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 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。 

 △ 世界各国の司法関係者を相手に熱弁を振るう近藤恒夫 （2003年5月） 

「トータルな回復を目指して」（後半） 斉藤 学 ＆ 上岡陽江 5ページ～ 

 

5月15日、国連アジア極東犯罪防止研

修所（UNAFEI）の国際会議室で開かれ

た第124回・国際研修会議に近藤恒夫

が講師として招かれました。 

「薬物依存からの回復を支援するアパ

リやダルクなど民間自助グループの役

割について」というテーマで二時間余

りにわたって熱弁を振るった近藤に、

アジア各国やアフリカ・南アメリカな

どから集まった裁判官や検察官など司

法関係者から、強い関心や賛嘆の声が

寄せられました。 

2003年6月1日 発行 

発行定日 毎月1回1日発行 
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 米国ドラッグ・コート制度 
                    アジア太平洋地域アディクション研究所 

                             事務局長 尾田真言  

 

１ はじめに 

 

私は、2002年8月にホノルルとサンフランシスコの成人のドラッグ･
コート、同年11月にニューヨークのブルックリンとマイアミの成人の
ドラッグ･コート、2003年3月にはロサンゼルスとホノルルの成人、少
年および家庭裁判所内のドラッグ・コート及びそれぞれの裁判所と契

約している民間の薬物依存者リハビリ施設を見学する機会を得た

(1)。本章は、今回の見学を踏まえて、アメリカ全州の刑事裁判所に
おいて実施されている、ドラッグ・コート制度という薬物事犯者に対

する革新的な制度を紹介するとともに、近い将来、わが国においても

薬物事犯者に対する刑事政策を一般予防偏重の厳罰主義から、薬物依

存からの回復を目的とした治療的なアプローチに転換すべきてあるこ

とを提唱するものである。 

 

２ ドラッグ・コートとは何か 

 

ドラッグ・コートは薬物事犯者（薬物乱用が原因となって犯された他

の犯罪も含む）を通常の刑事司法手続ではなく、薬物依存から回復さ

せるための治療的な手続にのせて、その経緯を裁判官が法廷でトリー

トメント修了時まで１～２年の間集中的に監督し、トリートメントの

全課程を修了した被告人に対して、公訴棄却の決定を下して手続を終

結させる革新的な裁判制度である。 

 このドラッグ・コート制度は、薬物事犯者の急増と刑務所の過剰拘

禁問題に苦しんだフロリダ州デイド郡の第九巡回上級裁判所（マイア

ミ市所在）(2) が、その状況を打破するために1989年の夏から始めた
裁判制度である。2002年11９月に公表されたデータによると、ドラッ
グ・コートは現在、アメリカ全州の804の裁判所で運用されており
（内訳は成人用547、少年用207、家庭用41）、507の裁判所で準備中
（内訳は成人用317、少年用123、家庭用62、それらの複合体が5）(3)
とのことである 。これまでのところ、30万人以上の成人、1万2500人
の少年がドラッグ・コートに参加し、そのうち7万3000人の成人、
4000人の少年がそのプログラムを修了している。現在プログラム受講
中の被告人を含めると、約70％がドラッグ・コートを修了し、あるい
は係属中であるということになる (4)。 
 再び薬物使用を開始することを、リラプス(relapse)というが、この
リラプスは薬物依存からの回復過程でごく普通に起こることで、逆に

それが回復へのひとつの転機になると考えられている。なぜなら、薬

物依存症者がリラプスを経験することにより、どのような時間、場

所、状況で自分が薬物を使用してしまうのかを知ることができ、以後

はそうしたＴＰＯに直面しないように注意しなければならないことを

知ることができるからである。薬物依存者にとってリラプスが当然の

ことであるということは、裁判官、検察官、弁護人、保護観察官等、

ケース・マネージャー等、ドラッグ・コートの関係者の誰もが認識し

ている。したがって、ドラッグ・コートのトリートメントの参加中に

リラプスすることが、ただちに手続きの打ち切り、すなわち実刑判決

につながることはない(5) 。 
ドラッグ・コートの参加者は出廷時に尿検査を受けなければならない

が、ここで陽性の反応が出ても、せいぜい、裁判官から数日間ジェイ

ルに行くように（裁判所の中に設置されているところが多かった）と

いうサンクションを受ける程度である。それでもリラプスが続くよう

だと、そこではじめて入寮型のリハビリ施設へ送致するというサンク

ションが課せられる。つまり、ドラッグ・コートに参加することが、

即、リハビリ施設に入寮したり通所したりすることにはならないこと

に注意する必要がある。リハビリ施設任せにはしないで、裁判官自ら

が参加者の成り行きをチェックしている。 

 サンフランシスのドラッグ・コートでは、公判前に裁判官、検察

官、公設弁護人、プロベーション・オフィサー、ドラッグ・コートの

コーディネーター、ケースワーカーが裁判官室でその日に出頭を命じ

てあるドラッグ・コートの参加者たちの手続をどう進めるのか、山の

ようなファイルの中からひとつひとつ取り出して記録を見ながら検討

会をしていた(6) 。ここではわずか2～3時間の間に60人程度の参加者
の審問(status hearing)をしている。予めその日に出頭を命じられてい
た参加者全員を傍聴席に座らせておいて、一人あたり数分ずつの時間

でかたっぱしから事件を処理して行っていた。サンフランシスコのド

ラッグ・コートは対審構造をとっておらず、検察官と、公設弁護人が

同じ机で肩を並べて座っていた。ドラッグ・コートの目的は被告人を

処罰することではなく、被告人を薬物依存から回復させることにある

という点で全訴訟関係者が一致した見解を持っていた。 

マイアミのドラッグ・コートでは、①定められた日に法廷に出頭する

こと、②週に3回以上ＡＡ(Alcoholics Anonymous)またはＮＡ(Narcotics 
Anonymous) (7)、あるいはその他の自助グループ に参加すること、③
随意に尿検査を受けることが参加者に義務付けられているのであっ

て、あくまでも裁判官が手続全般を集中的に監督していた。それが、

最低1年、長い人で2年程度続くのであるから、通常の刑事裁判で裁か
れるのに比べればはるかに長い間、裁判官の監督に服することにな

る。 

なお、今回私が訪問したすべてのリハビリ施設でリカバード（薬物依

存症からの回復者）がカウンセラー等の職員として採用されていた。

リカバード・カウンセラーの存在は、回復のイメージをビギナーに示

すことができるという点で、入寮者の励みになるとともに、薬物依存

症者の行動パターンを経験者であるがゆえに理解している点で、入寮

者とのコミュニケーションが取りやすく、彼らの心情把握上も必須の

人材となる。こうした治療共同体的な見地からもリカバード・カウン

セラーは薬物依存症のリハビリ施設に必要なのである。また逆に、薬

物依存からの回復者にとってリハビリ施設は、自らのマイナスの経験

を社会的に有意義な仕事に活かせる場となっている。 

ところで、それぞれのドラッグ・コートは内容が異なるので、本稿で

は、紙数の制約上、ニューヨーク州キングス郡のブルックリン・ト

リートメント・コート（Brooklyn Treatment Court=以下、ＢＴＣと略称
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△尾田真言（おだ・まこと）左から2人目。2002年11月6日、マイアミ

のドラッグ・コートにて。アパリ事務局長、中央大学比較法研究所嘱

託研究員、龍谷大学矯正・保護研究所客員研究員。ダルクのボラン

ティアとして家族会で無料法律相談を担当している。著書 『人権論

入門』日中出版『サラ金トラブル』日中出版など。 
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する）の制度と、フロリダ州デイド郡のマイアミ・ドラッグ・コート

を中心に紹介したい。 

 

３ ＢＴＣの理念 

 

ＢＴＣは1996年に創設された。名称に、「ドラッグ・コート」を用い
ずに、「トリートメント・コート（治療裁判所）」を用いている点に

同コートのこだわりがある。このことは、特にＢＴＣが薬物依存症か

らの回復を念頭に置いていることを示しているといえよう。 

トリートメントは３つの段階から成り立っており、第１フェイズは選

択、第２フェイズは挑戦、第３フェイズは変革となっている。 

フェルディナンド判事は当初よりドラッグ・コートの判事を務めてお

り、私がお会いした時点で６年以上その地位に就いていた。以下は、

フェルディナンド判事から受けた説明である。    

 

① 薬物事犯者の中には、自分では薬物を止められないとか、止めて

も意味がないという捨て鉢な考えになっている人が多い。社会的に権

威があると考えていられている裁判官が、そうした人たちを褒めた

り、励ましたりすることが、トリートメントを継続する動機付けにな

ることが、ドラッグ・コートの特徴の一つである。 

 

② トリートメントの成功の第一歩は、薬物をいつでも止められると

勘違いしている被告人が、トリートメントの進行を通じて自分自身で

薬物依存症者であることに気づくことから始まる。 

 

③ 他の地域のドラッグ・コートに比べてＢＴＣの成功率が高いのは

女性のケースである。女性犯罪は薬物に起因していることが多い。そ

こで女性特有のニーズに合わせた対応が必要となる。 

 

④ 特に重大な精神障害のある人や重罪者を受け入れようとしている

わけではないが、そういう人が来たからにはできるだけ受け入れると

いう方針でやっている。 

 

⑤ ＢＴＣは、治療共同体、医療機関、セラピスト、ＤＶのシェル

ター、食料支給団体、法律扶助団体等、150のトリートメント・プロ
バイダーと契約しており、トリートメント参加者ひとりひとりが、

ニーズに合った処遇を受けられるように努力している。 

 

⑥ 現在、約400名のトリートメント参加者がいる。創設当初からの
修了者は約700名であり、トリートメントの開始から修了までの期間
は１年～２年である。 

 

⑦ ＢＴＣの目的は、対象者を見つけてトリートメントを受けさせる

だけではなく、回復させることにある。その道のりは大変長いので、

小さなステップから始めなければならないし、すぐに結果が出るもの

でもない。リラプスも回復のための一環だと考えている。そのため、

褒賞とサンクションを使い分けている。サンクションを課す目的も、

彼らに失敗したことを知らしめるためではなく、勇気づけるためだと

思って利用している。 

 

⑧ 薬物を止めること自体はそれほど難しいことではないが、止め続

けることは大変なことである。彼らが薬物を止め続けるためには、住

居、定収入の得られる仕事があって、ドラッグと無縁の友人たちがい

るといった、普通の生活ができるようにすることが重要だ。 

 

⑨ 従来の刑事司法制度においては、こうした当たり前のことが反映

されていないし、アディクション（addiction=病的依存症）をめぐる諸
問題(8)が軽視されてしまっていると感じている。刑事被告人がトリー
トメントを希望しても、なかなか受けさせないし、もしトリートメン

トを受けるチャンスを与えたとしても１回だけでそれで失敗したら真

剣にトリートメントを受けなかったと判断されて２回以上のチャンス

は与えないということが多い。 

 

このような説明を聞いた後、次のような質疑応答をしてみた。 

 

Ｑ１.トリートメントを受けるかどうかは被告人の選択に任されている
のか？ 

 

Ａ１.ＢＴＣは他のドラッグ・コートと少し異なるかもしれないが、ド
ラッグ・コートを受けないという選択をできるだけさせないようにし

ている。まず、検察官、ソーシャル・ワーカーおよび裁判所が被告人

に制度を説明するが、最初の段階で90％以上の被告人はトリートメン
トへの参加を受け入れる。ごく少数の者はトリートメントを受けるこ

とに抵抗するが、私たちは刑罰を科すよりも、ここでトリートメント

を受けさせることの方が大切だと信じているので、まず他の人の裁判

を傍聴させ、ＢＴＣの中で何が行われているのかを見せて納得させる

ようにしている。それでもトリートメントを受けないという人は非常

に少ない。 

 

Ｑ２.トリートメントを受けたくないという被告人がいる理由は何か？ 
 

Ａ２.トリートメントを受けたくないという被告人は、自分は薬物を止
められないと思っているし、止めたからといって人生は変わらないと

考えて、止めることに価値を見いだせない場合が多い。また、トリー

トメントを受けることに同意した被告人の中にも、刑務所に行くより

楽だからと考えて、自分たちは今までみんなをだましてきたのだか

ら、ＢＴＣのスタッフをだますこともできるだろう。口だけで止めた

いと言っておけば止めなくても良いだろうし、元の生活に戻れるだろ

うと安易に考えている者が多い。そうすると、最初に「どうしてもト

リートメントを受けたくない。薬物を止めても良いことなど何もな

い。」と言っていた被告人の方が、かえって最後には熱心になるとい

うこともある。 

 

Ｑ３.日本では「自分は薬物の乱用段階にとどまっており、依存段階に
は至っていないからトリートメントは不要だ」と主張する被告人がい

るが、ここではどうか？ 

 

Ａ３.ここにもそういう人たちはいる。しかし、そういう人たちにも根
気よく、「それではなぜあなたはここにいるのか。なぜ判事の前で裁

判を受けているのか。」ということを質問するようにしている。確か

に自分は好きな時にいつでも薬物を止められると勘違いしている人が

多い。 

 

４ ＢＴＣの技術 

 

 フェルディナント判事との面談の後、ＢＴＣのディレクターである

ジェイミー女史から、クリニカルサービスについての説明を受けた。 

 

① ＢＴＣが他のどのドラッグ・コートよりも進んでいるのは、ト

リートメント参加者に対するコンピュータ・データ・ベース(9) を利
用した情報収集とその一元管理方法についてということであった。 

 

② ただ、トリートメントをすればいいのではなく、個々のクライア

ントのニーズに応じた適切な処遇を選択する必要があるという観点か

ら、裁判所はトリートメントそのものを行うのではなく、これを監督

するのである。 

 

③ そして、クリニカルスタッフの多くは経験豊富なカウンセラーで

あり、薬物依存症者がどういう人たちであるか理解している。 

 

④ 被告人はトリートメントを受けたくても受けられない様々な障害

を持っていることが多いので、まずその障害を取り除くことから援助
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している。たとえば、仕事が忙しいから病院に行く暇がないとか、医

療保険に入ってないから行きたくても診療を受けられないというケー

スがある。しかし非常にコミュニティーとの関係を深くしているので

提携している医療機関ですぐに治療を受けられるようにしている。 

 

５ わが国の薬物事犯者処遇の現状とドラッグ・コート

制度導入の可能性 

 

現在の日本の刑事裁判においては、薬物の自己使用事犯者に対して厳

罰主義が採られている。初犯者にこそ執行猶予がつくものの、覚せい

剤事犯で執行猶予中の再犯者に対してはまず間違いなく実刑判決が下

され、初犯時の執行猶予が取り消されて、後の裁判の刑期と合わせて

3年以上服役することが多い。しかし、薬物依存者とは、自らの意思
では薬物使用をコントロールすることができなくなってしまった人た

ちなのだから、単に、裁判で執行猶予になったり、実刑になって刑務

所に入れられたりしたからといって、それだけで薬物依存から回復で

きるとは思えない。平成12年4月1日施行の新精神保健福祉法によっ
て、精神障害者の定義規定の中に、新たに「精神作用物質による急性

中毒又はその依存症」が追加され（同法第5条）、法律上も、薬物依
存症は精神障害の一類型となっている。しかし、病気であるにもかか

わらず、治療より処罰が優先されているのである。検挙人員に見られ

るわが国の覚せい剤事犯者の再犯率が約50％ということからも(10) 、
処罰を重視する刑事政策が薬物依存者からの回復に役立たないという

ことがうかがえる。ちなみに、マイアミのドラッグ・コート修了者の

再犯率は年平均わずか６％に過ぎないとのことである (11)。 
以上より、わが国でも、薬物依存症の治療を処罰に優先させて強制的

に治療につなげる裁判制度であるドラッグ･コート制度を、早急に創

設すべきだと考える。 

                          以上 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  

(1) 特定非営利活動法人アジア太平洋地域アディクション研究所
（以下、アパリと略称する）では、平成14年度に、社会福祉法人中央
共同募金会から海外研修費およびリーバイ・ストラウス・コミュニ

ティ活動促進基金の助成を受けることができ、そのおかげで、私はア

メリカのドラッグ・コート及び連携している薬物依存者リハビリ施設

に行くことができた。記して感謝の意を示したい。 

 

(2)  日本では第一審の地方裁判所にあたる。 
 

(3)  NDCI（National Drug Court Institute＝国立ドラッグ・コート研究
所）のウェブ頁参照http://www.ndci.org/courtfacts.htm 
 

(4)  http://www.nadcp.org/whatis/drugctstoday.html 
 

(5) ニューヨークのブルックリン・トリートメント・コートでは、ト
リートメント参加者全員に配布されている、2001年10月22日改訂のハ
ンドブック（”BROOKLYN TREATMENT COURT Handbook for Par-
ticipants ---Guidelines and Program Information----“,）を入手することが
できた。トリートメント参加者に対するサンクションの一覧表が、そ

の11頁以下で告知されている。 
フェイズⅠにおいては、従前にサンクションを受けたことがない被告

人の場合、90日間に尿検査で5回陽性反応が出た場合、あるいは尿検
査を5回受けなかったときにサンクションが課される。 
フェイズⅡにおいては、従前にサンクションを受けたことがない被告

