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一挙掲載！

2003年8月1日

ＮＡ50周年コンベンション参加者の日記を極秘入手！

フェローシップ・ニュース編集部ではこのほど、アメリカ・サンディエゴで7月に開催されたＮＡワールド・コンベンションに
参加した、回復の遅れているある日本人メンバーの日記を入手した。本人の人権に一切配慮せず、ここに全文を公開する。

３０日 サンタモニカ着。
アメリカは、学生のときにニューヨー
クやマイアミに行ったきり。あの頃はク
スリを散々に使っていた。懐かしいよう
な、怖いような、不思議な感じだ。
今回のコンベンションは、東京Dの施設
スタッフや、支援センターの人たちと同
行しているから、仕事気分が抜けない。
正直言って少し気疲れする。
沢山の人たちに囲まれるとあいかわら
ず孤独癖が出る。成田空港では大ヒン
シュクを買った。日本のNAメンバーは施
設のスタッフばっかりだ。施設に入寮し
たことがない僕は、疎外感を感じてしま
う。なんだか息苦しくなってヘッドホン
で音楽を聴きながら北ウィングの売店周
辺をフラフラしていた。スポンサーは、
僕がいなくなったと知って「あいつ具合
悪そうやったから、帰ってしもたんやな
いか？」と思ったらしい。テンパって、
空港中に放送を流して僕を探した。ヘッ
ドホンをしている僕に聞こえるわけがな
い。みんなのところに戻ったら、スポン
サーに怒られたのなんの……。マジで帰ろうかと思った。
飛行機の中では、スポンサーと席が隣合わせだった。実を言うと今
回、サンディエゴ行きを決意する寸前まで、僕は、何もかも投げ出し
たい気分になっていた。「薬物依存症」「回復支援」「１２ステッ
プ」「ミーティング」……何もかも、クソ食らえという気分だった。
機内で、そんな思いをスポンサーにずっと吐き出し続けた。スポン
サーは黙ってずっと聞いてくれた。
サンタモニカで、夕焼けの海岸線を歩いた。なんてバタ臭い街だろ
うと思っていたが、海はよかった。久しぶりに水平線を見た。オレン
ジ色に染まった空にカモメが漂っていた。
支援センターの精神科医のI先生と話した。「回復なんて僕はしたく
ないですよ。努力して頑張って到達して、しかもそれを維持していか
ねばならない……それが回復なら、僕はもう、うんざりだ」I先生は僕
の顔を見て、静かに微笑んでこう言った。「回復が到達点だと思った
ら、苦しいね。なんとなく楽になれたら、それが回復なんだけどね」
……ちきしょー、このセンセイも俺のこと、病気ふけえ奴とか思って

んだろうなあ……
ざらざらした感情を胸に押し込めながら、夜のショッピングモール
をスポンサーと歩く。大道芸人たちが芸を披露している。スキンヘッ
ドのスポンサーの姿が、街の中に溶け込んで違和感がない。この人
も、日本では生きづらさを感じているアディクトなんだなあ…と、見
慣れたはずのスポンサーのヤカン頭をしげしげと眺めた。

１日

アミティ見学

早起きして、朝の海岸線を散歩した。はるか続く砂浜に、白い波が
砕けている。大きな車輪の青いトレーラーがボードを引っ張って砂浜
をならしている。タンクトップにホットパンツ姿でジョギングする
L.A.娘。頭まで毛布をかぶって寝そべっている年老いた浮浪者。ポッ
プ・アートのような海岸の風景の中に、はじけるような健康と、救い
ようのない宿痾が点在している……自由の国、アメリカ。
アミティという施設を見学した。刑務所に服役していた連中がミー
ティングで回復して社会復帰していく。ボブ・サップみたいなゴツい
黒人たちが波乱万丈の体験談をしてくれた。「ここに来るまで、生き
るということがどういうことか分からなかった……」両親が殺人で服
役していて、銃で１６回撃たれたという元ギャングのゲーリー。満面
の笑顔だ。刑務所に４年ほど服役し相当に苦しい思いをしてきたつも
りの僕なんかヒヨッコもいいところだ。アミティのプログラムは仲間
同士の感情に徹底して踏み込み、孤独や狂気からの解放を目指す。
「僕は仲間といてもどうしても楽になれない。一人になりたくな
る……」昼飯のメキシコ料理を食べながらスタッフのマークにこぼし
た。首ほどあるような太い腕で僕を抱いてマークが笑った。「うちに
来いよ。一人になんかさせないぜ」。

△アミティのミーティング風景と施設の外観

ハリウッドのR&Bクラブに踊りに行こうと言っていたのに、夜に
なったらスポンサーが疲れでダウン。タクシーを拾って一人でハリ
ウッドへ。ストーンズやジョニー・ウィンターがプレイしたという
「ウィスキー・ア・ゴー・ゴー」に入る。嬌声と騒音。酒と体臭。マ
リファナの香り。ガキばかりだ。ノン・アルコールでは耐えられな
い。具合が悪くなって退出した。
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もう俺、遊べないんだな…。さびしさが、背中に貼りつく。
帰りのタクシーは、気のいい運ちゃんだった。メーターを倒さずに、
に、ビバリーヒルズの大邸宅街をドライヴしてくれた。要塞のような
家、プールつきの庭、ロールスロイス。運ちゃんと、幸福について話し
た。
「金は、すこし足りないくらいが丁度いいよ」。酒好きだという運
ちゃんが、そう言った。仲間だと思った。

２日

ハイウェイで事故
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予定していたサンセット・クルーズには間に合わず。ショッピン
グ・センターを一人で歩く。このGジャン、あいつに似合うだろう
か……。

３日

コンベンション初日

コンベンション・センターはファンキーな外人ですでに一杯だ。
ウィンク、目配せ、身振り手振り、足ふり腰ふり、ハグの嵐。温かい
笑顔、嬉しそうな笑顔、幸福そうな笑顔。黒人の太ったおばさんにハ
グされて窒息しそうになる。

早朝。運転疲れでダウンしているスポンサーの腰を揉まされる。トド
ドかクジラをマッサージしているようだ。ああ、悲しきスポンサーシッ
プ……

「やっぱりアメリカって、ノリのいい外人ばっかりですねえ……」

ターザンナ・トリートメント・センターを見学。パーソナル・ディス
スオーダーなどの重複障害を持つクライアントをどう処遇するか。カリ
フォルニア最大の医療モデルの施設に学ぶ、ということらしい。

レセプションに申し込み、マーチャンダイズで買い物。狙っていた
格好いいタンクトッ
プはあっという間に
売り切れてしまっ
た。

しかし、金の掛かった立派な建物に入るなり具合が悪くなる。待合室
室に並ぶ「患者」たちの怯えきった表情。虚構の匂いを感じる。昨日出
会ったアミティの仲間たちの笑顔となぜ、こうも違う？ 専門家たちが
アディクトを怯えさせる、その構図は、日本もアメリカも変わらないの
か。先生方、なぜ仲間たちを「患者」と呼ぶんですか？ そうだ、アミ
ティでは「学生」と呼んでいたじゃないか。
昼飯は豪華なサンドイッチ、パスタ、フルーツ、ケーキに紅茶、コー
コーヒーにジュース。バイキング風の上品なランチ。ジェントルな「お
もてなし」。そこで過食して、トイレで吐いていたのは僕です。ごめん
なさい……ナニやってんだか。
サンディエゴへ向かう途中、ハイウェイで玉突き事故を起こした。突
突然、前の車が追突して止まり、僕たちが分乗していた２台のレンタ
カーがそこへ突っ込んだ。幸いけが人はなし。ハイウェイ・パトロール
の警官たちが次々に駆けつけてくる。映画「マイアミ・ヴァイス」のな
かのワンシーンのようだった。
レンタカーを運転していた東京Dのスタッフ二人、テンパるのなん
のって……。スポンサーのやかん頭からはシューシュー湯気が出てい
た。しかし、ふと気づくと、僕らのツアーのメンバーには医師２人、看
護婦１人、心理カウンセラー１人、弁護士１人。支援センターの方々の
肩書きの豪華さたるや……しかも心理のTさんはボストンでMAを取っ
たバイリンガル。流暢な英語で事後処理をこなしてくれた（Tさん、ホ
ントご苦労様！）。
「ロスのハイウェイで事故なんて、なかなかできるもんやないなあ」
あ」
「俺、このメンツじゃなかったら車置いて、走って逃げてたよ」

「お前な、アメリカきたら俺らが外人なんやでえ」
「ああ、そうか……」

時差ぼけが出て、
どうも頭がだるい。
スポンサーと二
人、夕刻のヨット・
ハーバーで開かれた
屋外ライブに行く。
ひげ面の太ったボー
ボーカルがめちゃ渋い
ブルース・バンド。踊
り狂う女性のサキソ
フォン。黒人のブルー
ス・ママが唸るように
「サマータイム」を唄
う。名古屋の女性メン
バー２人と合流。スポンサーと４人で、弾けたように踊る。スポン
サーのリズム感がけっこう良くて驚く。さすが、この人、ただのタコ
じゃない…
夜は、コンベンション・ホールでメイン・ミーティング。何万人と
いうアディクトが集まったホールの熱気はものすごい。NAに救われ、
NAの普及に人生を賭けてきたオールド・タイマーたちの涙混じりの語
りに、張り詰めていた緊張が少しずつほどけていく。
「命のリレー」。僕を助けてくれた日本のオールド・タイマー、ブ
ルートが教えてくれた言葉の意味をかみしめる。

「俺もや、俺もや…」
と、運転していたDのスタッフたち。この発想、さすがヤク中であ
る。

４日

わたしは泣きます！

ライヴつきの朝食。「どんなアーチストがくるのかな」と、寝ぼけ
眼でぼんやり見ていたら、なんとなくみすぼらしい風体の、ひげも
じゃの黒人シンガーがステージに現れて、アコースティック・ギター
をかき鳴らし始めた。
へえ。リッチー・へヴンズみたいなギターだな。そう思って目を凝
らして、腰を抜かした。
リ…、リ…、リッチー・へヴンズ、本人じゃないか！
あのリッチー・へヴンズが、ウッド・ストックで何十万人という
ヒッピーたちを熱狂させたリッチー・へヴンズが、僕の目の前で「フ
リーダム」を歌っている！ な、な、涙が！ 涙が止まらない！
わけがわからなくなりそうな興奮を抑えつつ、会場を出ると、世界
中からぞくぞくとメンバーたちが集まり、こぼれんばかりの笑顔でお
互いの回復を祝福しあっている。新しい生き方……そんな言葉がふ
と、頭に響いてくる。
夜のメイン・ミーティングでは、NAの普及に貢献した各国のメン
バーたちが集まってオープン・スピーカーズ・ミーティングが開かれ
た。日本からの出席は、われらがブルート……「ひげのおじさん」で
ある。
△飛び入りで登場した伝説のミュージシャン、リッチー・ヘヴンズ
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△Ｒ＆Ｂの王様B・B・キングのギター・セッション
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英語ミーティングに挑戦

……といっても、４日の続きだが。深夜（早朝？）、ハイアット・
ホテルの一室で開かれているフルタイムのマラソン・ミーティング
（コンベンションの期間中、２４時間休みなく続けられているミー
ティング）に、先行く仲間のヒロさんが連れていってくれた。
午前２時過ぎ、ミーティング・ルームには２００人くらいのメン
バーが集まっていた。下手くそな英語だが、なんとか僕もシェアした
い。話し出すタイミングを計る。しかし、話せない。……は、はや
い！ 誰かが話し終わると同時に、もう次の人が話し出す。とても
じゃないが入っていけない。「次こそ話すぞ」「次こそ」……冷や汗
をかきながらリキむのだが、だめだ。気付くと一時間半も経ってい
る。生まれて初めてミーティングに出たときの緊張感……いや、それ
以上だ！
「日本から来たアディクトなんだが……英語が下手くそだし、勇気
がなくて、シェアできない。２時間頑張ったが、ダメだ。残念だけ
ど、帰るよ……」
隣の席に、優しそうな白髪のお爺さんが座っていたので、そうこぼ
した。本当に帰るつもりだったのだ。すると、そのお爺さんはにっこ
り笑って立ち上がり、女性の司会者の方に行ってなにやら話し始め
た。
「みなさん時間を下さい。日本からの仲間のシェアリングを聞きま
しょう！」
司会の女性とお爺さんが、こっちを向いて微笑んだ。
刑務所で苦しんだこと。気が狂いそうになったこと。NAに出会って
も、NAがなかなか好きになれなかったこと。ミーティングが嫌いで、
スポンサーが嫌いで、先行く仲間が嫌いで、回復なんてクソ食らえだ
と思っていたこと。スポンサーにそれを訴え続けたら「分かった分
かった、好きにせえ。せやけどその前に、サンディエゴは一緒に行こ
うや」そんな風になだめすかされてコンベンションに連れてこられた
こと。サンディエゴで世界中の仲間に出会い、海と空と音楽を楽し
み、自分のなかの何かが音を立てて崩れつつある……とにかく今は、
ハイヤーパワーとスポンサーに感謝していること。日本に帰ったらプ
ログラムをやろう……そんな気持ちになってきていること。
たどたどしい英語で、なんとか話した。全身、汗みずくになってい
た。
割れんばかりの拍手とハグ、ハグ、ハグ……。涙だか汗だか、分か
らない。ヒロさんも心から祝福してくれた。ヒロさん、本当にありが
とう！
ホテルで仮眠したあと、アジア・パシフィック・フォーラムのオー
プン・スピーカーズ・ミーティングに出席。日本の女性の先行く仲
間、ハルエのスピーチを聞いた。涙と笑いに満ちたの正直なストー
リーに、会場のメンバーたちはまたしても総立ちで拍手を送ってい
た。客席から大きく手を振ると、ステージの上のハルエがにっこり
笑って手を振ってくれた。なんてかわいらしい人だろう。この人の笑
顔に、僕たちはどれだけ癒されてきたことだろう。

せたあと、マイクに向かって叫ぶ。「俺もアディクトだ！ クリーン
６ヶ月だ！」会場は割れんばかりの大歓声。そしてステージには、
な・な・なんとDr.Johnまで飛び込んできた。Dr.Johnの首には、僕たち
と同じコンベンション参加者のネーム・カードが下がっている。
ニュー・オリンズのR&Bシーンで大暴れしてきた風雲児、Dr.Johnも
NAで回復してきたのだ……地響きのようなB・B・キングのボーカ
ル、Dr.Johnの狂ったオルガン、ダブル・トラブルの切り裂くようなギ
ター……なんというファンキーな夜！ 気づいたら席を離れて、ス
テージのまん前で踊り狂っていた。

６日

仲間に伝えよう……

「沢山のアディクトがいて、沢山の人生がある。人生のさまざまな
局面で、私たちアディクトには、いろいろと失われたこと、傷ついた
こと、奪われたことがあった。でも、回復っていうのは頑張って、失
われたものを奪い返すことじゃない。歯を食いしばってどこかにたど
り着き、それを死守することでもない。人生の課程でNAという祝福さ
れたプログラムにめぐり合い、プログラムによって自然に、失われた
ものが補われていく。自然に……回復っていうのは、それだけのこと
なんだ。私たちにとって、まったく自然なことなんだ」
５日のマラソン・ミーティングで、僕をシェアに導いてくれた老人
が、自分のシェアのなかでそう語っていたのを思い出した。
ヒロさんの話では、あの老人はソーバー３３年、アメリカのNA創設
の頃から関わっている古いメンバーで、あの会場にいたメンバーたち
から尊敬されていた人だったのだそうだ……たまたま横にいたお爺さ
んだと思っていたのに。さすが本国のNA。ふところが深い。
帰りのハイウェイは僕が運転した。スポンサーも、支援センターの
看護婦Mさん、ワーカーのEさんも、熟睡している。みんな、コンベン
ションの日々でスパークし切ったという表情だ。アディクトも、健常
者もないじゃないか。みんな日本で、今日一日を生きることに喜び、
哀しみ、いたみを抱え……そしてNAに関わることで癒され、明日を生
きていこうとしている。そんなことを考えていた。
コンベンションに来ることができて、本当に良かった。日本に帰っ
たら、プログラムをやろう。逃げてばかりいたステップ４に、真剣に
取り組もう。ミーティングに行こう。この経験を、今回アメリカに来
られなかったグループの仲間たちに伝えよう。そして、僕の帰りを
待ってくれている彼女に。２００５年のハワイのコンベンションには
絶対、彼女と２人で行こう……
隣で、疲れきったスポンサーがいびきをかいている。今回ばかり
は、この人に感謝だ。なんだかんだ言って、僕の回復は、この人に支
えられてきたんだ……
感謝しなくちゃな。ヤ
ク中になってよかっ
た。こんな素敵な仲間
たちに出会い、こんな
経験をすることができ
たんだから。僕もいつ
か、後からきた仲間の
役に立てる日が来るん
だろうか。「命のリ
レー」って、そういう
ことなんだろうな……
スポンサーが寝返り
を打った。日焼けした
スキンヘッドをぼりぼ
り掻いている。ああ、
見苦しい……やっぱ
り、あんまり持ち上げ
ないほうがよさそうだ
な、この人。

