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 アパリ藤岡研究センター開設から３年。 

財源難のために荒れていく一方だった施設の植え込みを、たった一

人で甦らせた男がいる。 

左腕欠損という障害をものともせず、薬物依存からの回復の道のり

を突き進む初老の男。アノニマス・ネームは「ジイ」。 

北海道の矯正施設を出所した「ジイ」は昨秋、職員に教えられた住

所だけを頼りに、ふらりとアパリへやってきた。 

腕利きの庭師として波乱の時代を生き抜いてきた彼は、ときに人生

の先輩として、ときに若い仲間に助けられながら、仲間に囲まれて心

温まる回復の日々を送っている。 
 
＜NPO法人アジア太平洋地域アディクション研究所（アパリ）では、刑務所や少年院
での矯正処遇を終えた仲間たちの回復プログラムにも取り組んでいます。プログラム

紹介は4ページ、体験談は20ページに掲載しています。＞ 
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 にんげん再生。 

フェローシップ・ニュース 

アジア太平洋地域 

アディクション研究所 

APARIの 

フェローシップへ 

ようこそ！  
 

 APARIとはアジア太平洋地

域アディクション研究所

（Asia-Pacific Addiction 

Research Institute）の略

称です。 

 

 全国のD.A.R.CやM.A.C.の

各施設、教育・医療・司法

関係者と連携しながら、依

存症から回復しようとする

仲間たちの手助けをしてい

るシンクタンクです。 

▲手製の盆栽を手入れするジイ。施設の植物が彼の手で全て生き返った（2003年1月） 

「回復とジェンダー」 緊急対談 上岡陽江＆信田さよ子 6ページ～ 



 奇跡の出会い －闇を光に－ 
                           アパリ監事・弁護士 奥田 保  

 
１ 近藤恒夫さんとの出会いとその後 
 

私は現在、弁護士としてアパリの監事およびダルクの協力

弁護団長を務めております。 

薬物依存症の回復施設ダルク創設者の近藤恒夫さんにお会

いしたのは、１９８０年１１月初め、札幌地方裁判所の第１

６号法廷でした。当時の彼は覚せい剤取締法違反で起訴され

た被告人で、私はその担当裁判官を務めておりました。 

裁判官は、年間２００件ほどの刑事事件を裁決します。そ

の３０％は薬物事件です。年間におよそ６０～７０件の薬物

事件を扱うことになります。 

法廷では、被告人のほぼ全員が、自分の犯した犯罪に対す

る反省の弁を述べるものです。近藤さんはしかし、他の被告

人とは明らかに異なる態度で法廷に立ちました。 

「私は、覚せい剤をやめるために今日までさまざまな努力

をしてきましたが、すべて無駄でした。もう、疲れました。

私の希望は刑務所に入ることです。どうか、判決は実刑にし

て、私を刑務所に収監して下さい」 

被告人が現在の気持ちを裁判官に述べる最終陳述の場で、

裁判官席の私に向かって近藤さんは、そう告白したのです。 

この最終陳述を聞いた私は、正直驚きました。 

しかし同時に、私の胸にはある種の予感のようなものが過

ぎったのです。 

「もしかしたら、この人なら大丈夫かもしれない・・・」 

人間というものは、トコトン落ちて底を見れば、あとは這

い上がるしかありません。自分の“無力”を認めた近藤さん

に、この世での魂の生まれかわりの可能性のようなものを、

私は抱いたのかも知れません。 

１９８０年１１月２６日の午後１時１５分、近藤被告人（

当時）に「懲役１年２カ月、執行猶予４年、保護観察付き」

の判決を私は言い渡しました。 

 

その４年後、東京高等裁判所に転任になっていた私に、札

幌地裁経由で近藤さんから手紙が届きました。近藤さんが、

薬物依存者の回復支援活動を始めたという内容でした。 

「本日で執行猶予が切れます。今日までクリーンで過ごす

ことができました。これからは自分のことだけを考えず、人

々のために尽くします。」 

裁判官にとって、このような手紙をもらうことほどうれし

いことはありません。早速、札幌にいる近藤さん宛てに次の

ような手紙を書きました。 

「クリーンで過ごせてよかった。人々のために尽くしたい

との決意ですが、その意思を継続して頑張ってください。私

も応援します。」 

２カ月後、仕事で東京に来ていた近藤さんから再び、手紙

が届きました。ＮＡ（薬物依存者の自助グループ）の第１回

セミナーの案内状でした。覚せい剤やシンナー、睡眠薬、そ

の他の薬物により生活が困難になった薬物依存者たちが、ど

のように回復の道を歩むか。その内容に、現職の裁判官とし

て強い関心を抱いたのは事実です。しかし、出席するかどう

かについては、深く逡巡しました。 

（万が一にもセミナーの会場で、トラブルに巻き込まれて

しまったら・・・） 

東京・高田馬場で行われた第１回ＮＡセミナーに出席した

私は、そんな心配が杞憂に過ぎなかったことを知りました。

法廷という限られた場所から人々を眺めてきた私の方が、仲

間と共に元気に回復の道を進んでいる依存者たちの表情から

温かい励ましのエールを贈られたように感じました。 

その後、１９８５年に近藤さんらによって、薬物依存のリ

ハビリ施設・ダルクが設立されます。８９年の暮れには東京

代々木の青少年総合センターで第１回のダルク・フォーラム

が開催され、応援のために私も会場に足を運ぶようになりま

した。２回目のフォーラムのとき、近藤さんと一緒に昼食を

食べていた私に、心配そうな顔をした彼がこう言いました。 

「先生が僕たちのためにグループに入り、フォーラムに出

席してくださることで咎められ、万が一、裁判官を辞められ

るようなことがあったら…、そのときは僕が骨を拾います」 
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 奥田保（おくだ・たもつ） 

  1939年香川県生まれ。61年早大学法学部在学中 
  に司法試験合格。62年同大卒。地検検事、 
  地裁・高裁判事などを歴任後、 

  92年、依願退官し弁護士登録（東京弁護士会） 
 

 奥田総合法律事務所 

  〒160-0022   新宿区新宿1-20-14サンモール第8-601 
  電話 03-3357-7781 
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この近藤さんの一言に、私は立場を超えて、ひとりの人間

として生涯彼を支えていこうという思いを新たにしました。 

近藤さん自身、ダルクの入寮者に包丁を突きつけられるよ

うな危ない体験をしています。彼自身がまさに捨て身の道を

歩んでいるわけですから、私も彼に対して“立場”にこだわ

った付き合いをしてはいけないのだと自分に誓いました。 

 

世間の認識とは違い、薬物依存に陥っている人は孤独犯、

絶望犯です。彼らの多くは繊細で傷つきやすいこころの持ち

主で、人間関係で深く傷を負った果てに薬物に手を出し、依

存してしまうのです。 

ダルクでは薬物依存を“寂しさの病気”であると考え、自

助グループにおけるミーティングをプログラムの中心に置い

ています。そこでは、薬物依存の仲間たちが孤独な心を分か

ち合うため、回復者スタッフたちが自らも傷つきながら、命

がけで仲間の手助けに取り組んでいる。実際、ダルクの活動

は薬物依存からの回復に多大な業績を上げ、医療関係者や法

曹界の間でも注目を集めています。 

１９９５年には近藤さんが東京弁護士会人権賞を受賞し、

ダルクの活動が全国の弁護士に知られるようになりました。

２００１年には、それまで社会的に報われているとはとても

言い難かった近藤さんの活動が、吉川英治文化賞受賞へとつ

ながりました。私の事務所にも「アパリやダルクを紹介して

ください」という電話がかかってきます。アパリやダルクの

活動がさらに多くの人々に理解されていくのはたいへんうれ

しいことです。 

 

 

２ 自助（セルフ・ヘルプ）ということ 
 

薬物を止めさせるための処遇を強制するばかりではなく、

薬物依存から回復しようという意識が依存者に芽生え、それ

を育てていける環境を整えるための支援も重要ではないかと

思います。 

薬物依存からの回復に何よりも必要なのは、自ら回復しよ

うとする「自助の精神」です。回復の道のりを進んでいる「

先行く仲間」が、今日一日クスリを止めてみようと決意した

「新しく来た仲間」の手助けをする。 

アパリ、ダルクが行っているのは、まさにこの「自助の精

神」を支援していこうとするプログラムなのです。 

 

 

３ アパリの保釈プログラムについて 
 

薬物事犯者を刑務所に入れることしかできなかった刑事裁

判が最近、変わりつつあります。2000年7月にアパリが始めた
「保釈中の被告人に対する薬物研修プログラム」は、ＮＰＯ

が現行法の枠内で、薬物事犯者に薬物からの離脱研修を行う

道を開きました。初犯者にしか保釈許可が為されないだろう

と当初は予測していましたが、再犯者に対しても、群馬県藤

岡市のアパリ藤岡研究センターに居住することを条件とした

保釈許可決定が出るようになってきました。 

アパリで保釈プログラムを受講することを条件に、注目す

べき保釈許可を裁判所から次々に頂いています。最近のケー

スとしては、ひとつは平成１４年１２月下旬、東京地裁のケ

ースが挙げられます。執行猶予中の大麻取締法違反の再犯者

に対するものでした。この保釈決定に対する検察官の準抗告

を東京地裁は却下しました。被告人は現在、藤岡で保釈中の

薬物研修プログラムを受講中です。もうひとつは横浜地裁の

ケースです。平成１４年春に覚せい剤取締法違反で執行猶予

判決を言い渡されたばかりの再犯の被告人に対し、平成１５

年１月中旬、やはりアパリで保釈プログラムを受講すること

を条件とした保釈決定が出されました。第一回公判後の保釈

許可決定であったので、検察官が東京高裁に抗告しました。

間もなく判決が言い渡されるこの時期に薬物研修プログラム

を受講する必要はないという理由で、保釈許可は取り消され

てしまいましたが、保釈期間中に行う薬物再犯防止研修の必

要性が認知されたこの二つのケースは、大きな進歩だと言え

るでしょう。 

NPO法人アパリの保釈プログラムはこのように、裁判所か
らも着実に評価されてきています。薬物事犯者に対して積極

的に、より回復に向けた猶予制度（ダイバージョン）を実施

していくことが、薬物依存者本人にとっても、過剰拘禁問題

をかかえた現在の刑務所にとっても有効な対策になりうると

思います。薬物乱用を非犯罪化して放任するのではなく、治

療につなげることが求められているのです。 

 

 

４ ドラッグ・コート 
 

アパリ事務局長の尾田真言氏らが昨年、ホノルル、サンフ

ランシスコ、ニューヨーク、マイアミのドラッグ・コートの

視察に行ってきたという報告を受けました。日本ではなじみ

の薄い薬物事犯専門の裁判制度の話を聞くことができたので

紹介したいと思います。 

ドラッグ・コートは薬物事犯者の急増と、刑務所の過剰拘

禁に苦しんでいたフロリダ州のマイアミで１９８９年に始め

られた裁判制度で、現在ではアメリカ全州で、計画中のもの

も含めて約１３００箇所の裁判所で実現されています。ドラ

ッグ・コートでは、裁判官が薬物事犯者を刑務所に入れない

代わりに治療プログラムを受けさせ、その成り行きを最初か

ら最後まで見守る制度になっています。１～２年かけて無事

にプログラムを修了した被告人に対して裁判官は公訴棄却の

決定を下し、手続きが打ち切られ、州によっては逮捕歴が抹

消されたりもします。ドラッグ・コートの卒業時には裁判官

が法壇を降りて被告人と抱擁したりするそうです。 

現役の裁判官時代にドラッグ・コート制度が創設されてい

たなら、私にとってどんなによかったことでしょう。これこ

そ、日本の司法制度の中で私がやりたかった裁判手法だから

です。執行猶予判決を言い渡した被告人を励ますために、法

壇を降りて握手したいと思ったことが私には何度もありまし

た。しかし、高い壇の上に裁判官が座る日本の裁判所の構造

からいっても、それは困難でした。薬物事犯の被告人と接す

るのは、わずか１～２回の短い公判中、壇の上の人にとどま

っている間だけでした。被告人の更生を最後まで見届けるこ

とができず、隔靴掻痒の感をいつも拭えませんでした。 

近い将来、日本の法廷にドラッグ・コートのような制度が

創設され、薬物依存者を罰するだけではなく回復させる方向

に司法制度が変革されていくことを期待しています。そうな

ったときの私は、もう一度、裁判官に戻りたいと思うことで

しょう。 

最後に、これからも立場を超えて、真摯な姿勢でアパリ、

ダルクに向き合い、ともに歩んでくれる仲間たちの輪が広が

っていくことを願ってやみません。 



アパリの支援プログラム――司法編 
                           アパリ事務局長 尾田真言 

 １ 薬物依存をめぐる諸問題に対応したプログラムの提供 

 

ＮＰＯ法人アパリは、藤岡研究センター内にあるアウェイ

クニングハウスにおいて薬物依存症のリハビリ施設を運営し

ており、そこでは自助グループによるミーティングを中心と

した薬物依存症からの回復プログラムを提供している。一方

東京本部では、本稿で詳述する刑事司法手続全般における支

援活動の他にも、フェローシップ・ニュース、各種教材等の

発行、講演活動等による啓発活動、家族会の開催（祝祭日に

関わりなく第一、第三月曜日の午後６時半から９時）、各種

相談業務（面談、電話相談）等を実施している。さらに、フ

ァミリー・センター沖縄においては、精神科医の西村直之理

事が薬物防止教材の開発等に従事している。その目指すとこ

ろは、薬物依存で苦しんでいる本人およびその家族、関係者

を支援することにある(アパリ定款3条)。したがって第二号（

平成１５年１月１日発行）で紹介した「保釈中の刑事被告人

に対する薬物研修プログラム」はアパリの提供するプログラ

ムの一つに過ぎず、司法との関わりばかりでなく医療との関

わりにおいても、薬物依存症者のからの退院時の受け入れ、

病院からの外泊時の短期間のショート・ステイ先としても機

能するなど、幅広く多様なニーズに対応している。そうした

中で本稿は、特に司法との関わりにおいて、アパリの薬物事

犯者に対する支援が現実にどのように為されているのか、ま

た、将来的にどのように対応可能であるのかという点ついて

検討・紹介するものである。 

 

 ２ 刑事司法手続中の薬物事犯者に対するアパリの支援 

 

刑事司法手続とは警察による犯罪捜査に始まり、検察官の

起訴、裁判所における裁判、刑務所における懲役刑の執行、

仮釈放後の保護観察、満期釈放後の緊急更生保護等の一連の

手続をいう。そのいずれの段階にあっても、アパリは薬物依

存者およびその家族や弁護人のニーズにケース・バイ・ケー

スで柔軟かつ迅速な対応が可能である。現時点で対応が為さ

れていない側面があったとしても、できるだけそのニーズに

対応すべく、関連諸機関と協働していく所存である。 

 

下図の「刑事司法手続におけるアパリの支援活動」は刑事

司法手続の各段階でアパリがどのようなプログラムを提供し

ているのかを示すものである。 

 

①逮捕・勾留される以前の段階 

子どもが薬物を乱用しているらしいのだがどうしたらよい

かという相談を受けることが良くある。逮捕前の段階だと、

乱用者本人からの相談はほとんどない。あったとしても電話

によって匿名でなされるケースが多い。家族の場合には、ア

パリ事務局長の筆者が日本ダルク事務局長の和高優紀さんと

共同で開いている毎週第１、第３月曜日(祝日も開催)の18:30

～21:00に開いている家族会に出席するように紹介する。もち

ろん、子どもが薬物を使っているらしいとの相談を受けた場

合に、捜査機関へ通報したりすることはない。警察など、公

的な相談機関への相談件数が少ないのは、相談したら子ども

が逮捕されると思っている人が多いからである。 

ところで、警察庁の外郭団体である社会安全研究財団が199

9年に発表した推計値（16歳以上の男女1516人が回答した結果

の分析）によると、日本全国で約220万人の覚せい剤乱用者が

いるとのことである。このことから、逮捕される乱用者は氷

山の一角にすぎないことがわかる。 

極めて稀なケースだが、「交通検問で挙動不審だったため

任意に尿を採られてしまったが、まちがいなく陽性反応が出

ると思う。逮捕された後のことを相談したい。」ということ

で来所してきた薬物事犯者本人の相談を受けたこともある。

覚せい剤事犯の初犯者の場合、大量に所持、取引した証拠が

ない限り、ほぼまちがいなく執行猶予判決が出るが、仕事の

関係や、大学生などで試験を受ける必要があるといった事情

で、一刻も早く身柄拘束後に保釈をとる必要のある人がいた

り、親を心配させたくないので親に知られることなく裁判を

終わらせたいと考えて、逮捕前から弁護人と相談しておいて

逮捕時に備えようとする人がいたりする。アパリではこうし

たケースでも快く対応してくれる弁護士を紹介している。 

ただし、現行の刑事訴訟法の公訴時効期間が覚せい剤の自

己使用事犯の場合７年であることから(刑訴法250条3号)、尿

検査で陽性の反応さえ出ていれば、警察はすぐに被疑者を逮

捕する必要はなく、取締月間に合わせたのか、単に留置場が

混んでいたためなのかはわからないが、採尿後、半年以上た

ってから逮捕されたケースもあるし、２年経過してもいまだ

野放しにされているケースもある。 

 

②起訴の前後の段階 

この時点におけるアパリへの接触は、手紙によって逮捕・

勾留されている本人からなされたり、本人の家族または知人

等からなされたりする。交通費実費＋日当の支払を条件に、

日本全国どこへでも留置所や拘置所へ面会に出向いている。

これは余談だが、南太平洋の某小国で勾留中の被告人の家族

から、アパリ藤岡への入寮の可能性の打診を受けたこともあ

った。諸般の事情が許されれば、こうした人たちも受け入れ

たいと思う。 

 

③保釈中の刑事被告人に対する薬物研修プログラム 

  （詳細はフェローシップ・ニュース 第二号参照） 

藤岡での引き受け、プログラム受講状況の報告書の作成、

Page 4 FELLOWSHIP NEWS 

逮
捕
・
勾
留 

保 

釈 執
行
猶
予 

実 

刑 

起 
 

訴 

 

裁 

判 

④ 

仮
釈
放 

① 

② 

ア パ リ 

⑥ 

⑤ ⑦ ③ ⑧ 

満
期
釈
放 

刑事司法手続におけるアパリの支援活動 



Page 5 第三号 

身元引受書の提出等を行っている。 

 

④刑事裁判支援（情状証人出廷、贖罪寄付等の受け入れ、                  

身元引受、入寮の予約） 

アパリが社会復帰後のアウェイクニングハウスへの入寮を

確約し、実際に一定期間の入寮費の前払を受けて、その入寮

契約書、領収書の写しが証拠採用された覚せい剤の自己使用

事犯（執行猶予中の再犯）について興味深い裁判例がある（

横浜地判平成15年1月30日・判例集未登載）。本件が自首事案

であったこととも関係するであろうが、求刑２年に対して、

懲役10月未決算入60日が言い渡され、なんと執行刑期が求刑

の３分の１にまで下げられている。単なるリハビリ施設への

入寮についての口約束ではなく、実際に本人とアパリ職員が

面会を重ね、十分な意思確認をした上で、家族、弁護人の協

力を得て入寮契約及び身元引受契約が締結され、それが裁判

所に評価された事案であった。 

アパリが入寮予約契約時に６箇月ないし、１年分の入寮費

を前払で受領している理由は、かつて検察庁から公判中の被

告人について、「被告人が出所後アパリに入寮すると言って

いるが、入寮費としていくら受け取っているのか」という問

い合わせを受けたときに、「まだ２～３年先の話だから入寮

費は受け取っていない」旨の回答をしたら、「それでは単な

る口約束だということでいいですね」と言われた経験がある

からである。 

次に、贖罪寄付についてであるが、ひとたびは薬物依存者

を作り出す立場にあった営利目的の薬物事犯者が、自らの行

為を悔い改めて、少しでも薬物依存で苦しんでいる人たちの

手助けをしたい、あるいは、若い人たちが万が一にも薬物に

手を出さないように、中学校、高等学校などに薬物乱用防止

教材を寄付したいということで、受け入れるケースがある。

また、自己使用事犯者の場合でも、犯した罪の責任を取るた

めに、贖罪寄付をするケースも多い。営利目的の麻薬密輸罪

・関税法違反事件で、求刑５年に対し、第一審で懲役3年6月

を言い渡された被告人が、第一審判決言い渡し後約１年間に

わたってアパリ等へ1500万円相等の贖罪活動を続けた結果、

第二審で懲役2年6月に刑が減軽された裁判例がある。また、

自己使用事犯でも、アパリへの贖罪寄付が量刑上、有利な情

状として評価された裁判例はいくつもある。アパリでは、単

に金銭の受け入れをするばかりでなく、関連機関へ薬物防止

教材を寄付する作業を代行したりして、積極的な情状弁護に

協力している。 

 

⑤執行猶予直後からのアウェイクニングハウスへの入寮 

最近は、保釈プログラムでアウェイクニングハウスにやっ

てきた被告人が、執行猶予判決が言い渡されたその日から、

今度は通常の入寮に切り替わるケースが増えてきた。自らが

薬物依存症であることを自覚した人が、もう少し自分の治療

のために入寮を継続しようと決意する場合である。また、保

釈プログラム受講中に保護観察付の執行猶予判決が言い渡さ

れると、判決の翌日には、群馬県高崎市にある保護観察所に

出頭することを求められ、制限住居の変更が許可されるまで

の間は、アウェイクニングハウスを居住地として保護観察を

受けることになる。 

 

