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とき：2010.06.03.14:45-15:30 
場所：日本財団ビル 2 階・大会議室（東京都港区） 
全国自死遺族連絡会・特別シンポジウム（主催：全国自死遺族連絡会） 
テーマ「自死遺族：自助グループの定義への提案」 

上智大学 岡 知史 

 
1. なぜ遺族にとって自助グループの定義が問題なのか 
2. 学術上の定義 
3. 自助グループの定義 
4. オープン・ミーティングへの誤解 
5. 自助グループかサポートグループか 
6. 当事者と専門家の中間はない 
7. 当事者以外は、わかちあいに加われない 
8. 自助グループの価値観 
9. 「回復はありえない」は絶望の声ではない 
10. 一回きりの人生を生きるために 
11. まとめ 
 
ただいま、ご紹介いただいた岡と申します。本日は、このような場にお誘いいただきま

して、ありがとうございました。 
 

さて今回は「自死遺族：自助グルー

プの定義への提案」というタイトル

で話をするようにと田中さんから言

われまして、私は、もっぱら「自助

グループ」を研究してきまして、こ

んなふうに自助グループからの依頼

で講演をさせていただくことが、い

ままで何度もありましたけれども、

「自助グループの定義」について話

すようにという依頼は、自助グルー

プからの依頼としては、あんまりな

いんですね。たぶん今回が初めてじ

ゃないかと思っています。 
 

 なぜ遺族にとって自助グループの定義が問題なのか 
 
自助グループの定義というのは「概念の定義」ですよね。つまり実践的な課題というよ

り理論的な、学術的な問題であるわけで、そういうことは、ふつうは自助グループのか

たは関心をもたないんです。自助グループのかたが関心をもつのは、これは当然ですけ

ど、学術的な問題というより実際の生活の問題なんですよ。たとえば二次被害の問題は、

さきほどからうかがっていましたが、たいへんな深刻な問題ですよね。 
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ところが、このシンポジウムで自助グループの定義について語るようにと、田中さんは

じめ自死遺族の自助グループのかたから私が言われているのですが、これは、どういう

ことなんでしょうか。まず、それを支援者というか、関係者のかたには考えていただき

たいんですね。もっぱら当事者の生活にかかわる問題に取り組んでいるグループが、な

ぜ、このシンポジウムでは自助グループの定義について取り上げたいと思われたのでし

ょうか。 
 

その理由としては、行政主催で保健

師も加わっての話しあいをしている

会や、遺族以外の人たちが主催して

運営されている会も、自分たちは『自

助グループ』だと名乗っている場合

があるから、ということだと思うの

ですね。しかし、「それは、やめても

らいたい」というのが、自死遺族の

会の人たちの声だと思うのですね。 
 
つまり、わかちあいの場で遺族だけ

が集まっている会、そういう会だけ

を自助グループと呼んでもらいたい。

また専門家とかボランティアが中心になってやっている会を「自助グループ」とは呼ば

ないでください、あるいは専門家とかボランティアが運営している会が、自分たちは「自

死遺族の自助グループをやっています」とか、言わないでくださいというのが、田中さ

んたち遺族のかたの願いだと思うのです。 
 

 学術上の定義 
 
これに対しては、いくつかの答え方、考え方があると思います。つまり遺族自身が運営

している会だけを「自助グループ」と呼ぶべきか？という問いには、まず、学術的な定

義はどうなんだろう？という問いにつながります。 
 
自助グループについて専門的に研究

している人たちは、国内外にいます。

私もその一人ですが、研究者の数か

らいうと海外の人たちの数を入れて

も、非常に少数です。非常に少数では

ありますが、自助グループとは何か

ということにこだわってきたという

研究者がいます。その研究者たちの

間では、自助グループとはどういう

ものかという一定の合意は、すでに
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できています。その合意に基づいて、この問いに答えることができます。 
 
