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Just For Today! （今日一日を大切に） 

 昼夜が完全に逆転していた僕たちが今、 

  スポーツで汗をかいている！  

 

 群馬県藤岡市の山中にあるAPARI藤岡研究セン

ターは、薬物依存症の回復施設です。 

入寮している僕たちは毎日、市内の体育館やグラ

ウンドでスポーツ・プログラムを行っています。  

 人間関係の作り方がへたで、部屋に引きこもっ

てクスリを使い続けていた僕たちの回復は、仲間

と共に今日一日薬物を使わない生活を積み重ねて

いくことでスタートしました。施設に来たばかり

の頃は、スポーツなんてイヤでイヤでしょうがな

かった。病気の自分が受け入れられなくて、誰と

も口をききたくない気分でした。でも、先行く仲

間たちは、僕の孤独病にすぐに気が付いて、仲間

同士のフェローシップに導いてくれました。  

 薬物依存症になる理由は人それぞれだと思うけ

れど、そこには必ず「寂しさ」や「心の痛み」が

ある。ともに支え合う仲間を作ることが、僕らの

回復の「はじめの一歩」だと思います。  

（APARI藤岡研究センターの連絡先はこの会報の

最後に記載されています） 

フェローシップ・ニュース 

 △スタッフ・コージの豪快なスマッシュ。 

 △ＡＰＡＲＩ藤岡の回復中の仲間たち。 

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 Addic-

tion Research Insti-

tute）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。  

アジア太平洋地域 

アディクション研究所 



 私は１９６５年にニューヨークのメリノール宣教会から

日本に派遣され、北海道で宣教師の活動を始めました。ア

ディクト（依存症）である私は、異国での孤独な生活を酒で

紛らわせているうちにアルコール依存症になり、７６年に帰

国してアルコール依存症回復施設で２ヶ月間のリハビリ生活

を送りました。その後、北海道に戻ってから今日まで、アル

コール依存者の回復施設MAC（メリノール・アルコール・セン

ター）と薬物依存者の回復施設DARC（ドラッグ・アディク

ション・リハビリテーション・センター）の活動に関わって

きました。この２５年間にMAC / DARCの施設は全国で５０ヶ

所以上に増え続けています。私たちの活動を支援して下さっ

ている関係者の方々、ともに今日を生きている回復中の仲間

たち、そしてハイヤーパワーのご加護に心から感謝していま

す。 

これまでの日々を振り返ってみると、すべてが私自身の依

存症からの回復の道のりだったように思います。施設の活動

を始めた頃の私は、依存症に苦しむ仲間たちをどうにかして

救いたい、役に立ちたいとばかり考えていました。まるで、

病気の子供を抱えたお母さんみたいだった。「この人は絶対

に回復できる！」ある人がミーティングに来るとそう思い込

みました。いつでも結果ばかりを求めていた。その人がミー

ティングに来なくなると悩み、落ち込んだ。それが原因で私

自身が酒でスリップしたことさえありました。 

依存症とは「寂しさの病（やまい）」です。私は寂しかっ

た。誰かに必要とされたかった。私自身が救われるために、

誰かにサービスすることが必要だったのです。１２STEPの

１、無力であること。自分の依存症について無力である私

が、仲間の依存症の回復に有力であるはずがない。私にでき

ることは自分自身が回復すること。そして私自身の生きる喜

び、生きる深さのメッセージを運ぶこと。それしかない。私

の生きる喜びに回復者はついてくるかもしれない。それが分

かったときに本当の私の回復が始まったのかも知れません。 

「自分は完全に回復した」と思ったことがありました。４

０代のある日のことです。「霊的な目覚め」というべき瞬間

がやってきた。自分のことを好きになれたのです。自分を責

めなくなった。ありのままの自分を愛せるようになった。そ

の時は、本当にそう思ったのです。でも、６０代になった

今、６０代の寂しさがまた出てきました。結局、無力でし

た。６０代にして、また第一ステップを始めています。いつ

でも、ありのままの自分の姿を認めていたい。回復は、ある

時点で終わることではない。２５年間やっていても、まだま

だ続いている。今でも私は、変わりつつあります。 

英語で「White Knuckle Sobriety」（白い拳の禁酒・禁

薬）という言葉がある。全身の力を込めて拳を握りしめる

と、血が止まって関節が白くなります。そんな風に無理をし

て酒や薬を止めてみても回復にはつながらない、という戒め

の言葉です。薬物依存者の回復は「断薬」「禁薬」とは無縁

です。「社会的に有用になること」とも同じ意味ではない。

社会復帰は、回復の結果として付いてくるものです。社会復

帰できなくても回復している仲間は大勢います。刑務所に

入っていても、体が不自由でも、精神を病んでいても、人間

は回復していく。現在スリップしている仲間たちもみな回復

のプロセスの中にいるのです。    

回復とは、依存から自由になること。縛られないことで

す。依存している人は、自由になりたくてもなれない。自由

になるために必要なのは「意思」の力です。「意志」ではな

い。これまでの価値観を「意思」によって変えていくこと。

今日一日の回復を「やろう」「やり続けていこう」と自分で

思い、薬を使わない自由を選択することです。「意志」の力

で無理に自分をコントロールしたり、がんじがらめに縛りつ

けても苦しいだけなのです。「反省」という言葉も使わな

い。実行していくだけです。 

 たとえどんなに優秀な人であろうとも、私たちには依存者

を救うことはできません。手助けすることはできますが、回

復させることはできない。依存症からの回復は本人の問題で

す。先行く仲間が自分自身の話をする。後から来る仲間がそ
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創刊にあたって 

  ロイ・アッセンハイマー神父 
   （APARI理事長・メリノール会宣教師） 

  △お気に入りの喫茶店「花屋」（東京・鶯谷）の一隅にて。 
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れを聴いて「気付き」を得る。その「気付き」が彼にとって

の小さな、霊的（スピリチュアル）な目覚めになるのです。

自分自身の回復のメッセージを運ぶことが私たちにとって、

仲間に奉仕することになる。私たちは、人に仕えるために生

きています。人を支配するためではありません。 

 平成１１年１月にAPARIが発足して以来、３年余りの月日が

たちました。APARIの活動の理想は日本の社会によくあるヒエ

ラルキー（権力者を頂点とする階層的な支配構造）とは正反

対の、逆三角形の一番下の点に位置付けられています。一番

大切なのは、回復途上の一人ひとりの仲間たちです。それか

ら、MAC / DARCを始めとする多くの依存症回復施設や、１２

STEPのプログラムを用いている全ての自助グループと協力し

て活動していきたい。依存者本人だけではなくその家族の人

たち、宗教界・精神医学・心理学の現場の人々、援助職の

ワーカーの方々とも支えあっていきたい。日本だけではなく

アジア・パシフィックの様々な国々の仲間たちにもAPARIから

のメッセージを伝えていかなければならないと考えていま

す。企業を経営している財界の方々にも私たちのメッセージ

を運べたら素晴らしいですね。米国の大きな会社は、社員の

依存症回復のためのプログラムを独自に持っています。日本

の企業にはまだ皆無と言っていいでしょう。 

 APARIは実験の精神を常に大切にしている団体です。実験に

は成功も失敗もありません。うまく行っても行かなくても、

それが結果です。大きな夢があり、たくさんの計画がある。

しかし、結果は決めて掛からない。ハイヤーパワーの計画は

なんでしょうか？ワクワクしますね。この先、どうなるので

しょう？ハプニングに期待しています。 

 最後に、私の依存症は神のめぐみです。神様から与えられ

たものです。もし依存症じゃなかったら、私の人生は面白く

なかった。せっかく依存症になれたのだから、私の回復の

メッセージを、生きる喜びを多くの仲間たちに伝えていきた

いですね。（９月５日、談） 

GROUP 
MEMBER 

NA AA SA GA OA 
ALANON NARANON 

GAMANON 

APF 
ASIA PACIFIC FORUM 

DARC 
DRUG ADDICTION REHAB CENTER 

MAC 
MARYKNOLL ALCOHOLISM CENTER 

JCAA 
JAPAN CATHOLIC COUNCIL ON ADDICTION 

APARIのビジョン 



司会（上岡） この間、うちのそばで狂言があった。中学校で不

登校の男の子が、自分で自分の身体を切って、それで、「オート

バイで誰かが来て、学校内で刺された」って保健室に入っていっ

て、保健の先生が警察呼んで、それで「うわーっ」てなって、ヘ

リコプターがバーッて来て、すごかったの。そして実はその子が

不登校で、狂言したってのが分かって。荒川区は続いていてね

え。四ヶ月くらい前に、小学校六年生くらいの女の子が誘拐され

そうになったっていう。PTAがわーっとなるじゃない？みん

な？？？みたいになってね。そしたらそれもやっぱり、狂言だっ

たのね。だから荒川区のうちの地区はこのヶ月くらいの間に二人

の狂言で大騒ぎになった。 

西山 狂言というか嘘をつく子どもというのは昔から多くて、僕

は結構好きなんですけどね。子どもの安全が脅かされる話になる
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と管理する側の学校も過剰に反応するしマスコミも反応する。そ

こを見越して仕掛けている。子どもの側に「戦略力」が付いてき

ましたね。それくらいに自分を殺さないで生かすために悪知恵が

働いたほうがいいかなと思うんだよね。大人が翻弄されている自

画像を見えない、そのことの方が悲しいね。 

司会（上岡） 凄かったですよ。もう、大騒ぎですよね、街中。

あんなに人がいるのかっていうくらい、人が見ている（笑）爺さ

ん・婆さん・犬・猫、全部。出てきたからね。 

 

