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とき：2014.02.22.13:30-14:30 
場所：亀田駅前地域交流センター（新潟県新潟市） 
「いのちの授業：みんなで命を考える」（主催：自死遺族分かち合い・越後逢うる） 
テーマ：自助グループと出会って 35 年（私の自助グループ研究の原点） 
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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。今回は、このような機会を

与えられまして、みなさまには感謝しております。関東地方は大雪が 2 回もありまして

果たしてここまで来られるか心配しましたが、無事に来ることができて安心していると

ころです。 
 
さて、今回、「自助グループと出会って 35 年」というテーマでお話しさせていただく予

定だったのですが、講演の原稿を書いていると最初の自助グループとの出会いのところ

で 1 時間分の原稿になってしまいまして、それで急遽テーマを「私の自助グループ研究

の原点」と変えさせてもらいました。すみません。 
 
すこし自己紹介をしますと、私は、いままでいろんな自助グループを研究してきました。

現在は、全国自死遺族連絡会の田中さんに誘われて、自死遺族の自助グループの研究を

させていただいていますが、同時に、アルコール依存症の自助グループの研究もさせて

もらっています。その前の 40 代のころは、子どもの難病の親の会に 10 年以上かかわり

まして、これが私の博士論文の研究になっています。その前の 30 代には、精神障害、

身体障害など、障害者の自助グループにかかわっていました。その前の 20 代のころは、

シングル・ファーザーの会、つまり父子家庭の会の研究をしていました。 
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父子家庭の会とのかかわりは、まったくの偶然でして、父子家庭の会を応援していた社

会福祉協議会の人から「父子家庭の会の研究をやってみないか」と言われて、それで、

まとめたという感じです。そして、その前ですが、もう 35 年ほど前ですが、大学生の

ときに身体障害者の自助グループのかたと出会いましてね。それが私の自助グループへ

の関心の出発点になっています。今日は、そこの出会いまでの話になると思います。 
 

 大学生のころ 
 
それで、さっそく本題に入りますと、さきほどもお話ししたように、私が、いちばん最

初に出会った自助グループは、身体障害者の人たちのグループだったんです。それは私

が大学生のころでした。 
 
私は、大学生のころは、新潟県のとなりの富山県にいまして、こちらのチラシにも書き

ましたが、富山大学の学生でした。50 代以上のかたはご存じだと思いますが、1970 年

代まで国立大学は一期校、二期校というように、二つに分類されていまして、多くの場

合は、一期校を落ちた人が、二期校にいくという仕組みになっていました。富山大学は

二期校だったのですね。それで、その当時の富山大学の学生は、なんだか、みんな、ど

こかの一期校を落ちて仕方が無く、二期校に来たという感じで、私も含めて非常に挫折

感をもって入学していたという人が多かったように思います。 
 
それと、私は、やはりチラシに書いたように姫路市の生まれでしてね。姫路市は、私は、

小学校のとのときに教えられたことは、全国で一番、ため池の面積が広いんだというこ

とでした。つまり雨が降らない地域なんですね。いつも、いいお天気。カラッとしてい

てね。ところが、富山にきたら、特に冬なんかは、ずっと曇り、ずっと雪でしょ。それ

で気分が、すごく重くなってくるんですね。 
 
この講演の直前にネットで調べてみたら、こういうのを「冬期うつ病」というのですっ

てね。冬期というのは「冬の」ということで、冬のうつ病というのだそうです。太平洋

側から日本海側に引っ越しをした人で、冬期うつ病を発症することはよくあるとか、ネ

ットに書いてあって、ああ、あの当時、私がそうだったかもと思いました。 
 
それに、さっきも言いましたように、私が富山に住み始めたときは、自分の希望の大学

に入ることができなかったという大きな挫折感がありました。特に私は一浪していまし

たから、いったい何のために一浪したのか、まったく無駄な一年だったんじゃないかと

いう気持ちがありました。 
 
さらに当時の大学は、授業への出席なんて、うるさく言いませんでしたからね。私は、

初めての一人暮らしで自由気ままに生活していました。毎晩、毎晩、深夜まで、ときに

は明け方まで起きていて、昼過ぎに部屋を出るというような昼夜逆転したような生活を

していまして、それで昼過ぎになって外に出たら、ずっと曇りか、雪でしょ。もうこう

なると、うつ病にならないほうが不思議なような生活だったのですね。 
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 立山で . . .  
 
