
場所：専修大学 10 号館 9 階（東京都千代田区） 
テーマ「自死遺族の悲しみと社会的活動」 

上智大学 岡 知史 

                              

内容 

1. 「グリーフケアは要らない」 
2. 悲嘆回復のプロセス論 
3. なぜ回復のプロセス論はダメなのか 
4. 悲しみの病理化 
5. 症状とみてしまうと対話が成り立たない 
6. 「悲しみは身体の一部」 
7. 古語では「愛しい」と書いて「いとしい」と読む 
8. 病気なら専門家のほうがよく知っている 
9. 会から離れていく理由 
10. 泣いてばかりの会なのか 
11. 悲しみばかり強調しすぎかも 
12. 支援者との連携が生まれている 
13. 悲しみという枠を超えるという提案 
14. 死と向き合う難しさ 
15. 遺族として生き続けるという選択 
16. 亡き人とともに生きる生き方を学び、実現する集い 

 

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。こんどのパンフレットに

掲載された写真は、もう 10 年以上も前のもので、毎年、写真を変えてほしいなと思い

ながら、そういうのだったら自分から写真を送らなければいけないんでしょうが、それ

も、ちょっとできなくて、ずっとこの写真のままで申し訳なく思っています。 

 この写真は、たぶん 2010 年、いまから 10 年前に「地域保健」という雑誌に、私と田

中さん、明さん（今日は、いらっしゃいませんけど、この全国自誌遺族連絡会で、田中

さんといっしょに、ずっと長く活動されているかたなんですが）、その明さんと 3 人で

論文といいますか、エッセイのようなものを寄稿しましてね、そのときに写真がほしい

と雑誌社のほうから言われて、それで明さんが撮ってくださったものなのですね。 
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 「グリーフケアは要らない」 
 

これが、そのときの写真ですね。雑誌か

らの依頼は、グリーフケアについて何か

書いて下さいということだったんですね。

「グリーフケアを考える」という特集を、

その雑誌の号で組んだから、そこで「グ

リーフケア」について何か書けというこ

とでした。 

それで私は「グリーフケアのことにつ

いて専門に勉強しているわけではないし、

それについて詳しいわけでもないですし」と、お断りするつもりで話していたら、「い

やいや、自死遺族のかたとかかわりがあるんじゃないですか、その立場で書いてくださ

い」と言われて、「じゃあ、遺族のかたと共著という形なら書かせていただきますよ」と

お答えしたんですね。「ただし、私が、おつきあいさせていただいている自死遺族のか

たは、グリーフケアが大嫌いなんですよ、それでもいいんですか」と、確かめたような

記憶があります。「ええ、それでもかまわないです」というお返事だったので引き受け

て、それで出した原稿のタイトルが、「グリーフケアは要らない」というものでした。 

その当時、「なんとかは要らない」という本が、けっこう売れていたりしたんですね。

その流れで、こういうタイトルにしたのですが、さすがに「グリーフケアは要らない」

なんて、グリーフケアの研究者でもない私が言うのは、ちょっとおこがましいかぎりな

ので、少し言い換えて「『グリーフケアは要らない』という声が自死遺族にはある」とい

うタイトルに変えたんですね。ちょっと長いですね。 

 つまり、「要らない」と全面的に否定しているわけではなくて、「要らない」という人

もいる、という感じで、ちょっと柔らかくしたわけですね。でも、なぜ「要らない」と

いう声があるんだろうと、それを読者のかた、この場合は、全国の保健師さんたちが読

者の雑誌だったのですが、その保健師さんに考えてもらいたかったんですね。 

 ちょっと、写真の件から、長々とお話してしまいましたが、ここからお話したかった

ことは、「グリーフケアは要らない！」ということが、10 年前、私が田中さんと出会っ
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たころのテーマだったということなんですよ。 

 でも、昨日の朝から、この会議に出させていただいて、午後 3 時には今回の講演の準

備のために帰ってしまったのですが、ちょっと、この 10 年のあいだで、ずいぶん雰囲

気が変わったのかもしれませんね。会議では、グリーフケアの「グ」の字も出なかった

です。なので、今回はじめて、この全国フォーラムに出てこられたというかたは、私が、

こういうことを話しても、ちょっと違和感をもたれるかもしれません。 

 でも 10 年前は、こうだったんですよ。「グリーフケアは悪だ！」というのが、田中さ

んの決めぜりふのようなもので、これを田中さんが言うと、バッと、会場が引き締まる

というか、そういう雰囲気がありました。要するに、とにかく 10 年前は「グリーフケ

アは、けしからん！」というか、「グリーフケアはとんでもない！」というか、そういう

空気が自死遺族の自助グループの間にはあったわけですよ。 

 
 悲嘆回復のプロセス論 

 

それで、その当時、このグリーフケアとセットになって、いろいろ言われていたのが、

悲嘆回復のプロセス論というものなのですね。 

 今日のレジュメに「私の立場」ということを書いておきましたが、私は 2008 年 9 月、

いまから 12 年前に、田中さんと初めてお会いしたわけですが、そのとき私に依頼され

たことは、「この悲嘆回復のプロセス論を否定してください」ということだったんです。 

悲嘆回復のプロセス論って、ご存じでし

ょうかね。これは、よく知られた理論で、

私は大学院生のときに教科書で習った

ような記憶があります。 

 悲しみから立ち直るのには、5 つのプ

ロセスがあるっていう理論なんですよ。

最初が「否定」。つまり、いま起こって

いることを否定する。たとえば、大切な

人が亡くなった。「いや、そんなはずは

ない。どこかで生きているはずだ」とか。 
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 二番目が「怒り」。「どうして、こんなことが私に起こるんだ」「なんで、あの人は死ん