人の場合、90日間に尿検査で3回陽性反応が出た場合、あるいは尿検
査を3回回受けなかった場合にサンクションが課される。すでにサン
クションを課されたことのある被告人に対しては、30日間に尿検査で
2回陽性反応が出た場合、あるいは尿検査を2回受けなかったときにサ
ンクションが課される。 

 フェイズⅢにおいては、30日間に尿検査で1回でも陽性反応がでた
場合、あるいは尿検査を1回でも受けなかったときにサンクションが

課される。 

サンクションの内容は以下の通りである。1回目のサンクションは、
①2日間のペナルティー・ボックス（陪審席に座って一日中ドラッ
グ・コートの手続きを傍聴させられる）、②反省文の提出、③解毒施

設あるいはリハビリ施設への入所、④ケース・マネージャーとの面会

回数の増加、⑤1～7日間のジェイルへの拘禁、の中から裁判官の裁量
で課される。 

2度目は、1～14日間のジェイルへの拘禁、3度目は8～14日間のジェイ
ルへの拘禁、4度目は、15～28日間のジェイルへの拘禁となってい
る。5度目になると、サンクションではなく、トリートメントへの参
加が取り消されて、実刑判決が下されることになる。 

 なお、いずれの場合もサンクションが課せられると、各フェイズの

最初からやり直しとなり、トリートメント期間が延長されることにな

る。 

 

(6)  ニューヨークのＢＴＣでは、データベースが完備されているた
め、判事をはじめとする、訴訟関係者はみな、手元のパソコンを操作

していて、紙の書類はほとんど使われていない。 

 

(7)  ＡＡ及びＮＡは治療共同体のひとつである。前者はアルコール依
存症者、後者は薬物依存症者のためのグループである。前者は1935
年、後者は1947年にアメリカで開かれた。前者は200万人以上、を回
復に導いている。現在では世界中でミーティングが開かれており、12
ステップというプログラムが用いられている。その第１ステップは、

自分が依存症に対して無力であることを認めたということが回復への

第一歩とされている。具体的には言いっぱなし、聞きっぱなしのミー

ティングを行い、人の話を聞くことによって自分の依存的な者の考え

方を改めように価値観の変容を図ることを目指している。つまり、単

に薬物ないしアルコールを止めればそれでよいとするのではなく、依

存的なものの考え方それ自体をしないようにするようにすることが目

指されている。詳細はhttp://www.na.org 及び  http://www.aa.org 参
照。 

 

(8)  ギャンブルが止められない人のためのグループ 
http://www.gamblersanonymous.org/、感情障害者のためのグループ 
http://www.emotionsanonymous.org/、セックス依存症者のためのグルー
プ http://www.sexaa.org/ など、ＡＡの12ステップを転用したプログ
ラムを持つグループは多数ある。 

 

(9)  http://www.drugcourttech.org/tours_1_2js.html 
 

(10)  『平成14年版警察白書』170頁参照。 
 

(11)  裁判所で貰った、”Miami Dade County Drug court QUICK 
FACTS” と題するメモによる。この数値はフロリダ州デイド郡で検挙
されたドラッグ・コート修了者の統計数値である。したがって他の郡

や他の州で検挙された者の数値は含まれない。  

△2002年8月サンフランシスコのドラッグ・コートにて。 
筆者は左から三人目 



題号 「FELLOWSHIP NEWS」 発行年月日 2003年6月1日 

Page 5 第六号 

 ▽出張サービスとアドヴォケート 

 

司会  実は、先生。アパリは最近、面白いサービスをはじめたんです

よ。「出張リカバード」っていうんです。 

斎藤  ほう…… 

司会  アパリと提携しているリカバード・カウンセラーが、引きこ

もって薬物を使いつづけている人のところに出掛けていくんです。 

上岡  出張サービスだね。 

司会  大抵は親御さんに頼まれていくんです。「そんな、呼んでもい

ない奴を連れてきて、勝手なことしやがって！」なんて、大騒ぎになり

ますね。こないだも部屋の中で父親と息子が大喧嘩しちゃって……。で

も、意を決して入っていったら、依存症の息子はコロッと態度が変わっ

て、座布団をパンパン叩いて「どうぞ」だって。 

上岡 （笑って）そうだろうね。 

司会  まずは自分が使っていたときの話。やめて、どうなったか。そ

れから、依存症は一人じゃ治せないということ。メッセージ活動みたい

なものですが、会うことを望んでいない相手との１対１の会話ですから

難しいですね。相手を傷つけないように最大限に配慮しながら、いかに

して回復のイメージを持ってもらうか。 

斎藤  ふむ……。 

司会  アディクト同士はやはり波長が合うんですかね。親との関係の

中では何を言っても駄目だった依存症の仲間が、何人か施設に入寮して

くれました。でも、消耗しますね。僕らが帰ったらまた引きこもりに

戻っちゃうケースがほとんどですから、徒労感も多いです。家という閉

鎖空間の中に引きこもって薬物を使い続けている人に、訪問というのは

果たしてどの程度の価値があるものなのか、いつも自問しています。 

斎藤  引きこもっているということは、それ自体がひとつの意思を示

しているわけだ。要するに、引き出されることを拒否している。もし、

引き出すということを目的としない訪問ならば、そこから始めるのは悪

くないと思うよ。外の風を運ぶ他者としてだけ、存在する。表に行こう

とか、クスリを止めてみようとか、決して言わない人。エクス・アディ

クトの人がもし、無理にそれをやろうとしたら危険だね。一緒にクスリ

を使う話になっちゃうからね（笑）。 

上岡  （笑って）そうだね。すごく危ないよ。 

斎藤  そこを避けなきゃいけない。相当にリカバリーが進んだ人じゃ

ないとね。 

司会  そうですね。 

斎藤  私がもし、そういう立場だったら……ただ、いるね。 

上岡  ……いる？ 

斎藤  うん。ただ、そこにいることを許してもらえる存在として、そ

の部屋の中のモノに化す、みたいなやり方をするだろう。実際の生身の

人間がやるわけだから大変だがね。一定の時間、曜日になると来て、い

る。「じゃあね」と言って帰っていく。そこで安心感とか、「あれ？ 

今日は来ないのかしら」って、いつの間にか思われるようになっている

といいね。関心が芽生えて初めて「ちょっと窓を開けてみようか」とか

「外に出てみようか」っていう言葉が生まれることになる。そういうこ

となんですよ。引きこもることを強力に主張している人に訪問するって

仕事は、すごく効果のあることは分かるけど、大変だな。それは重労働

だ。 

上岡  どちらかというと薬物依存の人って外に出ない？ たいていの

薬物依存者はクスリを使ったら外に出るほうが多いよね。 

斎藤  むしろコミュニケーションの手段でしょ？ 

上岡  そうですよね。 

斎藤  たとえばシンナー少年たちが、口を袋で塞いでシンナーを吸い

続けるでしょう？ でも、やはり５～６人で吸うんですよ。あれは、一

種のコミュニケーションなんだな。「無言」というコミュニケーショ

ン。しゃべる言葉はふたつだけでしょう？「やろう」ってのと「腹減っ

た、メシ」。あとは、見張りの子は別として、みんな無言なんですよ。

言葉を持たないコミュニケーションを彼らはしている。彼らをそこから

外すということは、もっと質の高いコミュニケーションをどういうふう

に持たせるかという話でしょう？ NAはそれについて、NAのボキャブ
ラリーを提示している。そこへ連れていくまでが難しいんだね。「こっ

ちの方が面白いよ」と言わせるまでが。 

上岡  うん。そうですね。 

斎藤  明らかに豊かなんだ。NAのカルチャーのほうがシンナーの文
化よりもね。しかし、その橋を渡す仕事っていうのは、これは難しい

ね。いま一番効果的と思われているのは、とっ捕まえてぶち込む（笑） 

司会 （笑って）僕も実際、ブチ込まれなきゃ底をつかなかったし、自

助グループにもつながらなかったですけどね。情けない話ですが。 

斎藤  強制は、どこかの時点で必要になってくるわけ。訪問と共感だ

けで物事を進めるとなると、すごいエネルギーが必要になる。 

司会  訪問サービスに行った日の帰り道はグロッキーで、死んだみた

いになりますね。エネルギーを使ってたんだな。 

上岡  JUSTで最近始めた「アドヴォケート」というサービスがある
じゃないですか。あれなんかはどういう形態なんですか？ 

斎藤  法廷同伴が一番多くなるでしょう。たとえば今、問題になって

いるのは、親が原告で、家を占拠している暴力娘を追い出すっていう裁

判が始まっている。 

司会  ふうん……。 

斎藤  親から見ての「暴力娘」だよ。彼女は、うちのクリニックの患

者なんだ。その子がいよいよ負けそうなんだけれども、その公判のとき

に付き添う。身寄りは、彼女にはいないから。味方してくれないわけだ

からね。それから、レイプトラウマの人が尋問を受けるときにも行く。

結局、別室に出されちゃうようなケースが多いんだけどね。 

上岡  うん、うん 

フェローシップ対談 

  トータルな回復をめざして （後半） 

               ― アディクション治療に、いま何が求められているか ―  
      
 

       斎藤学さん（家族機能研究所代表）＆ 上岡陽江さん（ダルク女性ハウス代表） 

前号のフェローシップ対談では、斎藤学さん（家族機能研究所

代表）と上岡陽江さん（ダルク女性ハウス代表）のお二人にア

ディクション回復支援の現場にいま何が求められているかとい

うテーマで語り合っていただきました。日本の嗜癖治療の草分

け的存在である斎藤さんと、サンフランシスコの最新事情を見

聞してきたばかりの上岡さんの議論は白熱し２時間半に及びま

した。内容をなるべくカットせずに公開しようという編集部の

判断により、前号ではその前半部分を、今回は後半部分を掲載

させて頂きます。 
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斎藤  家庭裁判所の段階でも、調査官が「待っててください」と言っ

て本人だけ連れて行っちゃうことが多いでしょう？ それを本当は「同

席を求めます」と言ったときに同席を許さなきゃいけないように、変え

ていかなきゃいけない。 

上岡  そうですよね 

斎藤  だけど今のところはね。尋問のときなんかに一人にされちゃう

んだ。だからといってそのままには出来ないわけでね。「一人にされ

た」という記録を残すことから始めなけりゃいけない。 

上岡  うん、うん、うん。 

斎藤  「このままじゃマズいよ」ということを突きつけていくことか

ら始めていかないとね。 

司会  なるほど。制度改革に向けて働きかけるわけですね。 

斎藤  そう。アパリにしてもそうでしょう。最初はもちろん、依存者

がどうやってクスリを切るかという話からはじまるんだろうけど。「ク

リーン、クリーン」と言っているだけじゃしょうがない。日本の司法制

度はどういうところがおかしいかっていうとこまで行かないと。せっか

く捕まっているんだからね（笑）。 

司会  そうですね。アパリではドラッグ・コート（薬物事犯者の治療

を優先する裁判）の必要性を訴えています。 

斎藤  虐待ということになると、いろいろなところで、ものすごく問

題がある。いちばんの問題は、被害者がちゃんと被害者として取り扱わ

れていない。まずは保護されないといけないのに、されていない。 

上岡  そうなんだよね。サンフランシスコではね、女性の薬物依存者

の施設の隣にDVのサポートセンターがあったんですよ。警察の中にDV
課というのがあった。そのなかにサポートセンターからのアドヴォケー

トが常駐しているんですね。夕方の４時から夜中の２時まで常駐してい

て、通報があると一緒に現場に行って、加害者に対しては警官が、被害

者に対してはアドヴォケートが付き添う。サンフランシスコでは警官が

その場で一週間の接見禁止とか出せるんですよね。その一週間の間に、

いろんなことをサポートするんだって。 

斎藤  うん。 

上岡  それでもこの頃、どっちが被害者か加害者かっていうのが難し

いケースが多いんだって。あたかも被害者であるかのようにされてし

まったり。たとえば妻がずっと殴られていたのに、ある日はその妻が

殴ったとするじゃない？ ようやくやり返したら、妻のほうがDVの加
害者だって（笑）。それで一週間の接見禁止とペナルティーが課された

りする。だから、本当によく見ないと、現場でどっちかって判断するこ

とが難しい場合もあるって。それでもそういう風にDVの現場にアド
ヴォケートが一緒に行くっていうのはすごいよねぇ 

斎藤  警察官には、そこまでの権限は絶対に与えないだろうね、日本

は。 

上岡  うん。 

斎藤  与えちゃ困ると思うんだよね。やっぱりそれは裁判所などの第

三者機関じゃないとね。だって我々だって警察官をそれほど信用してい

ないじゃない。 

上岡  そうよねえ……。 

斎藤  「お前が加害者だ」なんて、そんな人に判断されちゃたまらん

よ。僕たちが彼らに期待しているのは、ちゃんと立件ファイルをつくる

ことでね。「○○家でこういう問題が生じた」とか。「彼は（彼女は）

被害者だと言っている」と。その調書を渡せばいいんですよ。「あとは

すべて法廷でやれ」ということにしないと、危なくてしょうがない。 

上岡  間違えて被害者のほうを逮捕しちゃったりということも多いん

ですって。 

斎藤  そういう際にアドヴォケートの同行があたりまえになっている

ということがすごく大事なことでさ。それは市民の代表者でもあるわけ

だよね。公権力の行使を目撃しているという。「市民の目の前でやって

くれ」という話でね 

上岡  DV課の警察官だって一緒に行くんだけど、管轄外の警察署も
あるじゃない？ そこで待遇が悪かったりすると、アドヴォケートが

行って再教育したりとか、そういう権限まで与えているのね。 

斎藤  法律があるからね。犯罪被害者法の中に「アドヴォケート」と

いう項目があるんですよ。アドヴォカシー・システムっていうのが法律

の条文に明文化されている。日本でもそうすればいいんですよ。アド

ヴォカシー・システムとかアドヴォケートという名前はないだろうけ

ど、「家族支援士」とかなんとかの名前でね、そういうことが法律の中

に書き込まれて初めて予算化されるわけですよ。「それは誰ですか」と

言ったら「それはJUSTでやっているもので、それに予算をつけて、講
習会を作って養成させましょう」というような話になって、だんだん予

算化されていくわけだね。児童虐待防止法でそこまで織り込みたかった

んだけど全然、そんな話の手前の手前の手前くらいで終わっちゃうで

しょう。 

 

 ▽男児の性虐待被害は…… 

 

上岡  児童虐待防止法が今度、改正ですよね 

斎藤  何も変わんないよ。だいたい警察官関与そのものを徹底的否定

だから。児童福祉法という骨組みにちょっと装飾を施した程度だね。相

変わらず児童相談所主導でしょう？ 児童相談所側は、主導したくない

のよ。ムリだって言ってるんだから。 

上岡  「もう一杯だ」って、みんな言ってますよね。 

斎藤  警察官嫌いの弁護士たちが主に、いじっているわけですから。

警察官を保護の枠組みの中には入れさせない。そうすると、母子分離す

るしかないじゃない。それが一番、安上がりなんだもの。子どもの方は

既存の養護施設に入れる。じゃあ、そこでの児童虐待はどうするんだっ

て話になってくる。 

上岡  そうですよね。こないだ、すごいひどい話を聞いちゃったも

ん。聞きたくないような話、一杯ありますよね。子どもが保護されるで

しょ？ 保護された中でやっぱり虐待を受けてる子たちがいたりする。

現実にはもう一杯いっぱいなんですよ。 

斎藤  男児の性的虐待被害というのは、児童保護施設で起こっている

ということが多いんですよ。 

上岡  そうなんですか？ でも、考えられるな。私、小６から中３ま

で喘息で病院にいたから。男の子がいじめるときって、すごいんですよ

ね。 

斎藤  性的虐待の被害は、男の子の場合も深刻だね。男性の性虐待被

害がカム・アウト（告白）されるようになるには、それ以前に犯罪を犯

してしまっているケースが多い。 

上岡  えっ？……そうなんだ…… 

カット：みうらりえこ 
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斎藤  弁護士からの依頼で拘置所の面会なんかに行くんだが、１６歳

