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自死遺族において死別経験後の成長に着目し、肯定的な変化およびその契機となったこと
を明らかにするとともに、遺族支援のための示唆を得ることを目的として研究を行った。自
死遺族３名を対象にインタビューを行い、その内容を分析した。当事者の語りからは、長期
的変化における肯定的要素として、
「他者との関係性」
「社会的貢献」
「新たな可能性」
「自死
への捉え方の変化」
「故人への思いの変化」
「人生の再認識」
「自己の成長」という７つのカ
テゴリーが抽出された。
また、成長および肯定的変化の契機となったことは、
「不利益な状況」
「自死遺族への支援
（ソーシャルサポート）
」
「社会的支援活動」
「社会的背景」の４つのカテゴリーに分類された。
なかでも「自死遺族への支援（ソーシャルサポート）
」における「セルフヘルプグループ」
は特にその影響が顕著であり、また、
「社会的支援活動」については、成長の結果でもあり、
さらなる成長をも促す豊かな循環の場となっていることが伺えた。
結果として、自死遺族支援のためには、①遺族に内在する力と可能性を認識し、重んじる
こと、②セルフヘルプグループ（分ち合いの会）の存在とその内容について充分に周知し、
選択可能な社会資源のひとつとして充実を図ること、③「自死遺族支援コミュニティー」の
拡大とネットワークの強化を図ること、④「当事者活動」への後方支援を重視すること、⑤
引き続き「自殺予防のための総合支援対策」の推進を図ることが重要であることが明らかに
なった。
Key words
自死遺族、遺族支援、外傷体験後の成長（Posttraumatic Growth）

1． はじめに
我が国の自殺者数は 1998 年以来 13 年連続で３万人を上回り、その周辺には多くの自死遺
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族が存在している。2006 年に制定された自殺対策基本法では「自死遺族支援」が重要な柱
のひとつとなった。家族や親しい者を自死で亡くすことは、病死や事故死とは異なる特有の
困難が伴うとされており 1、これまでの研究では自死遺族の悲嘆過程や精神的健康に影響を
及ぼす要因の検討など、その困難さについての理解を深め、支援の在り方を探る方向に焦点
があてられてきた。2 、3
一方、近年になって、困難な出来事や外傷体験が抑うつなどの負の影響だけではなく、肯
定 的 な 変 化 や 人 間 的 成 長 を も た ら す こ と が 知 ら れ る よ う に な り、 外 傷 体 験 後 の 成 長
（Posttraumatic Growth，以下 PTG とする）という視点から知見の蓄積が進んでいる。4、5、6
しかし、自死遺族を対象とした関連研究については、
先行研究の遺族自身の語り部分に「成
長」や「肯定的な変化」を伺わせる内容が散見されるものの、死別後の成長そのものに着目
した研究は少ない。
そこで本研究では、自死遺族における死別経験後の成長に着目し、肯定的な変化およびそ
の契機となったことを明らかにすることにより、支援のための示唆を得ることを目的として
インタビュー調査を行った。
なお、近年、自死遺族から「自殺」という表現に対する抵抗感が語られ、
「自死」という
言葉が用いられるようになっている。こうした背景から本稿でも「自死」という表現を用い
た。また、
「自死遺族」の対象範囲は“成員を自死で亡くした家族”
、すなわち親子、配偶者、
兄弟姉妹等の家族・親族に限定したが、遺族支援を考えるにあたっては、友人、恋人、同僚
などを含む「自死者と近しい関係にあった人」を想定するものである。

２．研究方法
１）調査対象者
調査対象は、家族を自死で亡くした遺族３名であり、調査の安全性を考慮し「死別から 2
年以上経過した方」とした。調査協力者の背景については、表１の通りである。
表１＜調査協力者の背景＞

