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とき：2018.09.08.（土）13:30-14:30 
場所：TKP 横浜ビジネスセンター６階（横浜市） 
第 11 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「自死遺族の自助グループ活動と悲しみについて」 

上智大学 岡 知史 
 
内容 
1. 自助グループの発展のためには協力者が必要 
2. 協力者は、指導者ではない 
3. 知らない人のほうが、よい協力者になるかも 
4. 「グリーフケアは要らない」 
5. 自助グループには自発的に参加する 
6. 生きるための「軸」とする 
7. 遺族の自助グループ 
8. 誰でも遺族である 
9. 「悲嘆回復のプロセス」は間違っている 
10. 「悲しみは身体の一部」 
11. 古代の人々の「いとしさ」の深さ 
12. 自助グループに集う遺族には、悲しさは「愛」でもある 
13. 悲しみは毒ではない 
14. 吐いたものは分かち合えない 
15. 愛情が泉のように湧き出てくる 
16. 深い愛をもつ人たちが自助グループに集まってくる 

                                    

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。私が全国フォーラムでお

話しさせていただくのは、これで 10 回目でして、もう 10 年連続して、お話させていた

だいているんですね。 

私が最初にお話させていただいたのが、第 2 回め全国自死遺族フォーラムで、2009

年ですから、いまから 9 年前です。その 1 年前の 2008 年の 9 月に田中さんと明さん

に、初めてお会いしているんですね。わざわざ私の勤務先まで尋ねてきてくださったわ

けです。 

その 2008 年より、さらに 1 年前の 2007 年に、田中さんから実は 2 通だったと思う

のですが、私、丁寧なお手紙をもらっていました。つまり何が言いたいかというと、田

中さんからお手紙をもらって、それから実際に会うまで、1 年ぐらいかかっているんで

すね。正確には 10 ヶ月ですけど、それくらい時間がかかっています。 
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それから、2008 年の 9 月に初めてお会いしたときにも、私は、たぶんお会いするの

も、これが最初で最後になるだろうというつもりでした。というのも、私は、その当時、

まったく別のことを研究していましたし、自死とか、遺族の問題とか、研究したことも、

正直いって関心をもったこともありませんでした。私が当時取り組んでいたのは、子ど

もの難病の問題とか、アルコール依存症の問題とか、だったんです。 

プライベートなところでも、父が認知症の症状が出て、デイケアに行くとか、行かな

いとか、毎日、実家でもめているような状態でしたし、それから、子どもも、まだ学童

保育に通っている小学生と保育園という感じで、介護と育児とを両方かかえているよう

な状態でしたので、ほとんど余裕がないというか、できるだけ新しい仕事をかかえない

ようにしようと思っていました。 

それが、その後 10 年も、毎年、自死遺族フォーラムでお話をさせていただく立場に

なるとは、夢にも思っていなかったことでした。 

 
 自助グループの発展のためには協力者が必要 

 

どうして、こんなことを長々と最初にお話しするかと言いますと、自助グループが発展

していくためには、たくさんの協力者が必要だということなんですね。そして、田中さ

んをはじめ、当事者のかたは、協力者を増やすために、たいへんな努力をされていると

いうことなんですよ。 

たとえば、このあいだ、田中さんから「自死遺族が直面する法律問題」という冊子を

いただきまして（全国自死遺族連絡会のホームページからダウンロード可能）、中を拝

見すると、非常に専門的な内容でね、とてもじゃないけど、普通の人じゃ書けない内容

ですよ。誰が書いているのかな、とみれば、ずらっと弁護士の先生たちの名前が並んで

いてね、「ずごいな、どうやって、こんなふうに協力してくれる弁護士の先生たちを見

つけてきたんだろう」と、多くの人は驚くと思うのですね。 

そういう弁護士のかただけではなく、司法書士のかたもいらっしゃいますし、田中さ

んの周りには、たくさん協力者がいらっしゃるでしょ。社会福祉士の人もいるし、市会

議員のかたもいらっしゃるし、出版社のかたから、マスコミのかたからね、お寺の住職

さんとかもいらっしゃって、いろんなかたが協力者になっていらっしゃる。まあ、そう

https://www.zenziren.com/
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いう協力者がたくさんいて、それで初めて、自助グループというのは、発展していくも

のなんですよ。 

 
 協力者は、指導者ではない 

 