夜はなんとスタジアムで、B・B・キングのライブ演奏。飛び入り参
加したダブル・トラブルのギタリストがジミヘンばりのギターを唸ら
（取材構成：フェローシップ・ニュース編集部）
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平和の道具
神さま︑
私をあなたの平和の道具としてお使いください︒
憎しみのあるところに愛を︑
いさかいのあるところにゆるしを︑
分裂のあるところに一致を︑
疑惑のあるところに信仰を︑
誤りのあるところに真理を︑
絶望のあるところに希望を︑
闇に光を︑
悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください︒

慰められるよりは慰めることを︑
理解されるよりは理解することを︑
愛されるよりは愛することを︑
わたしが求めますように︒
わたしたちは与えるから受け︑
ゆるすからゆるされ︑
自分を捨てて死に︑
永遠のいのちをいただくのですから︒
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フェローシップ対談

アディクションの時代を語る（前半）
斎藤学さん（家族機能研究所代表）＆ 近藤恒夫さん（APARI副理事長）
富永 斎藤先生、アパリの会報のフェローシップ対談にご協力ほんとうに
有難うございます。前回、上岡ハルエさんとお話しいただいて、非常に面
白い盛り上がりを……すごい好評を頂きました。とりあえず、この対談企
画は今回が最終回ということで、近藤と斎藤先生にお話しいただいて、そ
れでシメようと思っています。
斎藤 はいはい
富永 どうぞよろしくお願い致します。ハァ……緊張するなあ
近藤 へへへ……
斎藤 近藤さんとはこの前の……国会で会ったきりじゃない？
近藤 ひどい国会でしたな。……人種差別発言の。
斎藤 人間じゃないってね（笑）
近藤 えっへっへっへ……やっぱり向こうは、人間だと思ってないわな
（笑）
斎藤 ……同じ人たちとは言えない、とか（笑）
近藤 やってる奴らと一緒にやるわけにゃあいかないっつうんだろ？
富永 国会で、青少年特別委員会に、先生らお二人が呼ばれたんだ。
ちえぞう はい。（今回は女性スタッフのちえぞうが飛び入り参加しました）
近藤 金出せって言っても出さないね、あいつら。金出せ金出せって一生
懸命言ってるのにさ（笑）
斎藤 うん……ムリだろうね
富永 「ダメ。ゼッタイ。」運動（※注1）の理事長も呼ばれて、なんで提
携しないんだっていう質問が議員さんから出たときに、「ダルクの人たち
とは住む世界が違うと思ってますから」って、言ったんだ

斎藤 何だか……ウワサによればだけどさぁ、なんか……ミニーさん（※
注4）だっけ、ミニーさんのあとだ。あの人のとこの……マックだ。マック
の金を持ち逃げしたとかいう噂が聞こえてきた。
一同 （爆笑）
近藤 （笑って）いや、そうじゃないんだ。最初、ミニーさんが大腸ガン
になって、急にコネチカットに帰んなきゃいけないという状態になったと
きに、ミニーさんから少しお金、借りようかなと思って。
斎藤 なんだ、ミニーさんにお金、借りさせようとしたのかと思ったよ
（笑）

近藤 あのおじさんも……世の中知らないよなぁ

近藤
ちがう、ちがう（笑）、アルコール依存症の施設でアル中が回復
するんだったらヤク中の施設があったら、ヤク中だって回復できるはずだ
と、俺は考えたわけ。

斎藤 住む世界が、というか、「人種が違う」って言ったんだ（笑）

富永 うん……

近藤 なかなか、国会でああいうことを言える人ってのは、少ないよね
（笑）

斎藤 ボケかましてるのかなと思ったんだけど、最初ね。ボケじゃなかっ
たんだね。隣り見たら。おでこに汗かいてた。なんだね、ありゃあ（笑）

近藤 「そうでしょ？」ってきいたら、「ヤク中の回復なんて信じられな
いよ」ってミニーさんは言ったよ。「ワタシハ、シンジラレマセン」って
（笑）。「じゃ、どうすればいいんですか」って言ったら、「どうしても
聞きたかったら、斎藤学という若手の医者がいるから、それがいいんじゃ
ないかな」って。唯一、日本の精神科医でミニーさんが名前を出してくれ
たのは、斎藤先生の名前だったんだよ

ちえぞう ククク……

ちえぞう ふうん……

近藤 ああいうのは、警察の天下りですかね。どこの天下りかな。

近藤 今にして思うと、あの人はめったに……自分のことは言うけど、ひ
とのことは言わない人なんだ。「斎藤先生に聞いたら？」って、そのひと
言が効いた。その直後に先生に呼ばれたんだよ。その頃、先生は都精研と
松沢病院と、両方やってた。都精研で覚せい剤についての会議があって、
小沼先生（※注5）なんかと一緒に、僕も出席したことがあった。

ちえぞう あっちの人が？（笑）

ちえぞう あはははは！

斎藤 あそこからも行ってますよ、厚生労働省からも。
近藤 厚生労働省。ああ……
斎藤 私、久里浜（※注2）にいたとき、手伝わされたことあるから。

▽シンナーは川に捨てていた？！
富永 斎藤先生と、近藤さんて、お年が同じなんですってね
斎藤 同年じゃないかな。私、４１年の２月だから。
近藤 先生のほうが兄貴だよ。僕は４１年の８月だから。
富永 近藤さんが初めてダルクを作った、１８年前に……当時、斉藤先生
は久里浜にいらしたんですか？
斎藤 あの頃どうしてたかなぁ……もう、久里浜は出てたと思うな。出て
たっ、て……出所みたいだけどさぁ。その頃、近藤さんが何だか、日暮里
だっけ？ なんだかヘンな倉庫みたいなところ（※注3）にいたよねえ。
近藤 そう、そう（笑）

斎藤 あのころは、私……８３年ごろですよ。都精研にいて……松沢病
院って広いじゃない。あん中に都立の、アルコール薬物センターってのを
作ろうとしていてさあ。あたしなりにやってたんだわ。まだ……アパリな
んてのは、なかったしね。だけど……結局、８８年かな、アルコール病棟
という形で、たくさんの病棟のうちのひとつになっちゃったんですよ。そ
したらもう、しょうがないじゃん、あそこにいても。で、外来やめて、研
究所だけになった。そんな話をしていた頃、近藤さんと会ったんじゃない
かしら。とにかく、あたしが聞いたのはね、要するに……勝手に金を持ち
出して、借りたとか買ったとか（笑）
近藤 えっへっへっへ……いや、買う金はなかったんだけれど。ロイさん
は当時……
斎藤 ああ、ロイさんだ！ ロイさんも、悪いことに使っているわけじゃ
ないから、しょうがないから黙認したとかって……それを、風の噂で聞い
てたんだよ。へえ、すげえ度胸すわってるじゃない、なんて言ってさ。
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斎藤 わっはっはっは！
近藤 ダルクが２年くらいしてからかな。先生がＡＫＫ（※注6）、「アル
コール問題を考える会」ってのを作ったんだ。
斎藤 あの前後は……月に１、２回、ダルクに顔を出していたよ、私は。
で、新しく入ってきた人のインタビューなんかもやっていたり。……犬が
いたよね。犬といっしょにミーティングやってたじゃない、あの当時。
近藤

そうそう。はっはっは……犬がいちばんよく聞いてたよ。

斎藤
あそこにあたしも、一緒に座って聞いてたり、していたことがあ
るよ。
ちえぞう

なんか、かわいいなあ（笑）

斎藤
ところが、シンナー使ってる奴がそこに入りこんじゃうとさ。大
変なんだ。一人汚染すると、みんな、周りもやっちゃってね、
富永

なるほど……

斎藤
ほら、近藤さんとしてはさ、どうしようもないのは、松沢に捨て
たい（松沢病院に入院させたい）わけよ（笑）
富永・ちえぞう （爆笑、近藤は苦笑）
斎藤 けどね、病棟担当医やってりゃ、どんどん入れられたかもしれない
けれど、私は研究所のほうにいたから。だもんで、「そんなになっちゃた
のは入れられないんじゃない？」なんて言うとさ、「しょうがないから捨
ててきましょうや」なんて言ってさ（笑）
近藤 えっへっへ……
斎藤 どこに捨てていたんだかわかんないけどさ（笑）

富永 今日は、なぜ僕たち若いのが二人、来たかっていいますと……ちえ
ぞうさんは以前から、さいとうクリニック（※注7）の患者さんでもあるわ
けです。彼女はクスリは処方薬だけだったみたいですが、アディクショ
ン、依存症という意味では当事者としての認識をお持ちです。当事者であ
るところの僕らからみるとお二人はその……なんていうのかな、この業界
の巨人といいますか、ホント雲の上の人なんです。それで今日はそのお二
人に、このあいだの対談でも先生がおっしゃっていた「アディクショナ
ル・ビヘビア（嗜癖行動）の時代」（※注8）……僕たちの時代というの
は、先生方の目から見てどのように映っているのか、それを聞いてみた
かったんです。
斎藤 うん……なんだろうと思ってたんだよねえ。自己愛的な時代とか
言っていたのは、２０世紀の後半くらい、「ナルシズムの時代」とかいう
本が出たりして。本格的に、ナルシストになってきたね、みんな（笑）。
富永・ちえぞう はあ……
斎藤 自分の世界の中で王様をやる、というかさ。はたから見たら、淋し
そうに一人でいるんだけど、自分の中で充実している。そうしようと思っ
たら、クスリはいいよね。
富永 ふむ……
斎藤 淋しくないしね、やっているうちはね。まあ、昔からあの……ボー
ドレール（※注9）あたりからさ、クスリっていうのはアーティストにとっ
て必須のものだったけれど。今はみんながアーティストでさ（笑）
富永・ちえぞう （苦笑）

富永・ちえぞう （爆笑）

斎藤 昔の時代はさ、ブルジョワジーというか、貴族の子しかやれなかっ
たようなことを、今は一般庶民がみんなやっているから。

近藤 （苦笑しつつ）荒川をこえてね、荒川の、向こうに捨てたんです
よ、だいたい。

富永・ちえぞう はぁ……

斎藤 わっはっは……
富永 マジで捨ててたんですか？！
近藤 そうだよ。車に乗っけていって（笑）
斎藤 ブロン（咳止め薬）やってる坊ちゃんがいてさ。これはね、結構治
るんだよ。半々くらい。
富永 はあ……
斎藤 シンナーは、ダメだ。若いうちからシンナーだと回復はすごく難し
い。
近藤 いったん施設を出てもらって、底をついてもらうしかないんだ……
あるときねえ、犬が迷い込んできて、で、シンナーの子はね、かわいがる
んだよねえ、また。「かわいそうだ」とかいって飼いだしちゃって。犬が
ふえちゃって。それでもう、犬をどこかに捨ててこようって言って、３匹
の中から２匹捨てるのは不公平だと。「近藤さん、３匹どうして捨てない
んだ、えこひいきじゃないか」なんて、それで喰ってかかられたことも
あったな。大変だった、あのときは。ナイフ突きつけられたり。
斎藤 はっはっは……いなくなったねえ、急にねえ。犬が。ドラマがあっ
たんですな、そこには。
近藤 猫は居つかないんですよね。猫ってやっぱり、女性だけのところに
は居つくんだよね。
ちえぞう へえ〜。
斎藤 危険を察知する能力、高いんじゃないの？
ちえぞう あっははは！
近藤 ホルモンの関係じゃないすか、先生（笑）
富永・ちえぞう （爆笑）
近藤 俺のところには、猫、絶対に寄ってこないけど、発情したら、女の
ほうにばっかり行くんですよ。猫ってのは女性の匂いが好きなのかね。う
ちの女房（編注・上岡ハルエさん）なんか、しょっちゅう犯されてますよ
（笑）。キクマルっていう猫がいるんだけど「私には亭主がいるからやめ
てくれ！」なんて（笑）
一同 （爆笑）

斎藤 昔の庶民なんてあなた、顔の後ろだか前だかわかんないくらい真っ
黒になって、男も女もないくらいでしょ？ 女だって朝から晩まで働いて
いた。「専業主婦論」なんてのが出てきたのも、ここ５〜６０年のことで
すよ。昔は奥方しか、専業主婦なんてのはいないもんね。
ちえぞう そうですね……
斎藤 そのくらい豊かになっていってさ、その子どもたちの問題でしょ。
子どもたちも自意識過剰でさ。自分の個性だか何だかわかんないけど、そ
ういうようなことを言っているから。要するに、ほとんどの人はナルシズ
ムっていっても、どっちかというとアートだよね。
ちえぞう うーん……
斎藤 アート……だったら、何やってもいいんだもん。
富永 ぶっ……はははは！（思い当たる）
斎藤 何やったって芸術だもん。空想から何からさ。そしたら、ポール・
マッカートニーとマリファナじゃないけどさ。必ずそれはドラッグに結び
つくんだ。
富永 ダルクやNAもアーティスト系の人、多いですよね。
斎藤 あなただって、あれだろ？
富永 はい？
斎藤 文を書くと聞いたけれど。結局、記者やライターだって、あれも
さ、どっかでそういう……あやしい奴しか、そういうことは、やらない
よ。
富永・ちえぞう あっはっはっは！
近藤 えっへっへっへ……
斎藤 自分の頭の中から、文章つむいで、それで食っていこうっていうん
だから。
富永 その通りです（笑）
ちえぞう ふふふ……
斎藤 実業を、嫌うね。
富永 ああ……
斎藤 朝４時に起きて、豆腐を作るとかさ、パンをこねるとかさ（笑）
ちえぞう ムリ、ムリ！（笑）
斎藤 好きならできるのかなあ。……どっちかっていうと、時代はそっち
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ている状況と、言葉からはみ出している現実っていうのは、いつだって対
立してくるんだね。だから、自分が自分の物語をつくるときは、既存の言
葉で定義できない部分を、注意深くしゃべっていかないとね。
富永 そうですね。
斎藤 でも、「機能不全家族」という言葉をひとつ、考えてみるとさ。
「機能」と「家族」、それに「不全」という言葉を結びつけるとね。家
族ってのはファンクション（機能）するものであってさ、してないとこも
あるよな、っていう考えが生まれてくるわけだ。じゃあファンクションっ
て何だっていったら、結局……近藤さんとこはどうだったっけ。子ども、
何人かいるんだよね
近藤 うん。
斎藤 子どもがいなきゃね、夫婦なんてやったってしょうがないんだよ。
子どもが１５年、子どもをやるから、親も、ふた親一緒のほうが都合がい
いよね。子どもに関しての宇宙でしょう、家っていうのは。
富永 はい。
カット：ｈａｒｕｎａ