２）調査期間
2011 年６月から８月とした。
３）データ収集法
研究方法は、あらかじめ基本となるインタビューガイドを作成した上での半構造化面接と
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し、調査協力者の許可を得て面接内容を IC レコーダーに録音した。面接は３名ともに１回
ずつ行い、所要時間は約 120 分であった。
４）分析方法
（１）記述データ（逐語録）をエピソードに区分し、KJ 法 7 を参考としてエピソードの分類
を行った。
（２）分類したエピソード群において、
【長期的変化：家族との死別直後から現在までの間に
変化したこと】について語られた部分を抽出し、
「成長」および「肯定的変化」と捉え
られる内容に焦点をあて、各々のデータをコード化した。その後、各コードを類似性
に従って分類・統合してサブカテゴリーを抽出し、さらに意味や関係性を考慮してカ
テゴリーを抽出した。
（３）上記の手続きで抽出された【成長および肯定的変化】のデータにおいて、その≪契機≫
となっていることについてコード化した。その後、類似性に従って分類・統合してサ
ブカテゴリーを抽出し、さらに意味や関係性を考慮してカテゴリーを抽出した。
５）倫理的配慮
調査協力者には、研究の目的・方法・協力の任意性・匿名性の保証・個人情報の保護等に
ついて文書及び口頭で説明を行い、同意書に署名を得て実施した。
６）用語について
「成長（growth）
」の定義については広義に捉えることとし、
「内面的変化」に加え「死別
体験に関連する肯定的な変化」を含むものとした。

３．調査結果
3 － 1．長期的変化における「成長」および「肯定的な変化」
死別直後から調査時点までの長期的変化のうち「成長」および「肯定的な変化」に焦点を
あて、抽出したコードを類似性に従って分類・整理した。結果として、
『他者との関係性』『社
会的貢献』
『新たな可能性』
『自死への捉え方の変化』
『故人への思いの変化』
『人生の再認識』
『自己の成長』
の７つのカテゴリーと 15 のサブカテゴリー、
28 のコードが抽出された。
〔表２〕
以下に、各カテゴリーとサブカテゴリー、コードについての分類結果を記述し、代表的コー
ドの根拠とした語り部分をイタリクスで表記する。
（語り部分は、区分されたエピソード毎
にデータ番号を割り当てた。A、B、C のアルファベットは３名の調査協力者を表す。
）
１）他者との関係性
『他者との関係性』は主に自死遺族のセルフヘルプグループである“分ち合いの会”での
体験や、他のボランティア活動の中で生じた変化を中心に語られたものである。
「話せる場
の発見」
「自己開示」
「新たな人間関係」
「他者への理解と共感」の４つのサブカテゴリーで
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【表２】成長および肯定的変化
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構成されている。
（１）話せる場の発見
対応するコード：
【話せる場の発見】

A-5 / B-5 / C-3

「分ち合いの会っていう会があるんだな、じゃあ、ちょっと行ってみようか、まあ同じよ

うな体験をした人と話をしてみたいなと。」A-5
（２）自己開示
対応するコード：
【自己開示】

A-4 / B-3 / C-3

「ファシリテーターの方と目が合って『いかがですか？ちょっとお話されませんか？』み

たいなことで、あ、私が話してもいいのかな？って思って。話すつもりなかったのに 15
分くらいしゃべってたんですよ、ずっと。（笑）」B-3
（３）新たな人間関係
対応するコード：
【新たな人間関係】

C-7

「市の広報で“点訳ボランティアの講習会”っていうのを見つけて、１年間の講習を受け

たんですよ。その時の同期生とかにも、たまにメールしたりゴハン食べたり、ま、そうい
う新しい人間関係。それが新しい変化？彼が亡くなった後の新しい変化。」C-7
（４）他者への理解と共感
対応するコード①：
【他者への思い】

B-7

対応するコード②：
【他者への理解】

C-8

対応するコード③：
【共感の拡がり】

C-8

「もう、

（分ち合いの会を）すぐ作ってほしい。私はもう待ちきれない、って感じで。（こ
の地域には）他にもね、私みたいな思いをしてる人が一杯いるんだから。」B-7
２）社会的貢献
『社会的貢献』は主に“分ち合いの会”の立上げやサポート、体験談の発表など、当事者
支援活動を中心に語られた変化である。カテゴリーと同じく「社会的貢献」というサブカテ
ゴリーに対応している。
（１）社会的貢献
対応するコード①：
【活動の公共化】

A-10 / B-7 / B-8 / C-12

対応するコード②：
【活動目的の拡大】

A-7
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対応するコード③：
【役割意識の形成】

A-10 / B-8

「行政のなかでも（自死遺族支援を）やりたいって思ってる人たち、そういう人たちの味

方になれるような立場で動けたらいいかなって。それが（地域）全体のためになるような、
そういう動きになって行ったらいいなって。」A-10
３）新たな可能性
『新たな可能性』は、
「生活サイクルの変化」
「行動範囲の拡大」
「意識の拡大」の 3 つのサ
ブカテゴリーで構成されている。
（１）生活サイクルの変化
対応するコード：
【生活サイクルの変化】

