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とき：2017.09.09.（土）13:30-14:30  
場所：JA 長野県ビル 12 階 12A 室（長野県長野市） 
第 10 回全国自死遺族フォーラム（主催：全国自死遺族連絡会） 
テーマ「自助グループの定義とわかちあい」 

上智大学 岡 知史 
 
内容 
1. 「自助グループ」の定義の問題 
2. 「サポートグループ」の違い 
3. 当事者ではないのに、わかちあいに出席したいと言われたら 
4. 遺族が遺族を演じるとき 
5. グリーフは症状である 
6. 「わかちあい」から生まれる考え方の革新性 
7. 当事者は、当事者になりたいとは思っていなかった 
8. 当事者は、状況を自分の人生の核として受けとめる 
9. 当事者は、生き方の宣言をしている 
10. 自助グループは、運営も自助でいく 
11. 自助グループの社会性 
12. 「当事者ブーム」について 
13. 軽く扱われている「当事者の声」 
14. 当事者の知恵は、自助グループから生まれる 

                                     

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。早いもので私が全国フォー

ラムでお話しするのは、今回で 9 回目ということで、もう、みなさん、だんだん飽きて

こられたのではないかと思いますが、どういうわけか今年もお声をかけられまして、こ

のようにお話をさせていただいています。 

 写真もね、これを撮っていただいたのは、こちらにいらっしゃる明さんに 9 年前、私

の職場で撮ってもらったものでして、撮ってもらったときには「ずいぶん、私も年をと

ったなあ」と思ったことを記憶していますが、いま見ると、ずいぶん若い感じでね。そ

れもそのはずで 9 年前の写真なんですから若いはずですよね。まあ来年も、このご依頼

があるかどうか、それはわかりませんけれども、もしあるのでしたら写真を変えてもら

う必要がありますね。 

 それで今回ご依頼いただいたお話のタイトルが「自助グループの定義とわかちあい」

ということなんですが、これもまた、ずっと田中さんから何度も何度もいただいた「お
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題」で、私も何度も繰り返し、これについてはお話してきたつもりなのですが、それで

も「やっぱり繰り返して」このことについては、お話しさせていただくことが求められ

ているということでした。 

 

 「自助グループ」の定義の問題 

 

では、どうして「自助グループの定義」が、そんなに重要なのかということですが、も

のごとの「定義」なんていうものは一部の学者が考えたり気にしたりすることで、普通

の人は、そんなことを考えなくてもいいのではないかという意見もありますね。 

 ただ「定義」は、平たくいえば「言葉の意味」ですから、「自助グループ」という言葉

を、みんなが別々の違った意味で使っているとしたら、それこそ会話が成り立たなくな

りますよ。 

 たとえば遺族の「自助グループ」があると思って行ってみたら、見学者がいたとか。

遺族の「自助グループ」だと思っていたのに保健師さんが司会をしていたとか。「自助

グループなのに、当事者じゃない人が司会をやったりするのは、おかしいでしょ」と抗

議したら、「いえ、これも広い意味で自助グループです」とか言われて、「いったい何が

自助グループなんだ？」「どういうものを自助グループと呼ぶんだ？」と、そういう混

乱があると田中さんはおっしゃっているわけです。だから「岡さん、また自助グループ

の定義を御願いします」と今日も御願いされているわけですね。 

 ただ、こういう定義の問題は、けっこう複雑ですね。まず、いったい誰がどういう権

限で、そんな定義を決めるんだということですよ。学問的な定義はある、と。しかし、

その学問的な定義は一部の学者たちが作ったもので、自由な市民運動がその定義にした

がって動いていかなければいけないかというと、そういうわけではないと思うんですね。 

 しかし、これは田中さんからうかがったことですが、「自死遺族の周囲の人たち」と

いっていいでしょうか、そういう関係者の間では「自助グループ」というのは、とても

いいイメージを持たれているみたいですね。そのいいイメージのために従来から「自助

グループ」というカテゴリーには入らないはずのグループまでも「自助グループ」を名

乗りたがるというのですね。「ボランティアによるグループ」とか、「サポートグループ」

でいいじゃないか、なぜ「自分たちは自助グループである」と言いたがるのか、それが
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わからないと田中さんは、おっしゃっています。私が想像するには、自助グループとい

うと「当事者が中心になっている」「当事者の声を大切にする」という良いイメージが

あるからではないでしょうかね。 

 

 「サポートグループ」との違い 

 

自助グループと似ていて、違うものとしては「サポートグループ」があります。たとえ

ば、精神保健福祉センターで保健師さんなどが進行役を務めて行うのが、典型的なサポ

ートグループだと言えます。サポートグループでも当事者の気持ちを大事にしますし、

当事者中心に動いていくものだと思うのですが、やはり自助グループとは、ちょっと違

うんですね。 

 じゃあ、どういうところが違うのか。ちょっとした違いなんですが、とても大事な違

いなんですね。簡単にいうと、こういうことです。 

 つまり「自助グループには、こういう働きがありますよ、こういう可能性があります

よ」というものが、サポートグループでは「言えない」ということなんですね。たとえ

ば、自助グループは、専門家と言われている人たちが持たない新しい視点を、当事者な

らではの視点を、当事者ならではの物の見方を、社会に打ち出してきたという実績がい

くつもあるのですが、サポートグループには、それがないんです。 

 「ない」というより、サポートグループは、基本的には専門家の指導のもとに開かれ

ているものですから、当事者ならではの視点は、はっきり言って出てこないんですね。 

もっと厳密にいえば、専門家の人たちが「これこそが当事者の視点だろう」と認められ

る範囲のものだけを出せるといいますか、逆にいえば、専門家の視点の範囲を超えるも

のは出せないというか、出てこない。 

 「弟子は師匠を超えられない」という言葉が、どこかにあるそうですが、専門家の指

導のもとにあるサポートグループからは専門家の考えかたを超えるものは出てこない

んです。その証拠に「有名な」というか、社会に大きな影響を与えた自助グループは、

たくさんありますが、社会に影響を与えたサポートグループは非常に少ないと思います。 

 「いやいや、なんとかグループは、サポートグループだけれども、有名で、社会に影

響を与えた」と、お考えなら、それはサポートグループが有名なのではなくて、そのグ
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ループを主催している専門家の人が有名人であるはずですよ。まあ、そういうグループ