へ行っていないような気がする。
富永 「自己愛的な時代」というのは、確かに、ご指摘のとおりだと思い
ます。その僕たちに、「トラウマ」という言葉が急速に浸透していきまし
た。僕らにとって、「トラウマ」っていう言葉は、非常に居心地のいい言
葉なんですよね。
斎藤 うん。
富永 僕たちの世代というのは、戦争を知らなかったり、直面せざるをえ
なかった厳しい時代というのを知らず、「甘やかされた世代」なのか。そ
れとも、家族という枠組みで考えたときに、一種、搾取された立場にいる
「ひどく虐げられた世代」……強迫的なものを必然的に持たざるを得な
かった世代、と考えるべきなのでしょうか。
斎藤 うん……まあ、昔はさ。トラウマだの外傷体験なんて言ったって
さ。５人生まれて３人育てばよく育った、みんな６月になったら梅の実を
食って死んでいく、みたいなね。そんな時代だったでしょう。七五三なん
てのは「３歳まで生きたよ」とかさ、５つまで、７つまで生きたよ、と
か、祝ってたわけでしょう。昔は、ただ生き残っただけで感激でさ。
42.195キロ走り抜いたマラソン選手みたいなもんよ。そしたら「生かして
くれた親の恩は……」と、こういうわけですよ。
ちえぞう はい。
斎藤 いま、男が増えてしょうがないじゃない？ 新生児の男女比っての
は108対100でさ。成長するまでに男が８人死んで、ちょうど１対１になっ
てたんだけど。それがみんな生き残っちゃうから、男が増えちゃってさ。
今はそういう時代よ。
ちえぞう うん、うん
斎藤 そうするとね、こまごまとしたさ、親がこうだった、ああだったみ
たいなね、「私は友達に比べて不幸だった」とか、「姉に比べて私は」と
かさ。そういう話がね、物語として成立するようになっちゃったんだ。
ちえぞう ははあ……。
富永 斎藤先生はある意味、僕たちにとって、「言葉を与えてくださった
方」なんですね。
斎藤 うん
富永 たとえば刑務所にいたときの僕は、先生の本を読んで、どうしても
クスリが止まらなかった苦しみというのを、先生の言葉がすごく代弁して
くれた、という気持ちがあったんです。斎藤先生が与えてくださった言葉
によって、生きづらい自分の居場所をどうにか見出してきた人たちって、
他にもたくさんいると思うんですよ。でも先日、ある方とお話ししていて
伺ったんですが、「言葉を与える」ということは「状況を定義する権力を
行使する」ことだ、と。だとすれば、それによって救われる部分と、逆に
それが手かせ足かせになってしまう……
斎藤 なるほど
富永 逆にそこから出てこられなくなってしまう……そういう部分があ
る、と。ある意味、「アディクション」にせよ「トラウマ」にせよ、「機
能不全」という言葉にせよ、救われる部分と、からめ取られて動けなくな
る部分があると思うんです。
斎藤 言葉っていうのは、危険なものですよ。危険なもので、言葉が与え

斎藤 宇宙は壊れないでいたほうがいいから、婚姻っていう法制度も大事
にされるようになるわけでしょう？ そうでなければ婚姻制度なんていら
ないしね。「子どもを産んで、それを育てる」というのが、ひとつめの機
能ですよ。この「子産み」のところで機能不全を起こしている人は、不妊
治療なんかやって、ずいぶん苦労していますよね。子産み、子育ての段階
で、今のお母さんはやたら罪悪感を持っているんだけど。いいんだよ、
育ってればね。まあ、なんとか生かしておけばいいんだ。
富永 はい。
斎藤 そして、もうひとつあるんだよ、本当は。「子どもを、（家から）
出す」ということ。これがどうも、うまくいってないんだ……子別れが、
うまくないでしょ。子別れってのは、ちょうど思春期なんだが、ここでだ
いたいおかしくなってる。思春期問題ってかたちで、薬物乱用も含めて、
日本の家族の大きな問題になっている
富永 はい。
斎藤 機能不全といっても、みんながみんなアル中、ヤク中のたぐいの目
に見えるものじゃない。お父さんが職場に行ったきりだから、お母さんが
過保護になっちゃう「過保護家族」ってのもあるしね。それから、はたか
ら見れば理想的な家族に見えるんだけど、なんか父さんが偉すぎちゃっ
て、冷たくてさ。子どもは寄りつけない、みたいな。そういう……目に見
えない機能不全も、あるんですよ。「家族」「機能」という言葉が、こう
いう微妙な形の家族の問題っていうのをね、腑分けして、そこで起きる子
どもの心の傷みたいなものを見られるようになった。
富永 そうですね。今まで見えなかった部分に焦点が当てられるようにな
りました。
斎藤 以前はそれどころじゃなかった。精神病ったって、よっぽどヘンな
人じゃないと、関心の対象にならなかったけど。それに比べると今、アダ
ルトチルドレンとか何とか言っている人たちなんてさ、すごく繊細な問題
を取り扱っているよね。結果として起こしている問題は大きかったとして
もね……今度、出所してくるね。あの、神戸の連続殺人事件の。
近藤 ああ……はいはい。
斎藤 少年Ａ、と呼ばれていた青年が。さっそく、聞かれるんだよ。「ど
うしましょうか」とかさ。「どうしましょう」ってあたしに言われたって
（笑）
一同 （笑）
斎藤 「遺族はどう思うと思いますか」とかさ。「わかんないよ、そんな
の」って（笑）

▽これだよ、人生！
近藤 私らの生まれた１９４１年くらいは……あの時代ってのは、ヒロポ
ンがすごい大変な時代で。朝日新聞なんかで、「眠気、倦怠にヒロポン
錠」とかね。
斎藤 そうそう、大日本製薬っていってね。「マルＰ」って書いてあった
（笑）
近藤 そういう宣伝がまかり通ってましたよね。
斎藤 あったよ、新聞に、でっかく。あたしらは、赤ちゃんだったけど。
終戦後……
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近藤 堂々と、薬局で売ってたよ。
斎藤 １９５０年くらいまで、あったんじゃないかな。
近藤 あのころのヒロポンていうのは、あの……意外と高学歴の人たちが
使っていたよね。
斎藤 サトウハチローとかさ、文筆家ですよ。売れっ子の。
近藤 ヒロポン中毒から回復した人たちがね……けっこう、学校の先生を
やっているんだよね。仕事ないから、先生でもやるか、って感じでね。あ
の当時は、そういう先生がすごく多かった。
斎藤 「でもしか教師」って言ったよね。
近藤 結局、子どもが多いじゃないですか。８人とかは普通だから。その
中で、勉強する奴、大学とか行く奴はひとりでいいんだ。で……それが
やっぱりこう、昼夜逆転しなきゃ、勉強できないわけ。だから、睡眠薬と
ヒロポン使って、両方で時間コントロールしながら、勉強したんだ。そう
いう高学歴の人がけっこう多かったですよ。
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斎藤 うん……そうみたいですね、あなたのお話を聞いていると。それ以
外ありえなかったな、みたいな思いっていうのはさ、回復のひとつの基準
なんじゃないかな。「なにを間違えてこんなことになっちゃったのか
な？」って言っていても、トクすることなんかひとつもないもんね。
富永 はい……でも、いまだにそうも思いますけどね（笑）
ちえぞう あははは……
斎藤 そういえばね、今週の週刊新潮を読んでいたらさあ、森繁の遺言
録、とかいうの、あるじゃない。あれ、いつもは読まないんだけど、なん
かのきっかけで今週読んだらね……三木のり平って役者、いるでしょう？
あれが山茶花究を後ろに乗せて、人力車の車夫の役で、舞台をずっと走っ
ていって向こう側に森繁がいる。そういうセッティングでね、
ちえぞう はい。

斎藤 流行作家の次はだから……東大に入るような、受験生だよ。

斎藤 それでねえ……遠くから走ってきたっていう状況の演技だから、舞
台の袖で、エッホ、エッホってやってんだってさ。それ、２週間くらい
やっていてね、あと落日まで３日ってときに、うしろに乗っていた山茶花
究がさ、「変な商売だな」って言ったんだって。

近藤 受験生だったよね。

一同 （笑）

斎藤 あれのおかげでね、帝国大学に入ってるのがいるんだよ

斎藤 それからね、全然ダメになっちゃって、トチるわなんだわでね……
それ以来、三木のり平が芝居できなくなっちゃったっていうんだよ、晩年
まで（笑）

近藤 えっへっへ……
斎藤 うまく使う人は何やったって、要領よくやるんだよ。（司会に向
かって）あなたみたいに……（笑）
一同 （爆笑、富永は苦笑）
斎藤 不器用な使い方の人だけじゃないんだ（笑）
近藤 警察の官舎に飛び込むような奴ばかりじゃないんだ（笑）

ちえぞう ふうん……
斎藤 そういえばあの人、急に消えちゃったよね。役者やってて「変な商
売」だって言われちゃったらさ（笑）、やってらんないよ
一同 （笑）

斎藤 「もう、いらないよ」とか言いながら、使ってる奴は使ってるん
じゃないの。「一発キメなきゃいけないときは、やっぱり必要だよね」と
か言いながらさ、

斎藤 これだよ、人生！ 「あたしの人生、ヘンだ」とかね、「むなし
い」とかね、「なんでこんなことやってるんだろう」とか思い出したらも
う、何もできないよ。回復っていうのはさ、「私はシャブやって、こう
やってああなって……それで今がある」という物語をきちんと成立させた
ときに、なし得るんじゃないの？

富永 いるんですよねえ……

富永・ちえぞう うーん……

富永 うるさいなあ、もう……（笑）

斎藤 それで社会的にファンクションしててさ。「まさか、あの人が」
……とかさ。
富永 なんであんなふうに不器用にしか使えなくなっちゃったのか
な……。最初は器用に使えてたんですよ。なんであんなふうになっていっ
てしまったのか。それを考えたときに、やっぱり、子どもの頃の被虐待体
験が浮かび上がってくるんです。
斎藤 うん……やっぱり、そうじゃないですかね。
富永 はあ……
斎藤 器用に使える人っていうのは、世の中のことを信用しているわけで
しょう？ 信用しているから、まさか俺のことは捕まえるわけがないだろ
う、と思っているから。堂々とやってるから、捕まんないんだよ（笑）
富永 そうだったのか……
斎藤 コカインなんかもさ、フロイトが最初に使いだして、周囲みんなコ
カイン依存になっちゃったり、中毒に……コカイン精神病をおこしたし
ね。ひどいことになったんだけど、フロイト自身は全然、無傷よ。スキャ
ンダルになってウィーン大学にいられなくなったんだけれども。それでコ
カインはやめたけど、葉巻はずっと、上顎（じょうがく）ガンになって死
ぬまでやってたでしょう。強い奴は強いんだね、フロイトなんて８３まで
やってたんだから。弱いのはね、すぐに捕まったり、精神症状が出ちゃっ
たりさ……何なんだろうね、あの強さ・弱さってのは。
富永 はい……
斎藤 やっぱりね、素質とかなんとかっていうよりも……小さいときに
ね、「おまえは丈夫だ」とか「かわいい」とか……なんちゅうかな、信念
を植え込まれているかどうかだと思うな。「おまえはダメだよ」って言わ
れて育っちゃった奴はさ、免疫機能が落ちちゃうんだ。がんばんなきゃ私
は生きる価値がなかったって人は……それがシャブなんて見つけちゃった
ら、がんばりの道具にしちゃうでしょ。
富永 そうですね……まさに僕は、それで潰れました。刑務所に服役し
て、出所してから近藤さんにお会いして、自助グループやダルクのミー
ティングを教えてもらいました。前回の先生のお話じゃありませんが、そ
こで言葉を与えられて、自分を語れるように少しずつなって、そうして今
に至るわけです。このコースって、自分にとっては……自分の人生に与え
られたものだったんだって本当に思えるようになってきました。

△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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はじめて……そのうちに気づいたら、８年間ぐらい経っていたわけ。その
ときになったらね、また、変わっていたよな。……だから、人は変わって
いくんだよ、少しずつ。急には変わらないけれども。だって、３ヶ月くら
い前の話が理解できるようになるのが、クリーン１年（※注11）で、よう
やくですよ。やっぱり俺は、自分が人の話を受け入れたり、共感する能力
がすごく低いんだな、不得手なんだな、と思ったですよ。それから、８年
くらいミーティングに、マッチョのように通いつづけて……で、そのうち
に施設もやり出したでしょう？ 施設のスタッフは必ずミーティングに行
かなきゃいけないというのは、当時の決まりだったんだよ。つまり、自分
たちがミーティングに行かないで「お前たち行け」って言ったら、そこ
で、平等じゃないんだよ、支配なんだよ。
富永 うん、うん

カット：ｈａｒｕｎａ

▽男のダルク、女のさいクリ
近藤 うーん……回復。なんだろうな。俺は１年くらい、わかんなかった
よな。なんでミーティング出てんのか。
斎藤 ふふ……「なんでこんなところにいるんだろう」って？
近藤 そう。
斎藤 「ヘンな集まりだな」って？
近藤 こういうね……生活保護もらってね、腹水がたまって……ガンに
なってあと余命いくばくもないおじさんたちと、なんでこんなことしな
きゃいけないのかっていうのが、すごく不思議だったよね。で……治ると
思ったんだよ。「治る」というか、いろんな幻聴とかそういうものが全部
とれて、薬物使用の欲求もなくなっていくだろう、とね。アル中の人たち
が、３ヶ月、ミーティングやったら、飲みたいと思わなくなったっていう
人が、けっこういたんだよ。
富永 ふうん…
近藤 で、本当かよ？ って感じでさ。俺は毎日やりたくてやりたくて
ね。ヒマさえあればやりたいって、そういう感覚だったから。これが「治
る」っていうのは、そういうのが全部とれることだと、さらっとなくなる
のが回復だと思っていたんだ。だけど、いつまでたっても……３年間くら
いは、やりたくて仕方なかった。それは、新しく始めた俺のプログラム
（※注10）がおかしかったからかもしれない。アルコールの回復者たちが
正しかったのかもしれない。でも、彼らの考えには、共感できない部分も
あったから。ま、仕方ねえや、俺の回復なんてこんなもんだな、って思え
るようになってきたのは、ミーティングに毎日出て、１年ぐらいしてから
だよ。ある日、「ああ、治らなくていいや」って思った。「これをこのま
ま持ちつづけていけば、俺は安全だな」と思ったんだ。「俺は危険だ。い
つだって、明日はわからない」「明日、手を出すかもわからない。でも今
日は我慢しておこう」って感じになったときに、初めて何かこう……スッ
と入ってきたんだよ。３ヶ月前に誰かが言った言葉とかがさ。
ちえぞう ああ……
近藤 あんとき、医者がこういうことを言ってたな、とかさ。「あんたは
昼寝してるだけで充分だ、クスリさえ使わなきゃいいんだ」と。そりゃそ
んときはすごい腹が立ったけれど、
斎藤 わっはっはっは！

近藤 で、そうすると……うるせえ奴らだから、人の揚げ足とるのは
（笑）。だから「こいつらに、揚げ足とられてたまるか」ってミーティン
グに行く。やっぱり仲間は必要だったんだよな（笑）。俺にとってミー
ティングに行くっていうのは、俺のためじゃなくて、仲間のためとか仕事
のためだったりするときもあるんだけど、そこは歯をくいしばって、本当
は行きたくないミーティングにも毎日行く。何のために、こんなこと、毎
日やってるんだか、わからなくなっちゃうんだ。それでも、仲間はやっぱ
り見ているんだよな。あとから来た奴は、背中をな。それでミーティング
に……８年間くらいは毎日、通いましたよ。施設をやりながらだから……
だって、理由にならないんだよね。よそで働いてミーティングやっている
人も、いるから。「施設のミーティングやってようがいまいが、自助グ
ループに行くのは当然のことだ」って、言っちゃったから。俺は、行かな
きゃいけなかったんだね。
富永 はい……
近藤 その頃は週１度くらいしかやっていなかったけれどね、都内でも。
それからいっきに増えだしたね。薬物依存症の自助グループは今、全国で
１２８ヵ所、８１グループに増えたですよ。
富永 この増殖した理由は、何なんですかね。
近藤 やっぱり、ダルクでしょう。
富永 施設、ですか？
近藤 最初から、それほど強くはない。日本のヤク中は。
富永 ふうん…
近藤 フニャフニャだよね、やっぱり。それほど底ついてないし、若い
し。楽しいことたくさんあるしね。ミーティングなんか行かなくたって、
やるべきことはたくさん、あるから。
富永 なるほど。
近藤 でも大切なのはサービス（※注12）なんですよ。「自分が助かった
んだから、次の人を手助けしていく」っていう、命のリレーの部分だよ
ね。そこが日本の場合は、弱いんだ。宗教的な土台がないというのもある
んだろうね。そこでダルクができて、自立後のアフター・サポートの必要
性から、ダルクといっしょに自助グループができていった。……ちょっと
変則的なやり方になってしまったよね。でも、そこから外れていけば、
さ。いいんじゃないかな。今、ダルクは３０ヶ所に「増殖」しました
（笑）。まあ、これからも増殖し続けるんだけれどさ。施設作ったら、必
ずその地域に、入寮者が通えるミーティング場も作らなきゃいけない、と
いう、そういうことになるから。どうしても、ダルクがあるところには必
ずグループが必要になってくるよね。
斎藤 SARSでさ、スーパースプラッターっていうの？ １人で何百人に
もさ、感染させちゃう奴っているじゃない。
司会 はい
斎藤 そういうのがいるんだよね（笑）。あたしなんか遠くから見てるん
だけどさ、名古屋にしても茨城（※注13）にしても（笑）、スーパースプ
ラッターがいたよね。