ただ、この「協力者」というところが、大事なポイントでして、協力者というのは、自

助グループとは、ちゃんと距離があって離れていて、「ちょっと、これについて協力し

てください」と言われれば、協力するという立場なんですね。 

いま、はやりの「見守る」とか、「寄り添う」とかとは、ちょっと違う。もっと対等で、

互いにオトナとしての節度があるというか、距離があるんです。協力してほしいと言わ

れたら、協力する。言われなければ、何もしない、という関係ですね。ですから、ここ

でいう協力者というのは、指導者というのとは全く違うわけです。 

今日のこのお話をするために、さっき申し挙げた田中さんからの手紙、2007 年、い

まから 11 年前にいただいた手紙を読み返してみたのですが、そこには「遺族だけで、

グループを運営することは無理だ」と、いろんなところで言われたと、書かれてありま

した。さすがに 2018 年の現在では、自死遺族だけでグループを運営することは無理だ

とか、危険だとか、言う人は、かなり少なくなったとは思いますが、10 年前までは、ま

だまだそういう人が多かったわけですよ。 

「自助グループには、それを指導する専門家が必要だ」と、そういうことを信じてい

る人が、いまでも、たまにいらっしゃるのですが、自助グループの定義からして、専門

家の指導がいらないというのが、自助グループの定義なのですから、「自助グループに

は専門家の指導が必要」というのは、言葉的に矛盾しているわけですね。 

私は、いまここで講演をしていますけれども、講演の依頼というのは、私は、実は、

あんまりないんですね。講演の依頼がほしい！というので、言っているわけではないで

すよ。ただ、こういう私でも、ある時期、さて、いつごろでしたか、もう 20 年から 30

年ぐらい前になると思いますが、けっこう次から次へと主に精神保健福祉に関係する行

政機関などから講演の依頼が来たことがありました。どんな依頼だったと思いますか。 

もちろん、私は、自助グループの研究しかしてこなかった人間なので、自助グループ

についての講演の依頼なんですが、どんなタイトルだったかといいますと、「自助グル
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ープの育て方」「自助グループの育成の仕方」というのが、いちばん多かったわけです

ね。「いや、いや、自助グループって、育てるものじゃないし、育成するものでもない

し」というように、お断りして、もっと一般的な内容をお話したら、質疑応答の時間に

なって、まっさきに質問されるのが、「自助グループを育てるための、もっと具体的な

コツとかを教えてもらいたい」というのが多かったです。つまり、その当時、いまから

20 年も 30 年も前の話ですが、精神保健福祉の分野では、自助グループは、当事者だけ

でグループを運営するのは無理だから、専門家が指導していくものだという思い込みが

あったわけです。 

そういう思い込みがあると、自助グループの「協力者」というのは、自助グループの

中に入って、いろいろ指導みたいなこともして、というイメージを持ってしまうかもし

れませんが、実際の「協力者」というのは、そういう人ではなくて、基本的に対等な関

係で、協力を要請されたときのみ協力するという、そういうちょっと距離感のある関係

をいうのだと思います。 

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。 

 

自助グループの発展のためには協力者の存在が不可欠です。ただその協力者としては、

「その自助グループの問題や状況についてよく知らないと思っている人」のほうがいい

かもしれないとすれば、それはどういう理由からでしょうか。 

 

という問題なのですが、ちょっと考えていただけますか。日本語がちょっとわかりに

くいかもしれないので、ちょっと具体的に解説しておきますと、要するに、自死遺族と

しての悲しみということが、今回のフォーラムのタイトルにもあるように、自死遺族の

自助グループの中心にあるテーマになっていると思うのですが、そういう「遺族として

の悲しみ」について、いままで学校で勉強した、とか、いろいろ関心をもって自分で勉

強してきた、という人以外のほうが、よい協力者になってくれるかもしれないですよ。

で、もし、そうだとすれば、それはどういう理由からだと思いますか、という問題なん

です。 
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ちょっと、ややこしい問題ですが、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。2 分ほど、時間をおき

たいと思います。 

 
 知らない人のほうが、よい協力者になるかも 

 

はい、いかがだったでしょうか。自助グループの発展のためには協力者の存在が不可欠

です。ただその協力者としては、「その自助グループの問題や状況についてよく知らな

いと思っている人」のほうがいいかもしれないとすれば、それはどういう理由からでし

ょうか、という問題なのですが、ここで「協力者としては、『その自助グループの問題や

状況についてよく知らないと思っている人』のほうがいいかもしれないとすれば」とい

う言い方をしていることに気づいていただきたいのですが、「よく知らない人のほうが

いい」と言い切っているわけではないんです。 

これは、まあ、自分で言うのも変ですが、私のことなんですね。つまり、この講演の

出だしのところでお話したように、私は田中さんや明さんから、自死遺族の自助グルー

プの応援を御願いされたときには、自死のこととか、遺族のこととか、死別の問題とか、

全く何も知らなかったんですよ。でも、知らなかったほうが良かったのかもしれないと

思っているんです、協力者となるためにはね。 

つまり、知らないのであれば、遺族ご本人が、遺族のことを一番よくわかっていらっ

しゃるということを、全く素直に認めることができますよね。つまり、何のためらいも

なく、何の迷いもなく、「ああ、そうなんですね」と思えるわけですよ。 

それが、これについて何年にもわたって勉強をしている人だとどうでしょう。「いや、

遺族は、ご本人だということで、それは、それでご存じでしょうけど、私だって遺族の

問題については 10 年も、あるいは 20 年も勉強してきたし、それなりにわかっているつ

もりですよ」というふうに考えてしまうのが、人情かもしれませんよね。 

これは、他の自助グループでも同じなんです。たとえば、身体障害者の自助グループ

でね、「いまの障害者福祉は間違っている！」とか、主張することは、しょっちゅうあり

ますよ。障害者福祉について何も知らない人は、「ああ、そうなのか」となりますけれど

も、障害者福祉を学んできて自分もそこに何十年も人生をかけてきた人からすればね、
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「いまの障害者福祉は間違っている！」なんて言われると、「あんたの生き方は間違っ