C-1

「一番キツかったのは、やっとなんか落ち着いて、やっと（夫の）いない生活を何とか立

て直していこうと思ったときに、そのリストラはキツかったですね。でも、そのおかげで、
（中略）翌月 X 市の分ち合いに行ったんです。」C-1
（２）行動範囲の拡大
対応するコード：
【行動範囲の拡大】

A-2 / A-6

「（Y
市の分ち合いの会は）遠いなぁというのと、それまで Y 市にしか行ってなかったん

ですけど、その頃から、こんなに辛い思いをしてる人たちが他にも日本にはいるんだよ
な、っていうことに気づいて、いろいろ調べてたら、（都内で）遺族支援に関わる人のた
めの研修会みたいなのがあるというので、じゃあ、それに行ってみようと。」A-6
（３）意識の拡大
対応するコード①：
【視野の拡大】

A-1 / A-2 / B-2

対応するコード②：
【認識の拡大】

A-3 / A-9

対応するコード③：
【気づきの拡大】

A-6 / C-11

「実際に遺族の方が登壇されて体験発表されたので、もうビックリしてですね。私みたい

に隠れ隠れして生きていかなきゃいけないと思ってたのに、遺族の方があんなにして、沢
山の人の前で話が出来るようになったんだ、と思って、『わー、世の中変わってきたな』
て思って。」B-2
４）自死への捉え方の変化
『自死への捉え方の変化』は、
「自死への新たな視点の獲得」
「死別体験における意味の変容」
の 2 つのサブカテゴリーで構成されている。
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（１）自死への新たな視点の獲得
対応するコード①：
【視点の社会化】

B-1

対応するコード②：
【体験の相対化】

A-11 / C-8

対応するコード③：
【類似性の発見】

C-2 / C-9

対応するコード④：
【多様性の認識】

A-8

「（自殺対策基本法を知って）

（自死の）責任を、本人や私の責任だってずっと考えてたのが、
国の責任だとか、事業所の責任とか、学校の責任とか、すべての社会の責任だっていうこ
とが書いてあるのにビックリして。『ああ、そういう考え方になったらまた世の中変わっ
てくるかもしれない』って、少し希望みたいな、何かちょっとね、こう感じたんですね。」
B-1
（２）死別体験における意味の変容
対応するコード①：
【捉え方の変化】

A-12 / C-6

対応するコード②：
【認識の転換】

C-4 / C-5

「当時（夫の自死直後）は、自死って自分で望んで逝ったと思ったんですけど、分ち合い

とかに行くようになって、あれは“うつ”の、いわゆる病死と一緒だと思ってる。」「（変
化のきっかけは）分ち合いに行ったりとか、あと研修会とか（医師の）講演会とかに行っ
て話を聞いたっていうことですね。『あぁ、これは病死だ。脳の病気なんだな』っていう
こと」C-6
５）故人への思いの変化
『故人への思いの変化』は、
「命日における気持ちの変化」
「故人への怒りの消失」の 2 つ
のサブカテゴリーで構成されている。
（１）命日における気持ちの変化
対応するコード①：
【思い出の変化】

A-11

対応するコード②：
【気持ちの変化】

B-6

「（分ち合いの会で）心の中を見つめていくっていう作業を繰り返して、

今年の春の命日に、
いつものように置いてある（長女の）遺影ね、（中略）今まで辛いと思って悲しい気持ち
で見てたんだけど、命日になって、何か『笑ってるなぁ』『いい顔してるなぁ』と思って、
ニッコリできたんですよ」B-6
（２）故人への怒りの消失
対応するコード：
【故人への怒りの消失】
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C-6

「（市の通信レターに体験談を書いたのは、夫が）亡くなって半年後なんですけど、そこに
は何か、『彼のやったことは無責任で、一生、許せません』っていうことを書いてました。
でも、こないだのとき（自死遺族支援の web サイトに、最近掲載された体験談）には、
『今
はそういうふうには（夫への怒り）思ってません。』みたいなことを書きましたね。」C-6
６）人生の再認識
『人生の再認識』は、同じく「人生の再認識」というサブカテゴリーと対応している。
（１）人生の再認識
対応するコード①：
【価値観の変化】