近藤 「家族がどんなに助かるか、社会がどんなに助かるかわからない」
なんて言われたことがね（笑）。この医者、俺の能力をバッサリ切り落と
しやがって。ヤブ医者が！ と思いながら。

一同 （笑）

富永 ふうん……

近藤 SARSだな（笑）

近藤 で、俺より若いじゃん、精神科医なんて。そんなインターンみたい
な奴に、こんなこと言われて……今に見てろって……（笑）

斎藤 いい奴ともいえないし、誠実だとも、とても思えないんだけどさ、
とにかくバラまくんだよ（笑）。ああいうメンバーが貴重だったね。ダル
ク菌がまん延した（笑）、それにともなってグループも増えてきた。

富永・ちえぞう あはははは
近藤 でも、まあそういうことがあって、そういういろいろなことがあっ
たよね、それでまあ、「治らなくていい、このままでいいんだ」って思い

斎藤 一人でバーっと、感染させちゃう

ちえぞう
ダルクは……やっぱり、圧倒的に男性のメンバーが多いです
よね。で、反対に麻布（さいとうクリニック）は、私たちみたいな女性の
患者が多いですよね。
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たかって一年間断酒させたんだが、これが飲みだすとすぐに、「関の小鉄
が泣いている」とか言い出してね（笑）

斎藤 うん……あたしはさぁ、ここ（さいとうクリニック）にアルコール
軍団はいつ届くんだ？ なんて思っていたわけだよ。ここ始めた頃、９５
年の頃。あの頃の男女比は２対８で、今でも２対８。それは患者が決めた
んだわ。医者っていうのは、患者が決めるからね。で……当時のあたしの
関心の対象が女性に向かっていたことは確かで、摂食障害にしても、それ
から……アルコール依存にしても。なだいなださん達が、男のアル中をず
い分やっていたからね。あたしは女性を……アル中の妻とか、女のアル中
とか、診だしてたでしょ？ そのほうがね、男のこと考えやすかったんだ
よね。自分のことってのはよくわかんないものだし。

一同 （笑）

ちえぞう ふうん…

斎藤 「声明書」とかいってね。書いてもらったんだよ（笑）。「今般、
私は不祥事を起こしましたので……生活保護を辞退いたします」、名前を
書いて、日付も書け、とかね。「じゃ、これは預かっておくから」なんて
いって。取り上げちゃったんだ、生活保護を。そしたらさ、あそこに行か
れちゃったよ。人権擁護委員会に。「松沢の医者が、身障者を虐待す
る」って……そいつには、足になんだか障害があってさ。立派な杖をね、
福祉事務所で作らせてさあ。彫り物まである頑丈なやつでさ（笑）。それ
でもってね、引っぱたくんだよ、患者を。とんでもない奴でさ。私一回、
見たんだけどね。あの裏門に向かってね、それをこう、振りかざしなが
ら、駆けていくんだよ。追っかけていくんだ。そこを見たんだ、あたしゃ
（笑）。「お前、なんだ、ホントかよ？！」とか思うよね（笑）。身障者
手帳をねえ、葵の御紋みたいに振りかざしてさあ、「身障者を虐待するの
か」とか言って（笑）。そういう奴にはねえ……厳しく言わないとダメな
ときだってある。

斎藤 で、ドラッグ依存もね、松沢の頃から比較的、女の子を診ていたん
ですよ、今でも、どういうわけかね、女性を診てるんだよね……この前う
ちから松沢に送った（入院させた）のも女性でさ。ここ、外来でしょう？
２〜３週間の間にリラプス（※注14）が入っちゃってるとね、無理なん
だ、ここでは。「あなたは松沢に入って（入院して）から、こっちにおい
で」とか言ってね。少年院から出てきて１年くらい、もったんだけれど
も。やっぱりリラプスした。素直だね。「入ってきなさい」とかいうと、
「ハイ」って（笑）。
富永 ……それ、●●ちゃんでは……？
斎藤 そう、そう（笑）
近藤 ●●か。
ちえぞう それ……すごくたいへんだったんですけど……（笑）
富永 その話、僕らにとっちゃシャレになっていない話ですよ（笑）。
「斎藤先生のところ追い出された」とか言って、そのあと僕ら仲間内での
ケアが大変だったんですから……ちえぞうさんの家にずっと泊まってたん
ですよ
ちえぞう

行くとこないって言って……野宿する、とかいうから……。

斎藤 福祉事務所でさ、千枚通しっていうのかな。それを、厚い木の板に
ぶっ刺したりね（笑）。そんなことやって……しかもその刃物をこっちに
持ってきたりすると、本当に腹立つんだわ（笑）。それで……こんなトラ
みたいなのをね、怒らせてもしょうがないと思うけれど、「どうでもいい
から、ここで、あたしが言う文章を書きなさい」とか。……そういうとき
になると、妙にあたしは、口がていねいになるんだ。口がていねいになっ
たときは、危ない（笑）
一同 （笑）

近藤 （笑って）ああ……あるね
斎藤 彼は今、どこかの自助グループでちゃんとやってるらしいや。あた
しに生活保護を取り上げられちゃったもんだから、あれだ、ファースト
フード店でクッキーかなんか作っていたらしい。
ちえぞう はあ…

斎藤 ああ、そう（笑）。なんかゴチャゴチャ、入院だけはカンベンして
ください、とか言っているから、「じゃ、いいよ。入院したくないなら、
それだったら、ここへ来ちゃダメ」とかって、それだけよ。

斎藤 クッキー焼いたり。それからさ、「厨房をまかしてもらいまし
た！」とかいってさ（笑）。

一同 （爆笑）

斎藤 それで……だんだん給料も増えていってね。今では自力でやってま
すよ。

斎藤 「それだけ」の、残りの部分を、あなたたちがやってたんだ（笑）

ちえぞう はぁ……なるほど

近藤 「役割」（※注15）だな（笑）
斎藤 ケースワーカーを通して、刻一刻、情報が入ってくるんだけど、
「入院した」っていう情報がくるまで、ずいぶんかかったよね。２〜３週
間かかったんじゃないか？
近藤 なんだか方々で、ピイピイ言ってたらしいなあ（笑）
一同 （笑）

▽ビッグ・パパたちの「父性」
近藤 斎藤先生はやっぱりさ……父性を持っているんじゃない？
斎藤 あんまりたくさんのことは言わないけれどね。……あたし、そんな
にね、良医とも名医とも思ってないんで。できることの限界があるでしょ
う。その中でおつきあいできる人とはつき合うんだよ、って。やっぱり、
最初にルール決めちゃって。「あたしもがんばるけど、あんたも、つき合
いのルールは頑張って守んなきゃ」って。そういうことだからね。それは
男の人でも女の人でも同じことだけど。男のほうが……私に言わせると
ね、甘ったれだよね。あたし、松沢で仕事してたころは、しょっちゅう怒
鳴っていたものね。「先生の外来診察室、うるさいよ」とかって、怒鳴り
込まれたこともあるし（笑）
一同 （笑）
斎藤 あの……なんちゅうのかなあ。やっぱり、そうしてくれる人が、い
ないんだねえ。別に、相手を侮辱したり、子供扱いしたりするのが、いい
ことだとは思わないよ。でもね……心底、この人は、ここで一発カマさな
いとダメだと思うことがあるんだよ。
富永 ふうん…
斎藤 あるヤクザをさあ……福祉事務所から保健婦から、みんなで寄って

△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(Drug Addiction RehabilitationCenter )」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。
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ちえぞう ふうん…
斎藤 「父さん」がね、父さんらしい父さんが、いないんだよね。彼だっ
て、女の股から生まれたっていったって、父さんはいたんだよ。だけど、
その父さんの……彼の妹への性虐待の現場を目撃してね。……鈍器かなん
かで、後頭部をバーンってやって。殺しはしなかったんだが、それが最初
の彼の事件だ。１５〜６歳でしょう。
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富永 それがやっぱり、現場で掴んできた近藤さん流なのかな、っていう
風に、僕は理解していたんです。
斎藤 一瞬一瞬の言葉とか、ある場面の中だけのフレーズの問題じゃない
ね。ずっとこう……遠くからずっと見ていたりなんかして、感じるものが
あって。そこにひとフレーズがきくとか、きかないとか。そういうことな
んだろうね。

富永 ふうむ…
斎藤 そういう父さんは、「父さん」とはいえないわけだよ。だから、
どっかで、あたしを試してね。あの……ちゃんとした父さんを持とうと。
いいトシしてんのよ。あたしとそんな、年齢は変わんなかった人だけど。
ヤクザとしても、ダメだったね。シャブをさ……仲介しているときに、売
るシャブを使っちゃうんだもん。
一同 （笑）
斎藤 追われてね、こわくて、こわくて……精神病院に逃げてさ。それか
ら、アルコール依存になっちゃった。ふっふっふ……そんなの、ヤクザの
世界じゃやっていけないよ。
富永 それに対して、近藤さんのキャラクターは「母性的父性」じゃない
かって以前、おっしゃっていましたね

▽パブリックに向けて語る
富永 もうひとつ、お聞きしたいことがあるんです。前回、斎藤先生にお
聞きしたんですが、ミーティング体験というのが……パブリックに向けて
自分のことを話すということが、ひとを信じるということにつながってい
く、という。で、それが僕はまだ、よくわからないんです。本当に僕は、
グループのメンバーを信じて話しているんだろうか？ という……。
斎藤 ふうむ……

近藤 それは斎藤先生が、僕のことを、そういったんだ。

富永 ミーティング経験を積み重ねていることによって、こう……新たな
仮面を身につけているだけのような……気がして。

斎藤 そうだね。

斎藤 うん。

近藤 僕は、父親に育てられていないから。母親のもとだけで育ったわけ
だからね。父親の感覚っていうのがないわけだよ。だから、どうして
も……甘ったれの、用足らずのヤク中の、母親がわりの父親、みたいに
ね。そんな役回りに、なっちゃうんだな。それが、いいか悪いかは、わか
んないけれども。

富永 さっき、「自己愛的な世代」という言葉が、テーマになったんです
が、ある意味では「人が信じられない世代」なのかもしれない、なんて思
うんですが。

斎藤 若いヤク中の人たちには、丁度いい按配なんじゃないかね。あんま
り厳しい父をやっちゃうとね、自分の父とダブっちゃったりしてさ。
富永 近藤さんのエピソードで伝説になっている話がありますよね。クス
リ使ってテンパっちゃって、高い煙突かなんかに登っちゃった人が……最
初尾田さん（アパリ事務局長。法律相談を担当している）のところに電話し
てきて。「クスリ使っちゃって、高いところにいま、登っちゃったんです
けど。まわりの家の人が警察に電話したみたいです。どうしましょう」と
かいって。尾田さんが「あなたね、どんなところにいたって、どうしょう
もないでしょう。自分で降りてきて、自首しなさい」っていったら、その
人、電話切っちゃった。
斎藤 ふむ
富永 「ああ、切っちゃった！ どうしよう？！」「飛び降りちゃうん
じゃないか？！」なんて騒いでたら、今度、近藤さんの携帯が鳴った。

斎藤 うん。「自分」がね……孤立しているからね。……だから、余計に
ね。いいんですよ、信じなくったって。最初は「この人たちはみんな私の
ことを馬鹿にしながら聞いてんだ」でもいいし。
富永 はあ…
斎藤 あるいは自分が……自己弁解のためにしゃべったっていいしね。最
初はいいんじゃないですかねえ。だけど、それを繰り返すことが大事なん
じゃないの？ 繰り返しているうちに、自分が、違う世界でしゃべってい
ることに、気づくんですよ。
富永 なるほど…
斎藤 やっぱり、人数は多いほうがいいね。政見発表ほどじゃなくてもい
いけど。５０人よりは、７〜８００人のほうがいいよ。パブリックに向け
て、声を出している感覚、というのはね、「もう、しょうがないや」って
感じがしてくるんだよね。
富永 ああ、ダルクのメッセージ活動みたいな感じですかね。

近藤 ああ……あったな。

近藤 僕はよく、斎藤先生と一緒に、講演に駆り出されたりしたよね。

富永 「近藤さん、どうしよう、もうダメだ……」ってその人が言うのを
聞いて、近藤さんは「そうか。そこは高い所か？ 登れー！ もっと登
れー！！」って。

斎藤 うん。

一同 （爆笑）
近藤 あれは、あの……２〜３年前の話だ。赤羽教会の屋根の、三角形の
ところを登っていった。どうやって登るのかね、あれ？（笑）
一同 （爆笑）
斎藤 登っているうちは、絶対に降りないからねえ（笑）
富永 でも、そこでそういう言葉が出てくるのが、近藤さんですよね。
一同 （爆笑）
近藤 仕方がないもんなあ（笑）
斎藤 本当、そうだよねぇ（笑）。たぶん……何とかできるとか、何かし
てあげようっていう気分のときは、ダメだね。そういうセリフは出てこな
い。「その人は助かる」っていう無限の信頼みたいのがこっちから出てい
るときは、割とそういうセリフが出てくるし、効果も持つんだろうね。
富永 実際、薬物を使って、本当にこう……傷ついた猫みたいに追いつめ
られている心境のときっていうのは、何を厳しく言われても、身構えてし
まって、威圧に対する反射作用っていうか……聞けないんですよんね。
斎藤 うん。
富永 底抜けの包み方をしてもらえたときに初めて……自分からも心を開
いていける、みたいな感じがあります。
斎藤 そうだね