それから 30 年以上たって、私は自死遺族のかたの自助グループの研究を始めるわけで

すが、母に、そのことを言うと、母は私に何て言ったと思いますか。私は、びっくりし

ました。母は「ああ、あんたも、よく立山で死にたいと言っていたね」と言ったんです

よ。立山とは、富山大学からよく見えるきれいな山なんですけど、まあ、たしかに、そ

ういうことを考えたことはあったんですね。 
 
ただ、それを母親に話したのかというと、あまり記憶がないんです。冗談みたいに電話

で言ったのかもしれませんが、自分としては、あまり記憶がない。まあ、みなさんも同

様の経験があるかたは、わかってくださると思いますが、精神的に異常な状態になって

いるときは、何をどうやって毎日、生きているのか、よくわからない状態になっている

んでしょうね、きっと。 
 
私などは、大学生のころ、真夜中に小さな山の公園に登ってね、何時間もさまよい歩い

ているんですよ。それから神通川（じんづうがわ）という大きな川が、富山市内を流れ

ているのですが、そこに大きな橋がかかっていましてね。何を考えていたんだか、やっ

ぱり真夜中に、その橋のところまで出かけるわけですよ。そして橋のうえから、真っ黒

な、コールタールのような、本当に真っ黒な、川の水面をじっといつまでも見つめてい

たようなこともありました。 
 
今、考えれば、すごく危ない状態だと思うのですが、当時は、自分自身では、まったく

自分だけの世界に閉じこもっていて、まるで世界には自分しか生きた人間がいないみた

いな感じでしたね。ずっと黙って耐えていた感じでした。 
 
そんな日々が、けっこう続いたと思うのですが、それが、あるとき、いまでもよく覚え

ていますが、21 になった秋のころだったと思いますが、ふと 3 階か 4 階の校舎の窓か

ら首を出して、外を見ると、それから、なにげなく下をみたら、空気が綿（わた）のよ

うに積もっているんですよ。驚きました。ふわふわとした綿になって窓の下からずっと

広がっているんですね。ああ、なんだ、ここを一歩、踏み出せば、やわらかい布団のう

えに子どものころ飛び込んだみたいに、ふんわりと空気が受けとめてくれるんだろうな

と、そんなことを思いました。 
 
それから、これも奇妙なことなんですが、映画かテレビなんかで高いビルから飛び降り

る人がいるとき、その表情は、厳しくて、目を強く閉じてというようにしていますけど、

いや、そうじゃないんじゃないか、むしろ逆に穏（おだ）やかな、ちょっと笑顔さえ残

っているような表情をしているんじゃないかと、そんなことを考えていました。 
 
でも、それと同時に「あ、これは、いよいよ、自分は死ぬかもしれない」と本気で思い、

死の恐怖でゾーッとしました。やはり、一方で「死にたくない」という気持ちも恐怖と

ともにあるわけですよ。それで夜中に、公衆電話から、いのちの電話に電話したことも

ありますが、いつも話し中だったりして、がっかりしました。 
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 精神衛生センター  
 
それから、どういう経路だったのか覚えていないのですが、たぶん、その公衆電話のな

かにあった電話帳ででも見たのか、精神衛生センター、いまは、新潟県だったら「精神

保健福祉センター」ですね、それが市内にあるということを知って、そこに自分から足

を運んだんですよ。 
 
いまでも、かすかに憶えているのですが、路面電車に乗って、そのセンターに行って、

相談室というのを探したら、たぶん 2 階かどこかにあったのですね。昔のことですから、

ドアが木でできていて、「ああ、ここだな」と思って、ノックしようと思ったら「なるべ

く予約してください」と書いてありました。「ああ、なんだ、予約がいるのか」と思いま

して、じゃあ、無理だなと思いまして、ドアをよく見ると、これは 30 年以上たっても

よく憶えていますよ、相談時間は「木曜日と金曜日」と書いてあるのですね。その日は、

たしか金曜日でした。 
 
それで、私が、そのとき思ったのは「ああ、木曜日までだったら、なんとか生きていけ

るな」と。今から思うと、どういう心境で、そういうことを考えたのか、ちょっと想像

がつかないくらいなんですが、あと 1 年とか、1 ヶ月、生きていけと言われたら、ちょ

っと自信が無かった。でも次の木曜なら数えて、あと 7 日でしょ。ああ、あと 7 日なら、

なんとか生きていけるなと、そう思いました。 
 
それでドアの前でくるっと回って、背を向けて歩きはじめた。そのとき階段を下がった

のかな、よく憶えていないのですが、それが私の人生の大きな転機でしたね。映画でい

えば、ここでパート 1 が終わり。次からパート 2 が始まるわけですよ。 
 

 「生きる」という映画  
 
みなさん、黒沢明監督の「生きる」という映画をご覧になったことがありますか。有名

な映画なので、まだ見たことがないというかたは、ツタヤかどっかで DVD を借りて、

見てほしいと思うのですが、あそこに癌を宣告されて寿命があとわずかだと知った主人

公を、志村喬が演じています。さえない中年の男性なわけですよ。 
 
役所で何も考えずに生きてきたのが、突然、癌だと言われて、あわてふためいて、いろ

いろどうしようかと迷っているのですが、どうにもこうにも、どうしていいのかわから

ない。自分のかつて部下だった若い女性が、活き活きして生きているので、喫茶店かど

こかに呼び出して、「いったい、君はどうして、そんなに生き生きして生きているんだ、

その理由を教えてくれ！」と迫る場面があるのですよ。 
 
そのとき、その女性は、びっくりしながらも、小さなうさぎのおもちゃを見せるんです

ね。「私は、これを、いま工場で作っているんです」と。「つまらないおもちゃかもしれ

ないけれども、私がつくった、このおもちゃで子どもたちが喜んでくれると思うと、と

っても嬉しいの」とか、そんなことを言うわけですね。 
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そうすると、主人公は、ああ、これだ！ということで、そのおもちゃを手にとって突然、