は少ないと思いますが、あるとすれば、そういうことですね。 

 だからといって「自助グループが一流で、サポートグループは二流だ」とか、そうい

う優劣を言っているのではなくて、性格が違うものだということです。サポートグルー

プには自助グループには無い良さもありますよ。たとえば、自助グループと違って、専

門家というか、専門職との距離が近いですよね。すぐそばに保健師さんとか、心理の専

門家とか、精神科医とかがいますから、そういうかたの支援がほしいというかたは、サ

ポートグループを選ぶことができると思います。 

 要するに、競争するものではないということです。英語の表現で「リンゴとみかんを

比較する」という言い方があるのですが、リンゴとみかんのどちらがおいしいかと比較

しても、あまり意味がないでしょ。それは違う果物なんですからね。それと同じように、

自助グループとサポートグループと、どちらが優れているかということを議論している

わけではないんです。その違いを理解して、ご自分に必要なものを、ご自分で選んでい

ただければいい話なんですね。 

 ただリンゴをみかんと呼んではいけないし、逆に、みかんをリンゴと呼んではいけな

い。八百屋さんに行って「リンゴをください」と言ったら、みかんをもらってしまった。

で、リンゴには、サックと噛んだときの感触がいいと思って、噛んでみたら、実がつぶ

れて汁が出るだけだったと。これは、みかんなんだから当然ですよね。だから、ここで

大事なのは、リンゴとみかんを区別しようということなんですね。自助グループと、そ

うではないものとを区別しようということ。決して、その優劣を論じているのではない

ことをご理解ください。 

 

 当事者ではないのに、わかちあいに出席したいと言われたら 

 

さて、ここで、みなさまに問題をひとつ出したいと思います。プリントを見ていただけ

ますか。問①ですね。読んでみます。 

 遺族にとても理解のある専門家の方が、遺族をもっと深く理解するために遺族の自助

グループのわかちあいに参加したいと言ってきました。「もちろん自分は発言しない。

わかちあいの邪魔になることは一切しない。聞いた内容を他言することもない」と言っ
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ています。自助グループとしては、この方との良好な関係を維持するために例外的にわ

かちあいに受け入れるべきでしょうか。 

 という問題なのですが、みなさまが自助グループのメンバーであれば、どうされます

か。毎年、私の講演では、やっていることなのですが、お隣どうしで、よかったら、ち

ょっと話し合ってもらえますか。お一人で考えたいということであれば、それでもけっ

こうです。2 分ほど時間をおきたいと思います。 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。これは、この方を受け入れるべきなのでしょうかね。 

 ちなみに私は冒頭でも申し挙げたように、9 回も、ということは 9 年も前から、この

全国自死遺族連絡会の全国フォーラムで講演させていただいていますが、自死遺族のわ

かちあいに参加したことは一度もありません。というのは、私は自死遺族ではありませ

んから。当事者ではないから、わかちあいの場には、いてはいけないと思っています。 

 「9 年もかかわっているのだから 1 回ぐらい出たいと思っているんじゃないの？ 自

助グループの研究をしているんでしょ？」と言われてしまいそうですが、そのときは、

こういう話をしているんです。 

 ギリシャ神話に自分の手が触れたものはすべて金になるという力を与えられた王様

の話があるのを、ご存知ですか。始めは、すべてのものを簡単に金にできるようになっ

たので莫大な富を手に入れたと喜んでいたのですが、あとになって、パンを食べようと

してパンを手にしたら、パンが金になってしまって困ってしまうわけですね。 

 それと同じように、当事者ではない人間が一人でも、当事者だけのわかちあいに入る

と雰囲気が変わってしまうんですよ。わかりやすく言えば、当事者ではない人が、わか

ちあいの場に入ろうとすることは、わかちあいを壊してしまうことでもあるのですね。 

 まあ、こういう話をしても、まだ「いや、わかちあいの場に出たい、出席したい！」

と、しつこく言う専門家とか、当事者ではない人がいらっしゃったら、こういう話をさ

れたらいかがでしょうか。 

 私は社会福祉学科の教員なのですが、私の学科には女子学生が多いんです。それでゼ

ミの合宿なんかのときは、女子学生たちが輪になって、なんやかや盛り上がって話し合
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っていますよ。そこに私が入っていったら、どうなると思います？ 盛り上がっていた