近藤 力になるよね。
斎藤 しかし……この前もね、AKKの市民講座でさ、摂食障害って、食べ
たり吐いたりすんの、いるじゃん。あれの治った人だけ前でしゃべらせた
ことがあるんだけどね。そん中の一番年上の人がね、「自分のことがすご
くよく見えた」って。「あたし、しゃべりたかったんだ」って、しゃべり
終わってから気づいた、っていうんだ。
ちえぞう ふう…ん
斎藤 すっかり「治った」とはいえ、モヤモヤと、いろんなことがあるわ
けでしょう？ 自分のことをね、わかんないから、イヤだなあって思って
いたんだけどね。「あんなにたくさんしゃべりたかったんだって、わかり
ましたよ」って、そして、「いろんなことがすごく、まとまった」っ
て。……ヒトってね、語る動物なんですよ。普通はこわいからさ、「この
人なら大丈夫だ」っていう人を見つけてからしゃべるんだけど。「正しく
しゃべる」ことをすれば、問題は消えていっちゃうんじゃないの？
富永 正しく、しゃべる……
斎藤 問題は……ドラッグがその人にとって正しい使い方だったら、別に
構わないと思うんだよね。こんなこと、アパリの対談で言っちゃマズいの
かな……まあ、あたしは別に、取締官をやっているわけでも何でもなく
て、医者をやっているわけだから（笑）。要するに、そういう自分なりの
理解ができるようになる、っていうのかな。……いいじゃん、そんなの。
過食だろうがドラッグだろうが、したけりゃしたって。そりゃ当然、法律
家や警察官はさ、非合法薬使えば捕まえるよ。だけど、その人にとっての
正しい使い方っていうのが、あるわけでね。自分にあった見方……たとえ
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ば、「使っちゃいけない」という使い方もあるわけだよ。そこにたどり着
くにはやっぱり、話させることがいいよね。
富永 はあ…
斎藤 あたしね、そういえばね……荒川区だったかな。公立の、区のホテ
ルみたいのがあるんだよね。ラングウッド。
近藤 ああ、ラングウッドね。
斎藤 あそこの屋上で、ダルクの連中も何人か出てもらってね。半円の輪
をつくって、壇上でミーティングをやっていたときにね。男の摂食障害と
か引きこもりとか、いろいろいたわけだよ。そしたらダルクの連中が言っ
ていたのはさ、「俺はシャブ中でよかった」って（笑）
一同 （爆笑）
斎藤 何がよかったんだって聞いたらさ、「男の拒食症なんて、なんか、
みっともないじゃん」だって（笑）。シャブ中のほうが男らしい、とか
言って（笑）
一同 （爆笑）
斎藤 そしたらね、最後まで黙ってた引きこもりの男がね、「特に言うこ
とはないんだけど、ひとつだけ、新聞に出たことがあるんだ」って。それ
を言いたい、ってね。
近藤 えっへっへ…
斎藤 引きこもって、暴れちゃって、家庭内暴力をやっていたときに……
ガスに火をつけたっていうんだよね（笑）。吹っ飛んだっていうんだ、自
分もともに（笑）
一同 （爆笑）
斎藤 それで生き残っていて、ちゃんと新聞に出たって。
一同 （爆笑）
斎藤 「ざまあみろ」とかいって……（腹抱えて笑う）。牢屋の中の、
「俺は何人殺してきた」みたいな話なんだけどさあ。やっぱり、その迫力
はさあ……その前がダルクのシャブだった。その前は歯が溶けてなくなっ
ちゃって、「あたし全部、入れ歯なの」なんていう摂食障害の奴でさぁ
（笑）。最後の「爆発した」っていうのは、一番ウケた（笑）
一同 （爆笑）
斎藤 みんなねえ、普通、そういうのは……１対５くらいだと、まあやめ
ておこうか、っていうような話でもさ、そこでノってくると……みんなの
目がこっち向いてくるとさ、興奮してくるでしょう、ひとりでに（笑）
富永 なるほど（笑）
斎藤 あれは、やっぱり、やったほうがいいよ。
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コール依存症の治療のための基幹施設となっている。若年、成人、老人、女
性など、それぞれのアルコール依存症に適した独自の治療プログラムを作成
し、治療を行う。精神科では一般の精神疾患の他、摂食障害やAC（アダルト
チャイルド）、薬物依存症などの治療も行っている。
http://plaza4.mbn.or.jp/~kurihama/
３．倉庫みたいなところ：東京ダルク。全国で一番最初にできたダルクで、
倉庫として使われていた古いビルを改装して施設にしていた。
４．ミニーさん：メリノール宣教会の神父。日本での宣教師活動の最中にア
ルコール依存症になり、ＡＡの１２stepsプログラムで回復した。アパリ理事
長のロイ・アッセンハイマー神父とともにＭＡＣ（メリノール・アルコール
・センター：１２stepsプログラムを用いたアルコール・薬物依存症の回復施
設）の運動に尽力している。
５．小沼先生：現・医療法人せのがわＫｏｎｕｍａ記念広島薬物依存研究所
・所長。都精研（東京都精神医学総合研究所）で近藤恒夫が出会った、薬物
依存者の回復活動に理解を示した精神科医の一人。現在も、ダルクやアパリ
の活動をさまざまな角度から応援してくれている。
６．AKK：「アルコール問題を考える会」のちに「アディクション問題を考
える会」。アルコールや薬物・ギャンブル、買い物などの依存症や、摂食障
害や虐待、夫婦間暴力などの嗜癖（しへき）、アディクション問題からの回
復をめざす市民団体。
７．さいとうクリニック：斉藤学氏のクリニック。デイナイトケアとして、
摂食障害、物質乱用などの病状を伴う思春期障害、境界人格をはじめとする
対人関係障害に悩む患者に対し、安全な場で時間を過ごし、人間関係の改善
や生活能力の向上をはかるためのサポートプログラムを提供している。
http://www.iff.or.jp/
８．「アディクショナル・ビヘビアの時代」：前号参照。
９．ボードレール：シャルル・ボードレールBaudelaire, Charles (18211867)。19世紀最高の詩人。パリに生まれ孤独な少年時代を送る。1857年の詩
集『悪の華』は風俗壊乱罪に問われるが、内的な感覚世界を暗喩によって描
写したその詩は象徴派の先駆をなした。阿片や酒に耽溺して詩作を続けてい
たとされる。
10．新しく始めたプログラム：近藤氏は1983年に、薬物依存症の回復支援施
設としてダルクのプログラムを始めた。
11．クリーン：薬物を使っていない期間。
12．サービス：１２stepsを用いた自助グループの各グループには、グループ
とエリアの連絡をするＧＳＲ、ミーティング会場の準備をするセクレタリー
、献金を管理する会計係など、さまざまなサービスある。仲間の中で与えら
れたサービスの責任を果たしていくことが回復の上で大きな意味を持つ。
13．名古屋、茨城：名古屋ダルク創設者の外山憲治氏と、茨城ダルク創設者
の岩井喜代仁氏。全国各地のダルク普及に尽力したダルク創成期からのメン
バー。
14．リラプス：直訳では「（症状の）再燃」。薬物を再使用し、症状がぶり
返すこと。
15．役割：自助グループ運営上の係、役割をもつこと。「サービス」。ダル
ク・スタッフの仕事もこの言葉で表現される。

（後半に続く）

＜次回のお知らせ＞
今回の対談は、合計2時間余にわたりました。いつものように
前半・後半の2回に分けて全文を掲載いたします。
後半部分では、近藤さんの爆笑トークや、新人編集者ちえぞう
の問題発言が炸裂します。斉藤さんのトラウマ理論に富永が懸命
に喰らいつくシーンも見ものです。
どうぞ皆様、後半をお楽しみに！

＜司会＞
※注釈※
１．「ダメ。ゼッタイ。」運動：厚生労働省、都道府県、（財）麻薬・覚せ
い剤乱用防止センターによる、薬物乱用防止推進運動の名称。「ダメ。ゼッ
タイ。」を合言葉に街頭キャンペーン、募金箱の設置やポスターの掲示、子
どもたちにシンナー等の危害について一声かける「一声運動」を行う。
http://www.dapc.or.jp/
２．久里浜：国立療養所久里浜病院。昭和38年7月に国立医療機関として唯一
のアルコール依存症を治療する専門病棟が設置され、国立病院で唯一のアル

ちえぞう
愛を求めて全国を放浪するクロス・アディクト。前号からフェロー
シップ・ニュース編集に関わっている。
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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「命の洗濯」に行きましょう
タイの薬物依存症回復プログラム研修報告
和高優紀

（日本ダルク・スタッフ）

おはようございます。日本ダルクの和高優紀です。
今日、お集まりくださった皆さんは、薬物依存者の家族の方、ご
本人の方、それから援助職の方……皆さん、本当に痛みを抱えて生
きていらっしゃって……ほんの少しでもいいから希望をもって頂き
たいと思っています。自分ではどうすることもできないけれども、
いつか、どうにか切り抜けることができるように……ハイヤーパ
ワーの力が働きますように。ハイヤーパワーの意思を、私たちがど
うか、実行できますように。
タイでの研修は２度目です。今回は中央共同募金会より助成を頂
き、３週間という長期の滞在でじっくり研修することができまし
た。薬物依存の問題を社会福祉支援と位置付けるためにお骨折り頂
きました、中央共同募金会の皆さんに、ダルクを代表して心からお
礼を申し上げます。本当にありがとうございます。
最初にお断りしておきますが、私たちが回った施設のシステムに
ついては、ほんの少しの誤りもあってはいけないことだと思います
ので、今日はあえて話しません。行ってみてどう感じたかというこ
とを、私自身の言葉でお話していきたいと思います。
全部の施設の話をしていると時間がありません。そこで、一番収
穫があったところからお話していきたいと思います。

◎バンコク・タムクラボク寺院
まず、タムクラボク寺院に行きました。
２年前の研修のときにはさらっと通っただけだったんですが、そ
の時、非常に不思議な言葉をいただいていました。一番偉い僧侶の
ソムデッド・ナンパヤーという方（現在は亡くなっています）は、
800年前には日本にいたんだ、というお話を聞きました。不思議な
ことを話されるなあ、と思っていました。ほかにも、「あなたたち
とは会うことになっていましたよ」とか、「あなた方とは一緒にこ
の活動をしていくことになっていたんです」などと言われ、あの時
はすべてがおかしな話だと思っていました。帰国後、仏教では何百
年単位でひとくくりとされていて、仰っていたことは不思議な話で
はないということを知りました。「また来ることになっています」
とまで言われて半信半疑でいましたら、その翌年、共同募金会の助
成金のお話があったのです。自分の意志の力とか計画ではなくて、
不思議とタイに行くことができました。奇跡が起きたな、と思いま
した。

私たちの仕事につ
いて、お坊さんたち
にこう言われまし
た。
「アルコール・薬物の援助職はとっても危険ですよ。あなた自
身が、身も心もボロボロなのに、そのうえ色んなことを背負って
いけば、いつかは倒れる日がくる。いつかは間違いも起こってく
る。それは本当に大変なことなんですよ。どうか跳ね飛ばして下
さい。正しいこと、正しくないことが分からないまま全部背負っ
ていくのはもの凄く危険だから、徹底的に自分の治療を優先させ
て下さい。何に対して線引きするのかを慎重にしなさい」。
１２stepsについても、よくご存知でした。いま、インターネッ
トにホームページが開かれたので、NA（ナルコティクス・アノニ
マス）のことや１２steps（ＮＡのプログラム）のこともあっとい
う間に解読されていたようです。こんなことを仰っていたのが、
印象的でした。
「アルコール・薬物依存者にとって厳しいのは治療の最終章で
すね。逃げ道がないでしょう。回復したら、もっと苦しくなって
いくでしょう。過去の業を背負って、埋め合わせをして、自分の
人生に責任を取って、自分を責めて。さらに仲間の手助けをし
て、仲間の業まで背負っていくのは本当に、厳しいでしょう？
あなたはいったいどうやって生きていけるんですか、その抜け道
がもっと必要でしょう？ あなたがなった病気は、あなただけの
問題じゃない。あなたが助からなかったのは、あなたの周りにい
た人たちが皆、同じレベルだったから、助け出せなかったからで
すよ」
そうだったと思いました。私は依存者の家族ですが、私の家族
のことを助けることはできなかった。「あなただけの問題じゃな
い」ということ……自分の先祖や親や、自分がしてきた業。生き
ていく上でやってはいけない悪い行い、つまり「マイナスの預
金」がそれぞれにあり、私も同じレベルのところにいたんです。
家族を助ける、ということで、実は自分にスポットライトを当
てて欲しかった。「こんなに思っているのに、こんなにしてあげ
てるのに、どうして？」「どうして私じゃダメなの？ どうして
私が、あなたのこと助けられないの、何でなの？」って。
お坊さんは言いました。「何か災いが降りかかったとき、相手
のことを祈ってあげましょう。私たちにできることはそれだけ。
そして、自分には責任は取れません、背負えません、理解できま
せん。だからどうか偉大な力よ助けてください……という風に振
り払う勇気を持ちましょうね」。
タイにクスリを使いにきて、底をついてしまうんでしょうか。
お寺の入り口には世界中の患者さんたちがウロウロしていまし
た。そして、青い目のお坊さん、黒い肌の人、いろんな人種のお
坊さんたちがいて驚きました。

△寺院の一角。お寺の中に村があり、病院があり……ものすごく広い。

タトゥーが入っていたり、身体に多くの傷の残った僧侶たち。
彼らは薬物、アルコール依存症の回復者でした。治療を受けた
後、そこにとどまって、そして仏教の道に入っているわけです。
彼らは私たちにこう言ってくださいました。「日本から来た人
は、いろんな宗教をお持ちなんでしょうね。仏教の方もいれば、
仏教じゃない人、カトリックの人もおいででしょう。私たちは弱
いからここにいて僧侶になっていますけれども、皆さんは何を信
仰しておられても問題はありませんよ。ここでは仏教の教義に基
づいて治療プログラムを進めていますけれど、人それぞれの生き
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方の問題で、哲学ですから、お寺だっていうことで構えないで下
さいね。普通に私たちと過ごしてください。仏様を信じなさいと
か解脱しなさいとか、そんなことではないんですよ。あなたが大
事に思っている、慕っている、信頼を置いていること、それをそ
のまま信じて生き続けて下さい」。
彼らはお寺の治療内容を説明したり、ガイドをしていました。
それは強制的ではなくて、聞かれたことだけに答えていくもので
した。その謙虚さに驚きます。
どこの国でも、どこの施設を回っても、薬物やアルコール依存
者の回復支援は、同じ病気からの回復者が一番いい、といいま
す。タイでもたくさんの施設を回りましたが、どこでも、クスリ
を使った経験がなくて、何かを伝えることが出来ない人たち、と
いうのはすごく謙虚に、回復者スタッフたちをサポートしていま
した。「自分が治してやる」とか「僕について来い」とかいうふ
うに支配している人が一切いなくて、全て本人たちに任されてい
る……回復している人たちがビギナーの面倒を見るという形で
す。それも、必要とされた場合のみです。この謙虚さにも本当に
驚きました。
依存者がお寺にたどり着いたとします。治療を受けるか、どう
するかと迷いますよね。そうすると「何回来てもいいし、どんな
に疑ってもいいよ」と言うんです。
治療については、お金は一円も取らないそうです。ただし、僧
侶たちが食べているものを彼らが食べてもなかなか体力がつかな
いので、敷地内に沢山ある売店で、お魚、お肉、それからハーブ
のサラダ、ヌードルとか、そういうものを食べる。その食事代は
負担してください、ということでした。「治療費は取りません。
それは自分たちのルールに違反することです。苦しんでいる人の
ためや、お寺に何か施したいということでしたら、お預かりいた
します」というのが、お寺の一貫したスタンスでした。
お寺の敷地はとても広いんですが、車で入っていったら、尼僧
さんたちがコンクリートをこねて、病院を作っていました。最初
は少年僧かと思ったんですが、小柄な、すごく利発そうな女性た
ちでした。作業に使うはしごも自分で作って、それで高いところ
に登っていく。真っ黒になって、鉄筋工のように一生懸命に働い
ていらっしゃった。もうちょっと進んだところには学校を作るん
だそうです。
いいなと思ったのは、解毒治療の段階のサポートです。
薬物依存症者の治療というと、日本だとまずは精神科に解毒入
院というのをします。点滴や、その他のお薬の力で抑えていきま
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す。離脱症状はほか
の患者さんたちの迷
惑になる、と考えま
すよね。ここでは違
いました。ヒステ
リーを起こしたり、
鬱になったり、幻
覚・幻聴でおかしく
なったら、わーっと
お坊さんたちが飛ん
できて、何時間だろ
△タムクラボク寺院にて。右は日本担当のお坊さんです。
うと無制限に助けて
くれる。２４時間体制のサポートなんです。
２メートルくらいあるオーストラリアの白人男性が、すごいヒ
ステリーを起こしていました。そうしたら、山の上からドドド
ドって３人、お坊さんが降りてきた。彼は「なんでこんなところ
に連れてきたんだ」とか「聞いてない」とか「虫がいる」とか
「あの黄色い顔した人たちに囲まれておかしくなりそうだ」とか
「基本的人権がない」とか、いろんなことを言っているんですけ
れども、お坊さんはそれについて、子供をあやすようにゆっく
り、ゆっくり説明していました。３日後には彼はなぜか頭を剃っ
て、それまでは頑強に拒否していた、みんなと一緒のお掃除をす
るようになるまでに落ち着いていました。
お寺の解毒のやり方は独特でした。お坊さんたちがまず、自分
たちの敷地内で作っているハーブを煎じてジュースを作ります。
それを飲ませ、薬草サウナに入って汗を出して解毒します。それ
から、薬草ジュースを飲んで吐く、という作業があります。人間
の持って生まれた自然のパワーを取り戻し、吐くことによって元
気が出てきたり、活性化されるということを生かした治療です。
それを数日間くり返した後、今度は仏教の教えに基づいて、い
ろいろ学んでいく。チームに分かれていって、将来どうするか、
ここに戻らないようにするかどうかを決めてから、お寺を去って
いく。多くの患者さんたちが「残りたい」と言っていました。
マッサージもありました。薬物によって身体の痛みとか壊れて
いるところが違うので、この人にはこういうマッサージ、という
のが別々にあって、それも僧侶が行っていました。
子供たちもいっぱいいました。学校の授業、薬物依存の予防教
育ですね、その一環としてやって来るのです。観光バスでどかど
か来て、治療の光景を見て感想を書いたりとか、「サッチャー」
を先に受けてしまうのだそうです。世界中からマスコミの方たち
が取材にも見えていました。