⑥受刑中の身元引受（手紙のやりとり、面会） 

受刑中の通信は非常に厳しく制約されており、原則として

親族しか手紙のやりとりをしたり、面会したりできない(監獄

法45条2項)。しかし、私は、現在複数の受刑者の身元引受人

となっている。東京保護観察所の担当保護観察官とのとりき

めで、私が身元引受人として受刑者との連絡を取り続け、仮

釈放の直前に、しかるべき薬物依存リハビリ施設の施設長（

現在はアパリ藤岡研究センター施設長）に身元引受人をバト

ンタッチすることになっている。また、最初から藤岡の施設

長が身元引受をしている人もいる。現に、私は手紙のやりと

りはもちろん、実際に面会している。刑務所の中では雑居拘

禁がほとんどで、真剣に薬物を止めたいという話をしたり、

アパリのパンフレットを見たりすることが、刑務所内でまわ

りから好奇の目で見られるなどして困難だったという話を受

刑者や出所者からよく聞く。 

 

⑦仮釈放後の受け入れ 

アパリ職員が身元引受人になると、仮釈放の通知は受刑者

の家族に対してではなく施設長に対して為される。仮釈放中

は保護観察に付せられるので(犯罪者予防更生法33条1項3号)

そうすると藤岡のアウェイクニングハウスが必然的に仮釈放

期間中の制限住居となる。従来は、再入受刑者の仮釈放期間

はほとんどゼロか非常に短期間であったが、薬物依存のリハ

ビリ施設が受け入れ先になっていると、かなり長期の仮釈放

がつくことがある。 

 

⑧満期出所後の受け入れ 

満期出所者の受け入れは、法律上の制約がないので通常の

入寮と同じ手続になる。アウェイクニングハウスは、薬を止

めようとしている人で、月額16万円の入寮費を支払える人な

ら誰でも入寮できる男性専用の入寮型リハビリ施設である。 

料金表 

アパリ会費………正会員年１万２０００円、賛助会員年６０００円 

        原則として薬物依存者本人の相談料は無料。 

        来所相談はアパリ会員にかぎり無料。 

家族会参加費……１人１回３０００円 

出張経費…………２万円～５万円 

        留置所、拘置所、裁判所（情状証人、傍聴）に出向  

        いての面会、情状証人としての出廷等 

        （各種必要書類の作成費用を含む） 

交通費……………東京近辺以外へ出張の場合実費 

入寮費……………１か月16万円 
        （ただし、１日1000円、月に１度5000円生活用品代 
        として本人に手渡すため実質12万5000円）。 
        生活保護受給者の場合には16万円に満たない 
        場合でも保護費全額で受け入れ可能 

保釈プログラム受講費……30日間まで一律32万円(前払)、 
            その後は１日5000円。 

△尾田真言（おだ・まこと）左から３人目。2002年8月サンフラ     
ンシスコのドラッグ・コートにて、ハロルド・Ｅ・カーン判事と

ともに。アパリ事務局長、中央大学兼任講師（専攻・刑事政策） 



フェローシップ対談 

  回復とジェンダー (前編） 
 

   上岡陽江さん（東京ダルク女性ハウス代表）＆ 信田さよ子さん（原宿カウンセリングセンター所長） 
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上岡  12日にさ、仲間が死んだのよ。 

信田  聞いた、聞いた。 

上岡  それがねぇ、ちょっと、つらくってさ。 

信田  方々で聞いたわよ。古くからの、愛されていた仲間だっ  

たってね。 

上岡  うん。でさ、そういうことがあると、みんな、動揺し

ちゃうから。東京は今、みんな動揺しちゃって、いろいろトラブ

ルがあってね。その処理に追われちゃって、自分が悲しめなくっ

てさ。ちょっと今日はしんどいなって。 

信田  そう。 

上岡  みんな不安がっちゃってね。女の子はちょっと大変なの

よ。女性ってすごく影響されやすいんだよね。 

信田  ふーん。 

上岡  ダルク女性ハウスをやっているでしょう？ある時、5人

入寮しててさ、1人、自殺企図がある女の子がいたの。小さい頃

にその子、虐待を受けたのね。ホームレスの人に連れ去られたこ

とがあった。それがＰＴＳＤになっていて、自分はいつか連れ去

られるんだっていう不安念慮が残っているんだよね。それで、連

れ去られるっていう怯えがすぐに出てきちゃうの。ある日彼女、

すごく状態が悪くなって、そしたら入寮していた5人全員がさ、

「東南アジアの人さらいが来る」ってなっちゃったの。ハウスの

一つの部屋の中に閉じこもって「ハルエさん、人買いが来る」っ

ていうわけよ。 

信田  ふーん。 

上岡  そうするとさ、幻聴も出たことなければ妄想も出たこと

ない、そんな長いことクスリ使っていない子までが、一緒になっ

ちゃうの。全員でそうなっちゃって、私がね、症状の軽い子に

「あんたはそんなことないでしょ。使ったって妄想も幻聴もない

のに、本当に聞こえてんの？」って言うと「うう……う

う……」って言って「それは聞こえてません……」とか「来ませ

ん……」とかさ。 

信田  その残りの4人に被虐待経験ってないの？ 

上岡  ある人もいるよ。 

信田  それも関係あると思うわよ、私。 

上岡  要するにさ、女の人同士が一つのところで一緒に暮らし

てたりすると、みんなが持っている過去の虐待ＰＴＳＤみたいの

で、めいめいがすごく共鳴しちゃうのね。 

信田  それはあるかもね。 

 

  ▽回復の男女差 

 

上岡  だからさ、男の子のダルク入寮者なんかだとさ、クリー

ン生活一年くらいでスタッフ見習いとかできるんだけど、女の子

は3年くらいたっても、出来ないんだよ。だってさ、ものすごく

こわいもの。 

信田  男の被虐待経験がある人と、女の被虐待経験のある人

と、どこが違うんだろうねぇ。 

上岡  私も考えてたのよ、それ。男の入寮者で、被虐待経験が

あってスタッフになったとするでしょ。するとね、どうやって暴

力を抑えるかっていう話になるのよ。 

信田  自分の？ 

上岡  そう。いかに攻撃性を抑えるかっていう話になってくる

の。 

信田  男の被虐待経験のある人は、自ら暴力の加害者になって

いく。女の人は、加害者になるというよりも、虐待の記憶という

か、残像というか、そういうものにずっとおびえ続ける。する

と、女はずっと被害者のままになるんですかね？ 

上岡  そういう傾向あると思わない？ 

信田  どうなんだろう。すごく高尚な話よね、これ。そのこと

とアディクションって深い関係があると思う。とくに薬物って、

アルコールと違って純粋じゃない？作用が、非常に。なぜ薬物に

向かうかっていうのがわかりやすいし。アルコールみたいに

「だってみんな飲んでいるじゃないか」なんて言い訳が出来ない

分だけ、その理由がよりはっきりしているでしょ？被虐待経験

と、薬物使用というのはすごく明快につながっているよね。 

上岡  うん。・・・それで、やっぱりさ、被虐待経験を持った

人を回復プログラムにつなげるのが、一番難しい。いろんな症状

がどうしても、出てきちゃうもんね。 

信田  アルコールの自助グループではＡＣっていう言葉がなか

なか広がらなかったんですよ。すごく時間が掛かった。それは

ね、加害者だから。ＤＶなんて、いまだに入らないですよ、ＡＡ

とか断酒会には。ところがＮＡとなるとさ、やっぱりＡＣとかＤ

Ｖっていう言葉が一気にパーッと入っていくのよ。それがすごい

と思うのよね。 

上岡  反対に言うと、女性ハウスの若い女の子たちは、アル

コールの施設ミーティングに行くと、パニックになって帰ってく

る。自分の父親と同じような人たちが目の前にいて……。 

信田  あぁ……。 

上岡  やめたくもないのに来ている人たちの言葉って、ある

じゃない。「もう飲みません」とか「娘に迷惑かけました」とか

ね。そういうのに敏感に反応しちゃう。居ても立ってもいられな

くなっちゃうの。自分の父親にそういう問題があった子は、マッ

クとか行くと、本当に30分で電話かけてきて「帰る。もう耐えら

れない、あんなの……もう、嫌」っていうのがよくあることなん

だよね。アルコールの人たちがＡＣやＤＶっていう概念を受け入

れるのは苦しいだろうね。薬物のミーティングにはやっぱり入る

よ。 

信田  そうだよねえ。 

上岡  東京ダルクで2年前に「怒りのコントロール」をテーマ

にセミナーをやったことがあってね。その頃私、その問題をすご

く考えていて。男の仲間たちがどういう風に回復していくかって
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いうのに興味があったの。女性の仲間だったら例えば「自分の感

覚を信じられるようになる」とか「我がままになれる」「自分を

とりあえず中心に考えて生活できるようになる」「イエス・ノー

が言えるようになる」とかさ、「自分」みたいなものがこう、出

来てくるでしょ？その、真ん中の核がでてくるのを待つわけさ。

女性が依存症から回復していくってのは「生きていてもいいん

だ」っていうね、「私、生きていていいの？」っていう問いに対

する答えが育ってくるのを、おびえとか不安とか、色んなトラブ

ル起こす中で、そばにいながら育ってくるのを待つんだけど。男

の仲間はさ、「僕、生きていていいんでしょうか？」みたいなの

を、とりあえずペンディングする。ダルクの中でも、男の仲間た

ちって、割と早い段階で外側のなにかを作っていくのね。 

信田  早い段階で、外側から作っていくの？ 

上岡  そう。男の子のスタッフなんかよくいうけどさ、男の仲

間たちって上下があるっていうの。要するに年齢が上の人、自分

の横並びの人、あるいは暴力性っていう側面もあるのかもしれな

い。「力関係」みたいな中で、男の子ってパッと入らない？だっ

て見てると、みんなそうなんだもん。ダルクの若いスタッフって

20代後半くらいでスタッフになっちゃうと、例えば自分より3つ

年上の人にはもう、言いたいことが言えない、とか、いうわけ。

あるいは、そのことに常に反発し続けるか、ね。 

信田  ふうーん……。 

上岡  なんとなく自分と同じ、あるいは、下だったら「こうし

ろ」って言えるのが、言い淀む、みたいなさ。 

信田  ふん、ふん。 

上岡  どうもダルクの男の子たちみるとさ、上下・左右からみ

て自分の居場所はどこかっていう確認が早い時期に出来そうなの

ね。すると一応、自助グループや施設の中も含めて、自分の上

下・左右みて「自分の居場所はここ」っていうのを見つけられ

る。女のメンバーは、「私は、生きていてもいいの？」「生きて

いてもいいの？」っていうクエスチョンの連続だから。「生きて

いていいんだよ」っていうことを、絶えず絶えず、言っていかな

きゃいけない。 

司会  なるほど。それ、すごく面白いですね。今日のテーマ

は、ジェンダーの話題になると思っていました。社会的に男には

何が期待され、女には何が期待されるかっていう、社会期待によ

る役割のことをジェンダーというわけですが、アディクションの

回復支援の現場ではやはり、性差の問題が色濃く出てくるのです

ね。 

信田  私は今日、性虐待の話をできたらいいなって思ったわけ

だけれども、最初から出たわね。ハルエさんの今の話を聞いて

思ったのは、女性はやっぱり、虐待によってパワーを奪われる一

方である、ということね。パワーを奪われた人が、唯一クスリを

使うことによってその……、なんていうか、架空の自己とか、仮

想現実的なパワーを束の間、手に入れるというね。そういうの

は、あるわね。アルコールもそうよ。いまはもうほとんど死に絶

えましたけど、昔のアルコール臨床の世界には一次的アルコール

依存症、二次的アルコール依存症っていう言葉があったの。一次

的ってのは、社会の習慣に従って飲んでいたらいつのまにかアル

コール依存症になっちゃたってオジサン。俺が悪いんじゃねぇ、

社会が悪いんだっていう人たち。二次的アルコール依存症は、不

眠とか鬱とか、営業するのにシラフじゃできないとかっていう、

なんらかの内的な動機によるアルコール依存症のことをいったん

です。そういう分類で行くと、ほとんど女性は二次的なアルコー

ル依存症なわけですね。その分類に当てはめて考えると、薬物っ

て全部、二次的なんですよ。だって一次的はありえないでしょ。

それはある意味で確信犯的に社会規範から離脱しているわけで

あって、みんな二次的なの。で、その、二次的な中にもやっぱ

り、男女差が明確にあるっていうことですよね。 

上岡  うん。 

信田  つまり男の人だって、さまざまにパワーを奪われてはい

るんだけど……。でも、女に対してはパワーがあるよね、男って

いうだけで。 

司会  そうですね。 

信田  さらにね、男だけでつくったパワーのヒエラルキーって

のがあるから。そこにもぐりこめば楽なの。その一番端的なのは

やくざ。暴力団ね。薬物依存の人だとか、虐待された人だとかが

すぐに暴力団へ行くっていうのは、やっぱりそれが一番居場所を

見つけやすいからでしょうね。 

上岡  そうそう。 

信田  でも私、ダルクの中でも、男の人ってやっぱりそういう

のあるって聞いて、ショック（笑） 

上岡  ふふふ……。それは仕方ないわよ。居場所探しはするわ

よ。 

信田  それは、ハルエさんならではの観察ねぇ……。 

上岡  でもね、さっきの……女の子はね、「私生きていていい

の？」というところから支えていかないと、クリーンとか回復が

 △上岡 陽江（かみおか・はるえ）さん。ＮＰＯ法人ダルク女 

  性ハウス代表。薬物・アルコール依存症からの回復者。仲間 

  とともに女性のための薬物依存回復施設を運営して１３年に 

  なる。子育てに悩む一児の母。 
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望めないっていうのは、そうねえ……。最大の男女差だわね。 

司会  それはやっぱり自尊心が奪われて、育っていないという

ことなんですか？  

信田  自尊心っていうかね。そもそも、否定されまくりってい

うか、存在を否定され続けてしまっているわけだからね。自尊

心っていう以前の問題なんですよ。一般的に解釈される自尊心と

はもっと違う……根源的なものなのよね。 

上岡  そう。根源的なものね。 

司会  自分を肯定できず、感情が両極的になっちゃって、怒り

が出たり自責が出たりという、そんなレベル以前？ 

信田  それ以前なのよ。 

司会  というと……相手の望むがままのことしか、出来なく

なってしまう？ 

信田  そうね。 

司会  それが、自分が貶められているんだとか、虐待の結果な

んだっていう、そこまでの意識なんか全くのぼらない……？ 

上岡  危ないから。そんなこと考えたら、殴られちゃうもの。 

司会  ふう……ん。 

上岡  意識にのぼらせたら、殴られちゃう。 

司会  その、何にもないところから、自分が自分としてあって

いいんだという段階まで、核が育っていくというわけですね。 

上岡  そうそう、そう……。 

信田  だから……虐待された人に性的なね、風俗で働いたり援

助交際なんかが多いのはさ、一番確実に肯定されるでしょ、性的

なことが。どんな人だって、自分が性的対象になれば多分、どの

男も嫌がることはないじゃないですか。 

上岡  薬物依存症以外の人でもそうだけど、例えば、援助交際

が止まらないっていう人の話を聞いてみるとさ、みんな寝るまで

の男はすごく褒めてくれたり、いろんなことを言ってくれて、そ

れまでの間はいいんだって。 

信田  ハルエさんと以前、何かで話したときにね、「親ですら

褒めてくれないのに、見も知らない人が褒めてくれる」って。こ

れが、体を売ったりするときの動機なんじゃないかって言ってい

たでしょう。すっごい印象に残っているの。 

上岡  寂しさ、なのよね。 

信田  うん……。 

上岡  だってさ、友達になるのって、普通はすごく時間かかる

じゃない。でも、心に穴があるとさ、いますぐ友達になりたいわ

け。一生信じていいかって、この場で聞きたいのよ。でも、そん

なこと、できるわけないじゃない。それまでの色んな体験の中

で、裏切られるっていう思いばかりしているから。そしたら反対

に、刹那的に自分を認めてくれるっていうことのほうが、より癒

やされるんじゃないの？究極の癒やしかもしれないよ。でもね、

そうでもしなきゃ自分が存在していていいのかどうかも確認でき

ない人だと思うのよね。そう考えると、一晩で3回とか援助交際

する人の気持ちってね……すごくわかる。 

信田  性依存とか男性依存っていう言葉をよく使うけど、私は

あの言葉あまり好まないの。そういう突き動かされるような何か

があるんですよ。お父さんから殴られている女の子、これはね、

援助交際とか風俗にはいっぱいいるね。お母さんじゃないんです

よ。お母さんからっていうのもあるけど、異性の親からボロクソ

に殴られている女の子の特徴っていうのは、すごくある。男の人

のパワーを受け入れやすいように出来ていたり。 

上岡  うん、そうだね。 

信田  束の間のものを求めていく傾向があったり……で、その

人たちの何人かはやっぱり、薬物をやっているのね。 

上岡  その痛みはねぇ……アルコールじゃダメなんだよね。 

信田  そう。 

上岡  クスリじゃないと多重人格みたいになれないでしょ？

（笑）別人格になるくらいの感覚じゃないと、突き動かされるよ

うな寂しさとか、心の痛みなんてとれないからさ。 

信田  クスリやって、ヤバくなるとリストカット。もうちょっ

と大きくなるとアルコール。クスリは、ほぼ全員が覚せい剤だよ

ね。 

上岡  そうだねぇ。 

信田  精神医療がリストカットだけ取り上げて、ボーダーライ

ンとかいうけど、やっぱりよく聞かないとね。みんな一つの環に

なるというか。アディクションという見方をぜひ取って欲しい。

自助グループ形式のセラピーの成熟っていうのは色々とあると思

うんですが、やっぱり男女の違いが見えてくるっていうか、それ

を考慮に入れる必要が絶対にあると私は思うんです。共通なとこ

ろと同時に違いもあるっていうね。 

上岡  男の仲間たち見てると大変だなっていうのも、あるわ

よ。だって色んなものを背負っていかなければならなかったりす

るでしょ？施設の中の人間関係とかさ。男の人の回復は神経質そ

うで、優しそうで、ちょっとイライラしている感じがでてきたら

いいねって私、よく言うの（笑）。ちょっとトゲトゲしていて。

なんて言うのかな……薬物とるとね、みんな優しい人なのよ、男

のメンバーたちって。前にさ、代々木のフリーマーケットでね、

ダルクのメンバーたちが売ってたの。若い男の子たちが他にも沢

山、お店を出しているでしょ。みんなものすごい怖い顔して不機

嫌そうに売っているのに、ダルクの男の子たちだけニコニコして

てね、外からみたら、これがヤク中の集団なんて絶対、思えなく

て（笑）。なんかのボランティア団体みたいで、おばあちゃんが

声をかけてくる。全然違うわけだよね。 

信田  アハハ……そう、そう。 

上岡  でも本当はあんな風だったからみんな、生き残れなかっ

た。10代、20代はね。出来なかったからクスリを使って、一つ上

に行こうとしたわけでしょう？それとやっぱりね、薬物依存にな

る男の子たちはね、普通の男性よりもちょっと、体力的に低いか

もしれない。例えば、普通の人が100だったら95とかね。みんな

やっぱり、何で使うかって言ったら男たちがダーッと働いている

ときに、どうしても乗り越えられない体力だとかさ。それから

やっぱり脅迫的に、100％出来なきゃいけない、とかさ。もっと

いい仕事しなきゃいけないって追い詰められたときに使うような

気がするのね。 依存症の人たちがよく行く鍼灸師がいてね、そ

の先生が言ってたもの。男の子でも中身は女性ぐらいの体力って

人が結構いるって。ダルクのスタッフたちはそういう人が割と多

いよ。 

信田  外見はどうであれ？ 

上岡  そう。外見は男でも中身は女性と同じくらいの体力の人

が多いって。そうだろうなっていうのは分かるの。みんな、何か

を乗り越えるために必死だったのね。 

信田  そうするとやっぱり、従来の男性に期待されていた職業

ではなく、女性が得意としていた分野のこういうね、カウンセ

ラーみたいな仕事の方が実は、薬物依存の回復者には向いている

かもしれない。 

上岡  向いてるかもね、人のケアをする仕事とかね。 

信田  そうね。繊細だもの。 
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  ▽性の開放は第一段階？ 

 