その店を、部屋を出ていく。そのときに、その店で、偶然、誰かの誕生パーティが開か

れていて「ハッピバースディ、トゥユー」「ハッピバースディ、トゥユー」という歌が流

れて、その歌声が大きく響くなかを、主人公が、小さなうさぎのおもちゃを大事そうに

かかえて階段を駆け下りていくという映画の名場面があるわけですよ。 
 
つまり、主人公は、いままで生きていたんだけれども、本当の意味では生きていなかっ

た。それが、うさぎのおもちゃを見せられて「ああ、自分にも何かできるはずだ！」と

気づいた。だから、その日がハッピバースディで、新しく生まれるのですよ。それで、

そのあと映画の主人公は、子どもたちが喜んでくれるような子どものための公園づくり

に、すごく一生懸命取り組む。そして静かに死んでいく。そういう映画なのです。 
 
その映画と同じなんですよ。私も精神衛生センターの相談室のドアまで来て、「ああ、

予約しないといけないんだ」と思って帰る。そのときも、やっぱり階段を降りていくわ

けですね。私自身は、そのとき何かをつかんだ！という感覚はまるでなかったのですが、

でも、そこで自分の人生が、本当にそこで行き詰まって、いちど、そこで終わった感じ

なのですよ。自分の人生のパート 1 は、そこで終わったと。次からは、パート 2 なんで

す。それが 21 の冬のころでした。 
 
私は、こういう話を自死遺族のかたとは、もう 5 年以上のおつきあいになりますが、話

したことはないし、どこの講演会でも話したことはないんです。それは、こういう体験

を恥ずかしく思うということではなくて、私は自助グループとかかわるときに、いつも

自分は当事者ではないという立場をしっかりと持っておきたいという気持ちが強いん

ですね。 
 
それだけに自分が個人的に悩んだとか、当事者のかたと似たような体験をもっていると

か、そういうことは人前では言いたくないということがあります。それから、また実際

に自助グループで活躍されているかたの当事者体験のほうがずっと深刻だと思います

ので、中途半端な体験を持ち出すことは止めた方がいいと思っていたりするんですね。 
 

 あと 7 日間生きてみよう 
 
ただ私は去年の 8 月に、まさに、その富山の精神衛生センター、いまは「心の健康セン

ター」のかたから自死予防対策で講演を依頼されまして、ああ、これは本当に偶然だな

と思いました。こちらの心の健康センターを実際に利用はしなかったけれども、私自身

まさに自死へと追い詰められた気持ちで、そのセンターに自分から足を運んで、そして

相談室があるということを知って、こんどの相談日の木曜日までの 7 日間生きていれば

いいんだという気持ちになったというのは、事実なのです。 
 
その富山での講演のなかでは言えませんでしたが、控え室で会った所長さんには「あの

とき、このセンターがあったから私は生きることができたんだと思います」って御礼を

言っておきました。実際、私は助けてもらったという感覚をもっているんですね。 
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さて、そこでちょっと考えていただきたいんですが、私は、その 21 のときに精神衛生

センターから、ひとり部屋にもどって考えたことがありました。「木曜日まで生きてい

ればいいんだ」ということは、私にとっては大きな励ましになりました。それは事実な

んですが、一方で、私は相談室のかたと会わなくて、ホッとしたという部分もあったん

ですよ。 
 
どうして、ホッとしたのか。その理由が、実は、私の一生かけて自助グループをずっと

研究していきたいという気持ちに繋がっていると思うのです。さて、それは、どういう

理由だったと思いますか。ということで、25 分近くお話ししたので、ここで数分間、休

憩したいので、こういうのを、みなさん、ちょっと考えていただけますか。 
 

 薬で消したくなかった  
 
予約をしていなかったために、私は精神科医にも心理カウンセラーにも、あるいは精神

科のソーシャルワーカーにも会うことができなかったのですが、それでも、私は、その

とき、ホッとしたのですね。なぜかということですが、一番の理由は、この辛さを薬の

力で消されたくなったということなんです。 
 
これは矛盾しているのですが、すごく辛いんですよ。もう生きていけないぐらい辛いの

ですが、しかし、この辛さ、これは自分自身のすごく奥深くにあるものであり、自分の

何か本質的なものであり、もしかしたら大切なものであり、これを無くしたら自分自身

ではなくなってしまうのではないかという感覚がありました。だから、たとえば、お医

者さんが何か薬を出してくれてね、「じゃあ、これを飲んだら、楽になるから」と言われ

て、それを飲んだら、その大切な何かが不自然な形で消えてしまうんではないかという、

そんな不安があったんです。 
 
たとえていえば、生みの苦しみというのがありますよね。苦しいんだけれども、それが

何かが生まれるための苦しみかもしれない。自分の苦しみから何か生まれようとしてい

るのに、それを薬の力で無くしてしまっていいのか、そんなことをしたら生まれてくる

ものも、生まれないのではないかと、そんな気持ちがあったのですよ。 
 
あるいは、自分の悩みを病気だとは考えたくなかったのですね。マイナスのもの、無い

ほうが良いものだとは思いたくなった。それは、そうじゃないでしょうか。だって、ず

っと悩んで悩んで、若い 20 とか 21 という青春まっさかりの若い日々に、心の病気にか

かって無駄に過ごしてしまったと、そんなふうに考えたくなかったのですね。 
 

 苦しみの意味   
 
きっと何か意味があるはずだと思いたかった。こうやって悩んで苦しんで、生きていら

れないと思って、夜中に山の中に入ったり、橋の上から真っ黒な川面を眺めていたりす

るわけだけれども、それは無駄なことではなくて何か意味があるのではないか。どうい

う意味なのか自分でもわからないけれども、何かがあるのではないか。苦しいけれども、

これは自分にとって、とっても大事なもので、これを見知らぬ他人である精神科医とか
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カウンセラーとかに、何か病的なもの、異常なもの、同情をさそうようなものと見なさ