◎「サッチャー」を受ける
お寺に入るとまず、「誓い」を立てなけれ
ばなりません。私はきっと、それが気に
なって二度行くことになったんだと思うん
です。
「誓い」は「サッチャー」と呼ばれていま
した。「サッチャー」というのは日本語に
訳すと「誠」とか「真実」とか「誠意」と
か、そういうことのようです。自分自身に
対する誓いを立てるんです。
人間は、自然の中で生まれてきているもの
だから、あなたの体は、あなたの物ではな
い。お母さん、お父さんからもらったもの
で、ご先祖から来ているもので……ずっと
たどっていけば、自然の、大地のエネル
ギーを借りて出来ているもの。神様からも

△解毒。薬草ジュースと水を飲み、前の溝に吐
く。後ろの人々は歌って励ましている。
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スタッフの一人は「クスリは二度と、死ぬまでやりません」と
誓いました。私は「家族を大事にし続けます」、そして一番最後
の「この誓いを守りつづけます」ということを誓いました。もう
一人は「兄弟や恋人や、知人、友人にひどい言葉遣いをやめま
す」「クスリもアルコールも一生やりません」と誓っていまし
た。いっぱい誓いすぎて、後でまた寝込んでいましたけれども、
もうそれは、破れない。
お寺にはホットラインが開設されていて、世界中から電話が掛
かってきます。「誓いを破ってしまった」と。するとお坊さん
が、じゃあ次はどのようにステップを踏めばいいか、という提案
をする。それがクリアできてからが治療なのだといいます。アフ
ターケアがとても充実しているんです。

△お話を聞く患者さんたち。お坊さんたちが毎日、わかりやすく話してくれる。

らった、神の器です。その器に薬物やアルコールや、まだ身体が
成長していないのにニコチンやカフェインを過度に摂りすぎる、
などという自分の身体を傷つける行いをするのは、非常に悪い業
を積み重ねてきていることだそうです。
「クスリを使ってやろう」とか「これを使って生き延びよう」
とか、そういう｢誓い｣が「悪い業」です。自分自身に対し、思い
を行動に起こして積み重ねてきた確固たる「誓い」。それを打ち
砕くのは大変なんです。その人の人生は、過去の悪い業でがんじ
がらめになっていて、いいことをしようと思っても過去の自分が
絶対に食い殺してくる。
だから、新たに自分に対して「誓い」を立てるんです。人に
よっていろんな誓いを立てていましたけれど、すごくシンプルな
ものです。まずは「クスリは二度と使いません」。それから「友
人、知人、家族、自分を困らせるようなことはしません」。最後
に「この誓いを守りつづけます」という、だいたいはその３つで
した。
私たちも「サッチャーを受けますか」と訊かれました。迷って
動揺して、「一晩、検討します」って、ホテルでみんなで「受け
る？ どうする？」って相談したんです。
この誓いを立てたらもう、二度と破れない、というんです。
「破ったらどうなるの？」「いや、破れないんですよ」って。
「もうあなたは、迷うことはないんですよ。クスリを使わなくて
いいんです。家族ともう、揉めなくていいんです」と言うんで
す。「でも、もし破ったらどうなるんですか？」ってさらに聞く
と「そんな質問しなくていいです。迷うことないんです」。
私ともうひとりはそう言われると「ああ、そうか。もう悪いこ
とはしなくて済むのか」と納得してしまった。でもほかのスタッ
フは、なんだかだんだん具合悪くなってきて。それで「破ったら
どうなるんですか」ってもう一度たずねたら、「使えない身体に
なっていますから、それなりの報いがきます」だそうです。怖い
ですねえ。
次の日。お坊さんたちは待っていてくれました。「日本人たち
は今までに何人このお寺に来たと思いますか？ いろんな取材も
受けましたし、研修という方々も見えました。だけど、こんなに
食い込んできて私たちの治療の内容に興味を持って下さったの
は、あなた方が初めてです」と言われました。「よほど日本で苦
しい思いをしていらっしゃるんですね」「……まったくもってそ
の通りです」とお答えしました。
「それでは、サッチャーをどうぞ」という段になって、５人い
たメンバーのうち３人は「じゃあ腹くくっちゃおうか」という気
になったのですが、あとの２人がどうも……様子がおかしい。実
際に目の前で「一生破れません」とか「破ったら報いがきます」
とか言われちゃうと非常に迷うわけです。今回はやめた人もいま
した。

僧侶たちもまた、ラップ・サッチャーというのを受けていまし
た。仏教の原理主義なのですが、言ったことは完全に守らなけれ
ばいけない、というものです。「乗り物に一生、乗りません」と
いう人もいました。車も自転車も、飛行機もです。「この寺から
一歩も外に出ません」という人もいました。薬物依存からの回復
者で僧侶になった方は、「僕は死ぬまで、苦しんでいる人たちの
ために薬草を煎じて、サウナに火をおこし続けます」と誓ってい
ました。彼は１日３回、ずっとみんなを勇気づけ励まして、サウ
ナの準備をしていた。

◎自然の中で暮らす姿
お寺の方々は、今では政府の方々と一緒にやっておられるんで
すが、そのようになるまでには歴史があります。
薬物で苦しんでいる人の余りの増加、事件の多発に対し、タイ
政府はオピウム（アヘンの原料）畑を全部焼き払った。そこで働
いていた少数民族の人々は、やはり薬物を使い、過酷な条件で労
働していた人たちです。バタバタ死んでいくしかない彼らを見殺
しにするのかと悩んだ政府の人たちが、その頃は洞窟の中で修行
していたタムクラボク寺院の僧侶たちに相談に行ったんです。す
ると「私は、彼らを回復に導く手法を持っています。あなたがた
を待っていました」ということになりました。政府は、ほんの少
しの土地を彼らに与えて、建物も一軒だけ建てた。それが始まり
だったのです。
生き残った人たち、逃げ出した人たちを全部引き受けて、お寺
の中に村を作ったんですね。今では世界中から治療に来た患者た
ちが僧侶になって、みんなで協力して、生活の場を与えている。
だから尼僧さんたちが、病院を作ったり学校を作ったりもしてい
たわけです。
「お金が掛かるんじゃないですか？」と聞いたら「何が必要で
すか？ 私たちは何だって出来るんですよ。私たちが着ている服
も、子供たちが着ている服も、自分たちで全部、作っています。
食べ物だってありますよ」って言われてしまいました。
確かに、その周辺は、土壌のミネラルが半端じゃないらしいん
ですが、普通では考えられないような場所でした。大きな、オバ
ケみたいなヘチマがなっていたので「大きいヘチマ！」って驚い
たら、バナナだと仰るんです。「これ、違う種類でしょう？」っ
て聞いたんですが……バナナなんですね。敷地内で作っている
ハーブも作物も、ものすごく大きい。すごいところでしたね。
そこの土にもいろんな色が
あって、絵の具を作ったり、ク
レヨンを作ったりしていまし
た。ここにたくさんいるホーム
レスの子供たちに配ったり、
アートセラピーという形でその
クレヨンを使って患者さんたち
が絵を描いたりもしていまし
た。
日本では、自然を忘れて、自
分の頭だけでいろいろ空想し

△これから薬草サウナに入るところ。

題号

「FELLOWSHIP NEWS」

平成15年8月6日低料第三種郵便物承認

2003年8月1日

FELLOWSHIP NEWS
て、いろんなものに頼って生きているかもしれませんけれど、本
来ならば、すべて自然の中から生まれてきている私たちですか
ら。ここの場所がとってもいいんだ、どうしてもここなんだ……
という風に私は感じました。
「雨が降っていても傘をさしている人がいないでしょう？ お
化粧している人もいないでしょう？ 洋服は人間の羞恥を隠すも
の。食べ物は命をつなぐもの。雨は、人間の悪いものを取り払っ
てくれるもの。そういうものなんですよ」。
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して下さい」。人間の身体には１４箇所、自分でコントロールで
きるポイントがあり、疲れないようにする、血色を良くする、悲
しまないで済むようにする、凝りをほぐす、などというトレーニ
ングの方法があるそうです。あまり時間がなく全てを習得するこ
とは出来なかったのが残念です。
とにかく驚きの連続でした。お寺の中に村があるというところ
から始まって、お坊さんたちがみんな元依存症者ということ、お
金が要らないということ。いつでも受け入れてくれること。

私たちは時計に縛られて、時間に縛られて、条件に縛られて生
きているから、依存症の人たちの治療もしづらい。素足で歩いて
いたりだとか、一生懸命掃除をしたりだとか、お祈りしたりだと
か、お話をしたりだとか。動物をどこからか持ち込んできたり、
拾ってきたり。少数民族が連れてきた犬が繁殖して増えちゃっ
て、とか……人々が群れになってじゃれ合っている姿を見て、羨
ましいと思いました。

薬物依存のケアはとても大変です。私たち自身の身も心もボロ
ボロで、いろんな業を背負って、自分自身のケアもしながら、
しゃかりきになってやらなければならない。非常に消耗します。
だから私たちもここで患者として治療を受けたいと思いました。
すると「ひとたび治療を受けてここで過ごしたら、ここにはもう
二度と踏み込めないんですよ。だから、研修生のままでいいん
じゃないですか」。そう提案して下さいました。

自然の中で暮らしているその姿は、建物の中で勉強したりOA機
器に向かってカリキュラムを組んでいるアメリカとはまったく対
照的でした。タイの風土がなせる技でもありましたね。とっても
心地よかった。

「いつでも逃げてきなさい。この大地のなかであなたが過ごす
時間、必要でしょう」と。「４月には全員が歩くんです。一年間
に積もった業を振り払うために。だから私たちは出かけていま
す。テント持参でついてくる人もいますけれどね。だから、それ
以外なら、いつでも逃げてきて休みなさい」と。こうも言ってく
ださいました。「もしすごい重症の方がいたら、自然の中に帰し
てあげた方がいい人がいたら、無償で引き受けます。飛行機に乗
せて連れてきてあげなさい」と。それはやはりクスリのメッカで
すから非常に怖いんですけど……その人がどこまで回復を求めて
いるか、とか、行っても空港でいなくなっちゃうんじゃないか、
とか、考えてしまうんだけれども。交通費と食費だけで引き受け
てくださるというんですよ。びっくりしました。本当に、ありが
たいことですね。

◎マイナスの貯金
すごく分かりやすい話をいろいろして下さいました。毎日、
ちょっとずつ、一生懸命に話してくれる。
多くの人が、何がいいことで、何が悪いことなのか、分かって
いない。まず、それを知っていきましょう。人間の体はガラスの
コップのようなもので、いつもカラカラだと、水を汲みにいきた
くなってしまう。でも、コップの中に誠意、愛、よい行い、信じ
る気持ち……それらを満たしていると、もう池や水道に水を汲み
にいかなくてもいいんです。水がなくても、入っている状態に保
つことができる。
自分が困ること、家族が困ること、大事な人たちが悲しむよう
なことをやめる。それから、「マイナスの預金」をそれ以上、増
やさないようにする。
「マイナスの預金」というのは、嘘や盗みや、口の業、手の
業、いろんな悪いことを犯していくことです。そういうものがだ
んだん積み重なって来た時に、あなたは足を引っ張られる。あな
たが本当に、ちゃんと生きていこう、まじめにやろう、幸せにな
ろう、何か求めようとしても、そのときに足をすくわれてしま
う。
「怖い話をしてあげましょう」と言われました。「あなたは東
京ですね」「はい」。「事務所がありますね」「はい」。すると
「コピー機がありますか」「はい」「電話」それから「ペン」
「イス」「オーブン」「エアコン」｢コップ｣「かばん」「じゅう
たん」……それらのものは、粗末に扱ったこと、感謝もなく、ひ
どい扱いをしたことを全部記録していて、やった本人は忘れてし
まっても、それはマイナスの預金として残るというのです。「た
とえそれが自然のものではないにせよ、人間が作り出しているも
のだから、全部魂があるから。どうか愛情を持ってすべてに感謝
して生きて下さい。そうしたら、いいことをしようと思ったとき
に、全部のエネルギーが働いて、あなたの背中を押してくれるん
です」。
食べ物についても教えを受けました。「食べ物にも全部、命が
あるでしょう。フルーツも野菜も、豚、鳥、牛、お魚。全部命が
あって、自然から生まれてきたものでしょう。それを、好きなと
きに好きなものだけ食べて、いらないって残せば……命を奪って
いい行いをしなければ、報いがくるんですよ」。
「新たな決意、新たな約束を実現しようと思ったら、決して自
分ひとりの力で乗り越えようとするんではなく、全ての魂のある
ものに祈りなさい。力を借りなさい。イメージして下さい。大地
の自然のエネルギーをあなたの身体に取り込むというイメージを

私たちダルクスタッフの仕事のためにも、これからもいろんな
提案を頂きたい。スーパーバイザーになって頂けたらと思いま
す。本当に沢山のことを教えてもらい、与えてもらいました。
たとえば、子供たちへの予防教育にも、とっても役に立つんで
す。子供たちへの薬物依存症の予防教育をどうしたらいいかと、
ずっと頭を悩ませていたんです。お寺で教えてもらった分かりや
すい講話を、子供たちに話せる機会が本当に多いんです。

◎チェンマイにて
タイ北部の麻薬退治センターというところの、シバリーさんと
いう方のお話を伺いました。彼女は２０００年の日本でのNAコン
ベンションに来日なさったので、NAメンバー（薬物依存症本人）
だと思ったら、そうではなかったんですね。
タイですごく驚かされるのは、シバリーさんのように政府のプ
ロジェクトとして、薬物依存者ではないのに、世界中で治療を受
けてくる。そうやって身につけたものを「あとはあなたたちで
やって下さい」っていう形で、薬物依存症者の本人たちに返して
いくんです。そのようにしてタイにNAも、自助グループも持ち込
んだ。政府がすごく協力的なんです。彼らはとても謙虚で、依存
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症者たちへのコントロールもなければ支配
も、命令もない。いいと思ったことは貪欲
に勉強して全部、持って帰ってしまう。お
そるべし、と思いました。
そのシバリーさんが依存症に関わる援助職
の教育を始めたと聞き、お会いしてみたい
と思ったんです。なかなかお時間が頂けな
くて、ほんの少しだけお話をお聞かせ頂い
た中でも驚いたことがありました。
薬物依存はやはり「家族の問題」として考
△シバリーさん（右）と。
えていました。三者面談を何度も繰り返
す。お互いにどこまで協力できるか、話し
合う場を設けたり、治療に関する見届け人みたいな存在をつける
とか。そういった考え方を広めるためにタイの全土を回ってい
らっしゃいました。
自分の身体の声を聞いて、どこが辛いのか、痛みがあるとか、
熱があるとか、苦しいのか……それを自分で探して、自分で癒し
ていくというケアもありました。マッサージやハーブを使ったケ
アもありました。そこで治療を受けた人は、それで食べていける
ようにトレーニングをするんです。「そういうケアをする施設を
作りましたから、どうぞ来てください。ダルクの人たちは無償で
受けましょう。交通費と食費だけは用意して下さい。ともに勉強
してゆきましょう」と、シバリーさんは約束してくださいまし
た。今度ぜひ、長期で滞在して、メディテーション（瞑想）と
か、スピリチュアルなケアを受けてみたいですね。