上岡  繊細よ、本当に。だから、パワーで動かなければならな

い状態に入ったときに、みんなつらいだろうなって思うのよ。

ジェンダーの話なんかしても、過敏に反応しちゃう。 

信田  男の人が、でしょ？ 

上岡  マッチョなメンバーなんかだとね、割と反応するところ

なんか、あるのね。私もだから、話をするときに、気をつけて話

をしなきゃいけないなと思ってる。言いたくなっちゃうことなん

かも結構、あるわけよ。例えば、ダルクとかマックのスタッフ

やってたって、フォーラムの時のミーティングなんかではさ、女

性に触るときには声をかけてよ、とかさ。 

信田  それは傷つく人、いるね。すごく傷ついている人がい

る。ミーティングで、触られて。相手は親愛のつもりでだけど、

すっごいショックだったって人、いるよねぇ。 

上岡  男の仲間たちが平気でしているセックスの話が、女性に

とってはとっても耐えられないことってのも、あるんだよね。私

たちもそうだけれど、相手にとってどう見えるかってことを気に

して欲しいと思うわけよ。たとえば女性のメンバーといるとき

に、仲間同士だからそれ以上の感情はもっていません、とダルク

やマックのスタッフたちが言うのさ。だけど、あなたがそういう

風に思っていても、あなたの行動がどういう風に相手に映るかっ

ていうことを考えて欲しい。 

信田  たとえば電車の中の痴漢行為を、男の人たちは、そんな

に悪いと思ってないんですよ。だってカワイイお尻じゃん、触り

てぇ……っていうときに相手がそれをどう思うかっていうことに

ほとんど関心を持たない。まぁそりゃＤＶもそうだし、虐待もそ

うだし。親から見て子供の気持ちがどうかってことも、そうか

も。弱者と強者っていうか。同じミーティングの中でも、男女の

関係にはそういう関係があるんだってことを、もう少し共有でき

るといいですね。 

司会  逆転現象もありますよね。下ネタだろうがなんだろうが

平気で、男たちが驚いてしまうくらい元気な女の子たちも僕の仲

間にはいて、いつもたくさん力をもらっています。でも、僕が不

思議に思うのは周りにいる男が、それに対して怒ることがある。 

信田  怒る？ 

司会  何てはしたない女だ、女のくせに、みたいな。男固有の

貞操観念みたいなもので。……まあ、大抵の仲間は笑ってますけ

ど。 

上岡  その辺はね、いろいろとあると思う。男の人たちが怒る

のはね、ある意味では正しいのかも知れない。たとえば彼女たち

にとってその話が本当に話したい話であれば、男の人たちは怒ら

ないかも。一見ね、とても恥ずかしい、一番しゃべれない部分を

しゃべっているかのようにしているけど、実は違うっていうこと

もあるのよ。聞いている人が驚くようなことを話して、自分がさ

も一番しゃべれないことをしゃべっていると勘違いしちゃうこと

には問題があると思う。 

信田  最近いろんな、マスコミなんかでも女性がね。みずから

性経験を話すとか、男と寝たい女とかね。非常にオープンに、女

の人が自らの性経験をやっと話せるようになったっていう本があ

るんですよ。その本を読んだとき私ね、非常に不愉快になった

の。こんなに大っぴらに話しているが、でも実はね、ハルエさん

がいま言ったみたいに、もっと話すべきことがほかにあるんじゃ

ないのっていう……そんな感じ？ 

上岡  そうね。 

信田  そういう風にいうと何か、いかにも強げで、オープンに

して、正直ぶっているんだけど、どうもなんか足りないなってい

う感じと似ているよね。それと、男の人が怒るのとはまた別の問

題かもしれないけれど。 

司会  対談の中でジェンダーの話をどんどんするべきだという

提案が編集部内であったんですね。分かっているつもりでいて

も、僕たちはジェンダーということについて、実は何もわかって

いない。女性が常に、男性論理の支配とコントロールの下に置か

れているっていうことを、理屈では考えるんですが、イメージと

してはやはり掴めていない。色々な自助グループに出はじめた

頃、底抜けの明るさで自分の話を話している女性たちの姿を見て

僕はすごく驚いた。この子たちはなんて元気なんだろう、と。 

上岡  うん、うん。 

司会  ミーティング場にだって、男たちの無言の支配はやは

り、あるような気がするんです。ひとりしかいない女の子が、自

分の話をガンガン吐き出して、回りにいる男たちが逆にビビって

具合悪そうになってる。そういう女の子たちのパワーに率直に僕

は感動しちゃったんですよ。カッコいいな、この子たちって。 

上岡  うん。……分かるけど、そこには一部、勘違いもある。 

司会  勘違い、ですか？ 

 △信田さよ子（のぶた・さよこ）さん。お茶の水女子大哲学 

  科卒業、同大学院修士課程（児童学）修了。原宿カウンセ 

  リングセンター所長。臨床心理士。著書に「DVと虐待」 

  （医学書院）「依存症」（文春新書） ほか多数。  
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上岡  私もね、信田さんが言ったみたいに女性がさ、性の話を

大っぴらに話してっていうのがね、自由なことだとかさ、解放さ

れたことだっていうのをさ、言われたり読んだりするときにいつ

も、本当かなって思うの。あくまでもこれは私個人の考えなんだ

けどね。グループのミーティングで長い間話をしてきたなかで

ね、そんな話よりも、するべき話が山のように私にはあったわけ

よ。今になっちゃうと別にさ、男と何人寝ようがどうしようかな

んてどうでもいいことでさ。結局そんなのって、どうでもいいこ

となのよ。それよりも、もっと実は受け入れられなかったり、つ

らかったりっていう話が一杯あったっていう経験があったの。仲

間たちもみんな変わっていった。そういう話しかできなかった仲

間が、その話す内容が変わっていくのを見てきているからね。だ

から、そういう話をしている人を見ていたときにいつもね、この

裏側にある悲しさは何だろうって思っちゃう。なぜこの人たちは

性の話を、こういう風にせざるを得ないんだろう、という風に。

なんかね、悲しい性なんだよね。 

司会  短絡的かもしれませんが、そこにあるものが僕は女性の

怒りなんだろうと思っていたんです。 

信田  ああ……そうか、そうか。 

上岡  うん。コントロールされまい、とするね。 

司会  されてきたことに対する怒りでもあったり、されまいと

する怒りであったり。 

信田  そういう風にとらえてくれる人があると、嬉しいですよ

ね。女性の仲間は。 

司会  でもある意味、怒りの処理ができなければ感情の安定と

か、回復ってないわけですよね。僕なんかはまさにそうだった。 

信田  うーん。でも「怒りを出さなきゃ回復がない」とまで

は、私は言えないと思う。というのは、怒りは無理矢理出すもの

ではなくって、これは出てくるものであるわけよ。出てくるとき

にどういう風に出てくるか、出したことがどれだけ肯定される

かっていうことでね。怒りを出せなきゃ回復がないっていう問題

の立て方も私、ちょっと短絡的だと思うよ。 

司会  そうか……。やっぱりビギナーですね。ハハハ……。 

上岡  いやいや、いいのよ（笑）。 

信田  アハハハ……。でもね、それはカウンセリングも同じ

ね。私たちのところってセクシャルなことってあまり話しないん

ですよ、実は。女性同士でも、グループでもあんまり話さない。

あんまり必要じゃないのね。唯一必要なのは性的虐待の場合なん

ですよ。これはやっぱり性的なことに触れざるを得ないし、その

ときにはすごく神経使わなきゃいけない。そのことを話したこと

による反動も考えなきゃいけないし。それくらいやっぱり性的な

ことに関しては……とくに虐待の場合は、私は別立てでやってい

ます。用心深くしなければ。一般のミーティングでね、それも異

性のいるところで、それをそんなにオープンに話すことがいいと

いうのはね、私はあんまり信じられないな。かつて２０年くらい

前にアルコールで、いろいろなグループに出ていたとき、そう

やって話した人はみんなスリップしていった。私も当時はビギ

ナーだったから「こんなにオープンに話せてすばらしい！正直っ

てこういうことなのね！」なんて思ったんですけど、そうやって

話した人ほどスリップしていった。すごく不思議だった。 

上岡  うん。本当に、そうよね。 

信田  話さないで守るべきものって、やっぱりあるのよ。無理

に話すとか、洗いざらい話すっていうことが必ずしも良くはな

い、そのことは私、結構学びましたね。 

司会  …………。 

信田  なに考え込んでるの、富永さん（笑）。正直でいいよ

ね。 

司会  短絡的な勘違いをしていたのかなァと。 

上岡  そういうのも、プロセスです（笑）。 

司会  ……でも僕は、ミーティングでは恥をかけとスポンサー

に言われたんです。僕個人の話ですが、僕はもともと恥をかけな

い人間だったんですね。格好悪い自分が出せずシモの話なんてど

こ吹く風、「そんなこと僕には関係ありません」って顔をしてき

た人間が、まるでそういう女性の仲間たちに導かれるかのよう

に……いまはぶっちゃけた話「セン●リのシゲヤ」って言われて

いるくらいで。 

一同 （爆笑） 

司会  そういうことも全部、吐き続けてきた。実際でもね、そ

れはボクのアディクションだったんです。仲間の前で恥かいて話

しまくった結果、楽になって、そいういうアディクションからも

解放されてしまった。 

上岡  それが第一段階なんだよね。それってホラ、通り過ぎ

ちゃったでしょう？ 反対に、それぐらいで終わっちゃうものな

のよ。そのあとにいろんなさァ、耐えられない話がたくさんある

のよね。 

司会  なるほどなァ……。施設のミーティングではすごく話し

上手な仲間がある日、ポツリと言ったことがあった。「家族のこ

と、何にも話せないよ」って。 

信田  案外、性的なことって話しやすいのかもね。恥ずかしい

割には、注目されるし、笑いも取れるしね。でも、もしかしたら

それは、虐待を受けてきた者がまず体を売ってしまうっていうこ

とにも通じるのかも。そう考えると痛ましいね。自助グループっ

てこわいのは、やっぱり影響を受けやすいことなのかな。男の人

だってあるでしょう？影響を受けやすいっていうのは。 

司会  僕はそりゃ当然、メクチャ影響受けています。 

 

  ▽３年後に現れたもの 

 

信田  自助グループについての宗教性の問題ってやっぱりすご

く重要よね。いま私、岩波新書の、なだいなださんの「宗教、こ

の人間的なもの」っていう本を読んでるの。すごく面白い本で

ね。同じ苦しみを抱えた人が集まった場合には必ず宗教が発生す

るって。キリスﾄ教も仏教もイスラム教もみんなそうだった。そ

れを弟子たちが権威化していっただけなんだって話を読んでね、

「ああ、自助グループも宗教の原型だな」っていう風にも思った

んですよ。ハイヤーパワーっていう言葉で自助グループの中では

過剰に反応する人がいるから、宗教っていうことは一応タブーに

なっているけど、私やっぱり、影響されやすいっていうこと、自

助グループが持つ宗教性って大きいと思いますよね。そう言った

らカウンセリングもそうですよ。私はそれは認めるべきだと思

う。さっきもね、「襲ってきて売られるかもしれない」ってみん

なバーッと同化していったようなことを、逆にね。やっぱりそれ

を使っていくことも必要なときがあるでしょ。 

上岡  そうだね。そういう立場に立たされるということを、援

助者は認識しなければいけない。 

信田  それは当然12stepsにもあると思ってるの。 

司会  うん……僕の場合は結構、ハイヤーパワーに依存し

ちゃってますね、いま。 

信田  いいじゃない。 

上岡  いいのよ。ハイヤーパワーに依存する分にはいいのよ。 
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司会  刑務所にいるときに、聖書を繰り返し読みました。そこ

で、自分が今までしがみついていた妄執というか…価値観よりも

上のものがあって、それによって…そういうものとの実存的な対

話みたいなものがあったんですね。独房の中で、ずっと。それが

あったから、やっぱり僕は、12stepsのハイヤー・パワーという

イメージと結びつきやすかった。洗礼はまだ受けていませんが、

クリスチャンとしての自分を意識しています。 

信田  ふーん。 

司会  だから、12stepsは宗教じゃないかって言われて個人的

には、抵抗感は全然ないですね。「自分の理解する神」ですか

ら。キリストでもマホメットでも親鸞でも誰でもいい。病んだ自

分の自我を超えたものなら何でもいいわけですよね。 

信田  日本人は、自分より一歩超えたものを認めることが、前

はできたんでしょうけど。今はできない。それがない、というこ

とがね。日本の経済とか社会の発展をつくってきたでしょ。自分

の力を信じて頑張って、限界が来たらそれを超えるのが男であ

る、みたいな。 

司会  うん、うん。それがねえ…。そういう自分本位な価値観

へのしがみつきが、本当にいやになりました。昔の自分がまさに

そうだったからですけど。 

信田  でもまあ、日本の社会ってそれがまた厳然とね。企業社

会ってそれで成り立っていますから。そういうところで、西山さ

んと近藤さんの初回の対談でね、「自殺する男たち」って出てき

たでしょ。みんなそれで抱え込めなくて死んじゃうわけでしょ

う？ 

上岡  そうよねぇ。 

司会  敗者である自分が受け入れられなくて、とことんまで

いって過労死か自殺。古い価値観から脱皮できない男たちが今、

バタバタと倒れていますよね。「男は理性の生き物で女は感情の

生き物だ」とか、そんな考えにしがみついているタイプ。 

信田  誰がいったの、そんなこと。ありましたね、そんなの。 

司会  （ビビって）僕がそう考えているわけじゃないですよ。 

信田  わかってますよ。 

司会  実際、そういう言葉が巷間言われてるじゃないですか。

僕が昔、勤めてた会社の上司や同僚も、みんな好きでしたよ、そ

の言葉が。男の方が理念でものを考えて、女の方が感情で動くみ

たいな。確かに情操の豊かさというか、表現の仕方や幅っていう

のは女性の方があるのかなとは僕も思う。男はそれを押し殺すの

が美徳とされている。怒りであったり、悲しみであったり、現れ

てくるものでも、自分の痛みについて話しているとすぐに涙が出

てきてしまうのは女性が多い。一方、怒りっていうことになる

と、男の方が抱え込んでいるケースが多いような気がする。 

信田  うん。 

上岡  なんか、それってさ。男って、悲しいと怒っちゃったり

しない？ 

信田  ふふふふ…… 

上岡  悲しいと、悲しめなくて怒っちゃったりしない？ 

信田  ハルエさん、鋭いねぇ。 

上岡  なんか、男の仲間を見ててさぁ。悲しいと怒ってるもん

ね。 

信田  ハハハハ…… そうそう。「お前、何でこんなときに気

分悪くなるんだ？」ってね。 

上岡  そう、そう。ウチの近藤ね。（編集部注・上岡さんは近

藤恒夫氏のパートナーである） 

信田・上岡  （大爆笑） 

信田  怒りっていうのはね、男っていうジェンダーに許された

感情の一つなんですよ。 

司会  なるほどぉ…スポーンと落ちました。 

信田  「怒りを込めて振り返れ」なんて、格好よさげにね。 

司会  ジャーナリストだったときに良く言われた言葉が「怒

れ」でした。「怒りがなきゃ記者にはなれない」なんて。今に

なって思い返せば、あんなウソっぱちな話はない。そんなことを

言っていた連中はみんな、アル中か、ワーカホリックだった。

ジャーナリストほど「怒りの処理」が必要とされる職業は本来、

ないわけじゃないですか。 

信田  そりゃそうだ。 

司会  怒りが肯定されていますよね、男の社会は。 

信田  そう、そう。怒りが肯定されているんですよ。悲しみっ

て言うのはね、あんまり男に肯定されていない。女は「哀しむ」

とかね。「慈しむ」とか。「泣く」とかさ。肯定されるどころか

強制されたりする。「あんなときに泣かない冷たい女」とか言わ

れるんですから、信田なんか。私、あんまり泣かないんだけど

「泣きませんねえ、信田さんは！」とかさ（笑）。「悪かったわ

ねえ」っていつも言うんだけど（笑）。 

司会  ミーティングでも、バーッとシェアリングしてボロボロ

泣いている、とか、そういう光景は、女の人ですよね。 

信田  うん。男の人でもいるけど、少数よね。 

司会  感情の問題と、回復の問題っていうのは、どういう風に

絡んでくるのかなあ、と思うんですが。 

信田  私ね、「感情の問題」という風にあんまり、考えたこと

ないんでね。勘定に入れたことがないんで（笑）。 

上岡  クククク……。 

司会  ……ありがとうございました（笑）。 

上岡  はじめの頃のその、泣きながら話するっていうのはさ、

やっぱりそれも通り過ぎていくものなんだよね。本物の感情に至

る前の段階なの。「動揺」って言ったほうがいいかな。すごくま

だ動揺しているっていう気持ちがあって、それが話しているうち

に、泣いたりとか、いろんな形になるの。それが出て行ったあと

に、本当に押さえつけているものが、「さあ、出てきました」っ

ていう風になるんだよ。それはやっぱりね、やめて三年くらい経

たないと、出てこないの。本当に悲しいことを悲しいと思い、

怒っている、許せない怒りがあったりすることに気付いてくるの

に、三年くらい必要なの。だから、ヤク中の回復には三年掛か

るっていうのよ。その前はね、動揺。動揺しているの。 

司会  自分の感情の底にある核が、まだ本当にはつかめていな

いわけですか。 

上岡  そう。 

司会  その怒りが出てきたとき、たとえば、それがまたミー

ティングで話せるようになってきたときハルエさんの場合は、ど

んな形になったんですか？ 

上岡  私？私の怒りはね……やっぱり、何で私が男じゃなかっ

たのかってことね（笑）。 

信田  ふーん。 

司会  やっぱりジェンダーに行き着くんだ。 

上岡  うん。私はやっぱりそこが強かったな。その話、よくす

るんだけどね。小学校三年生のときに、学校の男の子と女の子で

ケンカしたの。みんなで「さあ、裏山に行って決闘しよう」って
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ことになったのよ。二日間あったの。どういうわけか、大抵そう

いう時って私、一日目に発作が起きるんだよ。一日目は耐えたわ

け、男との決闘に。どうにか対等なレベルまで、こうさ、それも

殴りあうわけじゃないから、迫力の決闘みたいな感じでね。一日

目は乗り越えるんだけどさ。そこで喘息の発作が起きるのよ、み

ごとに。昔からそうなの、そういういときにね。二日目には行け

ないわけだよ、裏山の決闘にさ。そうすると三日目の朝にお友達

がね、「従う」って言うの。「昨日、男の子たちに負けちゃって

ね、これからはみんなで従うって書いちゃったんだよね」なんて

書いた誓約書を、ニコニコして見せられた。その時に私は絶望し

たのよ、本当に（笑）。その頃から「何でだろう」って。女の

人っていうのは男の人に支配されるっていうことがすごく……気

持ちいいのかなって思ったの。 

司会  なるほど……。 

上岡  その頃ちょうど、私たちの学校に学級委員長と副委員

長ってあってね。「学級委員長、前へ」って言ったら、出てきた

のが全員、男だったの。「副委員長前へ」って言ったら、全員が

女だった。私はね、それがすっごく奇異に感じたのよ。「不思

議！なんで学級委員長が全部男で、副委員長が女なの」って。

「誰が決めたの」って。それが私のまず、始まりだから。さら

に、私のうちがやっぱり、すごく家父長的な家だったのね。なん

でもやっぱり、お爺ちゃん一番で、次はお父さん、お婆ちゃん、

私たち、母っていうのがずっとあったの。お爺ちゃんお婆ちゃん

が亡くなったあとに壊れちゃったんで、今では信じられないんだ

けど、本当に、誰からご飯をよそっていくのか、お風呂は誰が入

るのか、全てに関してそうだったの。だから私は、生まれたこと

はとても可愛がられたんだけど、自分が女で男と違うっていうこ

とはさ、小さい頃からずっとずっと植えつけられてきたわけよ。

それで、私の中には「なんで男じゃないのか」「なんでみんな男

が前で女は後ろなのか」って、疑問としてさ、ずっとさ、抱えて

いたの。 

信田  今のはハルエさんのフェミニスト宣言というかですね

え。回復の果てにあったのはフェミニズムであったという

（笑）。今聞いて思ったのはね、回復の問題っておっしゃったで

しょう。そういう風にハルエさんが言ったことを考えると、やっ

ぱり、クスリやめて行くのには実に実に長いプロセスがあるわけ

ね。感情っていうのは、そのプロセスにおいて必然的に出てくる

もので、それを目的にしちゃうというか、感情がこうじゃないと

コレができないというものではない。なんとなく楽に生きられる

ように回復を考えて、必然的に重い荷物を下ろしていくと、最後

に残るものが三年くらい経って現れる。途中で降ろしていくのが

その感情なのかもしれない。そこの間には怒りとか、涙とかって

いうのがあるのかも知れない。そして最後に出てくる大きい問

題っていうのは、なんだろうと思ったらね、それは本当の問題、

というよりもね。ハルエさんにとって責任がないのに、生まれて

から押し付けられてきたものの、根源だよねえ。それはね。 

上岡  そうだよね。 

信田  それってやっぱり親のこともそうだし、性の問題って、

とくに女はそうだよね。男でもそういう人はいるけど、「オレ、

男いやなのに」って。でもね、得するのは男の方が多いようにで

きている社会でしょ？ 

上岡  そうするとね、私なんか摂食障害でもあるわけでしょ

う？私は、すごい引き裂かれていたわけ。「なんで男じゃない

の」って思いながら摂食になっていって「ボーイフレンドが欲し

い」とかさ。なんだか知らないけどさ、女の子同士で競ったりす

るのよ。いま思うと、女の子同士でなんで競っちゃうのかなっ

て。そこから孤立感が生じるわけでしょう？どうしてそうなっ

ちゃうんだろうって思うんだけどね。「自分は何で女で生まれた

んだろう」って思いつつ、自分の女性性を使いながら生きていか

なきゃいけなかったっていうのは、ひどい自己矛盾だよね。やっ

ぱりそれが終わるまで、三五歳を過ぎるまでは食べ吐きは止まら

ないね（笑）。だってものすごい引き裂かれるんだもの、その間

で。 

信田  摂食障害の人たちが今、フェミニズムに接近しているの

はね、必然だと思うよね。男の摂食障害も、裏返しとしてのそう

いうのがあるんだと私は思う。 

上岡  私もそう思う。それは、強く生きなきゃいけないってい

うことに対しての、アンチテーゼみたいなね。 

信田  それについてね、ジェンダーっていうとビビる男の人が

多い中で果敢にもね、僕はそういう古臭い価値観はっておっしゃ

る富永さん（笑）、さっき、男は論理で女は感情って言ったけ

ど、ＤＶなんか見てると私、逆だと思うね。女は論理、男は感

情。 

上岡  うーん、そうね。 

司会  ＤＶは完全にそうですね。 

信田  だって理論で負けた男が女を殴るんだよ。あれは「女は

理性、男は感情」っていう現象じゃない。本当に「男は感情の生

き物」だよね。しかも、非常に限定された感情の「怒り」しか出

せない畸形の生き物ですよ。あ、ヤバ。言葉がだんだん……

（笑） 

司会  そうですか？その通りだと思います。自分を含めて

ね。……現在の僕自身は、怒りの感情を処理できなかった過去の

幼児性に対する反省に立脚しているもので。 

上岡  感心ねえ。さすがは底ついたヤク中（笑）……だけど

さ、信田さんが激しく言うじゃない、そういう風に。そのお蔭で

私もさ……。 

信田  いつも激しく言う？私？ 

上岡  言ってるよ（笑）。激しく言ってる。 

信田  ハハハ……何言ってる？私、あまり自覚がないんです

よ、そこ。 

司会  過激だとは思わないな。社会の趨勢だと思います。今の

世の中のどれ一つとっても……たとえば世の中の少子化そのもの

が、男が作った論理……男社会に対する女性の反抗というか。そ

のものなわけでしょう。産む性であることを女性がもう放棄して

しまった。 

信田  そうかもしれないねえ……。 

 