 ▽嫌な時間は長い 

西山 子どもを見ていると、やる事には必ず理由がある。でも理

由を多分ストレートに言わないですよね。老人痴呆症の介護を

やっている人から聞いたんですが、財布が見つからないと「嫁が

盗んだ」って大騒ぎするでしょ？お前が盗んだって。嫁は「私は

そんなことしていない！」と。やがて徘徊の回数も増えてくる。

夫の母だから邪険にはできないから、悩みを抱えてだれにもいえ

ない。その年寄りの徘徊はさらに進み、食事中もご飯が入った茶

わんをバシャって捨てたりする。家族の嫌がる事ばかりやってい

く。そうすると周りは深刻になって封じ込めようとする。実は年

寄りは記憶がどんどん減衰していくのを知っているんですね。財

布を昨日どこに置いたのか、それを分からない自分が本当に嫌で

嫌でたまらない。記憶ってなくなると不安になりますよね。する

と周りの人に嫌な事をする。嫌な事すると押さえ込もうとする。

繰り返しているうちにどんどん周りの関心が冷たくなってくる。

すると、もっと嫌なことをする。すると病院に行ってベッドに

縛ってもらわなきゃ、そういう話になってくる。「子どもと同じ

なんだな」と思うわけです。自分って一体どうなるんだと、不安

を持っても周りから邪魔な存在だと思われる。そうなったら騒ぐ

以外ないな。子どもと年寄りはひょっとすると同じではないか。

関心持ってもらいたいときには、嘘ついたり嫌なことしますもん

ね。生れた時と死ぬ時は同じになるのかな。 

近藤 この間も衆議院の青少年問題委員会があってね、そこに参

考人として呼ばれたんです。子どもたちの居場所が家庭の中にな

かったり、地域にそういうものが無かったら、それはちゃんと作

るべきだよね。だって、子供は「国の宝」だとかね、国会議員が

言うでしょ。青少年健全育成なんて…青少年なんて、健全だとは

思わないよ。一番その時期は不健全なんだからね。 

西山 そうですよね。 

近藤 健全育成なんて言葉はいいから、具体的に地域社会の中に

そういう子ども達を吸収する、まあダルクのような物でもいいで

すよね。カネなくてもできんだから。そういう場所を提供すると

かね。そういうことをして下さいと議員に頼んできたけどもね、

何も反応はないですよね。 

西山 少年法改正に拍車をかけた事件が一九九八年、寝屋川市内

で起きてね。十四歳の少年が近所のお婆ちゃんを脅してカネを取

△近藤恒夫（こんどう・つねお）氏。民間の薬物依存リハビ 

 リセンター「ダルク」創設者。自らの薬物依存体験を生か 

 してアディクション問題の啓蒙活動に奔走している。2001 

 年吉川英治文化賞、1995年東京弁護士会人権賞を受賞。  

 創刊記念特別対談 援助求める能力を育てる  
 
          西山明(ジャーナリスト)＆近藤恒夫（アパリ副理事長・日本ＤＡＲＣ代表） 
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ろうと思い刺し殺した。彼はダンスダンスリボリューションの

ゲームが唯一の自分の生きる場になるほどのめり込んでいた。そ

のカネがほしかったんですね。少年は、乳幼児のとき母親に捨て

られたんですよ。彼女の母親が引き取るんですね、その母親が養

母になるわけですね。その養母がものすごく叩く。なぜ叩くかっ

て言うと、母と子だけの家で悪いことしたら、世間はどう見るだ

ろうか、と。世間の目を大変気にして、より一層殴って、殴るた

んび少年は家出をする。少年が刺そうとしたときに何を考えた

かっていうと「黙らせなければいけない」と。見つかったら養母

に怒られる、叱られる。生き返らせたら、自分がやったことが分

かってしまうと。殴られた恐怖で人をとことん刺してしまう。暴

力を受けて育つと結局、いざと言うときには引けなくなる。動作

をとめる事が出来なくて、突き進まなきゃいけなくなる。でも暴

力を受けても暴力を振るわない子どももいるでしょう。暴力を止

めているものって一体何なのかって、最近考えることは多くなっ

た。 

司会（富永） 同じ虐待の中でも、幼い時に受ければ受けるほ

ど、衝動性というのは凄くなりますよね、やっぱり。 

西山 だから自分の中の怒りや渦巻く衝動は、クスリで抑えたり

あるものはアルコールで抑えたりする。たぶん子どもって酒を飲

むわけにもいかんしカネもない（笑） 

近藤 たとえば離婚した母子家庭ができるわけだよね。そういう

子どもたちが友達になれるのは、健全な家庭の子どもたちとは絶

対、友達になれないんだよな。それはね、やっぱり、つらいか

ら。離婚した母子家庭の子は、母子家庭の子の、グループになっ

ちゃうんだよな。余計な説明は要らないから。ところが、そうい

う子たちが健全な家庭を、お父さんお母さんいて、いつも日曜に

なったらどっか行ってる、というような、そういう家庭の中での

子どもたちとは、つまり、対等じゃないじゃないですか。初めか

ら、引け目感じて生きているんだから。その子どもたちが生きる

時間というのは、何倍も長いはずなんだよね。嫌なことをやって

いるというのは長いことだから。嘘をつくということも、嫌なこ

となんだよね。時間が長いわけ。その、時間が長いことを、どう

やって短くするかっていう発想しか出ないんだよね。で、僕なん

かもそうだったけれども、学校っていうのはもう長くて長くて長

くて。しかしその、短い人もいると思うんだ。楽しいときは時間

の流れが速いものね。ダルク流に言うとね。学校のプログラムが

合う。ところが長い子っていうのは、学校のプログラムは合わな

い。社会も、家の中のプログラムにも合わない。そういう子ども

たちがどんどん増えてくる。そういう子どもたちに、時間の長さ

をどこかで短縮させる、何かが必要なんだろうね、地域社会の中

でね。 

西山 老人医療専門の医師に聞いた話ですが、アルツハイマーの

おばあちゃんは、最後はね。死が近付いたとき一番いいときの思

い出、子どものときの思い出を聴いてくれる人がそばにいれば最

高の幸せではないか、って。人間は多分、嫌な記憶はパーッと後

方に消えて、受け入れてもらったことや学校での成功体験が記憶

の奥底のところに蓄積されているんじゃないかと思うんですよ

ね。少年事件を起こす子だって、自分がうれしいなって思ったこ

とがあると思うんだよね。隣のお婆ちゃんを刺し殺した少年も、

養母と徹夜でパズルゲームをつくったり、宮崎駿の「もののけ

姫」を見たことが楽しい記憶として残っている。しかし、そうい

う記憶は多分、押しつぶされる・・・押しつぶす外からの力、何

かこう暴力の経験だったり、排除されて「お前なんか必要ない」

という経験をね、学校の中で味わったりしてると「自分が生きて

いていいんだよ」と受け取った経験が見えなくなっちゃう。 

 ＜上岡さん、子育てタイムのために退席＞ 

 

 ▽聞いてくれる存在 

司会（富永） 僕はね、シンナー使ったり、シャブの子どもも低

年齢化しているっていうけれど、クスリを必要とするほどの心の

痛みを抱えている子どもの存在が、低年齢化しているって思

う・・・クスリで問題を表面化させなけりゃならないほど苦しん

でいる子どもたちが、沢山いるっていうだけの気がします。その

問題がなければ、パソコンで入手がどんなに簡単になったからっ

て、やらない子はクスリ絶対にやらないじゃないですか。マスコ

ミのアプローチはいつだってズレている。 

西山 アディクション的な世界が、広がったってことはあると思

う。ここ十年そこそこでしょう？依存症なんて言葉が一般化して

きたのは・・・。 

近藤 ですよね。ここほんの数年の出来事です。アディクショ

ンってのは。十七年前にドラッグ・アディクションという言葉を

使ったわけね。でダルクとなったわけだけれども。「アルコール

問題を考える会」ってのは、それから２年後くらいに出たんだ。

A.K.K.ってのがね。斎藤学先生がスタートさせたわけだ。斎藤先

生もその頃は、アディクションってのは、まだ。で「先生おかし

いじゃない」「なんだいアルコール問題を考える会ってのは。す

ごい狭いじゃないか」って、だから「KKは仕方がないけど、Aはア

ディクションに直して下さいよ」って。「それでないと僕たちも

一緒にネットワーク出来ないじゃないか」って。それから、二年

してアルコール問題を考える会じゃなくて「アディクションを考

える会」になったわけだ。だから結構、DARCは影響を及ぼしてい

ますよ、いろんな団体にね。 

西山 そうですよね。 

司会 斎藤学先生の本の中に、アディクションについての説明が

ありましたよね。「嗜癖行動と家族」だったかな？物質嗜癖にし

ても、行為嗜癖、関係嗜癖にしても、止まらない。とにかく止ま

らない。自分で自分が駄目になっていくことが分かっていても、

どうにも止められない。それは何故かっていうと、それ以外の生

活が苦しいからだって。水の中に潜っていて、苦しくて苦しくて

しょうがない状態、ありますよね。その状態から、水面にこう、

一所懸命もがいてもがいて、浮かんでいって、プハーッと息を

吸った状態。それがアディクションなんだって。薬物にしろ、酒

にしろ、ギャンブルにしろ、セックスにしろ、自分が唯一息を大

きく吸い込める瞬間がアディクション。で、息を吸ったあとには

また、潜っていかなきゃならない。ずーっと水の中でまた耐え

て、また浮かんでいって、プハーッと息をする。それがアディク

ションっていう表現があるんです。僕自身のドラッグ・アディク

ションを思い返してみても、本当にそうだったなあっていう気が

する。さっき西山さんが言っていた、ゲームにはまっていた子も

やっぱり、そうだと思う。その、ゲームと自分の対峙する世界だ

けが、何もかも忘れて自分自身を解放できる、つまりアディク
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ションできる瞬間だったんじゃないかと思います。 

西山 そうですよね。他に一杯心地いいことがあったら、たとえ

ばシンナー吸っても、同じように心地いいことが、もっと周りに

楽しいことがたくさんあれば、シンナーは続かないと思うよね。

きっとシンナーしかないから気持ちいいんだよね。シンナー以外

の世界ってのは、水面下にあるんじゃない？富永流の言い方をす

ればね。 

司会 こないだAPARIの事務所に中学生の男の子が二人、来てくれ

たんですよ。養護の先生、担任の先生に連れられてなんですけ

ど。そのシンナー使っている本人は、暗い感じの、少し弱々しい

感じの子なんですけど、一緒に付き添ってきた男の子がすごい健

康な子、野球少年で。その子はクスリは使わない。なんで二人で

きたの？と聞いたら、その健康少年が、話を聞く唯一の仲なんで

すね。で、彼が気がついて、先生たちと話して、問題が表面化し

たわけです。聞いてみると、お父さんとお母さんが聾唖で、障害

を持っている。お兄ちゃんは中学を卒業後、ぐれちゃって、ペン

キ屋で働いているけど、ペンキ屋からシンナー持ってきちゃう。

お兄ちゃんはワルい奴らとつきあっていて、弟にもやらせるよう

になって、最近では、弟の彼自身も、一人でシンナーを使うよう

になってしまった。そんなケースでした。彼がもし、そういう友

達がいなかったら、絶対にここにはこないですよ。やっぱり、薬

物の泥沼から救われるためには、話を出来る相手・・・聞いてく

れる存在というのが絶対に大切なんだと僕は思ったんですね。 

 