から４０歳くらいの被告に会うと……大抵は、性犯罪だ。彼らの過去の

話を聞いてみると、体育会系のクラブの練習のあとにコーチにいたずら

された、とかね。クリニックのミーティングでもそういうことは、なか

なか話せない。そういう人は、人間関係の持ち方が崩れてしまってい

る。私の前と、スタッフの前での態度が全然、違うんだ。弱い立場の人

の前でイジワルしたりね。絶えず弱い者を探している。治療環境から離

れると、エサを探して歩く獣のようになる。 

上岡  ふうん…… 

斎藤  虐待被害者の場合、男性はアクティング・アウト（逸脱行動）

の形がクリミナル（犯罪的）になる。弱者を外にハントしにいくわけ

だ。女性は自分自身や、自分の子どもを傷つけるケースが圧倒的に多

い。クリニックを始めてこの８年、後悔の方が多いが……これまで視野

に入ってこなかったそういうことが随分わかってきた。 

司会  男の場合は、「弱い」ということがそれだけ致命的なのかな。

いじめで自殺騒ぎになるのも、被害者はなぜか男ばかりですものね。  

斎藤  名古屋刑務所の、殺しちゃった事件ってあったじゃない？ 尻

の穴にホースで水をつっこんだりしている。男が男をいじめると、たい

がいああいう形をとるんだよ。それで決定的に傷ついちゃうことが随分

ありますよ。児童養護施設でも危ない。 

司会  でも刑務所の処遇も、担当の職員によるんですよね。 

上岡  （笑って）そうだこの人、実際に見てきてるからね。 

司会  僕が行った工場は木工場で、戦争帰りの外人のゴツいのがゴロ

ゴロいるような工場だったんですが、オヤジ（刑務官）が腹の太い人

で、懲役の話をきくんですよ。 

上岡  刑務官が？ 

司会  そう。懲役に言い訳なんか一切させないのが普通の刑務官なん

だけど、僕がいた工場の担当さんは、懲役を怒鳴りつける前にまずは話

を聞いてやるんです。とことん聞いて聞いて、もう我慢できないってい

うときにバーンと爆発する人だった。だからみんな、なついていました

ね。「S先生にだけは怒られたくない」って。 

上岡  そうなんだあ……。へえ、そういう人もいるんだねえ……。 

司会  だから僕はすっごいラッキーだった。勉強したいって申し出た

ら独房にずっと入れてくれたりね。「差別だ」なんてひがまれないよう

に、いろいろと気をもんでもらいました。面倒みてもらったなあ。 

上岡  ふうん……。 

司会  一生懸命がんばる懲役については、上から叱られようが何だろ

うが、ケツを持ってくれる人でしたね。でも、そんなにいなかったな

あ、そういう刑務官は。同僚からは悪口言われてかなり浮いていたみた

いだし。自殺者が何人も出る工場とかも、ほかにはありましたしね。そ

んな工場に配役されてたらズタズタに傷ついて、出所してもすぐにクス

リ使って、今ごろはまた塀の中だったろうな。 

上岡  自殺者が出る工場？ すごいね、それ。精神的に追い詰められ

て？ それとも、中での人間関係が厳しいっていうこと？ 

司会  スポーツのレクリエーションとかあるじゃないですか、工場対

抗の。雰囲気が暗いんですよ、そういう工場は。刑務所はいま過剰拘禁

で、定員８人や９人の雑居房に１０人以上つっ込まれているんですか

ら。精神症状と言ったらみんな、重度の拘禁ストレスでフラフラになっ

ている。金魚だって、水槽にたくさん入れたら弱い奴から死んでいく

じゃないですか。それで、そういう暗い工場っていうのは大抵、刑務官

がヘビみたいな目をした陰湿そうな人ですね。 

上岡  刑務官が？ 

司会  そう。そこではやっぱりイジメは起きますよ。どんなに官が監

視したって１００人からの工場に官は２～３人ですよ。休み時間に倉庫

でリンチなんていうのは、いくらでも起きます。 

上岡  そうだよね。上がいじめたら順番に下に行くもんねえ。 

司会  刑務所というのはね、理想的環境なんですよ。薬物から離脱で

きるという意味ではね。回復のメッセージをきちんと届けて、受刑者に

モチベーションを持たせるように教育すればいくらでも、依存者に底を

つかせることもできるでしょうに。 

上岡  うん、うん。 

司会  刑務所では出所間近の受刑者に薬物離脱教育をやるんですね。

週１回1時間ずつ、４回くらいで。僕が務めた刑務所ではアパリが作っ
たビデオを流していた。それはそれで有難いが、どうしてそこに生きた

人間の回復メッセージを届けてくれないのかなと思いますよね。アメリ

カはもちろんだけれど、フィリピンのような国だってNAのメッセージ
は、塀の中にどんどん届いているのに。 

上岡  どうして日本はダメなのかな。 

司会  こないだダルクのスタッフたちが拘置所にメッセージに行った

ら、待合室で調書を書かされた挙句に「中に入った経験のある人は適格

外です」と言われて門前払いだったって。その同じ建物の中に「消せな

い過去はありません」なんてポスターが貼ってあるんだから、笑っちゃ

いますよね（笑）。 

 

 ▽共依存とタフ・ラブ 

 

司会  実は今日、先生にお聞きしたかったことが僕にもあるんです。

よろしいですか？ 

斎藤  ええ、どうぞ。 

司会  学生時代の僕は逸脱行動がひどかったんです。大学時代はイン

ドまでヘロインやりに行ったり。当然、女性関係も病的で依存的でし

た。そんなのがあるとき本当にいやになってスポーツでクスリをとめた

んですね。ボクシングにのめりこんで。今から思えば単なる嗜癖行動の

 △斎藤 学（さいとう・さとる）さん。1941年、東京生まれ。 

  精神科医、医学博士。慶應義塾大学医学部卒。国立療養所 

  久里浜病院精神科医長、東京都精神医学総合研究所主任など 

  を経て現在、家族機能研究所代表、さいとうクリニック院 

  長、アライアント国際大学・臨床心理大学院教授。 

  著書に「家族の闇を探る」（小学館）「家族依存症」（誠信 

  書房）ほか多数。 
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すり替えにすぎなかったわけですが。それで、すっかり再生できたと錯

覚をして就職して働き出したら、病気は全部、ワーカホリックに行っ

た。そしてクスリを再使用して潰れていったわけです。 

斎藤  （黙ってうなずく） 

司会  逮捕された時は通信社で働いていました。今から６年も前のこ

とですが、社会的に制裁されたことへの罪悪感が常に貼りついていて、

僕は苦しくて仕方がないんです。前妻にも、どん底の思いを味あわせて

しまったし……。先生はCSPP（アライアント国際大学・臨床心理大学
院）の授業の中で「１２stepsの８と９の『埋め合わせのステップ』なん
て必要ない」という風に仰ったんですけれど。 

（１２stepsについては別紙の資料を参照） 

斎藤  うん。必要ないと思うね。 

司会  僕は、埋め合わせをしたくて仕方がない。苦しいんですね、そ

こから逃げていると。８と９がやりたくて１２stepsを続けているんじゃ
ないかとさえ思います。 

斎藤  幻想だよ、埋め合わせなんて。 

司会  うーん…… 

斎藤  それこそ、さっき言った自己犠牲のね。人間性の中で当然、オ

スであれば備えているような部分を、復活させたらいいんですよ。もと

もとあなたに埋め込まれているものだから、それに気付いて、それを使

えばいいんじゃないですか？ 

上岡  「男性」性を？ 

斎藤  そう。ようするに他種を、異性を守る種が「男性」だと。 

上岡  うん……。 

斎藤  いらないんだ、本当は、男なんて。女がいりゃいいんだ、女と

子供が。 

上岡  あははは…… 

斎藤  だけど、そんな男がなぜ要るかって言ったら、目の前の女と子

供を守ったり、ひいては人類を守ったり、と（笑） 

上岡  あははは……先生、すごい面白いよ、それ（笑） 

司会  でも先生。僕の前妻は、以前に何度か斎藤ミーティングにつな

がった女性でした。離婚して以来、音信不通ですが。僕は、幼い頃に母

からひどく殴られて育ちました。そして、その母が父からアルコールと

DVで苦しめられている姿を見ながら成長したんです。苦しんでいる女
性とか、問題を抱えている女性を、男が支えなきゃいけないんだという

ような刷り込みがものすごく強かったんですね。 

斎藤  （黙ってうなずく） 

司会  前妻もひどいACでした。不安神経症で子どもを愛せない。僕
が強迫的に仕事していると仕事場にまでヒステリックな電話を掛けてき

た。彼女をなんとか支えなければ、と僕は背負い込んでしまった。そん

な中で薬物がどうにも止まらなくなって、逮捕されて、そのあと離婚に

なるんですけれど。離婚した次の日に完全に僕はブチ切れて、精神症状

が出て、騒ぎを起こして再逮捕。本当に惨めだった（笑）。女性を支え

るという……あんまり病的にこう、何でもかんでも言うことを聞いて支

えようっていうのも、女性との関係の持ち方としては…… 

斎藤  アラノン（アルコール依存者の家族の自助グループ）から出て

きた「タフ・ラブ」という言葉があるじゃない？「愛するがゆえに支え

ない」という。そのことに気付かないと、助けているつもりで、相手の

アディクションを繁茂させちゃうわけだよね。それがよく見えなくなっ

て、助けを叫ぶ声に惑わされて助けをどんどん出せばさ。ドラッグを買

う金を親に泣きつく息子に対して金を出すようなことにもなっちゃうわ

けでしょう？その辺まで行った時はもう、見えなくなっているわけだか

ら。そこでまず必要なのは、コミュニケーションの能力を復活させると

いう、まず、そっちになるわけだよね。 

司会  ええ。まず、それが第一歩です。 

斎藤  人の意見を聞く耳を持つようになること。そうすると「あなた

は助けようという気持ちが旺盛だけれど、ちょっと今、そっちからあな

たは身を引いて、別な人が助けましょう」という話でね。あなたの場合

は、その女性を支えることが生き甲斐になっていたから、ものすごい苦

しいわけよね。ヘロイン断たれているジャンキーみたいなものでさ。そ

れで、ぶち切れる。そりゃ、しょうがないよね。それこそ一種の「人間

関係のアディクション」を起こしていたわけだ。 

司会  うーん……。共依存という言葉はすごく難しいと思うんです。

共依存的な支え方というか、守り方というか、……それと本当の意味で

の「タフ・ラブ」の違いがなかなか分からない。その辺はミーティング

で仲間に教えてもらっていますね。 

斎藤  「助けて」って職場に電話してくる女性に対してどうすればい

いかっていうのはね。そりゃ一回や二回は、あわてて飛んでいくという

ことがあっても、おかしくないんだろうけれど。同じような叫び声がし

てきたときには、どういう行動を取るかっていうことだよね。もちろ

ん、あなたがさっき言った「よく話を聞いてくれる刑務官」みたいな役

割は取る必要があるけれどさ。「これは、同じことの繰り返しを強迫的

に繰り返しているんだな」ということに気付けば、そこで自分の力の限

界みたいなところにたどり着いていいんだよね。「こりゃ私には手に負

えない」という風にね。 

司会  当時は「男らしさの病」の典型でしたから。誰にも相談できな

かったし、また、したくもなかった。今にして思えば、自分の病気のほ

うがはるかに深かった。病気の深い人間のほうが、誰にも相談できずに

抱え込んでしまいますね。 

上岡  背負い込まれると、とたんに家族の世界って狭く、重くなっ

ちゃうから。ある部分は確かに背負い込んで欲しいよ。お金をちゃんと

稼いでくるとか、それ以外にも情報をくれて「ここに行ってみな」と

か。世界を広げてくれるとね。それで支えてくれて、治療に通っている

ことを誉めてくれて。さらに治療費も出してくれて、みたいな（笑）。

そういうのが最高だね（笑）。ところがさ、全部これをダンナに背負い

込まれちゃうとさ、いっぺんに世界がこう……外との関係がなくなる

じゃん？ 力んで背負い込む人のお陰でかえって、全ての流れがその人

のところで完結しちゃうからさ。 

斎藤  熱中した愛着関係の二人っていうのは、相互に、なんていう

か……薬物になっているわけでしょう、お互いの？ それが、ちょっと

見えなくなったときに、余計に薬物が欲しくなる。こういう風になっ

ちゃうのを共依存っていうわけだ。 

司会  ふうん……。絵に描いたような共依存だったんだな、僕は。 

斎藤  そういうときの禁断っていうのはね、人だって薬物だって、一

緒なわけですよ。 

上岡  そうですね。 

斎藤  夫婦も親子も、恋人でもそれは同じことでね。 

カット：みうらりえこ 
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上岡  先生はそういう人たちを、ずっと見てきたわけですものね。摂

食障害の母と娘だったり、アルコール依存の夫と妻だったり。今だった

ら反対に、アルコール依存の妻とその夫だったりとか。こういう閉鎖的

な依存関係について、この間、信田先生と話をしたの。信田先生はね、

「依存者を支えている側の、共依存者といわれる『境界のない人たち』

のほうが病気が重いんじゃないか」って仰っていた。依存症者たちって

「生きていていいの？」というクエスチョンが絶えずあるじゃないです

か。あたしなんかだと「生きてていい？」「生きてていい？」っていつ

でも確認したいっていうかさ。薬物依存の女の子たちはみんなそうだよ

ね。だけど、それを支える形で侵入してくる人たちっていうのはさ。依

存症者が薬物を使うことを可能にさせる人たちって、ド・ド・ド・ド・

ド……って侵入してくるじゃない？そうすると、向こう側に「生きてい

ていいの？」っていうクエスチョンがないままドーッとくる支え手の方

が、病気自体は重いんじゃないかって信田さんは言っていたけれどさ。 

斎藤  自分のために他人を必要とするようになっちゃいけないんだ。

人が、クスリに変わっちゃうからね。それと、さっき言った自己犠牲が

どう違うか、という見分け方が難しい。 

上岡  そうね。 

斎藤  分かんないよ、自分じゃ。自分を映す、自分の背中のホクロの

数を数えてくれるみたいな人は、他者しかいない。 

上岡  そうだよねえ。 

斎藤  グループの中でシェアしてもいいし、そういうことに詳しい治

療者のところに行ってもいい。「この場合はどうしましょう」というこ

とをいつも問うていないとね。答えは出てこない。 

上岡  やっぱりそうなんだ。クエスチョンを発さないと答えも出てこ

ないですよね。必ず問いが自分の中にないと、ものって見えてこないか

らね。 

斎藤  うん。 

 

 ▽罪悪感を受け入れる 

 

司会  罪悪感の問題なんですけれども。たとえば……幼い娘たちを育

てている前妻に関する罪悪感が、僕には常に重くのしかかっている。な

にか行動するにしても、自分の感情の核が全然、育っていなくて、「安

心していられるか」とか「どうしたいか」とか、そういうことよりも

「こうしなかったらこうされるんじゃないか」とか「こうしないとこう

思われるんじゃないか」とか。それで行動する自分のまま変わっていけ

ないんです。その背景には、自分にべったりと張りついた罪悪感がある

ことは分かっているんですが……。そんな罪悪感を取り外して楽になっ

て、自分の感情を大切にして生きられるようになるステップが８，９だ

と思っていたんです。 

斎藤  だってさ、「謝って歩け」って書いてあるんだろ？「迷惑にな

らない限り謝って歩く」って。謝って歩くということはさ、自分の勝手

じゃない？ だから「迷惑にならない限り」って書いてある。迷惑なん

ですよ、相手にとっちゃ。 

司会  謝られるのは、迷惑？ 

斎藤  そう。「かつてあなたにこういうことをしたのは、私の不徳の

致すところです」とか「ご迷惑お掛けしました」なんてのは「自分で勝

手に思っていればいいじゃん」という風にかつての犠牲者は思う。「も

う関わんないでよ」という話で。 

司会  「罪悪感は抱えて生きろ」と？ 

斎藤  いや、そんなことはないよ。申し訳ないことをした被害者のこ

とは……たとえば極端なことを言えば、殺しちゃった場合にね。会いに

もいけないわけでしょう？ それについて抑圧したり、忘れちゃったり

しないでさ。そのときの彼の無念さとか、残された家族の寂しさなんて

ことに対して、いつも自分の思いが向いているような状態っていうのは

「宙吊りをこらえる」という問題でしょ？ 解決しようとするから謝り

にくいんじゃない。謝って許してもらって、忘れてしまいたいわけで

しょう？ 本当は、宙吊りに耐えていなくちゃいけないわけじゃない。

それは「容れる」ということでしょ？ 「罪悪感を受け入れる」という

こと。それはさっきの脅える話と同じでさ。「脅えることを認めたとき

から、脅えから解放される」という話と同じじゃない。 

上岡  謝りに行くのってね、確かに勝手なんだよ、すごく。勝手だか

ら……相手がどう思っているかなんて、関係なくなりがちだよね。

「8、9をやるときには、よく考えなさい」ってスポンサーには必ず言わ
れるよ。 

斎藤  ステップは、私ね。ビル・ウィルソンがねぇ……。無理に12に
したんじゃないかと思ってんだよ。 

上岡・司会  （爆笑） 

斎藤  もともとオックスフォード・グループ（AAミーティングの前
身）の中では6ステップでやっていたんだから（笑）。あの人は文才が
あるからさ。30分で12にしたっていうんでしょ？ 文献に書いてあった
よ。「想像性胃潰瘍で寝ていた彼が、階下に来ていたグループの仲間の

ために30分で書いて持っていった」って。いかにも宗教くさいじゃな
い。12使徒とか、キリスト教っていうのは12じゃない？ 

司会  そうですね。 

斎藤  無理に12にしたのよ（笑）。だったら、邪魔なものだって入っ
ているに違いないと思ってね。私のところでは、バタラーズ・グループ

でもなんでも、ステップはみんな10でやっている。それには余談があっ
てさ（笑）。ワーカホリックのための12stepっていうのを昔、日経新聞
に書いたらAAのサービスオフィスにえらい怒られてね。「知的所有権
の侵害だ」とか言われて、怖かったねえ（笑）。それで10にしたのが始
まりでね。2つ削ろうと思ってさ、「どこを？」と思ったら、「こんな
の、いらねぇや」って（笑）。 

上岡  あははは…… 

 △上岡 陽江（かみおか・はるえ）さん。ＮＰＯ法人ダルク女 

  性ハウス施設長。精神保健福祉士。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。２月に渡 

  米してサンフランシスコのアディクション治療の最新事情を 

  視察してきた。 
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斎藤  それでも、やっぱりねぇ。非常に大事な話だよ、それは。罪悪