話がシーンとなりますよ。そりゃ、そうですよね。「いやいや、私は君たちが話すのを邪

魔したりしないから、話を聴かせてもらうだけでいいから」と言っても嫌がられるだけ

ですよ。そういうことは実際にはやったことはありませんが、予想はつきますよね。 

 「恋バナ」という言葉は、ご存じですか。恋の話ですよ。「彼氏がどうのこうの」とか

話しているわけですよ。「キャー」とか「わかるー」とか高い声を出して盛り上がってい

るわけですが、それは同じ年代の女性どうしだということで、わかり合えるという安心

感があるから自由に話すことができるわけですよね。そこに彼女たちから見れば、彼女

たちの父親よりも年上の 60 ちかくの男が輪に入ってきて黙って聞いていたら、それこ

そ何も言えないですよ。言ったとしても、ぜんぜん私が輪に入る前とは違った話の流れ

になるはずですよ。 

 それと同じでね、いくら自死遺族のことに理解があって「自分は自死遺族の味方だ！」

なんて言っている人でも、当事者ではない人が入ると雰囲気が変わってしまうんです。

それは、もうどうしようもないことですね。 

 「いや、それでも私は例外だ。私が入っても、わかちあいの雰囲気は変わらないはず

だ」と、主張するどうにも強情な人がいらっしゃるかもしれません。そのときは、もう

論理的に説得するしかないですよ。「私が入っても、わかちあいの雰囲気は変わらない」

というのだったら、自分がいないときのわかちあいの雰囲気をご存じのはずですよね。

でも自分がいないときのわかちあいの雰囲気というのは、論理的に考えて、わかるはず

がない。なぜなら、そのときは自分がいないんですからね。 

 私、このあいだ、とてもショックなことがありまして。私は、ある授業で学生のグル

ープ指導をしているのですが、そのグループでの議論が、なかなかはずまない。学生た

ちが意見を言わない。どうしたら意見を言ってくれるのかなと、いろいろしつこく聞い

てみたら、学生たちがようやく本音を言ってくれるようになりましてね。 

 それは「私たちが意見を言っても、先生は『つまらないことを言っているなあ』とい

う顔をしている」というのですね。私には、ぜんぜん自覚はないんですけどね。でも、

ときどき学生たちの意見に、すごくニコニコして反応することがあって、それを見ると、

学生たちは「ああ、こういう発言を期待していたんだな。じゃあ、どうすれば、そうい

う発言ができるんだろう」と考えてしまうというのですよ。そうすると、自分たちの考
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えたこと、感じたことをそのまま言うのではなくて、教員の表情を見ながら「これは当

たっているのかな、はずれているのかな」と考えてしまって、それで素直に意見が言え

ないというのですね。 

 私は、とてもショックでしたね。でも、それは昔から学生たちからよく言われること

なんですよ。気持ちがすぐ顔に出ますよってね。よく言えば「ウソを言えない性格」な

んでしょうが、内心思っていることがすぐに顔に出てしまうんですね。何が言いたいか

というと、何も言わなくても人間はいるだけで、その場の雰囲気に影響を与えてしまう

ものだということですね。 

 

 遺族が遺族を演じるとき 

 

遺族のかたの問題に当てはめれば、こういう話を田中さんからお聴きしました。つまり、

専門家のかたとか、あるいはボランティアのかたが開いているグループに行けば、遺族

は、遺族を演じなければいけないと感じるそうです。たとえば、遺族を待っているボラ

ンティアの前では泣かないといけないかなと思われるそうです。いかにも遺族が泣くの

を、じっと待っているという雰囲気なんでしょうね。笑っていたら、誤解されてしまう

わけですよね。 

 これをどういうふうに理解したらいいんだろうと私なりに考えたのですが、実は、私

は喘息の治療を受けていましてね。それで、これは、どうもいけないなあと思うと、お

医者さんに見てもらうのですが、医者の前では、なぜか咳が出ないことがあるわけです。

すると、その場合は困るわけですよね、正直いって。喘息という症状があるから、医者

に診てもらっているのに症状が出ない。 

 で、ちょっと無理に深呼吸をしてみると、咳がゴホッと出て、それで、その場が落ち

着くわけですよ。咳がでると「ああ、良かった」と思うわけですね。きっとお医者さん

も、私の咳が出るのをみて安心したのではないかと思いますね。お医者さんも、それで

治療することができるわけですからね。 
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 グリーフは症状である 

 

この咳は喘息の症状ですが、実はグリーフというのも悲嘆と訳されていますけれども、

これも「症状」なんだと、グリーフケアの権威であった平山正実先生が、その著書のな

かで書いていらっしゃいます 1。でも「症状」というのは、咳と同じで、出るときと出

ないときがあるわけですね。 

 田中さんが「遺族だって年がら年中、泣いているわけじゃないですよ」と、よくおっ

しゃいますが、これはグリーフが「症状」だからだと思うのですね。症状だから、出る

ときと、出ないときがある。でもグリーフケアをしようという人たちの前では、そのグ

リーフという症状が出ないと、場が保てないですよね。私が呼吸器外来のお医者さんの

前で咳をしないといけないなと感じるようなものだと思うわけですよ。 

 つまりここで言いたいことは、呼吸器外来のお医者さんは、私の咳という症状から私

の喘息という病気を診ようとしているわけで、もちろん私の生き方そのものとか、私と

いう人間そのものを診ようとしているわけではないんです。 

 同じようにグリーフケアにかかわる専門家というのは、グリーフという症状を診て、

それをケアしようということだと思うのですが、それだからこそ私が理解するかぎりで

は、本当のグリーフケアの専門家というのは、グリーフという症状から、遺族の、一時

的にしろ病的な状態になっているところをケアしようとしているのだと思うのですよ。

決して、グリーフという症状から、遺族の生き方ぜんたいとか、遺族の死者との関わり

方とか、遺族の死というものの受けとめ方とか、そういう人間性の奥深いところまで手

を伸ばそうとは思っていないはずなんですね。 

 それは、呼吸器外来の医者が、私の咳という症状から喘息の状態を診断して「あんた

は家の掃除をきちんとしていないのではないか。仕事よりも、まずは掃除をしなさい。

あなたの生活の仕方、生き方じしんに問題がありますよ」と言われるようなもので、こ

れは、カチンと来ますよね。 

 そんなふうに「グリーフケアをします」という人のなかには、グリーフという症状の

ケアだけに留まれば問題ないのに、遺族の生き方や、死のとらえかたなど、人間の問題

 
1 平山正実(2009)『自死遺族を支える』エム・シー・ミューズ, p. 10. 
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の奥深くまでかかわろうとする人がいるから（もちろん、そうではない専門家もたくさ