れて、心のなかのゴミを取り出すように取り出されて捨てられるのかと思うと、たまら

なく嫌だったのですね。 
 
私が、そんなことを思うのは、ヴィクトール・フランクルという精神科医の本を読んで

いたからかもしれません。フランクルは『夜と霧』というナチスの強制収容所での体験

を書いた本で有名ですが、強制収容所という地獄のような環境のなかにいて、人間が生

きていくためには「意味」というものが必要なんだと、そういうことを確認していくの

ですね。 
 
私は、学生のころ、フランクルの本が好きで、彼の著作集を読んでいました。その考え

方でいうと、誰かが悩んでいる、それですごく苦しんでいるというとき「おまえが悩ん

でいるのは病気だからであって、悩むのは無駄で意味がないことだよ」というのと、「お

まえが悩んでいるのには意味があるんだ。どういう意味があるのか、それは、まだおま

えにもわからないだろうけれども、何か意味があるのだよ」というのと、どっちがいい

かというと、私にとっては、後の方、つまり「悩んでいるのには、意味がある」と言っ

てもらったほうが、私だったら力になるように思えたのですね。 
 
自死遺族の自助グループの研究をはじめたときに、田中さんたち、遺族のインタビュー

をするうちに「悲しみは愛しさだ」というメッセージをとらえることができたんですね。

「悲しみは、何か病的なものとして取り除くべきものではなく、亡くなったかたへの愛

しさそのものであり、遺族にとっては、悲しみは、愛しさであり、大切なものなんだ」

という、そういうメッセージを、遺族の自助グループは発信しているのではないかとい

う研究結果にまとめたわけですが、自死遺族の田中さんには、それがとても良かったと、

評価していただきました。 
 
それで、いま私自身であらためて考えてみますと、こういう発想、つまり遺族にとって

は悲しみも愛しさであり、大切なものなんだという発想は、私自身の、さっきお話しし

た体験から来ているのかなと、この講演を準備していたときに（まさに昨日のことです

が）、そう思ったんですね。私も、すごく辛かったんですが、この辛さのなかに、これか

ら自分が生きていく大きなヒントが隠されているような気がしていて、大事なものを大

事なものとわからないで川に流して捨ててしまうような、そういうことをしてはいけな

いと、そう思っていたんです。 
 

 ゴッホの絵  
 
あの当時、私が大好きな絵がありまして、それはゴッホの星月夜という絵で、プリント

にしておきましたけれども、私も夜中に、いろいろ悩んで、さまよい歩いていたころ、

空は、こんなふうに、ぐるぐる渦が巻いていたように思うんです。だから、これを見た

とき「ああ、そうだ、そうだ、夜空は、こんなふうに渦巻いていた！」と思いましたよ。

これはゴッホが精神病院に入院中に描いた絵で、ゴッホは自死したと一般には言われて

いるわけですが、その死の 1 年前に描かれているのですね。だから、ほんとうにすごい

悩み、苦しみのなかにいたからこそ、こんな絵が描けたんじゃないかとも思うのです。 
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もしも、ゴッホが、幸せな結婚をして、あたたかい家庭に恵まれて、絵もよく売れて、

なにひとつ不自由のない生活をしていたら、果たして、この絵が産まれただろうか。た

ぶん描けなかったんじゃないかと思っ

たりするんですね。そうするとゴッホ

の人生は、その生涯で生きている間に

は、たった一枚しか絵が売れなかった

そうですが、誰にも認められず、非常に

辛い、孤独で、葛藤に満ちたものだった

と思うのですが、そのゴッホの苦悩、辛

さにも意味があったんじゃないか。こ

の絵がそうじゃないかと思ったりする

んです。 
 
私は 2 年前にチェコのプラハで開かれ

た、ちょっと変わった国際会議に出た

んですよ。どんな会議かというと「苦悩の意味を考える」という会議なんですね。私は

日本の自死遺族の自助グループについて発表しました。「悲しみは愛しさだ」というの

は、まさに「苦悩の意味」というテーマにぴったりだと思ったので参加したのですが、

行ってみると、参加者には哲学者が多くて英語で何を言っているのか、全然わからなく

て困りました。まあ、これはたとえ日本語で話されても哲学の話だから、わからなかっ

たかもしれないと思うのですが、とにかく内容は非常に難しかったです。 
 

ただ、私にとってとても印象的だったのは「苦悩に

は意味がある」ということは、当たり前じゃないか

と参加者がとらえていたことなんですね。「だって、

古代ギリシャの彫刻を考えてみなよ、こうやって身

体をもだえて苦しんでいる姿を描いているじゃな

いか。それは、そこに意味があるからだよ」と、ト

ルコから来た若い哲学者が、彫刻のポーズをとりな

がら私に教えてくれました。 
 
私は、ちょっと古代ギリシャの彫刻は、あまりわか

らないので、プリントにはロダンの有名な彫刻「カ

レーの市民」を印刷しておきました。このカレーの

市民というのは、フランスのカレーという場所がイ

ギリスに包囲されて、市民が飢餓状態に陥ったとき、

市民のうち 6 人が代表として降伏して出頭したら、

他の市民を許してやるというイギリスの王の条件に応じて、6 人が自ら死を覚悟して出

ていくわけですよ。その 6 人がすごく苦しんでいる様子を彫刻で表現したのが、このカ

レーの市民なのですが、そこでも苦悩の意味が表現されていると思うのですね。 
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 ベートーベンの音楽  
 