でしまったんだ！」とか、そういう怒りですね。 

 それから、あと 3 番目、4 番目があって、最後は、諦めて受け入れるという、こうい

う 5 段階の悲しみからの回復というモデルというか理論があったわけですね。 

 今は、どうか知りませんが、10 年前はグリーフケアというと、こういうモデルが、ま

ことしやかに、といいますか、流行っていましてね。いまでは、実際の人間の死別の悲

しみというのは、こんな単純なものではないと、いろんなところで、その道の専門家な

どは書いているのですが、一方で、こういうモデルは、わかりやすいし、実際いろんな

教科書にも載っているものですから、やっぱり、今でも普通に使われるようなんですね。 

 それで、さっきも申し上げたように、12 年前に田中さんにお会いしたときは、この悲

嘆回復のプロセス論を否定してくださいと、お願いされたわけですよ。でも、私は、さ

っき申し上げましたように、大学院でこのモデルを習っているわけですよ。だから、私

みたいな人間、特に心理学とか、精神医学とか、そういうことを専門的に勉強していな

い人間に、こういう教科書にも載っているようなモデルというか理論を否定できるわけ

がないですよと、お断りしたんですね。そうしたら「いやいや、当事者が、実際に体験

している自分たちからすれば、これは間違っていることは、もう明らかなんだから！」

とおっしゃるんですね。 

 まあ、いずれにしても私は全く専門じゃないですから、他の人を紹介するつもりで、

ネットとかで、このモデルというか理論に否定的な心理学者の論文を探してね、連絡先

もみつけて、「こちらにご相談されたらどうでしょう」と、お話して、みつけた論文をお

見せしました。でも、やっぱり「いやあ、ピンと来ない」とおっしゃってね。まあ、そ

れはそうだろうと思いましたよ。私も心理学は全く素人なので、難しい論文を読んでも、

さっぱりわかりませんですしね。 

 じゃあ、どういうお手伝いができるだろうかと考えたのですが、とにかく、この理論

を否定するというのは、私の力量を超えているので、それはできませんと。ただ、どう

して、この理論が間違っていると遺族当事者として思われているのか、それをいっしょ

に整理してみるということは、できるかもしれません、ということで、この自死遺族の

自助グループに、かかわることになったということなんですね。 
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 なぜ回復のプロセス論はダメなのか 
 

問題は、この理論をなぜ田中さんたち自死遺族の人たちが否定したかったのか、という

ことです。ふつうに考えれば、心理学の理論が合っているか合っていないかなんて、専

門家以外のふつうの人にとっては、どうでもいいことですよね。でも、これが、どうで

もいいことにならなかったのは、この理論というかモデルを使って、「グリーフケア」

というものが行われていたということなんです。それで、そのグリーフケアが遺族を苛

立たせていたので、さっきのような「グリーフケアは要らない」ということになるわけ

です。 

 それで、みなさんに考えていただきたいのは、このグリーフケア、もちろんグリーフ

ケアにもいろいろ種類があるでしょうから一概に言えないのですが、その当時、田中さ

んたち遺族が体験したグリーフケアというのは、この悲嘆回復プロセス論に基づいて行

われていたケアというか援助なんですが、このモデルに基づいて行われていたグリーフ

ケアが、田中さんたち自死遺族を苛立たせた理由を、ちょっと考えていただけますか。 

 

 

はい、いかがだったでしょう。理論が合っているか、間違っているかということは、

専門家ではない人たちにとっては本来どうでもいいことなんでしょうが、これが、どう

でもいいということにならなかったのは、それが、実際に遺族の支援と称して、「グリ

ーフケア」という名前のもとに使われたということなんですね。それで、どういう弊害

があったかというと、まあ、いくつもあると思うのですが、このモデルに従うと、悲し

みというのは、そこから回復するというか、無くなっていくものなんです。 

つまり、否認とか、怒りとか、そういうプロセスを経て、消えていく、無くなってい

くのが正常なんだ、こういうプロセスをたどらないで、いつまでも悲しいというのは、

正常ではない、異常なんだ、病気なんだという考え方が含まれているわけですね。そし

て、その正常な悲嘆は、だいたい 6 ヶ月から 1 年で終わるというようなことが、いろん

なところに書かれてあるわけです。 

 まあ、この専門家が書かれている「悲嘆」ということと、普通の人が、悲しい、悲し

くて悲しくて仕方が無いということとは、違うのかもしれません。でも、グリーフケア
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は、その当時、まあ、いまもそうかもしれませんが、狭い意味での専門家だけではなく

て、ボランティアとか、遺族の問題に関心がある一般市民とかが、たくさんかかわって

いたわけです。 

 
 悲しみの病理化 

 

そのなかで、精神病理学でいうところの悲嘆という現象と、私たち一般の市民がいうと

ころの、悲しみという気持ちとが区別されないまま、理解されてしまい、その結果、悲

しみというのは、半年か 1 年で無くなるもので、無くならないのだったら、それは精神

的な異常だよと、専門家の支援が必要だと、そういう理解が進んでしまったわけです。

これは「悲しみの病理化」といったりします。 

悲しむことが、病気になってしまった

わけですね。これは、たいへん恐いこ

とで、1 年以上、悲しんでいたら病気だ

と言われて、異常な状態だと見なされ

てしまうわけですよね。 

自死遺族の会に集う遺族のかたのな

かには、1 年以上前にご家族を亡くし

たという人は、いっぱいいらっしゃい

ますからね。そういう人たちが、みん

な、病気だということになってしまう。だって 1 年以上たっても、まだ悲しいというの

は、異常な状態だということですからね。 

私は、2014 年ですから、いまから 6 年前ですね、とある外国で、グリーフと死別に

関する国際会議というのが開かれて、そこで、この自死遺族の自助グループについて発

表したのです。とても大きなホールに、たくさんの方が来てくださって、その前で、田

中さんの息子さんのお仏壇の写真を、花がいっぱいのお仏壇の写真でしたが、それを大

きくスライドに映して、「この方を中心にして、いま日本では各地で自死遺族の自助グ

ループが作られて、自死遺族による市民運動が展開されています」なんて、発表させて

もらいました。（次のページに、その際、配布した発表レジュメの一部を載せました。） 
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 すごい反響でしたね。私のこれまでの生涯のなかで一番反響があったのが、この発表