んいらっしゃると思いますが）遺族との間に衝突が起きているのではないかと、私は考

えています。いかがでしょうか。 

 

 「わかちあい」から生まれる考え方の革新性 

 

じゃあ、次の問題に行きますね。問② 当事者だけの「わかちあい」は、専門家によるサ

ポートグループとは違って、専門家の枠を超えることができるとお話ししましたが、専

門家の枠を超えるとは、たとえば「わかちあい」から生まれる考え方の革新性を意味し

ます。どうしてそのような新しい考え方が生まれると思いますか。その理由を考えてみ

てください。また、1 分から 2 分、ちょっと隣の人と話し合っていただけませんか。 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。当事者が新しい考え方を出していく、新しいアイデア

を、革新的なアイデアを出していくということが、なかなか世の中の人は信じてくれま

せんね。当事者のなかにも、そういう人たちがいますよ。「当事者どうしで話し合って

何になるんだ」とかね。やっぱり、お医者さんとかね、カウンセラーとか、大学でそう

いうことを勉強してきた人、研究してきた人から話を聴いた方がいいという当事者の人

もいますよ。 

 でも、当事者だけのわかちあいで新しい考え方が生まれる可能性が実際には、ありま

す。なぜでしょうか。いろいろ理由はあると思いますが、ひとつは、当事者は直接にそ

れを経験しているということがあります。専門家は、それについては、いろいろ勉強し

てきているのでしょうが、自分がそれを体験しているわけではない。それが専門家の決

定的な限界。自助グループのわかちあいが当事者だけで行われるのは、そのためでしょ

う。やっぱり実際に体験した人でないと、これはわからないだろうということがありま

すね。 

 もうひとつは、この自分自身が体験していることと関連してきますが、当事者にとっ

ては、これは、この死別の体験は、自分の生き方の根底にまで広がっている大きなこと
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なんですね。自分の生活のあらゆるところ、自分の夢とか、希望とか、将来とか、あら

ゆるものが、これとかかわりあっているわけですよ。もう朝から晩まで 24 時間このこ

とがあるわけですね。人間そのものといいますが、人間まるごと、それにかかわってい

ると言っていい。それに対して専門家は仕事としてかかわっているのですよ。「自死遺

族の専門家です」という人でも仕事で携わっているのですから、朝から晩までそれにか

かわっているわけではない。 

 それから専門家は基本的に、かかわりかたが限定されています。たとえば心理の面だ

けとか、精神医学の面だけとか、宗教的なものとのかかわりだけとか。それに対して自

助グループは、実際にそれを体験し、それによって人生が大きく変わったという人たち

の集まりですから、視野が限定されていないんですね。心の問題だけではなくて、法律

の問題、お金のこと、差別のこと、生き方のこと、すべてにかかわってくるものとして

とらえている。だから当事者と専門家とは、発想が基本的に違う。当事者の視点は、総

合的で全体的なんですね。 

 

 当事者は、当事者になりたいとは思っていなかった 

 

さらに言えば、当事者と専門家の違いとしては、何よりも専門家は専門家になりたくて

勉強して専門家になるんですよ。ボランティアもそうですよね。ボランティアになりた

くてボランティアになる。でも、当事者は基本的に当事者になりたいとは思っていなか

ったわけです。これは、どの自助グループにも共通しています。「共通の状況があるか

ら、体験をわかちあって問題を解決していくのなら、英会話の勉強のための自発的なグ

ループ、英語がうまくなりたくて自主的に集まるグループも自助グループですよね」な

んて質問を受けたことがありますが、これは自助グループとは言わない。なぜなら英語

は「もう勉強をやめた」というと、それで止めることができるんです。でも、遺族は「遺

族は、やめた」と言って、やめられるものではない。障害者の方が、あるいは病気のか

たが、「じゃあ、障害者はやめた」とか、「病気はやめた」ということは言えない。 

 つまり自助グループというのは、もちろん個人の自由意思で入ったり、自分でつくっ

たりするわけですが、その自助グループを必要とする状況そのものは自分で望んだわけ
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ではない、あるいは、その状況そのものは「止めた」といって無くせるものではないと

いうことなんです。これも自助グループの共通の定義の一つになっています。 

 9 年前にアメリカから自死遺族の自助グループのリーダーをしている方を、この全国

フォーラムに招待して、こちらの前島さんに通訳をやっていただいたことがあるのです

が、そのとき、そのアメリカの方は、ご自分が所属する自死遺族のグループを紹介する

ときに「自分たちのグループは、自分たちが最も入りたくなかったグループだった」と

いうように言うんだと、たしかおっしゃっていたように記憶しています。つまり当事者

は「自助グループに入りたい！」と思って喜んで入るわけではない。片や専門家は、こ

ういうグループをつくって、いろいろと支援したいという気持ちでグループにやってく

るわけです。そこに大きな温度差がある。 

 でも、そういう思いの温度差が、あたかも無いように、特に専門家のかたは振る舞う

わけですよね。まあ、それが仕事なので、当然といえば当然なのですが。そして、この

温度差のために、自助グループのわかちあいに当事者ではない人が入ると、ちょっと、

というか、かなり空気がおかしくなってしまうわけですね。 

 

 当事者は、状況を自分の人生の核として受けとめる 

 