その合意によると、専門家とかボランティアが主催したり運営したりしているものは、

自助グループとは呼ばないということですね。専門家とか、ボランティアが主催したり

運営したりしているのは、自助グループではなく「サポートグループ」と呼ぶわけです
1。だから、ときどき保健師さんが「うちの保健所で、こんど、なんとかの自助グループ

を立ち上げました」なんて言うことがありますが、あれは学術用語の点だけから考えま

すと明らかに間違いなんですね。 
 
そんなのは単に言葉の問題じゃないか、言葉の遊びにすぎないんじゃないかと思われる

かたもいらっしゃるかもしれませんが、言葉というのは大事です。たとえば「自助グル

ープには、こんなすごい力がある、可能性がある」と書いてある本も、「自助グループ」

の言葉の意味について誤解している人が読んだら、つまり「サポートグループ」のこと

を「自助グループ」と誤解していたら、その本の内容は正確には理解できないはずです。

「あれれ、本には、自助グループには、これこれ、こういう力があると書いてあったけ

ど、実際は、そうでもないなあ」ということになってしまいますよね。 
 
だから自助グループについてかかれた過去の本や論文の内容を正しく理解するために

は、やっぱり自助グループについては、どのように定義されてきたのか、定義について

は、どのような合意があるのかということは知っていただく必要があります。 
 
こういう話を若い学生たちに話すと、いまの若い人たちは「多様な考え方」というのに、

すごく価値をおいていますのでね、「自助グループには、いろんな定義があり、いろん

な考え方があって、いいんじゃないか」なんて言うんですね。でも、そんなふうにいろ

んな考え方があってもいいんですが、定義そのものが、ぐらぐらと揺れてしまっていて

は、研究による知識の積み重ねというのが成り立ちません。 
 
自助グループの研究は、1970 年代の半ばごろアメリカで始まって 35 年ぐらいの短いも

のですが、研究の歴史があるのでして、やっぱり、それなりに自助グループの定義につ

いては、研究者の間で合意ができているわけですね。 
 

 自助グループの定義 
 
では、その定義がどういうものかというと、サポートグループとの対比でいえば「会の

所有者は誰か」が問題になるわけです。自助グループは当事者が所有します。当事者が、

その会を所有している、その会は当事者のものであることが、もう絶対の条件です。そ

の会をいつ開き、どんな内容を話し合い、場合によっては会を解散するべきかどうか、

そういったことも、すべて当事者で決められるというのが、自助グループなんです。 
 

 
1 自助グループとサポートグループの区別をした本としては以下の本が有名である。L. F. 
Kurtz (1997). Self-help and Support Groups: A Handbook for Practitioners. Sage. 
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それに対して、サポートグループと

いうのは、その会の所有権を持って

いるのは、専門家であったりボラン

ティアなんですね。当事者ではない

わけです。 
 
よく誤解されるのですが、当事者以

外のかたが、ミーティングのなかに

いるかいないか、それは自助グルー

プの定義としては大事なことではな

いんです。あんまり重要な違いでは

ないんですね。 
 

 オープン・ミーティングへの誤解 
 
アルコール依存症の人たちの自助グループというのは、日本でも欧米でも自助グループ

のなかではもっとも発展していて、もっとも長い歴史も持っていますので自助グループ

のモデルになっているのですが、そのアルコール依存症の自助グループには、よく知ら

れているように、オープン・ミーティングとクローズド・ミーティングという二つのミ

ーティングがあります。 
 
オープンというのは「開かれた」という意味で、オープンミーティングには当事者では

なくてもミーティングに出ることができるんですね。それに対してクローズドというの

は、クローズ、つまり「閉じられたミーティング」ということで当事者以外の人は出ら

れないんです。 
 
そして、よくある誤解なんですが、「オープン・ミーティングには当事者以外の人も参

加できるんだな」と。「だから、専門家とかボランティアが司会進行をするファッシリ

ティターとなるグループも、自助グループのオープン・ミーティングと考えていいんだ」

と、そういう誤解があるわけですね。これは全くの勘違いです。自助グループのオープ

ン・ミーティングと、サポートグループというのは全く別物です。 
 
これは私の意見というのものではなくて事実ですよ。もし、お疑いならアルコール依存

症のかたの自助グループのオープン・ミーティングに参加されてみるといいと思います。

専門家が司会とかファッシリテーターをするなんていうことは、一切ありません。たし

かに外観は似ているかもしれませんね。当事者がいて専門家とかボランティアがいて、

いっしょの部屋にいますから似たようなものだと誤解してしまうのは無理もないかも

しれませんが、でも中身は全く違います。 
 
自助グループのオープン・ミーティングというのは、外に開いていますが、それはアル

コール依存症の会の場合、依存症のことを当事者以外の人にも知ってもらいたいという、

いわばサービスの意味で開いているのであって、当事者ではない人たちは「お客さん」

なんです。 
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もちろん、そこで専門家としてのコメントも求められて行う場合もあるかもしれません