ている！」と言われているような感じがして、なかなか認めにくいと思うのですね。 

だから、たとえば田中さんなどは、よく「グリーフケアは間違っている！」とか、お

っしゃっていますが、これは、グリーフケアについて長年、勉強もし、人生の時間をつ

いやしてきた人にとっては、やはりなかなか受け入れがたい言葉だと思いますね。 

その点、さっきも申し挙げたように、私は、遺族のケアとか、自死のこととか、特に

勉強もしてこなかったし、そのことを学ぶために時間を費やすこともなかったので、「グ

リーフケアは間違っている！」と、田中さんが言われて、それを私が受け入れても何も

失うものが無かったわけです。 

だから、自死遺族の自助グループの協力者を増やすときにね、自死とか、遺族の問題

とか、そういうことに、いままで関心をもたなかった人たちをターゲットにすると逆に

いいかもしれません。私が、そのいい例だということですよね。 

それから、次の話題に入るのですが、自助グループの考え方、自助グループが持つ考

え方を、いわゆる専門家と言われる人たちが、受け入れない可能性があるということで

すね。 

 
 「グリーフケアは要らない」 

 

たとえば、「グリーフケアは要らない」という、ずいぶん挑発的なタイトルで、こちらの

全国自死遺族連絡会の田中さん、明さんとの連名で、短い文章を以前に出させていただ

きました。これは保健士さん向けの雑誌で、グリーフケアの特集号だったんですけど、

その号の他の記事は「グリーフケアは、なぜ大事か」とか、「グリーフケアを進めていく

ための工夫」とか、そういうことばかり書いているのに、私たちだけが「グリーフケア

は要らない」なんていうタイトルで書かせてもらって、書かせてもらったほうは、「良

かった！」なんて言っていますけれども、雑誌の編集者のかたは、たいへんだったんじ

ゃないかなと、あとで心配になりましたけどね。 

ただ、ここでも少し慎重な書き方をしていまして、本日の資料を見ていただければわ

かるのですが、「グリーフケアは要らない」という声が自死遺族にはある、という書き

方をしています。すべての人に「グリーフケアは要らない」と言っているわけではない
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んです。「グリーフケアは要らない」という声もあるし、その声に耳を傾けてほしい、と

いうことですね。 

たとえば、やけどをしたあとには、ケアが必要でしょうね。これは誰にとってもケア

は必要でしょう。でも、自死遺族になったということで、グリーフケアが必ず必要かと

いうと、そういうわけではないし、逆に、グリーフケアによって傷ついてしまう人だっ

ているかもしれない。そういうことを言っているわけです。 

 
 自助グループには自発的に参加する 

 

そのときに、ひとつ考えてもらいたいのは、人が自助グループに入る意味なんですね。

自助グループには、人は自発的に参加するのですよ。誰かに言われて義務的に参加する

ものではないわけですね。 

難しいのは、ですね、自助グループに関係するようになった、そもそものきっかけは、

自主的なものではないです。当事者になる事情というのは自発的ではないんですよ。た

とえば、「海外旅行に行きたいから、がんばってお金を貯める人の自助グループ」とい

うのは、自助グループの定義からして、ありえないんです。「海外旅行に行きたい」とい

うのは、自分で自主的に選んだことですからね。自主的に選んだことは、自助グループ

で考えることにはなりません。同様に「カラオケで上手に唱えるようになるためのグル

ープ」なんていうのは、カラオケで上手に唄えるようになるために体験談をわかちあっ

たりしてもね、それは自助グループの定義からいって、自助グループとは言わないんで

す。なぜなら、カラオケで上手になりたいというのは、自分から選んだことですからね。 

自助グループのメンバーに共通してある体験というのは、自主的に選んだものではな

いんです。障害者のかた、遺族のかたの自助グループがあるのは、障害があるとか、自

死遺族になるとかは、本人が自主的に選んだことではないからです。 

ただ、そこから、つまり障害者になった、遺族になったというところから、自助グル

ープに参加するというプロセスというか、道筋には自主性というものがあります。たと

えば、障害者になったという人でも、障害者の自助グループに入る人もいるし、入らな

い人もいます。障害者であっても、自助グループに入らない。それは、その人の生き方

であって、それが間違っているとも言えないですよね。 
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 生きるための「軸」とする 
 