◎サバイチャイ−埋め合わせ
ミニットマイという施設にも行きました。ここはカトリック教
会が無償で経営している、薬物依存症の回復支援施設です。
まさにダルクと全く一緒でした。自らも回復者である施設長が
クスリにはまっている人たち……薬物依存だけれどお金のない
人、教育を受けていない人、重複障害の人、村の少数民族の人た
ちなどを連れてきて、この施設で面倒を見て、仕事の斡旋をした
りする。そんな施設でした。
とてもアット・ファミリーなところでした。どこに行っても、
患者さんたちとの交流が自由であることに驚きました。私たちの
施設では視察に来られると、写真撮って欲しくないな、どこにも
公表してほしくないな、プライバシー
守ってくれるかな、ヘンな関係にならな
いかな……などと、いつもすごく緊張し
てしまう。ミニットマイは違った。「会
いに来てくれたの？」なんて言ってくれ
たり。ぜんぜん、クローズド・マインド
じゃないんです。

ない兄弟を作ってあげることが本当に、自分に対して『よくやっ
たぞ』って言える言葉です」。
私も、同じことをやっているんだと思いました。本当にもう切
羽詰って、今晩をどう乗り切るか、というような、依存者のご家
族がダルクの家族プログラムにいらっしゃる。私には本当に何も
出来ないですけれど、仲間意識を持って頂くこと、その環境を用
意することをやっている、と思っています。その場で、３ヶ月く
らい前、嬉しいことがありました。
ある方が夫婦でおそろいのバッグを持ってミーティング会場に
入ってきたんです。それをぱっと見たときに、目頭が熱くなりま
した。「ああ、これで本当に、孤独から解放されたんじゃないか
な」って感じた。聞いてみたら、一緒に神社めぐりをしたって仰
るんです。良かったなって思いました。
私もかつて本当に一人ぼっちで、仲間の中にいても、全然オー
プンになれなかった。人が信じられないし、自分も信じられな
い。何を信じていいのかも分からなかったし、私こそ、間違った
ことを信じていました。だから、人がだんだんと打ち解けていく
瞬間を見たときに、自分のことのように嬉しい。本当に、何にも
替えがたい気分を味わうことがあります。援助職としてダルクで
お仕事させて頂いていて、すごく過酷なんですが、たまにはそん
な瞬間も、あります。
自分自身のことに関しても、嬉しいことはあります。
「あのときの私に戻りたい？」って、もう一人の私がよく自分
に聞くんです。私の共依存がマックスだった時代……相手のこと
ばかり考えてしまって、とらわれてしまって、命令したり強制し
たり。それからもう一つパワフルに動いていたのが「なんで私
じゃ助けられないんですか」「どうして私じゃあなたの役に立て
ないんですか」という嘆き。これらが複雑に入り乱れ、すごく悲
しかった。
でも今にして思えばあのときが……食うか食われるかのマック
スだったあの頃が一番、本当の意味で家族だった。それぞれが
「私だけは悪くない」って鬼の形相で絡み合った。恥ずかしかっ
たしやめたかったし、「どうしてうちだけ？」って思っていたけ
れど、あきらめなかった。それはいま思えば、人として当たり前
の道を通っただけだったんじゃないか。やっぱり家族だから。大
事な人だから、そうなってしまうんだ、と。そう思っているんで
す。いまは私が私自身の過去を肯定的に認められるし、この先い
いことが起きるんじゃないかという風にも思えるのです。

ここで印象に残っていることは、「自
分でしたことへの埋め合わせ」というこ
とを、とても重視していたことです。
「サバイチャイ」という言葉を教えてく
れました。これは「心地よい」「幸せな
こと」とか、そういう意味だと思いま
す。
施設長が仰っていました。「私にとっ
てのサバイチャイは、子供たちがこの施
設にいっぱい入ってくること、仲間と会
わせてあげること。そうすることがもの
すごく幸せです。僕は一人で歯を食いし
ばっていた。間違ったことを信じて、間
違って生きてきた。本当に孤独でした。
いま、僕は、困っている人を助けてあげ
ることは出来ないけれど、連れてきてこ
この子供たちと会わせて、血のつながら

△ミニットマイにて記念撮影。ダルク・マックのスタッフ達もすっかり馴染んでいる。
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して」いくんです。
でも、アメリカでの研修は４０万円くらい掛かるんです。帰っ
てきたその日から貯金なんです。１年に１回研修を受けたいと
思っても、すごく大変です。現地でも、朝から夜遅くまで軍隊の
ようなカリキュラムが組まれていて、体を壊している人なんかに
は無理だし、「ちょっとついていけない」っていう人もいまし
た。アメリカのやり方も素晴らしいんですが……お給料が貰え
て、社会的地位もあって、人の役にも立てて、さらに自分の治療
もできて、まさに言うことなしなのに、行くと反対に落ち込んで
帰ってくるんです。「だけどなあ……僕たちはなあ……」って。
ところがタイに行ったら、余計なことは一切、させない。「引
き算」なんです。人間本来の姿にすごく落ち着けたんですね。そ
こがダルクのやり方に似ている、日本人にはすごく合うなと思っ
たんです。

△ミニットマイ。どこかダルクの雰囲気に似ている。立っている男性が施設長。

◎引き算のプログラム
最後に、今後の、海外でのスタッフ研修の意義についてです。
私がとても気になっていた、クリーンが長い回復者スタッフたち
のケアとして、素晴らしい成果を得たのではないかと思います。
薬物依存症の回復者は、クスリが止まったらすぐにハッピーと
いうわけではありません。自分自身の新たな苦痛と、それからど
う生きていったらいいかという問題に直面しながら、仲間のケア
をしなければならない。そんなスタッフたちの、それこそ息抜き
と……もうちょっと勇気付けたり励ましたり、お互い回復したこ
とを喜び合ったりとか……ずっと求めていたそういう場所を、見
つけられたのではないかと思います。
スタッフたちは、日本では学ぶところがなくて、いつも壁にぶ
ち当たるんです。自分たちの葛藤の裏づけが取れなくて「どうし
たらいいのか」という答えがいつも、見えてこない。答えのない
まま現場で悩んで悩んで、どうにもならない……で、そのまま燃
え尽きていってしまうようなことが当たり前なんです。
私は、薬物依存者の家族です。アルコールに溺れたことも、男
性依存に走ったこともあります。でも、そういうところから回復
できたことについて、私自身の人生の体験にも、ダルクの仲間や
依存者の家族の仲間たちとともに今日、ここまで来れたことに
も、プライドを持っています。仲間たちと、自分のことを誇りに
思っています。
ところが、何人かのスタッフたちは、罰としてダルクにいるの
です。社会で生活できないから、罰として施設にいて、過酷な
日々を自分に課して無理して留まっている、そうやって悩んで苦
しんで燃え尽きていく……という仲間も、数多くいるんです。そ
んなスタッフたちはいったいどうケアされればいいのか。

アメリカとは切り口が全く違う。「人がどうあるべきか」とい
うことなんですね。クスリとかなんとかは、ちょっと置いてお
く。薬物依存症、自分が背負ってきた罪、業、自責の念……そう
いうのもちょっと置いておいて、自然の中にポーンと返してくれ
た。それが忘れられないんです。
そういう切り口が、もしかしたら日本人には一番、合っている
んじゃないかと思いました。もともと同じ農耕民族ですし、仏教
という宗教的背景も少し共通していますし。ここが合わない人な
んていないんじゃないか、と思うほど、私はしっくりしたんで
す。
これからも、年に一度は訪れたい。疲れきっている援助職の仲
間たちと一緒に行きたい。お医者さんや看護婦さん、弁護士さ
ん……依存症の仲間に関わって自分の力を使わなきゃならないよ
うな人たちが、もう一回、人間としての原点に戻れる、文字通り
の｢命の洗濯｣ができるところじゃないかと思いました。
もっと教えてもらいたいし、もっと素直になりたいし、「これ
でよかったんだ」って、自分たちには未来も希望もあるんだ、と
いうことをもっともっと知りたい。また、自分の力、人の力、そ
ういうことだけじゃなくて、自然の中に帰って大地のエネルギー
を借りて、変わっていくことが出来るんじゃないかと思えたあの
場所で、研修をこれからも続けさせて頂きたいと思いました。
まだ２回目なので、そんなに核心に触れたお話をすることが出
来なくて残念なんですが、すごく大きな収穫でした。沢山の方々
のご協力のお陰で、沢山の出会いや希望を与えていただくことが
出来ました。本当にありがとうございました。

平成15年３月１６日 アパリ公開講座〜薬物依存回復の可能性をさぐる〜
での講演を再構成 （文責 ちえぞう：フェローシップ・ニュース編集部）

アメリカには、驚くほどの沢山の病院や施設があり、依存症の
支援に関して足りないものはないくらいでした。一人の患者さん
に６人のカウンセラーが付くという羨ましい体制は、入寮した患
者がそのプログラムに従い勉強し、リカバードカウンセラーにな
ることで支えられています。ちょっと驚いたのですが、アメリカ
での依存症治療の考え方というのは、アルコールや薬物の依存者
を回復させずに放置しておくと国にどれだけの赤字が出るか、と
計算する。その彼らが回復したら、何百人、何千人を助けられる
か、というのです。「彼らは私たちの財産なんですよ」と言って
いました。すごいなと思いました。
アメリカのプログラムは、「足し算」だと思いました。いろん
なグループワークに出たり、カウンセリングを受けたり、自分に
合うカウンセラーを選んだりと、新たなものをどんどん付け加え
ていく。「こういうことがあったから、こうしていきましょう」
と、自分自身に対する病識を高める。回復して社会的地位も獲得
する。社会に役立つ人間になる。そうやっていろんなことを「足

△今回、研修に参加したダルク、マックのスタッフたち。おつかれさまでした。
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サルでもわかるアディクション講座
第７回
五月晴れの平和な午後。平穏ならざる電話があった。
トルルルルル……ガチャ
相談員 はい、アパリです
サル
ぼ、ぼぼぼぼボクは……うわあああ！！
相談員 ……サルさん？
（がちゃん：硬貨の落ちる音）
サル
もうだめだーウッキー！
相談員 今度はなにがダメなんですか？
（がちゃん）
相談員 サルさん？ 公衆電話ですか？
サル
うわああああぼぼぼボクはな
（がちゃん！ツー、ツー、ツー……）

なにごとだ？ とにかく生きてはいるらしい。遠くにいるらしい
が……するとほどなく、
トルルルル……ガチャ
相談員 はい、アパ…
サル
うわああああ助けて！！
（がちゃん）
相談員 サルさん、どこにいるんですか？ ……もしもし、もし
もし？！
サル
……
（がちゃん）
相談員 とにかく東京に帰っていらっしゃい、そしてミーティン
グに出るんです。待ってますから。
サル
何がミーティングだよ！！ 誰もボクのことなんかっウ
キキキー！！
（がっちゃん！）

……数日後、
トルルルルル……ガチャ
相談員 はい、アパリです
サル
……アディクトのサルです
相談員 ああ、帰ってこられたんですね？ よかった！
サル
……ボク、ミーティング怖いんです。もう……もういき
たくない……なんかみんなでわけのわからないことをして……ま
たボクをのけものにしてー！！
相談員 またですか？ いったい今度はどうしたんですか？
サル
いろいろ、
きかれるんですよ、
わかんないことを。
相談員 何を？
サル
「バース
デーは？」とか、
「ホームはどこ？」
とか「スポンサー湿
布がどうの」と
か……そんな回復の
秘密メニューがある

メッセージ
のに、ボクには教えてくれな
いなんて！ ケチ！ いじわ
る！ ウキキーっ！！
相談員 ひ、秘密メ
ニュー？？ うーんそれはと
もかく……きけばいいじゃな
いですか。
サル
きこうと、思ったん
ですよ。それで……そのため
には……
相談員 そのために？
サル
どうしてもケータイ
を買わなきゃいけない、と
相談員 な、なんでそうなる……？
サル
（それには答えず、せっぱつまった様子で）そのために
はお金が……わかったんですよ。ボクの回復にはお金が必要なん
だたくさん！
相談員 う〜ん……？ そ、そうか、そう考えたか。
サル
ボクは働いて働きまくって、ガンガン金稼いで回復する
んだーウキキキー！！って、ボクの完璧な猿生計画のもとに、ま
ずは日光に……
相談員 日光……サル軍団？
サル
あそこにはそれなりに、いろいろあるんですよ、サル産
業が。
相談員 そ、そうなんですか。じゃあ、働いてたんですか？
サル
日光に着いたときにはもう、サルバイト情報誌を買うお
金も残ってなくって、マトモな仕事は見つからなくて。やっとあ
りついた仕事が、一日、『見ザル』のパフォーマンスをする、と
いう……一日うずくまって目をこう、手で……
相談員 ぶっ（笑）。……それで？
サル
もちろん翌日は「聞かザル」、その翌日は「言わザル」
……３ヶ月エンドレスで、って……
相談員 ぶはははは！（爆笑）
サル
（つられて笑いながら）ぶ、ぶははは……笑いごとじゃ
ないっすよ！ もうボク、頭がおかしくなりそうで……でも、が
んばろうって。胸張って東京帰るためにここは耐えるんだ、っ
て。ボク、がんばりました。見ザル聞かザル言わザル、見ザル聞
かザル言わザル、見ザル聞かザル言わザル……う、うううわああ
あああ！！
相談員
うわあ……また、無理したんだなあ。
サル
道行く人びとに無視されあざ笑われ、道ばたのゴミって
こういう気持ちなのかもしれない、とか……ゴミのほうがまだま
しかも、とか……だんだん、だんだん奴らの笑い声があた、ああ
ああアタマにこびりついて……
相談員 うわーキツいなあ……
サル
……給料日まであと言わザル見ザル聞かザル言わザ
ル、って思ったとたんあああいつ、あいつが……
相談員 で、出たか……幻聴さんが。
サル
ぼ、ボクは走りました夜の日光の森を。本家の左甚五郎
作を焼き討ちすればきっとボクはボクは……なんか、おかしく
なってました。世界じゅうのかわいそうなサルを救うつもりでい
ました。それで……それで、
相談員 火をつけた？
サル
いえ。気がついたら賽銭箱に手をつっこんでました。逃
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げることしか考えられなかった……なんで、なんでこうなったん
だろう……こんどこそうまくいくって思ったのに。だって、前と
違って、ボクは自分の回復のためにって一生懸命……３ヶ月働い
てお金さえできれば、クスリも止まって回復して猿生バラ色が約
束されてたハズだったんだ、なのに……やばい、このままじゃま
た前と同じだ。使っちゃう！ って思って、賽銭泥棒してなんと
かアパリに電話をかけて……
相談員 ああ、あの電話、そうだったのかあ。
サル
（がっくりと声のトーンを落として）ああ、ボクはま
た、何もかもを失って……
相談員 ちょ、ちょっと待って。ちょっといい？ そもそも、な
んでケータイが必要だって思ったんですか？ どうも僕にはわか
らなかったんだけど。
サル
だってね、あの女の子が……アドレス教えてくれたコ
が、「サルさんホーム決まってないの？ じゃーここでバース
デーやんなよ」って。でも、なんのことだかさっぱりわかんなく
て。せっかく親切にしてくれてるっぽいのに、ホームだかバース
デーだか湿布だかをちゃんとやれば、きっと親切に応えられるの
に、ボク何もわからないし……だから、いまケータイがあって
メールさえできれば、プログラムだか何だか、みんなの秘密メ
ニューのこともわかって、みんなともうまくやっていけるっ
て……それがなくっちゃ、ミーティングだって行けやしないって
思いつめて……
相談員 そうかー。要するにまた、仲良くなりたい、ミーティン
グでみんなとうまくやっていかないと回復しない、ってテンパっ
ちゃったのか……それで、出稼ぎに出た、と。
サル
で、やっぱりダメだったというか……だって、前もボ
ク、なんだか同じこと、言ってましたよね。仕事キツくてどうし
ようもなくて、クスリ使ったら余計なんともならなくなって、相
談員さんに教えてもらって初めてミーティングに出て……そう
だったはずなのに。ボクまた同じことやってたんだ……
相談員 本当はミーティング、すごく行きたそうなんだけど。
サル
だって……
相談員 だってもへちまもバナナもありません。ミーティングで
ハイヤーパワーに、話すんですよ。
サル
またわけのわかんないことをー！！ ウッキーッ！
相談員 行きたいんでしょ？
サル
うっ……
相談員 だって、使っちゃえば、よかったじゃないですか。なん
で使わずに戻ってきたんですか？
サル
ううううー。だって……ボクもうイヤだ……もう、使い
たくないんだ……とにかくもう、あんなふうになりたくなくっ
て……とにかく……
相談員 とにかく行ってみたらどうです？ みんな待ってます
よ。
サル
それ、前も言ってたけど……誰もボクのことなんて覚え
ちゃいませんよ。
相談員 待ってるんですよ。「まだ苦しんでいるアディクト」で
あるサルさんを。まさにサルさんみたいな人、いやサルのために
ミーティングってあるんだし、そこから生きていけるんだ、回
復ってあるんだ、って伝えるために仲間が集まるんです。また、
伝えることで回復していくんです。サルさんが回復の「メッセー
ジ」をもらうことで、仲間も回復していくんです。
サル
……ウキキ？
相談員 それにね、サルさんがミーティングに来ることが……そ
のことがまさにみんなにとって「メッセージ」なんですよ。
サル
メッセージ？ ……ウキキ？
相談員 またテンパって、お金とかモノを持つことで力をもとう
と、力にしがみつこうとして……という同じ間違いをしてしまっ
た。でもそのなかで、使わないほうを選べたこと……何よりも、
生きて戻ってきたこと。仲間にメッセージ……伝えてください。
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生きてた、戻ってこれた、って。僕らは、伝えること……メッ
セージすることで、回復していくんですよ。
サル
なに言ってんですか？ 仲間に伝えることなんてなにも
ないよ。アホでサルで、失敗して、回復できなくて……また醜態
さらして……
相談員 なに言ってんですか。サルさんの冒険談、サイコーでし
たよ！……ほんとによく、戻ってきましたね。それはサルさんの
力ですよ。生き抜いたじゃないですか。
サル
えっ？ 生き抜く力がないから、逃げてきたのに。
相談員 サルさんはミーティングがキライみたいだけどね。サル
さん、もう、自助グループで回復してるじゃないですか。使うこ
とを選ばすに、生きることを選んで、キライなはずのミーティン
グに戻りたくて……戻ってきたサルさんを、ハイヤーパワーは、
プログラムは助けてくれますよ、これからも。
サル
また秘密メニューの話ですか？ 何言ってんだかわかん
ないけど……とにかくほかにどうしようもないってことはわかり
ました……行ってみますよ。
相談員 待ってますよ！