が、あくまでも、その場では「お客さん」なので当然発言は遠慮がちにするべきですし、

当事者から請われもしないのに、いろいろ発言したりするのは、やっぱり重大なマナー

違反になります。 
 

 自助グループかサポートグループか 
 
では、ここでちょっと問題を出したいと思います。以下の 2 つのグループは、自助グル

ープでしょうか。それともサポートグループでしょうか。 
 

① A 会は B 病院から退院した患者

ばかりが、B 病院の部屋を借りて集

会を開いています。病院のスタッフ

はたまに集会に顔を出すだけで、患

者の自主性が尊重されています。 
 
② C 会は当事者であり、治療者でも

あるDさんが中心になって話し合い

をすすめています。 
 
なんだか、どちらも自助グループか、

サポートグループかの中間のような

形にみえますが、そのどちらに分け

るとしたら、どちらになりますでしょうか。ちょっと考えてみてくれませんか。 
 
最初の A 会ですが、これは、おそらくサポートグループですね。どうしてでしょうか。

実際にグループのミーティングにはスタッフが顔も出さないことが多いわけですね。な

のに、どうしてサポートグループなんでしょうか。 
 
理由は、ここですね。「B 病院から退院した患者ばかりが」とありますね。たぶん他の

病院から退院した患者さんは、このグループには入れないと思います。つまり B 病院の

医療サービスの一環として、アフターケアの一つとして、このグループ活動が行われて

いるのではないかと思われるのですね。だから無料で部屋も提供しているのではないか

と思われるんです。 
 
ですから、あるミーティングで患者さんの一人が、「じゃあ、このグループは今日で解

散しましょう」なんていうと、たぶん病院側は「ちょっと待ってください、勝手に決め

ないでください」と言うかもしれませんね。つまり患者の主体性に任せられているとい

うことで、集まりもすべて患者だけということであっても、最終的に、このグループは

誰の責任のもとに運営されているかというと、やっぱり病院がバックにあるのではない

かと思われるわけです。 
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次の C 会はどうでしょうか。当事者であり治療者でもある D さんが中心になって話し