感を持ちつづけて、それを受け入れていくっていうのは、すごく大事

だ。 

司会  はあ……。 

斎藤  昨日、そのことですごくいい話を聞いた。自分を捨てた夫につ

いての話だね。その女性は、山形からわざわざ昨日の晩にクリニックに

来て自分の話をしてくれた。20分くらいしか与えられない時間のために
来ていた人なんだけれど。3つ夢を見たっていうんだよね。まずは彼が
「あれはウソだよ」って……つまり「浮気はウソだよ」と言って彼女を

ホッとさせる夢。起きたとき「ああ、なんだ、夢だったんだ」と思っ

た。それから、彼が自分を殺しに来る夢。それは「夢でよかった」と

思ったそうだ。3つ目は、下の方にアベックが二人、墜落して死んでい
る。彼女はそれを見ている、という夢。その夢をみたとき……夢から覚

めたときにね、彼女は気付いたわけですよ。 

上岡  うん…… 

斎藤  「自分のそばにいないでもいいから、生きていて欲しい」っ

て。そのときに初めて、自分と別れたがっている夫を、別れさせてあげ

ようと思ったそうだ。8歳になる息子と一緒に山形で暮らしている人だ
けどね。 

上岡  ふうん……。 

斎藤  それって、すごく高い境地でね。自分を捨てていった夫に「死

ぬよりは、生きていて欲しい」と思っている。そういう境地になったと

きに初めて「愛している」ということになるんじゃないの？ それには

前の話もあってね。離婚の二年前に彼女の父親が死んでいるのね。自殺

だった。そのときに彼女は「どんな寝たきりの体でもいいから、お父さ

んに生きていてほしい」と思ったわけだね。だから今回の別れは比較的

に自分でも受け入れやすかったって思うんだ。実際にはその……二人

は、一緒にいられたことの幸せというのを十分に感じられないまま、夫

婦になっていったんじゃない？ だから、彼女も不倫していた。不倫し

ている罪悪感がずっとあった。夫の方は、日曜の晩のバスケットボー

ル、土日にかけてのサーフィンとかね。なるべく妻から離れる日をつく

ろうとする。欺瞞だよね。それは、愛っていうものの大切さを分かり合

えていない。与えられたものを当たり前のものとして受け取っているか

らそういうことになる。そして、とうとう夫は、全部の日をほかの女性

にささげる日々をつくるようになってしまったわけ（笑） 

上岡  ははぁ…… 

斎藤  妻はそれを、インターネットを点検していて知ったというわけ

だ。インターネットで見たって言うのはさ……夫の持ち物は、体から物

からすべて自分の持ち物だという気持ちで、全てを点検するわけだよ

ね。そういうのはすべて、間違いじゃないか。彼女は今のほうがずっと

純粋な形で夫を愛しているというんだよね。夫からメッセージとか、い

ろいろ贈り物をしたいという話が届くという。さすがに彼女に対しては

まだ無理なんだけれども、子供にね。今は、夫のほうも罪悪感と、失っ

たものの大きさに脅えていると思うんだよね。これからこの夫婦は……

こういうのを経て初めて、もらったものの価値や、出会ったものの価値

に気付くということなんじゃないの？ 

司会  はい。……よく分かります。 

斎藤  そういう紆余曲折があって、いいんですよ。一番マズイのは

「去っていったものは死んだもの」という処理の仕方。自分の中で殺し

ちゃうことでね。それとあなたの罪悪感の話が、うまく結びつくかどう

かは分からないが、同じ話だって私は直感的に感じたね。自分の中に揺

れ動く感情を受け入れるっていうのはすごく難しい。だけど片方は罪悪

感を抱えていく話で、片方は「死ぬくらいなら生きていて」「あなたが

好きな女の所にいて」という話だね。一言で言うならさ、そういう「嫌

われてもいいから好き」というのが本当の「好き」なのですよ。 

上岡  それはさ、先生。クライアントや仲間といるときもそうですよ

ね。むこうがどんなことをしたとしても、こっちが向こうのことを大切

だと思っていたらそれでいいって。そう思えるようになったのは私、自

分の淋しさを受け入れられるようになってからなんだよ。淋しさの話が

始めにでたじゃない？ すごく淋しかったの、私。ずっと淋しくて、あ

るときそれが、そこが変わったのね。「愛されたい」と願っていた間は

すごく淋しかったのね。でも、愛されるよりも自分が相手を大切に思う

ように……ちょっと愛とは違うんだけど「相手を大切にしたい」と思っ

たときに、淋しさは消えたんですよね。 

斎藤  そうなんですよ。もらうものだと思っているうちは淋しい。 

司会  ……なるほどなぁ……（深息） 

斎藤  「愛」っていうのは曖昧な、いかがわしい言葉でしょう？ だ

から、私はあまり使わないで、「関心」という言葉に置き換えているん

だけどね。ちょっと「愛」に近いし、少なくとも「愛」の必要要件のひ

とつではあるからね。すると「関心」というのは向けるものであって

さ、向けられたいと思ったらそれは、とんでもない自己顕示欲でしょ？ 

相手に「関心」を持っている間は「淋しさ」というのは、そんなに自分

を苦しめないよね。 

上岡  うん、そうなんだよね。自助グループの文章で「愛されるより

愛することを」って出てくるんだけどね。自分が愛されるよりも、誰か

を大切にしたいと思ったときに楽になったな。人を大切にしたい。人か

ら大切にされたいってずっと思っていたんだけれど。あるとき、私に

とって大切な夫や子どもや、友達や、メンバーたちがいるじゃないって

気付いたときに、「大切にしたい」って思ったときに｢淋しさ｣というの

が消えた。 

斎藤  あなたの別れた妻がどうしているかしらと考えたときに、あな

たの愛が生まれる。彼女の愛がいつか戻ってくるかしらと考えたときに

は、それは愛ではないんでね。 

司会  さすがにもう、それは期待していないです。ただ「悪いことし

ちまったなあ」っていう慙愧（ざんき）の思いというか。 

斎藤  「悪いことしたなあ」というのは、持っていていいんですよ。

そのまんま。 

 

 ▽無垢の思想は危ない 

 

上岡  シゲヤはジャーナリストだったじゃない？ それなのに罪を犯

したっていうことでも苦しんでいるんだよね。 

斎藤  ふうん。 

司会  そうですね。やっぱり、そうなのかな。……でも本当に、あの

頃は、苦しかった。クスリが止まらなかった頃は……警視庁の担当記者

だったんですよ。警視庁のトイレの中でも覚せい剤をあぶっていたくら

いですから（笑）。 

上岡  （爆笑して）いいなあ！ いいなあ！ アメリカのメンバーの

話だと、そんなのばっかりだけれど。日本にも出たか、ついに、こうい

う話が。 

司会  よかないですよ！ マジで苦しんだんですから。このまま、ど

うなっちゃうんだろうって。……結局、こんなんなっちゃいましたが

（笑） 

斎藤  罪悪感と向かい合いながら暮らしている人じゃないと、信用で

きないよね、逆に。 

上岡  うーん、そうか。 

斎藤  自分の中に無垢を信じている人っていうのは。危なくてしょう

がない。 

上岡  先生、この頃あたし、思うんだけど。日本ってさ、独裁国家が

好きなんだよね、本当に。なんでなのかな……国民性なのかなあ。無垢

で潔癖じゃないと許せない、みたいなさ。無垢だと思っている人たちは

危ないって先生、いま、仰ったけれど。この頃の日本の人たちってどん

どん保守化していてさ。「ああ、やっぱり日本人て『穢れのなさ』『無

垢』ってのが好きなんだな」って思う。その究極が、独裁国家なわけ

じゃない？ 

司会  そうですね。 

上岡  戦争が終わってさ、最前線に出てひどい目に遭って「もうい

や」って必死に頑張ってきた人たちがみんな死んじゃったじゃない？ 

そしたらまた、右傾化していくばっかりでさ。独裁化っていうか「誰か

一人の人の言うことを信じたい」みたいなさ……そういう形になってき
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ているよね。 

斎藤  でもさ……少し話が飛んじゃうかもしれないけれど。ごめん

ね。今の時代に「戦争反対」なんて言うのは簡単でしょ？誰だってそ

りゃ平和のほうがいいよ。だけどね「どうしてこんな国になっちゃった

んだろう？」「どうしてだ？」という風に考えていくとさ。みんな一人

一人、自分の中に罪の意識っていうものを持たなきゃおかしい。それは

今の日本人の精神性全体に通じている欺瞞であってね。サダム・フセイ

ンの嘘を、きちっと暴いた人がどこにいるんだ？ それを暴くこともで

きない人が、アメリカの空爆にどうして反対できるんだ？ 不思議に思

うよ。そのことを抜きにして空爆反対っていったらそれは、おかしいわ

けでさ。やっぱり自分の中にたじろぐものとかさ、罪の意識がなけれ

ば。だって人はさ……生きるときに人に迷惑かけなきゃ生きられない存

在でしょう？ 出産なんてのは、もともとあれは人を殺す話でしょう？ 

産婦が死ぬことは珍しくなって、そんなことになったら産院が訴えられ

ちゃう時代だけれど。それにしたって危ない話ですよ。そうやって犠牲

の上に生まれてきて、母親から手を奪い、足を奪いして大きくなって。

いろんな人に迷惑かけているんでね。そういうことを、この世に生きる

上で深く感じている人っていうのが、いいね。「やましさ」みたいなも

のを持っている人のほうが、私は信用できるな。たとえばさ、全然ちが

う話みたいだけれど「選挙違反したことありません」「いつも２万円で

当選しています」とかいうやつは危ないよなあ……。こういう奴は危な

いんだよ。 

上岡  あははは…… 

斎藤  たとえば青島なんて言ったらさ、テレビで顔を売っているんだ

から、何億、何十億の宣伝費を掛けているのと、ちっとも変わらない

じゃない？市川房江だってそうですよ。だいたい我々が必要としている

のは、巨大な悪と同時に巨大な善を実行できる政治家。政治家に聖人を

求めているのじゃないからね。汚職なんていくらしたっていいんですよ

（笑）効果のある方針を立てろって言っているんだよ（笑）。清潔だけ

が売り物の政治家なんていらないんだ、我々は。自分のことを見れば

さ、ちゃんと見ればね。悪のドロドロにまみれているの、よく分かる

じゃない？「なんで他人にだけ石を投げられるんだ？」というのが私の

考えだね。今みたいにブッシュの馬鹿だとかアホだとか……それを声高

に言っている人のほうがおかしい。あの決断っていうのは大変な、しか

し怯えの中でやっているんだろうし。戦争に賛成というわけじゃない

よ。自分を考えてみるとね、この地球上に生きる一人の人間として、彼

一人にそんな責任を押し付けておいてさ、自分はなにをやっているん

だって考えたら、とでもじゃないがそんなこと私には言えないね。 

上岡  先生、さっき仰った「サダム・フセインの嘘」って？ 

斎藤  フセインを絶対悪として否定できるかって言ったら、できない

でしょう？人間フセインを考えた場合、彼の貧困とか暴力とか、レイプ

される母親の姿を目撃しながら育ったその人生なんていうのも考えな

きゃいけないからね。為政者フセインという面だってちゃんと出てく

る。イラクみたいな民族混交国家で諸民族を調整するというのは面倒だ

から、とりあえず独裁して強権を持って弾圧っていうのが必要な面だっ

てあるわけですよ。そこに独裁者フセインの必要が出てくる。そうする

と、権力と権威を保つためには大量破壊兵器。当然、持っていますよ。

サリンだのマスタードだのなんてウジャウジャあるに違いないよ（笑） 

司会  この間、アパリの家族教室のときに近藤さんが言っていまし

た。「中東の戦争は、アル中とACの戦いだ」って。ブッシュはアルコ
ホリックからの回復者ですよね。フセインは機能不全家族のAC。近藤
さんは「起こるべくして起こった戦争だ」って（笑）。確かにイラクは

独立のときにアメリカにベッタリ依存して、それから反逆して、さんざ

んに巻き込んでとうとう大喧嘩。なんだか、アル中の親父とヤク中の息

子の喧嘩みたい（笑） 

斎藤  ありゃ、叩いとかなきゃしょうがない（笑） 

上岡  そうか。やっぱり底つきが必要なのね（笑） 

司会  （しばしの沈黙の後）……うん、うん。……自分なりに……な

んとなく、整理できてきた気がします。……つまり、「綺麗になろうと

し過ぎるから、罪悪感が出てくる」ということなのかな？ 

斎藤  そう、そう。無垢への憧れという……「イノセント・エンジェ

ル」という言葉があるでしょう？天使の無垢。あれ、やばいんだよね。

「無謬（むびゅう）」とかね。誤解もないし理解もない。罪は一切犯し

ていません、みたいな気分の中で、ひとを弾劾するっていうのはとんで

もない間違いだと思う。だから、年端の行かない若い者がおじさん捕ま

えて「おじさんクサイ」にしろ「おじさん酒のみ」にしろ、「おじさん

悪いことする」にしろね。そんなのはようするに、私に言わせれば、恥

ずかしい話なんですよ。だんだん年経るに従って、自分自身がいろんな

悪に手を染めて、そういう自分が、恥ずかしいことも悪も、自分の中の

大事な一部であると知った上でなら、万引きなんかやっていられない

よ、早い話。悪いことを無理にでもしようって思うから万引き癖みたい

なものが出てくる。人間が生きていくことは、恥をさらすことだってい

う感覚を持てるような……そんな教育をするには、どうしたらいいのか

な？（笑） 

上岡  （爆笑） 

斎藤  そういうような考え方だねえ、僕は。 

上岡  先生、今日はどうもありがとう。お疲れなのにごめんなさ

い……もう２時間以上たっちゃいましたよ。 

斎藤  ええ、ええ。 

司会  先生、僕はやっぱり、自己処罰的なんでしょうか……。アディ

クトの僕はやっぱり自分本位で、過去の嫌なことからすぐに、否認や抑

圧で逃げてしまう。そんな自分自身を分かっているだけに、罪悪感から

解放されるプログラムを必要としていたと思うんです。でも、罪悪感を

解消するという目的のためにステップを利用するだけじゃだめなんです

ね。自分自身を、受け入れていかないと。 

上岡  そうよ。生き方そのものを変えていくプログラムだからね。 

斎藤  罪は、受容しろ。ただ……ビルはさすがでね、「その人に迷惑

を掛けなければ、謝れ」とこう、言っているわけだ。 

上岡  そう。本当に、その通りよ。 

斎藤  だから、「迷惑掛けちまったなあ……」っていうのは自分の中

に抱き込んでおく。その部分が、人間として生きていく上での……重み

となるわけだ。 

司会  先生、感謝します。なんか今日は、自分にとって一番重たかっ

た部分が、すごく楽になれた気がします。遅くまで本当に有難うござい

ました。 

＜次回のお知らせ＞ 

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いただき、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様々な話

題を披露していただく方針です。 

 
斎藤学さんご指名の次回対談は、 

近藤恒夫（こんどう・つねお） 
（APARI副理事長、日本ダルク代表）です。18年前のダルク
創設時から今日まで、嗜癖治療の最前線をともに歩んできた

“ビッグ・パパ”のお二人に、存分に語り合っていただきた

いと思います。 

 

 読者の皆様どうぞご期待ください。 

 ＜司会＞  
  富永滋也（とみながしげや）  

 1968年生まれ。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。 
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＜司会（富永）の挨拶＞ 