でした。発表のあと、何人もの（私から見て）外国人の方々が私と写真を撮りたいと言

って並んでくださいました。そんな経験は、私は生まれて初めてでした。 

 
 「専門家」の遺族への偏見 

 

そのとき、日本の当時、著名なグリーフケアの専門家の方が、私の目の前にいて、すご

く緊張したのですが、その方が、私の発表のあと、私に挨拶をしてくださって、「とても

いい発表でしたよ。でも、あの方たちに、グループの運営なんて無理でしょ、そう思い

ませんか」と、おっしゃるんですね。自助グループの発表をしたのに、ぜんぜん聞いて

くださっていなかったのだなとわかりましたが、その当時は、専門家でも、というか、

専門家だからこそ、かもしれませんが、

ご家族を自死で亡くして、何年も悲しみ

をかかえているというのは、それだけで、

精神的に異常な状態にあり、自助グルー

プの運営なんてとても無理だと思いこ

んでいた、つまり遺族に偏見をもってい

た時期があったんですよ。 

「そんなの、勝手に思わせておけばいい

じゃないか」と思われる人がいるかもし

れませんが、それは、そうじゃないですね。なぜなら、たとえば、自死遺族が行政にい

ろいろ要求をする、意見を言ったとしても、一向に聞いてもらえないということがあっ

たと聞いています。いまは、かなり状況も変わってきたと思いますが、10 年前はそうだ

ったというわけですね。なぜなら、いろいろ言ったとしても「ああ、この人たちは、家

族を自死で亡くして、悲しみのあまり、冷静に考えられなくなっている状態なんだ」と

思われているのだから、聞き流されてしまうわけですね。 

さっき申し上げたように、かつては、日本のグリーフケアの専門家の先生たちは、「遺

族にグループの運営はできませんよ」と、はっきりおっしゃっていたわけです。この方

は、別に例外的な方ではなくて、その当時グリーフケアを推進している人のなかには、
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こういう意見をもっているかたは多くいらしたと聞いています。 

で、そういう専門家とか、団体のかたが、自治体の自死遺族支援についての講演や職

員研修会に呼ばれて、やっぱり、こういう悲しみからの回復プロセスとか、長引く異常

な悲嘆とかいう話をするわけですよ。そうすると、自治体行政の人たちは、自死遺族と

いうというのは、そういう長引く悲嘆、病的な悲嘆に苦しんでいる人が多くて、とても

自助グループを運営できる状態ではないんだと考えてしまうわけですね。 

田中さんがおっしゃるには、自治体によって、自死遺族の自助グループの支援につい

ては、非常に温度差があるそうです。ある自治体は、自死遺族の自助グループをとても

手厚く応援してくださる。それは自死遺族の力、パワーを信じてくれるからなんですね。

でも、ある自治体は、いろいろ要望を出しても、ほとんど受け入れてくれない。どうし

てだろう、なぜ声を聞いてくれないんだろうと、もう絶望的になっている遺族の話を直

接、聞いたこともあります。それは、おそらく、その自治体の職員は、いろいろ行政に

要求してくる自死遺族を病的な悲嘆の状態にあるんだと思い込んでいるのではないで

しょうか。 

 
 症状とみてしまうと対話が成り立たない 

 

これは実話なんですが、私が、まだ若いころ、精神障害者の人たちの集会に出席したこ

とがありまして、そこで、ある精神障害のかたが、ご自分の体験を発表していたんです

ね。 

その方の主治医は、とても親切で、いい先生なんだけれども、あるとき、その方は、

精神障害者の自助グループに出会って感激したそうですね。それで、主治医に会ったと

き、「先生、僕たちも自助グループをつくりたいと思っています。いろいろ障害者どう

し語り合って、自分たちの問題解決のために、がんばっていきたいです！」と、熱意を

込めて話したら、主治医が、「はい、はい、そうですか。じゃあ、お薬を増やしましょう

ね」と言ったというのですよ。ジョークではなくて実話なんですが。 

つまり、障害者のその人が、興奮しすぎている、興奮のあまり話しているにすぎない

んだという解釈をされているわけですね。そんなふうに病的な状態になっていると見な

されてしまうと、ふつうの会話ができなくなってしまうわけですね。 
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長くなりましたが、まとめると、悲しみは回復していくものだとか、長く続く悲しみ

は病気だとか、そういう考え方が、この（悲嘆回復のプロセス論という）モデルには含

まれてしまっているので、それが遺族を苦しめたということなんですよ。 

つまり、愛する家族を亡くして悲しい。でも、その悲しみ続けること自体が異常だと

いうか、良くない、正常ではないと言われること、悲しみは、いつかは当然消えていく

はずだと、そういうことを前提にして、ケアとか支援が行われることが、そもそも苦痛

なわけですよね。 

 
 「悲しみは身体の一部」 

 

このことについて，色々質問した私に田中さんがおっしゃったことが、いまでもよく耳

に残っているのですが、「悲しみはね、私の手や足と同じなんですよ、身体の一部なん

ですよ」ということでした。つまり身体の一部なんだから、半年とか 1 年たてば、自然

に無くなるというものではないわけですね。回復したら、元気になったら、手や脚が無

くなるということではないでしょ。そういうものではなくて、ずっと私が死ぬまで、あ

るんだ、それが私の悲しみなんだ、というわけですね。 

ここに田中さんの悲しみの捉え方と、悲嘆回復のプロセスを中心においた一部のグリー

フケアの人たちの悲しみの捉え方の違いがあるわけですね。この悲しみの捉え方の違い

というのを、私は、ずっとこの自死遺族全国フォーラムで 10 年ぐらい繰り返しお話し

てきたのですが、今回、初めてのご参加の方もいらっしゃいますので、ちょっと考えて

もらえませんか。つまり整理すると、で

すね。 

A「悲しみは、私の身体の一部です。私

が死ぬまで、ずっと悲しみはあるんです」

という考え方と、 

B「悲しみは、回復していくもの。長引

く悲しみは、病気だ」という考え方です。 

A は、もちろん、さっきも言ったように

田中さんの考え方で、それに共感する多
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くの遺族がいらっしゃることは、田中さんのいままでの実績を見れば、それは明らかだ