  ▽性虐待への怒り 

 

上岡  私がダルク女性ハウスをやるときにね、薬物依存の話を

聞くんだと思ってたのよ。薬物依存の回復施設をやるんだから。

でもね、ハウスを13年前に開いて一番初めに聞かされたのは、性

虐待の話だったのよ。それはね、薬物依存症以外の人からもたく

さん聞いていたわけ。その頃、女性の行く場ってなかったのよ

ね。ダルク女性ハウスを開いたっていうことには大きな意味が

あってさ。周りにいる、どこにも行き場がない、いろんな問題を

抱えている女の人たちがなんか、私のところに話しに来るように

なったの。そしたら、その中で出てくるのが親からの虐待とＤＶ

と、性虐待の話だったの。私はすっごい驚いたわけよ。もちろ

ん、薬物依存の仲間からもその話を聞かされた。依存症の話を聞

くんだとばかり思っていたのにさ、絶えずそういうことを聞くで

しょう。そしたら本当にさ、もう、男の人嫌いになっちゃうんだ

よね。それでもう、本当に許せなくって。こんな理不尽なこと

あっていいのかっていう話が、いっぱいあるわけ。特に逆上した

くなるのがさ、子どもに対する教師の性虐待なんていうのが多い
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んだよ。そういうのをたくさん聞くわけよ。もう本当に気分悪く

なっちゃって。それで一時期、男の人が大嫌いだったよね。近藤

にも怒ってたもの。「なんでお前は男なんだぁ！」みたいに。 

一同  （爆笑） 

上岡  それでね、その頃に私が性虐待の話とかするでしょう？

そうするとね、「ハルエさんはそんなことしなくていいんです

よ」とか言われたんだよ。ダルク女性ハウス主催でジェンダーの

セミナーとかもやっていたのね。するとね、「なんでハルエさ

ん、薬物依存のことやらずにそんなことやってんだ」とか、よく

言われたの。 

信田  誰に言われたの？ 

上岡  えー？いろんな人だよ。 

信田  専門家に言われたの？仲間に？ 

上岡  もちろん男の仲間は分からないから言うけどさ、専門家

にも言われたよ。古い教育を受けたカウンセラーとかさ。その頃

に一線で話を聞いていた人たちは、ようやく語り始めた頃だから

ね、13年前っていうのは。だから、みんな思いを同じくしてい

て。それで私、斉藤学先生に聞いたのよ。「先生、なんか私ね、

性虐待の話ばかり聞くんだけど」「すごい腹立つの。これって、

どういうことなの」って。そしたら斉藤先生が「精神科医は女性

の患者を見たら、性虐待を疑え」って（笑）「僕は最近、そう

思っている」って言った（笑）。それでね、「そうなん

だ……」って。でも、日本の自助グループの女性メンバーたちは

すでに話してたよ、性虐待の問題を。おそらくあの頃にそんな話

ができたのは唯一、アルコール・薬物のミーティングの中だけ

だったと思うね。 

信田  ああ、そうだよねえ。それは言えるね。 

上岡  自助グループなんてほかに何もなかった時代だもの。

フェミニスト・セラピーはあって、その中でCR（Consciousness 

Raising）ってあるでしょ。CRの中で、自分自身を語るっていう

会をどうも、みんながやっていたみたいなんだけど。自助グルー

プに私がつながったのは２０年前なんですよ。２０年前でも女性

たちは自助の中で性虐待、虐待、ＤＶの話をしていましたね。女

性メンバーたちだけになるとね。だけどそれ以外はね、どこでも

聞けなかったことなのよ。 

信田  そうね。私も同じこと思ってた。ちょうど今から20年く

らい前でね、家族の中にこんなに暴力があるっていうことは、ア

ルコールやっていないと分からなかったんですよ。どこに行っ

たって心理職の人なんて、そう思わないから。私はアルコール

だったから。ずーっとアルコールの相談を受けていると、暴力と

虐待まみれ。ハルエさんが言うように薬物・アルコールがね、

1980年代の唯一の相談窓口が、そこだったと思うんですよ。 

上岡  日本の社会に性虐待はないって真顔で言い続けていたん

だから、男の人たちは。 

信田  今でも言うわよ！あんなの嘘だって、今でも言うんだか

ら。大真面目に言うんですよ、作話だって。多重人格だって、あ

んなのは嘘だとか虚言だとかさあ。信じられないよ。 

司会  児童虐待が認められ始めたのがようやく最近でしょう。 

信田  そうそう。ＡＣとか……。阪神大震災以降でしょう？ 

上岡  そうよ。その頃にアメリカの仲間と話すとさ、日系の友

達が私に言うの。「日本では性虐待のことを性的いたずらってい

うでしょ？」って。「性的イタズラっていうのは虐待のことで

しょ？」って。私が「その通りよ」って。その頃にね、そんなこ

といっている人はいなかったの。今だって、性的いたずらとか言

うじゃない。 

信田  言う、言う。 

上岡  「それは性虐待っていうんだよ、ハルエ」って、その頃

に彼女が言ってくれて、すごく私はスッキリしたの。「本当にそ

の通り」ってピタッときたのね。日本の女の仲間たちがずっと

語ってきたことは事実だった。特殊なものではなくてみんなの中

で起きていたんじゃないかって。20年前の私たちなんてさ、も

う、本当に社会のはぐれ者だからさ。女性でアルコールと薬物依

存っていったら人間以下の存在だったんだから。精神病院10何回

だとか、夫に捨てられ、みたいな、私の仲間たちの話だから

さ。……たまたま私はね、虐待も性虐待もなかったの。暴力にも

たまたま出会わなかったのよ。使っている間ね。よく出会わな

かったって思うんだけど。ブラックアウトをいっぱい起こしてい

たからね。 

信田  ハイヤーパワーですねえ。 

上岡  ハイヤーパワーだと思うわ。女でブラックアウト起こし

たりすると、事故や暴力に出会うことが本当に沢山あるから。で

もさ、それがみんなの経験の中にたくさんちりばめられているの

に、世間では全く話に登らない。そのギャップが私の中にあるわ

けだよね。そこに対する怒りが私の中にどろどろとあって、そこ

に私の友達が「性虐待」っていう名前を与えてくれたときに本当

にうなずけた。だって、みんなあんなに傷ついているのに、世間

では全くそれが「ない」とされているのよ。今から14年位前かな

あ、アメリカに行ったのが。アメリカの仲間たちの話だってさ、

ミーティングではそればっかりなの。レイプされた話、虐待の

話、ＤＶの話、……一杯いっぱい、そんな話ばかりみんなしてい

てね、「えっ、こんなにあるの？」って驚いて日本に帰ってき

た。それでハウスを開いたの。するとさ、そういうところ開くと

なんとなく人が集まるんだよ。行き場がなくてね。来る人来る人

みんな、性虐待とＤＶばかり。信田さんもその頃はまだ開業して

ないしさ、原宿相談室くらいしかないんだもん。原宿相談室でよ

うやくボチボチ受けていた頃でしょ。その頃はね、どこに相談し

たらいいのか分からなかったのよ。 

信田  そうね。原宿も有料だったしねえ。 

上岡  レイプ支援センターなんかも活動していたんだけど、裁

判でハッキリさせようという姿勢が強かったような気がする。そ

の中で私たちは「裁判に持っていく前につらいんじゃないかな」

と思ったのね。みんなのつらさっていうのを自助グループの中で

聞いているからね。何度も何度も話したって、自責の念っていう

のがすごくあるわけじゃない。みんな、それは「自分が悪い」と

思っているわけよ。なんとかしてそれを許そうとして頑張ってい

るわけ。じゃないと苦しさが取れないからさ。だけど、そんな簡

単にいかないから。でもその頃はさ、たとえばそういう人がいた

らどこに行ったらいいのか。ＰＴＳＤになってフラッシュバック

が起きていたとするじゃない。そうすると、誰のところに薬を貰

いに行っていいのかなんていうのも、全然情報がない時代だった

の。 

信田  性的虐待については、その頃より少しはいい時代になっ

てきたよね。裁判まで持っていけるようになったし。でも、ひど

い事例はまだまだ多い。児童相談所なんかで性的虐待がみつかる

とね。父親にレイプされていて、たとえばコンドーム買ってこ

いって言われるわけよ、父親に。１ダース買ってくるでしょう。

１ダース終わるまでやるわけ、父親は。なくなったからもう、お

父さん、しないかなと思うと、また買ってこいっていうわけ。そ

んな事例が児童相談所にやっと上がってきて、その時にね、父親

を犯罪にするかどうかっていうことを考えるんだけど、一方で、

その被害者のケアっていうのがもう、全くなされない。そういう

とき父親をどうするかっていうのと同時に、その子をケアすると

いう態勢をとらなきゃいけないって、児童相談所の中で女のス

タッフは言っているんだけど、男の人にはわからない。 

上岡  どうして？どうして分からないんだろう。 
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信田  性的虐待って言うのは、ここまでやっと来たけど、まだ

まだ大変ですよ。今ね、１７歳問題っていうのがあるの。子ども

の虐待は５歳くらいまでは分かるわけ、児童相談所で。小さい分

だけ。小学校でも、まだ分かる。ところがね、発見されずに生き

延びて成長して１７歳ぐらいになるとさ、子供でも大人でもなく

中間に漂うわけよ。するとね、どこにも行き場がなくて、誰も発

見してくれなくて、本当に偶然発見されるっていうケースがあ

る。それはどういうことかっていうとね、お父さんはアルコー

ル、お母さんは殴られっぱなし、娘が中一のときにお母さんが癌

で死ぬ。それから、お父さんの性的虐待が始まる。するとさ、学

校で彼女はさ、ボーッとしているわけ。 

司会  乖離（かいり）してしまうわけですね。 

信田  そう。乖離よ。でも先生はね、知的障害だと思ってね、

特殊学級に行かせたわけ。 

上岡  ふん、ふん。 

信田  そこではどうにかできるわけです。それでも苛められ

る。居場所がなくて、とにかく中学校卒業して、クリーニング店

で働くのね。そこでもボーッとしている。その店の店長が「お

前、精神科へ行け」って言って、精神科へ行ったら「なにか聞こ

えますか」って。「ヘンな物音がしますか」って聞かれて「ハ

イ」って言ったもので「分裂病」（注・統合失調症）って言われ

たんですよ。クスリ飲まされてクリニックの臨床心理士が会っ

て。そしたらたまたまね、父親が自転車に乗ってひっくり返って

事故を起こした。これはアルコールだってことで保健師さんが家

庭訪問したら、その子が精神科から帰ってきた。「あなた分裂

病？」って話になってさ。同じ家族だから生活保護にしようって

保健師さんが身辺を聞きだして、ようやく性虐待を聞き出したわ

けよ。その事例をどうしたらいいかっていうことになったら、精

神科医は「分裂病だ」。臨床心理士は「分裂病とはいえないが、

お父さんから彼女が離れられないのは共依存だ」っていうの。 

上岡  うーん。ひどい。 

信田  もう、腹立つと思わない？「共依存なんて言葉、使う

な！」って思うんだけどさ。 

上岡  もう、やんなっちゃうね（笑） 

信田  私、もう、怒りまくってね。「なんでこの人を性的虐待

の被害者として扱わないのか！」って。保健師さんたちも「そう

ですよね」って言ってね。でも、保健師さんたちが精神科医のと

ころに行ったら医者が激怒して「何を生意気なことを言うん

だ」って。「精神科医の診断にたてつくのか！」って怒鳴っ

て……。 

上岡  本当にそういったの？ 

信田  本当にそういったのよ。 

上岡  まぁ……素敵（笑） 

信田＆上岡  （二人で笑い転げる） 

信田  臨床心理士も怒ってね。「このケースに共依存なんてい

う概念を持ち出さないほうがいいんじゃないですか」なんて、保

健師さんが素直に言っちゃうものだから（笑）ガーッと怒ったら

しくって……まぁそりゃ怒るのはかまわないけど。でもね、その

人をちゃんと見ていくのは誰なの？昔はさ、彼女が薬物やアル

コールをやらなければ発見されなかったわけじゃない。17歳って

いうどうしようもないときに、たまたまその子、それで発見され

たけどさ。そうじゃなかったらその子、分裂病にされてさ、精神

病院の入退院ですよ。 

上岡  そうなんだよね。 

信田  一生が決まっちゃうよね、それで。でもね、そんなのは

氷山の一角よ。 

上岡  私の昔の知り合いでね。今から25年くらい前は、病院に

入って精神科医にそういう話をすると「ファンタジーです」って

平気で言ったんだよね、医者は。「それは、父親からの性虐待が

あって」というと「ファンタジーです」って。 

信田  即座に言ったね。フロイトのマネだね。 

上岡  本人に向かってね、「ファンタジーです」って言うの。

「でも……」って本人が何度も言うと、「昔のことは忘れて前向

きに生きなさい」っていうのよ。 

信田  ……まったくねえ。 

上岡  本当だよ。そんなの、今でも言われてるよ。 

信田  そうよ、カルテには「虚言」って書くんだから。 

上岡  地方なんかじゃ平気で言われてるよ、今でも。昔のこと

は忘れて前向きに生きなさいなんて言ったって、絶えず襲われる

わけだよね、色んなことに。あと、自分が悪いってみんな思って

いるからさ。そうすると、次から次へと色んなことやっちゃう

じゃない？自虐的になったり、逸脱しちゃったりさ。さっきの話

の17歳でいえばさ、男の子も同じだよ。男の子も、小さいうちは

幼稚園の頃、小学校の頃って、分かるじゃない。この子ちょっと

変だって。でも、その後はやっぱり、やくざに行っちゃうんだよ

ね。中学生くらいまでは親に虐待されてる、放置されてるってい

うじゃない。中学校出て、その子がやくざ組織に入ったら、突然

犯罪者になっちゃうんだよ。 

信田  そうなの。そうなのよ。17歳って本当に微妙なんだよ

ね。 

                   ＜次号に続く＞ 

 ＜司会＞  

  富永滋也（とみながしげや）  

   APARI東京本部で回復者スタッフとして相談業務を担当。 

   フェローシップ・ニュース責任編集者。 

 

＜次回のお知らせ＞ 

 
 上岡さんと信田さんの今回の対談は、合計二時間半に

わたりました。 

 女性のアディクションの回復については、これまであ

まり語られることが少なかったテーマであり、非常に興

味深い内容となったため、編集部内で協議の結果、すべ

てを公開しようということになりました。 

 全文を一括公開することは、紙数の制約上、不可能で

あり、次号に後半部分を掲載させて頂きます。 

 後半では、児童虐待や性虐待、ＤＶなどの豊富な臨床

例をもとに、二人の議論がさらに白熱します。 

 

 どうぞ次号をお楽しみに！ 
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 体験談  ゆうた 

私の父はアルコール依存症でした。 

普段の父は、この上なく優しいひとでした。まじめな性格で、

金属加工の家業を実直に経営していました。家族みんなで旅行や

食事によく出かけました。小学校のPTAをやっていましたが、わ

りと放任主義で、子供たちのやりたいようにさせてくれる父でし

た。 

父は、とにかく優しい人だった。私たちは父が大好きだった。 

しかし、酒を飲むと狂いました。母に対して怒り、叫び、殴り

ました。包丁を持ち出さないように隠すのは、私たち娘の役割で

した。母は、酔って狂った父に果敢に立ち向かうのですが、殴り

倒されてしまう。血だらけになることもありました。 

「お前には、何もないんだ！」 

泥酔すると、そう叫び、母の服を脱がせて外に追い出そうとし

たこともあった。 

父の酒で両親が喧嘩するたびに、母が死んでしまうのではない

か、家から母が出て行ってしまうのではないか、ハラハラしてい

ました。学校にいっても心配で心配で、家に帰ってきてしまうこ

とがよくありました。夜中に叫び声が聞こえだすと、私たち姉妹

は布団をかぶって震えていた。 

「お父さん、もうやめてよ！」 

誰か一人が布団を飛び出すと、泣きながらみんなで後に従うの

でした。 

母は、厳しい人でした。よく叱られました。 

「何をグズグズやっているの！」 

と、何かをするたびに怒られた。 

こんな光景をよく思い出します。幼い姉と私を、自転車の前と

後ろに母が乗せてくれていたとき、前のかごの所に乗っている私

に、母が言いました。 

「ゆうちゃん、時計を回してちょうだい」 

両手がふさがっていた母は、ずれてしまった腕時計で、時間を

確かめたかったのだと思います。 

しかし、その意味がよく分からなかった私は、母の時計のネジ

を一生懸命に回していました。 

「ちがうわよ！まったく、もう・・・」 

「だって・・・」 

「『だって』じゃない！」 

私の理由を、母はいつも聞いてくれませんでした。 

洗濯物を干しても、その干し方が気に入らないと直されてしま

う。母の役に立ちたいと思って一生懸命でしたが、ドジな私は足

手まといになるばかりで、自分のことをいつも責めてばかりいま

した。 

母はしかし、やさしいときは本当にやさしくしてくれた。そん

な母が私は大好きでした。 

父が育った家庭にも、いろいろな問題がありました。父を育て

た人は、父とは血がつながっていなかったと聞いています。父の

酒の背景には、そういう事情があったようです。 

母が私に感情的にならざるを得なかったのは、そんな父の酒の

問題で母自身のこころが休まる暇がなかったからだと思います。 

私には3人の姉がいました。 

一番上の姉はいま、27歳です。離婚を経験し、再婚して2人の

子供を生んで育てています。私と同じ生きづらさを抱えていて、

いろいろな相談によく乗ってくれます。 

二番目の姉は、25歳です。一生懸命に家族のことを考えてくれ

ています。かつては私の摂食障害を疎んじていたこともありまし

たが、今はやさしく受け入れてくれています。 

この姉は、子供の頃から父を嫌っていて、家族でご飯を食べに

行くようなときにも来ないことがよくありました。 

三番目の姉は、私の双子の姉でした。私たちが17歳の6月、摂

食障害と薬物依存症のために亡くなりました。この姉の死は、人

生における最大の痛みとなって、私の心に今も残っています。こ

の双子の姉との思い出を振り返ってみたいと思います。 

 

中学生の頃の私は、くそまじめな優等生でしたが、姉は尾崎豊

が好きなヤンキーでした。好きなように生きていました。学校の

先生にもよくぶたれていて、私の教室に逃げてくることがありま

した。いじめっ子に対して「やめなよ」と言った姉のことを、先

生は叱ったのです。姉は正義の味方でした。そんな姉が大好きだ

った。私にいつも味方してくれて、守ってくれました。遊びに行

くのも服を買いに行くのも、どこに行くのも私はこの姉と一緒で

した。 

私たちが中学二年生の頃、父の酒がピークを迎えました。酒ば

かり飲んで働けない状態なので、母が代わりに働きに出ていまし

た。酒乱の父がうるさくて夜は眠られず、授業中に私は寝ていま

した。姉は、遊びに行ったきり帰ってこず、母のために私が食事

を作っていました。私たち姉妹のアディクションは、この頃に爆

発しました。この頃の家の中はまるで嵐のようで、記憶がゴチャ

ゴチャになっています。 

私は、朝早くおきて家の中の家事を済ませ、学校に行って、夕

方の4時から夜の10時までアルバイトをしていました。休日も朝7

時から夕方5時まで働き、そのお金を家に入れていた。母はそれ

を嫌がった。親としてのプライドがあったのでしょう。私はお金

をこっそりタンスの父の引き出しに入れました。父は何も言いま

せんでしたが、きっと飲み代になってしまったのだと思います。 

姉は学校に行かず、私がいない間はいつも家の押入れの中にい

るか、ビルの屋上でシンナーを吸っていた。 

姉と同じものを食べていた私は姉と一緒に拒食症になり、ガリ

ガリにやせ細っていきました。姉が食べなければ私も食べない。

父と母は、そんな私たちをどうすることもできなかった。「気持

ち悪い」とか「そんな体見せるな」とかボロクソに言われた。 

その頃の私は、姉と2人で買い物に出掛けるときだけが楽しか

った。そのときは、2人で一緒に食べたいものが食べられたので

す。何を食べてもおいしかった。でも、その分、２人で悲しみま

した。どうして普通に食べられないのだろう。もっと普通に、お

いしくものを食べたかった。 

拒食症になった姉は体重が２５ｋｇまで減少し、嗜癖治療で有

名なＫ病院に入院しました。私が高校1年の9月のことでした。姉
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が入院すると決まったとき、それまで学校にいってアルバイトを