A-9

対応するコード②：
【人生観の生成】

C-14

「（分ち合いの会に参加したことで）今の地位とか職とか、収入とかに、そんなにこだわん

なくてもいいんじゃないかな、っていう、少し気楽な気持ちに私はなれました。」A-9
７）自己の成長
『自己の成長』は、
「成長についての自覚」
「多面的な視座の獲得」の 2 つのサブカテゴリー
で構成されている。
（１）成長についての自覚
対応するコード①：
【再構築】

C-11 / C-13

対応するコード②：
【精神的な成長】

C-11

「私はね、回復じゃなくて再構築。

（中略）自分の仕事もなくなったし、家族はたった一人
しかいなかったから、全部ガラガラガラって崩れちゃった？それをもう一回、積み上げて
る感じ」「この３年間で色んな自分の中の気づきとか変化とか、成長‥、精神的な成長とか、
すっごい感じた。」C-11
（２）多面的な視座の獲得
対応するコード：
【多面的な視座の獲得】

A-13

「１日だけレンタカーを借りて、
（東北の）被災地のところをガーッと車で走って、なんか

テレビではやっぱり全部は伝わってこないんだなぁっていうのを改めて…。」「すごく無力
感もありつつ、（中略）『あの堤防がなかったらもっと大変なことになってたんだな』って
思うと、『堤防があって良かったな』って、『土木工事も無駄ではなかったんだな』ってこ
とを思ったりとか。」A-13
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3 － 2．成長および肯定的変化の契機となったこと
成長および肯定的変化おいて、
その契機となったことに焦点をあてコード化した。その後、
抽出したコードを類似性に従って分類・整理した。
分類の結果、
『不利益な状況』
『自死遺族への支援（ソーシャルサポート）
』
『社会的支援活
動』
『社会的背景』
の４つのカテゴリーと 10 のサブカテゴリー、
15 のコードが抽出された。
〔表
３〕
以下に、各カテゴリーとサブカテゴリー、コードについての分類結果および、それぞれの
契機に対応して生じた変化（肯定的変化のコード）を記述する。なお、紙面の都合上、語り
の引用は割愛しデータ番号のみの記載とする。
１）不利益な状況
『不利益な状況』は、
「苦悩」
「不利益な環境」の 2 つのサブカテゴリーで構成されている。
（１）苦

悩

対応するコード：≪苦悩≫

A-1

生じた変化：
【視野の拡大】
（２）不利益な環境
対応するコード①：≪話せる相手の不在≫

A-2 / A-5

生じた変化：
【行動範囲の拡大】
【視野の拡大】
【話せる場の発見】
対応するコード②：≪社会資源の不足≫

A-6 / A-7

生じた変化：
【活動目的の拡大】
【行動範囲の拡大】
【気づきの拡大】
対応するコード③：≪リストラ≫

C-1

生じた変化：
【生活サイクルの変化】
２）自死遺族への支援（ソーシャルサポート）
『自死遺族への支援（ソーシャルサポート）
』は、
「専門家による支援」
「当事者による支援」
「民間団体による支援」
「セルフヘルプグループ」の４つのサブカテゴリーで構成されている。
（１）専門家による支援
対応するコード①：≪専門家（カウンセラー）による支援≫

A-4

生じた変化：
【自己開示】
対応するコード②：≪専門家（医師）による話≫
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C-4 / C-6

【表３】成長および肯定的変化の契機
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生じた変化：
【認識の転換】
【捉え方の変化】
【故人への怒りの消失】
（２）当事者による支援
対応するコード：≪当事者による支援≫

A-4

生じた変化：
【自己開示】
（３）民間団体による支援
対応するコード：≪全国キャラバン≫注 1

B-2

生じた変化：
【視野の拡大】
（４）セルフヘルプグループ
対応するコード：≪分ち合いの会≫

A-8/A-9/B-3/B-5/B-6/C-3/C-5/C-6/C-13

生じた変化：
【話せる場の発見】
【自己開示】
【認識の拡大】
【多様性の認識】
【捉え方の変化】
【認識の転換】
【気持ちの変化】
【故人への怒りの消失】
【価値観の変化】
【再構築】
３）社会的支援活動
『社会的支援活動』は「自死遺族支援活動」
「障がい者支援活動」の２つのサブカテゴリー
で構成されている。
（１）自死遺族支援活動
対応するコード：≪自死遺族支援活動≫