じゃあ、逆に、どんな人が、自助グループに入るのでしょうか。たとえば、障害者のか

たでいえば、どんな人が障害者の自助グループに入るのでしょうか。 

私は、個人的に、障害者のかたで自助グループに入っているかたと、たくさん接して

きました。そこで感じたことからいうと、障害者の人で自助グループに入っている人は、

どういう人かというと、自分が障害者であるということを、自分の核にしている、自分

の生き方の中心の軸にしている人だと思うのですよ。「自分は障害者の手帳を持ってい

ますけれども、自分が障害者だとは意識していませんし、あまり考えたこともありませ

ん」という人は、もちろん障害者の自助グループには入らない。 

同じようなことを遺族のかたに当てはめると、遺族のなかにも自助グループに参加す

る人もいれば、参加しない人もいる。その違いは何かというと、遺族であることを生き

方の基本というか、生きるための軸にしている人が、遺族の自助グループにかかわりた

いと思うのではないかなと私は思うのですが、いかがでしょうか。 

ということで、次の問②を考えてみてください。 

 

自死に限らず、遺族の自助グループは、国内外にたくさんあります。自助グループに入

る遺族のかたは、「遺族であることを生き方の軸にしている」とすれば、それはどうい

う生き方だと思いますか。 

 

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。 

 
 遺族の自助グループ 

 

はい、いかがだったでしょうか。遺族の自助グループというのは、ここにも書いたよう

に、いっぱいあるんです。純粋な自助グループではなかったのかもしれませんが、私は、

死産、つまり子どもがお腹のなかにいるときに死んでしまったという人の、母親のグル

ープに昔、呼ばれたことがありましてね。そういう死産を経験したお母さんたちの会で

は、どんなことをすると思いますか。 
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一般的に（死産を経験したお母さんたちの会が）どんなことをするのか、私は、知り

ませんよ、でも、そこの会では、女性たちは、お互いに「なんとかちゃんのお母さん」

と呼び合っていました。たとえ、生まれてこなくてもね、名前は、決めていたと思うの

ですね、男の子か、女の子かということもわかっている。だから、「なんとかちゃんのお

母さん」と呼び合うわけですね。死んで生まれてきたわけだから、「なんとかちゃんの

お母さん」と呼ばれることはなかったわけでしょ。でも、そのグループだと呼んでもら

えるというわけですよ。 

それから、私も見せてもらいましたけれども、こんな小さな靴下を、みんなで編んで

いてね、「これを履いて、天国に行っておいで、そこでたくさん遊んでくるんだよ」って

いう願いが込められているそうです。 

ああ、すごく優しいお母さんたちだな、って思いました。愛しくて、かなしくて、、、

ということでしょうか。その小さな靴下には、悲しさと、いとしさが、いっしょになっ

て、ぎゅっと詰まっているという感じがしました。 

 
 誰でも遺族である 

 

遺族ということでいえば、誰でも遺族なんですね。私ぐらいの世代だと両親を亡くして

いる人は、たくさんいるでしょうし、もっと若い人でも、祖父母とか、さらにもっと上

の世代を含めたら、みんな遺族でしょ。 

でも、そのなかの何人かのかたは、遺族であるということを生き方の軸としている。

亡くなったかたが、その人の心のなかで生きているわけですね。 

「悲しみとともに生きる」という言い方をしますが、遺族であることを生きる軸にし

ているということは、「悲しみとともに生きる」ことではないでしょうか。「悲しみとと

もに生きる」というのは、なんだか、暗い、抑鬱的な、不健康な印象をもってしまうか

たも、いらっしゃるかもしれませんが、ここでいう「悲しみ」とは、「愛しさ」でもある

わけですね。 

 
 「悲嘆回復のプロセス」は間違っている 
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話は、すこし戻りますが、2008 年、いまからちょうど 10 年前に、田中さんと明さんが