していた私は、突然に学校に行けなくなってしまった。リバウン

ドが来たかのように食べ方がおかしくなって、食べるだけ食べる

ようになりました。授業中まで甘いお菓子を食べていないと落ち

着かず、学校をすぐに止めました。短期間で急激に太りました。

うまく言えないのですが、あのときの私は一番、食べることで癒

されていたような気がします。 

一気に食べ過ぎて、死ぬ寸前までいきました。体重は３５ｋｇ

からいっぺんに７０ｋｇまで増えた。体がパンパンに腫れ上がっ

た感じで、ひどくむくみ、指で押すと指の跡がくっきりと残る。

体中にしびれが走り、苦しくて仕方なかった。そんな私を見て、

親は感情的に怒るか、気味悪がるだけ。そこから過食嘔吐と下剤

の乱用が始まりました。 

翌年、定時制高校に編入し、夏には彼氏が出来ました。彼はす

ごく優しい人でしたが、やはり機能不全の家庭に育っていて、ど

こか病的なところのある人でした。でも、当時はそんなこと、分

からなかった。私のわがままをきいてくれる人の存在が嬉しくて

甘えきっていた。初めて家に帰るのが嫌になった。私にも逃げ場

所が出来たのでした。 

私の過食嘔吐はひどくなる一方でした。食べたものは吐かねば

ならないという強迫的な考えに取り付かれ、吐くために父の酒を

持ち出して飲むようになりました。酔うことも求めていた。家の

庭で飲んで吐いたり、図書館のトイレで飲んで吐いたり。食べて

飲み、吐くことで頭がボーッとする。その感覚だけを求めていま

した。 

それでも、酔っていないときは、パン屋や喫茶店で働きずくめ

に働いていたのですから、当時の私は本当にアンバランスだった

と思います。 

家で飲んでいて、グデングデンになったとき、私はブラックア

ウトを起こすようになりました。不眠が始まっていて、酒を飲ま

なければ眠れなくなった。 

精神科クリニックでもらった向精神薬の大量服薬を初めてした

のもこの頃でした。目が覚めたとき、日付が変わっていたのに、

家族の誰も気付いてくれていなかった。そのことが切なくて、泣

きました。誰かに気付いて欲しかった。 

そんな私を心配した姉が、Ｋ病院の担当医のところに私を連れ

て行ってくれたのです。即刻入院になりましたが、病院嫌いの私

は2週間で退院しました。その後も通院は続け、年末にも短期入

院をしたのですが、過食と下剤乱用は止まらなかった。肥満する

ことへの恐怖心が強すぎて、病院の健康的な生活が怖くなり、彼

氏の家に逃げ込んだこともありました。病気で働けなくなった私

にとって、家には居場所がなかった。彼の家だけが逃げ場所にな

っていました。彼と会えない日の私は処方薬を飲んで寝ていた。

この頃の私は３０ｋｇまでやせ続けていました。 

父はこの頃、断酒会につながりました。両親は毎日、断酒会の

ミーティングに行くようになりました。姉は入退院を繰り返し、

ときには父と一緒に断酒会に行くこともあったようです。姉の体

は少しずつ健康的になり、元通りになっていきました。 

薬物の自助グループに姉が初めてつながったのも、この頃だっ

た。 

「仲間ができたんだよ」そう言って姉は大喜びしていました。

入院中につけていた姉の日記を後から読んで知ったのですが、私

たちが17歳の3月ごろ、姉はシンナーで鑑別所に入っていたよう

です。シンナーが止まらなくて幻覚幻聴に苦しみ、自分で警察に

出頭したらしい。鑑別所から出たくないと姉は母に言ったそうで

す。 

「ここは、自分のことだけ考えられる。外に出ると、わけがわ

からなくなる」 

姉がどんなに苦しんでいたかと思うと、私は胸が苦しくなりま

す。でも、私自身も苦しかったので、このあたりのことは記憶が

断片的になっていて、うまくつながりません。 

 

姉は、私たちが17歳の6月に亡くなりました。 

この頃の姉は、ため込んだ処方薬を一気のみして、ひどいいび

きをかくようになっていました。過食と拒食の真っ最中だった私

は、姉のケアをしている余裕はありませんでした。     

ある日、学校から9時過ぎに帰って襖を開けると、姉は静かに

寝ているようでした。 

「ああ、よく寝ている」 

と、私は安心しました。 

断酒会から帰ってきた母が、声を掛けました。 

「お姉ちゃん、パン買ってきたよ」 

その後に、母が叫びました。姉は死んでいたのです。 

姉の葬儀に出たときの私は下剤乱用でボロボロの状態でした。

姉が亡くなったあとに、すぐに入院しなさいと言われましたが、

私は首を縦に振りませんでした。 

「学校になんか行かないで、姉ちゃんの苦しみに気付いてあげ

られたらよかった」 

「姉ちゃんが死んだのに私は、まだこんなことをやっている」 

「自分が死ねばよかった」 

などと、自分を責めてばかりだった。死にたい、死にたいと自

殺願望ばかりが湧き上がってきて、リストカットをしたり、処方

薬を大量に飲んで運ばれる、ということを繰り返していました。 

10月8日は私たちの誕生日ですが、私たちは、家族と一緒に誕

生日を過ごしたことがほとんどありませんでした。たいてい姉が

入院していたからです。 

「どうしてあたしたち家に帰れないんだろうね」 

と、姉の病室で2人でよく話していました。ガリガリで醜いと

言われ続けていたので、 

「2人でいつか家を出ようね」 

と、私たちはいつも励ましあっていたものでした。 

 

私のそんなボロボロな状態は、18歳の秋にいったん止まりまし

た。 

10月に、付き合っていた彼氏の子供を妊娠したのです。 

そのときから私の生活は変わりました。食べ吐きを一切止めて

タバコも止めて、行けなくなっていた高校へも自力で行き始めま

した。 

出産については、Ｋ病院の医師にも親にも猛反対されました。

しかし、一番上の姉が応援してくれたので、結婚して子供を生む

ことを許してもらえたのです。 

妊娠中の食欲の変調で、食べ吐きが数回ぶり返しかけたとき 

「お前だけの体じゃないんだぞ」 

と、彼氏にすごく怒られた。 

「またやったのか！」 

と、母体まで蹴られました。 

喧嘩するたびに彼の暴力はエスカレートし始めていました。で

も、殴られて当然だと思っていた。自虐的な性格のために、傷つ

けられる痛みにひたっていたのかも知れません。 

19歳の4月に女の子を生み、彼氏と入籍しました。 

実家の近所に部屋を借りて、子供のために洋服を作ったり、図

書館で調べて離乳食を作って冷凍したり、子供のために一生懸命

でした。子供の前では絶対に食べ吐きをしなかった。お母さんと

子供のスイミングスクールにも行ったし、姑から言われたことは

なんでもやりました。 

毎日がすごく幸せで、もう大丈夫、私は幸せになれた・・・と

思っていたのに、病気が再発しました。その兆候は、生活の隅々

への異常なこだわりという形で現れたのです。 

夫は、市場の仕事をしていたので、朝が早かった。午前3時に

起きて夫を送り出し、午前7時まで掃除をし、子供のことや家事



をすべてこなし、夜は夫の相手をし・・・。テンパって無理をし

ていることは気付いていましたが、何もかも気の済むまで徹底的

にやっていないと気持ちが落ち着きませんでした。 

20歳の1月に爆発しました。きっかけは、夫との喧嘩でした。

正月に私たちの家に友達が集まったとき、病的な夫の態度が原因

で、みんなが帰ってしまったことがありました。あとでそのこと

で夫と喧嘩になったのですが、怒り狂った夫がそのとき、部屋中

にゴミをぶちまけました。 

「誰が片付けるの？」 

「片付けるのは、いつもあたしじゃない！」 

「お父さんやお姉ちゃんが暴れても、片付けるのはいつもあた

しだった・・・」 

ブチッ、という音がまるで、聞こえたかのようでした。サンダ

ルのまま、私は家を飛び出しました。 

「疲れた」 

「子供も、もういい」 

そんな考えばかりが湧いてきた。 

「私は？私の気持ちはどうなるの？」 

過食しながら町を歩き、酒を飲みました。酔いたくて一人でカ

ラオケボックスへ行き、飲み続けました。行きずりのコンビニの

配送の車に乗せられ、ホテルに連れていかれた。横浜駅で下ろさ

れ、放心しているところを、夫が車で迎えに来た。夫は、そのま

ま私を富士山に連れて行きました。初めてデートした頃、富士山

をドライヴしたときの思い出があったのでしょう。私はただ茫然

としていた。 

家に帰ると、夫は、私の体を一生懸命に洗いました。 

 

その後、夫との生活は苦しくなる一方でした。 

夫が仕事に行っている間にワインを飲み始めると、止まらなく

なる。子供の面倒を見られないと夫の職場に電話をすると、夫が

飛んで帰ってきました。 

「今まで一度も店を閉めたことのない息子が、あんたのせいで

閉めた」 

と、夫の家族全員に叱られました。 

子供は姑に引き取られました。私は、子供のビデオを見て泣い

てばかりだった。姑が強力に介入してきました。無理をし続けて

いたときの私には「いい嫁だ」と誉めちぎっていた姑は、手のひ

らを返したように「別れちゃいなさい」と夫に言い始めた。夫は

姑がそう言っていることをそのまま私に告げる人でした。 

摂食障害が始まりました。食べ過ぎて吐けず、下剤をほしがる

私を「ダメだ」と言って夫は家を出させてくれなかった。夫の暴

力はさらにひどくなり、私も激しく抵抗しました。 

「食べ物を買いに行きたい」 

「金を持っていないのに、どうするつもりだ」 

「盗むわよ」 

そんなやり取りの末に、夫に警察を呼ばれました。 

夫はやがて、金庫を買ってきました。１００ｋｇくらいあるよ

うな大型金庫です。処方薬、酒、金など、夫が仕事に行っている

間に私が持ち出しそうなものを全て入れて、カギを掛けていた。

私は、罪悪感でいつも身もだえしていました。夫を苦しめたくて

そのような行動をしていたわけではなかった。 

「早く元気にならなきゃ、子供を見てあげられない」 

「みんなに迷惑かけちゃう」 

「頑張らなきゃ、やらなきゃ」 

と一貫して、死に物狂いでした。でも、やろう、やろうとすれ

ばするほど、狂ってしまうのです。そんな焦りは誰にもわかって

もらえず、責められる一方だった。 

何度、死のうと思ったか分かりません。抗酒剤を牛乳に入れ、

抗酒剤だとは分からないようにして飲み干し、そのあとに酒を一

気のみしたこともあった。そうすれば死ねると思ったのです。地

獄の苦しみだけが待っていました。家の二階から飛び降りたこと

もあった。でも、死ねなかった。外をさまよい歩いて、泥だらけ

になって帰った私を、夫は激しく殴りつけた。狂った私の逸脱行

動をどうにか抑えようとして、湧き上がる怒りを、夫は暴力で叩

きつけて来るばかりでした。 

Ｋ病院に３回入院させられましたが、すべて脱走しました。 

「直ろうという気のない人は診てあげられない」 

と、主治医にも愛想を尽かされました。 

この間、夫は病院に私を閉じ込めるための努力はするのですが

家族会などには一切、つながってくれませんでした。私の親を夫

は嫌っていました。 

相談に乗ってくれたアパリのスタッフに、 

「あなたの前夫はこころの固い人でしたね」 

と言われました。 

私は、そんな風に夫のことを考えたことがありませんでした。

いつも悪いのは自分で、自分が夫を怒らせるから、殴られるんだ

とばかり思っていました。しかし、言われてみると確かに、私の

病気を夫は毛嫌いしていただけのように思います。 

自助グループでいう「自分と相手の問題を分けて考える」とい

うことを、夫は理解しなかった。私を支配し、自分の力で私を変

えようとするばかりでした。 

Ｋ病院から見限られた私は、群馬県のＡ病院に入院しました。 

20歳の7月、夫との離婚が成立しました。 

子供と離れたくなかったのですが、このままだと、子供のため

にならない。子供のために離婚しよう。そう決心した自分がいま

した。 

離婚が成立したばかりの頃のことを、私は、よく思い出せませ

ん。離婚届の書き方が分からなくて、夫に電話をしたのですが相

手にしてもらえなかった。子供のことを話したいと言っても、取

り合ってもらえなかった。パニック発作を起こして、また自傷し

ていました。怒りの感情が抑えきれなかった。 

「心配してあのひとは駆けつけるに違いない」という打算も働

きました。手首を切って電話をすると夫がきて「またやったのか

」と激しく拳で殴りつけられた。髪の毛を引っ張って引きずり倒

され、私も噛みついて抵抗しました。 

親権の話し合いもないまま、離婚が成立しました。私は、親と

世帯分離して生活保護を申請し、Ａ病院のプログラムに専念する

ことにしました。 

夫と暮らした家から、まとめた荷物を台車に乗せて実家へ運ん

だ。7往復掛かった。あのときの寂しさを今も、忘れることは出

来ません。 

 

Ａ病院で私は、無我夢中でプログラムに取り組みました。 

Ａ病院には、薬物依存を始めとして摂食障害や感情障害など、

たくさんの自助グループがメッセージに来てくれます。病院内で

ミーティングもやっています。そのほとんどに私は出席しました

。病院のケースワーカーさんは「あなたはもっと過食しなさい」

と言ってくれましたが、過食する自分を私は許せなかった。一人

で頑張って止めようと、懸命になっていました。 

バトミントンなどのスポーツ・プログラムに昼間は参加し、夜

は不眠に苦しみ、不安に陥り、過食して、そんな自分が許せずに

自分から頼んで閉鎖病棟に入れてもらったりすることがよくあり

ました。 

ものを見るだけで泣いていました。過食だけはやっちゃいけな

い。元気にならなきゃいけない。なんとかして子供に会いたい。

でも、生きているのがつらい。死んでしまいたい。姉もいない。

夫も子供もいない。死んだほうがどんなにマシか・・・。 

ある日、ミーティングに出ないで、部屋で過食していました。

そのまま、夢遊病のように病院内をさまよい歩き、気付くと体育
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館の2階にいました。そこから、はるか下の地上を見ていて 

「飛ばなきゃ・・・」 

と、考えていました。 

ハッと気付いて「戻らなきゃ！」と思ったときには、足が離れ

ていた。手すりに必死にしがみついたのですが、力尽きて、落下

しました。腰椎の圧迫骨折と、右足首の複雑骨折。右足のくるぶ

しの上に骨が飛び出していました。 

どのくらいの時間がたった後でしょうか。たまたま通りかかっ

た患者に発見されて、県内のＳ病院の集中治療室に救急搬送され

ました。 

Ｓ病院のICUには2ヶ月間いました。ところが、担当看護婦から

私はキチガイ扱いをずっとされ続けた。「痛い」と訴えても 

「あんたが飛び降りたのがいけないんでしょ」 

と、冷たく言われるばかりでした。 

その看護婦が、私はいやでいやで仕方がなかった。絶対安静な

のに、ICUから再び脱走しました。自助グループの仲間に頼んで

３階から担ぎ出してもらい、Ａ病院に逃げ帰ったのです。仲間の

ところに帰りたかった。 

ところが見つかってしまい、救急車でＳ病院に連れ戻されまし

た。私は、その看護婦に会うのにどうしても耐えられなくて、そ

のときにまた手首を切りました。 

もう、本当にやけのヤンパチ状態でした。 

結局、Ｓ病院では面倒を見切れないということで、Ａ病院に戻

されて車椅子生活が始まりました。ブロンを買ってきて病院内で

隠れて飲むようになりました。ガスライターのボンベも吸うよう

になった。ガスボンベは「気持ちいい」というより「自分を破壊

する」という感じでした。幻覚に苦しむどころか、幻覚を楽しむ

始末でした。 

結局、3月にはＡ病院も脱走しました。群馬県内に私を見てく

れる病院はなくなってしまいました。 

 

薬物依存症の中間施設にたどりついたのは、私がこんな八方ふ

さがり状態のときでした。『ビッグ・ラヴ・クルー』という施設

を、ある女性の仲間が群馬県前橋市に立ち上げたばかりでした。 

私は、その施設に8ヶ月いました。同じ経験を持つ仲間が私の

ケアをしてくれて、施設の仲間のために私自身も自分でできる限

りのことをするうちに、あれほどひどかった私の病気はピタリと

止まってしまったのです。１００％の私を受け入れてもらえて 

「愛されている」 

と、思えた。自分を少しずつ、好きになれた。 

「生きているのって、こんなに楽しいんだ」 

と、思えるようになったのです。 

摂食障害も一切、出ませんでした。処方薬も切りました。もの

ごころがついてからの私の生涯で初めてのことでした。 

私が何度も飛び降り自殺を図ってしまったことや、たくさんの

逸脱行動を重ねてしまったことを、施設の仲間達は、笑い飛ばし

てくれました。ミーティングで自分の過去を正直に話し、痛みや

苦しさを分かち合ううちに、罪悪感は少しずつ軽くなっていきま

した。 

その後、施設内の人間関係に悩んで、私はその施設を退寮しま

したが、助け合った仲間達とは兄弟のように親しく付き合ってい

ます。薬物や摂食障害などの自助グループには今も欠かさず出席

しています。 

最近、アパリの一室を借りて、回復プログラムに再び参加しま

した。気心の知れている群馬の自助グループの仲間たちが一緒な

ので、いろいろと助けてもらっています。みんな、傷ついた私に

ほんとうに優しくしてくれる。本当に感謝です。 

仲間の手助けのもとで、私は今、自分自身の感情の見つめ直し

をするプログラムに挑戦しています。 

落ち着いた気持ちで、日々の自分の感情のチェックをしている

と、本当にいろいろなことが見えてくる。 

たとえば、私はこれまでの人生で、人から評価されることばか

りを求めていた。自分が何をしたいかということよりも、他人か

らどう思われるか、ということで行動を決めていたということに

気がつきました。他人のための自分しかなかったのです。 

たとえば高校のとき、摂食障害のために全日制の学校が続かな

くなって、どうして定時制を選んだのか。それは、親が忙しくて

お金がなく、家のことが心配でならなかったからでした。少しで

もアルバイトをして家にお金を入れないと大変なことになってし

まうと焦っていたからでした。それから離婚を決意したときも、

子供のために自分を犠牲にしようという考えで私は行動していた

のです。 

「あれをしちゃいけない」 

「これをしちゃいけない」 

あるいは 

「ああしなきゃいけない」 

「こうしなきゃいけない」 

という考えですぐに追い詰められてしまう私の心理には、幼い

頃の家族の機能不全が影響していたということを、ようやく理解

しました。親から認めてもらいたい、人から認めてもらいたい、

いい子になりたいということばかりに追い立てられてきたのだと

思います。 

今は自分の問題をまず第一に考えて「今日一日」を生きていき

たいと思います。 

薬物使用を再燃させ続けたら這い上がれなくなってしまう。私

は、薬物を使うと本当に強迫的に、5分おきに死にたくなる。そ

れは、使うごとに強くなってきている気がします。過去のサイク

ルの繰り返しはもうコリゴリです。 

私の不安と恐れは、眠りにつくときや、目がさめるときに顕著

に表れます。子供のときに、まったく不安のないプライマリー・

スリープ（原始の眠り）を経験できなかったからだと、ある仲間

が教えてくれました。異性がそばにいると、本当にぐっすりと眠

れるのですが・・・そのあたりも私の異性関係の問題に現れてい

るよう思います。 

「怒りの感情」について最近、仲間とのかかわりの中から大き

な気付きをもらいました。施設の仲間に心無いことを言われたと

き・・・たとえば、軽い摂食がぶり返して、施設の食堂で何かを

食べているときに、男の仲間から 

「なんだよ、また食べてるのかよ。すげえ食うなあ」 

と言われたとき、ものすごい怒りを感じました。 

「あんたなんかに何が分かる？放っといてよ！」 

と、叫びたくなりました。 

あるいは、ある仲間に 

「ゆうたの場合は、男がいけないんだ。男を選ばなきゃ、また

（クスリを）使うぜ」 

といわれたときにも、ガーッと怒りが出ました。 

「自分で一生懸命に考えて、どうにかしようとしていることを

男の仲間から支配され、コントロールされるようなことを言われ

たとき、私はどうしようもなく怒りが出てしまう。放っておいて

ほしい」 

施設のミーティングでそれを吐けたとき、本当にすっきりしま

した。 

私のいけないところは、そういう怒りをためこんでしまって、

外に表さないことだということも仲間が教えてくれたのです。 

これまでの私はいつも強い焦りに追い立てられていました。 

「早く元気になりたい」 

「こんな私から、早く変わりたい」 

「早く病院を出て、しっかりやらなきゃ・・・」 
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でも、それは無理なんだな、ということが最近、少しずつ受け

入れられるようになってきました。私たちの性格の根本がガラリ

と変わってしまうことはありえない。私たちの回復に必要なこと

は、自分を知り、それを受け入れていくことです。苦しみや痛み

を抱えた自分のこころと、うまく付き合っていくことだというこ

とに気付いたのです。 

これまで、自分の病気に関して、私は自分自身を責めてばかり

いました。しかし、私にとって食べ吐きをすることは、必要だっ

たのです。それをすることが唯一の逃げ場であり、救いだった。

そうすることで私は生き延びてきたのです。 

今の私には、ミーティングや仲間という救いがあります。仲間

とのんびりした時間を過ごしているとき、ボーッとしているとき

自分がすごく癒されていると感じることがある。今日は雪が降っ

て、施設のそばのゴルフ場でソリで滑って遊んだんだけど、すご

く楽しかった。病気のことなんか、忘れていられた。仲間と共に

いることで少しずつ自分を楽にすることができると思います。 

考え方一つで、全然、楽になる。生きるのが、楽しくなる。食

べ吐きだって、クスリを使ってここに流れ着いたことだって、私

には必要だった。いやなことがあっても、ピンチがチャンスに変

わる瞬間が、必ずやってくる。 

仲間と分かち合えたとき、一体感をもてたとき。 

「あたし、これでいいんじゃん」 

と、思えたとき。仲間と一緒にボーッとしてるとき、ふっと笑

えているとき。ああ、暖かいなあ・・・と思えることがある。そ

んなときに、充実しているなって思う。 

最近、親に手紙を書きました。 

「きれいに書かれた手紙、もらった人は嬉しいですな・・・」 

そう思って、きれいに書き直した。それを読み直していて、す

ごく心が落ち着いた。 

何か自分の好きなものに、落ち着いた心で、こだわりを持てた

とき。大切なことを、きれいにやれたとき。そんなときに、とて

もうれしくなります。 

これからも、苦しくなることはいっぱいあると思う。でも、私

は依存症なんだから、苦しくって当たり前。それで、順調。 

仲間と助け合い、分かち合いながら、ゆっくりと少しずつ、回

復していきたいなって思います。 
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１７歳のときに左腕を失った。高圧線で感電して、死にはぐっ