芸術の話を音楽に広げますと、ベートーベンですね。ベートーベンの音楽は「苦悩から

歓喜へ」「苦しみから歓びへ」というテーマでつくられていることが多いそうです。そ

のとき「苦悩から歓喜へ」という言葉は、「苦悩を克服して歓喜、歓びへ」あるいは「苦

悩を通り過ごして、歓喜へ」というように考えられていることが多いと思うのですが、

果たして、そうなのかな？と思うのですね。 
 
そうではなくて、苦悩は苦悩としてあって、それをかかえたままの歓びというか、苦悩

を苦悩として徹底的に貫いたあとの歓喜というか、苦悩は苦悩として、そのまま残って

いて、そんな簡単に無くなってしまうような苦悩ではなくて、その苦悩としっかり結び

ついた形で出てくる歓び、それをベートーベンの音楽は表現しているのではないかと私

は思ったりするんですよ。 
 
苦悩を克服して無くしてしまったあとの歓びなんて、そんなに深い歓びではないのでは

ないか。なぜなら苦悩は、人生において本当に本質的なもので、それを考えないで生き

るというのは、実は、軽薄な生き方なのではないか。本当の生き方とは、魂をえぐるよ

うな苦悩が底辺にしっかりとあり、歓びとは、その苦しみのうえに根をはって広がって

いるというのが、本物じゃないかと思うわけです。それで、そういう生き方をしている

のが、まさに自助グループの人たちではないかというのが、私の自助グループのイメー

ジなんですね。 
 
このベートーベンの音楽と自助グループの関係は、いま思いついたことではなくて、20
年ぐらい前に書いた私の本があるのですが、そこでも書いているのですね。自分の本な

のですが、その一節を読んでみますと「私が、セルフヘルプグループの研究をずっと続

けることができたのは、セルフヘルプグループのリーダーたちの人柄に魅かれつづけた

からでした。彼らの笑顔は、私に、『苦悩から歓喜へ』というベートーベンの主題を思い

ださせました。自らの苦悩を否定せず、かえって、それをつきつめていくことによって

深い人間としての喜びを創りだし、他の魂とのつながりを求めていく彼等の姿は、私に

は人間としての原点であるように思えたのでした。」1 
 
結局、人間は変わらないと思いますね。20 年近く前に書いたものなのに、まったく今の

私の心境と変わりません。いままで私が出会ってきた自死遺族のかた、アルコール依存

症のかた、難病の子どもさんの親御さんというのは、自助グループのなかで、苦悩とと

もに、苦悩は決してなくならないけれども、人との出会いに喜びも感じていらっしゃる

わけですね。 
 
 
 
 

 
1 自費出版の本である。ここからダウンロードできる。該当箇所は 2 ページ。

https://researchmap.jp/tomofumioka/published_papers/36910562  

https://researchmap.jp/tomofumioka/published_papers/36910562
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 難病の子どもの親御さん 
 