私の研究室に来てくださったときに、どういう御願いをされたかというと、「悲嘆回復

のプロセス」という理論が間違っていることを証明してもらいたい、ということだった

ですね。 

悲嘆回復のプロセスというのは、ご存じのかたは、ご存じでしょうけど、キューブラ・

ロスという精神科医が言い出したことで、典型的には 5 つの段階をふんで、人は悲しみ

から回復していくのだ、というので、まずは、「否定」で、「いや、そんなはずはない」

「これは、どこかが間違っているはずだ」と、現実を否定することから始まって、次は、

「怒り」で、「どうして私だけが、こんなことになったんだ！」みたいな怒りですね。

で、まあ、そんなふうに段階があって、最後は、現実を受け入れて、悲しみから回復す

る、というわけです。 

この悲嘆回復のプロセスというか、この考え方は広く知られていまして、私も、大学

院のとき、教科書で読んだ覚えがあるんです。ですので、「ああ、それは、もう確立され

た心理学とか精神医学の理論で、私の専門は社会福祉だし、ぜんぜん分野が違うので、

そんな理論を否定するなんて、私には、とうてい無理ですよ」と、はっきりとお断りし

たんですね。 

でも、なかなか諦めてくださらない。困ってしまって、心理学の研究者が書いた論文

なんかを、ネットで探してですね、そうしたら、この理論については専門の心理学の人

たちも、かなり疑問をもっていて、それが間違っているということを書いた論文もあっ

たわけです。 

で、そのコピーを、お渡しして、論文を書いた心理学の研究者のメールのアドレスも

調べて、「こちらに連絡をとってみられてはいかがでしょうか」とお伝えしたのですが、

「いや、いや、（こんな論文は）ピンと来ない」ということで、あんまり役には立たなか

ったようですね。 

というのも、ご遺族であるご本人からすれば、この悲嘆回復のプロセスというのが、

間違っているというのは、自分自身の感覚として当たり前なんですよ。だから心理学の

論文で、いろいろ理屈を出して説明されていても、何を当たり前のことを、ぐだぐだと

言っているんだという感じだったのだと思います。 
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 「悲しみは身体の一部」 
 

それで「ピンと来ない」とおっしゃるものだから、じゃあ、田中さんにとって、悲しみ

というのは、どういうことなんだろうと、お話をお聞きしていたら、いまでもよく覚え

ていますが、「悲しみは、私の身体の一部なんです」とおっしゃったんですね。だから、

もう自分の存在と切り離せないものになっていて、自分の存在そのものにもなっている。

だから、そこからの回復なんていうのは、ありえないわけですね。 

じゃあ、その田中さんの存在の一番、奥の基本にあるものは何なんだろうと思うと、

それは、亡くなった息子さんへの愛情ですよね。だから、その息子さんへの愛と、その

息子さんを喪った悲しみとが、一つになっているわけです。 

で、そのときに、ふと思い出したのは、高校時代の古語の時間に習った「悲し」とい

う言葉なんですね。あ、そういえば、「愛」に「しい」と書いて、悲しいと読むんだった

なと思い出したんですね。 

それで、自宅にあった、どこにでもあるような古語辞典で調べてみると、「愛しい」と

書いて、「かなしい」と読むと書いてある。古本屋で 100 円で買った古語辞典には、こ

れについて解説まで書いてあって、「愛情」と「悲しみ」の心は根っこのところではつな

がっていると書いてあったんです。 

同音異義語ではないんですよ。つまり、空にうかぶ凧と、海にいる足が八本ある蛸と、

同じタコでも別の言葉でしょ。それは、たまたま同じ発音だっただけで、別の言葉なん

ですよ。「愛しい」と書いて、「かなしい」と言うのは、別の言葉が、たまたま同じ音を

もったということではなくて、同じ言葉が、悲しいという意味と、いとおしいという意

味を同時に持っていたということなんですね。 

じゃあ、また問題を出しますね。問③です。 

 

古代の日本の人たちは、「愛し」「愛しむ」と書いて、「かなし」「かなしむ」と読ませて

いました。そこでは「愛情」と「悲しさ」が、ひとつのものとして理解されていました。

古代の日本の人たちは、どうしてそれを一つものと感じることができたのでしょうか。

あなたの考えを教えて下さい。 
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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。 

 
 古代の人々の「いとしさ」の深さ 

 

はい、いかがだったでしょうか。古語というのは、面白いですよね。古語を学ぶことに

よって、千年も昔の私たちの先祖のものの感じ方、考え方がわかるわけですからね。 

この言葉については、日本の古語を大学で研究している、竹内整一というかたが、い

らっしゃって、そのかたが「かなしみの哲学」という本を書いていらっしゃる 1。その

本のなかで言われているのは、「かなしい」という言葉は、「なんとか、しかねる」とい

うときの、カネ、という言葉が、もとになってできたそうなんですね。 

だから、自分の限界とか無力を感じたときに「かなしい」というのですが、愛しい人

を前にしたときも、自分には、どうしようもないくらいに「いとしい」、だから無力を感

じるということで、「かなしい」と「いとしい」という気持ちは一つなんだ、ということ

ですね。古代の人々は「いとしさ」の深さをよく知っていたのですね。 

どこで読んだのか忘れたのですが、古語、古代の日本人の言葉には、感情を表現する

言葉が、いまの現代の日本語よりもいっぱいあったという話を聞いたことがあります。

まあ、たしかに平安時代には、ネットも携帯電話も無かったわけですし、電車やバスも

無かったので、移動手段も限られていたから、すごく限られた人間関係しかなかったで

しょうし、周囲にモノが溢れているわけでもなかったでしょうから、限られた人間関係

のなかで、すごく密な関係をもつことで、非常に繊細な気持ちの表現というか、感受性

が発達していたのではないでしょうか。 

だから、いまだったら誰かを愛するというとき、「この人には、これだけ自分はやっ

たんだから満足だ」という感覚をもってしまいがちなのかもしれませんが、古代の人々

の「いとしさ」の感情は、もっともっと深いもので、いくら愛しても十分ではない、十

分なことはできないという無力感とか、自分の限界を感じるほどのものだったというこ

となんですね。 

だから、悲しみと、いとしさとは、同じものだと古代の人々は考えていたと、古語に

ついて研究している竹内先生は、そんなふうに考えていらっしゃるわけです。 
 

1 竹内整一(2009)『「かなしみ」の哲学 : 日本精神史の源をさぐる』日本放送出版協会. 
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そんなふうに考えると、遺族のかたが、悲しいというときは、現代の日本語で「悲し