 ▽相手に伝える能力 

西山 DARCにつながっていくときのきっかけっていうか、つなが

り方は・・・ 

近藤 残念だけどね、自分からひとりで来るというケースはない

ですよ。誰かおせっかいを焼く人がいるんだろうねえ。それにシ

ブシブ・・・ニコニコしてくるわけじゃないから。いやいやなが

らに。そういう部分では、誰かにつれてきて貰うという形でも、

外国の施設はそれはもう、とても厳しいんだよね。「I NEED A 

HELP」と言えない人は、施設には入れないですね。 

西山 なるほどね。 

近藤 日本のいいところは「I NEED A HELP」とは言わないま

でも、取りあえず、話を聞いてもらえる。外国の場合はとても厳

しくて・・・治療、やっぱり契約の世界でしょう？だから、困っ

ているって言うことを自分からきっちりと相手に伝えられないと

いけない。日本の薬物依存者で、それができた人ってのはね、ほ

んとに少ない。だれかが連れてきている。そこが日本の問題だ

な、という風に思いますよ。最低でも親としてね、あるいは学校

の教育として教えなきゃならないのは、「困ったときには自分か

ら救いを求めなさい」「その気持ちをきっちり相手に伝えられる

能力を育てなさい」と・・・生き抜く力とかそういう言葉はいい

からね、最低でも自分のことをキッチリ、困っていることを相手

に伝えられる能力を教えてほしい。助けてくれっていうのは日本

でもやっぱり「恥」って言うところが多いじゃないですか。困っ

ていることを、困っているといえるのは別に恥じゃない、という

ね、そういうことを、家庭の中や学校の中で常に教えていかない

とね。本当にダルクみたいな・・本当に貧困な、あまり恵まれな

い施設しか・・・そういうものがないっていうのは、ちょっ

と・・・問題だな。だから、そういう子どもたちが本当に・・・

自分が・・・言えないだろうな、きっと。友達に、マンツーマン

でしか言えないと思うんだよな。本当に困っているから助けてく

ださいなんて、自分で言ってダルクにきて入寮した奴なんて一人

もいないですよ。日本だからいいけど、もし外国行ったらどうな

るんだろうな。やっぱりスラムで浮浪者をやるしかないんだろう

な。青テントが隅田川で並んでいるでしょう？あの人たちだっ

て、少なくともダルクに住む方がまだいいじゃないですか。苦し

いって言っても、何にも恥じゃないんだよっていうね、そういう

ことやっぱり、教育の中に入れるべきだと思うんだよね。 

西山 法務総合研究所が調査をした。少年院にいる少年少女を対

象に虐待の実態を探った。少年院の子どもの約六割が回答。少年

少女の約七割が、家族内部で暴力を受けているわけ。身体的虐待

をね。身体的虐待、性的虐待、置き去りに絞ってね。この子ども

たちが、この自分の受けたこと、誰かに言ったことがあるかとい

う風に聞くと、ほとんど言ったことがない。それは何故かという

と「大人は信用できない」と。一番信用できないのが、警察官と

教師。やっぱり女の子は女の子に向かって喋るんだね。友達とい

うのがいて、唯一喋る。つらいときにね。受けたことを思い出し

て「お父さん、お母さんに殴られたんだよ」って。友達に言えた

ケースは虐待を受けた者の二割くらいだけど、友達や先輩には言

えているんだよ。あとは大人には言わない。友達に言えば、分

かってくれるんじゃないかって。十代の頃の富永のように、渋谷

でみんなでワイワイガヤガヤやっていた、そういう部分とどっか

重なってくる。もう一つはSOSを求めるというのはだらしない、勇

気がないとか、我慢しなきゃいけないとか、よく言われるじゃな

い？アダルト・チルドレンも猛烈に攻撃受けた。「甘えるな」っ

て。つらい原因を探っていく、どうも自分と家族の関係に問題が

あると気付いて、楽になればいいじゃないの。ところが「それは

甘やかしだ。自分で頑張っていない」と。ホントはね、頑張りす

ぎて生きてきたのに。そうした声が正論になりやすい。だからた

ぶんホームレスの人たちって、言えない人たちが多いと思うよ

ね。言ったら「甘えるな」「だらしない」「自己責任だ」とか、

そういう感じになるわけでしょ？ 

 

 ▽家で部長やる父 

近藤 まあ二宮金次郎がどうたら・・・宮沢賢治の風にも負け

ず、そういうのが美徳だからねえ。それとね、もう一つ気になる

な、と思うのはね、女の子はいいんだ。僕は東京都の「男女平等

条例参画室」とかなんとかでね、男の悩み相談っての一年やった

けど、具合悪くなっちゃったね。 

西山 ほう・・・。 

近藤 っていうのはね。日本の男だけだと思うんだけどね。悩み

を悩みとして感じて、それを相談するということの、下手さって

いうかね。それは痛切に感じたね。女の人は相談は受けないんで

すよ、そこではね。男だけなんですけどね。だけど、男の悩み相

談ってのはもう二度とやりたくないなって思ったのは、俺自身も

余り自分のこと伝えるっていうか、そういうのは不得手だけれど

も。すごいすよ、もっと不得手な人たちがたくさんいて、しかも

高齢で悩み、離婚の悩み、聞いていると、日本の男の文化の中

に、悩みを相談できる人、あるいは本当に困ったときにだれかに
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話す、そのことを耐え過ぎている人たちが本当に多い。これは薬

物問題ばかりじゃなくてね。悩みをきちんと悩みとして自覚して

いない・・・まず、何に困っているのかっていうのがあんまり

はっきりしていない。そのことを表現する力もない。相手に伝え

るという力がほとんどない。とくに、男がそう。 

司会 一人で黙って悩んだり、じっと我慢して耐えることって、

必要なときがまったくないとは思わないんですね。でも、日本の

サラリーマン社会はどう考えても異常だと思う。前にいた職場で

は休日にもゾロゾロと出勤してくる。休みの日でもみんなスーツ

を着ている。煮しめたようなくたびれた恰好で。僕なんかポロ

シャツにチノパンのラフな恰好で行くと、口々に「あれ、今日は

休み？」って聞いてくる。職場にいりゃ休みのわけないじゃない

ですか。本音ではみんな休みたい、楽な恰好で出勤したい。で

も、みんなスーツ着て出てくるから、自分もそうしている。そん

な無意味な我慢を皆がしている中で、だれか一人が楽な格好して

いると、不安になっちゃう。みんなで歯を食いしばって我慢して

いる中で、だれかが楽になっていくと、不安や、場合によっては

怒りまで煽ることになる。アダルト・チルドレン批判もそのセン

だと思いますね。「俺は黙って歯を食いしばって生きてきたん

だ。ガキどもにも我慢をさせろ」って。ヘンに歯を食いしばって

いる人間って、自分より解放されている人間に嫉妬や怒りしか感

じませんからね。 

西山 だからそのサラリーマン社会が同じ、水の中の暮らしで

あったならばね、言葉使わなくてもよかったんじゃないかと思う

んですよ。戦後の高度成長まではね、企業の家族共同体が機能し

てきたわけだと思うよね。三年前に連載企画「日本漂流記」を始

めるのに「男が語る」という狙いでインタビューをやったんだ

よ。最初はいろいろな男性にあって喋らせようと思うと大変だっ

た。いないんだよ、男が。今、会社でどういうポジションにある

とか、時系列的に何をした、とかね。だけど、近藤さんが自分の

生い立ちを話したり、DARCの人たちが自助グループで自らを振り

返るような語りを、ぼくは発想していた。少年からも女性からも

聞いてきた。男たちもそれをやってもらおうと思ったけど、探す

のが大変だった。一人は、アディクション業界にいましたが、ア

ディクション業界にいるとやっぱり喋れるんですね。 

一同 （笑） 

西山 あなた自身どうやって生きてきたか、どんなに楽しいこと

があったか、悲しいことがあったか、くやしいことがあったと

か、そういうことを話してください、というとブレーキが掛か

る。それを話せる人に僕は魅力を感じます、しらふでね。日常的

に男たちは「今日、子どもが熱を出しているから休みます」「僕

が連れて行って面倒みなきゃいけないから」っていうことです

ら、大変な勇気がいる。まして自分がどのように生きてきたかっ

ていうことを語ることはとてもじゃないが…難しいね。 

近藤 そういう大人に育てられた子どもたちっていうのは大変だ

ろうな。その、コミュニケートが出来ない。一番先に来たブロン

の少年が僕に言ったのはね、彼はそれから自殺して死んだんだ。

けれどもね、ブロン飲んでこう、自分の血をビニール袋に貯め

て、汚さないように。で、死んじゃったんだけど、こう言ったよ

「うちの親父はうちに来ても部長をやっている」って。つまり、

こう、うまく演技が出来てないお父さん。家庭でのお父さん役

と、職場での部長役っていうのが、もう、ひとつになっていて。 

西山 つながってんのね。 

近藤 そう、つながってるわけなのね、それを盛んに言っていた

ね。しかしそのお父さんを見下しちゃいないんだ。尊敬してんだ

よ、すごく矛盾してるじゃないですか。そういう親父に反抗して

るんだけどね。だけど、そういう親父を追い越せない怒りとか

さ、お母さんには行かないでお父さんにいくんだ。で、本当に

帰ってこないというね、忙しくて、外国からたまに偉そうにい

ばって帰ってきて、チョコレートかなんか持って来ると。マカデ

ミアン･ナッツを（笑）御徒町でも売ってる（笑）子どもはそうい

う情報全部知ってるのにね（笑）社会で地位を得たお父さんがウ

チで演技ができないで、お父さんが部長・・・部長と話している

子どもたちってね、やっぱり子どもの方が早く気が付いているん

だよね。大人は気が付いていないんだ。 

 

 ▽いのちのリレー 

西山 子どもの時にこう、自分のことを語るというかね。ＮＡや

ＡＡもそうだけど、そういう自助グループの手法ってものを学校

教育の中に取り入れたら面白いと思いますよね。ホームルームの

△西山明（にしやま・あきら）氏。ジャーナリスト。通信社 

 記者として少年問題のフィールド･ワークを続けている。 

 1995年｢アダルト･チルドレン｣（三五館、集英社文庫） 

 が広く読まれている。現在、共同通信社甲府支局長。  
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時なんか､輪になってね､自分の思っていること言うんだよ。そう