すいません。それじゃ始めたいと思います。今日は天気があい

にくですけど、ようこそ皆様、おいで下さいました。アパリの連

続講座が始まって今日は第３回、回復者からのメッセージという

ことです。精神保健福祉センターなど、いろんなところで最近は

家族会や家族教室をやっています。でも回復者からのメッセージ

というのは実は、なかなか行われない。年１回のイベントであっ

たりするわけです。アパリは薬物依存者の回復支援の現場でし

て、新しく来た仲間たちの手助けを回復者がしていくというのを

援助の基本に置いています。それが僕たちのプログラムなわけで

す。今日は、日本ダルクでスタッフをなさっている坪倉洋一さん

に、お話をして頂きたいと思っています。 

刑務所から出てきた僕は最初、東京ダルクさんのお世話になり

ました。それからアパリに来て働くことになりました。自助グ

ループの中でのスポンサーはもちろんいるんですけれども、スポ

ンサー以外で、いちばん身近に接していて、僕に的確なアドバイ

スをしてくださっている「先行く仲間」です。本人はそのつもり

はないと思いますけど（笑）。ぼくは本当に助けられています。 

薬物依存者というのは基本的に心の問題を抱えています、不安

とか、恐れとか。人づき合いがすごく下手です。自己不全感とい

うんでしょうか、自分で自分が受け入れられない。他の人の前

で、そのままの自分ではいられない。必要以上に自分を大きく見

せようとしたり、かっこつけようとしたり、不自然なことばかり

をして、その葛藤のなかで気づくとラクな方、クスリを必要とす

るような生き方ばかりになってきました。クスリをやめると今

度、よけいにそれを直視しなければいけない。今までクスリでご

まかしてきた部分と直面することになる。僕の場合はまさにそう

でした。自分自身のいろんな生活の問題、人間関係の悩みを人に

相談できなくて、どんどん抱え込んでしまう。そういう心の状態

というのをひと目で見抜いてくれるのはやはり「先ゆく仲間」な

んですね。同じ痛み、同じ苦しみを経験してきた、同じどん底か

ら今日一日の回復を重ね続けてきた「先ゆく仲間」が、適切な提

案をくれるわけです。 

今日あるところで、専門家の方々とお話したんですね。アディ

クトではない、回復者じゃない方たちの依存者への接し方という

のは「君のやってきたことは悪いことだ」と。もしくは多少はア

ディクションを分かっている人でも「回復させよう」とする。や

めさせよう、反省させようとする。「悪いことだ、反省して改め

ろ」と。回復の進んだ「先ゆく仲間」たちの接し方はそうではな

いんですね。そりゃ悪いことですよ、クスリなんて。良いことだ

とはいくら回復者のピアカウンセリングだって言いはしません。

でも、決して一方的ではない。痛みの分かち合いの中で「自分の

場合はこうだった」と言ってくれる。そこでこちらが嘘ついてご

まかそうとしても、嘘なんか一発で見抜かれてしまう。だって、

自分と同じ嘘をさんざんついてきた人たちなわけですから

（笑）。 

ごまかしは絶対にきかないという鉄壁の守り、それが仲間同士

の関係なわけです。ある意味でそれは非常に苦しい関係でもある

わけですが、同時にほかの関係では決して得られない、いたわり

と励ましで包んでくれるわけです。あ・うんの呼吸で分かり合え

るというか。「アドバイザーでもスーパーバイザーでも、スポン

サーでもいい。なんでも相談できるたくさんの『先ゆく仲間』を

作れ」とグループにつながり始めの頃に言われました。坪倉さん

はある意味ではスポンサー以上に、沢山の提案や助言を僕にくれ

ました。 

坪倉さんのまとまったライフヒストリーって僕自身も聞いたこ

とがないのですが……この企画が始まって、いちばん最初にお聞

きしたかったのは坪倉さんの話だったんですね。坪倉さんご自身

の回復の体験談をして頂いて、その中からいろいろと、ご家族の

方々の参考にして頂けたらと思います。後のほうで質疑の時間を

設けますので……それでは坪倉さん、お願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

注）スポンサーシップ：１２stepsプログラムの中には、個人的な問
題を正直に何でも相談する相手を先ゆく仲間の中から選び出し、回復

のためのアドバイザーになってもらう、という決まりがある。 

  日本アディクト烈伝 その１ 

回復は、しないほうがいい！ 

                 坪倉洋一 （日本ダルク・スタッフ） 

この体験談は、2003年5月20日にアパリ家族教室で
行われた講演を再現する形で構成したものです。 

 △ロイ・アッセンハイマー神父、近藤恒夫と、日本ダルクの 

  ミーティングルームにて。大きな体と柔和な笑顔が仲間 

  たちから愛されている。 
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＜トムの話＞ 

こんばんは。ご紹介に預かりました、というのもヘンですけど

（笑）。坪倉です。僕は、「薬物依存者のトム」という名前で

す。この日本ダルクでお手伝いさせて頂いて、いま年季奉仕は５

年目にはいっています。そろそろやめさせて頂こうかと思ってい

るのですけど（笑）、毎年そう思っているのですが（笑）。ぼく

の話がお役に立つかどうか分かりませんですけど、もしお役に立

つのであれば、幸いなことなので話させて頂きます。 

昭和２３年生まれです。1948年に神奈川県の横浜で生まれまし
た。僕のお父さんは、僕の顔を見てもお分かりのように、アメリ

カの兵隊さんなんですね。GIです。お母さんは日本人なんですけ
ど、お父さんは「アメリカ人だろう」ということしか分かりませ

ん。実際には会っていませんから。私生児で生まれたんです。横

浜で僕の祖父が植木屋をやっていました。そこの家に引き取られ

た……というよりも、そこの家で生まれたんですね。育てても

らったのです。おじいさんとおばあさんが、お父さん、お母さん

のかわりになった。だから僕は年寄りっ子です。すごく甘ったれ

だし、そのへんがどういう風にのちのち影響してきたかは分かり

ませんけれども。初孫ってやつでね。大事に育ててくれたんで

す。 

 

▽父の面影 

 
僕の小さな頃は保育園だの幼稚園だのって、みんなが行ったわ

けじゃないと思う。でも、幼稚園に入れてくれた。職人の家です

から。庭師っていうのかな、近所の庭の手入れしたり垣根つくっ

たりとか、池つくったりとか。そういう日銭が入るような家で

す。財産、資産がすごくあるという家ではないのですが、それな

りに大事にして、十二分にものも与えてくれました。いろいろと

買ってくれたりね、大切に育ててくれたんです。 

ただ僕ね、自分の子供の頃、混血に生まれてて、自分では混血

なんていうイメージを持たずに「あいの子」ってイメージがあっ

てね、それも自分自身に対してじゃなく。僕、家が横浜で厚木の

近所なんですよ。周りにけっこう一杯いたんですね、混血の子

が。自分以外の子に対して「あの子は、あいの子だ」「あの子

も、あいの子だ」って思うんですが、自分にはあまりそういうイ

メージを持っていなかったですね。あまり僕は、いじめられてな

かったですからね、周りからも、家の中でも。バカにされたこと

もないし、いじめられてもいないし、いやな思いをしたっていう

のがあまり思い出にないんですね。「かばわれた」とか「大切に

された」というイメージはあるんだけど。非常に大切にされて、

大事にされることが当たり前のようになっていたのかも分からな

い。よくみんなもいうんですけどね、「もっと、もっと」って。

もっとして欲しい、もっと幸せになりたい、もっとモノが欲し

い、自分の欲望の部分だけはどんどんふくらんでいってね。だか

ら、わがままなんですね。 

これも育っていく過程でなったのかどうか分かりませんが、僕

は基本的に嘘つきです、虚栄心がすごく強い。見栄っ張りなんで

す、簡単に言えばね。自分のことを正直に話すことがすごく苦手

です。今でも、もしかしたら嘘ついているかも分からないんです

から（笑）。話しているうちに、だんだんそうなっていく可能性

がすごく強いんです。 

家はね、小さい家で。そういうのもすごく恥ずかしかったし。

うんと小さいときはそうでもなかったけれど、ある程度物心がつ

いてきたら、植木屋だっていうことに対しても。おじいさんに対

してすごく失礼なんだけど、やだなっていう。植木屋でやだって

いうんじゃなくて、植木屋なのは別に問題ないんですが、金持ち

じゃなくてやだなっていう……そういう印象を持っていました。 

小学校の頃に、友達を作ろうと思うんですね、友達になってく

れようとする人はすごく多いんです。自分で言うのもなんです

が、子供の頃はわりとね、リンゴみたいな可愛い顔をしていたん

です（笑）。まん丸の顔でね……人にわりと好かれやすいってい

うかね、自分で子供の頃の写真をみても「ああ、コレだったら友

達になってやってもいいな」みたいな。人が入ってきやすい感

じ、ようするに素直な感じを受ける子供だったみたいです。人か

ら寄って来てくれるんですね、見てくれにごまかされて。 

だけど僕自身の中には、素直なだけじゃなくて、ひねくれた部

分もたくさん持っていましたからね。嘘をつくんですよ。家のこ

とでも、なんでもね。 

僕のうちはバラック建てだったんです。おじいさんが建てたバ

ラックの家で。そのうちに住んでいるということが、なんか言え

なくてね。近所の山の中腹あたりに、すごく立派な家があるんで

すよ。僕のうちの人はその家に仕事をしにいっていたんですね。

庭を造りにいったり、池を造りにいったりとか。その家を「自分

のうちだ」って友達に言っちゃったりね。要するに……何に対し

てコンプレックスを持っていたのかは分かんないんだけど、多

分、金銭的な部分だと思うんだけど。そういうところに本能的に

何かコンプレックスを感じていたかもしれない。何しろ、そうい

う意味で見栄っ張り、嘘つきだった。悪気はなかったんだけれど

も。そういう家の子でありたいっていう、願望だったと思うんだ

けれども。口にしちゃってあとで取り返しがつかなくなって、言

い訳できなくなって、友達から逃げるようになったりね。その子

と会わなくなるとか。そういうことの繰り返しだったですね。自

分の交際範囲を自分でいつも狭めていた、そんな気がします。 

子供の頃の思い出で、いまだに覚えていることがあります。ひ

とつだけ、どうしても忘れられないことがあってね。なぜか、い

つもそれが頭に浮かんでくるんですけれど。 

ある日、家の前に大きなアメリカの車が止まってね。大きい外

車と言うと、アメリカの車だと思っているんですけれど。それ

で、そこから大きいアメリカ人のおじさんが降りてきた。僕はお

じいさんに呼ばれてね。その車に乗せられて、ドライブに行った

んですね。横浜の小湊のPXに行って……PXで買い物をしてくれ
てね。アイスクリームだったな。四角い箱に入ったアイスクリー

ムを買ってくれた。それを覚えている。 

そのまま、ドライブに連れて行ってくれました。湘南のほうに

行ったんですね。季節は多分……雪が降っていたから、冬だと思

うんですけれど。湘南の海岸をドライブしていて、遠くのほうに

江ノ島が見えて……雪が降っていた。薄暗かったから、夕方だと

思うんだけれども。すごい綺麗な景色だった。あれは夏のイメー

ジじゃなかったな。なんかキレイだなあ……って。なんか知らな

いけれど、わけのわからないおじさんと一緒にいてね。僕は英語

をしゃべれないから、多分、黙っていたと思うんだけれど。なん

だか分からないんだけれど、それが頭の中にずうっと……思い出

として一番、強いんですね。いろんな思い出の中で最も色濃く浮

かんでくる。原体験というんでしょうか。 

もしかしたら、あの人はお父さんだったんじゃないかな、と思

うんです。それとも、お父さんの友達かな、とかね。いろいろ思

うんです。 

でも、それを何か……はっきりさせたくないという気持ちも、

強くあるんですね。お父さんだか、お父さんの友達なんだか、

はっきりさせたくない。そんな気持ちがこう、強くあって。これ

は僕の性格のひとつの大きな特徴だと思うんですが、自分の中で

は、物事がはっきりしないほうが安心できるんですね。それは直

接、今の僕の状態とか、依存症という病気については関係がない

のかもしれないけれど。ものごとは、あまり白黒はっきりしない

ほうが安心していられる。この人、いい人か悪い人かなんて、わ

かんないほうがいい。悪くてもいいんです。僕にとって心地よい

人であれば、どっちでもいい。大切な人だったら、その人のこと

についてあまり知りたくない、みたいな。たぶん肉親なんかにつ

いても、そうだと思うんだけれど。 
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今でもそうですね。ダルクでもそう。近藤さんについても

（笑）。近藤さんがいい人か、悪い人か、知りたくない。悪い人

かもしれないし、いい人かもしれない。僕なんかには理解できな

いですよ、あの方は（笑）。 

自分自身のことでもそうですね。突き詰めて、知りたくない。

子供の頃からそういうのがすごくあるみたいですね。臆病です

ね。すごく、臆病です。 

小学校の頃、校庭でね。ボールを蹴ろうとして後ろにひっくり

返ったんですよ。頭の後ろを強く打って、一瞬……短い時間です

けれど、目が見えなくなった。保健室かなんかで、ちょっとの時

間……「ああ、僕はもう一生、目が見えなくなっちゃうんだ」っ

てね、「なんで、あんなところに球を置いた奴がいるんだ」とか

「うまく蹴れなかったのは僕のせいじゃない、球があそこにあっ

て、なんか仕掛けがあったからだ」とかね。「誰かがわざとやっ

たんじゃないか」とかね。いろいろ考えながら「怖いな、怖い

な」「このまま目が見えなくなっちゃったらどうしよう」「怖い

な、僕は不幸だな」って。短絡的なものの考え方で、すぐに不幸

だとか、そういうことに結びつけて。今でもそうですね。今もす

ごく死ぬことが怖かったり。それまで知らなかった自分自身を

知ってしまうことが、怖かったりとか。そういうのはあります

ね。 

本当に臆病でね、自分のことを他人に知られるのがすごく嫌で

した。だから嘘ついたりとか、自分の中に、バリアってほどじゃ

ないんだけれど。何かを張り巡らせて、自分を守っているんです

ね。それは、いまだに続いているんです。人に知られるのがすご

く嫌。たとえばここでは僕、自分のために話をさせてもらってい

るんだけれど、正直に話そうと思っていても必ず嘘をついていま

す。嘘というか……まったくありのままには思い出せないことを

無理やり思い出したように話しているから、口を出た瞬間から嘘

になっているような感じ。記憶力が悪くて、アタマ悪いんですか

ら、そんな子供の頃のことなんてハッキリ覚えちゃいないのに

ね。漠然とした思い出として「そういうことがありました」って

いうのは確かにあるんだけれど、それに伴ったお飾りの部分

は……嘘をついているつもりはないし、真実に少しでも沿いたい

と思って話しているつもりなんだけれど。知らず知らずに飾りを

つけているだろうし。そのつもりで聞いておいて下さいね。先に

お断りしておきます（笑）。 

そういう人なんです、僕は。だから僕はね……僕は、それを変

えたいと思っているんだけれど、変える努力をどうしていったら

いいのか。勇気をもてばいいんだろうけれど、勇気がなかなか、

持てない。だから臆病なんだろうなって思うんだけれど。 

子供の頃のことばかりグダグダとしゃべっていてもしょうがな

いですね。聞いている人も退屈だと思うんですが……でも、僕に

とっては重要なんです、このことが。 

おじさんがいてね。小学校５年のときです。「あんちゃん」っ

て呼んでいました。今、生きているか死んでいるか、ちょっと分

からないんですけれど。あんちゃん、あんちゃんって呼んでいて

ね。向こうも僕のことをすごく可愛がってくれたんですけれど。

おじいさんと、あんちゃんと僕と、うちは男が３人しかいなかっ

たんですね。お母さんとかおばさんたちとか、みんな女ばっかり

だったので。おじさんは年が近かったこともあって、すごく可愛

がってくれた。そのうちにあんちゃんにお嫁さんが来たんです

よ。小学校５年のときに。当時の僕は、嘘つきで見栄っ張りで、

そんな子供だったけれど、明るくて素直だったりもして……。そ

んな面も確かにあったから、可愛がられてもいた。ところがお嫁

さんが来て、あんちゃんの興味が僕から外れたんですね。お嫁さ

んと新しい家庭を築いていくんだから、僕のことが二の次になっ

て当然なんだけれど、小学校５年生の僕にはそのことが、すごく

残酷に感じられた。昨日まではすごく面倒見てくれたのに、なん

で急にお嫁さんなんだって。 

 

▽理由なんて何もなかった 
 

そこから反抗期に入ったんですね。ヒネクレました（笑）。写

真を見ると、そのあたりから、写真に映った自分の姿がダーッと

変わっていくんですよ。ニコニコしていたのが、小学校５年くら

いの写真っていうのは……帽子をかぶるようになったっていうの

もあるんだけれど、額のあたりに陰が入るようになっている。そ

れから、いじけていった。弱虫だから強くヒネクレることはでき

ないんですね。「このやろう」とか、ふんぞり返ったりとかは、

できない。それでも反抗しようとしました。おじさんに、仕返し

しようと思った。 

おじさんの吸っていたタバコを盗みました。パールっていうタ

バコでした。それから近所の酒屋に入って酒を買った。焼酎の２

合ビンだったかな。うちのお使いのふりをして、お金持っていな

いですから。酒屋さんから一本、お酒をもらって。僕、山の中に

棲家を作っていたからね（笑）。そこに行ってタバコを吸って、

お酒を飲んだんですね。それが初めての……依存症の僕の、物質

で気分を変えた最初の行動だったかな。気分を変えるっていうつ

もりじゃなかった。ただ、自分でも良くは分からないです。何で

あんなことやっちゃったんだろうって思うんだけれど。おじさん

の物を盗んだり。盗んだっていうのも、たぶん僕の中に（指を曲

げて）これッ気があるんですね（笑）。盗み癖というか。「ひね

くれたからやった」とか言っているんだけれど、もともとそうい

う癖があるんだと思う。自分が困らないときはそんなもの、出て

こないんだけれど、困っちゃったりすると必ず出てくる。自分の

性分のひとつとして、持っているんだと思いますね。 

だから、この時もそれが出たんですね。タバコを吸って気持ち

悪くて……「なんだこれ、うまくないな」と思ったけれど。お酒

も飲んでみて、悪酔いして吐いちゃってね（笑）。目が回って。

でも、一人で遊んでいた僕には割合と、なにかそれまでは知らな

かった時間が持てた、みたいなね。以前とは違う感じで時間が過

ごせて。「良かった」というんでもなかったけれど、「なんか違

うな」っていう感じが確かにあってね。 

学校講演に行くと「それから、たびたびそういうことをするよ

うになりました」なんて言うんですが、それは嘘です（笑）。正

直言うと、一回で懲りちゃったんですね。気持ち悪くなって。学

校講演ではよく「癖になった」っていうのを強調するんです。印

象づけるためにね。本当は、そんなにしょっ中はやっていなかっ

た。たまにでしたね。うちはそもそも職人の家ですから、正月な

んかには飲ませてくれた。たしなむ程度にはね。 

ただ、中学に入ったときにね、睡眠薬に手を出しちゃったんで

すよ。それは、なんでだったんだろう……人が飲んでいたからで

すね。飲みたくなったからじゃなくて「飲めよ」って言われたの

を、断るとぶたれるような気がして飲んだ。興味は持たなかっ

た。 

クスリに対して全然、興味はなかったんです。ハッキリした理

由なんて、何もなかったんですよ。本当のことです。これも学校

でよく話すんですが「教室の中にいる自分が楽になった」なん

て。でも何もなかったですよ、そんなことはね。ただ、わけがわ

からなくなった。楽になるどころじゃなくて、気持ち悪いしね。

苦しいですよね。吐き気とかもしてくるし。それを、そんなもの

で楽になったなんて嘘をついている自分もどうも、信じられない

んですけれど（笑）。でも、全くの嘘でもないような気もするん

ですね。それは、ずいぶん時間が経ってからだな。クスリを使い

慣れてからは、そうなったかも知れない。でも最初のうちは気持

ち悪いものでしかなかったですね。 

小学校のときは僕、学校の勉強のレベルについていけたという

かね。何にもしなくても、通信簿に３とか４なんてのがたまに、
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あったんですが。そういうものがなくなっちゃってね、１とか２