い」というよりも、古代の日本語で「かなし」と言ったほうが、ぴったりかもしれませ

んよね。 

 
 自助グループに集う遺族には、悲しさは「愛」でもある 

 

遺族の自助グループに参加したいという遺族のかたにとって、悲しみというのは、そう

いうものなんですね。「愛」と一つになっているもので、だからこそ自分の心の根っこ

にあるもので、生き方の基盤になっている。だから「そこから回復する」とか、「悲しみ

から回復する」なんていう考え方には、なんだか違和感があるわけです。 

遺族にとっては、すくなくとも遺族であるということを自分の生き方の軸にしている

人にとっては、悲しみは、いとしさ、愛でもあるわけですから、「悲しみからの回復」と

いうのは、「愛からの回復」ということになってしまい、「愛からの回復」って何？ とい

うことになりますよね。 

愛を無くしたら、悲しみも無くなるけれども、それだったら空っぽの人生になってし

まって、生きている意味って何なんだ？ということになる。このへんの感覚が、一部の

グリーフケアをやっている人には伝わらないのではないでしょうか。 

たとえば「悲しみとともに生きる」という言葉を、遺族の自助グループでは聞くこと

ができると思うのですけれども、これは「悲しみという重荷をずるずると引きずって歩

いている」というイメージを、一部のグリーフケアのかたは持っていらっしゃるのかも

しれない。つまり、悲しみというのは、いつまでたっても残るものだから、仕方が無い

から引きずってでも歩いて生きていくしかないという、どちらかというとマイナスのイ

メージですよね。 

でも、遺族の自助グループでは、さっきもお話したように「悲しみ」は「愛」なんで

すよ。ですから、「悲しみとともに生きる」というのは、「亡くなった家族への愛ととも

に生きる」ということなんですね。「家族への愛とともに生きる」ということだから、こ

れは（本当に悲しいけれども）ポジティブなプラスのイメージなんです。 
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そういう考えが、自助グループに集う遺族の間に共有されていると私は思っています。

だから、グリーフケアに対して自助グループのかたたちは違和感をもっていらっしゃる

のだと思いますよ。 

 
 悲しみは毒ではない 

 

だって「悲しみから回復しましょう」というのは、「あるいは悲しみから癒されるのを

お手伝いしますよ」というのは、悲しみを基本的に「毒」のようなものと考えているわ

けでしょ。「毒」だから、なるべく早く外に吐き出させなければいけないと思うわけで

すよね。たくさん泣いて、気持ちを外に出すことによって「悲しみ」という「毒」が、

心の外に吐き出されるようにさせるわけで、だから、「グリーフケアをやっています」

というところに遺族のかたが行くと、みんな、じっと遺族が泣き始めるのを待っている

という感じだと聞きました。 

ですので、そんなに泣くことを期待されているのに、泣かないと悪いかなと思って、

ちょっとウソでもいいから泣いてみた、と。すると「ああ、やっと泣いてくれた。効果

があったんだ！」と、グリーフケアをやっている人の方が喜んでしまって、「さあ、泣い

てすっきりしたでしょ」と言わんばかりに、今日の部屋に入ったばかりの気分と、いま

の気分を比べて、数字で表現すれば、どうですか？ なんて聞いてくる、と。 

家族を自死で無くした、その悲しみが、知らない人に囲まれたなかで、ちょっと泣い

ただけで、いくぶんかは減るという発想そのものがどうかしていると思ってしまうわけ

ですね。 

それから、グリーフケアをやっている人のケアが大事だ！と、よく言われるそうで、

それがまた遺族の自助グループのかたを苛立たせていると聞きました。これも、グリー

フケアの人たちが、悲しみを「毒」だととらえていると考えれば、わかりやすいかもし

れません。つまり、病院でも、毒を患者の身体から抜き出す作業をしたら、自分も、そ

の毒に接しているわけですからね、徹底的に自分の身体も消毒しなければいけないわけ

ですよ。それと同じで、遺族から悲しみという「毒」を吐き出させたら、その毒に自分

も接しているわけだから、きれいに毒を洗いながさなければいけない。だから、ケアす
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る人のケアも大事だと言われるわけですね。すべては、悲しみを「毒」だと考えている

ことからくる発想だと思います。 

悲しみを「毒」としてみる見方を間違っていると、私は断言しているわけではありま

せん。私が言いたいのは、悲しみを「毒」としてみる見方が、唯一の正解ではないとい

うことです。悲しみをどう理解するか、ということにも、いろんな考え方があるのだと

いうことですね。 

では、そろそろ時間も終わりに近づいたので、最後の問題、問④です。 

 

