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今年8月に、DARSメンバーで手分けしてヨーロッパの薬物政策視察に出かけました。私はドイツ視 2014年11月1日
察のグループに入って、ドイツの刑事施設と保安処分施設の参観に行ってきました。ドイツでは、薬物

自己使用等事犯者に対して、刑罰に代えて禁絶処分、すなわち治療の義務づけがなされる場合が
あるとのことで、特に薬物事犯者が入院・通院している病院に興味がありました。今回は外来の
病院を参観することができました。

8/21(木)ゲッティンゲン大学のス
タッフの引率で、ニーダーザクセン
州の少年更生複合施設
（Niedersachsisches Justizministerium）を訪問しました。

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。

8/25(月)ゲッティンゲンにあるロスドルフ重警備刑務所に行きまし
ロスドルフ重警備刑務所。収
た。面会室は、日本型のアクリル板越しの面会室はほぼ使われておら
ず、イス置き場になっていました。警察の調書を取る部屋にはPCが設置 容対象者は、未決、既決と保
されていて取調室になっていました。弁護士との面会室は、テーブルと 安監置の3種類。定員が401
イス部屋が２室。家族との面会室は、６組が一度にできる部屋と、本人 人で現収容者が259人。
一人と家族３人が面会できる部屋がありました。原則として面会は月に
最低１回１時間ですが、事前に予約することで家族だけで立ち会いなしで5時間入れる部屋『愛の部
屋』があり、性行為が行える大きなソファや、調理器具、トイレ、カーテンがあり、鍵が閉められる部
屋がありました。普通の面会も事前に申し込むと2時間まで面会できるそうです。
同じ建物の中に、保安監置という、社会的に危険な者を受刑期間終了後も、社会の安全のために拘禁
しておくことができる施設が付設されていました。当日は48人定員で31人収容されていまました。
色々なセラピーがあったりソーシャルワーカーがいますが、希望のない人たちへの処遇は大変です。絵
を書く、ジグソーパズル、家の模型やカレンダー作り、庭の手入れなどをしてもらっています。庭に大
きなチェス盤がありました。すべて自由意志参加なので矯正はできません。服は私服が許されていま
す。年齢は平均60歳。家族関係が破綻している人が多く面会は少ないそうです。心理療法士は通常刑務
所に１１人、保安監置施設に７人、社会治療に３人。ソーシャルワーカーは、それぞれ、6人、7人、3
人。医師は、常勤１人、非常勤３人。歯科医も週一で通勤。保安職員が186人。全部で232人。職員数
が多いと感じました。ドイツは日本よりもゆったりとした時間が流れているようです。午前10時に訪問
して、ゆっくりとくまなく施設内を参観させてもらい、施設を出たのはなんと午後2時でした。

全国のDARCやMAC等
の社会復帰施設、
福祉・教育・医
療・司法機関と連
携しながら、依存
症から回復しよう
とする方々を支援
しているシンクタ
ンクです。
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午後は、ゲッティンゲンのASKREPIOS(アスクレピオス)病院という精神科病院を訪問。歴史的な
建造物のような感じの病院。薬物依存者にヘロイン患者に代替薬物提供ブログラム（メタドン、サブ
テック）、EMDRなどを実施している。説明してくれた.リュデッケ医師によると、一生、禁絶処分施
設に収容しておかないといけないような人が、通所プログラムによって減少しているそうです。
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薬物使用と使用のための所持を非犯罪化した国
～ ポルトガル薬物政策調査
アパリウエスト 木津川ダルク 加藤 武士