A-10 / B-7 / B-8 / C-12

生じた変化：
【活動の公共化】
【役割意識の形成】
【他者への思い】
（２）障がい者支援活動
対応するコード：≪点訳ボランティア≫

C-7 / C-8 / C-9

生じた変化：
【新たな人間関係】
【体験の相対化】
【類似性の発見】
【共感の拡がり】
【他者へ
の理解】
４）社会的背景
『社会的背景』は、
「自殺予防対策の推進」
「社会的出来事」の２つのサブカテゴリーで構
成されている。
（１）自殺予防対策の推進
対応するコード①：≪自殺対策基本法≫

B-1

生じた変化：
【視点の社会化】
対応するコード②：≪情報量の増加≫

A-3
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生じた変化：【認識の拡大】
（２）社会的出来事
対応するコード①：≪東日本大震災≫

A-11 / A-13

生じた変化：【体験の相対化】
【思い出の変化】
【多面的な視座の獲得】
対応するコード②：≪秋葉原通り魔事件≫

C-2

生じた変化：【類似性の発見】

４．考
4－1

察
自死遺族における死別体験後の成長、および肯定的変化

自死遺族における死別体験後の成長および肯定的変化は、①他者との関係性、②社会的貢
献、③新たな可能性、④自死への捉え方の変化、⑤故人への思いの変化、⑥人生の再認識、
⑦自己の成長、の７つのカテゴリーに分類・整理された。ここでは、２つの先行研究との比
較を交えて考察を述べる。
Tedeschi&Calhoun（1996）8 の外傷体験後の成長尺度【５要素：他者との関係性、新たな
可能性、人間的な強さ、精神的〈スピリチュアルな〉変容、人生の再認識】
、および東村ら（2001）9
の死別経験後の成長分類【７分類：ライフスタイルの変化、死への態度の変化、人間関係の
再認識、生への感謝、自己の成長、人生哲学の獲得、宗教観の変化】と比較すると、
「他者
との関係性」「新たな可能性」
「人生の再認識」
「自己の成長」の 4 項目については、両研究
のうち少なくともどちらか一方と同様の要素であった。
一方、
「社会的貢献」および「故人への思いの変化」の２項目については先行研究では抽出・
分類されていない要素であり、また「自死への捉え方の変化」の１項目については、東村ら
（2001）10 の分類中の「死への態度の変化」に類似するものの、自死遺族の特徴的な内容が含
まれると推察される要素であった。
先行研究と重なる 4 つのカテゴリーについては、次のような肯定的変化が見られた。
『他者との関係性』では、
自死遺族のセルフヘルプグループ≪分ち合いの会≫において【話
せる場を発見】し、
【自己開示】がなされていた。また、≪自死遺族支援活動≫や≪点訳ボ
ランティア≫を通じて【新たな人間関係】が生まれ、
【他者への理解と共感】につながって
いた。
『新たな可能性』では、≪リストラ≫や≪話せる相手の不在≫≪社会資源の不足≫など、
不利益な状況をきっかけとして、
【生活サイクルの変化】や【行動範囲の拡大】
【気づきの拡
大】が、また≪苦悩≫を通じて【視野の拡大】が生じていた。さらに≪分ち合いの会≫で他