後日、梅雨空の昼下がり。サルから再び電話。
サル
全部しゃべったらなんだか……バカウケして、ハグの嵐
でした。
相談員 よかったじゃないですかー
サル
ケータイなくても、きけばいいだけの話だったのに。秘
密メニューのことだって、焦らなくてもちょっとずつきいていけ
ばいいんですよね。ボクなんであんなにテンパっちゃったんだろ
う？ なんかバカみたいですウキキー。
相談員 （なんでそれが最初からわからんー！と心の中でツッコ
みつつ）そ、そういえばそうだったですよねえ。
サル
そういえば？ なんだよそれー。あーでもボクやっぱ
り、ケータイ、ほしいなあ……
相談員 まさかそれ、女の子と仲良くなりたいだけ？
サル
そうかもしれないです。ボク、つまんないことでテン
パってたんだなあ！ 相談員さん、ありがとうございました。
ウッキキー！

（編集部注：秘密メニューっていったい……？！ サルのプログ
ラムはどうなるのか？！ これからにご期待ください。）

構
成
：ちえぞう
アドバイザー ：プーさん・シゲヤ
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神無月才生の好評連載

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７回 「神との対話」
▽陽と陰
一台の車が、同じブロックをグルグルと回り続ける。陽光が照りつけ
るロサンゼルスの高級住宅街ビバリーヒルズ。
運転しているのはビーチ・ボーイズのリーダー、ブライアン・ウィル
ソンで、ＬＳＤを吸いながらメンバーのアル・ジャーディンを乗せて走
る。「一緒にＬＳＤをやるって約束しないとだめだ。人生が変わる
ぞ！」と叫びながら。
堪忍袋の尾が切れたアルは無理やり車から降りた。ブライアンはうつ
ろな表情で「神を信じるか？」と詰め寄る。アルは「君は完全に狂って
るぞ。ドラッグをやめろよ」と言い残して去った。
薬物が天才の心と体を乗っ取りつつあった１９６６年、ある初夏の日
のことだ。
不朽の名盤「ペット・サウンズ」を作り終えて、ブライアンが次に目
指したものは何だったのか。今回からの２回は、絶頂期を迎えていたブ
ライアンが、結果、自らを廃人にして終えた未曽有のプロジェクト「ス
マイル」を検証していこう。
６６年４月。ブライアンは「ペット・サウンズ」制作中に着想を得て
いたものの、ひとまず棚上げにしていた「グッド・バイブレーション」
セッションを再開した。「ペット・サウンズ」でも活躍した西海岸の腕
利きセッションメンが集結。クラリネットやハープ、電子楽器テルミン
など、ポップスには珍しい楽器が導入され、シングル曲にかける費用、
時間としては当時異例の７万５千ドル、半年を要する大プロジェクトへ
と発展していく。
「『グッド・バイブレーション』は僕の音楽のビジョンを総括し、想
像力、才能、制作価値、技巧、作詞作曲と精神性の見事な融合になるだ
ろう。僕はスペクターのような壮大なレコードを作ることを思い浮かべ
ていた」（「ブライアン・ウィルソン自叙伝」（中山啓子訳、径書房）
より）
ブライアンと他のメンバーの溝は決定的になっていた。相変わらず陽
気な男の子を演出してコンサートを沸かし、グループの「陽」を担った
メンバーたち。天才の名をほしいままにしたブライアンは一人スタジオ
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にこもり、「陰」の支配者として、完璧な音作りにこだわる。
このころ、ブライアンはドラッグを最初に教えてくれた友人ローレ
ン・シュウォルツを介して、ヴァン・ダイク・パークスというミュージ
シャンと出会う。早口で物知り、斜に構えた物腰。ウィットに富むヴァ
ン・ダイクはブライアンの心をたちまちとらえ、アンフェタミンの世界
へと誘った。

▽自然の報復
「僕には次のアルバムで進むべき方向が分かっていた。『グッド・バ
イブレーション』の世界をさらに展開させることだった。三年間、ずっ
と対峙してきたクリエイティブな状況のピークに立っていた。僕は自分
の地位を築き、たった一人で頂点に立ち、希薄な空気を吸っていた。し
かし、自分自身を立証したいという本能的な願望を満たすものは何もな
かった。僕はさらに前進しなければならなかった」
５月。ブライアンは新たに作ったメロディーをピアノで弾き「考えて
いるタイトルは『ヒーローズ＆ビレインズ』（英雄と悪漢）だ」と告げ
た。聞いていたヴァン・ダイクは「西部の町を連想させるからぴっりな
タイトルだ。曲にはストーリーが必要だな」と言うと、精神を集中して
しばらく考え込み、すらすらと歌詞を語り出した。
「はるか昔、俺はこの街にいた
そして今、戻ってきたのさ
俺は死んだも同然に扱われ
長い、長い間、誰にも知られずにいた
恋をしたなんてのは、何年も前
相手はスペイン人とインディアンの混血の
あどけない少女だった
英雄と悪漢が住む町に生まれた女さ」
ここに、新たな作詞作曲コンビが誕生。ニューアルバムの仮タイトル
は「ダム・エンジェル」と決まった。少年時代に抱く感情の機微を描い
た「ペット・サウンズ」のテーマをさらに拡大し、ここでは「神にささ
げるティーンエイジシンフォニー」がコンセプト。２人は「神との対
話」を恐れることなく、２千ドルのマリファナとハシシを用意して創作
活動へ没頭する。
「英雄と悪漢」はさらに、主人公の少女が戦いの仲裁に入り、撃たれ
て死ぬ場面へと展開する。
「ある晩、戦いが起こり
彼女は弾丸の雨の中に居合わせて
撃ち抜かれ、倒れた
でも彼女は野郎どもをものともせず
今も夜の闇の中で踊っている
この英雄と悪漢の町で…」
アメリカの大地が持つ温かみと自然の容赦なさ。そこに力強く生きる
開拓の民。ヴァン・ダイクの持つストーリー性とブライアンが作り上げ
た音のタペストリー。「英雄と悪漢」以外に６６年夏から秋にかけて、
ブライアンとヴァン・ダイクが書き、録音されたのは次のようなナン
バーだった。
シンプルなハープシコードの演奏をバックにブライアンが美しいファ
ルセットを聞かせる「ワンダフル」。ティンパニなどの打楽器を多用、
謎めくハワイ語の歌詞でつづる「ドゥ・ユー・ライク・ワームズ？
（ドゥ・ヤ・ディグ・ワームズ）」。マリンバでそよ風を表現した涼し
げな「ウインド・チャイムズ」。

△ブライアン・ウィルソン（左）とヴァン・ダイク・パークス＝1966年

これらは後になってからボックスセット「グッド・バイブレーショ
ン・ボックス」などで発表され、完成形に近い音が聞けるが、開発を続
ける人類と自然の報復により全てが消える様を、どよめくようなコーラ
スで表現した「キャビネッセンス」はとくにすばらしい出来だ。

題号

「FELLOWSHIP NEWS」

平成15年8月6日低料第三種郵便物承認

2003年8月1日

毎月1回1日発行

FELLOWSHIP NEWS

No.7

Page 23
「ビーチ・ボーイズ（の他のメンバー）がツアーから戻り、僕が書
いた曲を聞きはじめたが、彼らの期待は一曲ごとに怒りに変わって
いった。僕は重罪を犯していた。ボーイズのスタイルを破壊してい
た。彼らは、曲の構成とシンプルな帰結につながるポップ・アルバム
の常套的なアプローチにまっ向からチャレンジする音楽を聴き、びっ
くり仰天した。僕はアートを作ることを第一に考えた。僕はとても苛
立った」
それでもブライアンとヴァン・ダイクは創作活動を続けた。マリ
ファナ、ＬＳＤに飽き足らず、ついにデスピュトールという覚せい剤
を大量に入手。迷うことなく、惜しみなく、自らを消費した。

△「スマイル」のライナーに用意されたイラスト

▽予言
アルバムには「バイシクル・ライダー」と呼ばれるメロディが何度と
なく登場して全編をつなぎ、メインテーマの役割を果たすはずだった。
たまたま乗ったタクシーの運転手にユーモアのセンスを感じ、ブライア
ンがポータブルのテープレコーダーを回したこともあった。
「僕は音が出るものであれば何でもアルバムに使うことと結びつけて
考えていた。たとえば、ディナーの皿をフォークでかちっと叩くのを合
図に、全員にグラスや皿をフォークとナイフで叩くよう頼んだ。バーで
本当にパンチの応酬をしたり、椅子やテーブルを壊す、昔の西部劇スタ
イルの騒々しい喧嘩を再現してくれるよう頼んだ。その音をテープで録
音しようと思ったのだ」
１０月。ブライアンは自宅で開いたディナーパーティーで友人やレ
コード会社関係者らに録音した曲を聞かてお披露目した。「音楽的なコ
メディになるんです。アルバム全体が昔の西部へのタイム・トリップに
なります。文字通りアメリカの風物です。おもしろいユーモアもたくさ
ん入っています。ユーモアだらけの壮大なトリップになると思っていま
す。曲の間に話し声や笑い声さえ入るんです」と説明したが、これまで
とあまりに違う音の質感に一同はあっけにとられ、沈黙が続いたとい
う。

同じ月、「スマイル」からの先行シングルとなる「グッド・バイブ
レーション」が発売された。最後の編集を終えたブライアンは音を聞
き「これは本当にショッキングな曲だぞ」と漏らしたが、メンバーは
当惑。ブルース・ジョンストンは「世界的な大ヒットになるか、ビー
チ・ボーイズが消えるか、どっちかだな」と洩らしたという。
皮肉にも、その予言はどちらも的中する。アメリカ、イギリスなど
世界各地でナンバーワンになり、シングル最大の収益をもたらした。
勢いを得て、その年の暮れに行われた英国「メロディーメーカー」誌
のファン投票では、ついにビートルズを抜いてトップに立つ。しか
し、そのビーチ・ボーイズが「自殺を図る」時も近づきつつあった。
ニューアルバムのタイトルは「ダム・エンジェル」から「スマイ
ル」へと変更。機が熟したと考えたブライアンはいよいよ「スマイ
ル」の核をなす組曲「エレメンツ」に着手する。地・風・火・水の４
部構成が予定された曲の第３部、火のパートがハイライトになるはず
だったのだが…。
その「ファイアー・セッション」で事件は発生する。

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
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

http://plaza.harmonix.ne.jp/~skz/

「助けてもらう力」 安高真弓（ウィメンズオフィス・サーブ）
２月にハルエさんと二人でサンフランシスコに施設の視察に行っ
た時のことです。東京まで戻ってきて、「東京の人って、こんなに
親切だったっけ？」と思うことが何度もありました。
時差ぼけの頭でホテルにチェックインしたあと、ごはん党の私は
一口だけでも米を食べたいと駅前のデパートに買い物に行きまし
た。到着した時間が遅かったので、店の入り口に辿り着いた時には
蛍の光が流れ始めました。「ああー、ごはんが遠ざかるー」と惣菜
コーナーに走りましたが、片付けられてしまったあとで何もありま
せん。「弁当やおにぎりのような高級品でなくてもいい、白ごはん
だけでもなんとか！」と、帰る準備をしていたお店の人に「白ごは
んだけでもいいんですけど…」と、声をかけました。私の顔には
「米」と書いてあったに違いありません。事情を話すと、「そりゃ
食べたいよね。中味は選べないけど、いい？」と、ほかほかのごは
んでおにぎりを作ってくれたのです。「あったかいうちに食べて
ね。」と渡されたおにぎりの美味しかったこと！
地方出身の私にとっては、初めて上京した時に圧倒された東京の
テンポの速さや煩雑とした感じは強烈でしたし、道を尋ねてもろく
に教えてもらえなかった苦い経験から「東京の人は、不親切」とい
うイメージを強く持っていました。でも、思い返してみると、今回
の視察旅行中だけでも羽田成田間の路線図と時刻表をもらったり、
一人では持ち運べないほどの重量になってしまったトランクを駅員
さんやホテルのフロント係の方が運んでくれたり、あまりの寒さに
入った地下で道に迷って随分長い距離を一緒に歩いてもらったり
と、親切にしてもらうことばかりでした。

理由は簡単。東京の人がやさしくなったのではなく、私自身の
あり方が変わったのです。以前の私は、大ケガから復活した経験
もあって「一人でできるようにならなくちゃ」と、とても肩に力
の入った生活をしていました。手伝ってもらうことはもちろん、
「できない」と言うことも何かをお願いすることも、今考えると
稀でした。回復を目指す人たちとのお付き合いの中で、みんなが
実践している「正直になること」を、私も学んだのでしょう。
駅員さんやホテルの人も仕事だから親切にしてくれたのではな
く、私が「困っています」と正直に話したので、それぞれできる
ことをして力を貸してくれたのだと思います。モノや誰かに依存
することは結局自分を苦しめますが、自分の必要としている援助
を受けることは自分を楽に
します。必要なことをして
もらって「ありがとう」と
感謝できる関係は、軽やか
で気持ちのいいものです。
助けてもらう力は、「感謝
できる能力」とワンセット
でもありますね。
ほかほかのおにぎりは私
の米欲求を満たしてくれた
だけでなく、助けてもらう
力がついたことを気づかせ
てくれました。
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アウェイクニングハウス
アウェイクニングハウスの各プログラム
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

スポーツプログラム

ミーティング風景

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。

農作業プログラム

陶芸プログラム

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
【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

〒375-0047
群馬県藤岡市上日野2594番地
電話 0274-28-0311 FAX 0274-28-0313
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