たときの怪我だ。 

飼っている伝書鳩の足に、玉糸をつけて飛ばすのが、当時の流

行だった。ある日、糸をつけたままのはぐれ鳩が、高圧線に糸を

絡ませて、飛べなくなっていた。助けてやろうとして、１４メー

トルくらいの鉄塔を登っていった。運悪く前日が雨だった。バチ

ーンって感電した。鉄塔から落ちて、その下の家庭用電線に、宙

吊りになった。 

ショックで気を失いかけていたなかで、人の声だけはよく聞こ

えた。下のほうで大勢、人が騒いでいた。そのくせ誰一人、感電

している俺には近寄ろうとしなかった。 

一人だけ、自分の家の布団を全部持ってきて、地面に敷いてく

れた女の子がいたよ。高いから、そんなの、何の役にも立たない

んだが。Kちゃんていう、近所でも有名なスケバンの女の子だっ

た。忘れないね。 

そのうちに、俺の体に羽が生えた。極彩色のきれいな雲の中を

俺は飛んでいた。その向こうに、幼稚園の制服みたいな格好をし

た沢山の人たちがいて、にこやかに手招きしていた。そっちへ行

こうかなって思ったら、目がさめた。周りでワイワイ人が騒いで

いた。救急車が来て、新聞屋まで大勢来ていた。「臨死体験」っ

てやつだったのか。幻覚じゃない。まだ俺がクスリを覚える前の

ことだ（笑）。 

半年間入院した。生きているのが不思議だと言われた。当時の

医療技術では左腕を落として義手にするしかなかった。 

仕事が見つからなくて苦労した。職安の人は優しかったが、雇

用主は冷たかった。実際に求人に行くと片手の俺を見るなり「ご

めんね。今さっき、親戚の子で決まっちゃったの」と言われた。

１７～１８箇所回って全部断られた。悔しかった。車の免許は２

種免許まで取ったのに。片腕で２種取った奴なんて、そうは居な

い。随分、驚かれた。それでも職はなかった。 

ヤクザ組織に入った。クスリの売（ばい）をやらされた。油紙

にくるまれた１ｋｇや２ｋｇって品物を、オヤジに頼まれて、ほ

かの組織の組長に届けるのが仕事だった。BMWを運転できるのが

嬉しかった。扱っているのはすごい量だったが、「自分でやるも

んじゃない」とオヤジから厳しく言われたから、自分ではやらな

かった。 

それが崩れて「最初の一回」に手を染めちまったのは、ヤクザ

じゃなくて友達がきっかけだった。１歳年下の庭石屋で、親しい

男だった。中央高速道路が開通したばかりの頃だ。川崎に用事が

あって、その男の車に同乗した。路肩に寄せて、その男が腕に注

射していた。３０数年前のことだ。ヤクザ者が覚せい剤で逮捕さ

れても検事調べでせいぜい釈放（パイ）になる。そんな時代だ。

そいつもたいして罪悪感は持っちゃいなかった。「先輩、一回だ

けやってごらん」って、しつこく言う。「俺はいい」って言って

いたが「じゃあ一回だけ」ってなって、打ってもらった。凄かっ

たよ。地面から足が浮いて、宙を泳いでいた。 

それから半年間、滅茶苦茶にはまった。クスリを打ったら一週

間、眠らない。 

「昨日、俺、なんか言わなかったか」 

「お父さん、それ５日前のことだよ」 

「嘘つけてめえ、俺のことはめる気か」 

そんなやり取りを女房としていた。女房にはよく怒られた。半

年経って、このままじゃ何もかもグチャグチャになっちまうと思

った。その頃に警察に逮捕された。 

保釈で出て、すぐに使った。残ったクスリを始末しなきゃ、と

いう強迫観念があった。そして逮捕された。１年６月、執行猶予

なし。静岡刑務所に務めた。 

静岡を出所してから庭師の仕事を始めた。植木は面白かった。

「これだ！」と思った。ヤクザからはキッパリ足を洗った。刑務

所の分類担当官にいい先生がいて、出所後の仕事まで面倒を見て

くれた。ご恩は今でも忘れない。その先生の口利きで、独立して

店を構えた俺は、甲府刑務所の庭仕事をやらせてもらえた。 

刑務所の先生方は皆、俺を愛してくれた。片腕の俺が一生懸命

やるから、親身になって応援してくれた。刑務所っていう所は不

思議な場所だ。無我夢中になって一生懸命に作業しているのはど

ういうわけかシャブ中だった。みなクソまじめだから、クソまじ

めにクスリにはまってしまう。そんな連中を潰してしまうクスリ

は、本当に怖い。 

静岡を務めてから１５年間は、クスリのクの字もなかった。ち

ょうどバブルに当たったから金が儲かった。仕事に夢中で金を使

う暇がなかったから、ずいぶん金がたまった。会社を立ち上げて

重機の免許を幾つも取って、重機を買って、JAを相手に営業に走
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り回った。会社は大きくなったよ。 

そんな最中に女の病気が出ちまった。女の子に惚れた。甲府の

ソープランドでナンバーワンの娘だった。覚せい剤が大好きな娘

でね。「１５年もやめてるんなら一回くらい大丈夫だよ」と言わ

れて、一回打ったら、もうダメさ。止まらなくなった。 

山口組のヤクザの女でね。揉めにモメた。間に入ってくれたあ

る親分の提案で、女に選ばせようと決まった。女は俺を選んだん

だが、後から考えたら、選ばれなきゃよかった（笑）。 

その娘と一緒にクスリを使い続けて２回、服役した。栃木刑務

所からその娘が帰ってきたとき、女房がその娘と談判してね。手

切れ金を払って別れた。女房は怖いよ（笑）。今ではその娘もク

スリを止めて、ブティックを経営している。太ったな。最近もた

まに電話している。「あんた、まだ（クスリ）やってるの？」な

んて怒られた。 

俺はつくづく女に弱い。クスリに行くのはいつも女がきっかけ

だ。最後の服役もそうだった。月形に２年務めた。「自分の娘よ

りも若い女とクスリで遊んで何が面白い。あんたは私と同い年で

すよ。刑は重いですよ」裁判官にそう言われた。その言葉は厳し

くこたえた。後悔、後悔、後悔。反省、反省、反省だった。この

服役が、底つきになった。服役中に、会社を息子に譲り渡した。

クスリで遊ぶことが楽しいと思えず、怖いと思うようになった。

月形刑務所で、アパリのビデオを見せてもらった。出所したら、

アパリに行こうと思った。 

 

出所してからいったんは山梨の実家に戻り、一週間くらい家に

いて、アパリに行くと俺が騒ぎ出したので、 

「おとう、そんなに行きたいなら行っておいでや」 

と言って、女房と息子が大月まで車で送ってくれた。そこから

電車で倉賀野に出た。刑務所で見たくらいだから、アパリといえ

ば誰でも知っているだろうと思ったのに、どこで聞いても「知ら

ない」と言われた。あっちに行ったり、こっちに行ったり、その

遠いこと、遠いこと・・・。藤岡にたどりつき、アパリのスタッ

フが迎えにきてくれたときには、ワンカップでぐでんぐでんに酔

っ払っていた。迎えにきたスタッフが俺を見たときの厭そうな顔

は面白かったよ（笑）。 

ところが施設長は優しかった。相手の出方を伺ってやろうと思

って「金は持っていない」と俺は言ってみた。それなのに施設長

はタダで泊めてくれた。懐の深い人だなと思った。あんまりただ

飯ばかり食っても悪いから、最近では金を入れているよ（笑）。 

こんな頑固な性格の俺だから若い入寮者とよく喧嘩になる。突

っ張っている奴とも、やり合っちまう。しかし、そんな俺に対し

てズバッとものを言ってくれる仲間がいる。「何をこのやろう」

と最初のうちは思っていたが、その仲間にこの間、泣かされた。 

１月１７日は俺の仮釈放が終わる日だった。その仲間がそれを

覚えていて豆腐を買ってきてくれた。俺が四隅を食べて、集まっ

た仲間達と残りを食べた（放免祝いの儀式。体と心を真っ白に、

心の角を取る、という意味がある）。「爺さん、おめでとう」仲

間が集まって、ワイワイと騒ぎながら豆腐を食べた。俺らしくも

ないが、笑いながら涙が出た。 

「５５歳のヤク中の回復なんてあり得ないですよ」なんて、憎

まれ口をきく若い仲間もいる（笑）。しかし、アパリに来てから

信じられないくらい、俺は変わってきた。 

間違ったところは、仲間が教えてくれる。我の強さが、取れて

きている。ガチガチだった意固地の殻が、ずいぶん柔らかくなっ

てきた。 

ミーティングばかりやっていると、口は達者になるかもしれな

いが、体が動かなくなっちまう。当たり前のことを、当たり前に

やっていかないと、人間はダメになる。アパリの庭の手入れを俺

がしたのは、そう思ったからだ。庭師としてもう一度、自分を賭

ける仕事をしたいと思っている。年が年だけに焦りもある。「そ

ろそろ出たいんだが・・・」そう思って俺がそういうと、「もう

少しのんびりしなよ。今までガリガリ働いてきたんだから・・・

」と言ってくれる。みんな本当にあったかい。 

「ホウキは回しながら掃くんだよ。そうすれば、竹ボウキの先

の全体が丸くなっていくんだ。簡単なようで、ホウキかけるくら

い難しい作業はないんだぞ」 

庭仕事を手伝いたいなんていう若い衆に、そんなことを教えて

やると、みんな一生懸命見よう見まねで覚えてくれる。かわいい

連中だなあと思う。 

ミーティングに参加してみて、最初のうちは人の話を聞くのが

俺は苦手だった。でも今は、自分が話すよりも、聞いているほう

が楽しい。いろいろなミーティングに行って、いろいろな人の話

を聞いてみたい。人が話したことなんてすぐに忘れてしまうし、

右から入って左から抜けてしまうんだけど、自分がどんどん穏や

かになっていくのを感じる。 

「これを言ったら、この人、傷つくかな」 

とか、そういう気持ちを持てるようになった。今までは、それ

がまったくない男だった。俺が一番で、俺の言うことが何でも正

しい。それでたくさんの人を傷つけてきちまった。 

まだまだクリアするべきことはある。 

「この子、早く気がついてくれねえかなあ・・・」 

なんて、自分の問題がまだ見えていない若い仲間に対して、思

ってしまうことがある。そうやって、すぐに人をいじりたくなっ

てしまうのが今のところの俺の問題だね。 

バカだから、いっぺんに色々はクリアできっこない。少しずつ

変わっていけばいい。 

こんな場所を１０年、１５年前に知っていたら、うちで働いて

いる従業員たちも、もっと楽だったろうと思う。家族のことだっ

て苦しませなくて済んだろう。何よりも、自分が一番楽になれた

はずだった。 

「そんなこともわからねえのか、馬鹿野郎！」と健常者をやっ

つけるのが、障害者の俺の優越感だった。ずいぶんと変わってこ

れた。俺にとっては、最高のところですよ。自分が変わっていか

なきゃ、何も変わらないんだなあ・・・そんなことを教えてくれ

たところですよ、アパリは。  （２００３年１月２２日、談） 



家族の手記  リツコ 

私の弟がダルクに入寮したのは、2001年5月頃でした。二人兄
弟で１つ下の弟です。弟は現在、32歳です。14歳～30歳まで薬を
使い続けていた彼が、ダルクに繋がるまでの道程は、とても長い

ものでした。 

弟は中学に入ってから間もなく非行に走るようになりました。 

ある時、弟の学校に、転校生がやってきました。その転校生を

キッカケにして、悪い遊びを弟がおぼえるまでに時間はかかりま

せんでした。その頃の弟は、強く生きていくために、弱い自分を

変えようとして苦しくもがいていたのだろうと思います。 

高校に入ると、弟の遊びはさらにエスカレートしていきまし

た。暴走族に入り、学校もさぼるようになりました。次第に夜は

家に帰ってこなくなり、特攻服をきてサラシを巻き、ドスをさし

て出かけて行くこともあり、私は心配で眠ることができませんで

した。弟の暴走族グループと他のグループとが街を暴走するの

で、外からはバイクや車のエンジンの大騒音が鳴り響き、地域の

周りの人々に迷惑をかけるようになりました。そんな弟を見てい

ると、ぶつけようのない苛立ちにやけを起こしている彼の気持ち

が伝わってくるようでした。弟がシンナーを吸っているのがわ

かったのもこの頃でした。 

やがて、弟たち暴走族の活動はさらに活発になり、どこかを襲

撃したりその他の事件を起こして警察のお世話になることも多く

なりました。学校でも問題を起こし、高校2年で退学しました。 
「きっと一時の悪ふざけだろう。若い頃に多少ワルでも20歳前

には普通は更生するようだから、弟だって大丈夫だろう・・・」

なんて、甘い考えでした。その後、これから起こる事が家族を崩

壊していくことなど予想もしていませんでした。 

学校を退学してからの弟は、仕事はするものの長続きはせず、

怠け癖がついていきました。その頃から、事あるごとに弟は、母

に尻拭いをさせるようになっていったのです。弟が18歳になる頃
には、彼が所属していた暴走族も世代交代しました。元暴走族仲

間は、シンナーを吸い続ける弟を止めさせようとしましたが、弟

は聞く耳をもたず、止めることができませんでした。その頃の弟

は既に薬物に依存していたのだと思います。 

そのうち、私の知っている弟の友達ではなく、私の知らない女

の子や男の子が自宅に集まるようになったのです。以前の友達は

来なくなり、弟から離れて行きました。どこから集まってきたの

か、家の中では知らない人たちが一日中、昼夜関係なく出入りし

ているのです。私の家は裕福ではないので、部屋の数は少なく、

弟との部屋も襖一枚で仕切られているだけでした。話の内容は筒

抜けの状態でした。 

ある時、弟に用事があったので襖を開けると、友達と一緒に

なって彼が腕に注射をしているところを見てしまったのです。そ

れからというもの、弟はもちろん働くことはできず、どんどん痩

せていき、目元にはクマができ、どす黒い顔色になっていきまし

た。薬物依存者に独特の体臭を漂わせていました。見るからに不

健康そのものでした。昼間なのに雨戸をしめ、窓にスプレーをか

けたり、不思議な行動をとるようになったのです。 

20歳の頃、弟が逮捕されました。初犯だったため、両親が責任
もって面倒を見るということで、執行猶予で出てきました。しか

し、それでも薬が止まるどころか、隠れてシンナーを吸うように

なっただけでした。やがてそれも両親に見つかってしまい、今度

は堂々と吸うようになったのです。シンナーを浴びるほど吸い、

シンナーのビンは一番大きなゴミ袋がいくつも一杯になるほどで

した。シンナーだけではなく、弟は覚せい剤まで繰り返し使用

し、「ＵＦＯが空から降りてくる」とか「頭の中で誰かが指令を

送っている」「手や足を虫が這っている」などと口走るようにな

りました。父も母もそれを知りながら黙認していた。父は、弟の

問題から完璧に逃げていました。親であることを放棄している父

に怒りが込み上げてきて、私の気持ちはおさまりませんでした。 

それからの10年間は混乱と苦悩の日々でした。私たち家族は、
一番苦しんでいるのは私たちではなく、薬物依存症という病気で

ある弟自身なのだということが分からなかった。薬を使用するこ

とで起こる精神障害や交通事故、人身事故。やくざやチンピラと

の関わり、巨額の借金。問題は増えていくばかりで、解決の糸口

はどこにもない。弟は精神病院にも入院し、何年も通院するので

すが、病院から処方される抗精神薬、睡眠薬も大量に飲んでしま

う。私たちは怒り、狼狽し、弟は正気を失っていくばかりでし

た。 

「私たち家族はこの先、どうなって行くのだろう？」と私はい

つも不安でした。このままではいけない、どこかに何かいい方法

があるだろうと焦った私は、問題が起きるたびに警察や精神病院

などを一人で飛び回っていました。そして2001年2月、ようやく
私もアパリ、ダルク、自助グループへと辿り着きました。 

自助グループに繋がって、薬物依存症という病気を理解しまし

た。家族が機能不全という一種の病気であること、親に対しての

恨みや怒りがあること、自分のとっていた行動が共依存的であっ

たこと。私がＡＣであること、私の両親もＡＣであったことなど

が謎解きのようにわかりました。ミーティングに通い続けている

中で、だんだんとわかってきたのです。私と弟も違いはなかっ

た。同じだったんだ。ただ私は薬と出合わず、薬を使わなかった

だけ。苦しみから逃れるための方法が違っただけです。 

弟は家族の中で一番敏感に物事を感じ、傷つきやすく、心の叫

びを誰にも伝えられず、苦しくて訴えて続けていたんだと思いま

す。命をはってね。 

私も弟と同じだった。子供の頃から苦しくて仕方がなかった。

私たちの父はアルコール依存症でした。酒を飲むとわめきちらし

て、激しい言葉の暴力で母を罵り、母を殴っていました。私の目

から見ても父は普通ではなかった。いつも家にはいない。無断外

泊は当たり前。家族よりも外が好き。家庭を顧みない人でした。

たまに家にいる時にはただ口うるさく、私と弟に説教をし、言葉

の暴力で私たちを傷つけました。偉そうなことを言われても尊敬

することもできず、矛盾だらけの父親に対して苛立ちを感じてい
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たものです。 

そして父も、子供の頃に同じような境遇で育っていたのでし

た。父の父親もアルコール依存症で毎日お酒を飲み、暴れ、母親

に暴力を振っていたのです。まさしくアディクションの世代連鎖

でした。私の父も可哀想な生い立ちだったのです。 

自助グループでの回復努力を続けるうちに私は、少しずつです

が、今までのことを受け入れることができるようになりました。

親を責めることよりも、自分の問題に目を向けるようになった。

今までは、自分のことはさて置き、弟のことばかりに時間を使っ

ていたために気づかずにいたのです。いや、気づいてはいたのだ

けれど、それどころではなかった現実がありました。弟がダルク

に繋がり共依存的なものがなくなると、ごまかして生きてきた自

分の人生と対面し、やり直さなければならなくなりました。弟も

同じだと思います。今はとても苦しくて大変だろうと思います。

ＮＡメンバーの話など聞いていると、正直に語ってくれます。逃

げたりせず、自分と向き合っていてすばらしいと思います。私自

身も今まで、人とコミュニケーションをとるために「しらふ」で

は交流できずに、お酒の力をかりている所がありました。一般社

会でも酒の席を設けますよね。○○会とか題して当たり前のよう

にお酒がついてきます。自助グループに繋がるとそんな必要もな

くなりました。自分の気持ちを自分の言葉で正直に人に伝えるこ

とを学ぶからです。必要以上に自分自身を責めていたことや、人

のせいにして色々な問題から逃げていたことを、自助グループの

仲間との関わりの中で、私も弟も冷静に見つめることができるよ

うになった。人を許すことにより、自分の心も解放されていく。

私自身、楽になれて良かったと思います。 

人は一人ではとうてい生きていけないけれど、私も弟も一人

じゃありません。仲間がいます。今までの私は孤独で、生きてい

るのか死んでいるのかわからない感覚をもって生きてきた。今

は、すばらしい仲間に囲まれて幸せです。 

ダルクやアパリのスタッフ、自助グループの仲間やＮＡメン

バーにいつも助けられ、多くのことを学びました。感謝の気持ち

でいっぱいです。 

これからの私にできることは、まだ苦しんでいる人たちにメッ

セージを伝えていくことかな。 

「今日一日」を生きることが本当に大切であることをＮＡメン

バーから教えてもらいました。私の心の中には、この言葉がいつ

も響いています。 

アディクションからの回復途上で、いろいろな事情から、離れ

離れで暮らしている家族の方々が、他にもいらっしゃると思いま

す。 

愛する家族が、笑っていつか再会できる日が来ることを祈って

います。 

みんな、命を大切に生きて行こうね。 

ほんと、生きていてね。 

 

▽アパリからのお知らせ▽ 
 

◎アパリ会員を募集しています！ 

 アルコールや薬物、ギャンブル、買い物依存など様々な依存症でお悩みの方々、 

 医療・教育・司法・マスコミの現場で働いている方々、 

 依存症という病気について、ともに考えてくださる方々、APARIの活動に関わってください！ 

 フェローシップ・ニュースを始めとするさまざまな情報をお届けします。 

 依存症に関する相談にも随時、無料で応じています。 

 年会費はわずか１２，０００円（月額１，０００円）です。 

 ビール一杯、タバコ一箱を毎月我慢して、APARI会員になって下さい。 

 それは、あなた自身の回復の第一歩です！ 

 

◎フェローシップ・ニュースの編集に協力してください！ 

       アパリ東京本部 フェローシップ・ニュース編集部 

        電話 ０３－５８３０－１７９０ 

        FAX  ０３－５８３０－１７９１ 

        E-mail apari@tokyo.email.ne.jp 

  