悲しみを「毒」とするか、「愛（いとしさ）」とするかで、グループのありかたは違って

きます。どんなふうに違ってくると思いますか。 

 

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。 

 
 吐いたものは分かち合えない 

 

よく気持ちを「吐き出す」という言い方をしますよね、「泣いて吐き出せば、すっきりす

る」とかね。これは、典型的な「毒」の発想ですよ。悪いものを食べたときには、やっ

ぱり吐いて、毒を外に出さないといけない。 

ときどき変な言い方をする人がいましてね、「みなさん、吐き出して、すっきりしま

しょう。そして、わかちあいましょう」なんて言うんですが、吐いたものを、分かち合

うことなんて、汚くてできないですよ。グループ・カウンセリングとか、特にグループ・

セラピーというのは、まさに治療の場ですから毒を吐き出させるんですよ。みんなで毒

を吐き出せば、グループのなかは毒だらけになりますから、それを扱うのは、やっぱり

毒の処理になれた専門家ということになりますよね。 

グループ・セラピーでは、グループのメンバーどうしは、そのグループのミーティン

グ以外では個人的に会わないようにしてください、というところもあります。それは、

専門家がみていないところで、当事者どうしが毒を吐き出しあうようなことがあれば、

みんな毒で、共倒れしてしまいますからね。 
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逆に、悲しみを「愛」「いとしさ」ととらえているグループでは、どうでしょうか。こ

れは自助グループということになりますけどね。わかちあうのは、「愛」であり、「いと

しさ」なので、お互いに害はないわけですね。 

自死遺族の自助グループの場合は、当事者だけが、わかちあいの場に入ることができ

るということで、私は参加したことがないのですが、この全国フォーラムの後には、懇

親会があって、その場には、必ず参加させてもらっています。 

で、そのとき、いつも思うのは、遺族のかたが、みんな、あったかいんですね。私は

当事者ではないので、異質な人間なのですが、いつも暖かく迎えてくださるので、それ

が嬉しくて、1 次会どころか、2 次会のカラオケまでも必ず行くようにしています。 

 
 愛情が泉のように湧き出てくる 

 

あるとき、いつだったのか、忘れたのですが、なにかのイベントのあとで最後に 4 人だ

けになったことがあったんですよ。息子さんをなくした男性のかたと、夫を亡くした女

性のかたと、お母さんを亡くした女性のかたと、そして私で 4 人ですね。すごく楽しか

ったんです。 

ただ何が楽しかったのか、さっぱり思い出せないし、何を話したのかも覚えていない

んですね。なんか、コーヒーを飲んで、ただ普通の話をしていただけのような気がする

のですが、どこがいつもと違ったのかというと、私は兵庫県の生まれなんですが、自分

が高校生か大学生のころの家族といっしょにいるような不思議な感覚になっていたん

ですね。 

私は、高校生のときは、両親と妹の 4 人家族で住んでいたんですが、そのときの感覚

なんですよ。その母を亡くした女性が、私の妹とちょうど同じくらいの年齢で、なんか

雰囲気も似ている感じで、息子さんを無くした男性の方については、息子さんが宇宙が

好きだったということで、私が、小さいころは、ずっと宇宙物理学者になりたかったと

いうことで、なんとなく親しみがあるんですね。それから夫を亡くした女性のかたは、

年齢的には、私とあまり変わらないと思うのですけど、いつもすごく笑顔がいっぱいの

かたで、私の母を思い出させるようなかたで、なんかお話をしていると、自分が、その
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当時は 50 代でしたけれども、自分の年齢を忘れてしまって、なんか高校生か大学生の

ころに戻った感じで、家族とお話しているという感じでした。 

あとで、なんであんな感じになったのかなと考えてみたんですが、遺族の自助グルー

プのかたは、遺族であることを生き方の軸とされているかたで、だからこそ悲しみとと

もに生きていらっしゃるかたで、そして、悲しみとともに生きるというときの、悲しみ

は、いとしさであり、愛なんですね。だから愛情いっぱいに生きていらっしゃるんじゃ

ないかと思ったんですよ。 

遺族として生きていて、愛が、泉のように湧き出てくるわけですね。それで、その愛

情が泉のように湧き出ているんだけれども、愛する人は、すでに亡くなっているという

ことで、外にザーッと惜しみなく溢れているのではないか、という感じなんですよ。噴

水のようにね、どんどんと湧き出て、周囲に愛を降り注いでいるという、そういうイメ

ージなんですよね。遺族の自助グループって、そういう亡くなったご家族への愛情いっ

ぱいの人たちの集まりなんですよね。 

 
 深い愛をもつ人たちが自助グループに集まってくる 

 