とかになった。国語とかは普通に３ぐらいの成績は貰えていたん

だけれど。英語は１。算数も１か２。英語にはすごくコンプレッ

クスを持っていたと思う。顔が外人の顔をしていますから。子供

の頃はもっと外人顔だった。中学に入ったときに先生が、僕は英

語をしゃべれるものだって完全に勘違いして「読んで下さい」っ

て言ったんだけれど、読むったって僕は小学校でローマ字を習っ

たきりで（笑）、ローマ字のように読んだらみんなに笑われ

ちゃってね。読むことも恥ずかしいし、それ以来、すべてが恥ず

かしくて出来なくなっちゃった。まあ要するに勉強しなかったで

すね。自分が馬鹿か利口かは僕には分からないですが、こつこつ

と努力することがすごく苦手だったんですよ。飽きっぽいし。学

校に行くのは嫌いじゃないんだけれど、勉強の時間はすごく嫌

だった。勉強の時間にラリッて半分寝たような状態でいるのがも

しかしたら楽だったのかも知れない。それが楽だという言い方も

どうかな、と思うんだけれど……学校講演は近藤さんと行くか

ら、最初に嘘ついたもんで途中で直せなくなっちゃって（笑）。

最初に話した嘘の話を延々と話しているっていう（笑）。でもま

あ本当のところは、そんなところですね。 

睡眠薬を飲んでラリッていました。ハイミナールっていう５０

錠入りのクスリのビンを買って飲んでいました。そういう意味で

は、クスリの問題はその頃から発生していたんだと思います。気

持ちいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、気持ち悪いもので

もなんでも、やめることができなくなっていました。依存症特有

の癖っていうのを、その頃から存分に発揮していたんだなって思

いますね。気持ちいいからクスリがやめられないんじゃなくて、

苦しくて気持ち悪くて、嫌なものなのに、やめられない。気持ち

が良くて使っていたわけじゃ決してありません。「こんな気持ち

悪いもの」って思いながら。目を回してゲロ吐きながら。嫌だ

な、嫌だなって思いながら。でも、シラフでいられなかった。シ

ラフの状態でいるよりも、気持ち悪くてもそっちの方が良かった

んですね。それがもしかしたら「気持ちいい」っていうことにな

るのかもしれないんだけれど。 

高校に行きました。話は飛びますが（笑）、こんな僕でも高校

に入れたんですね。一日だけ行きました、高校には（笑）。神奈

川県のF高校っていうところです。中学２年のときからバレー
ボールを始めていて、２年生のときに先生に相談してね。「進学

したい」と。したいというより、友達が大勢いるところで「坪倉

くん、きみ進学するか就職するか、どっちだ」って言われてね。

友達が誰もいないところだったら、どう答えたか分からないけれ

ど、一杯いたからね。就職とか働くという言葉は僕の中から出て

こなくてね。「就職」イコール「家が貧しい」としか、その当時

の僕には思えなくて。「もちろん先生、進学する」っていたら

「無理だ」って（笑）。学力がついていかなかったから。体は大

きかったんですよ。「運動しなさい、クラブやりなさい」って言

われてね。「バレーボールかバスケットを」って。バスケットは

走り回って大変そうだったから、楽そうなバレーボールを選んだ

んです（笑）。確かに楽だった。２年の途中から入って先輩もい

なかったから、厳しくされなかったしね。で、なんとか、高校に

も推薦してくれた。入れてくれたんですね。 

学校には入ったんですけれど、一日で行かなくなりました。運

動している分には良かったんですけれど、入って授業を受けた

ら、分かんないんですよ何も。勉強して入ったわけじゃないから

チンプンカンプンで。さっぱり分かんなくて。こんな思い、嫌な

んですね。冷や汗かきながら教室の中で……自分がおどおどして

いるっていうのが。そんな思いをするくらいなら、やめたいって

ね。方法は知っていましたから。うちに帰っておじいさんに「明

日からうちの仕事をするから」って。そう言えばおじいさんはや

めさせてくれると知っていたから。「植木屋をやるのに学校の教

育は必要ないから」ってね、「仕事を覚えたほうがいい」って

言ったら一発だと思ってね。案の定、おじいさんは次の日、学校

にいってくれました。学校のほうもまあ無事に自主退学のような

形でやめさせてくれた。 

次の日からうちの仕事をするっていう約束でいたんですけれ

ど、次の日僕は仮病を使いました。病気になっちゃったんです

ね。頭痛くなったり、おなかが痛くなったり……みんなには仕事

に行ってもらって僕は休ませてもらった。みんなが出かけた後に

家の中を引っ掻き回して、お金を盗んだんです。そこでまた５０

００円くらい盗んだのかな。当時のお金だから、けっこう大きい

と思うんだけれど。で、横浜の西口に遊びに行った。駅ビルの６

Fに「ロンスター」っていうジャズ喫茶があったんです。中学の
頃からよく遊びに行っていたんですね。行ったらそこでバンドの

コンテストみたいなことをやっていた。飛び入りで出たんです

よ。ナット・キング・コールっていう人の歌を……「ランブリン

グ・ローズ」っていう歌を、日本語の歌詞の一番だけ知っていた

のを３回くらい繰り返して歌って（笑）。そしたら見事に合格し

てね。その日から僕は、シャドウズっていうバンドの一員になっ

てバンド活動を始めたんです。そのバンドは結構、有名なバンド

だったんですね。……やめとこ（笑）。ほかのメンバーのこと

は、どうでもいいや。 

そこでクスリが始まったわけなんですが……僕はバンドをやっ

たのも、音楽が好きだとか、歌が歌いたいというんじゃないんで

すよ。ただ、自堕落な生活をしていたかった。そういう風に思っ

てバンドに入った。楽器を覚えるわけじゃなし、歌を一生懸命に

覚えるわけじゃなし。まず最初に熱心になったことは、聞きに来

てくれる女のお客さんと仲良くなって、遊びに連れていっても

らって。お酒を飲ませてもらって、洋服を買ってもらって、一緒

に寝泊りする場所を作ってもらって。仲良くすることに非常に熱

心でした。 

 

▽コンプレックスを消す道具に 
 

夜遊びの方ばかりに熱心だった。そこでクスリが出てきたわけ

ですね。睡眠薬とかお酒だとか。いろんなものが出てきました。 

最初にマリファナに出会ったのは、沖縄のキンブリッジってい

う、ベースキャンプがある街です。ベトナム戦争のころでね、前

線に行く兵隊たちがみんな集まってくる場所でした。そこのクラ

ブに出演していたときに、兵隊からもらったマリファナ煙草を、

初めて吸いました。同じ日に、また違う兵隊からL.S.D.の錠剤を
もらった。それがいわゆる、ドラッグというものに手を染めた、

使った最初です。非常に心地よく感じました。お酒よりも、マリ

ファナは楽だった。L.S.D.は怖かったけど、見たこともないよう
な映画をただで見させてくれるような状態っていうか。そういう

のに対してすごく楽しさを感じました。 

何も先入観を持たなかったのが、良かったのかもわからない。

クスリなんて物は一切知らなかったから、知ったらどうなると

か、飲んだらどうなるというのは僕の中に全くイメージがなかっ

た。なるようになったら非常に気持ちよくて、楽しかった。しば

らく、そういったことをするようになりました。沖縄には2ヶ月
いて、東京、横浜……まあ八戸とか色んなところも回りましたけ

れども、そういった機会はなくてね。しばらく使わずに、お酒と

睡眠薬を飲んでという時間が続いたんですけれども。僕のバンド

のメンバーにそのとき、嘘ついたんですよ。マリファナを初めて

吸って……みんなは僕よか先に吸っていてね、何か負けた気がし

て、くやしかった。マリファナはみんなより後だけど、どうやら

みんなはまだ覚せい剤っていうのは手を出してないみたいだった

んですね。僕は覚せい剤やヘロインをやったことがあると嘘をつ

いて、見栄を張ったんですね。実際は見たこともないし、やった

こともなかったんですよ。「やったことあるよ」くらいなことを

言ったんです。当時は、そんなものが自分の生活の中に出てくる

わけがないと思っていたから。 

ところが出てきちゃったんですね、聞いた人は良く覚えている
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から、持ってきてくれちゃったんですよ。その当時からトムって

呼ばれていてね。「トム、お前が好きだっていってたものを持っ

てきてあげたよ」……とは言わなかったですけどね（笑）「シャ

ブあるから、シャブやろうよ」って。シャブったってシャブがど

んなものだか僕、知らなかったですしね（笑）やだなあ……ヘン

なこと言わなければよかったなあって、思ったんですけど。目の

前に出てきた覚せい剤はね、「きらきらと輝いていた」って言い

たいんだけど……なんか良く分からない白いものがこう、あって

ね。粉のようなものがあって、それを注射器の溶液に溶かして。

女の人や男の人が何人かそこにいてね。僕は「どういう風にして

この場を切り抜けようか」とばかり思っていた。「ごめん」て、

「嘘ついた」って言えば本当は良かったなと思うんだけど、それ

が言えなかったんですね。やっぱり興味もあったのかなって思う

んだけど。「興味があった」とはいつもは言わないんだけど、今

日はなるべく正直に話そうと思っているから（笑）。興味よりも

怖かったんです。すごく怖くて。けど……そこに女の人がいたか

ら、やったんだと思う。男の人だけだったら断っていたような気

がする。そこにいた女の人と仲良くなりたくて、その人にアプ

ローチしたくて、それでやったんです。 

そのとき自分のなかで、「今は1回だけ、しょうがないからや
るけど、あとは２度とやらないはずだ」って思っていました。

「これほどイヤなものだし、なんて断ろうかって一生懸命考えて

いるクスリだから、今１回やったとしても、２度と手を出すはず

がない」って。これは、仲間たちはみんな、同じ経験をしている

みたいなんだけど。そういう風に思いました。「しょうがない、

１回だけ」って。「打って下さい」って手を出して。打っても

らった。 

打ってもらったら、その前までに考えていたことはすぐに飛び

ました。すぐやろうと思いました（笑）。２度とやらないなんて

思わなかった。次の日、すぐにもらいに行きました。「またやっ

て」って（笑）。気持ちの良さの方が勝っちゃったんですね。 

西麻布でやったんですよ、あの辺の部屋でやって、打ち終わっ

た後、武道館があるところ……九段のあたりね。あの辺まで僕は

歩いていました。どうして歩いたんだか良く覚えてないんだけ

ど。ひたすら、ひたすら歩いた。雲の上でも歩いているように

ね。コンプレックスなんか全て解消されました。頭の回転が良く

なって、算数英語が出来るようになったとは言わないけど（笑）

哲学的に物事が分かるようになった。なぜ僕が生きているのかな

んてことまで考え出した（笑）。悲観的な考えは全てなくなっ

て、急に前途洋々、明るい未来が僕には待っていはずだって思え

るようになって、ひたすら歩きました。なんでひたすら歩いたの

かホントに分かるんだけど……歩くのをやめることができなく

なったんですね（笑）。 

ま、それからはお決まりのコースで。自分で……お金を高く取

られているのがバカバカしくなってきてね。自分で買ったほうが

いっぱい使えるだろうと思った。売ってる場所を聞き出して、自

分で買いに行くようになって。いっぱい欲しくなって、たくさん

の量が必要になって、つかまる危険をかえりみず、自分で買いに

行くようになった。 

２０のちょっと前にバンドをやめて、モデルの仕事をするよう

になったんです。メンズクラブっていう本でモデルをするように

なった。２０で結婚したんです。モデルさんやってた、先輩モデ

ルの人といっしょになって。名前は言えませんが……その人に迷

惑がかかるから。僕が２０のとき、４２歳の女性と初めて僕は結

婚したんですね。その方はもちろん再婚。その世界で長いこと仕

事をしていて力がある人だったから、お金があって。その人の人

脈が、結婚したとたんに僕の人脈にもなった。仕事が非常にス

ムーズに、うまくいくようになって収入も増えた。お金も沢山使

えるようになった。自分の稼ぎはたいしたことなかったんだけ

ど、彼女の稼ぎがすごくありましたから。かわいい年下のダンナ

さんだったから、いっぱい小遣いをくれた。その金をふんだんに

使って遊び回りました。 

クスリだけすべてやりまくったわけじゃないですけど。お酒も

好きですから飲みに行ったり遊びに行ったりするときに同時にク

スリを使いました。思う存分、遊んでいました。今日は銀座、明

日は浅草。浅草あたりの芸者さんに浴衣作ってもらって置いとい

て。 

だけど自分の中では、クスリはうまく使えていると思っていま

した。幻覚・妄想とか全然なかったですから。ただ自分が落ち着

かなくなるだけでね。次から次へと落ち着かず動き回っているだ

けで。それが気持ちいいことなのか今では分からないけれど、当

時の僕にとってはそれが気持ちいいことだった。悪いことをして

いるという意識も全然持っていなかったですね。 

僕は厚生省の役人さん、麻薬Gメンに最初つかまったんです。
関東甲信越麻薬取締官事務所っていうところでした。大麻取締法

違反と覚せい剤取締法違反と何かもう一つ令状を持ってきた。ガ

サ入れがあって、使い残しの覚せい剤がちょこっと出てきて、そ

れで現行犯で逮捕。麻取の事務所に連れて行かれました。 

僕は、びっくりしちゃった。怒られて、おどされたものだか

ら、怖かった。何でもしゃべればすぐ帰してやるって言われたも

のだから、何でもしゃべりました。ベラベラベラベラ、なんでも

しゃべって、すぐ認めた。「悪いことしました」「反省してま

す」「僕だけじゃなくてあいつもやった、こいつもやった」って

（笑）。いっぱい言ったら早く帰してくれると思ったのに、帰し

てくれませんでした（笑） 

保釈で出されました。初犯だということで、彼女がお金を払っ

てくれて。出されて、友達のところに戻って、僕は「怖かった」

「みんなのことをしゃべった」とは言わなかったです。「つか

まったってあんなとこ、何でもなかったよ」「しゃべってない

よ、俺自身やったことも否定したんだよ」「だからこうやって出

してくれたんだよ」と言って、「俺は強いよ」くらいのことを

言ったんですけど。そんなこと言ってまたやりだしたら、2ヶ月
もしないうちにまたつかまっちゃって。刑務所に送られることに

なったんですね。2回目につかまったときはもう土下座して謝っ
たんですけどね（笑）。情けない人ですから。「もうしません、

本当にやりませんから、周りの人がいなければ僕は絶対にやらな

いはずですから、周りの人をつかまえてください」なんて本当に

Page 16 FELLOWSHIP NEWS 

 △「神様、私にお与えください。自分に変えられないものを受け 

  入れる落ち着きを。変えられるものは変えていく勇気を。そし 

  て、二つのものを見分ける賢さを・・・」 

  ミーティング終了時の「平安の祈り」の風景。 
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お願いして、涙流してね、わめいて……赤ん坊か小さな子供の