合いをすすめています。これも、よくあるパターンですね。リーダーが、たとえ当事者

であっても、同時に治療者だった場合は、どうなるかということです。 
 
これは、一言でいえば、このリーダーの姿勢によります。つまり、このリーダーがグル

ープにいるときは、治療者であることを一時的にやめて一人の当事者になりきって、他

の当事者と全く同等な形でグループに入っているのだったら、これは自助グループだと

思います。しかし、当事者であっても、専門的な勉強をして専門家として治療者として

語り始めると、これは専門家によるサポートグループになると思います。当事者と治療

者の中間の存在というよりは、たまたま当事者であった治療者がやっているサポートグ

ループだ、という位置づけになると思いますね。 
 

 当事者と専門家の中間はない 
 
そんなことを私が言うと「当事者と治療者の中間でいいじゃないか。なにも、たまたま

当事者であった治療者だなんて、もって回った言い方をする必要はないだろう」と、反

論されるかたもいらっしゃるかもしれませんが、これは私の意見にすぎないのですが、

私は、この中間というのは、あんまりないんじゃないかと思っているんですね。 
 
適切な例えかどうかわかりませんが、アイスコーヒーと冷たい麦茶。私は、どちらもと

ても好きですが、あれを混ぜると、その中間の味が出ると思いますか。出ないでしょう

ね。もう想像しただけで、まずい飲み物ができるような気がしますね。まあ、飲んだこ

とはないんですが。 
 
アイスコーヒーと冷たい麦茶を混ぜて飲む経験とは、どういうことかというと、たとえ

ば、グループのなかで「ああ、私と同じ体験をした人がいるんだ」と思って、相手も当

事者だと思って自分の体験を話しますよね。すると、その答えとして「ああ、そうなん

ですか。あなたは悲嘆回復のプロセスでいえば、抑鬱の段階ですね」なんて言われるよ

うなものですよ。 
 
治療者との会話であれば、「あなたの現在は、こうこうこうなんですね」なんて診断さ

れても、「治療者なんだから、そういうことを言うだろうな」なんて、こっちも心づもり

があると思うのですね。ところが同じ体験をした仲間だと思っている人に、そんな診断

をされるようなことを言われると非常にショックだと思うんですね。 
 
私は、もうずっと前のことなんですが、あるアルコール依存症の自助グループに、うち

の学生をつれて参加したことがあったんですね。で、その自助グループは、ふだんは当

事者以外の人を一切、入れないんです。 
 
これも田中さんが、ふだんから私に「これは強調してくれ！」とおっしゃっていること

なんですが、自助グループというのは、ふつうは当事者以外の人は参加できないんです。

アルコール依存症などのメンタルな問題のグループだけじゃないですよ。身体障害者の

自助グループでも、日本で自立生活運動ということをやっている大きな運動体がありま
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すが、あそこでも体験を語り合う場には、障害者以外の人は入れません。見学もダメで

す。やっぱり障害者以外の人がいると本音を語れない。本心を言えないと言いますね。 
 
ちょっと話がずれましたが、もとに戻すと、そのアルコール依存症にかかわる自助グル

ープは家族の会だったわけですが、オープンミーティングも無いんです。つまり、外部

の人を一切いれない。だた、それではグループの様子が専門家には伝わらないだろうと

いうことで、その当時、年に 2 回だけ学生とか専門家も参加していいよというミーティ

ングを開いていたんですね。そして、そのミーティングは合宿形式でしたので、何時間

も朝から晩まで当事者のかたの話を聞くわけですよ。 
 
そして、そのあと専門家と学生のためのミーティングを自助グループの主催者が開いて

くれまして、私は学生たちをつれて参加したんですね。そのとき、主催者が「みなさん、

いかがでしたか。私たちのミーティングに参加した感想を、みなさんも当事者として語

ってもらいたいんですが」と言ったわけですね。 
 
「当事者として語る」という、ずいぶん難しい言い方をされたわけですが、ひとりの学

生が、それまでずっと当事者の話を聞いて、すごく感動していたものですから、「実は、

私の両親はとても仲が悪くて、私は苦しんできました。ですので、ここでの話は、すご

く胸にひびいて」というような自分の話をしたんですね。 
 
それで彼女の話が終わって、じゃあ、順番に、ということで、彼女の隣に座っていた人

が、たまたま、どこかの学校の先生だったわけですが、「いやあ、いまの若いかたの発言

はすばらしい。ここでの話をそんなふうに理解して、自分のことを話しておられて感心

しました」というわけですよ。で、その横が、看護師の人で、やっぱり、その学生のこ

とを褒めるわけですね。「いや、とても良い感性をしていらっしゃる」とか。そんなこん

なで、何人も、その学生のことを褒めるわけですよ。 
 
その学生さんは、そのときどんな気持ちになったと思いますか。彼女は、みんなから褒

められて嬉しかったでしょうか。とんでもない。ものすごく怒っていました。「私はバ

カだった。なんで、あのとき本当の自分を語ってしまったんだろう」って、すごく後悔

したそうです。なぜなら「当事者として、みなさんも語っていただけますか」って主催

者というか、司会者が言ったからこそ、彼女も、それを信じて自分の話をしたんですね。

ところが、後に続いた人は、自分の体験について話さずに彼女の話の批評しかしなかっ

た。たとえ、それは、とても褒めているコメントであったとしても、そのコメントは非

常に彼女の心を傷つけたわけですよ。 
 
適切なたとえかどうかわかりませんが、じゃあ、みんな裸になって語りあいましょう、

と言われたから、裸になった。ところが、気づいてみると、他の人は、みんな服を着て

いたと。そして、じろじろと自分のほうを見ていた。そして「いい体をしていますね」

なんて、ほめられたようなものですよ。嬉しくもなんともない。逆に腹がたちますよね。

それと似ています。 
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 当事者以外は、わかちあいに加われない 
 