いうことができるといいなぁと思いますよね。 

近藤 毎年行ってんだけど、ＯＴって作業療法士の学校に行って

んですよ。アディクションのことを教えにね｡で､そこでまあ､２日

間、同じ生徒たちとズーっと一緒にやるんですよ。授業は、僕に

はちょっと耐えられない訳。２日間同じ生徒に同じ話しするわ

け。だから今年は変えたんだよね。何をやったかというと、最後

の方はミーティングをやろうと。で、男と女は半分半分なんだけ

ど、まあ、２９人でちょっと大きかったけども、とにかくミー

ティングやろうって。やって、で、テーマは家族。女の子は素晴

らしいんですよ、女の子はねえ、虐待されたとか、それから、嫌

な目に遭ったとか、そういうことが分かってて、そのことを涙な

がらに話すんです、ちゃんと。ストーリーとして、話せるわけ。

男はダメ。で、こいつら本当に、大人になって子どもを作った

り、まあ当然するわけなんだけれど、こんなＯＴ、人の世話を焼

く仕事する人たちが、きちんと自分のこと話せないで、なんでＯ

Ｔの仕事に従事できるのかっていうくらい、ダメだったんだよ。

女の人の方がまだ救われているっていうか・・・相談したり、

困っていること打ち明けたりね､あるいはスーパーバイザー持つこ

ととかね､そういう技法は女の人の方が才長けているけれども、男

はダメだね。西山さんも話したんだけど、ミーティングの方が

ずっと素晴らしかったんですよ。本人たちも気付いたんですよ。

男はダメだっていうことに気付いたわけね。で、もうひとつは自

助グループのことでいえば、私たちがやっている活動っていうの

は、薬物依存からの回復とか解放という事はもちろん大切だけれ

ど、次の世帯に分断しないで伝えていくという役割があるわけ。

今困っている人達に手助けしていくという、で、これはね、やっ

ぱり命のリレーだと思うんだよね。日本にないのは「いのちのリ

レー」の分野がね、どっかで止まっちゃってる。次の世代に、苦

しんでいる人達にバトンタッチしていく、その苦しんでいる人た

ちが次の人たちをまた手助けしていくっていう、命のリレーがど

こかで詰まってしまっている。今の社会じゃないと思うね。 

西山 そうですよね、ほぼ。まあ、僕がアダルト・チルドレンと

いう言葉を伝えようと思ったのは、その願いっていうのは、娘た

ちに僕が受けたイヤな思いをさせないようにしようと。そのため

に、この言葉があると思うし、自分のところで繰り返さない、食

い止める…でも食い止めるとなると結構辛いんですよ。イヤな事

はどっかでだれかに聞いてもらったり、共有してもらったりする

ことによって、自分の荷が少し軽くなる。全部軽くなるとは思わ

ないですが、重荷が少し減っていくんだな。そのことを僕は男達

がやらないと。近藤さんが言われた繰り返しの、命のリレーを

断っているのは男たちの側かもしれない。自助グループの動きな

んかでも女性たちの方が多かったし、アダルト・チルドレンとい

う言葉に反応するのも、女性の方が敏感でした。「甘えるな」っ

ていう話もやっぱり、男がそういうことを語るのは甘えだってい

う世間の目を意識する。不景気でしょ？この不景気の中で頑張ら

ないでどうするんだと。そういう弱々しいことを言ってどうする

んだと。こういうプレッシャーというかね、力を感じるよね。一

層今の方が厳しくなっていると思うね。自助グループの流れがう

んと広まればいいなぁと思ったけれどもね。リストラにあってい

るお父さん達、もっと嘆いて、もっと話さないと。自尊心ズタボ

ロになりながらね、それでも私はなぜ生きているのかっていうの

を語ればいいんだよね。アルコールがヒタヒタヒタっとね、男達

の中に入って、たぶん家の中では暴力がまん延しているし、暴力

にさらされたお母さんや子ども達がとてもつらい思いをしてい

る、不景気という裏側の中にあるもう一つの姿かな。「語るな､甘

やかすな」という動きが実はそうした事態を進行させている。日

本はもっと強くなきゃいけない､とか､北朝鮮にはこっちからやり

返せ、とか、ああいう発想がまかり通るようになった。憎悪には

憎悪を、抑圧には抑圧をという力に頼るパワー信仰が平気で口に

される。歯止めがなくなったね。なんて言うかな、人々が自分の

ことを語って、もう二度とイヤな思いをさせないんだっていう、

命のリレーが出来てくるといいよね。それが一番出来ているの

は、今の日本では細々とした流れでしょうけど、自助グループが

あるんですね。その流れが大河になってほしいな、って願います

ね。 

司会 大河にはならないんじゃないかな、日本では（苦笑） 

西山 大河にならないまでも、そういう流れを大切にしている人

たちがいるっていうことは知ってほしいよね。自分のやっている

ことを見直す、もう一つのカウンター思考というか・・・自省す

る方の材料にもなる。 

 

 ▽学校で語りの時間を 

近藤 自殺者がどんどん出ていってね､まあ、自殺が一番で、交通

事故の死亡率を超えたとか、いう数字はね、聞くけど、その人た

ちはどうして死ななきゃいけなかったのか、その人たちが死に至

る・・・死ななきゃならないようなことを、じゃ、だれが聞いて

あげているのか。自殺なんてすごい決意だと思うんだよね。ダル

クやってきても、死んだ方が楽かな、なんて思うことはあるけど

ね。しかしね、そういう人たちがいるという前提に考えて、じゃ

あ、何か国や自治体が減らしていくという方向にはないわな。そ

ういう話題にもならない。死ぬのはそいつの勝手ダみたいな感じ

でしょう？こういう小さなことが見落とされていて、つまりその

人たちが もうちょっと自分を語る能力を、あるいは語る場を

持っている、コミュニティーの中にそういうことが語れて、しか

も「恥ではない」そういうことが分かっていれば、いいのになあ

と思うね。 

司会 結局、子どもたちの薬物うんぬんという前に、大人たちの

社会の、それも男社会の枠組みなんですね、まずは。 

近藤 だから平然としてられるのは、不景気だから死ぬんだ、と

いうね。不景気だから死んだって当然だ、みたいなところがさ、

やっぱり俺たちの中にもあるよね。死ということは、やっぱり、

死に対してその、希薄というかさ、人が死んでいくということ

に、俺たち、麻痺しちゃうんだよね。ダルクなんかやっている

と、しょっちゅう死んじゃうじゃない？若い人たちが死んでい

く。事故か、クスリの再発か、知らないけれども死んでいく。

で、またかよっていう感じ。そうすると、だんだん、人が死んで

いくということに鈍磨になってきて、俺たちは一万何千人自殺が

ある、ということも、さして不思議じゃなくて、不景気になった

から当たり前だなあっていう、ね。死んでいく人たち、たとえば

電車に飛び込む人たちの、死ななきゃならなかったそのことを、

あまり感じていないし、やっぱり相当つらい思いがあったんだろ

ＦＥＬＬＯＷＳＨＩＰ ＮＥＷＳ 
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うなあって思うけどね。仕事を失ったりね。そういうところが全

然麻痺しちゃっているなあっていう。だから、たしかに北朝鮮で

も今のとこらは拉致された人が８人死んだと言われているよね。

でも、そのことは大きくなるけれども、死んでいっている一万何

千人ていう大人だよね。悲鳴も上げずに、犬死だよね。ある意味

では・・・犬死だよね、嫌な言葉だけどさ。なんにもないわけだ

から。そういう人たちがいるという事実は・・・そういう人たち

にスーパーバイザーがいたり、相談する能力があったらね、大半

はなんとかなったんじゃないかって気がするんだがね。・・・

「いのちの電話」なんてどうなってんのかね。 

西山 日本の中でたとえばね、企業の中でアルコール依存症なん

てゴロゴロいるんですよ。僕がいる社の幹部の息子さんが訪ねて

きて、家族の話を聞いたこともありますよ。そっと来てね。お父

さん、会社ではそういう姿を全然見せないけど、実は家では酒飲

んで暴れてるんです。職場では見えないんですが、酒の飲み方な

んか見ていると、これはオカシイ、というのが幾つか散見される

んですよ。女性の摂食障害も企業の中にいるんですよ。食べ吐き

やっている。企業の中でそういうのは完全に烙印を押される。駄

目だというね。もう一回カムバックできるために援助するという

か、考え方がやっぱり日本の企業や役所の中にとても欠けてます

ね。だから困った人に耳を傾ける側も自分のほうがヤバくなるん

じゃないか、とか考えてしまい表面化されない。自殺、リストラ

の仕方も手がこみいってきてですね、なんか本人が悪いという、

自己責任はお前の方にある、という形に持っていく。自己責任と

いう言葉を言われると、男はビクついて「俺に責任・・・」。失

敗を幾つか並べられるとですね。切り返せないところありますよ

ね。だから、社会とか周りとか、周囲の問題に還元できない、

「みんなお前！」という部分でクビを切ったりしていく。ものが

言えなかったり、それからつらいときにこう相談してしまうと、

それが企業の中で駄目とレッテル張られていく。今、そういう風

潮が強まっている。頑張りぬいて、戦い抜いて勝つ以外ないん

だ・・・いうなればアメリカ型の市場原理、弱肉強食の原理が

隅々まで貫かれると、勝った奴がよくて、負けた奴は仕方がない

ということになりますね。そこで「こんなバカげた社会おりた」

「俺はDARCのほうがいいや」とかね、AAの方がいいや、とかね、

そうなるかっていうとならない。自分自身をフツフツと痛めつけ

て、自殺に行ったりとかね、家族の中で暴力を振るって吐き出し

たりしてね・・・それはもうやめましょうと、自助グループの動

きっていうのは打ち出しているんでしょうね。そこのところをも

う、大人に言ってもね、子どもに…。 

近藤 ダメですかね。エッヘヘへ・・・ 

西山 ダメっていうか・・・まあ、すこしずつね。 

近藤 ダメなんだよなあ・・・だけどねえ・・・本当に。 

西山 僕たち、少しでも言える立場にある人間がね。言っていこ

うとは思いますが。 

近藤 うん。 

西山 それと同時に中学生とかね、高校生とかね、いや小学生く

らいのときから学校の先生は子どもたちの発言権を保障しなさ

い、と。だから語りの時間というのをすごく大事にしていかない

といけない。知識を詰め込むのは、もういいって。二〇歳、三〇

歳過ぎて本当に勉強しようと思ったら出来るんだから。知識なん

ていくらだってあとから補うことは出来る。それより自分が頭や

お腹が痛いとか、今困っているとか、何かとても気持ち悪い経験

をしているとか、そういうのを表現できることを大事にしていき

たいね。 

近藤 うん。それが健康的だよな。そっちの方が健康的だよ。 

西山 現状では学校教育しかないと思うんですよね。多くの人た

ちはおカネもそんなにないわけなんですから、安心していける公

立小・中学校を子どもたちが通過していかなきゃいけないわけで

すね・・・言葉を使い自分についてどのようにして表現していく

か・・・ 

司会 あの・・・お話たけなわのところで本当に申し訳ないんで

すが・・・ 

近藤 何？もう時間？ 

司会 はい・・・予定の四〇分オーバーです。中断してしまうの

は非常に心苦しいところですが、司会者としての私の気持ちも、

どうか言葉で表現させて下さい（笑） 

   （2002年9月21日、東京都台東区のAPARI東京本部で） 

＜司会者紹介＞  

 