それから最後にもうひとつ言うと、いままで専門家と比較しての当事者の特徴を、3 つ

あげました。ひとつは自分自身が体験していること。それから自分の人生そのものが全

体的にかかわっていること。そして 3 つめは、当事者というのは当事者になったという

状況そのものは自分で望んだものではなかったということ。 

 この 3 つが合わさったときに、どういう考えがでてくるかといいますと、これが自助

グループの研究の一番の興味深いところなのですが、この状況について正面から受けと

めていこう、状況を自分の人生の中核を形成する大事なものだとする姿勢が出てくるん

ですね。たとえば、自死遺族の自助グループでいえば「悲しみは、愛（いと）しさなん

だ」という考え方ですよ。悲しみが自分の人生全体を覆っている。だから、そこに悲し

みに意味を見いだすという考え方につながってくる。悲しみというのは、それだけで人

間のいちばん深く、大切な思いになっているということです。（これはすべての遺族に
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共通することだといっているのではなく、自死遺族の自助グループに属している遺族に

のみ言えることなのですが。） 

 一方、専門家というのは、特に治療者と呼ばれる人たちは、治療をしないと仕事にな

らないわけですね。つまり傷を手当てするみたいに、自分が向かいあう人に傷とか何か

が欠けている状態をみつけないと、問題をみつけないと仕事にならない。そうしないと、

自分の存在意義がなくなってしまう。そうですよね、世の中、みんな健康な人たちばか

りだったら医者はいらなくなりますから。悩みのない人たちばかりだと、カウンセラー

の仕事は無くなってしまう。逆にいえば、専門家というのは、特に治療者と言われてい

る人たちは、向かいあう人のなかに問題を見つけだすのが仕事だといっていい。 

 だから専門家がかかわれば、かかわるほど、人間は自分のなかに問題を見つけてしま

う。「ああ、私のこういう状態は、良くないことだ。なんとかしなくちゃ。どうしたらい

いか。これは、あの先生に相談しよう」というぐあいに、もっていくのが専門家の仕事。

これは悪いように聞こえるかもしれませんが、予防という言い方をすれば、これも大切

なことなんですけどね。 

 ただ専門家というのは、さっきも申し挙げたように、いつも視点が限られているわけ

です。心理とか精神医学とか、そういう人間の一辺だけを切り取って、そこに「問題あ

り！」と言ってくる。でも当事者から見ると、状況というのは、心理の面とか法律の面

とか、そんなにバラバラに分かれているものではない。それから、状況は非常に大事な、

大きなことで、人生そのものにかかわってきているので、専門家から「そこに問題があ

る」なんて言い方をされると、人間として全体として否定されたようになってしまう。 

 なかなか私の申し挙げていることが伝わりにくいかもしれませんが、たとえば、歯が

痛いとします。「あなたの、ここの歯が悪くなっていますよ」と、歯医者さんに言われた

ら「はい、そうですか」と素直に言えると思うんですよ。一本の歯というのは、私の人

間全体というか、私の人生からすれば、ごく一部でしょ。だから「悪くなっている」な

んていわれても、そう気にならない。でも「あなたの悲しみが問題だ」とか、「あなたの

悲しみかたが間違っている」とか、「悲しみの仕事がうまく進んでいない」とか言われ

ると、一本の歯どころか人生全体のことになってくるわけですね。とくに深い悲しみの

なかにいる自死遺族にとっては、そうですよ。だから、それは当然うけいれられないし、

また受け入れなくていいんです。 
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 当事者は、生き方の宣言をしている 

 

ただ、ここで注意しなければいけないのは「悲しみは、愛しさなんだ」という考え方、

これは、遺族のかたが自分の生き方として、こういう考え方をもつということで意味が

あるということです。つまり他の人から、たとえば専門家とかから「あなたは悲しみで

辛いかもしれないけれども、悲しみは愛しさだと思えばいい」とか、そういうふうに言

われてしまうと、また違ったものになってしまいます。 

 これは、たとえば障害者の自助グループでね、「障害は個性だ」という考え方がある

んですよ。障害は決してマイナスではない、これも個性なんだ、と。これは障害者自身

が言う言葉としてなら意味があるんです。つまり障害をどう自分のものにするかという

障害者の生き方にかかわるものですから。それを、たとえば「障害があって電車を利用

できない、困っている」と障害のある方に対して、「いやいや、障害もあなたの個性なん

だから、それを受け入れなさい」と他人が言うのでは、話は違ってくる。「障害は個性

だ」なんて言う主張は、障害者の置かれた状況を知らない人が言う暢気な言葉だという

批判があるんですね。でも、それは障害者ではない人が言うから、こういう批判を招い

てしまうのであって、障害者自身が言うのであれば、それは問題ないし、また障害者の

積極的な生き方に通じるわけです。 

 同じように、遺族にとって「悲しみは愛しさなんだ」というのは、自助グループに集

う遺族たちの生き方の宣言であって、悲しみを自分の胸にいだいて積極的に生きていこ

うという宣言なわけですよ。何か他人事のように「悲しみは愛しさだ」と言っているわ

けではない。 

 そこのところは誤解があるようで、ある神父さんなどは「悲しみが愛であるわけがな

いでしょう」なんて私におっしゃっていましたけれども、それは、ここで哲学的な議論

をしようということではなくて、何度も言うようですが、生き方の問題なんですね。 

 さて、ちょっと長くなってしまいましたが、次の問題に入りましょう。問③ ある当

事者の集まりでは、集会場の準備、集会のアナウンス、ホームページの立ち上げなど、

すべてのことをボランティアがしてくれます。当事者は何もしなくて、わかちあいだけ

に集中できます。もちろんボランティアは、わかちあいの場には出席しません。これは
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自助グループでしょうか。あなたのお考えを聞かせて下さい。いかがでしょうか。ちょ

っと話し合っていただけますか。 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。 

 

 自助グループは、運営も自助でいく 

 