田中さんが、「わかちあい」は当事者だけなんだ、当事者だけで行うのが「わかちあい」

なんだというのは、誰か学者とか、研究者の意見というよりは、現実の自助グループの

主流の考え方なんです。これは日本でも欧米でも変わりません。当事者ではない人は、

自助グループの「わかちあい」には入れないんです。 
 
「自分は訓練を受けてきたから特別」とか、「自分は遺族のことを心から支援したいと

思っている人間だから、自分だけは遺族のなかに入っても大丈夫」とか思わないほうが

いいです。大きなお風呂に、みんなで入るときに、みんな裸だから安心して入ることが

できるわけですよ。そうでしょ。なかに、ひとりだけ服をきて、ネクタイをして座って

いる人がいたら、嫌ですよね。まして、ときどきメモをとったりしているんですよ。い

やいや、いったい私の体のどこを見て、メモをしているんだ！と思いますよね。 
 
治療の場であれば、別ですよ。病院に行って、診察室に入って、「はい、じゃあ、岡さ

ん、服を脱いで」と言われたら、脱ぎますよ。お医者さんは白衣を着ていて、看護師さ

んもそばにいて、自分だけが服を脱ぐんですが、でも、それは診察のためなんですから

ね。納得して脱ぎますよ。専門家のいるサポートグループというのは、そういう感じだ

と思っていいと思います。 
 
専門家のいるサポートグループは、専門家は別に自分の辛く悲しい気持ちを語りません

よ。語ったところで遺族の辛く悲しい気持ちとは、きっと全然違うもので、遺族の「仲

間」にはなれないでしょうね。 
 
これは実話なんだそうですけれども、あるたいへん有名な学者がいて、自助グループの

研究のために、あるアルコール依存症のかたのオープンミーティングに参加したんです

が、「仲間」になりたいと思って自分の二日酔いの体験を話したんですね。でも誰も共

感してくれなかったそうです。 
 
でも、そりゃそうでしょうよ。たまたま二日酔いをして頭が痛かったという話と、お酒

のために家族も職場も、ほとんど人生を失いかけたという深刻な話とは、いっしょにな

りませんよ。だから、専門家は専門家で、あるいはボランティアはボランティアで、遺

族の「仲間」のような顔をしなくていいと思うのですね。「仲間」にはなれないんですか

らね。 
 
診察室では、医者が服を脱がなくても、患者は服を脱ぐのですよ。それと同様に、サポ

ートグループでは専門家が服をきたままでも、当事者は自分の心を語るでしょう。ただ、

その語り方は自助グループで周りの人たちが、みんな同じ体験をしてきたんだという安

心感のなかで話すという仕方とは、やはり違うでしょうね。 
 
だから、私が自助グループに長年つきあってきた者として、専門家のかた、ボランティ

アのかたに望むのは、当事者は、当事者だけしかいないグループのなかでこそ語れるこ

とがあるということを理解していただくことなんですね。いくら訓練をしても、いくら
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目立たないようにしても、当事者ではない人が、そこにいるというだけでグループの雰