上岡・・・上岡陽江（かみおか・はるえ）さん（DARC女性ハウス 

     代表）。近藤恒夫氏のパートナーである。この日は東 

     京・代々木のオリンピックセンターで行われた東京 

     DARCのフォーラムに夫婦揃って参加した後での顔合 

     わせとなったため、対談のはじめに飛び入り参加して 

     頂いた。近々、対談の主人公として登場の予定。  

 

富永・・・富永滋也（とみなが・しげや） 

  APARI東京本部スタッフ。  

  フェローシップ・ニュース責任編集者。  

 

＜次回対談のお知らせ＞ 
 

 フェローシップ・ニュースでは、対談に登場していただ

いたゲストの方々のフェローシップを大切にします。  

 今回の対談のゲストの方に相手を指名して頂き、次回対

談を実現するという形で、アディクションに関するさまざ

まな話題を披露していただく方針です。  

 

 西山明さんご指名の次回対談相手は 

 信田さよ子さん 
（セラピスト・原宿カウンセリングセンター所長）です。 

  

 アディクション問題に関する数多くの著書を共著なさっ

ているお二人から、どのようなお話をお聞かせ頂けるので

しょうか・・・？  

 

 読者のみなさま、どうぞご期待ください！  



体験談 1  エイジ（33歳） 

 覚せい剤を使い始めたのは１８歳のときでした。始めの頃

は入手先が自分では分からず、一緒にやっていた友達が仕入

れたときに自分も打つ、といった程度でした。しかし、すぐ

に覚せい剤の魅力に取りつかれ、気付いたときには夢中で覚

せい剤の入手先を捜していました。水商売をしていた仕事

柄、新しい入手先はけっこう簡単に見つかりました。その後

は覚せい剤中心の生活にまっしぐらでした。小心者の僕の性

格ゆえに罪悪感がいつもつきまといました。幻覚や妄想は、

当時はまだなかったのですが、なんとかクスリを止めなけれ

ばこのままではダメになると思い、考えたのが薬物ご法度の

ヤクザ組織に入ることでした。不良時代を過ごして来た僕に

は組織の人たちと付き合いがあり、その伝手でヤクザ組織に

入ったのです。組織の中で上を目指して修行時代を送ってい

たときは、クスリを使わずに、組織に忠実に活動できていた

のですが、覚せい剤の魅力はそれでも消えることはありませ

んでした。他の組織の人間とも繋がりを持つようになり、

もっと簡単に、より安く大量に仕入れることができるように

なりました。組織の中でも使って生活するようになりまし

た。こうなってしまったらもう止められるわけがありませ

ん。組織に所属しながらも覚せい剤中心の生活になり、何度

もぶっ飛ばされ、最後には指まで詰めました。それでもクス

リを止めようとは思いませんでした。そして組織の中でも役

に立たなくなり、とうとう組織から除籍になりました。 

 そんな時でした。実の父親が交通事故で死にました。クス

リを止めようと本気で思った最初のときでした。この出来事

を機にクスリを止めようと決意をしたのです。でも、止めら

れた期間はたったの２ヶ月でした。そして、再使用したその

ときから本当に突然、幻覚や妄想が出始めました。「誰かに

殺される」とか「家の周りを包囲されている」などと本気で

思いました。テレビが僕のことを放映していると思い込み、

呼吸の仕方さえ分からなくなり、母親に尋ねる有様でした。

それでもクスリを使い続けました。普通の神経では考えられ

ないような幻覚や妄想にクスリを使うたびに襲われる。クス

リの使用を少しのあいだ休んでも注射するたびに幻覚・妄想

は必ず起きました。自殺も試みましたが未遂に終わり、最終

的には事件を起こしてしまって逮捕されました。 

３回逮捕され、２回刑務所に行きました。捕まった最初の

頃だけは「今度こそクスリを止めよう」と真剣に思うのです

が、刑務所の中で同じ境遇の仲間たちと接していると自分の

意志は消え去り、「出所後は今度こそ失敗しないようにクス

リを使うぞ」と最悪の形の決意をし、悪い結果ばかりを引き

起こしてきました。刑務所に収監されても僕のクスリは止ま

りませんでした。出所後にクスリの使用を再開して、おかし

くなり、精神病院に２回入院しました。しかし、病院の中で

もクスリを使い、強制退院させられました。 

僕がNAに繋がったのはその頃でした。それでも僕はクスリ

を止めることができなかった。一緒にクスリを止めていこう

という仲間ができたのにも関わらず、です。そのようにとこ

とんクスリを使い続けていた僕の意思には何の関連もなく、

「底つき状態」と思われるものがやってきた。最後に使った

ときの状況が、今になって思えば、僕にとっての「底つき」

だったと感じています。怖くて怖くて、一日じゅう仲間に電

話を掛け続け、部屋から出ることはできない。部屋の周りに

は家族、仲間、ヤクザ、警察といったあらゆる人たちが張り

込んでいる。テレビではそんな自分の姿を実況中継してい

る。そう本気で思い込み、もう死ぬしかないと思って包丁を

持ち出して手首に当てる。刃先を引く勇気がない。そんな状

態で何十件と電話を掛けて、通じた先がアパリでした。すぐ

に迎えに来てくださいと頼みました。仲間が迎えに来てくれ

るまでの間、NAのホワイト・ブックにある「平安の祈り」を

祈り続けました。初めて経験した本当の「お手上げ状態」で

した。そのときのことを思い出すと今でも当時の恐怖感、不

安、惨めさ、情けなさを感じます。 

現在、アパリに入寮して５ヶ月弱。クリーンタイムも５ヶ

月弱で、少しずつ正気な考え方を持つことができるように

なって来ました。しかし、自分で思っているよりもまだまだ

自分は正気ではないのだということも分かっています。先の

ことは分かりませんが、今現在は本気でクスリを使いたくな

いと思う。そのために、考え方をどう変えていったらよいの

か、生き方をどう変えていったら   （13ページへ続く）
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    △ キリスト教の洗礼を受けた。 

      毎日２時間の筋トレを欠かさない。 



アパリからのお知らせ 

アジア太平洋地域 

アディクション研究所 

号外 

◎ APARI 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 

  

 会員以外の方のフェローシップ・ニュースの購読は、年間購読料５，０００円 

    （送料込み）です。編集部に電話か FAX、またはメールでお申し込み下さい。 

 

 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！ 

 

 次回の目玉企画に乞うご期待！！ 

 創刊号に登場して下さったジャーナリストの西山明さんと、セラピストの信田さよ子 

 さんの対談を予定しています。 

 

 

◎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。 
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日本DARC 
 

・家族に対しては、依存者本人との関わりを見つめ直し 

てもらい、家族の自助グループにつなげる窓口になる 

③関係機関との連携活動 

病院、福祉事務所、弁護士、APARI東京本部と提携し

て様々な事業を展開しています。行政や教育現場からの

薬物問題に関する問い合わせ、講演依頼にも応じていま

す。 

 

④費用 

入寮は1ヶ月につき  １６０，０００円 

       （生活保護受給者には相談に応じます） 

内訳        家賃   ５７，０００円 

          生活費  ７５，０００円 

          ケア費  ２８，０００円 

     （デイケア利用費、スポーツ他 

     プログム費用、消耗品代など） 

 さびしさの痛みを抱えた仲間たちへ！ 

 勇気あるあなたの第一歩を待っています。 

 回復プログラムを一緒に受けてみませんか？ 

 

 日本ダルクでは、薬物依存症を抱えた仲間たちに、

病気から回復していくための精神的・社会的な援助を

しています。 

 

①ナイトケア事業    定員  １２名 

＜概要＞ 

・個別相談 ・自立生活のための援助  ・生活指導 

・金銭管理 ・健康管理（緊急時の対応）・就労援助 

 入寮生活と、一日二回のミーティング、夜の自助グ

ループへの参加により、依存者が自分の問題を見つめ、

それを乗り越えていく手助けをします。ダルクのプログ

ラムによる回復者スタッフが二十四時間態勢でサポート

します。 

 

②相談事業      平日９：３０～１７：００ 

薬物依存者本人と、家族からの相談を受け付けていま

す。電話相談にも随時、応じています。 

＜概要＞ 

・本人に対しては回復への動機付けをし、医療・リハビ 

リテーション・自助グループにつなげる窓口になる 

＜連絡先＞ 

〒110-0015  

東京都台東区東上野6－21－8 

サニーハイツ東上野１Ｆ 

電話番号 03-3844-4777 

Ｆ Ａ Ｘ 03-3844-4799 
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体験談 ２ プーさん（３４歳）     