これについては、いろいろ議論があるでしょうが、自助グループというのは文字どおり

自助をするグループで、これは外部に頼っていては自助グループではないということで

すね。厳しい言い方ですけど。 

 私は、遺族の問題とか自死の問題とかの研究者ではなくて、自助グループの研究をず

っとやってきた者なんですね。だから、はっきり言って、遺族の問題とか自死のことと

か、グリーフのことなどは、まったくの素人で私が多少知っていることは、すべて田中

さんとか遺族の方から教えてもらったことばかりです。 

 私が知っているのは、他の自助グループなんですね。身体障害者とか、精神障害者と

か、難病団体とか、アルコール依存症の人たちの自助グループとか、父子家庭の会だと

か、いろいろかかわってきました。 

 ひとつ言えるのは、発展しているグループは、やはり運営も自助でやっているという

ことですよ。何もかも自前でやってくださいと言っているのではないんですよ。補助金

を受けたり、寄付金を募ったりすることが問題だというのではなくて、運営について「お

客さん」になってしまったら、もう自助グループだとは言えませんよということですね。 

 自助グループの構造というのは、たいてい少数の人が運営のことをしっかりやってい

て、大多数の人たちが、それに頼っている「お客さん」という形になっているんですね。

ただ、この「お客さん」がどういう人たちなのかが非常に大事で、運営をしている中心

の人が転びそうになったり疲れてきたら、さっと手伝って一時的にしろ交替できる態勢

になっているかどうかですよね。交替できなかったら、支えることもできなかったら、

そこで自助グループは、つぶれます。無くなるということですね。 
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 自助グループの運営というのは、たいへんなことで、私は難病の子どもの親の会の研

究で博士論文を書いたのですが、病気の子どもさんをかかえて病気のケアをしながら、

通院の費用なんかも非常にかかっているのに、それでも親の会を運営していくというの

は、本当に想像を絶するようなことですよね。だから、ある病院などは「じゃあ、いろ

んな雑務は病院のほうで手伝いましょう」なんて言ってくれることがあるわけですよ。 

そうすると楽ですよね。楽だから、グループがどんどん発展すると思われますか。 

 残念ながら、私が見てきたところを言えば、逆ですね。簡単にいえば、そうやって雑

務をしないで、わかちあいに集中するというグループは社会性を失いがちなんですね。

患者団体でいえば、そこの病院のなかだけのグループになってしまって外との接点がな

くなる。 

 どういうことかというと、「わかちあい」というのは当事者だけでおこなうものだと

いう話をしましたが、それだけをやっていると外部の世界との接点が失われていくわけ

です。どこかに会場を取りに行く、たとえば、こういう場所［フォーラムが行われてい

る場所］を確保するのも、会のかたは、たいへんだったと思うのですが、それによって

グループとの外の世界と接点ができるわけですよ。行政との話し合いなどもそうでしょ。

マスコミの人たちとの接点とか、一般の住民の人たちとの接点とか、それは、わかちあ

いの活動以外のさまざまなグループの運営のところで出てくるわけですね。他の人に頼

めばいいと思われるかもしれませんが、当事者がそれをしないということは、自助グル

ープとしては、そういう直接の接点は、もう失っているということになると思います。 

 「いやいや、私は別に『わかちあい』に集中できれば、それでいいんだ」「社会との接

点は他の人にまかせたい」と考えるかたも、いらっしゃると思いますが、それは「お客

さん」的な発想で、もしもグループ全員がそういう考え方をしているのなら、それは機

長がいないまま自動運転をしている飛行機に乗っている乗客のようなもので、楽だけれ

ども機械が故障したとたん飛行機は落ちるしかないということになりますね。もし人間

の機長が運転しているのなら、運転している機長が一人でも、それを見ている人がいま

すから、機長の具合が悪くなったらすぐにでも誰かが代わることができるでしょ。だか

ら誰か少数でもいいので当事者のかたが、そういった外のこと、運営のことをやってい

ないと、グループはたちまち消滅することになると思います。 
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 自助グループの社会性 

 

グループの社会性は、とても大事なんです。「同じような体験をした人が集って、わか

ちあいをすれば、それで自助グループだ」と書いている本がよくありますけれども、あ

れは私は間違いだと思いますね。典型的には、ある病院で、たまたま同じ病気の人たち

が同じフロアで入院することになったわけですね。それで、夜いろいろ集まって、その

病気の体験を話すことが続いたと。「これは自助グループだ！」と言う人がいたので、

「いや、違いますよ」と私が言ったら、それを言った人が大学の研究者でもあったので、

いろいろ議論になってしまったことがありましてね。 

 でも、そういうグループは、ふつうは自助グループとは言わないんです。なぜなら、

社会に開かれていないから。つまり同じ病気の人が、その病院の近くに住んでいても、

そのグループには参加できないですよね。だって、そういうグループが、いつどこで開

かれているのか、アナウンスがないわけですからね。どこにもそういう情報が公開され

ていない。そういうグループは、本人にとっては大事な出会いにつながったので意味は

あったのでしょうが、たまたまその病院のなかにいた人しか存在を知らないし、また参

加できないわけですから、社会的なグループとは言えない。だから自助グループではな

いわけです。 

 自助グループというかぎり、個人も自助つまり自立していくことを考えているけれど

も、グループとしても社会的に自立している必要があるわけですね。だから、いろんな

ことを、「おんぶにだっこ」で外の団体にやってもらっているところは、社会的に自立

していないグループということで、社会的に自立していないグループは社会に対して影

響力をもつことも少ないでしょうから、自助グループとしては、あと一歩足りないとい

うのが自助グループの研究者たちの共通の理解だと思います。 

 

 「当事者ブーム」について 

 