囲気は、ガラッと変わってしまって、当事者だけだったら言えることも言えなくなって

しまうという現実を、まずは認めていただきたいわけです。 
 
私は大学の教師をしていますが、教師をしていると、それはよく感じますよ。私の今年

のゼミは全員が二十歳前後の若者ですよ。たまたま全員女性でした。私は決して学生た

ちと関係が悪いとは思いませんが、私が横にいるだけで、もう学生たちは、やっぱりの

びのびと話せませんよ。いくら私が学生たちに「いや、私は君たちの気持ちはわかるよ」

とか、「私はもう 20 年も大学の教師をやっていて、長年、学生たちと接しているから大

丈夫だよ」なんて言ってもダメですよね。若い二十歳前後の女の子たちの間に私みたい

な中高年の男が一人でもいたら、もうダメでしょ。学問の話はできるかもしれませんが、

のびのびとファッションのこととか、恋愛のこととか、そういう話題は出せないと思い

ますよ。いくら私が傾聴の姿勢をとっても、いくら私が、なんらかの特別の訓練をした

って、やっぱりダメでしょ。 
 
自助グループも同じなんです。どんなに訓練をしても、どんなにベテランでも、当事者

ではない人が一人でもいたら当事者だけの安心できる空気というのは失われるんです。

自助グループと、いい関係を作りたいと思われている支援者のかたには、まず、そのこ

とを覚えていてもらいたいですね。 
 

 自助グループの価値観 
 

では、ここで、また問題を出します

ね。たまたま当事者でもある治療者

が行っているグループも、自助グル

ープとは呼べないのは、自助グルー

プは治療者や専門家が持てない考え

方や価値観を発展させることができ

るからかもしれません。もし、そう

だとしたら、自死遺族の自助グルー

プが打ち出せる（専門家にはない）

価値観や考え方にはどんなものがあ

ると思いますか、ということなんで

すが、いかがでしょうか。 
 

「自助グループの価値観」ですが、まず自助グループでは、当事者は自分自身を否定し

ないという共通した特性があります。これは、どういうことかというと、今回「地域保

健」という保健師さん向けの雑誌に全国自死遺族連絡会の田中さんと明さんと私とで文

章を書かせていただきました。そのコピーが、お手元にあると思いますが、そのタイト

ルが「グリーフケアは要らないという声が自死遺族にはある」というものなんですね 2。 
 

 
2 https://researchmap.jp/tomofumioka/misc/39256155  

https://researchmap.jp/tomofumioka/misc/39256155
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グリーフケアのために日々働いていらっしゃるかたなら、怒ってしまうタイトルかもし

れませんが、「グリーフケアは要らない」と書いているわけではありません。ただ「グリ

ーフケアは要らないという声もある」ということなんですね。「グリーフケアなんて必

要ないと言う自死遺族もいる」ということなんですよ。これはグリーフケアの価値を否

定していることでは、全くありません。たとえば「A という薬は必要ないという声があ

る」ということは、「すべての人に A という薬が必要ない」と言っているわけではあり

ませんからね。 
 
じゃあ、グリーフケアの価値そのものを否定していないということを理解していただい

たうえで、やっぱり「グリーフケアなんて必要ないよ」という声が当事者の間にあると

いうのは、なぜかということを考えてもらいたいんですね。 
 

グリーフケアが必要ないという理由

ですが、私が聞いてみると、非常に

簡単で明快ですね。それは「グリー

フケアなんていうけれども、ケアさ

れようがないじゃないか」という声

ですよ。ケアしようなんて言ってく

れるけれども、ケアなんてできるわ

けがない、ということですね。 
 
それと同じことでしょうが、グリー

フケアの目指すところとして回復が

あるわけですね。悲嘆からの回復、

悲嘆回復プロセスなんていう概念が、グリーフケアの中核のところに出てくるわけです

ね。でも、自助グループに参加している遺族の方は、私が聞いたかぎりでは、こういう

「悲嘆回復」という概念が、あんまりお好きではない。そういう言葉を聞くだけで気分

が悪くなるとおっしゃるかたも、いらっしゃいます。どうしてでしょう。 
 

 「回復はありえない」は絶望の声ではない 
 
それは「回復はありえない」と考えていらっしゃるからですよ。「この悲しみからの回

復はありえない。回復があるとしたら、それは死んだ息子が生き返ってくることでしか

ない」と、おっしゃる。 
 
この「回復はありえない」という考え方は、専門家、治療者の側では絶対に打ち出せな

い考えかたですよね。なぜなら「回復はありえない」というのは、「治療されることはな

い」ということでしょ。つまり「回復はありえない」と認めることは、専門家、治療者

は何もできないということを認めることで、これを専門家、治療者の側で言ってしまう

と、これは敗北宣言になる。専門性の自己否定ですよ。ですから、専門家の立場からは

「回復はありえない」なんていうことは言えない。 
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ところが、私はですね、自死遺族の自助グループの中核になるメッセージの一つは、こ