よいのかを真剣に考えています。アパリに入寮してから、そ

ういうことを落ち着いて考える時間ができました。僕にとっ

てのアパリという施設は、自分の欠点を見つけ出し、それを

表に出して改善していくための場所だと考えています。その

ためにも仲間が大切です。仲間の中で気付き、気付かされて

いくうちに、本当の自分を見つけ出せるのじゃないかな、と

思っています。実をいうとこんな考えも常に頭の中にあるわ

けじゃなく、すぐに忘れがちなのですが、ミーティングの時

間がくるたびに思い出すことができます。だから今の僕には

施設でのミーティング、自助グループでのミーティングが何

よりも必要です。自分が回復したとはまだとても思えないか

ら。 

本当の自分、あるがままの自分で楽になりたい。そのため

に自分の問題や欠点を見つけ出し、確認し、改善していきた

い。イージー・ダズ・イット（焦らずやる）ということが大

切だと考えています。どうしてもすぐに結果ばかりを求めて

しまう自分だから・・・。 

回復するということはどういうことなのか、自分にはまだ

はっきりとは分かりません。クスリを使い始めた頃からの自

分の生活を振り返り、新しい生き方では逆説的にやっていけ

ばいいのかも知れない。でも、そんなことは無理だというこ

とも分かっています。自分にとっての回復とは、クスリを使

わずに人生をシラフで楽しめるようになること。イエス・

ノーの意思表示ができるようになること。どうしても良い人

振ろうとしたり、人の視線ばかりを気にした偽善者になって

しまうところが僕にはある。今の自分は、自分自身に正直で

ありたい、他の人々の前でも正直でありたいと本当に思いま

す。 

考えているだけで、実行がなかなか伴わないのが今の僕の

悩みです。やっぱりハイヤー・パワーにお任せするしかない

のでしょう。その考え（お任せ）にもなかなか１００％にな

りきれない自分です。だからこそ焦らずに回復を目指したい

と思います。 

最後に僕の夢は、社会生活に適応できるようになり、結婚

して平凡な家庭を築くことです。がんばります。 

僕は咳止めシロップがメインの薬物依存者です。僕が薬物

を始めて使ったのは高校一年生の頃、先輩の持っているマリ

ファナを吸わせてもらった時でした。それ以前にも、中学生

の頃から友達と遊ぶ時や友達の家に集まる時にお酒は飲んで

いました。当時は格好良く遊ぶ事に憧れていて、お酒や薬も

ファッショナブルなものと考えていたのです。マリファナは

入手ルートが少なく入手が難しかったため、学校では咳止め

シロップが流行っていました。始めのうちは咳止めシロップ

も遊ぶ時に使っていたのがいつの間にか、テスト前に勉強す

る時・いらいらしている時・暇な時に使うようになっていき

ました。 

高校を卒業し専門学校時代には常用するようになり、薬が

なくては普通の生活を装う事が出来なくなっていました。

朝、起きるために薬を飲み、授業に出るために薬を飲む。友

達と遊ぶのにも薬を飲み、課題をこなす為に薬を飲む。こん

な生活が始まりました。 

専門学校には親元から通っていたため、薬を使った生活が

ばれてしまいDARCに連れていかれました。嫌でしたが選択肢

は無く入寮しました。しかし自分が薬物依存者であることを

認めず、自分は違うのだと思っていました。退寮した後、薬

を使った生活がすぐに再開してしまいました。 

咳止めシロップは街中の薬局で合法的に売っていますし、

使っても一般の人にはバレにくく、薬でおかしくなるまでに

は時間が掛かる様で、普通の人を装った生活が続く事となり

ました。薬を使いながら就職し、使いながら仕事をするよう

になります。自分でお金を稼ぐようになると薬の量が増える

一方です。使っていると頭が冴え、眠らずに仕事が出来る気

がしてどんどんと薬の量が増えていきました。自分の能力を

知らず自分は仕事が出来ると思い、会社の誰にも負けたくな

いと思っていたため、薬を使いながらひたすら仕事をしてい
△ 特技のコンピューター技術を駆使して 

   ＡＰＡＲＩスタッフとして働き始めた。 



ました。そのうち仕事のために薬を使うのか、薬を買うため

に仕事をするのか分からないようになっていました。今考え

ると、そんな自己矛盾も薬でごまかしていたように思いま

す。 

薬を使い続けるうちに、薬を使っても仕事が出来なくなり

普通の生活を装う事が不可能になりました。薬だけあればよ

かったので、孤独で寂しい人間になっていました。薬を使っ

ても気持良くなるわけでもなく、何のために薬を使うのか、

何のために生きているのか、何で生きているのか分からなく

なりました。死ぬ事も考えた。でも自殺どころか何の行動も

自分では起こせなかった。死ぬ事を考えたのは自分でも

ショックでした。この時が自分の「底つき」だったと思いま

す。薬を止めたいという思いよりも、何も出来ない自分をど

うにかしてくれという思いでAPARIに助けを求めました。自分

がどうにかなるなら薬を止めたいと思いました。しかし止め

たいと思っていても、APARIに入寮してからも薬を使ってしま

いました。気がつくとまた薬を使っている。また薬が止まら

なくなっている・・・。 

そんな生活をAPARIで送っているうちにある日、なんとなく

薬を止めたいと思い直し、今日まで薬の使用が止まっていま
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す。現在１年と少し薬が止まっているのですが、１６年間薬

を使って来て６ヶ月以上薬が止まっているのは初めての経験

です。何をきっかけに薬が止まり始めたのかは今でも良く分

かりません。 

昔から人間関係が下手で薬だけを信じていた僕に、仲間が

たくさん出来ました。今まで友人や家族にも話せなかった愚

痴や悩みを話せる仲間が何人か出来ました。仲間の近くにい

るおかげで、回復し続け素敵になってゆく仲間の姿を目にし

たり、薬を使ってどうしようもなくなっている姿を見ること

が出来ます。同じような悩みを持った仲間と話す事が出来ま

す。今薬が止まっているのは仲間の近くで生活を送っている

からだと思います。 

今は仲間の中で人間関係を学ばせてもらっていますが、よ

り多くの仲間、家族、そして社会の中での人間関係をこれか

らは学んでいきたいと思います。今まで薬でごまかしてきた

自分を仲間の中で見つめ、自分の正直な姿を見つけたい。僕

にとっての回復とは、人間関係のバランスや距離のとり方を

学ぶ事、そして薬を使わない自分の姿を知っていく事のよう

に思います。 

 薬物を初めて使ったのは、高校一年生のときだった。中高

一貫の私立校へ通っていた。仲のいい友達が、五月の体育祭

のときに、ラリっていた。とても楽しそうだった。すぐに彼

を呼び止めて「何やってんだよ、俺にも教えろよ」と言っ

た。僕に内証で何か面白いことをやっているのが無性に腹立

たしかった。  

 その頃の僕は混乱していた。補欠で中学に入学したのはよ

いものの、勉強してもチンプンカンプン。高校へは無試験に

近い形で進級できたけれど、文系も理系も何のことやら。中

学校の三年間はクラブ活動でラグビーをやっていたが、高校

に進学した後も部活を続けようか、辞めてしまって友達と遊

ぼうか迷っていた。小学校の頃の友達が学校に行かなくな

り、シンナー漬けになっていた姿を見て「カッコ悪いな、学

校へは行っとかなきゃな」と思ってみたり。とにかく自分の

身の置き場所を探し回っていた。そのくせ、そういうことは

誰にも相談できず、混乱していることを自分自身でも認めた

くなかった。  

 その友達は大麻を吸っていた。大麻なんて、テレビの中で

はたまに耳にすることがあったが、自分には全く縁のないも

のだった。ましてや他の同級生も、誰もやったことがないは

ずだった。その友達に、すぐに大麻を分けてもらった。みな

がやったことのない物をやることは、大麻の効き目以上に気

持ちがいいことだった。それから、友達との関係はすべて、

薬物のやり取りで成り立っていった。  

 「咳止めがあるよ」と言われたら、それを飲んだ。「LSDが

あるよ」といわれたら、それをなめた。毎週土曜日には友達

の家に泊まるようになった。そういう遊び方にちょっとした

安心感みたいなものを感じた。しかし、そんな交友関係も長

体験談 ３   シノ（２９歳）  

△ 新設された「サンライズ・レジデンス」（東京・東駒 

  形）のスタッフルームにて。回復者スタッフとして施設 

  運営のハードワークに奔走している 



家族の手記  （H・Tのお母さん）  
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くは続かず、金のトラブルが次第に多くなり、そのうちに特