「おもちゃ買ってくれなきゃヤダ」みたいになってね、「連れて

かないでくれー」って。でも、カンベンしてくれなくてね、刑務

所に入れられて。栃木の黒羽刑務所に行きました。 

でも当時は、覚せい剤の刑は短かったんですね。２回目だった

けど懲役３ヶ月とか６ヶ月とか、そんなものだったですよ。二刑

持ちで行きましたが、１０ヶ月くらいで出ちゃいました、仮釈放

をもらって。ただ刑務所の中で僕はみごとに新しい人脈を作っ

ちゃった。買うところを増やしちゃったんですよ。 

刑務所の中で、僕はもうやらないって思ったんですよ、怖いか

ら。「刑務所なんかとうとう来ちゃったな」って。僕は刑務所な

んか来るはずのない人間だったはずなのに。人のことをぶったこ

ともなかったし。お母さんとかおばあちゃんのサイフからお金を

盗んだことはあったけど、どこかよそから窃盗というようなほど

のことはなかったし。「覚せい剤さえ使わなきゃ、マリファナさ

え使わなきゃこういうところには来ないから、もう絶対にやめよ

う」って思ったんだけど、刑務所の中で暮らしているうちにダメ

でしたね。ぼく自身の問題ですが、周りの人とコミュニケーショ

ンをとるのに「懲りたからもう二度とやだ」ということを本当は

思っているのだけれど「そんなこと言ったらこの人に嫌われちゃ

う」「あの人にイジワルされちゃう」と思うから「あ、そうです

か。どこで売ってるんですか？」「買いに行きますから」なんて

（笑）。「安く売ってくださいね」とかね（笑）。半分本当なん

ですけど、半分は心にもないことでしたね。でも半分は本当だか

ら言っていたんだけれど。そんなリストがどんどん出来ちゃっ

て、出てきたらまた買えるところがあってね。そういう人たちと

会うようになってまた使うようになった。一年もしないうちにま

た捕まった。また刑務所に行って、ということの繰り返しになっ

たんです。 

僕はでも刑務所は2回しか行ってません。黒羽と金沢と、2回だ
け。それで刑務所は終わったんだけど、クスリが終わったわけ

じゃなくて。相変わらずクスリはそれからも延々と続きました。 

クスリは一種の道具だったんですね。自分のコンプレックスを

解消する道具でした。僕は非常に……特別、バカだと思っている

わけじゃ正直ないし、特別どこかが悪いって思っていないけれ

ど、性的に非常にコンプレックスを持っていました。今日は、大

人の人ばかりだから正直に話すんですけれど。セックスの道具と

して、覚せい剤を使っていました。それ以外では使っていないで

すね。そういうとらわれがなければ、もっと早くやめられたかど

うか分かんないけどね（笑）。やめられたような気がします、自

分の中ではね（笑）。それにとらわれて、……なんかね、女性に

対してコンプレックスがすごく強かったと思うんですよ。だから

最初から、年上の女性を選んだし。対等の立場で、喜ばせてあげ

たり、ご飯食べさせてあげたり、生活の面倒を見るとか、いっ

しょに生活していこうとか、そういうことはなくて、いつも人に

面倒みてもらいたいとか、お金もらいたいとか、ご飯食べさせて

もらいたいとか。僕はそんなことできないからやってもらいた

い、と。おんぶに抱っこの生活をずっと続けていたから。せめて

何かがないと捨てられちゃうって思っていたから。それはやっぱ

り、性的な部分でご奉仕してれば……だから、勘違いしていたと

思う、女性のことを。「そうしていれば僕は大丈夫だろう」なん

て思っていた。 

それは全然ちがったみたいなんだけれど。でも、僕の中ではそ

ういう風に完全に思っていた。それと同時に、自分自身が気持ち

よくなっていたいっていうのがもちろんあったと思うんですけれ

ど。そういうことに振り回されて延々と使い続けていました。 

ほかに理由はないんですよ。だから中学校・高等学校とか行っ

ても話ができないんですよ。そんなことをまさか中学生、高校生

に言えませんから。僕は中途半端に分別があったりするものだか

ら、ジレンマですね。嘘をついているから、相手に対して失礼な

ことをしているようなイヤな思いばかり重ねてしまう。だから、

ミーティングでしか本当の話はできない。自分自身を癒すことも

できないんです。 

学校講演はだから、僕のプログラムにはまったく役に立ってい

ません。そんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないけれど、

嘘ですからね。「クスリはこわいものだから、注意したほうがい

いですよ」というのは。そういうメッセージは確かにあるんです

けれど、僕自身の中では明らかなウソ。いつもゴメンナサイ、ゴ

メンナサイって。人間て敏感だから、多分、相手も感じてるん

じゃないかな。そういうわけで、あまりこの頃は行かなくてね。

ほかの人に行ってもらったりしているんだけれど。行くといくら

かのお金をもらえるから行きたいという気持ちはあるんだけど。

それ以上に嘘つかないほうが楽だっていうのが、プログラムの中

で教えてもらっているのでね。苦しんでます。嘘をつけば、つい

ただけのことが返ってきますから。 

正直言って僕、こういうの苦手です。何を話していいか分かん

ないんですよ。いいことしてきたわけじゃないしね。悪いことを

したのに……自分では、悪いことをしてきたと十分に思っていま

すから。クスリを使ったことが悪いとか、何が悪いとかって、区

別できなくて。 

親不孝もしてますし、人に対して失礼もいっぱいしてるし、い

ろんなことをしてるから、それを、悪いことじゃないと思うこと

なんてできなくて。悪いことしてきたって思っているんです。そ

れを正直に話すと、話せば楽になると思って正直に話すと、「自

分のそんな恥ずかしい部分を正直に話してえらいですね」とかな

んとか言われるでしょう。ひっぱたいてやりたくなるンですよ、

自分自身を（笑）。ごめんなさいって（笑）相手にあやまりたく

なるんですよ。 

なんか、よく分からないんですよ。正直に話すっていうこと

が。苦しむんです。だから今日も苦しむんだろうなって思いま

す。何を話していいか分かんないっていうのが本音のところで

す。クスリなんて使わないほうがいいって思ってますよ、今は

ね。自分自身でクスリは使いたくないって今は思うから……使い

たい気持ちもあるって自分で認めて、使いたくないっていう気持

ちも認めて、どっちを選ぶんだって毎朝必ず自問自答していま

す。使わないほうを選ぼうって。選んで「それが何なんだ？」っ

て思います。「こんなことを人に話してどうなるんだ？」って。

僕自身の問題でね。それを人に話して……今日は家族の方々が聞

いて下さっていますが、息子さん、娘さん、もしかしたら旦那さ

ん……そういった人たちの役に立つのかどうか。ケースバイケー

スだと思う。僕の話は僕の話でしかないわけですからね。 

 

▽ダルクでの回復 
 

ダルクにつながってからのことに話を変えましょう（笑）。 

ダルクにつながったのは７年くらい前で、それから１年半くら

いクスリを使っていました。最初、東京ダルクにつながりまし

た。通所でね。ダルクはクスリを使う人が来るところだと思って

いたから。行けばクスリが手に入ると思って行きました（笑）。

その前に病院に行かされました。病院の中で最初、点滴受けて静

かにしてましたけど、表に出るようになったらまたクスリを買っ

て、病院の中で使っていました。病院の中で使っていることがバ

レて、ダルクに行くようになった。人にもあげたんですね。それ

もバレた。東京に置いとけないということで沖縄に行かされまし

た。沖縄ダルクに来て最初に感じたことは｢エライところに来

ちゃったな｣って。早くお金をためてさっさと逃げて帰ろうと

思ったんですけど、いくらかお金がたまると、ぼくはお酒が好き

だからお酒を飲んじゃうんですね。またやり直しです。 

最終的には沖縄ダルクに行って半年くらいのときに、東京から

覚せい剤を送ってもらって使った。仲間を巻き込んで手に入れさ

せて、ほとんどぼくが取り上げちゃったんだけど。それで底をつ
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きました。どうにもならなかったんですね。気持ちいいものでも

なんでもなく、最初から幻覚・妄想に追いかけ回されて、怖かっ

た。山の中をさまよって、死ぬような思いをして、警察に飛び込

んで。このままじゃ本当に死んじゃうとそのとき初めて思って、

生き延びたいと思った。ダルクに戻りました。ダルクで嘘をつい

たんです。「もう二度とやりませんから」って(笑)。言わないと
入れてくれないと思って。「一生懸命やりますから、もう一回や

らせてください」って言った。 

最終的には嘘が役に立ったのかも知れませんけれど（笑）、も

う一回、ダルクプログラムをやらせてもらえるようになって……

それで、みんなと一緒にミーティングに行くようになって、はじ

めて正直に話せるようになったんです、ミーティングで。それま

で僕、正直になんて話さなかった。自分しか知らないことを人に

正直に話すのはバカがすることだと思っていましたから。僕だけ

の秘密は僕だけのものって。話す必要もないと思っていたんです

が、どうやらそうじゃないようだ、と。よくなりたいと思ったと

きに周りを見て、どういう風によくなっているのかを見たら、話

しているんですよね、恥ずかしいこともなにもかも。「真似しよ

う」と素直に思ったんです。それが一年半、クスリを使いなが

ら、ダルクの中にいたときに教えてもらったことです。僕の意識

の中ではなく意識の外で、仲間たちが知らないうちに教えてくれ

たことで。そうやって身につけたことが、正直に話すことでし

た。正直に話している人は良くなっていく。新しい生き方、新し

い人生を歩んでいるような気がしたんですね。 

ミーティングに通うようになって、他の人たちは何をしている

んだろうと思ったら、黙想している人がいて、ステップ4を書い
ている人がいて、８，９ステップのリストをつけている人がい

る。とくに僕の目を引いたのは目をつぶってお祈りしている人

だった。「回復のために一生懸命やってます」っていう僕のイ

メージにピタっときた。真似しようと思って。これを真似すれ

ば、人によく思われるだろうと思って始めた（笑） 

ステップ１１をやるようになり、朝１時間から１時間半くらい

の黙想をするようになりました。ダルクの中にいるから、人の目

があるからやめるわけにいかなくて、結果的に続けられるように

なった。僕が続けたんじゃなくて、周りの目が続けさせてくれた

ことです。そういった意味ではダルクは役に立ちます。いつも監

視してますから。周りで見てますからね。自助グループとは違い

ます。みんなでよってたかってコントロールしますからね。自由

奔放だったら僕はこうはならなかった。スタッフが同じ依存症者

でありながら、現場監督のように監督する。なんてイヤなところ

だ、こんなイヤなところはないって（笑）。でもそれが役に立っ

て今のぼくがあるんですね。みんなにして頂いたことを僕も真似

しようと思うんですけれども、僕はなんか、人がよすぎるみたい

で。 

難しいですね。ダルクの中で生きていくというのは、僕には

（笑）。 

 

 

＜司会の質問＞ 

Q. トムさんにとって仲間とは？ 
 

仲間っていうのはすごい大切。自分の範囲を決めるものです。 

仲間は最初の時期、私たちを社会から遠ざけるものですね。

「私たちは薬物依存症です」という狭い世界にぎゅっと。だけど

私たちのは逆説のプログラムなんです。遠ざかったつもりが実は

近づいている。仲間の一人ひとりが、新たに社会に出て行くため

の、人と人との関係に戻っていくためのキーワードみたいなもの

だと思う。「カギ」っていうのかな。このカギをうまく使えば、

人と人との関係に全て生きてくる。 

決めつけちゃいけないんです、人を。「仲間はディファレント

（違い）」って言うんですが、いろんな人がいる。いつも決めつ

けてばかりいましたから、ひと全般をね。「こうだろう」「ああ

だろう」と。それを、そうじゃないって教えてくれたのも仲間で

す。使い捨てじゃなく、共にあるもの。一人の仲間との新しい出

会いによってそれが、一つひとつ増えていく。身近にいて、いい

意味でのやる気を与えてくれる人だけが僕の仲間だったんです、

長い間。でも、それだけじゃないんですね。そして、僕のケアを

しているのは僕自身だって思っていたんですが、違ったんです

ね。僕のケアをしてくれるのは、仲間。僕は、僕を取り巻く仲間

たちによって癒されるんです。 

 

Q. トムさんの回復のイメージを教えてください。 
 

回復は、ない（笑）。回復は、しないほうがいいんです。した

いと思うことが大事でね。「(回復)した」と自分が思うべきじゃ
ない。「したいな」と思ったときに、そこで初めて「じゃ、どう

すればいいか」ということになる。自分が行動していくことがで

きればいい。「回復したい」「そのためには、どうしたらい

い？」「ミーティングに行こう」「正直に話をしよう」「１２ス

テップを使おう」ということになる。 

僕にとっての不幸中の幸いは、物おぼえがすごく悪いというこ

とです。覚えることが出来ないから毎日、文献を読んでいます。

回復に必要なことは、僕のケースで言えば、絶えず目を向ける。

知ったと思わないこと。できたと思わないこと。できるとも思わ

ない。それは、自信がないとか自分を卑下することとは違うこと

です。いつも自分自身に対してクエスチョンを、自分に問うてい

る姿勢というのかな。いつも自分に聞いてあげる。「おい、お

前、大丈夫か？」って。「忘れてないか？」って。「相当、脳み

そイカレてるんだから、忘れちゃってないか？」ってね。ぼくは

朝、黙想するんです。「一人ではよくなれないから、自分だけの

力じゃ無理だから、助けてください」「力を貸してください、何

をすればいいんですか、感謝ですか、感謝しますから」って

（笑）「今日一日、生かしてください」ってね（笑）。 

回復は７年目までは反抗期だって、先行く仲間に言われたんで

す。いまクリーンが５年８ヶ月ですから、ガンガン反抗していき

たいですね（笑）。反抗期を楽しんで、自分のことを愛して、大

事にして。人のことを大事にできないんですよ、僕。自分のこと

を大事にしないから。だから自分を大事にするクセをつけて、大

きな目標としては、人のことも大事にできるようにしたいです

ね。 
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 アパリ連続講座「薬物依存からの回復」は、毎週火曜日 

午後6時から8時まで、東京・上野の日本ダルクミーティン 
グルームで開催しています。 

 毎月第三週火曜日は、12Stepsプログラムによるアディク 
ションからの回復者をゲストに呼び体験談を語って頂いて 

おります。波乱万丈の回復人生を送ってきた「先行く仲間 

たち」の話は、涙や笑い、示唆や癒しに満ちていて、今悩 

みの真っ只中にいる人たちに、今日一日を生き抜く励まし 

と力を与えてくれます。 

  体験談は「日本アディクト烈伝」というタイトルで、フェ 

 ローシップ・ニュースの誌面にご紹介していく予定です。 

編集部より 
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  アウェイクニングハウス訪問 

       アパリの仲間たち、お元気ですか 
                        西山明（ジャーナリスト）  

 八高線藤岡駅からスタッフの車に乗って約３０分。途中広

がる景色は実に美しい。４月下旬、山々の新緑は萌え山桜の

花びらがまだ残る。夏にはアパリの入寮者が泳ぐという鮎川

の渓流も輝く。九十九折りを上っていくと森の向こうに４階

建てのハウスがある。出迎えは沖縄の入寮者が置いていった

という黒い犬２匹の激しく吠える声。今、入寮者は２０数

人。かなり増えているという。 

 拘置所に収監されている１７歳の被告がなぜ殺人事件を起

こさねばならなかったのか、私は取材をしながら考えてい

る。その少年は親からの暴力にさられてシンナーも吸ってい

た。同じような歩みをしながら回復への道をたどっているア

パリの入寮者やスタッフと出会えば、「なぜ」という疑問の

鍵穴を探し当てることができるかもしれないという思いもあ

り訪ねた。それにこの日、友人の東京本部スタッフ、シゲヤ

が仮釈放の満期を迎えて「自由」の身になる。そのお祝いの

言葉をかけたかった。 

 ここは元々ホテルだった。施設長の岸本純孝さんは「来た

ばかりのとき、ここはお化け屋敷だった」と苦笑する。１９

９９年、ダルクのメンバーだった岸本さんら４人が廃屋同然

のホテルに掃除に来た。ネズミが走り回りカメムシが壁や

カーテンにへばりつく。暖房もない真冬の寒さに震えながら

今のような寮の形に改装してきた。共同作業は大変だったに

違いない。ここで「他人を変えようとすることの無力」を学

んだという哲学の背景には日々の作業や入寮者との付き合い

で数多くの失敗を繰り返した経験がある。 

 土曜日午後、食堂には何人かがコーヒーを飲みおしゃべり

を楽しんだり、勝手にパンをトーストして黙々食べたりして

いる。矯正施設を出所してふらりとやってきた５０代半ばの

ジイ。親がインターネットでアパリを知り無理やり送り込ま

れたという１０代の覚せい剤依存者。何度も「脱走」を試み

ては山道を舞い戻ってきた若者。世間の厄介者扱いされて踏

みつぶされてきたと思い煩い自らを傷つけてきた。「みんな

壊れ方が半端じゃない」と笑い合うが、どこか周囲に適応す

るのが難しそうな正直でやさしすぎる人々だ。 

 しかし時には暴力が噴き出る場面もある。何度もふらふら

と街に出て行き結局自殺したケースもある。見守るスタッフ

の中にも入寮者とどう接していいか分からず長期間、部屋に

引きこもった者もいる。殴られてけがをしたこともある。入

寮者もスタッフもお互いが薬物依存から回復、自立しようと

する途上にある。樹木の幹は曲がりくねり味わいが出るよう

に人間だって回り道をして奥行きが出るというものだ。 

「ここで働いてみようと思ったことの一つにはこの景色があ

るんですよ」 

 こう言ってシゲヤが案内してくれたのはハウスの屋上。あ

かね色の下を吹き渡る風を胸いっぱい吸い込んでみる。夕暮

れ時、周りの新緑の山並みと対峙する自分の姿がもの悲しく

思える。遠く高崎の街の灯りがぽつりぽつりともる。人里離

れた施設は自分の生活を見つめ直すのには最適な位置にある

のかもしれない。 

 入寮者たちがこしらえた夕食を食堂でご馳走になった。目

の前の入寮者が「当たり前に食べる食事がこんなにおいしく

感じたことはないよ」と語りかけてきた。基本的な日常生活

を送ることも回復に向けた手助けになる。夜７時から全員参

加のミーティングが始まった。自分のことを見詰めて語るの

を１時間半、じっと耳を傾ける。言葉多く語る者、言葉少な

い者。自らの言葉を探す者、紋切り型の言葉になってしまう

者。回復のステップはまちまちだから流れは行きつ戻りつす

る。ただそれぞれのつぶやきはミーティングの輪の中空に集

積されてゆくのだな、と思う。ミーティング終了後、泊めて

もらった客室に数人のスタッフや入寮者が集まってシゲヤの

お祝い。ジイらが用意した冷奴がテーブルの上に載った。

真っ白い豆腐の四隅の角をシゲヤが崩して口に運ぶと、みん

なで拍手。「これで社会的には自由になった。いい笑顔に

なったね」と声を掛けた。一緒に豆腐をいただく。美味し

い。ここでは、仲間に助けられながら「信頼とは何か」を学

び回復への営みが積み重ねられていく。 

                      （西山明） 

△アパリ藤岡研究センターの食堂にて入寮者に囲まれて（2003年4月） 
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 サルでもわかるアディクション講座   
                   （第５回） とらわれ 
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トルルルルルル……ガチャ 