れだと思うのですね。「回復はありえない」ということ。どうでしょうか。絶望的なメッ

セージに聞こえるでしょうか。 
 
私は、これは以前の講演でもお話させてもらったんですが、あるところに足の不自由な

人がいてね。私が学生時代に、ですから、もう 30 年近く前に出会った人なんですが、

歩けないんです。でも、お医者さんが「いや、訓練すれば歩けるよ」と言ってくれて、

歩く訓練をするんですね。歩けたら、就職できる。歩けたら、自分の夢がかなうという

ことでね、家族とも離れて専門の施設に入って、高校で勉強するということもなく、た

だひたすら歩く練習をするわけですね。 
 
それで、どうなったかというと、体が麻痺しているかたなので、しだいに体をこわして

いくんですよ。家族とも離れ、友達とも離れ、地元を離れて、勉強もしないで、ずっと

歩くだけの訓練を何年も何年もやってきて、結局、歩けなかった。そのうえ無理をした

ので、体もこわしてしまった。そして最後には「この足さえ動いたら、家族とも暮らせ

たのに」「この足さえ動いたら、大学にも行けたのに」と、自分の足を体を憎むようにな

るわけですね。 
 
この人が、もし「いや、私は、もう歩けないんだ。自分の足で歩けるようになることは、

ありえないんだ」と言ったら、それは絶望の言葉のように聞こえるかもしれませんが、

「歩けるようになるための訓練」を何年もやって自分自身の体を傷つけるようなことは

避けられたと思うのですね。それから自分の足を憎むことも無くなるかもしれませんよ。

「歩けないけれども、これは私の足だ」と受け止めることによって、自分の体を自分の

ものとすることができるのではないでしょうか。 
 
「回復はありえない」という言葉も、同じように理解すればどうでしょう。「回復はあ

りえない。この悲しみは、私の体の一部だ」と、田中さんが、よくおっしゃっていまし

た。悲しみは、そこから回復するべきもの、そこから遠ざかれば遠ざかるほど良いもの

という考え方はしないわけですね。悲しみは、自死遺族のかたにとっては、亡くなった

方への愛しさと、ひとつなんですね。「悲しみは、愛しさとひとつになっている」という

ことですよ。 
 
あるいは「愛しい」と書いて、「いとしい」とも読むし、「悲しい」とも読むと大きな国

語辞典には書いてありますよ。悲しみは、愛情と一体なんですよ。だから、悲しみから

離れたり、悲しみから回復するなんていうことはない。愛情からの回復がありえないの

と同じですね。 
 
それに対して医療とか治療は、悪いものを取り除くというのが、基本的な方法ですよね。

いいや、現代の医学は、そうではない。もっと健康に注意を向けていると、おっしゃる

専門家のかたもいらっしゃるかもしれませんが、悩みも苦しみもないのに、いまよりも

さらに生き生きとした精神を持ちたいという理由で、精神科医の治療を受けるという人

がいますか？ いないでしょ。やっぱり基本は良くないもの、病んだもの、マイナスの
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ものが、自分の心とか体にあって、それを取り除いてくれるのが、治療であり、医療の