定の友達としか遊ばなくなった。最初に大麻を教わった友達

とは数年後、自助グループで再会した。  

 僕の病気は重くなる一方だった。高校三年生の時には、ブ

ロンを朝飲んで、昼飲んで部活に出て、というペースになっ

ていた。朝飲まないと目覚めた感じがしなくなり、薬のビン

を手に取ると安心した。「やばいなあ」と自分でも思いなが

ら、その安心感からついつい飲んでしまっていた。  

 推薦で大学に入学したが、学校へは１～２回行ったきり

で、あとはパチンコ屋に入り浸るようになった。高校時代か

らの付き合いだった彼女は地方の大学へ行ったが、彼女との

仲もうまく行かなくなり、ふられるんじゃないかといつもビ

クビクしていた。小さいときから自分に自信がなくていつも

不安だった。だからいつでも他人のことを裁いていた。  

 依存症からの回復プログラムに初めて出会ったのは精神病

院の中だった。まわりは自分より年上のアル中のおじさん、

おばさん。２２歳の僕にはプログラムなんて他人事だった。

底をつくように周りから勝手に仕向けられたような感じがし

て、恨んでいた。親しくなったアル中の女性と病院の中で隠

れて酒を飲んでいた。NAミーティングに行くフリをして家に

帰ってTVゲームをしていたときもある。円満退院（再使用が

発覚しなかっただけ）はしたものの、一ヵ月後には再びどう

にもならなくなり、自分から病院に行った。その年は、同じ

ことを三回くりかえした。そうすれば親が納得するだろうと

思っていた。  

 NAの女性メンバーが病院メッセージに来ていた。「一緒に

やろうよ、待ってるから」と言われた。それが妙にイヤらし

く聞こえ、１５回NAに通うという病院のノルマをなんとか達

成することが出来た。  

 その後、DARCに入寮したが、病院のときと同じように隠れ

て薬を使っていた。バレるたびに何ヶ所も施設が変わった。

変わらないのは僕だけだった。「このままじゃいかん」と思

い、退寮後に結婚してみたりもした。一年後には離婚され

た。一年間に一回も働かず、暴力を振るって薬代をもらい、

泣いて謝っての一年間だった。もう行くところなんかなかっ

た。薬を使うのも、止めていくのも、どちらもイヤなこと

だった。頑張ってやめていても、一人で家にいると昔の友達

なんかと自分の姿をどうしても比較してしまい、苦しくなっ

てしまう。今日は薬を使おう、止めるのは明日から・・・そ

う考えるのが自分だった。  

 今度は、自分から茨城ダルクに電話して入寮させてもらっ

た。ただ寝ているだけで、周りの仲間に対する妄想やとらわ

ればかりの三ヶ月だった。でも、僕は仲間の真似をし始め

た。朝、起きた。ミーティングに出た。それを続けていた

ら、一日終わって帰ってくると薬を使わないでいられた。薬

を探し回らないでいられた。とても不思議だった。  

 それでもスリップしてしまった。せっかく始まったそのク

リーンが崩れたのは、不正直になったからだった。気持ちが

焦った。仲間やプログラムから早く卒業したいと思うように

なると、また仲間を裁いてしまい、施設の中でもミーティン

グでも正直になれなくなり、スリップした。スリップは何回

か続いた。仕事が出来ているから、彼女が出来たから、部屋

が借りられたから、薬が一年止まったから、とかいつもいろ

いろな理由をつけて、ミーティングに行かなくなる。そうす

るとスリップした。とても不思議だ。  

 現在、クリーン一年六ヶ月。最長記録だ。僕にとっての回

復はどうやら、ゴールのないものみたいだ。今日一日、自分

に正直でいたい。それを続けていくしかないのだと思う。  

創刊号 

 息子は中学生になってから突っ張り始めました。言動にウ

ソが増え、クラブ活動や塾をサボるようになりました。家の

中の風邪薬が不思議となくなるようになったのもこの頃だっ

たような気がします。高校は中退してしまいました。大学ま

で行ってもらいたいと思っていたので、私はとてもつらく残

念でした。 

 それからの息子はアルバイトをしても朝早く起きられな

かったり、人間関係の揉め事で勤め先を辞めてしまったり、

どれも長続きしませんでした。帰宅は遅くなり、無断外泊も

するようになりました。私は、息子の顔を見るまでは心配で

心配で、心臓がドキドキして眠れないような日々を送るよう

になりました。 

 以前に比べて息子は話し声が大きくなり、耳も悪くなりま

した。いつも酔っているような様子で、ひっきりなしに痰を

吐くようになった。顔つきも変わり、皮膚も妙に脂ぎった

り、かと思えばつやがなくボソボソだったっりで、とにかく

不健全な様子でした。目つきもギロギロしてきつくなり、ま

たはトロンとして焦点が定まっていなかったりで、「これは

絶対におかしい」と私は感じました。何か薬物をやっている

に違いないと思いました。 

 その頃から私は、息子の部屋中を探し回るようになりまし

た。しかし、それらしき物は何も出てこない。息子は、ひと

たび眠るとうんと深く眠り込むようになりました。大地震が

きても、大火災があっても絶対に起きないだろうというくら

い、グウグウと一日中、眠りこけている。息子が寝ている間

に、体のどこかに注射痕がないか厳しくチェックしました

が、そんな痕跡もありません。「うーん・・・でも、おかし

い」と息子を疑いつづけていました。 

 息子の無断外泊は増え、どんどん不摂生な生活になってい

きます。仕事にもとんと行かなくなりました。PTAの役員をし

ていたときに校長先生からお聞きした言葉を私は思い出しま

した。「教育の目標は、有名大学に入れることではない。生

徒が心身ともに健やかに自立していく事です。人の成長を心

から信じ、愛することです」 

（自分の言葉や行動に関して責任を取ることは、人間として

大切なことだ・・・） 



人にしかできない」と言われたのです。私は地獄に落ちた気

分でした。 

 自助グループに通い続けるうちに私が共依存症という病気

であることに気付きました。私自身がＡＣであり、我が家は

機能不全家族だった。病人の私が息子を育てたのだから、息

子が依存症になってしまうのは当然だった。済まない気持ち

でいっぱいです。でも回復者がいる。それは事実です。だか

ら、そういう人を見習っていくしかないと思いました。 

 息子はどんどん正常さを失い、精神病院へ入院しました。

退院してからは祖父母のところへ行ったりブラブラしていま

したが・・・そんなある日、息子から電話があり「今日は母

の日だというのにプレゼントもできなくて済まない」と言っ

てくれた。「とんでもない、あなたが生れてきてくれたこと

が一番嬉しいプレゼントよ。産れてきてくれてありがとう。

今日、声が聞けてよかった。生きていてくれたんだね。生き

ていてくれてありがとう。それがとっても嬉しいよ」私はそ

う答えました。 

 息子がなんとなく謙虚になったのはそれからだったと思い

ます。夫と私は、息子に「あなたは薬物依存症という病気だ

から治療したほうがいいよ」と言い、アパリのパンフレット

と回復者の体験談集を渡しました。「回復したかったら全力

で助けるよ」と話したのです。何日かたって息子はアパリに

行くと言い出した。私は胸が高鳴り、夫に電話をして「アパ

リに行くって言っているから早く帰ってきて」と伝えまし

た。夫も、会社の上司に「息子は薬物依存症になってしま

い、施設に入ると言っているので早退させて頂きたい」と話

し、快くＯＫしてもらえたとのことでした。息子と夫と私と

三人で藤岡へ向けてすぐに出発しました。息子は途中で

「やっぱり電車で行くから車を止めて欲しい」などと言い出

しましたが、夫は無視して藤岡へと突っ走りました。ようや

くアパリに着いて施設長に息子をお願いすると、あたたかく

迎え入れて下さいました。とてもありがたかった。 

 その後も変わらず私は薬物関連の催しに通い続け、そのお

陰で不安や心配をしなくなった。長い間つらく苦しい思いを

してきましたが、今では薬の問題にとらわれなくなり、開放

されて自由になってきました。薬物依存者が家族にいても家

族は幸せに生きられる。どんな苦しいことも乗り越えられる

ことが分かりました。夫も薬物教室に参加してくれるように

なり、私に対してもこの頃はやさしくなりました。夫婦仲ま

でよくなってきたのです。 

 いまは私自身の回復プログラムを自助グループで続けてい

ます。息子の回復の道のりがすごく嬉しい。息子を包んでく

れている仲間の皆様に心からお礼申し上げます。いつもあり

がとうございます。薬物依存症は回復可能な病気です。回復

という明るい希望を持って私たちは生きられるようになりま

した。 
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 私はこのときからガッツが湧いて、毅然たる態度で息子に

接するようになりました。 

 ある日、息子は何日間か無断外泊をして帰ってきました。

「出て行け！」と大声で夫は怒鳴りつけた。黙って下を向い

たまま息子は出て行きました。私の胸はバクバクし「息子は

どうなってしまうんだろう」と不安な気持ちでいっぱいでし

た。息子が家にいればいるで「働きなさい」とか「ドラッグ

やってんじゃないの」とか文句ばかり言っていて、いざ出て

行かれると心配で淋しくて、もうどうしようもない気持ちに

なってしまいます。 

 夫は帰宅するとすぐに風呂に入り、毎晩かならず晩酌をし

ます。テレビを大きくつけ、話し掛けても生返事です。きち

んとした夫婦の会話もできない。私は淋しさや不安などの感

情が複雑に入り混じって苦しみました。そんなとき、一人で

遠くの公園に行ってはボロボロと泣き、ときには車を運転し

て海を見に行ったりしたものです。何でも話せる友人と温泉

にドライヴしたり、食事に行ったりして悩みを聞いてもらっ

たのもこの頃でした。どうしようもない自分の気持ちをどう

にも抑えきれず、思いっきり泣きました。 

 家を出た息子は友人宅を転々とし、職業安定所に行って寮

のあるところへ就職しました。仕事もちゃんとこなしている

ようで、一人で車の免許も取り、彼女もできたらしく、私は

安心しました。それから息子は結婚しました。赤ん坊も生れ

たのですが、嫁に暴力をふるってしまい、生後間もない赤ん

坊を連れて出て行かれてしまいました。離婚訴訟に負けて息

子の離婚が決定しました。 

 結婚した頃から息子は足の痛みを訴えていたのですが、ど

んどん激痛になり、診断の結果、骨頭壊死というひどい病気

だということがわかりました。大変な手術をして、入院は

五ヶ月に及びました。それでも息子は片足が不自由になって

しまった。足の速かった息子は運動会ではいつもリレーの選

手で、わたしはとても嬉しく見ていたものでした。その息子

が片足の自由を失い、愛する妻子も失って、どんなに辛かっ

たろう、苦しかったろうと思うと・・・、大切なものを失っ

てしまった息子の気持ちを思うと私もつらくて苦しくて涙が

止まりませんでした。無念でしょうがなかった。 

 退院した息子の様子はすぐにおかしくなり始めました。

「誰かが後をつけてくる。シーッ、静かに！襲撃しに来

る！」などと言ってカーテンの隙間から外を見たりするよう

になった。 

その頃から私は精神保健福祉センターの薬物教室、自助グ

ループ、ダルクの後援会など、薬物関連の催しに通いつめま

した。息子を絶対に回復させる！そのためには、回復者とそ

の家族の話をジャンジャン聞こう。専門家の話をどんどん聞

こう。積極的に行動しました。 

（息子を回復させるためには私は何をしてあげればいいの

か？） 

 そんな時、先行く仲間から「無力です。薬を止めるのは本



日本DARC 

スリー・クォーター・ハウス 

「サンライズ・レジデンス」 

＜内容＞ 

・ 個別相談 

・ 金銭管理 

・ 関係各機関との連携活動  

（福祉事務所、病院、各DARC、APARI東京本部） 

・ 社会復帰支援 

 

＜利用費＞ 

  ハウス利用費   ６５,０００円 

         （光熱費、消耗品代を含む） 

ケア費       ５,０００円 

デイケア利用費   ５,０００円 

本人の生活費   ８０,０００円          

（仕事が決まり給料をもらえるようになった人は 

         ハウス利用費のみとなります） 

合計      １５,５０００円 

（生活保護を受けている方は別途ご相談に応じます） 

 

＜振込先＞ 

  みずほ銀行 浅草支店 

  普通預金 店番号 085 口座番号 1480722 

  日本ダルク代表 近藤恒夫    

  〒130-0005  

  東京都墨田区東駒形３－２－４ 

  電話番号 03-5819-3877 

  Ｆ Ａ Ｘ 03-5819-3878 

 

 DARCの回復プログラムからの卒業を間近に控え

た仲間たちのための新たな社会復帰援護寮です。 

 東京などの都市部と比べ、地域によっては仕事

探しが難しい状況が仲間たちの自立の障壁となる

ケースがあります。解決策の一つとして、求人の

多い東京での就労プログラムを提供いたします。 

 依存症からの回復を、他人のせいではなく自己

責任として考え、自律を目指すことができるよう

になった仲間たちが、社会に職を得て働きながら

共同生活するためのケア・ハウスです。 

 日本DARCでのミーティングや自助グループを利

用して再発予防を組み立て、安定した社会復帰に

向けた生活基盤を固めていくための「DARCの最後

の砦」として、仲間たちが利用しています。 

三
目
通
り 

浅草通り 

吾妻橋２丁目交差点 

東京東 

信金 

本所吾妻橋駅 

Ａ１ UFJ 

本
所
中 

吾妻橋東詰 

交差点 

首
都
高
６
号
向
島
線 

駒形橋交差点 

墨田区 

役所 

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ 

ﾀﾜｰ 

サンライズレジデンス 
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 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 