日本には自死遺族とされる人たちは 300 万人もいるということが、ある論文に書かれ

ていました 2。人口統計学が専門の研究者でね、統計学の手法を使って計算したという

珍しい論文をみつけたら、そこに、そう書いてありました。 

その 300 万人の自死遺族のなかで、自死遺族の自助グループにはいって活動をした

いという人は、1 万人いますか。おそらく、いませんよね。ざっと 1000 人ぐらいでし

ょうか。正確な数字は私にはわかりませんが、とにかく少数であることは確かですよね。 

その少数のかたは、どうして自助グループにかかわりたいと思ったのでしょうか。そ

れは、それだけ、ものすごく亡くした家族を愛していたということだと思うんです。 

 
2 J. Chen, Y. J. Choi, K. Mori, Y. Sawada and S. Sugano (2009). Those who are left 
behind: An estimate of the number of family members of suicide victims in Japan. 
Social Indicators Research 94(3), 535-544. 
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家族の愛というのは、家族によって違いますよ。人間が、それぞれ違って誰一人とし

て同じ人がいないように、家族も、ひとつひとつ違うんです。だから、家族どうしの愛

もきっと違うと思うんですね。 

そのなかで、自助グループに集う遺族のかたは、本当に深く、亡くなった家族のかた

を愛していらっしゃったんだなと思うんですよ。 

こういうフォーラムのように全国からたくさんの自死遺族のかたが集まってきて、そ

のあと懇親会があったりしますでしょ。そこに私も、よく参加させていただいています

が、そこにいると、その愛情深い遺族のかたの、お一人お一人の人柄から泉のように、

あるいは噴水のように、あふれてくる愛情の海か湖のようななかに自分はいるんだなと、

ふと思うことがあります。 

遺族の自助グループは、こんなふうに亡くなった家族への愛でいっぱいの人たちが、

集まってくるんですね。だから、その集まりで、わかちあいをするときには、お互いの

秘密を守るとか、最低限の決まり事を守りさえすれば、自然とうまくいくのではないで

しょうか。 

遺族の自助グループの司会、進行をするためには、専門家による特別な研修を受けて、

遺族の病的な反応とか、その反応への対処とかを勉強することが必要だという人がいま

すけれども、私は、正直いって、それには賛成できません。それは、きっと悲しみを「毒」

として見ている考え方ですよ。悲しみを「毒」ととらえるから、いつまでも悲しんでい

る人は、その「毒」が頭にまわっていて、正常な判断ができない状態になっている、と。

だから専門的な知識がないと、そういう人たちの集まりを運営できないんだと、そうい

う発想だと思うのですね。 

でも、悲しみを「愛」だととらえるのなら、集まる遺族たちは、みんな亡くなった人

への愛情が、あふれるようになっている人たちです。そういう人たちのグループを進め

ていくのに、特別な訓練はいらないはずです。もう、それだけの力というか、オトナと

しての常識もそなえた人たちだと思いますよ。つまり「遺族の力を信じる」ということ

ですね。 

自死遺族のかたへの差別や偏見を無くそうと、いま、みなさま、とりくみをされてい

ると思いますが、自死遺族のかた自身が、もっと遺族の力を信じる、信頼していただく

ということが、今後の自死遺族の自助グループの課題になってくるかもしれないという
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ことを最後に強調して、私の拙いお話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうござ

いました。 



2018.09.08.13:30-14:30 TKP 横浜ビジネスセンター６階（横浜市） 

第 11 回全国自死遺族フォーラム（主催：全国自死遺族連絡会） 

自死遺族の自助グループ活動と悲しみについて 

         上智大学  岡 知史 

 
1. 自助グループの協力者 
2. 自助グループと「生き方の軸」 
3. 悲しみは愛しさ：古語では「愛し」と書いて「かなし」と読む 
4. 悲しみは「毒」か、それとも「いとしさ」か 
5. 愛があふれる人たちのグループ、遺族の力を信じる 

 
問1. 自助グループの発展のためには協力者の存在が不可欠です。ただその協

力者としては、「その自助グループの問題や状況についてよく知らないと

思っている人」のほうがいいかもしれないとすれば、それはどういう理由

からでしょうか。 
 
 
問2. 自死に限らず、遺族の自助グループは、国内外にたくさんあります。自

助グループに入る遺族のかたは、「遺族であることを生き方の軸にしてい

る」とすれば、それはどういう生き方だと思いますか。 
 
 
問3. 古代の日本の人たちは、「愛し」「愛しむ」と書いて、「かなし」「か

なしむ」と読ませていました。そこでは「愛情」と「悲しさ」が、ひとつ

のものとして理解されていました。古代の日本の人たちは、どうしてそれ

を一つものと感じることができたのでしょう。 
 参考文献：竹内整一 (2009)『「かなしみ」の哲学 : 日本精神史の源をさぐる』日本放

 送出版協会. 

 
 
問4. 悲しみを「毒」とするか、「愛（いとしさ）」とするかで、グループの

ありかたは違ってきます。どんなふうに違ってくると思いますか。 
 
 

過去の講演の記録は、いろいろ分散していましたが、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/ 
「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/