難病の子どもの親御さんたちは、自分の愛する子どもが、徐々に徐々に弱って苦しんで

亡くなっていくという姿を目の前でみなくてはいけない。「お母さん、恐いよ、お母さ

ん、恐いよ」と、ベッドに寝ている我が子の手をにぎりながら、「自分が泣いてはいけな

いんだ！」と思って無理に笑顔をつくって子どもを励ましていくわけですね。それが、

どんなに辛いことか、私には、とうてい想像ができないです。 
 
でも自助グループのなかではね、みんな、笑っていらっしゃってね。まるで、そこらへ

んの普通の子ども会のお父さん、お母さんたちのように仲良く話していて、ただ普通の

子ども会の親御さんと違うのは、その楽しそうな様子が、もっと大きいというか、そん

な感じなんですね。しかし、親御さんどうしで盛り上がって、わーわー騒いでいてもね、

病気の子どもさんのことは片時も忘れないんですよ。 
 
それは自死遺族の会でも同じですよね。全国自死遺族連絡会のシンポジウムのあとは、

たいてい宴会でね、私は、それがすごく楽しみなのですが、それが一年に一回しかない

ものですから、ちょっと残念なほどです。その遺族の会の宴会という世間のイメージと

は、まるで違うような賑やかな宴会ですよね。 
 
でも、これは田中さんがよくおっしゃっていることですが、遺族どうしだと、ああやっ

て笑っていても心には深い悲しみがある、ということがお互いにわかっているから、お

酒をのみ、カラオケに行ったりすることもできるんだと、そういうことですよね。 
 

 「孤独苦」ということ  
 
はい、また、ちょっと話がずれてきたようなので、話を戻しますと、精神衛生センター

のドアの前までいって、そこから引き返したというところからの続きなんですが、それ

から何日かたったときだと思うのですが、ある食堂で、夕食をひとりでとっていたんで

すね。それで、夕刊をいつものように読んでいたら、ある、おじいさんの記事が載って

あったんですよ。 
 
自分の娘が、お嫁に行ってしまって、それから、ずっと一人暮らしで、寂しくて自死し

たという記事だったんです。それで、その見出しが「孤独苦に死ぬ」とあった。それを

パッと見たとき、もともとの見出しは「孤独を、苦にして死ぬ」ということを短くして、

「孤独苦に死ぬ」と書いたのでしょうが、私には「孤独苦」というものが、あって、そ

れで死んだというように見えたんですね。 
 
ああ、世の中には「孤独苦」というものがあるんだな、「孤独の苦」というものがあっ

て、それは人を生きていけなくしてしまうくらい苦しくて辛いものなんだなと、生まれ

て始めて思ったのですね。 
 
私は、それまで人間は、独りで生きていくものだと思っていましたし、それが当然だと

思っていたものですから、「人間というのは、独りにしておくだけで苦しくて死んでし
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まうものなんだ」と初めて気がついたんですよ。それで「このおじいさんは、自分じゃ

ないか」と思ったんですね。自分だって孤独苦で死にそうだし、だったら、このおじい

さんのところに行ってみようかなと思ったんです。それが私の福祉への道のきっかけだ

ったんです。 
 
私は、富山大学では数学を専攻していました。この数学を専攻したという理由が、まあ、

いろいろあるんですが、一つには、私は、はっきり言って人間づきあいが嫌いだったん

ですよ。私が行っていた高校というのが、その地域では、かなりの進学校で、みんなす

ごく勉強はするんですけどね、なんか私には、その高校が合わなかったんです。「いじ

め」とか、そういうのは、なかったですけれども、なんか嫌でしてね。 
 
それで仕事も、できるだけ人とかかわらないものをしたいと高校生のころから思いまし

て、数学なら、ひとりで紙と鉛筆があれば、できるんじゃないかと（実際にはそうじゃ

ないと思うのですけど）浅はかな私は、そんなことを考えて、高校時代、数学が得意で

もなんでもないのに数学科を目指していたんです。 
 
それくらい人間ぎらいだったのに、もう 180 度変わって、地域の寂しいおじいちゃん、

おばあちゃんを訪問してみたいと思うようになったわけですね。で、そんなことを考え

ていたら、町内になる自治会の掲示板に「ボランティア活動の説明会」というのが、デ

パートの催し物の会場で開かれるということが書いてあったので、じゃあ、行ってみよ

うかと思ったんです。 
 

 障害児の施設にいく 
 
それで行ってみたら、社会福祉協議会の女性のかたが、「あなた、富山大学の学生さん

なら、富山大学にボランティアサークルがあるから、そこに入ったらいかがですか？」

と言われて、「ああ、そんな会があるのか」と知らなかったものですから、それで「どん

なことをやっているのですか？」と聞いたら、「障害のある子どもさんが暮らしている

施設に行って、遊び相手をしている」というのですね。だから、もともとは地域のお年

寄りを訪問してみようと思っていたのに、紹介されて施設にいる障害児たちのところに

行くことになったわけです。 
 
でも、子どもと遊んだことなんてほとんどなかったし、障害をもった子どもさんという

ことで、どうやって遊んでいいのかもわからなくて、私は、ただボーッと子どものそば

に座っていたんですね。目の前にいたのは、小学校 2 年生と 5 年生ぐらいの 2 人の男の

子でしたが、小さいほうの子は、大きなめがねをかけて、ボーッとした子でね。何も言

わないし、ポカーンとした顔をしているんですよ。 
 
大きいほうの子は、トランプをもっていて、最近、占いを憶えたみたいで、「おい、おま

えさ、おまえの夢がかなうかどうか占ってやるから、夢を言ってみなよ」とか言うんで

すね。富山弁だったのですが、忘れてしまいましたので、ちょっと関東の言葉でいいま

すけれども。 
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 「天国に行きたい」 
 
でも、そう言われても、小さな子は何も言わないで、あいかわらず、ボーッとした顔を

しているわけですね。「いったい、この子は、どんな夢をもっているのかな」と私も興味

があったので、その子の反応を見ていたのですが、ほとんど反応がない。それで大きい

ほうの子が、ちょっと待ち切れなくなって「だったらさぁ、おまえ、どこに行きたい？

そこに行けるかどうか占ってやるよ」と言ったんです。すると、小さいほうの子が、す

ぐに答えた。なんて答えたかというと「天国に行きたい」って言ったんです。私はもの

すごいショックで、そのまま、その日はボランティアの控室で横になっていました。 
 
これが、私の生まれて初めてのボランティア活動の初日でした。障害のある子どもさん

との初めて接したときのことなんですね。小さな子どもだったら、海に行きたいとか、

遊園地に行きたいとか、あると思うのですね。ところが「天国に行きたい」っていう言

葉が、すっと迷わずに出て来る。この子たちは、どんな環境にいるんだろう？と思いま

したね。 
 
その施設に何年もボランティアをやっていると、いろんな子どもと親しくなって話をす

るようになります。すると、この子たちが、ほんとうに希望のない生活をしているとい

うことがわかってくるんですね。ある子に「高校を卒業したら、どうしたいの？」と聞

いたら、隣の成人の障害者施設に行くことが希望だと言っていました。どうして？と聞

いたら、「それは、ボクが家に帰っても、介護が必要で、親の負担になるばかりだから」

という答えでした。 
 
その子の頭のなかには、もう人生のコースができているんですよ。いまから 18 歳にな

るまで、この障害児の施設にいて、オトナになったらオトナの施設に移って、そして 65
歳になったら、その隣にある老人ホームに入るというコース。そして、その障害児の施