と思うのですね。B は、一部の専門家というか、グリーフケアに携わるボランティアの

方にも、こういう考え方のかたは、かなりいらっしゃるということで、この二つの考え

方を比べてどう思いますか、ということを、みなさんに問いかけたいと思います。また

1 分ぐらい考えていただけますか。 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。「悲しみからの回復」という言葉は、ネットで昨日、調

べてみましたら、4 万 5 千件ありました。4 万 5 千件ですよ、多いですね。 

それで、ついでに「なんとかからの回復」という言葉で検索してみますと、「意識障害

からの回復」とか、「うつ病からの回復」とか、「脳梗塞からの回復」とか、最近の話題

ですが、「コロナ禍からの回復」とかという言葉がヒットしました。つまり「なんとかか

らの回復」というときには、病気とか、悪いことからの回復なんですね。だから「悲し

みからの回復」というとき、やっぱり悲しみは病気とか、悪いもの、マイナスのものと

いう捉え方をしていると思うのですね。 

それに対して、悲しみは私の身体の一部なんだ、死ぬまで私といっしょなんだ、とい

う考え方は、悲しみを、もっとポジティブな感じでとらえているわけですね。 

 
 古語では「愛しい」と書いて「いとしい」と読む 

 

そこで、私が思い出したのは、高校時代に学んだ古語だったんですね。私は、高校時代、

古語が苦手で、源氏物語なんて読んでもぜんぜんわからなかったし、興味もわかなかっ

たのですが、ただ「悲しい」というとき、「愛」という字を書くことがあるということは

覚えていたんですね。つまり「愛しい」と書いて、「愛しい」（いとしい）とも読むし、

「悲しい」（かなしい）とも読む、ということです。ここで古語辞典の 1 ページを紹介

したいのですが、ここですね。 
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ここの最後のところ、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、

とありますよね。この自死遺族の思いと

いうのを、どんなふうに表現したらいい

のかと思っていたところに、こういう言

葉を見つけて、本当に嬉しかったですね。  

ちなみに、この辞典は、ブックオフで

100 円で買ったんですよ。すごくいい買

い物としたと思いましたね。 

それから、こういうページも見つけました。愛して、愛して、止まない。愛するあま

に、自分と相手を「兼ねて」しまいたいくらいだ。「かねる」から「かなし」が来たとい

うわけですね。こんなふうに、愛と悲しみとは、一つであり、分けられない。そう古代

の日本人は、ごく自然に感じていた。この感性は、すばらしいと思うのですよ。 

悲しみを病気だとか、悪いものとし

て考えるのは、私たち現代人の考え方

で、たかだか、この一千年つづいた考え

方なのかもしれないということですね。

なぜなら、この日本では千年前は、「悲

しい」と「愛しい」が、ひとつのものと

考えられていたわけですからね。 

それで、そのどちらが正しいかとい

うことは、それは人の価値観によるも

のだから、なんともいえないけれども、少なくとも、ずっと悲しみを死ぬまで持ってい

きますという遺族の方にとっては、この、いにしえの古代日本の考え方、「悲しみは、愛

しさだ」という考え方のほうが、ずっと心が安らぐと思うわけです。 

千年前というと、いまの日本と違って、モノがあふれた世界ではないですよね。コン

ピュータもなければ、オンラインもない世界で、あるのは生身の人間ですよ。百人一首

なんて、半分ちかくが恋の歌とか、いいますよね。それくらい人間どうしの関係、生身

の人間どうしの関係が、古代においては大事だった、それが一番の関心だったと思うの
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ですね。そういう人間どうしの関係に深くかかわってきた平安時代の人たち、それが当

たり前だった人たちにおいては、悲しみは、愛しさであり、悲しみの感情は、とても大

切なものであったわけですよ。 

悲しみが続いたとき、半年、1 年と続いたら、それはもう病気なんだから、異常な悲

嘆なんだから、精神科に行って薬を飲んで、それを無くしたらいいだろうという現代の

日本と、悲しみは、人として生まれて、人と出会い、そこで本当に深く愛した証として

自然に湧き上がるものなのだから、それを大切にしなさいという古代の日本と、どちら

が人間として幸せに生きることができる社会なのでしょうか。私だったら悲しみを愛し

さととらえる社会に生きたいと思いますけど、みなさんは、どうでしょうか。 

 
 病気なら専門家のほうがよく知っている 

 

悲しみを病気ととらえたときに、もう一つの深刻な問題は、病気については、専門家の

ほうが良く知っているんです。たとえば、胃カメラを飲むということが、私もあるんで

すけど、「胃に、こういうポリープがありました。これは、癌になる可能性もありますの

で切除しておきました」なんて、お医者さんに説明されて、「ああ、そうでしたか」と返

事をしますけど、どんなものが癌になるのか、どんなものは、ならないのか、なんて私

にはさっぱりわからないし、第一そういうポリープがあったこともわからなっかったし、

説明を受けても、どこにそれがあったか、なんてのもわかりませんよね。自分の身体な

のに、もう 60 年以上、自分の身体なのに、そういうことはわからないわけですよ。つ

まり、病気というのは、専門家のほうが、よく知っているのです。自分の身体であって

もね。 

同じように、悲しみを病気と考えると、悲しみの内容は、専門家のほうがよく知って

いるという考え方が出てきます。田中さんが、昔、おっしゃっていたことですが、遺族

として、あるワークショップに出たら、そこで悲嘆というのは、どういうものかという

講義を聴かされたと。「遺族なんだから、悲しみがどういうものなのか、もうよくわか

っている。なんで悲しみがどういうものなのか、体験もしていない、あなたに教えても

らう必要があるんだ」とおっしゃっていたのを、よく覚えています。 

でも、悲しみを病気と捉えると、どうしても、そういう考え方、つまり当事者よりも
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専門家のほうがよく知っているんだという考え方が出てしまうと思うのですね。病気な