発想なんですね。 
 
その発想でいくと、悲しみは（治療者の側から見れば）やっぱり良くないものなんです。

悲しみは悪いもので、ましていつまでも何年もかかえられている悲しみは、取り除かな

ければいけない対象なんですね。でも、その発想が、そういう価値観が、自死遺族の自

助グループのメンバーを苛立たせる原因になっていると思うのですね。そこには、悲し

みは愛しさと一体であるという、そういう事柄が十分に考えられていないと思うのです。 
 
しかし、私は、こういう事情にもかかわらず、自死遺族の自助グループの存在はグリー

フケアの必要性を完全に否定するものではないと思っています。つまり、すべての自死

遺族が自助グループに向かうわけではありませんからね。「悲しみは愛しさとひとつで

ある」「悲しみもまた、私たちのものである」とか、「回復はありえない」といった自助

グループの主張を受け入れない、受け入れたくない遺族もきっといらっしゃると思いま

す。そういうかたにはグリーフケアは必要だと思います。 
 

 一回きりの人生を生きるために 
 
よく誤解されるのは「回復はありえない」と遺族の自助グループが主張したとき、それ

は客観的な科学的な法則かなにかを主張しているように思われてしまうんですね。そう

ではないんです。「回復はありえない」というのは、「私には回復はありえない」という、

自分自身の魂の奥底から感じる、実感としての主張なのであって統計的に何パーセント

の人が回復するとか、回復しないとか、そういうことを言っているのではないわけです。 
 
人間は、みんな一回きりの人生を歩むんですよ。一回きりしかないんですね。その一回

きりの人生のなかで、たとえば親になる。そして子どもを亡くした。これも一回きりの

人生で経験するわけですね。亡くした子どもは、どこの誰にも似ていないんですよ。そ

して、いままでも生まれてこなかった、そしてこれからも生まれてくるはずのない、た

った一回きりの人生を歩み、そして終えた子どもなんですよ。 
 
つまり、そうしたたった一回きりの人生を歩んでいるという人間にとっては、たとえば

200 人の自死遺族がいて、こういう援助をしたら何人回復したなんていう科学的な、統

計的な調査とかは、まったく意味がないんです。だって自分自身は、そういう名前も顔

もしらない 200 人のサンプルの人とは、まったく関係がないわけですからね。 
 
たとえば「水は水素と酸素の分子からできています」なんていう科学的事実は、それは

事実であったとしても、私たちの人生には何の意味もないでしょ。それと同じように、

悲嘆の回復プロセスだって何段階に分けられますとか、いろいろ実験とか調査とかやっ

て結論が出ているかもしれませんが、それにどれほどの意味があるでしょうか。 
 
それは、水は水素と酸素の分子から出来ています、という事実と同じくらい、一回きり

の人生を歩んでいる人間にとっては、むなしい事実かもしれません。人間が本当に魂を

揺さぶられる真実というのは、そういう科学的とか統計的とかいう無機質の数字ではな
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くて、自分自身の魂の奥底から、ガッと沸いて出てくるような、ものすごい思いのこも

った実感をともなう真実だと思うんです。その真実のひとつが、きっと「回復はありえ

ない」ということだと思うのですね。（難しく言えば、自助グループの思考は実存主義

的なアプローチをとるわけですね。） 
 
だから自助グループは、客観的に科学的に「回復はありえないんだ」なんていうことを、

主張したり一般に広めようとしているのではないと思うのですね。自分の実感として言

っているのですから「遺族の誰にとっても回復はありえないのだ」と主張しているわけ

ではないんですよ。「私は」というか、「私たちは」そうなんだと言っているわけですよ。 
 
自助グループは、その価値観、考えに賛同できる人が自発的に集まるということであっ

て、他の人に他の遺族に「あなたの回復はありえないんだよ！」なんて言っているわけ

ではないんですね。「私の悲しみは、愛しさと一つであり、悲しみもまた、私のものなん

だ」とか、「私は悲しみとともに生きていこう」と、そういう生き方を選んだ人が、自助

グループに集うわけです。 
 
だからこそ、すべての遺族が自助グループに集うわけではないと私は思います。という

意味で、グリーフケアや専門家の行うサポートグループの意味を否定しているわけでは

ないんですね。 
 
ただ、一方で、「私は悲しみとともに生きていこう」という人たちの集まりである、自助

グループの考え方も、専門家の考え方とは違いますが、それは関係者のかたがたも「あ

あ、そういう考え方もあるな」と、「我々のアプローチとは違うけれども、それも一つの

生き方なんだな」と理解してくださると、自助グループと専門家の関係は良くなるので

はないかと思っているのですね。 
 

 まとめ 
 
以上、まとめますと、3 点のことを申し上げました。ひとつは、自助グループは当事者

が主体的に行うもので、当事者がグループの所有権をもっているものだということです

ね。サポートグループとは違うということです。ふたつめは、自助グループの「わかち

あい」というのは、当事者だけで行うのが原則だということですね。「わかちあい」とい

うのは、そもそもそういうものですね。そこに専門家やボランティアがいて、傾聴だけ

をしているというのでは、「わかちあい」ではないですよね。そして、自助グループは、

専門家や治療者が出せないような考え方や価値観を発展させることができるんだとい

うことですね。 
 
これで私の話をおしまいにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 
 