 フェローシップ・ニュース編集部では、投稿してくださる方の原稿を募集しています。 

 依存症本人の体験談から、アディクション業界に関わっているドクター、ワーカー、ライターの方々の 

 投稿まで、執筆希望の方は編集部までご一報下さい。写真持ち込み大歓迎です。 

 編集を手伝ってくださるボランティアの方を大募集しています。アディクションの 

 世界に興味を持っている学生さん、編集部に連絡を下さい！ 

 次回のフェローシップ対談に乞うご期待！！ 

 原宿カウンセリングセンター所長の信田さよ子さんと、ダルク女性ハウス代表の上岡陽江さんの 

     対談の後編を掲載します。 

 

◎アパリスタッフは学校講演を引き受けます 

 薬物依存症から回復したアパリのスタッフが、小学校や中学・高校での講演を引き受けます。 

 薬物依存の苦しみを経験した体験者たちの話は、「絶対にダメ」という押し付け型の指導よりも 

 リアリティに満ちていて効果的だと評判です。 



さらば、哀しみのドラッグ 
                       横浜市立戸塚高等学校定時制教諭 水谷 修 

薬物依存者の回復施設ダルクと私との関わりは、かれこれ

１２年余りになるだろうか。当時は、横浜ダルクが五十畑修

氏らの手によって誕生したばかりだったように思う。子ども

たちを蝕み続ける薬物との闘いに教員生活を一貫して注いで

きた私にとって、生涯の師ともいうべき近藤恒夫氏に出会っ

たのも、この頃のことであった。これまでの私の葛藤を、近

藤氏たち回復者の活動がどれだけ勇気付け、励まし続けてく

れたかは、筆舌にはとても尽くしがたいものがある。 

薬物乱用の恐ろしさについて、多くの方々から話す機会を

頂くようになった私であるが、たくさんの生徒たちの前で話

をする前に、それから話を終わった後に、かならず心に浮か

べる思い出がある。それは、こうした活動に私が人生を賭け

る端緒となった一人の少年の追懐である。近藤氏や五十畑

氏、茨城ダルクの岩井氏らを始めとする全国各地のダルクメ

ンバーたちと私が関わるようになったのも、全てはその少年

の存在があってのことだった。その少年と初めて知り合った

のも、今から１２年前にさかのぼる。 

 

その少年は当時、高校一年生だった。４年にわたってシン

ナーを乱用していた。 

彼の母は、福島県のいわき市に生まれた。小学校5年生の時

に父親を事故で亡くし、小さな弟や妹の面倒をみるために、

ほとんど学校へは行けなかったという。中学を卒業すると同

時に、神奈川県の川崎市にある工場に就職した。華やかな都

会の夜にあこがれて水商売で働き、一人の暴力団の構成員と

知り合って生活を共にした。そして、彼を生んだ。彼が3歳の

時、彼の父は暴力団同士の抗争で命を落とした。 

それからの彼の母は暴力団関係者から離れ、横浜のぼろぼ

ろの木造のアパートに住み、パジャマの縫製工場で働きなが

ら彼を育てた。親子二人、貧しくとも充実した日々だった。

少年も母の愛に応え、小学校では学級委員をやるほどまじめ

な子だった。しかし、彼が小学校5年の夏休みに、過労と病気

に倒れた母は、寝たきりとなる。 

生活保護などの社会福祉制度に対する知識は少年の母に

も、少年にもなかった。手を差し伸べてくれる人はいなかっ

た。公共料金が支払えなくなり、電話・都市ガス・電気と

次々に止められていく。アパートから歩いて40分はかかる大

きな私鉄の駅周辺のコンビニを一軒一軒、少年は回った。

「母さんが倒れてしまって、貧乏なんだ。もし捨てるお弁当

があったら、お兄さん、僕にくれませんか」そう泣いて頼ん

だ。行く先々で断られ、ようやく1軒のコンビニの店員が教え

てくれた。「ぼく、余ったお弁当を回収する時間は、午前2時

だよ。そんな遅くにここまで来れるかい。もし来れるなら、

その15分前ぐらいにおいで。戻すはずのお弁当を幾つか、コ

ンテナの上に置いておいてあげるよ」。 

それからは、毎日午前0時を過ぎると少年は家を出て、その

コンビニまで行った。物陰で人がいなくなるのを待ち、お弁

当をもらい、何度も何度もお辞儀をして帰っていった。 

勿論、それだけで二人の人間は生きていけない。少年は、

学校の給食のおばさんに「捨て犬を３匹飼っているから、

余った給食をちょうだい」と頼み、学校を休んだ子供たちが

食べなかったパンや牛乳をもらって飢えをしのいでいたので

ある。 

彼が打ち明けてくれた話の中で私の涙を最も誘ったのは、

級友たちから彼がいじめられたときのことだった。彼は、友

人もなく嫌われていた。自分の貧しい様子を知られたくない

と、彼なりにいつも肩を張っていたからだろう。クラスメー

トたちは猛烈に彼をいじめた。風邪で休んだ子が多かったあ

る日、給食のおばさんに、パンを15個と牛乳を7本もらった。

それを大事に鞄に詰めて家へと急いでいると、近くの公園に

クラスメート数人に連れて行かれた。そして「おい、おまえ

んち本当は貧乏なんだろう。このパン、本当はおまえんちで

食べるんだろう」と言われた。「違うよ、犬にやるんだ」と

彼が答えると「それならこうしてもいいよな」と、パンを地

面にまかれて踏みつけられた。歯を食いしばってそれを拾っ

た彼は、それでも大事に持って帰り、アパートの隣室のおば

あさんに「おばちゃん、悪いけど砂糖とガス貸して。かあ

ちゃんが元気になったら何かで帰すから」と頼んだ。そし

て、牛乳に砂糖を入れ、それにつぶされたパンを浸け、フラ

イパンで温めた。「かあちゃん、これフレンチトーストだ

よ。家庭科で習ったんだ。本当は卵も入れるんだけど。かあ

ちゃん、元気になったら最初に卵を買ってよ。そしたら、本

当のフレンチトースト作るから」。 

「おいしいよ」といってお母さんがそれを食べていると

き、彼は涙が止まらなかったという。 

そんな彼を助けたのは、同じアパートに住んでいた暴走族

の少年である。彼へのいじめを、体を張って止めたのは、不

良少年の彼だけだった。暴走族に助けられた彼は、小学校の6

年からその仲間となる。これを哀しんだのは、彼の母親だっ

た。母からしてみれば、暴走族に入った息子の姿は、彼女が

なって欲しくなかった父親の姿と重なったからだ。少年も苦

しんだ。彼自身、決して好きで母親をこのような形で苦しめ

たかったのではなかったろう。その苦しみから逃れるために

彼はシンナーに手を出した。暴走族仲間とシンナーだけが、

思春期の彼の悩みや苦しみから彼を解放したのであった。 

薬物問題に取り組んでいる私たちの間でよく言われること

ばがある。 

「まじめな子ほど、まじめにドラッグを使い、まじめに壊

れていく。心に傷を持った子ほど、その心の傷を埋めるため

に必死でドラッグを使い、死んでいく」。 

Page 24 FELLOWSHIP NEWS 



Page 25 第三号 

彼はまさしく、この言葉そのものだった。 

やがて彼は暴走族仲間からも離れ、一人でシンナーに耽る

ようになる。シンナーだけを、絶対に裏切らない、彼から苦

しみを取り払ってくれる唯一の友人として、４年間使い続け

たのである。 

私と知り合ってからの彼は、私と生活することを通して、

少しずつシンナーから離れようとした。 

「先生、俺、先生んちへ行っていいか・・・。先生といつ

も一緒なら絶対シンナー使えないだろう」 

こう言って、しばらくの間、彼は私と共同生活をしたので

ある。そして1週間もすると、「先生、もう俺シンナー止めら

れたよ。かあちゃんが寂しいだろうから、家に帰る」   

と言って帰宅した。そうして、その翌日の夜中には 

「先生、またシンナーやっちゃった。俺のこと嫌いになら

ないで」と、泣きながら電話をかけてきた。 

そんなことが続いたある夜、夜間高校での授業を終えた私

のところに、新聞紙を破いたものを持って彼が尋ねてきた。 

「先生、俺先生じゃ、シンナー止められないや。シンナー

を止められない病気を治してくれる『せりがや病院』という

病院の記事が出てるんだ。俺をここに連れてってくれよ」 

こう言って、その新聞を私に見せたのである。 

私はこの時、かちんときた。むっとした。シンナーから彼

を助けようとこれだけ私が努力しているのに、私じゃ駄目だ

と言われたのだ。われ知らず彼に辛くあたっていた。 

「わかったよ。来週の月曜日に連れてってやるよ。でも、

お母さんから健康保険証を借りとけよ。金もかかるぞ。先生

は今日は忙しいから、帰れ」 

私にまとわりついていた彼を、そう言って帰した。 

私の方を振り返り、振り返りながら彼は、去っていった。 

15メートルほど離れたときだったろうか。 

「先生、今日は冷てえよ」 

彼はそう叫び、背中を見せて走り去った。 

この言葉が、彼から聞いた最後の言葉となったのである。 

 

翌朝午前2時、自宅近くの道路で、ダンプカーに彼は飛び込

んで死んだ。事故死だった。シンナーの幻覚の中で、ダンプ

カーのヘッドライトが、美しい別な世界への入り口に思えた

のだろうか。 

私が追いやってしまった死であった。 

 

依存性のあるもの、特にドラッグを止めようとするとき、

必ずと言っていいほど依存者は「最後の一回」に手を出す。

「さよなら・・・」である。たとえば、酒を止めようとする

ときに「よし、今日たっぷりと呑んでのみ納めにしよう」と

いって呑む「さよならお酒」、「この一箱を吸ったらもうた

ばこは止める」という「さよならたばこ」。ほとんどの場合

「こんにちは・・・」となるのが現実である。止めることは

できない。シンナーや覚せい剤などのヘビーなドラッグの場

合も同様だ。 

あの日の私は、あのまま彼を帰せば「さよならシンナー」

を彼がやるだろうことはわかっていた。しかし「水谷では駄

目だ」という一言にかっときて、彼を追い返してしまった。 

彼の葬儀に出た。彼の母と私だけの寂しい葬式だった。焼

き場まで同行し「箸渡し」をいっしょにしてくれるよう頼ま

れた。彼の骨が焼き上がった時、彼の母は、遺灰を両手でつ

かんで慟哭した。 

「シンナーが憎い。私の子を、二回奪った。一度目は命、

二度目は骨までも・・・」 

と、叫びながら。 

シンナーを4年間吸い続け、ぼろぼろになった彼は、ほとん

ど骨を残さなかった。泣き続ける母の手を握りつつ、箒とち

りとりを借り、すべての遺灰を骨壺と白木の箱に納めた。 

彼の死のちょうど一週間後に、せりがや病院に行った。 

 

無力感のあまり、教員を辞める覚悟をしていた私の話を、

院長先生が聞いてくれた。 

「水谷先生、彼を殺したのは君だよ。いいかい、シンナー

や覚せい剤などのドラッグを止めることができないというの

は、依存症という病気なんだよ。あなたは、その病気を愛の

力で治そうとした。しかし、病気が、愛の力や罰の力で治せ

るのですか。たとえば、42度の熱に苦しむ生徒を、自分の愛

の力で治してやると抱きしめて熱が下がるのですか。あるい

は、お前の根性がたるんでいるから、そんな熱が出るんだと

殴って熱が下がるのですか。その病気を治すために、私たち

医師がいるのでしょう。無理をしましたね」 

院長先生が私に言った言葉が今も、耳に残っている。 

「水谷先生、教員をぜひ、辞めないで欲しい。これからも

彼のようなドラッグの魔の手に捕まる若者がたくさん出るで

しょう。それなのに、教育に携わる人でこの問題に取り組ん

でいる人はほとんどいません。いっしょにやっていきません

か」 

院長先生は、そうとも言ってくれた。これが、私とドラッ

グとのこの12年間にわたる戦いの出発点となったのである。 

 

それからは、せりがや病院を始めとする医療関係者、ダル

クの回復者たち、それから私の戦いは、くんずほぐれつの三

つ巴、まったく無我夢中の１２年間であった。 

日本にもしダルクがなかったなら、近藤氏がいなかったな

らと考えると戦慄を覚える。自己責任論のみで社会から見捨

てられてきた薬物乱用問題を、社会全体の問題として意識さ

せる端緒を作ったのはダルクであり、近藤氏だ。今までのそ

の活動の中で、数え切れないほどの薬物乱用者を社会復帰さ

せてきた。さらにいま近藤氏は、アパリという組織を設立し

てその活動を広げている。本来は、国や各地方自治体が公的

に取り組むべきことを、民間で、しかもほとんど財源もなく

日々活動している姿には、いつも頭が下がる。 

アパリやダルクのさらなる発展を祈って筆を置く、と書く

べきなのだろうか。 

しかし、私はあえてこう言おう。 

ダルク・アパリのような存在が・・・そして私のような教

員の活動が、一日も早く必要ではなくなる日が来ることを、

私は心から祈ってやまない。 

水谷 修（みずたに・おさむ） 

1956年生まれ。現在は横浜市立戸塚高等学校定時制教諭。教員生活の
ほとんどの時期において生徒指導を担当し、中高校生の非行・薬物汚

染問題に関わり、生徒の更生と非行防止、薬物汚染の拡大予防のため

の活動を精力的に行っている。また、若者たちから「夜回り」と呼ば

れている深夜の繁華街のパトロールを通して、多くの若者たちと触れ

合い、彼らの非行防止と更生に取り組んでいる。 

 

主な著書に「さらば、哀しみのドラッグ」（高文研）「さよならが、

いえなくて 助けて、哀しみから」（日本評論社）「薬物乱用 い

ま、何を、どう伝えるか」（大修館書店） ほか多数。 
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薬物依存症 回復への道（東京ダルク編） 

薬物問題発生 

東京ダルクへ来所相談 

東京ダルク入寮・通所 

社会復帰（アフター・フォロー） 

東京ダルクへ電話相談 

協力病院 

精神保健福祉センター 

NA 

＊家族は薬物相談窓口につなげる 

就労プログラム 

全国のダルク・アパリ 

＊必要に応じて入寮前に解毒

入院を行う。また入寮者が通院

するケースも。 

福祉事務所 

ダルク女性ハウス 

＊女性の相談の場合はダルク     

女性ハウスへつなげる 

 ・・・東京ダルクの支援活動 

＊生活保護が必要な人は、

本人に申請に行ってもらう 

古紙リサイクル工場 

職業安定所 

▼東京ダルク▼ 
  〒116-0014 東京都荒川区東日暮里3-10-6 電話 03-3807-9978 FAX 03-3803-0509 
○ダルクホーム（入寮施設、定員１０名）ダルク・セカンド・チャンス（通所施設）を併設。 

○平日９：３０～１７：００ 日曜１０：００～１６：００ 年中無休。 

○利用費（月額）・・・入寮：\160,000 通所：\15,000 
○リカバードスタッフ５名 
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電話相談から社会復帰まで 
 

▼東京ダルクへ電話相談 
 

 薬物関連問題の初期介入は、家族や周辺の人からの電話相

談から始まることがほとんどです。ここでインテークを行

い、状況に応じた情報提供を行います。 

 東京ダルクは継続した家族相談を、原則的に受け付けてい

ません。家族には必ず精神保健福祉センターの相談窓口につ

ながってもらいます。なぜなら、あくまでも東京ダルクは薬

物依存者本人の回復を支援する場だからです。家族相談は地

域の精神保健福祉センター等を紹介し、専門的なプログラム

を受けてもらっています。 

 本人が入寮する意思がある場合、来所相談へ移行しプログ

ラム導入を検討します。 

 

▼東京ダルクへ来所相談   
 

 電話相談後、スタッフと面会し、今後の対応について話し

合います。薬物依存者本人の同意があれば、ここで東京ダル

クへの入寮の手続を行い、入寮か通所を選択します。 

 

▼東京ダルク通所 
 

 通所には、入寮を前提にしたものと、通所しながら社会復

帰を目指すもの、２種類あります。前者は、本人がまだ入寮

することを決心できない場合で、通所を入寮への移行期間と

して位置づけています。徐々にミーティングに慣れてもら

い、スムーズな入寮を目指します。後者は、例えば経済的に

入寮できない人や、一身上の都合で入寮できない人が利用す

るもので、通所しながら就労プログラムを行い、社会復帰ま

でサポートします。 

 

▼東京ダルク入寮 
 

 １日３回のグループミーティングを中心に、スポーツプロ

グラム（他施設とのソフトボール大会等）、セミナーへの参

加、他ダルクとの合同合宿セミナー等を行っています。 

 入寮者には担当のスタッフがつき、定期的にカウンセリン

グを行います。また、週に一度スタッフ全員でメンバーの

ケース検討をします。プログラム期間は各個人によって異な

りますが、最低３ヶ月を基本的プログラム期間（ミーティン

グを中心とした）であり、その後、就労プログラムへと移行

していきます。 

 

▼就労プログラム 
 

 最低３ヶ月のクリーンを経た後、就労プログラムに入りま

す。１回目はダルクが紹介する古紙リサイクル工場のアルバ

イトを１日３時間程度続けます。 

 その後、入寮者は職業安定所や求人紙で自ら仕事を探しま

す。仕事は東京ダルクに入寮しながら通い、夜のNAミーティ

ングには必ず参加できる仕事を選んでもらいます。仕事の収

入が15万円程度になると、退寮に向けての話し合いが始まり

ます。 

 尚、リラプス（クスリの再使用）した場合、ミーティング

を中心としたプログラムに戻り、入寮者は１からプログラム

をやり直します。 

 

 

▼社会復帰（アフターフォロー） 
 

 就労プログラムを終え、入寮者は社会復帰します。東京ダルク

につながってここまでくるのに、（個人差はありますが）６ヶ月

から1年半かかります。 

 社会復帰後も担当スタッフが定期的にカウンセリングを行いま

す。また、必要に応じてミーティングに参加してもらったり、ボ

ランティアとしてかかわってもらうことで、退寮者のアフターケ

アを行っています。 

 

 

他機関との連携 
 

▽精神保健福祉センター 
 東京ダルクでは家族相談は基本的に受け付けておらず、精

神保健センターの相談窓口を利用してもらっています。セン

ターで独自の家族教育プログラムを受けてもらうことで、薬

物依存症の問題について、正しい知識や対応法、解決法など

を家族が身につけることサポートしています。 

 

▽福祉事務所 
 入寮の際、自己資金が望めない場合は必要に応じて地域の

福祉事務所を紹介し、依存者自ら生活保護の申請をしてもら

います。生活保護で東京ダルクに入寮する場合は、担当の

ケースワーカーとの密接な連絡を取り合い、生活保護受給者

の社会復帰を支援していきます。 

 

▽医療との連携 
 入寮の前に解毒が必要な場合は一定期間、東京ダルクの協

力病院へ入院をしてもらい本人にクスリを抜いてもらいま

す。また入寮中、向精神薬が必要であったり、その他合併症

の恐れがある場合は、協力病院に通院し、担当医師の指示に

従いながらプログラムを進めます。そのほか、肝炎や虫歯が

ある入寮者も指定した病院を利用してもらっています。 

 ＊協力病院：東京足立病院、都立松沢病院等 

 

▽ダルク女性ハウス 
 東京ダルクは女性の相談や入寮を受け付けていません。女

性の薬物依存の相談は、ダルク女性ハウスにつなげます。 

 

▽ダルク・アパリ                      
 全国のダルクやアパリとは密接な連携を行い、相互に入寮

者の受け入れをおこなっています。 

 

▽NA（ナルコティクス・アノニマス） 
 NA（ナルコティクス・アノニマス）とは薬物依存者本人の

ための自助グループです。日本では３４以上のＮＡグループ

があり週に１００箇所以上のミーティングが開かれていま

す。入寮者は毎晩、施設からNAミーティングに通っていま

す。 

 

▽古紙リサイクル工場 
 入寮者は３ヶ月のクリーンを経たのち、提携している古紙

リサイクル工場へアルバイトに通います。 



サルでもわかるアディクション講座    （第２回）－無力－ 

トルルルルルル……ガチャ 

 