んだから、ある一定のパターンがあって、こうやって、こうやって、こうなるというプ

ロセスをたどるんだと。まあ、そんなふうに一般化しないと専門家にはなれないですか

ら、それは避けがたいことだと思います。 

そんな専門家の言葉として、たしか田中さんが大嫌いなものが、「記念日反応」とい

う言葉で、「何が記念日だ、何の記念なんだ、ふざけるな！」というような怒りの言葉を

聞いたような記憶があるのですが、そんな決まった日ではなくて、私は毎日、悲しいと

いう意味だったと思いますが、これなんかは、専門家の知識の弊害をよく表しています

ね。記念日反応とは、もともと英語だったものを訳したために、記念日なんて、まるで

お祝い事みたいな言葉をつけてしまったわけです。専門家の間だけで、いわば専門用語

として使うだけなら何の問題もないと思うのですが、それを当事者に「あなたも、こう

なりますよ」というように使ってしまったから、非常に遺族を不愉快にさせてしまって

いるわけです。 

癌の治療であれば、患者は医者がいう言葉に従うでしょうし、たぶん従うしかないの

ではないでしょうか。あなたの癌は、いまこういう段階です、といわれれば、それを信

じるしかない。自分で判断できる材料もないし、手段もないんですからね。 

でも、悲しみという自分の感情については、どうなんでしょう。実際に、遺族のかた

のなかには、グリーフケアを受けて、そこで、さっきお見せしたような悲嘆回復のプロ

セスの図を見せられて、「あなたは、いま、ここの段階ですよ、（たとえば）いまは『怒

り』の段階ですが、そろそろ次の段階に進んだほうがいいでしょうね」なんて言われて

しまって、ますます怒ってしまった、なんていう話があるわけですね。 

怒るのは、心理的な反応として怒っているわけではないんですよ。昨日の（シンポジ

ウムで出た）お話で言えば、いじめで自死にいたったのに、学校の対応が悪い、それに

対して怒っている、怒るのには、ちゃんとした理由があるわけですよ。なのに、「怒るの

は、回復のための第二の段階です」なんて言われてしまうと、自分ひとりが異常な心理

状態に陥っているだけだということになってしまいますよね。 

それで、こういう遺族の抑えられた声というのを、言葉にまとめてみたいということ

で試みたのが、この 3 つの主張なんですね。 
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「悲しみは愛しさ」「悲しみは私たちのも

の」「悲しみとともに生きる」つまり、悲

しみは病気じゃない。愛しさなんだ、と

いうことなんですね。 

私、あるグリーフケアの権威のかたの

前で、これを発表したときに「悲しみが

愛だなんて、あり得ないでしょう。愛が

あるから、悲しいということじゃないで

すか」という反論をいただいたのですが、

ここでいいたいのは、愛についての哲学的な議論をしたいのではなくて、悲しみは、病

気ではない、ということですよ。病気ではないし、また、そこから回復しなければなら

ないというマイナスの感情でもない。そうではなくて、人間として一番大切なもの、一

番神聖なもの、一番尊いもの、そういうものなんだということを言いたいわけですね。 

それから「悲しみは私たちのもの」というのは、悲しみを病気扱いにすれば、医者が

病気を治すために手術をするように、専門家が、いろいろ判断して、あなたは、もうそ

ろそろ、この段階を卒業しなければいけないとか、言ってくるわけですよ。 

そうじゃない、悲しみは、私の悲しみなんだから、私が一番よく知っているし、この

悲しみをどうするかということは、私が決めることなんだという、そういうことなんで

すね。 

「悲しみとともに生きる」というのも、悲しみから回復するのではない、悲しみとい

っしょに、悲しみと手をたずさえて生きていくんだという宣言ですね。これは、悲しみ

を愛しさと理解してこそできる宣言だと思います。 

 

さて、ここまでの内容は、私が 2009 年ですか、11 年前に最初に全国フォーラムでお話

させていただいたときから、ずっと変わらないものだったのですが、ちょっと、今回は

じめて、少しここから一歩進めて考えてみたいと思います。 

それで、ちょっと考えてもらいたいのですが、今日の私の講演のタイトル、自死遺族

の悲しみと社会活動ですが、これは田中さんからいただいたものです。もし悲しみを、

このスライドのように理解した場合、悲しみと社会的活動は、どのようにつながるので
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しょうか。プリントに書きましたが、3 つの難問のうちの最初のもの（「悲しみと社会的

活動はどうつながるか」）ですね。 

これ、けっこう難しいと思うので、先に第 2 の難問（「悲しみは無くならないのに、

会から離れていくのはなぜ」）を見ていただけますか。 

 
 会から離れていく理由 

 

これは、どういうことかというと、遺族のかたは「悲しみは無くなることはない」と、

みなさん、おっしゃいます。悲しみが愛しさであれば、その答えになるのは当然ですよ

ね。亡くなったご家族への愛は、いつまでも遺族のかたの心に残っているわけです。 

でも、これも遺族のかたから、よく聞く話ですが、年月がたってくると、遺族の会で、

ふつうにおしゃべりを楽しんでいる人たちが増えてくる。すると、先月とつぜん遺族に

なったということで、もう、ものすごく苦しんでいるかたと雰囲気的にギャップが出て

くるというのですね。なので、本当に遺族の奥深い体験をわかちあう、わかちあいの会

と、雑談を楽しむ茶話会と、ふたつに分けているというところがあるというのです。そ

れで、その雑談を楽しむ茶話会には、ある程度、年月がたった人たちが集まってくる。

その人たちも、人によっては、だんだん来る回数も少なくなってくる。一方で、悲しみ

は、消えたりするわけではなくて、ずっとあるし、悲しみからの回復なんて、ありえな

い！とおっしゃる方もいる。なんか矛盾するような気がするんですね。 

これをどう理解するか、どう言葉で表現するかということは、ずっと長い間の私の問

題でした。みなさんは、どう思われますかね。つまり家族を自死で亡くした当初は、す

ごく熱心に会に来ていた人が、時間がたつと、だんたん足が遠のいていく。まあ、これ

は自然なことといえば、自然なことなのかもしれないけど、一方では、悲しみは決して

無くならない。悲しみとともに生きていくんだという声もある。 

これは 2 種類の遺族がいらっしゃるということなのでしょうか。私は、そうではない

と思うのですが、でも、どう考えていいのかわからなかったのです。 

 

 

 



第 13 回全国自死遺族フォーラム「自死遺族の悲しみと社会的活動」             2020.09.12. 