さて、では最後の問題ですね。ちょっと難しいんですが、考えてみてください。問④ 社

会福祉の世界では現在「当事者ブーム」と呼ばれるものが起こっています。また医療な
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どの世界でも似たような流れがあるようです。この「当事者ブーム」が、自助グループ

の運動にもたらすメリットとデメリットを考えてみてください。 

 

 

はい、いかがだったでしょうか。「当事者ブーム」と言われても、ピンと来なかったかた

も多いかもしれませんね。いま、実は「当事者の声が大事だ！」ということが、あちこ

ちで言われているんですね。私は、社会福祉が専門ですが「当事者である障害者の声を

聞こう！」とか、最近、非常によく言われますね。社会福祉の学界でも「当事者の声を

取り入れて、どのように社会福祉の政策を考えるか」というのが、よくテーマになって

いるようです。医療の世界でも「当事者である患者の声が医療に反映られないとダメ

だ！」とか、あるように感じていますね。これは自助グループにとっては、大きなメリ

ットですよね。当事者の声が尊重されるようになってきたわけですからね。 

 これは、こちらに集まっておられる遺族のかたによっては「いやいや、うちの県では、

ぜんぜん当事者の声なんか、重視されていませんよ！」と叱られてしまうかもしれませ

ん。自死遺族のかたから聞いた話ですが、地域によっては、行政が自死遺族のことを精

神的に病的な状態になっている人のように考えているということで、たとえば、遺族の

ほうから行政に何か訴えても、大切な家族を自死で喪った悲しみから、わけのわからな

いことを言っているんだというような扱いを受けたとか、もうすごく悔しくて涙が止ま

らなかったとか、そういうお話も聞いたことがあります。そういう地域では「当事者の

声が重視されるようになってきた」と言われても、実態とすごく離れていることを言っ

ているように思われるかもしれません。 

 でも、私は、こういう自助グループの研究を 30 年以上やっていますので、その立場

からすると、すごく変わりましたね。当事者の声を聞くということが、いまや、いろん

な政策をたてる上でも基本のような感じになってきたように思います。 

 さて、そういう地域による差というものがあるにしても、こういうメリットがあると

すれば、じゃあ、デメリットとは何でしょうか。 
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 軽く扱われている「当事者の声」 

 

これは、ほとんどの人が考えたことがないような問題かもしれませんが、私は、この「当

事者ブーム」が、バブルみたいな感じで、ひょっとしたら突然はじけてしまうんじゃな

いかと心配しています。これはどういうことかというと「当事者の声」というのが大事

だということは言われてきたわけだけれども、一方で、その「声」が（誤解を恐れずに

言えば）あまりに軽く扱われている印象をもっているのですね。 

 つまり「当事者の声」というのは、いままで声を出せなかった人、あるいは出しても

誰にも届かなかったという声が、地の底からわき出てくるような重くて威厳のあるもの

だと思うわけですよ。それが、いまは、ややもすると、当事者体験をもつ個々人が変則

的にといいますか、パッと思いつきで言ったような言葉が「当事者の声」ということで、

きれいなリボンかなにかをつけられて前に出されているという感じでしょうか。 

 「当事者ブーム」のなかで完全に忘れられている事実が、ひとつあります。それは「当

事者といったところで、実は、みんなぜんぜん違う体験をしている」ということなんで

すよ。自死遺族のかたでも、そうじゃないでしょうか。子どもを亡くしたかた、親を亡

くしたかた、配偶者を亡くしたかた、きょうだいを亡くしたかた、誰を亡くしたかで、

ぜんぜん違う体験をしているとか聞いたことがあります。あるいは、亡くなり方もさま

ざまで、その結果、経済的な問題がでてきたり、法的な問題が出てきたり、精神医療に

ついての問題が浮き彫りになってくることもありますでしょうし、そのあとで遺族が取

り組む問題が違ってくることもあるわけですね。 

 私は難病の子どもの親の会の研究で、博士論文を書いたと申し挙げましたが、難病の

子どもさんも、病気が同じだったら状況も同じというのは、全くありえない話なんです

ね。病気の現れ方が、軽い子もあれば、重い子もいます。発病したのが、いつなのか、

子どもの年齢によっても状況は大きく違いますし、家庭の状態も、三世代で介護の問題

をかかえつつ、子どもの看病をしている家もあれば、母子家庭で、母ひとり子ひとりで、

がんばっておられる家庭もあってね、状況がぜんぜん個人によって、あるいは家庭によ

って違うわけですよ。 

 そういう大きな個別性があるにもかかわらず、当事者ブームのなかでは「当事者とい

う体験さえあれば、自助グループに参加していなくても、当事者のことは何もかもわか
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って当事者の代表として発言できるんだ」みたいなそういう雰囲気があるんですね。そ

れで、たまたま弁がたつ人とか、本が書ける人とか、なにか目だつ人が持ち上げられて、

その人のことを聞くことで「当事者の声を聞いた」ことになっているという事例が、け

っこうあるわけですよ。これは非常に危険なことだと思うわけですよ。 

 ある意味、当事者に対する一般社会の無知が、そうさせている部分もあると思うんで

すね。つまり障害者だったら、みんな同じ体験をしているんだろうとか、患者だったら、

みんな同じだろうとか、遺族だったら同じだろうとか。また、その一般社会の「無知に

乗じて」といいますか、それを「利用して」という言い方は極端かもしれませんが、そ

れでいろいろ社会的に活動してしまっている人も実はかなりいらっしゃる。ここに集ま

っている当事者のかたは、他の当事者の話も聴こうとされている方なので素晴らしいと

思うのですが、当事者のなかには「自分の体験だけで充分だ」と、それで「社会的にも

どんどん発言できる」と思っていらっしゃるかたも、いらっしゃってですね。それが、

やっぱり一個人の体験なんて、すごく限られていますから、やっぱり内容も限られてい

るわけですね。 

 すると、いままでは「当事者」といういい意味での色眼鏡で見られていて良く見えて

いたものも、目が慣れてくると「ああ、そうでもないな」と。「やっぱり当事者には限界

があるな、専門家のほうがしっかりしているな」と、そんなふうに「当事者ブーム」の

バブルがはじけて、せっかく当事者の声を重視しようという流れが停まってしまうので

はないかと、私は心配なんですね。 

 