 
相談員  はい、アパリです 

サル  ……… 

相談員  もしもし？ どなたですか？ 

サル  ……ぼ、ボクはもういいい生きていけません、もう、

もういいんだ信じたボクがバカだったんだ！！ 

相談員  サルさんじゃないですか、いったい何があったんで

すか？ 

サル  うるせえ！ 何だいみんなでバカにしやがって……お

前もどうせそうだ、そうなんだろう、ええ？！ 分かってるん

だぞボクには！ 

相談員  どうしたんですか？ 何がわかっちゃったんです

か？ 

サル  お前らヤク中に何も言われるすじあいはねえんだ！ 

ボクはひとりで生きていくんだああああーっ 

相談員  仲間と、何かあったんですね？ 

サル  （ギクっ）……何で相談員さんにはいつもボクのこと

がお見通し…見通し……み、みみみ見えるのかお前には……ど

うせ口裏合わせてんだ…みんなで、みんなでグルになってボク

を… 

相談員  バカにされているように感じる？ 

サル  感じるんじゃなくてそうなんですよ。だってあのとき

あいつ……ボクのほうをすごくイヤな顔で見てたじゃない

かっ！……それに！ 

相談員  それに？ 

サル  それにミーティング中、ボクの前で２度も鼻をかんだ

んだ……そんなにクサイって言いたいのか！ ア、アレル

ギー…サル毛アレルギーだってアピールしたいのかっ！ どっ

ちだどっちなんだ！ ウキキキー！ 

相談員  う、う～ん…？ 

サル  そいつの隣には女の子が座っていたんだ。ボクの隣り

はおじさんばっかりなのに……毛深い野郎はいまどきモテな

いって今頃、笑ってるに違いないんだ……いまに見てろ、ボク

が本気で猿回し界に返り咲けば、ボクはアイドルなんだ

ぞ！……（ぼそっと）子供たちの、だけど。ちくしょう……ど

うせ…どうせボクは…… 

相談員  ……なるほど。サルさんは、とらわれてしまったん

ですね。 

サル  とらわれ……冗談じゃない！ ボクはもう檻の中のサ

ルじゃないんだー！ウキキーッどいつもこいつもボクをサルだ

と思ってバカにしやがって！ 

相談員  ちょっと待ってくださいよ。サルさん、どうしてそ

う思ったんですか？ 

サル  相談員さんボクのことを……とらわれのサルだと今

言ったじゃないかっ！ 

相談員  少なくとも僕はそういう意味で言ったんじゃありま

せんよ。 

サル  えっ？ 

相談員  サルさんがとらわれているのは警察でも動物園でも

なく、その仲間のしぐさに、サルさんの心がとらわれているん

ですよ。 

サル  心が？ 

相談員  仲間に直接、聞いてみたらどうですか？  

サル  えっ……聞けるわけないじゃないですか……だってそ

の仲間は、毛深くてクサいボクのことが嫌いで… 

相談員  ああそうか、本当はその人と仲良くなりたいんだ！ 

サル  ……えっ？ イヤだ、あんな奴！ だいっきらいだ！ 

相談員  サルさん、本当は寂しいんですよね？ みんなと仲

良くなりたいのに、 

サル  そ、そそそんなことないない！ ボクは孤独な一匹ザ

ル！ 男は黙ってサッ○ロビール、背中の哀愁に女の子泣かせ

ちゃったりなんかするのが本当のボクなんだっ！ 誰もそんな

ボクを理解しちゃあくれない、ボクはそんなタフな世界で生き

抜くのさ……ボクってば罪作りな奴なのさ、フッ… 

相談員  ははは！ サルさん面白いこと言いますね！ 

サル  笑うところじゃなーいっ！ ウッキキキキー！ 

相談員  ごめんごめん、あははは。だってサルさん、寂しさ

丸出しなんだもん。素直に言えばいいのに。友達になりたいん

だって。 
サル  ……（ミーティングが終わり、喫煙所でタバコ吸いな

がら談笑する仲間たちの輪に入れない自分の姿を思い出してい

る）だって…だってボクは…… 

相談員  カッコつけたい自分と、ひとりぼっちに感じる自分

とがいること、僕にはとってもよくわかりますよ。僕もそうだ

から。 

サル  ボクどうしたらいいんだろう……エステに行って永久

脱毛とかって高いんでしょう？ 新宿二丁目に行ってカラダで

も売って…ボ、ボクなんて誰も買ってくれない～ウキキー！ 

相談員  「サルだから嫌われる」じゃなくて、「仲良くなり

たい」って気持ちに、正直になるんですよ。サルさんから「こ

んにちは」って話しかけてみればいいんだ。もし話しかけてほ

しいって思ってるんならね。 

サル  でっできないですよ！ 恥ずかしくて怖くて……ボク

はその仲間には嫌われたくないんだ……もし、もし嫌いだって

言われたらボク…イヤだこんなカッコ悪いボクを見せたら、

きっと嫌われちゃうよ…… 
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  構  成  ：ちえぞう 

 アドバイザー ：プーさん・シゲヤ 

相談員  サルさんって素直でいいなあ、僕は好きですよ。

じゃあ、そういう気持ち、ミーティングで話してみたらいい

じゃない。 

サル  素直で…いいんだ……？ 

相談員  そうそう。 

サル  でもボクは……も、もういいです。こんなボクの電話

につきあわせてごめんなさい。もう、切りますね（ガチャッと

いきなり切る） 

相談員  もしもし？…もしもし？ 

（電話切ってから） 

サル  ああ…ボク、タバコ吸ってみようかなあ…… 
 
～翌日～ 

トルルルルル……ガチャ 

 
サル  もしもし、サルです。アディクトのサルです。 

相談員  はい、サル。 

サル  ウキキキー！ ボクは世界に祝福されているんだー！ 

相談員さんありがとうー！ 

相談員  早いですね（苦笑）、うまくいったみたいですね？ 

サル  そうなんです！ ミーティングのあとで、やっぱり話

しかけられなかったんだけど、なんだか仲間の方は普通に話し

かけてきてくれたんです……嫌われてるなんてボクの思いすご

しだったんですね！ 

相談員  そうだったんですかー 

サル  その仲間は風邪ひいてたんだって！ 熱はあるのに金

はなくてもう倒れそうで、あのときはボクのことなんて見てな

かったって、言ってました！ 仲間をいたわることなんて考え

もつかなかった、ボクはほんとにバカですね！  

相談員  そんなものなんですよね。とらわれって本当にやっ

かいなんですよね 
サル  それにね！ ボクの隣りに、女の子が座ったんです！ 

相談員  それはよかった（苦笑） 

サル  「はじめまして」って握手されちゃった！ メールア

ドレスも聞けちゃいました！ ボク、ケータイもパソコンも

持ってないんですけどね！ 人生バラ色ってこういうことなん

だな！ ウッキキキー♪ 

相談員  よかったですね……新たなとらわれになんなきゃい

いけど。 

サル  えっ何か言いました？ とにかく相談員さんありがと

うウキキー！ 

相談員  こちらこそ楽しいお話をありがとう。またお電話く

ださいね。 

               ～～～第５回 終～～～ 

 

※編集部注：実はサル、ミーティングではまだゼンゼン正直に

話せていない。サルに回復はあるのか？！ 

▽緊急援助金のお願い▽ 
 

 NPO法人アジア太平洋地域アディクション研究所（アパリ）は薬物・アルコール依存症などアディクションからの回復に取り
組んでいる仲間たちを支援するために結成された非営利団体です。公的援助が一切もらえず、わずかな寄付や民間助成金で運営

しているため、事務所はいつも閉鎖の危機に迫られています。 

 ＮＰＯ法人アパリの活動を支えるために 

緊急援助金の寄付、アパリ会員への入会、またはフェローシップ・ニュース購読料支払のご協力を 
よろしくお願い申し上げます。 

 

＜緊急援助金の寄付＞ 
  口座番号【00160-7-136870 アパリ東京総本部】 振替用紙に「アパリ緊急援助金」とご記入をお願いします。 
＜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。 
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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 

◎第６回 「ペット・サウンズ」 

 

▽犬に聞かせる？ 

 １９６６年１月、日本は米国の大物ロックグループ、ビーチ・

ボーイズの初上陸で沸いた。当時国内で人気絶頂だったスパイ

ダーズ、田辺昭知を前座に従えて、東京・渋谷公会堂を始め大

阪、名古屋、福岡など全国９都市でスペクタクルなハーモニーが

響いた。２週間強の日本滞在中、彼らは京都の東映太秦映画村を

訪ね、サムライ姿で記念撮影したり、日比谷で００７シリーズの

最新作「サンダーボール作戦」を見たりして、楽しんだらしい。 

 来日メンバーは、マイク・ラブ（ヴォーカル）、デニス・ウィ

ルソン（ヴォーカル、ドラムス）、カール・ウィルソン（ヴォー

カル、ギター）、アル・ジャーディン（ヴォーカル、ギター）、

ブルース・ジョンストン（ヴォーカル、ギター）。 

 リーダー、ブライアン・ウィルソンの姿はそこになかった。 

 彼は、ただ一人カリフォルニアに残り、レコーディングに没頭

していた。ピアノを弾きながら頭に浮かぶメロディーを書きと

め、コピーライターのトニー・アッシャーに歌詞を委ね、２０人

以上の西海岸の腕利きミュージシャンを指揮してバックトラック

を録音した。 

 ある日、彼はベネジェリンという占星術師を訪ねた。ベネジェ

リンはブライアンの目をじっと見つめてから「今着手しているプ

ロジェクトがどんなものであろうと、それはあなたの予想をはる

かに超えたものになるでしょう。非常にアグレッシブでスピリ

チュアルなパワーがあなたから発散されているのを感じます」と

告げた。 

 セッションは４月初旬に終了。日本から戻ったメンバーは、楽

器を演奏する必要がなく、すでに完成されていたトラックにハー

モニーを加えるだけでよかった。そこにあったのは「浜辺と車と

女の子」というヒットソングの方程式を破って新境地を開拓して

いた前年のシングル「リトル・ガール・アイ・ワンス・ニュー」

の世界をさらに突き進めた世界。弟デニスはリプレイを聞き、思

わず「チクショー、いいじゃないか！」と叫んだ。一方、ティー

ンをターゲットにしたサーフィンとホットロッド路線を好んだマ

イクはアルバムの内容に戸惑い、ブライアンに「犬にでも聞かせ

るのか」と迫る。そこからヒント得てアルバム名は「ペット・サ

ウンズ」となり、５月に発売された。 

 

▽成長するってこと 

 ＬＰ「ペット・サウンズ」はブライアンが「ビーチ・ボーイズ

の、というよりは、僕自身の最高傑作だ」と語っているように、

ブライアン個人の色が濃い。 

 一つ一つのナンバーが２３歳の彼の分身となり、複雑な内面を

リアリティを持って表現している。成功によって得た孤独と不

安、無垢だった少年時代への憧れ、恋人や友人に真の理解を求め

る切迫感。それらを歌詞に落とし、キャッチーで胸がキュンとす

るかわいらしいメロディーで包み、きめ細かい演奏の音の粒子

が、聞く者をフワリと浮遊感させ、カラフルな残像を心に焼き付

ける。 

 もっとも有名なナンバーは、ブライアンが「最も自信と自負を

感じていた」と語り、ポール・マッカートニーが「ポップスの最

高傑作」と評する「神のみぞ知る」だろう。ファンファーレのよ

うな高らかな前奏に続いて、とろけるようなカールのヴォーカル

が「僕は永遠には君を愛せないかもしれない」と切り出す。お

やっと思うと、続いて「でも星が君の頭上に輝くかぎり、心配す

ることはない」と打ち明け「君がいなけりゃどうなるか、神だけ

が知っているんだ」とくくる。 

 冷えた心を開かせ、温もりを注ぎ入れてくれる名曲だ。これは

「神」という言葉が入った最初のポップソングという。ブライア

ンは罰当たりになることを恐れたが、トニーが「アートは本来、

妥協すべきものではない」と説き伏せ、無事日の目を見た。 

 Ｂ面のラストをしめる「キャロライン・ノー」は、ブライアン

が高校時代に想いを寄せていたクラスメイトの女性キャロル・マ

ウンテンのことを歌う。自慢のきれいな長い髪をばっさり切って

しまった女の子。椰子の実を叩いたような、さびしげなパーカッ

ションの後、「あの髪はどこへいったの。駄目だよ、キャロライ

ン…」としっとりした歌声で訴える。 

 ブライアンが遠く淡い片思いの記憶を話して「もし、今、彼女

に会ったら『あれ、何かをなくしている』と思うだろうな。成長

するってことは何かをなくすことだから」とため息をついたこと

で、トニーが作詞の着想を得たという。 

 この曲は最後、つまりＬＰの終わりには、どういうわけか、踏

み切りを通過する列車の音と犬のけたたましい鳴き声が入る。何

を意味するのだろう。ブライアンの妻、マリリンは完成した

「ペット・サウンズ」を聞いて泣き出し「あの汽車の背後に僕が

感じられる？」と尋ねたブライアンに「ええ、でも消えていく

わ」と答えたという。私にはそれは大人になってしまった男の目

に映る都会の光景の象徴に聞こえる。 

 派手ではないが、村上春樹、山下達郎ら日本のビーチボーイズ

ファンにとりわけ人気が高いナンバーだ。その無常観が日本人の

心に響きやすいのかもしれない。 

 

▽心に刺さった「痛み」 

 「ペット・サウンズ」は今でこそロック・ポップスの最高峰と

評価する人が多いが、発表当時からビビッドに反応が出たわけで

はなく、全米チャートでも最高位１０位と、それまでの成績から
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神無月才生の好評連載 

△ペットサウンズセッションのブライアン・ウィルソン   
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見れば大きな商業的成功を収めずに終わった。 

 「さあ、聞くぞ」と意気込んでステレオに向かえば、いつでも

答を出してくれるような、親切さはない。アルバムの持つ独自の

フィーリングがその人の心の風景と重なったとき、突然心に刺さ

り、「痛み」を共有する。感動はじわりと熱を帯びたまま翌日も

続く、そんなアルバムだと思う。 

 私も「分かった」と思えるまでに時間が掛かった。 

 心の中に光が灯ったときのことはよく覚えている。仕事中にい

われのない誤解から上司に怒鳴られ、会社をやめようかとフラフ

ラになって帰った深夜。何となく穏やかなムードの音楽が聞きた

くて「ペット・サウンズ」のＣＤを手に取った。すでに十数回は

聞いていたと思うが、それまでは、どうってことのない１枚だっ

た。その日「スループ・ジョン・Ｂ」を耳にして、ひょっとして

このドラムスの展開はすごいのではないかと思い、初めから聞き

直した。 

 「僕を信じて」でボーイズの声が奏でる圧倒的で絶対的な音の

ビッグウェーブ。インストゥルメンタル「少しの間」が呼び起こ

す、ゆっくりと洞窟の中を歩くような静寂。ティンパニーが耳の

奥の何かとシンクロして、微風が湖面を洗うような安らぎを覚え

る。 

 終盤の曲「駄目な僕」で、心が弾けた。「僕はこの時代に合っ

てないんだ」と、語るように切々と吟じるブライアンの声。マリ

リンのように泣いたりはできなかったが、私は静かに闇から戻っ

た。 

 このマスターピースを完成させるのに、ブライアンはどれほど

自らを消耗させたのだろうか。デビューから５年、アルバムジャ

ケットに登場するたび、ブライアンは見違えるほどに太っていっ

た。プレッシャーから逃げ、音楽に集中するために常用していた

マリファナ、ＬＳＤ、覚せい剤はどう影響していくのか。 

 次回からは、ブライアンが「ペット・サウンズ」を超えるべ

く、全身全霊を打ち込んだ「スマイル」プロジェクトをひも解い

ていこう。 

＜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）  

△ 左からカール、ブライアン、デニス、マイク、アル 

（１９６６年撮影）  

 

薬物問題でお悩みの家族、本人、関係者の方々へ 
 

アジア太平洋地域アディクション研究所（アパリ）では、来所相談を常時受け付けています。 

電話でご予約の上、お気軽に御来所下さい。 

 

 

 ＜連絡先＞ 

 アパリ東京本部 

 〒110-0015  

  東京都台東区東上野6－21－8 

  サニーハイツ東上野１Ｆ 

  電話番号 03-3844-4777 

  Ｆ Ａ Ｘ 03-3844-4799 

  Email  apari@tokyo.email.ne.jp 

  http://www.ne.jp/asahi/npo/apari/ 
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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2594番地 

 電話 0274-28-0311 FAX 0274-28-0313 