 

上智大学 岡 知史 16 
 

 泣いてばかりの会なのか 
 

難問の 3 つめは、これは田中さんが、最近、よくおっしゃっていることなのですが、遺

族の会は、泣いてばかりの会だと、遺族からも誤解されていると。 

今日は、コロナのこともありますし、残念ながら会食もないと思うのですが、いつも

の全国フォーラムでは、このフォーラムのあとの飲み会が、本番というか、本番といっ

ちゃうとまずいですが、すごく楽しいんですよ。遺族のかたのなかには、フォーラムよ

りも、あとの飲み会が楽しみで来ているかたが、けっこういらっしゃるんじゃないかと

思うほどなんですね。 

私は、今はカラオケが一番の趣味なんですけど、私をカラオケ好きにしたのは、なん

と、田中さんなんですよ。自死遺族の全国フォーラムのあと飲み会をして、そのあと、

何人かは、いっしょにカラオケに行くわけですが、私は、だいたい目立つことは好きじ

ゃ無い性分で、内気な性格ですから、人前で唄ったりなんて絶対にしない人間だったん

ですね。ところが、全国フォーラムのあと、毎回カラオケに誘われて、遺族のかた、み

なさん唄ってらっしゃいますからね、自分だけ唄わないと、ちょっとマズイだろうとい

うことで、1 曲だけ、と唄ったら、みなさん、拍手してくれましてね。なんだか講演が

終わったときよりも拍手が多いわけですよ。それで、だんだん私も調子に乗ってしまっ

て、カラオケ好きになってしまって、去年なんか自分が一番いい気になって唄っていま

した。 

最初のころだったか、遺族のかたが、すごく楽しそうに唄ってらして、それを見た田

中さんが、「遺族どうしだから、こんなふうに唄えるんですよ、ああやって唄っていて

も、ずっと悲しみがあるんだということが、遺族どうしだと、わかってもらえるからね」

と、おっしゃったんですね。遺族じゃない人とカラオケに行って、唄っていたら、「あ

あ、あの人は，楽しそうに唄っている。もう悲しみから回復したんだな、忘れたんだな」

と誤解されてしまう。飲み会だって、そうですよね。遺族どうしだからこそ、飲んで笑

ってということができるわけです。遺族どうしだと、誤解されない、安心だということ

があると思います。 

だから、話をもどしますと、遺族の会は、決して泣いてばかりの会じゃないわけです

よ。でも、泣いてばかり、悲しいばっかりの会だと誤解されているわけですね。 
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 悲しみばかり強調しすぎだったかも 
 

この難問の答えを、私になりに考えますと、要するに「悲しみ」を強調しすぎたのかも

しれないと思うのです。遺族の気持ちって「悲しみ」だけじゃないですよね。たとえば、

昨日の「いじめの自死」の講演を思い出せば、そこでの遺族の気持ちは、まずは「怒り」

だと思うのですね。 

遺族の声の朗読を昨日、お聞きしたときには、大切なものが無くなってしまったとい

う空虚感、空しさという言葉が、私の耳に残りました。つまり「むなしさ」だってある

わけです。 

それから、さっきの遺族のかたが集まって、仲間になって、笑って、励まし合って、

ということもあるわけで、「嬉しい」「楽しい」という気持ちも、会のなかでは当然、体

験としてあるわけです。 

なのに、なぜ「悲しさ」だけが強調されてきたのか、という疑問ですね。なぜでしょ

う。私が思うには、それは、自死遺族の自助グループが、グリーフケアに対抗して、と

いいますか、少なくともグリーフケアを意識して作られてきたという事情が影響してい

るのではないかと思うのですね。 

 
 支援者との連携が生まれている 

 

それと、もうひとつ気づいたのは、このポストベンションカンファレンスの目的のなか

に、こういう文章があったのですね。「方法論的には、法律分野をはじめとする各分野

の専門家との連携を大切にする」とあります。法律分野ですよ。これは、感情とか、悲

しみとかとは、まったく違う世界ですよね。 

自死遺族の自助グループの運動は、私がみるかぎり、最初は、グリーフケアとの闘い

だったんですね。精神医学とか心理系の専門家の人たちと田中さんは闘っていたという

感じでした。 

昨日、私は、このカンファレンスで、田中さんからびっくりするような発言を聞きま

した。なんと田中さんは「15 年前、支援者は、私たちの敵でした。でも、いまは仲良し

です」と、おっしゃいました。これは、びっくりでした。たしかに 10 年前までは敵対
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している感じでしたね。でも、法律関係の専門家のみなさんとのかかわりによって、ず