サル  もしもし。アパリさん？ どうも、サルです。 

相談員 あぁ、サルさん。１ヶ月ぶりですね。その後は、いかが

ですか？ 

サル  はい。おかげさまでボク、薬物依存症が治りました。 

相談員 えぇ？ たった１ヶ月で治っちゃった？ 

サル  はい。あれから１ヶ月間、ミーティングに出続けまし

た。そしたらクスリが止まったんです。こんなに止まったのは初

めてです。体力も回復して、すっかり元気ですよ。いや～、あり

がとうございました。 

相談員 そうですか。それはよかったですね、サルさん。依存症

が完治したかどうかはともかく、これからもミーティングには出

続けられそうですね。 

サル  いえいえ、ミーティングはもう沢山です。……なんだか

気の毒だし、そろそろ遠慮しようかなと思っているんです。 

相談員 えっ？  

サル  いや～びっくりしましたよ。この世の中には、壊れて傷

ついて、かわいそうな人たちがいっぱいいるんですね。すごく勉

強になりました。あの人たちみたいになる前に、クスリが止まっ

て本当に良かった。せっかくできた仲間を見捨てて社会復帰する

のも、少し寂しい気もするんですが、みんなにはがんばって欲し

いですね。 

相談員 は、はぁ。 

サル  そうそう、実はボク、事務所が変わるんです。業界最大

手の事務所にヘッドハンティングされちゃったんですよ（注 サ

ルは猿回しの仕事をしている）。これまでみたいにミーティング

に出る暇がなくなっちゃった。巡業で全国を回らなきゃいけない

し。地方ではミーティングなんてやってないでしょ？ 

相談員 お仕事が忙しくなったんですね。…分かりました。で

も、ミーティングには出続けませんか？ 同じ悩みを持つ仲間と

せっかく出会えたのですから。地方都市にだってミーティング会

場はありますよ。 

サル しつこいな～。もう治ったって言ってるじゃないですか。

ミーティングはもうけっこうですよ。クスリを使っていたら、ど

んどん壊れていく一方だってことはよく分かりました。僕の場合

はそれで十分ですよ。12ステップ（*１）だかなんだか知りませ

んけど、「薬物依存に対して無力」（*２）とか言って一生過ご

すほどボクは暇じゃないんです。無力だったらクスリなんか止め

られるわけないじゃないですか？ やっぱ、意思と根性使わな

きゃ～。男は仕事と気合でしょ？ 

相談員 ……わかりました。 ただ、これだけは約束してくださ

い。もしこの先、クスリが使いたくて我慢できなくなったら、と

にかく何も考えずミーティングに出てください。 

サル 相談員さん～、ミーティングにハマっちゃって～もう～。

好きなんだから。はいはい。 

相談員 仮定の話ですよ。いいですか。万が一にも欲求が出て我

慢できなくなったら、クスリを買いに行く前に、ミーティングに

出るんです。ミーティングの仲間との分かち合いの中で、クスリ

を使いたくなったことを正直に話して下さい。 

サル わかりましたよ。クスリが欲しくなったらミーティングに

出ればいいんですね。そもそも、薬物依存が治ったボクにはあり

得ない話ですけど。 

相談員 あともう一つ。自分一人で解決できないトラブルに巻き

込まれたら、必ずアパリに電話をしてください。くれぐれも自分

一人で解決しようとしないでくださいね。 

サル 心配性だな～、いいですよ。そんなヘマはしませんけど、

万が一の時は電話しますよ。 

相談員 それだけ約束してくれれば十分です。 

サル  色々とありがとうございました。もう一生電話すること

もないですね。お世話になりました。猿回しの世界でのし上って

大金持ちになって、アパリさんにも大口の寄付をしますから、楽

しみにしていて下さいよ。ウキキキー。 

相談員 まぁ、あまり気負わずに、「今日一日」を大切に生きま

しょう。 

サル なあにが「今日一日」ですか。明日があるさ、明日があ

るー♪それじゃ。 

－ガチャ 

 

－１ヶ月後 

トルルルルルルル……ガチャ 

 

相談員 はい、アパリです。 

サル  …サルです…調子どうですか？ …差し入れでも持って

行きましょうか？ 

相談員 おお、サルさん。元気ですか？ 

サル  …ボクは絶好調ですよ。クスリなんて使いたくない

し。…うう…使ってないよ。使ってないって言ってるだろ！ 

…ううう…なんで、ガタガタ言うんだよー！ 

相談員 …サルさん？ 大丈夫ですか、テンパってません？ 

サル  …あの～、…電話換えてもらえますか？…これ、盗聴さ

れてますよ。…あなた、本当に相談員さんですか？ 

相談員 サルさん、使ってますね。 

サル  …えっ？ なんであんた、知ってるんだ？ 誰に聞いた

んだっ？  

相談員 誰にも聞いてませんよ。そう思っただけです。 

サル  ボ、ボ、ボクの頭に入りこむなぁ！！  …ウウウウ…

ウキキキー！  

－ガチャ 

 

－翌日 

トルルルルルルル……ガチャ 

 

相談員 はい、アパリです。 

サル  （メチャクチャ早口で）相談員さん、調子どうですか？

なんか困ったことがありません？相談に乗りますよ。こんなご時

世でしょ？助け合わなきゃ？今日も、実は金とられちゃって。あ

ははは！周囲の奴らは、相変わらずおかしいし。 

相談員 サルさん。…一人で苦しんでいるんじゃないですか？ 

サル  …………。 

相談員 正直になりませんか？ 
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サル  ウ、ウ、ウ、ウキ……ウキ……ウキキー！ 

相談員 使っちゃいましたね。 

サル  …使っちゃいました。 

相談員 覚せい剤ですか？ 

サル  …はい。 

相談員 どうして使ってしまったのか、ありのままを話してくれ

ませんか。 

サル  …はい。最初は、うまくいってたんです。新しい職場に

もスンナリ受け入れられましたし。 

相談員 はじめは順調だったんですね。 

サル  はい。でも日が経つにつれて……だんだん職場でのプ

レッシャーがキツくなってきました。大きな事務所だけあって、

競争が激しいんです。ほかのサルたちも、猿回し界のトップモン

キーを目指して目がギラギラしてます。練習は毎日夜中まであっ

て、休みもありません。 

相談員 そうかあ……。毎日、緊張しっ放しだったんですね。 

サル  そうなんです。心が休まる時が全くなかった……。それ

でも１週間前までは必死で働いていました。 

相談員 １週間前に使ってしまったんですね。 

サル  気付いたら、渋谷にいたんです。センター街で、モハメ

ドにばったり出会って…… 

相談員 モハメド？ 

サル  売人です。上野の動物園時代、僕の檻の中にパケを投げ

てきた奴の、友達です。……偶然会ったというよりも……会うこ

とを期待していたような気がします。 

相談員 仕事は続いていますか？ 

サル  職場の調教師から預かった金でクスリを買ってしまいま

した。中学生にカツアゲされたって嘘つきましたが、ぶん殴られ

ました。それから二日後、僕を殴った調教師の財布から金を盗ん

で、また渋谷に行ってしまった……。それからは、ずっと使いっ

ぱなしです。幻聴と妄想で部屋から一歩も出られなくて……。

さっき事務所に電話したら、もう来なくていいと言われてしまい

ました。 

相談員 そうですか。ミーティングには行きましたか？ 

サル  行けるわけないですよ！ 薬物依存が治ったって、みん

なの前で大見得をきったんですよ。それが、このザマです。どの

ツラ下げて仲間に会いに行けばいいんですか？  

相談員 サルさん、そういう時こそミーティングで正直に話すこ

とが必要なんですよ。薬物依存症という病気は、一種の慢性病で

す。１ヶ月前にサルさんは「治った」とおっしゃいましたが、こ

の病気はどこかの段階で完治するなどということはありえないん

です。 

サル  えっ？ 治らないんですか？ じゃあ、一生クスリ止め

られない？！ ウキキキキー！ もうダメだぁー！ 

相談員 落ち着いて聞いてください、サルさん。「治る」ことは

ありません。でも「回復」することはできます。サルさんは、病

気である自分を内に抱えながら、その自分と上手に付き合ってい

く方法を考え続けていかなきゃいけないんです。だからリラプス

（クスリの再使用）は当たり前です。リラプスを繰り返しなが

ら、クスリの欲求との付き合い方を学び、そして実践していくプ

ロセスが回復には必要なんです。 

サル  今すぐ、どうにかしてくださいよ？ 金ないし、服もな

いし……。周りの誰か、僕のこと馬鹿にしてませんか？笑い声が

聞こえるじゃないですか？ 

相談員 誰もいませんよ。サルさん、勇気を出してミーティング

に出ましょう。仲間の話に耳を傾けましょう。ありのままを話し

ましょう。自己憐憫に浸らず、自分を飾ることなく。薬物依存者

であることを認め、ミーティングに出席し、１日１日クリーンを

積み重ねていく。それしかないんです。 

サル  薬物依存に対して無力を……・認めろってこと……です

か……？ 

相談員 そうです。それはね、サルさん。自分の意思でクスリを
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断とうと思っていたサルさんにとって、とても勇気のいることか

もしれません。でも、いいですかサルさん。自分の意志や根性で

は薬物使用をコントロールできなかったことを、そしてその結

果、自分の生活が破綻してしまった事実をしっかり受け止めてく

ださい。自分の力ではどうにもならなくなったことを認めるこ

と、そこから薬物依存の回復が始まるんです。 

サル  ……。 

相談員 今ここで、無理に納得する必要はありませんよ。落ち着

いてよく考えてください。私がここで申し上げたことも、あくま

で提案に過ぎません。受け入れるかどうかはサルさんの自由で

す。 

サル  ……はい。 

相談員 冷たいように聞こえるかもしれませんが、決めるのはサ

ルさん自身です。ありのままの自分自身を受け入れることができ

ないのが薬物依存者なんですけどね。実はこの僕自身も、薬物依

存からの回復中の人間なんです。 

サル  ……本当ですか？ 

相談員 本当ですよ（笑）。向かい合っているものは違えど「道

の途中」「完璧でない」という意味では、サルさんも私も、ミー

ティングの仲間たちも、みんな全く一緒なんです。ともに進んで

行きませんか？ミーティングで会いましょうよ。 

サル  あの……、ミーティングに行く金ないんですけど……。 

相談員 交番で交通費を借りて下さい。自分の意思と、自分の足

を使うことが必要です。 

サル  ……わかりました。ミーティングに行ってみます。……

また、電話してもいいですか？ 

相談員 いつでもどうぞ。待っています。 

サル  約束ですよ！ ウキキー、それじゃ！ 

 

－ーー 第２回 終 ーー－ 

 

注１ １２ステップ……NAなどの自助グループの精神性をさあ得

る回復のステップ。アディクションに対する無力を認め、過去の

自分の生き方を振り返り、自分の理解する神に全てをゆだねてい

く。 

注２ 無力…………・NAの１２ステップ全体のトーンを規定する

ステップ１に「われわれは薬物依存に対して無力であり、生きて

いくことがどうにもならなくなったことを認めた」とある。自分

自身のアディクションに対して無力を認めることが回復するため

のターニング・ポイントである。 



ラブ＆マーシー 

    ビーチボーイズ： 

ブライアン・ウィルソンの光と影 

◎第３回 
 「ビートルズ？ 一時的な現象だと思うよ」「軽い感じだ」 

 そう話すビーチ・ボーイズのメンバーの中で、リーダーのブラ

イアン・ウィルソンだけが違う見方をしていた。「そう、曲はシ

ンプルなんだけど…おもしろい。何かがあるんだ、ビートルズに

は」 

 その予感が確信に変わったのは、１９６４年２月のテレビの音

楽番組「エド・サリバン・ショー」。ビートルズが出演し、アメ

リカでの人気を決定的にした瞬間を、ブライアンはガールフレン

ドのマリリンと一緒に見ていた。 

 「自制心を失い、ヒステリックに絶叫する観客と同様に熱狂す

るマリリン」（「ブライアン・ウィルソン自叙伝」（径書房、中

山啓子訳）より）を見て、ものすごく動揺したことを彼は認めて

いる。 

 これに反応し、すでに録音を終えていたアルバムを没にして、

やり直そうとするブライアン。しかし、レコード会社やメンバー

の反対にあい、アルバム「シャット・ダウン・ＶＯＬ２」は６４

年３月発売され、全米１３位とこれまでで最低の辛酸をなめてし

まう。 

 ただ、「シャット・ダウン・ＶＯＬ２」はなかなかに聞きどこ

ろのあるアルバムだ。切なく甘いメロディーをブライアンの繊細

なファルセットボイスが紡ぐ「ドント・ウォリー・ベイビー」

や、ケネディ大統領が暗殺された夜に作曲したという、喪失感あ

ふれる「ウォームズ・オブ・ザ・サン」などは、ブライアンの代

表曲の一つと言っていい。 

 

▽さらなる高み 
 ブライアンには、ビートルズのほかにもう一つ、畏怖する存在

があった。当時、絶大な影響力を誇り、「ウォール・オブ・サウ

ンド」という立体感ある独特な多重録音で知られたプロデュー

サーのフィル・スペクターだ。 

 彼が指揮したグループ「ロネッツ」の「ビー・マイ・ベイ

ビー」をラジオで聞いた瞬間、フライアンはひどく興奮し「極端

な落ち込み、挑戦を受けなければならないという気持ち、挑戦に

打ち勝つことができないかもしれないという恐怖」を感じたとい

う。 

 一度、フィルのセッションに呼ばれたこともあった。憧れの人

にピアノを弾くよう命じられ、ブライアンは緊張しながら鍵盤に

向かったが、そのテイクは採用されなかった。そのことで自尊心

を大きく傷付けられていた。 

 しかし、当時のブライアンにはまだ、プレッシャーをエネル

ギーに変え、さらなる高みへと到達できる余裕と熱意があった。

６４年７月、レノン＝マッカートニー作曲の名曲「愛なき世界」

（ピーター＆ゴードン）を蹴落とし、全米チャートのトップに君

臨したのは、ビーチ・ボーイズの新曲「アイ・ゲット・アラウン

ド」だ。 

 このシングルには、ブライアンが、そして当時のロックがなし

得る最新の形が提示されている。主旋律よりもはるかにキャッ

チーなメロディーを持つバックコーラス、ドラムスでリズムキー

プさせながらも要のポイントは手拍子で強調するセンス。その度

肝を抜くアイデアに打たれたエリック・クラプトンは後に「ソン

グライターはみんなこの曲に驚き、刺激されたね」と回想してい

る。 

 ７月、アルバム「オール・サマー・ロング」が発表された。ブ

ライアンが初めてビートルズというライバルの存在を意識して、

納得いくように作り上げた作品だ。それだけに、「オール・サ

マー・ロング」「ウエンディ」「ガールズ・オン・ザ・ビーチ」

など、粒よりの曲が並んでいる。 

 

▽心の風景 
 余談になるが、私が初めて触れたビーチ・ボーイズの曲は

「オール・サマー・ロング」で、今から約２０年前、中学生のと

きだった。 

 深夜のテレビで、ジョージ・ルーカスの映画「アメリカン・グ

ラフィティ」が放送されていた。アメリカの片田舎で高校を卒業

する男の子がガールハントしたり、暴走族にからまれたりと、め

まぐるしい一夜を綴った名作だが、ラストのシーンでその「おか

しくも楽しい」印象は一気に「切ない」ものへと変わってしまっ

た。 

 戦死やら、作家になったりやら、社会に出た登場人物のその後

を文字でさらりと伝えた後、エンドロールで流れるのが「オー

ル・サマー・ロング」。「僕の車の中で、君がコーラをこぼして

ブラウスを濡らしたの、覚えてる？…」と夏の記憶をたどる歌詞

は、今思えば映画の主題にぴったりなのだが、私には字幕なしで

意味が分かる英語力はなかった。 

 ただ、音の波のように押し寄せるハーモニーと、明るいようで

何か物悲しいメロディーが心のスイッチに働きかけ、これまで味

わったことのない感情が沸いた。「切ない」という言葉の意味

を、初めて自覚したのは、ひょっとするとこのときだったのかも

しれない。現実から離れ「ここではない、どこか」を連想させ、

子どもながらに「普通の人」には書けないメロディーだなあ、と

感じたものだ。 

 そして今、その直感は当たっていたのかもしれないと思う。こ

の曲の作者、ブライアン・ウィルソンが「普通の才能を持った

人」ではなく、また「普通の生い立ちをたどった人」ではなかっ

たという点で。 

 アルバム「オール・サマー・ロング」は、まず「アイ・ゲッ

ト・アラウンド」でドライブの爽快感を流し、疾走する切れのよ

さはＡ面の「リトル・ホンダ」で頂点となる。中盤は甘い恋のナ

ンバーが並び、ラストの「ドント・バック・ダウン」は果敢に波
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神無月才生の好評連載 

△ 「オール・サマーロング」のジャケット 



Page 31 第三号 

に挑むサーファーの姿をとらえて終わる。 

 まさに夏のサウンドトラック。デビューから続けてきた、サー

フィンとホットロッドの両輪路線の締めくくりをきれいにまとめ

た。これ以降、テーマは分かりやすいスポーツから離れ、抽象的

で内省的な「心の風景」へと移っていく。それは言い換えれば、

ビーチ・ボーイズの音楽が「よりブライアン・ウィルソン的に

なっていく」ことでもあり、彼１人に過剰な期待がかかっていく

ことであった。 

▽これをやれば… 
 ある日、ブライアンの前にローレン・シュワルツと名乗る男が

現れた。 

 「その知的な雰囲気にカルチャーショックを受けた」というブ

ライアンがローレンの自宅を訪れると、サイケデリックなポス

ターや易経などに混ざって、見慣れないものがあった。袋に入っ

た緑色の粉。 

 「それ何？」「マリファナだ。やるか」「いや、やめとくよ」

「さあ、ちょっとだけやれよ」 

 これをやればハイになり、感受性が強くなる、自由にもなれ

る－。そうローレンが説くころには、ブライアンはトリップし

「音の奔流が流れるのを感じた」という。それ以来、ローレンの

部屋で開かれるパーティーに顔を出すようになる。その中には、

デビッド・クロスビーやロジャー・マッギンなどのミュージシャ

ンもいた。 

 「６０年代を象徴する自由な考え方が、文化的な背景の色合い

を変えつつあった。しかし、僕はそういう流れにほとんど気づい

てなかった。教育を受け、スタジオで一途に仕事をしてきた僕の

環境は、自由な幅広い考え方とは無縁だった」。ドラッグだけで

なく、ファッションから哲学、あらゆる刺激をローレンは引き出

し、ブライアンのライフスタイルを変えていく。 

 どうして薬物に手を出してしまったのか。 

 言うのは簡単だ。私だって、文章を書くときに、コーヒーでも

入れて目を覚ましてから取りかかるかということはよくある。レ

ベルは違うだろうが、最初は「大仕事に掛かる前に気合を入れる

ぞ」的なものだったろうとは思う。 

 新たな展開へ。賽は投げられてしまった。 

＜筆者プロフィール＞ 

神無月才生（かんなづき・さいせい）    

音楽・映画評論家。１９６９年生まれ。英米のロック・

ミュージックや香港映画シーンの切り口鋭い批評で知られ

る。コアな映画ファンの間では彼の自作ホームページが大人

気を博している。（神無月才生のホームページは http://

plaza.harmonix.ne.jp/~skz/ です）  

△ エド・サリバン・ショー出演時のビートルズ 

 

▽読者の皆様へお願い▽ 
 

 これまでフェローシップ・ニュースを無料でお配りさせていただきましたが、財政事情悪化のため、今後の本誌は会員もしく

は購読料をお払いくださった方のみに限定して配送させていだたくことになりました。 

 ＮＰＯ法人アパリの活動と、フェローシップ・ニュース発行を支えるために入会もしくは購読料支払いのご協力をよろしくお

願い申し上げます。 

 

＜入会方法＞ 
 年会費（正会員一口￥12,000、賛助会員一口￥6,000）を郵便振替にてご送金ください。毎月「フェローシップ・ニュース」をお
送りします。また、書籍購入の割引や公開講座・フォーラム等の情報提供等、様々な特典がございます。 

  口座番号【00160-7-136870 アパリ東京総本部】 振替用紙に「会員 年会費」とご記入をお願いします。 
 

＜本誌の購読方法＞ 
 ▽年間購読 

  郵便振替でお申し込みください。 

  口座番号【00160-7-136870 アパリ東京総本部】 
  年間購読料5,000円（送料込） 振替用紙に「会報年間購読料」とご記入をお願いします。入金確認と同時に郵送します。 

 



MESSAGE 

  APARI東京本部 
  〒110-0015 

  東京都台東区東上野6-21-8 

  サニーハイツ東上野1Ｆ 

  電話 03-5830-1790 FAX 03-5830-1791 

  Email  apari@tokyo.email.ne.jp 

  http://www.ne.jp/asahi/npo/apari/ 

 

     年間購読料5000円 領価１部500円 

 

APARI藤岡 

アウェイクニングハウス 

【入寮条件】 

 １、薬物依存から回復・自立をしようとしている本人 

 ２、男性（年齢制限はありません） 

 

【入寮期間】 

 ３ヶ月、６ヶ月、１２ヶ月の目安はありますが回復の 

 度合いは個人差があるため特に定めません。 

 

【入寮費】 

 月額１６万円（生活保護受給者は応相談） 

 内訳     施設使用料（共益費含む）  ￥60,000 

        食費            ￥30,000 

        生活費           ￥35,000 

        プログラム・カウンセリング ￥35,000 

アウェイクニングハウスの各プログラム 

スポーツプログラム ミーティング風景 

農作業プログラム 陶芸プログラム 

 アウェイクニング・ハウスは、アジア太平洋地

域アディクション研究所（APARI）が運営している

薬物依存症からの回復のためのリハビリ施設で

す。 

 回復のためのプログラムは、自助グループ（NA

＝ナルコティクス・アノニマス＝）の手法を取り

入れたグループ・セラピーが中心です。入寮者が

全員参加するミーティングを毎日行っているほ

か、夜には地元で行っている地域のNAミーティン

グに参加しています。 

 このほか、入寮者が自主参加するかたちで、ス

ポーツ・プログラムや農作業、陶芸、ボランティ

ア活動など、さまざまなプログラムを行っていま

す。 

 薬物依存症になる人のほとんどが、対人関係が

苦手で自分だけの世界に引きこもったり、なにか

に依存することで心の葛藤を解決しようとする傾

向を持っています。施設では、同じ苦しみと闘う

仲間をつくることで孤独癖を解消しながら、ミー

ティングで正直に自分の話をすることで薬物依存

に陥った自分自身の心の問題を内省してもらって

います。 

 東京からJRと車で２時間半。群馬県藤岡市の自

然の山々に囲まれた施設で、薬物乱用で荒廃した

精神状態を安定させ、病的依存から回復・自立で

きるような環境と援助を提供しています。 
 

  APARI藤岡研究センター 
  〒375-0047 

  群馬県藤岡市上日野2595番地 

  電話0274-28-0311 FAX0274-28-0313 