 ロック史上、空前絶後の名盤として世に出るはずのレコー

ドがあった。 

 前評判の高まりから、それは歴史に永遠に記憶されること

が約束されていた。発売元のキャピトル・レコードは、陽気

なイラストを用意してジャケットを印刷した。その絵は音楽

にマッチして、とても魅力的だった。 

 発売を知らせるラジオＣＭも流れ、後はプレスしたレコー

ドを入れるだけになった。 

 しかし、何かが欠けていた。制作は突如、断念された。 

 レコード会社は急きょお蔵入りを発表。発売中止の発表な

ど、それまでには例のないことだった。 

 翌月、別のグループから誰もが聞いたことのないような

クールなアルバムが出た。非の打ち所がないコンセプトと徹

底した完成度、多彩な音楽ルーツが全編を覆い、グループは

絶賛され、空前絶後の冠はその作品に与えられた。 

 ビートルズの「サージェント・ペバーズ・ロンリー・ハー

ツ・クラブ・バンド」はナンバーワンになり、１７週にわた

りその座を維持した。 

 一方、葬られた不幸なＬＰのタイトルは、皮肉なことに

「スマイル」と決まっていた。「スマイル」を出せなかった

男は、サージェント・ペパーズを耳にして、間もなく精神錯

乱に陥った。 

▽孤独と完璧求めて 

 １９６６年秋、カリフォルニア州のブライアン・ウィルソ

ン率いるビーチ・ボーイズは実力、人気の両面で瞬間的に

ビートルズを抜いていた。 

 １１月に発売された「グッド・バイブレーション」は、ブ

ライアンの孤独、虚無感を投影した傑作とうたわれた「ペッ

ト・サウンズ」に続いてビーチ・ボーイズが出したシングル

だ。切なく、はかなげなのに雄大、シンフォニックでありな

がら近未来的。目まぐるしく変化する曲調はブライアンの想

像力が絶頂に達していることを示し、各国チャートでトップ

を極め、１６００万枚売れた。 

 世界中がバンドとブライアンを祝福した。ビートルズのお

膝元、英国メロディ・メーカー誌の人気投票でさえ、ビート

ルズ５２７２票に対し、ビーチ・ボーイズが５３７３票と上

回った。ビートルズが２位に甘んじるのはデビュー以来初め

てのこと。ストーンズもディランもなし得なかったことを達

成した。 

 ビーチ・ボーイズはブライアンと二人の弟、いとこ、友人

の五人でなるグループ。家族の存在が大きく圧し掛かるとこ

ろに、ビートルズとの決定的な違いがあった。 

 当時、ブライアンは弱冠２４歳で、作曲、プロデュース、

ミュージシャンの手配、指揮まで、ほとんど１人でこなして

いた。メンバーの役割は、それにハーモニーを付けること

だった。 

 ガラスのように繊細な彼が、一瞬の栄華に浸ったのは言う

までもない。 

 そして、新たな地平を目指し、大量のマリファナと西海岸

の名だたるセッションミュージシャンたちを糧に「スマイ

ル」に着手する。だが、それをまとめ、完成させることはで

きず、残骸だけが残った。膨大なテープの山だ。それからは

転落の一途だった。 

 いいことは何一つなかった。自宅のベッドに引きこもり、

酒と過食で体重は１５０キロを超えた。妻と他の男との情事

を彼は部屋の中で黙って見ていた。入院先の看護婦は麻薬を

与えて甘やかした。ドラッグ代がかさみ破産した。唯一分か

り合えた弟は、コカインで酩酊状態のまま海に落ち死んだ。 

 そして、発狂した。 

 メンバーは彼をビーチ・ボーイズから解雇し、入院と自殺

未遂を繰り返す日々が続いた。 

 孤独と完璧を求めた天才は表舞台から消え、ただ「スマイ

ルを作れなかった男」として、コアなファンの記憶にとど

まっていた。 

 

▽失われた声 

 それから３０余年。９９年夏、ブライアン・ウィルソンは

大阪フェスティバルホールのステージの上にいた。５０代も

半ばに差し掛かったころになって、本格復帰を果たした。 

彼は、しわらだらけで太り、年齢以上に「初老」を感じさせ

た。かつてきれいなソプラノを聞かせたのどは、ドラッグと

タバコで失われ、目もうつろに、ボソボソとマイクに独り言

を言っているように見えた。 

 期待から不安、困惑へ、そして現実を納得させて単に復帰

した事実だけを喜ぼうとした私がおやっと思ったのは、最新

曲「ユア・イマジネーション」が始まったところだった。サ

ビに向かう途中「ユー・テイク・マイ・ハンズ・アンド・ス

マイル…」という一節がある。彼はそれまでとは違う一段と

大きな声で「スマイル」と歌い切ったのだ。それまで痛々し

いほどに感じていた声が、熟成された、太くて暖かみにある

響きに聞こえた。そこに長い断絶を経て、再び目の前の山に
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  △ビーチ･ボーイズ（1964年当時）。 

   中段右端がブライアン･ウィルソン。 



挑んでいこうとする決意を見たような気もしたが、確信は持

てなかった。 

 それから３年、還暦を迎えたブライアンは今や、マッカー

トニーやディラン、クラプトンら、かつてのライバルをはる

かに上回るペースでライブをこなし、コンスタントに作曲を
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   △お蔵入りした「スマイル」のジャケット。 

続けている。しかも、ステージでは禁断の「スマイル」楽曲

群をためらうことなく、当時試みたアレンジで再現するよう

になったという。 

 

▽スマイルの謎 

 なぜ彼は「スマイル」で破たんし、かくも長い遁世の末、

「スマイル」に戻ったのか。 チャーリー・パーカー、ジャ

ニス・ジョプリン、ブライアン・ジョーンズ…。薬物で自己

破壊し、命を落としたり、シーンから消えていったミュージ

シャンを挙げればきりがない。もちろん悪夢を克服して復活

したエリック・クラプトン、エアロスミスなどの例もある。 

 そんな中で、ビートルズのプロデューサー、ジョージ・

マーティンが「現存する最大の天才」と評するブライアン・

ウィルソンほど、復活のスケールの大きさで他に類を見ない

アーティストはいないだろう。彼の歩んだ道のりをたどる

と、薬物中毒のみならず、幼児虐待、摂食障害、アダルトチ

ルドレン、心理療法など、様々なキーワードが浮かび上が

る。その豊潤な楽曲群を紹介しながら、数奇な人生をたどっ

てみたい。 

＜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）  

 私は２年前に福岡から沖縄に引っ越して、ウィメンズオフ

ィス サーブという小さな事務所を立ち上げて細々と活動し

ているセラピストです。福岡では精神保健福祉センターとい

う公の相談機関で、アルコールや薬物の相談を受けたり、家

族のためのプログラムの開発や家族教室などを逆風の大嵐の

中、細々とやっておりました（大変でした）。沖縄に来たば

かりの頃には「因果な援助職にはおさらばして、ちょっとの

んびり…」なんて悠長に構えていたのですが、気がつけば

「あたしはもっと女の人に会いた－い！」と動き出し、計画

性も、しっかりしたビジョンもないままにサーブの活動を始

めていました。地縁血縁を大事にする沖縄では、ナイチャー

（県外出身者）は表面的には受け入れられても、懐に入って

仲間作りをするということがなかなか難しい地域です。県内

でも地域差はありますが、私の住んでいる地域では子ども会

や婦人会（レトロなネーミング！）などからのお誘いは全く

ありませんでした。仕事を辞めて家にいると、当然ですが自

分の家族以外の人との会話はほとんどありません。家族がそ

れぞれ出かけてしまって一人で家にいると、話しかけるのは

一緒に福岡から来たネコさんだけという、閉じこもりのよう

な生活です（しかも返事は返ってこない）。「友だちを作る

には社会に出なければ！」という個人的で切羽詰ったニーズ

がサーブを生んだのです。  

 狭い地域であること、血縁関係が濃いという文化背景か

ら、沖縄県には他府県のようなセルフヘルプグループの誕生

のムーブメントは起こっていません。もちろん、ニーズがあ

ることは精神保健福祉センター時代に決して少なくない量の

沖縄からのヘルプコールを受けていたのでわかっていました

。それで、少人数でもできるセルフヘルプグループの情報提

供やグループ作りのお手伝いをしようと思い立ち、「生きよ

う！楽しもう！声を出そう！」を合言葉にウィメンズオフィ

スサーブを立ち上げたのです。女性にたくさん会えるかなあ

という淡い期待の許に、さして大きな意図もなく「ウィメン

ズ」という言葉をつけたのですが、ＤＶ防止法の施行が追い

風となって、結果的には多くの「暴力の受け手」となってい

る女性や依存症の問題を抱える家族の立場の女性にお会いす

ることとなりました。 「好きなことを、好きなように書いて

  コラム連載予告  ウィメンズオフィス・サーブ代表 セラピスト   安高真弓 

よい」というお話でし

たので、このコーナー

では、なかなかお会い

できない皆様に南国沖

縄からのメッセージを

お届けできればと思っ

ています。どうぞよろ

しく！  



 特定非営利法人「アジア太平洋地域アディクション研究所」

（略称APARI＝Asia Pacific Addiction Research Institute＝）

では平成１２年７月より、薬物事犯で起訴された刑事被告人に対

して、薬物乱用の恐ろしさと薬物依存という病気からの回復方法

について教育する「保釈中の刑事被告人に対する薬物研修プログ

ラム」を行っています。  

 このプログラムは、APARIが運営する薬物依存症の回復施設

「APARI藤岡研究センター」 （群馬県藤岡市）に保釈中の刑事被

告人を引き取り、カウンセリングや薬物依存症の患者同士の自助

グループ・ミーティングへの参加、施設で実施している様々な作

業療法などを通じて、薬物を乱用していた過去の生活態度への反

省を被告人に促し、薬物なしの生活への決意を固めてもらうこと

を目的にしています。施設での生活中には、専任のスタッフが被

告人とのカウンセリングを重ね、その内容を記載した報告書を初

公判の法廷に提出して情状資料にしていただきます。  

 薬物事犯の再犯率は高く、５０％を上回ると言われています。

そのなかで当法人では、これまでの２年間で２１人の刑事被告人

の方々に当プログラムを受講して頂きました。その結果、再犯率

が極めて高いと言われる薬物犯罪において、当プログラム受講者

については今のところ再犯者を一人も出さないという実績を築い

てきております。  

 薬物事犯の初犯者の判決はこれまで「懲役１年半、執行猶予３

年」が定番とされてきましたが、当プログラムの受講者の中には 

「懲役１年４月、執行猶予３年」 

  （覚醒剤使用、所持  平成１４年６月 東京地裁判決）  

「懲役１年６月、執行猶予２年」 

  （コカイン使用  平成１４年１０月 東京地裁判決）  

などの判決を得た人たちがいます。東京や横浜の弁護士会では若

手弁護士の勉強会の場でAPARIのプログラムについて話題になる

こともたびたびです。このように、東京を中心とする司法関係者

の間では当プログラムの評価が日を追って高まりつつあります。  

電話 03-5830-1790 FAX 03-5830-1791  

Email  apari@tokyo.email.ne.jp 

  アパリ東京本部 

  アパリ藤岡研究センター 

〒375-0047  群馬県藤岡市上日野2594 

電話 0274-28-0311 FAX 0274-28-0313  

ＭＥＳＳＡＧＥ 
保釈中の刑事被告人に対する 

薬物研修プログラム 
（アパリ東京本部） 

アパリ藤岡 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】 

 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 

        プログラム費       ￥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 

〒110-0015  東京都台東区東上野6-21-8 

      サニーハイツ東上野1Ｆ 