設と、成人の障害者の施設と、老人ホームは、たまたま、まさにすぐ隣同士にあったん

です。その子の人生は、その 3 つの施設をトントントンと回って終わり、という、そう

いう感じなんです。それをその子自身もわかっている感じなんですね。だから、とても

深い絶望感がある。あの小さな男の子が「天国に行きたい」というのも、そういう現実

があるからこそだと私は思ったのですね。 
 
小さい子どもたちは、親に甘えられないからだと思うのですが、ボランティアがくると、

ものすごく甘えてね、子どもたちが右の手もつかんで、左の手もつかんで、背中からま

わってきて抱きついたり、たいへんでした。その当時、孤独苦で死にそうだった私には、

それが本当に嬉しくてね。私は、「自分が、自分が」と自分にこだわり、人間ぎらいで通

してきて、いわば、体中に氷の鎧を着て歩いているような状態だったわけですよ。それ

が、小さな子どもたちが来てくれて、その小さな温かい手で、私の氷の鎧を溶かしてく

れたんですね。本当に不思議なくらいサーッと鎧が溶けていくわけですよ。 
 
ああ、これは、ボクは、この子どもたちに救われたんだなと思いました。それで、じゃ

あ、ボクも、こういう子どもたちにかかわる仕事をしたいと思いまして、それで富山大

学を卒業したあと、再び社会福祉系の大学に入り直すのですね。 
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 自助グループに糾弾される 
 

その前に、ちょっと話は戻りますが、その当時、養護学校の義務化ということが法律で

きまったんですよ。1979 年のことですね。それまでは障害の重い子どもたちは、学校

に行けなかった。でも障害児教育も義務教育になったということで、障害があっても学

校にいけるんだ！ということで、これは良い方向ですよね。 
 
でも、実際には、この養護学校の義務化によって、いままで普通の学校に行っていた障

害児たちも養護学校に転校させられるということも起きていたんです。これは、せっか

く障害があってもなくても同じ学校で学べていたのに行政はとんでもないことをして

いる！と、すごい抗議の声も上がったんです。つまり、そういうわけで、この養護学校

の義務化は、賛成と反対と、すごい議論があったわけです。 
 
私は、施設の子どもたちにかかわっている者として養護学校も大事じゃないかと思った

のですね。というのは、障害をもった子どものなかには、いろいろ医療的な問題をかか

えている子が多かったので、普通の学校では対応が難しいのではないかと思って「私は

養護学校義務化は賛成です」みたいなポスターを、私、大学に貼ったんですよ。あの当

時は、まだ学生運動の残り火があったころで、ときどき学生は自分の主張なんかを壁に

貼ったりしていたので、私も、そんなことをやってみたんです。 
 
すると、どうなったか。ある日、大学にいくと、大学の正門に大きな「立てカン」があ

りました。「立てカン」というのは、わかりますかね。むかし安保反対とか、ああいう政

治スローガンを大きな文字で書くもので、昔の大学のなかに、たくさんあった大きな看

板ですよ。その正門の看板に、私のことが書いてあるんですよ。 
 
「富山大学に悪辣（あくらつ）なる差別者がいる。我々は、この差別者を断固、糾弾す

る！」と、まあ、そんなことが書いてある。出しているのは、左翼学生のセクトと全国

の障害者団体の北陸ブロックということでした。いやあ、まいったなあと思って、よく

読むと、とにかく何月何日、何時に、学生会館のなんとか室まで出てこい！と書いてあ

るわけです。 
 
富山大学は、小さな地方の大学ですから、逃げも隠れもできません。それで、その部屋

にいくと、バーッと 20 人ぐらいでしたかね、学生らしき人たちと障害者たちが半々ぐ

らいの感じでいるわけですよ。70 年代の学生運動というのは、みなさん想像できない

でしょうけれども、差別の糾弾集会というのは、みんなで、ガガガーンと、やっつける

わけですよ。 
 
私も部屋に入ると、もうざっと周りを囲まれてしまって、「おまえは、いったい、なん

で、あんなことをしたんだ！」「あれが、差別だということが、わからないのか！」と

か、まあ、激怒した人たちに、ガンガン何時間もやられるわけですね。もう、こっちは

一人だし、勝ち目はないので、「はい、私が悪かったです。許して下さい」みたいな感じ

で、頭を下げどうしだったのですが、「いや、わかっていない！」「謝罪文を書け！」と

か、もう、それを何時間も、やられるわけです。 
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 「あんたにとって差別とは何だ」 
 