者の体験を聴くことや、自殺対策関連情報などの≪情報量の増加≫によって【認識の拡大】
が生じていた。
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『人生の再認識』では、≪分ち合いの会≫や≪一連の体験≫を通して、生き方における【価
値観の変化】や【人生観の生成】が認められた。
『自己の成長』では、やはり≪分かち合いの会≫や≪一連の体験≫を通して【成長につい
ての自覚】が生まれており、また≪東日本大震災≫という社会的な出来事を契機に【多面的
な視座を獲得】していた。
先行研究では挙げられていない 2 つのカテゴリーについては、次のような特徴があった。
『社会的貢献』では 3 名ともに、他の自死遺族に共感し、当事者支援活動を通して社会的貢
献に携わるという愛他性が認められており、
それは「苦難を経験したからこそ生み出された」
（安藤，2009）11 可能性が高いと推察された。同時にそれは、苦難を経験したからこそ果たし
得る独自の役割を見出すことにつながり、遺族自身の存在意義を高め、死別体験の意味が肯
定的に変容していく契機ともなっているのではないかと思われる。このように、当事者支援
活動をはじめとする『社会的貢献』に携わることは“成長の結果”でもあり、
“さらなる成
長をも促す”という豊かな循環を含む地盤となっていることが伺えた。
『故人への思いの変化』では、A さん、B さんにおいて【命日における気持ちの変化】と
して体験された。また、C さんにおいては夫の自死に対する【認識の転換】
、すなわち「身
勝手に死んだ」という認識から「うつ病による病死」という認識に変わったことにより【故
人への怒りの消失】が生じていた。
自死遺族の死別後の過程においては、故人との内的な関係が「閉じられた関係」
（笹崎，
2006）12 になりやすく、両価的な感情や葛藤を抱えがちである。しかし３名の語りを見ると、
故人の死の“原因と責任”が社会化（外在化）され、また“家族の自死”という体験そのも
のが相対化されていくにつれて、故人との内的な関係性も「閉じられた関係」から、社会の
中に「開かれた関係」へと変化していった可能性が推察された。一連の経過を経て、自死遺
族の内的世界および社会的世界の中で、死別した家族の“内的表象の変容”が促され、葛藤
を抱いていた故人との関係に肯定的変化が生じたのではないかと思われる。
最後に『自死への捉え方の変化』については、東村ら（2001）13 の分類中の「死への態度
の変化」に類似する要素ではあるが、単に「死」に対する態度変化ではなく「自死」という
死因に対する「捉え方の変化」であり、
自死という体験についての意味変容を含む要素であっ
た。３名の語りからは、
当初「個人的問題」として“内在化”されていた家族の自死が、様々
な情報に触れ他者と関わることで、
「社会の問題」として“外在化”され、自死への捉え方
や体験の意味が変容していく過程が見出された。この変容は、
『故人への思いの変化』にも
重要な影響を与えているのではないかと推察される。
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4－2