いぶん自死遺族の会の活動に広がりができてきたという感じです。 

そこで最初の難問にもどると、自死遺族の悲しみと社会的活動は、どうつながるので

しょうか。さっきも申し上げたように、自死遺族の会の活動は、法律関係のかたの専門

家のかかわりも得て、非常に広がりをもってきたように思います。CSPSS（自殺予防と

自死遺族支援・調査研究研修センター）の活動も、心理系の先生方が多く理事に入って

いらっしゃいますが、理事長が遺族である田中さんで、これも大きな前進だと思います。 

以前、田中さんは、かつて心理系の専門家の方に、うまく悲しみの回復のプロセスに

乗っていけない「病んでいる人」のように扱われたと憤慨されていました。それが逆に

遺族の当事者として、理事長として、専門家のかたがたと共に働いていくということで、

時代は変わった、大きく進展したと思うのですね。 

そこで、私も、毎年全国フォーラムで、自死遺族のかたがたに言葉を贈っているので

すが、その言葉も変えなければいけないと思いました。つまり、いままではグリーフケ

アへの対抗のために自助グループとしての「悲しみ」の捉え方に焦点をあててお話して

きたわけです。悲しみは、愛しさだという、あの言葉ですね。 

でも、さっきも申し上げましたが、私は、このポストペンション・カンファレンスに、

昨日、午前 10 時から午後 3 時までいましたが、一度も「グリーフケア」という言葉を

聞きませんでした。私などは、長年、グリーフケアを「敵」として攻撃するような話を

期待されていると思っていただけに、このグリーフケアが、もう問題にされなくなって

いるような状況は、ちょっとびっくりで、ちょっとした喪失感がありますね。だったら、

話を変えていかなければいけないと思ったんですね。 

では、どんなふうに変えていけばいいでしょうか。プリントを見ていただけますか。

「難問に答える試み」というところです。 

 
 悲しみという枠を超えるという提案 

 

まず、悲しみという枠を超えるという提案です。遺族には、いろんな感情があるはずで

す。悲しみだけでは、ありません。さっきも申し上げたように、怒りもあるでしょう。

虚しいという気持ち、裏切られたという恨みの気持ちもあるかもしれません。寂しさも
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あるでしょう。それでも「悲しみ」という言葉だけに、まとめてしまったのは、これは

グリーフケアに対抗して、といいますか、それを意識して、グリーフ＝悲しみと解釈し

て出てきた偏りではないかと思うのです。 

「悲しみ」という言葉に、まとめてしまうことの弊害は、自死遺族の問題が、遺族個

人の感情の問題として、つまり遺族の心のなかだけで生じていることなんだというよう

に、個人のなかで完結していることだと思われてしまうことだと思います。田中さんか

らは、以前から、遺族の権利の問題、差別の問題が提起されています。これは、遺族の

感情の問題ではないわけです。あえて、それを感情の問題と考えても、それは「悲しみ」

ではありえないわけで、それは不正への「怒り」「憤り」ということですよね。「悲しみ」

などではないわけです。 

では、遺族の問題が感情の問題だけではなく、法律に関連する権利や差別の問題かと

いうと、それも含められますが、それだけではありません。たとえば、お金の問題があ

ります。お金がなければ、人間は生きてはいけませんからね。お金の問題は、生活保護

や損害賠償の関連で法律とも関係していますが、それが全てではないと思います。 

 
 死と向き合う難しさ 

 

また、遺族は、家族の死によって、死という現代の日本では目につきにくい世界に向か

い合うことになると思います。現代の日本では、宗教は大きな力をもっていません。そ

のこともあって、現代日本に生きる私たちは、一般的にいえば、死をどう考えるか、ど

う向かい合うか、そういったことを日常、考えていないわけです。そのなかで、遺族は、

その死とどう向かい合っていくか、自分で答えを見つけていかなければいけない。これ

は、そんなに簡単なことではないと思います。 

これは、心理学の問題ではなく、もっと哲学的といいますか、文化的なもので、あま

り使わない日本語ですが、専門的には「霊性」といいます。（「霊前に供える」というと

きの「霊」ですね。）英語では、スピリチュアリティといいますが、日本語で「スピリチ

ュアル」というと、神社にパワースポットがあるとか、背後霊がいるとか、ちょっと違

うことを意味することが多いので、なかなか取り扱いが難しい言葉なんですね。 

私の専門は、ソーシャルワーク、社会福祉なのですが、そこでは人間を 4 つの面から
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捉えるというモデルがああるのですね。 

つまり、 

1． 心、つまり心理的な面ですね。 

2． 身体、からだの面です。 

3． 社会的側面、法律とか、お金とか、

仕事とか、社会とのかかわりです。 

4． 霊性、これは、定義は難しいのです

が、自分と世界とのつながり、死者との

つながり、そういったことです。 

 田中さんは、よく遺族の総合支援とい

う言葉を使われますが、総合支援というとき、このソーシャルワークのモデルを使えば、

心の面、そして、身体の面、社会の面、そして霊性ということになりますね。 

 つまり、悲しみなど、感情の面でバランス良く生きていくということが大切ですし、 

身体の健康面も大切です。食べていないとか、酒ばかり飲んでいるということでは、健

康ではないですね。社会の面では、法律に守られている状態であるとか、経済的にやっ

ていける状態、社会的に孤立していないとか、そういうことだと思います。霊性では、

死というものに向かい合える、死者との関係を適切に保つといったことが含まれると思

います。まとめていうと、ここでも書いたように「悲しみという枠を超える」というこ

とですね。 

 
 遺族として生き続けるという選択 

 

そして 2 番目。遺族として生き続けるという選択です。自助グループの定義のなかに、

こういうものがあります。自助グループにつながるきっかけは、自分での選択ではない

ということです。つまり、障害者になったり、病気になったりして、障害者の会、患者

会に入るのですが、障害者になる、病気になるということは、自分の選択ではないです

よね。だから「英会話が上手になりたい」という人が、グループをつくって勉強すると

いうのは、自助グループとは言わないです。「英語が上手になりたい」というのは、自分

の選択ですからね。（まあ、親とか配偶者の都合で、嫌々ながら海外に住むことになり、
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そこで生活するために現地の言葉を勉強するというグループなら、それは自分の選択で