はじめは、私も内心は口だけで「すみません」と言っていたんですが、そのなかで、す

ごくいまでも印象に残っているのが、「おまえは、なんで、あんなことをしたんだ！」と

叫んだら、グルグルと床のうえを転げ回る人がいるんですね。「どうしたんだろう？」

と思いましたが、たぶん精神障害のかただったんでしょうね。で、そのかたが、床をぐ

るぐるころがりながら言ったことは、「あんたにとって、差別とはなんなんだ！」「ぼく

たちにとっては、差別は生きるか死ぬかの問題なんだ。差別のために生きていけないん

だ。あんたにとって差別とはなんだ！」と言われて、私は何も答えられませんでしたね。 
 
私にとっては、差別とは許されないこと、正義に反することではあっても、生きるか死

ぬかの問題ではなかった。はっきり言って、そこまで差し迫った問題ではなかった。「障

害者の問題は、障害者にとっては、生きるか死ぬかの問題なんだ。だから障害者のこと

は、障害者が決める。当事者のことは、当事者が決めるんだ！」と、その強烈な主張が、

ガーンと私のなかに入ってきたんですね。 
 
「ああ、そうだ、それは、そうだろう。当事者のことは当事者が決めるんだ」と。これ

が、私と自助グループとの最初の出会いなんです。強烈な出会いですよね。私は、ずっ

と自助グループを 30 年以上、愛し続けて、研究していますけれども、出会いの時点で

は、私は自助グループの前に「悪辣なる差別者」として現れているんです。 
 
それで「謝罪文を書きます」と言っても許してもらえなくて、「おまえは、障害者の本当

の生活を知らない。だから俺たちの介護をしろ！」と言われて、その障害者の家に無償

で介護をする人間として行くことになるんです。それで、どんなことをさせられるのか

と、コワゴワ行ったら、行けば、もう、こっちが拍子抜けするぐらいに、みんな優しい

んです。私よりちょっと年上の女性の買い物につきあったり、クリーニングを片付けた

りしてね、いろいろ話をしてくれるわけですよ。 
 
それで、その障害者の自助グループの集まりにも誘われて出てみたら、両手両足が不自

由なお母さんが子育てをしていたりね、やっぱり両手両足がない男の人が、すごく明る

く、いろいろ話しかけてくれたりして、ああ、こういう人たちの集まりがあるんだなあ、

と思いましてね。 
 

 恩返しができるかも 
 

そして、一番、びっくりしたのが、この人たちのなかには、何人も私がボランティアに

行っていた施設で育ったという人がいたことなんですよ。施設の子どもたちは、小さい

ころは、のびのびと明るいのですけど、中学生、高校生になると、いろいろ見えてきて、

希望をなくして自信もなくして、自己主張もしないし、すごく元気がないわけですよね。 
 
ところが、この自助グループの人たちは、すごく元気で、これは差別だ！と思ったら、

私に対してやったみたいに、叫ぶくらい自己主張するわけでしょ。両手両足が不自由で

も子どもを生んで、いろいろボランティアを自分で集めて子育てをしているという、と
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んでもなくたくましい女性もいたりしてね、とても、この人たちが、あそこの施設にい

たとは思えなかったんですよ。 
 
これは、なんだろう？ これは、きっと、このグループに秘密があるのではないか？ 
このグループに人を元気にさせる秘密があるのではないか。その秘密を明らかにして、

施設の子どもたちに伝えることができたら、みんなが元気になっていくのではないか。

そうしたら、私の氷の鎧を溶かしてくれた、施設の、あのかわいい、かわいい子どもた

ちに恩返しができるんじゃないか、私は、そう考えたのですね。それが私の自助グルー

プの研究の原点なんですね。 
 
ということで、私のお話も時間が過ぎてしまいました。このへんでお話しをお終いにし

たいと思います。ご清聴ありがとうございました。 
 



「いのちの授業：みんなで命を考える」 
主催：自死遺族分かち合い・越後逢うる 
2014 年 2 月 22 日（土）13:30-14:30 
亀田駅前地域交流センター（新潟市） 

 

自助グループと出会って 35 年（私の自助グループ研究の原点） 

岡 知史（上智大学） 

メモ：黒沢明監督、志村喬主演『生きる』(1952) 

 
 専門家には会いたくなかった理由とは 

私は 21 歳のころ、自分自身の苦しさのために精神保健福祉センターの相談室を訪

れたことがありました。しかし、そのとき予約をしていなかったために相談室のス

タッフには会うことができませんでした。私はそのとき、がっかりしたとともに、

ホッとしました。その安堵感が自助グループへの私の永続する関心につながってい

ます。みなさんの前に、そんな 21 歳の若者がいると考えて、その安堵感の内容

（どうして、ホッとしたのかという理由）を想像してみてください。 

メモ：ヴィクトール・フランクル、『夜と霧』オーストリアの精神科医、人生の意味 

 

ゴッホ(1853-1890) 
『星月夜』(1889)  
 

 
 
                            ロダン 

    『カレーの市民』 
                             (1888) 
 

 

 

「私が、セルフヘルプグループの研究をずっと続けることができたのは、セルフヘルプ

グループのリーダーたちの人柄に魅かれつづけたからでした。彼らの笑顔は、私に、

『苦悩から歓喜へ』というベートーベンの主題を思いださせました。自らの苦悩を否定

せず、かえって、それをつきつめていくことによって深い人間としての喜びを創りだし、

他の魂とのつながりを求めていく彼等の姿は、私には人間としての原点であるように思

えたのでした。」『セルフヘルプグループ（本人の会）の研究』(1995) 2 ページ 

 

メモ：養護学校の義務化 1979 年 