成長および肯定的変化の契機

成長および肯定的変化の契機は、
『不利益な状況』
『自死遺族への支援（ソーシャルサポー
ト）』『社会的支援活動』
『社会的背景』の 4 つのカテゴリー、および 10 のサブカテゴリー、
15 のコードに分類された。
１）『不利益な状況』では、外傷体験後に続いて生じる≪苦悩≫を通して、成長や肯定的な
変化が導かれることが示唆された。また≪不利益な環境≫を契機として、外に向かって一歩
踏み出し、環境の充実を図るべく働きかける力と可能性が見出された。
外傷体験後の≪苦悩≫を通して成長や肯定的な変化が導かれることは Tedeschi&Calhoun
（2004）14 による PTG 理論の主点であり、本調査においても限られた事例数ではあるものの
同様のプロセスが生じていることが示された。
２）『自死遺族への支援（ソーシャルサポート）
』では、ソーシャルサポートが自死遺族の成
長を促す要因となっていることが明らかとなった。ソーシャルサポートが PTG を促すこと
は先行研究でも示されており 15、なかでも当事者同士の相互支援の重要性が強調されている。16
本調査でも特にその影響が顕著であったのが「セルフヘルプグループ」
（分ち合いの会）
であり、ほぼ全ての成長領域にわたり変化を促す契機として抽出された。
セルフヘルプグループの機能については既に多くの知見が蓄積されているが、本調査にお
いて示された主な機能としては、次の４点である。
まずは、「自己開示できる場」としての働きである。日常の生活場面では話すことが困難
な自らの体験を、
守秘義務などのルールで守られた安全な環境で開示することが可能となる。
自死遺族に特徴的な心理・社会的困難が認められるなか、
“閉じられた関係”になりがちな
故人との内的関係性が、第 3 者に死別体験を開示することで“開かれた関係”へと変容する
きっかけとなっている可能性が推察された。
次に、「聴く場」としての働きであり、他の遺族の話を聴くことによって認識の転換や体
験の相対化が生じ、
自死に対する捉え方が変化したり体験そのものへの意味が変容したりと、
重要な転換の契機となっていた。
もうひとつは、
「語る場」としての働きである。ナラティブ・アプローチ注２の視点から、
セルフヘルプグループは「語ることを通して新たな自己が構成されていく場」
（野口，2005）17
とされているが、本調査においても「分ち合いで、何度も自分の心のありようを話し」
「繰
り返し、自分のなかの話、心のなかを見つめていく作業」を重ねることで、亡くなった家族
の写真に初めて笑いかけることができた（B さん）という変化が示されており、
「語る場」
としての機能が示唆されている。
最後に、「社会参加の場」としての働きであり、
「聴き」
「語り」
「自己開示」できる場を得
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た遺族らは、さらに一歩進んで＜分ち合いの会＞のファシリテーターを務めるなど、
「当事
者支援活動」に携わっている。岡（1994）18 は、セルフヘルプグループの働きの基本的要素
のひとつである「ひとりだち」の側面として「社会参加」を挙げているが、自死遺族の＜分
ち合いの会＞においても社会参加の機会が提供され、自尊感情（self-esteem）や存在意義を
高める契機となっていることが伺えた。
『自死遺族への支援（ソーシャルサポート）
』のうち、
「セルフヘルプグループ」参加のきっ
かけとなっているのが「専門家による支援」
「当事者による支援」
「民間団体による支援」で
あった。
今回の分析においては、
「専門家による支援」
「当事者による支援」
「民間団体による支援」
「セルフヘルプグループ」の各々が単独に作用するのではなく、ひとつの支援から次の支援
につながるなど相互に連動していることが示された。
近年、自死遺族支援活動において全国レベルでのネットワーク化が進められ、
「自死遺族
支援コミュニティー」とも呼べるネットワークが広く形成されつつあるともいえる。本調査
でも３名の語りからは、支援活動に携わる当事者および支援サポーターらとの親密な交流が
伺われ、
そこにはある種の「ゆるやかなコミュニティー」の存在を感じた。また、
そのコミュ
ニティーへの帰属感が遺族の力になっているように思われた。
こうした「自死遺族支援コミュニティー」は、それほど明確な境界や所属意識があるわけ
ではないが、当事者、専門家、民間団体等による支援の各々がその一端を担っており、遺族
が何らかの形でその一端へとアプローチすることによって、多くの情報、利用できる資源、
新たな選択や出会いの可能性が拓かれることが示唆されている。
３）『社会的支援活動』として３名全員が携わっていたのが「当事者支援活動」である。３
名ともに、当初はサポートを受ける側として＜分ち合いの会＞等に参加しているが、参加目
的が徐々に個人的なものから公共性の高いものへと変化し、サポートを提供する立場として
主体的に活動していく過程が示されている。
こうした『社会的支援活動』は、成長の結果でもあり、さらなる成長をも促すという豊か
な循環を含む地盤となっていることが伺えた。また、自死に対する認識が「個人的問題」か
ら「社会の問題」と転換していく変容過程とも連動し、影響を与えていると推察された。
４）『社会的背景』のうち「自殺予防対策の推進」では、≪自殺対策基本法≫やそれに基づ
く啓発活動、情報提供等の対策が間接的に成長の契機となっており、重要な役割を果たして
いることが示された。
また、
「社会的出来事」では、≪東日本大震災≫や≪秋葉原通り魔事件≫などの大きな出
来事が、
遺族個人の生活のなかで、
成長や肯定的変化の契機となっていることが明らかとなっ
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た。これらのことから、自死遺族における死別経験後の成長は、広く社会的文脈のなかで生
起されていることが推察される。