はなかったという意味で、自助グループと呼んでもいいと思いますが。） 

 でも、ここが大事なのですが、障害者の人が、みんながみんな障害者の会に入るわけ

ではないし、病気の人がみんな患者会に入るわけではない。障害者のなかの一部の人が

障害者の会に自分の意思で、自分の決断で、はいるわけです。つまり障害者になったこ

とは自分の意思ではないけれども、障害者の会に入ることは自分の意思なんです。 

 これは、どういうことかというと、障害者の自助グループに入る人は、自分の障害を、

自分の生き方の基本にするということを選択した人が、障害者の会に入るのです。障害

をもつ人でも、自分の障害はなるべく意識しないで、他の人と同じように生きていこう

という人もいます。これは個人の選択なんです。どちらが良い、悪いという問題ではあ

りません。 

 同様に、自死遺族のかたは、もちろん自分の選択で遺族になったわけではない。でも、

遺族の会に入るということは、自分の選択であり決断なのです。 

 では、どういう遺族が遺族の会に入るかというと、遺族であることを自分の生き方の

基本にしようと決断した方だと思うのですね。つまり、亡くなったかたと、ともに生き

ていこうという人。こういう人が、自分を自死遺族だと名乗り、会に集うわけです。 

 家族を自死で亡くした人のなかには、自分が自死遺族だということは考えたくない、

意識したくない、亡くなった家族は愛しているけれども、その愛を自分の生き方の基本

にしようとは思わない。そういう方は、遺族の会には入らないと思うのです。 

 私の知人で、自死遺族ではなくて、自死に限らずいろんな理由で家族を亡くしたとい

う遺族の会に入っている人がいます。その方は、親を亡くしているのですね。で、ずっ

と、その会をやっています。たぶん 10 年、20 年とされているのではと思います。どう

して、その会でそんなに長く活動されているのか、私は質問したことはありません。 

 私も父を亡くしています。父には、とても感謝していますし、父のことは大好きでし

た。でも、遺族会に入ろうとは思ったことはありません。父は、私にとって大切な人で

したが、亡くなったということで過去の人になっています。 

 亡くなった原因が自死かどうかに関係なく、遺族の会とは、亡くなった人を過去の人

とはしないという生き方を選択した人の集まりだと思います。「亡くなった人を忘れず、

過去の人とはせず、ずっといっしょに生きていく。」それを選んだ人たちが、自死遺族
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の会に集うのですね。 

 「亡くなった人を忘れず、過去の人とはせず、ずっといっしょに生きていく」という

生き方は、現代の日本では、そんなにある生き方ではありません。稀な生き方だといっ

ていいと思います。きっと過去の日本、少し話しましたけど、千年前の日本では当たり

前の生き方だったかもしれませんが、現代は、そうではないと思います。仏壇をもって

いる人は少なくなりましたし、生きている人の世界と死んだ人たちの世界は、ますます

離れ、ほとんど別の世界になっています。 

 こういう世界、あるいは日本の社会のなかで、亡き人とともに生きるということは、

言うことは簡単ですが、なかなか困難だと思います。亡くなった人を思い続けることで、

周りの人から理解されず、苦しい思いをされることもあると思います。また、すでに亡

くなった人と、どういう関係をもち、どのように愛し、愛される関係をつくっていくの

かというのは、身近にお手本もないわけですから、本当に難しいことだと思います。 

これは自死遺族の方へのインタビューを始めたころ、もう 10 年以上前に聞いたこと

ですが、あるお母さんが、鶏の唐揚げをつくっていたんですね。で、つくってみたら、

なんと、いつもと違って香りがない。ああ、鶏の唐揚げが大好きな息子が、きっと食べ

ちゃったんだなと気がついて、「ほらほら、お行儀が悪いよ」と、きっと、そこらへんに

いるから注意したんです、と笑いながら話しておられたんですね。 

そのかたは、会にはそれほど、もう顔を出されないそうです。それは、悲しみが無く

なったから、というわけではないんですね。亡くなった息子さんと、いい関係を結んで

おられる。そこで安定されているから、会を少し離れている。そう理解することができ

ると思うのです。 

 
 亡き人とともに生きる生き方を学び、実現する集い 

 

つまり遺族の会は、このプリントにも書いたように「亡き人とともに生きる生き方を学

び、実現する集い」と考えることもできるのではないでしょうか。悲しみとか、そうい

う特定の感情に焦点をあてるのではなく、心の面でも、身体の面でも、社会的な側面、

そして霊性の面でも亡き人との関係がしっかりとできている、安らかに亡き人と家族と

してともに生きていける、そういう生活を実現するために、集い、社会的にも活動する
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ということですね。 

私の講演は、いつも 1 時間程度でお願いされるのですが、今回は 1 時間を超えて 1 時

間半でもと言われていたのですが、コロナのこともあり、例年と違って、あとで食事会

をするということもないと思いますので、私の話は早めに終えて、みなさまが少しでも、

この場でよくお話できることを願いつつ拙い私のお話をここで終わりたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。 
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自死遺族の悲しみと社会的活動 
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私の立場 

1. 2008 年 9 月に田中さんと出会う 
2. 2009 年以降、毎年全国自死遺族フォーラムに 
3. 研究対象は自助グループ全般（遺族支援、グリーフケアは専門外） 

悲しみについての遺族の自助グループの 3 つの主張 

1. 「悲しみは愛しさ」 
2. 「悲しみは私たちのもの」 
3. 「悲しみとともに生きる」 

3 つの難問 

1. 悲しみと社会的活動がどうつながるか 
2. 悲しみは無くならないのに、会から離れていくのはなぜ 
3. 泣いてばかりいる会だと思われるのはなぜ 

自助グループの状況 

1. グリーフケアへの反発から始まったから、、、 
2. 権利や差別の問題が大きく取り上げられるようになった 
3. 「支援者は敵でした。でも、いまは仲良し」 

難問に答える試み（案） 

1. 「悲しみ」という枠を超える 
2. 「遺族として生き続ける」という選択 
3. 「亡き人とともに生きる生き方を学び、実現する集い」 
 

過去の講演の記録は、いろいろ分散していますが、今後は時間をかけて

以下のサイトにまとめる予定です。https://researchmap.jp/tomofumioka/ 
（右の QR コード参照） 
「岡知史 リサーチマップ」で検索しても出てきます。 

https://researchmap.jp/tomofumioka/