 当事者の知恵は、自助グループから生まれる 

 

専門家というのは、たとえば、お医者さんでいえば、医学会というものがあって多くの

人と切磋琢磨して知識や技術を磨いていくわけですよ。私は自助グループも、そういう

ものであって、当事者ひとりひとりが、グループのなかで自分の考えをどんどん深めて

いく場だと思っているわけですね。「当事者になった、だから当事者としての深い体験

的な知恵が、突然、得られた」というものではなくて、自助グループのなかで何度もな

んども多くの人たちが自分の体験をわかちあっていく。自分の個人的体験だけではなく
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て、他の人の体験もたくさん知っていく。その長い過程を通してゆっくりと素晴らしい

考え方とか、価値観がグループのなかから生まれてくるものだと思っています。 

 今日は、自助グループの定義とわかちあいというテーマで、はじめて、こういうフォ

ーラムに来られたかたには、何を言っているのか、さっぱりわからないような話ではな

かったかと、ちょっと心配しております。もし、そう思われた場合には、このあとの二

部、三部に耳を傾けていただきたいですね。たぶん、これだけのフォーラムを遺族だけ

の力で開き、これが 10 年も続いていることは多くのかたには驚きだと思うのですね。 

どうして、こんなことができるだろう。その力は、どこからくるんだろう。そう思われ

ると思いますが、その答えは、ひとつは自助グループなんです。自助グループは自死遺

族のかたの力の源泉。田中さんは、よく「元気」という言葉を使われていますが、それ

を使えば、元気の元なんですね。 

 今日は、その遺族のかたの力の源泉である自助グループについて、それはいったいど

ういうものなのかということをお話させていただきました。 

 私は、以前、自助グループの 3 つの要素として「ひとりだち」「ときはなち」「ひとり

だち」というものを提唱して、本にもまとめたことがあります。今日のプリントの上の

ほうにも書きましたけれども、まずは体験の「わかちあい」ですね。 

 それから「悲しみは愛しさ」という考えに触れることで「悲しみは病気なんだ」とか、

「悲しみを乗り越えなければいけないんだという思い込みから「ときはなたれる」とい

うことですね。 

 そして最後に「ひとりだち」。つまり自立ですね。社会的にも自立するということは、

自助グループを通して社会に参加していくことでもあります。 

 こういう「わかちあい」「ひとりだち」「ときはなち」という 3 つの要素にしたがって、

自助グループの定義についてお話させていただきました。 

 本日は、ご清聴ありがとうございました。 



2017.09.09.13:30-14:30 JA 長野県ビル 12 階 12A 室（長野県長野市） 

第 10 回全国自死遺族フォーラム（主催：全国自死遺族連絡会） 

自助グループの定義とわかちあい 

         上智大学  岡 知史 

 
1. なぜ「定義」が大事なのか。 
2. 「当事者だけ」という安全性 — わかちあい 
3. 「当事者だけ」からくる革新性 — ときはなち 
4. 自助グループとしての自立（社会性） — ひとりだち 
5. 「個人としての当事者」か、自助グループか 

 
問① 遺族にとても理解のある専門家の方が、遺族をもっと深く理解するため

に遺族の自助グループのわかちあいに参加したいと言ってきました。「もちろ

ん自分は発言しない。わかちあいの邪魔になることは一切しない。聞いた内容

を他言することもない」と言います。自助グループとしては、この方との良好

な関係を維持するために、例外的にわかちあいに受け入れるべきでしょうか。 
 
問② 当事者だけの「わかちあい」は、専門家によるサポートグループとは違

って、専門家の枠を超えることができるとお話ししましたが、専門家の枠を超

えるとは、たとえば「わかちあい」から生まれる考え方の革新性を意味します。

どうしてそのような新しい考え方が生まれると思いますか。その理由を考えて

みてください。 
 
問③ ある当事者の集まりでは、集会場の準備、集会のアナウンス、ホームペ

ージの立ち上げなど、すべてのことをボランティアがしてくれます。当事者は

何もしなくて、わかちあいだけに集中できます。もちろんボランティアは、わ

かちあいの場には出席しません。これは自助グループでしょうか。あなたのお

考えを聞かせて下さい。 
 
問④ 社会福祉の世界では現在「当事者ブーム」と呼ばれるものが起こってい

ます。また医療などの世界でも似たような流れがあるようです。この「当事者

ブーム」が、自助グループの運動にもたらすメリットとデメリットを考えてみ

てください。 

過去の講演の記録（全文掲載しているもの。今後増やす予定）： 
 2015, 第 8 回全国自死遺族フォーラム講演（東京都品川区）全文掲載  
 2014, 第 7 回全国自死遺族フォーラム講演（滋賀県大津市）全文掲載  
 2013, グリーフケアは、なぜ自死遺族を怒らせ、不愉快にさせているのか？  
  富山市での講演（「グリーフケア 不愉快」で検索できます。） 
 以下、複数の講演記録を掲載しています。 
   また「岡知史 講演一覧」で検索しても出てきます。 
     講演の URL は→ https://researchmap.jp/tomofumioka/   （一部改変） 
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