4－3

自死遺族支援への提言

本調査は限られた事例数であり、その結果を一般化することはできないが、明らかになっ
た結果を踏まえ、可能な範囲で自死遺族支援についての提言を以下にまとめる。
1）遺族に内在する力と可能性の認識
本調査では、自死遺族が「不利益な状況」を契機として外に向かって一歩踏み出し、環境
の充実を図るべく働きかける、その力と可能性が見出された。
遺族にとっての「不利益な状況」は望ましいこととはいえないが、必要なものを求めて自
ら一歩踏み出し、同じ苦しみを体験する他者への思いから、さらなる社会資源の充実を図っ
ていく遺族自身の力と可能性を充分に認識し、重んじることが重要である。
2）セルフヘルプグループの必要性
限られた事例ではあるが、自死遺族の成長および肯定的変化を促す契機として、セルフヘ
ルプグループが大きな役割を果たしていることが示唆された。
セルフヘルプグループへの参加がすべての遺族に肯定的な作用をもたらすとはいえない
が、少なくとも一定程度の自死遺族においては、死別後の成長の重要な契機となることが推
察される。
よって、まずは＜分ち合いの会＞の存在とその内容について充分に周知し、選択可能な社
会資源のひとつとして、必要とする遺族の手が届く場所にあるということが重要である。
3）自死遺族支援コミュニティーの充実
本調査においては、
当事者および支援サポーターを中心に、
自死遺族支援を目的とした「ゆ
るやかなコミュニティー」が形成されていることが示唆された。また、コミュニティーの一
旦を担う、個々の支援や部分的な情報に触れることによって、そのネットワークにつながり、
視野の拡大や新たな可能性が生じていることが示された。今後は、こうしたコミュニティー
がさらに拡大、充実し、多様な支援が地域ごとに利用可能となることが望まれる。
4）当事者支援活動への後方支援
自死遺族が当事者支援活動に従事することは、成長の結果でもあり、さらなる成長の契機
ともなり得ることが示唆された。また、死別後の過程において、家族の自死に対する認識が
「個人的な問題」から「社会的な問題」へと転換することが重要な転機となっており、当事
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者支援活動に携わるプロセスは、この「認識の転換」に影響を与えていると推察された。
遺族支援においてはこのような当事者による活動を尊重し、可能な限り協働あるいは後方
支援をしていくことが重要であろう。
5）自殺予防のための総合支援対策の推進
国を挙げての「自殺予防対策の推進」は、間接的にではあるが遺族の肯定的変化の重要な
契機となっており、自殺対策基本法の成立やそれに基づく啓発活動、情報提供等の対策が、
一定の役割を果たしていることがわかった。今後もさらに総合的な推進が求められる。

５．本研究の限界と課題
本研究は、自死遺族における死別後の過程を、
「成長」および「肯定的変化」という視点
から明らかにするものであった。遺族自身の語りによる調査では調査協力を得るに至るまで
の困難さがあり、限られた事例数であること、また３名全員が「分ち合いの会」の参加経験
者であること、さらに調査時点で当事者支援活動に従事していることなどから、今回の調査
結果を一般化することはできない。調査協力を求めるにあたっては「語りが可能な状況にあ
ること」が前提となるため、それ自体がある種のバイアスとなることは否めないが、今後は
できる限り特定のバイアスを軽減することに努め、多様な背景を持つ遺族の方への調査の蓄
積が必要である。
また、今回の結果では、他の遺族（病死や事故による死別）との共通性、および非共通性
を実証することはできないため、今後は対照群の設定を検討し、他の遺族との比較が可能な
調査を課題としたい。

－脚注－
注１ 「自死遺族全国キャラバン」とは、自死遺族支援をテーマにして全国でシンポジウムを開催
するプロジェクト。民間支援団体の代表者数名が実行委員を立上げ、内閣府からの後援と、
日本財団からの協賛を受けて実施された。
注 2 「ナラティヴ・アプローチ」とは、現実は社会的言語的に構成されるという社会構成主義の
考え方を前提とし、ナラティヴ（語り・物語）という形式を手がかりにして何らかの現実に
接近していく方法をさす。：野口裕二編（2009）『ナラティヴ・アプローチ』勁草書房
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自死遺族における死別経験後の成長

Posttraumatic Growth after Bereavement
in Survivors of Suicide
─ An interview study of bereaved family members
who committed suicide ─
KOJAKU, Haruko
The aim of this study is to clarify the growth after bereavement of suicide survivors and
the factors that may contribute to the positive change, so that we can find better way to
support suicide survivors. Interviews were conducted targeting three suicide survivors
and analyzed the results. Seven categories,“relation to others”
,“social contribution”
,“new
possibilities”,“change of recognition about the suicide”,“change of thought toward the
deceased”,“appreciation of life”, and“personal growth”were extracted from the
interviews as positive elements in the long-term growth after bereavement.
In addition, the factors that may contribute to the positive change were categorized as：
“disadvantageous situation”,“support for suicide survivors（social support）”,“social
support activities by the survivors”and“social context”. Particularly, self-help groups of
suicide survivors benefitted the survivors in a most positive way, and the“social support
activity by the survivors”was regarded as an outcome of their growth, forming a cycle to
encourage their further growth.
As a result, in order to support the suicide survivors, the following five points shall be
considered: First, having respect for the personal strength and potential abilities of the
suicide survivors. Second, giving adequate information on self-help groups and improving
their functions as an option of the social supports for the suicide survivors. Third,
expanding“suicide bereaved support community”and enhancing the network within the
community. Fourth, backing up peer support activities by the suicide survivors. Fifth,
promoting initiatives on the comprehensive suicide prevention continuously.
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