The European Monitoring
Centre for Drugs and
Drug Addiction
（EMCDDA）報告書の書棚

EMCDDA の 資 料 室 で ス タ ッ
フ の Leoner Gomes さ ん と
記念撮影

NGO の GAT ： IN-MOURARIA で
提供されている薬物使用道
具感染症予防キット

8/25～9/1の旅程でポルトガルの薬物政策の調査に向かっ
た。龍谷大学大学院石塚伸一先生の研究会(DARS)メンバーで
ある、丸ちゃんこと立正大学准教授丸山泰弘氏、たけぞうこ
と三重ダルク施設長市川岳仁氏と3人での調査となった。石塚
先生たちは、ドイツ・ノルウェイの薬物政策調査をすること
になった。私は10年ほど前からポルトガルには行ってみた
かった。それは2001年に薬物使用目的の所持に対して刑事
罰を廃止したヨーロッパで最初の国となったからだ。（アメ
リカやヨーロッパ諸国では薬物の使用罪は元々ない）
これには理由があり、ポルトガルの人口が約1009万人
サン･ロッケ教会 聖堂
（1997年）に対して薬物使用者（多くがヘロイン）が約10万人に
達しために抜本的な政策変更が迫られた。さすがに１％が薬物使用者となり刑務所に入れることに
なると国民が受刑関係者か刑務所関係者のようになり国家が破綻しかねない。そこで1997年に専
門家グループを召集し新たな薬物と薬物依存に関する国家戦略が立案され、2000年に薬物の個人
使用と使用のための所持は非犯罪化され、その法律は2001年7月から施行された。また、その政策
が成功を収めることとなりこの政策が南米やヨーロッパでもモデル化する動きが出来ている。
今回コーディネートをしてくれた丸ちゃんが、Agência Piaget para o Desenvolvimento（APDES）
の所長Joseさんと連絡を取り合って実現できた。しかし、Joseさんとの連絡がうまく取れず現地に
行くまで本当に調査や視察が出来るか不安だったようだ。私は何とかなるだろうと楽観的に考えて
いた。最悪のことも考えていくつかの機関にコンタクトを取り訪問先を追加しておいた。
いよいよポルトガル薬物政策調査へ。26日の午前中は近くのサン･ロッケ教会で今回の調査と安全
をお祈り。装飾が豪華で驚くばかり。この建築は後のイエズス会の建築的手本となったという。昼
食のため海鮮料理店を目指して街を歩いたが古い建築物がたくさん残されており素敵な町並みだっ
た。
午後は、The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction （EMCDDA） を訪問。
1993年に設立、1995年にリスボンに設置された。ここではヨーロッパ各国の薬物と薬物依存の
情報を集約し薬物関連情報については卓越した研究拠点となっている。膨大な量の英語の報告書を
頂き、丸ちゃんと分担して持ち帰ることになった。（翻訳協力者はアパリまで）夜には現地のNA
ミーティングにも参加。参加者のほぼ全員がポルトガル語で話すので内容はわからなかった。た
だ、このフェローシップには言語は関係ない。ミーティング後、一緒に食事をすることになった。
英語が話せて日本好きの青年と丸ちゃんの通訳を交えて日本とポルトガルの話をした。その青年が
「日本との一番の違いを教えてくれ」と聞いてきたので、文化のことや国民性とかしばらく考えた
あげくに「日本では2度の覚せい剤使用逮捕で3年以上刑務所に入るよ」と言うと目を丸くして、し
ばらく絶句していた。その顔を見て、僕と丸ちゃんは爆笑していた。そんな楽しい夕食も終えホテ
ルに戻ると時刻は23時過ぎに。ポルトガルの日の入りが遅く20時ぐらいまでは明るいので夕食も
21時ぐらいから始まる。長い1日がこの後も続く。
街で観光客相手のドラッグの売人と出会ったので、どんなものがある 所持薬物
g
のか聞いてみるとチョコ（大麻樹脂）を持っていた1gで50€だった。
ヘロイン（Heroin）
1
ちょっと高いかなと思った。ボスを呼べば他のドラッグもなんでもある
とのこと。後で現地メンバーに聞いてみたところ、観光客相手の偽物も メサドン（Methadone）
1
多く、50€は高すぎるって言っていた。法律が変わり大麻なら25gま
で持っていてもお咎めなしなので、密売時も規制量を超えない量で売る モルヒネ（Morphine）
2
ようにしているようだった。
27日の朝、Joseさんたちがホテルまで迎えに来てくださり、早速
SICAD（保健省）を訪問し、国家戦略としての薬物政策において財源の
浪費を招いた刑罰中心の政策から医療、そして統合された介入（諫止）
への転換、DADC (Drug Addiction Dissuasion Commissions：薬物依存を
諫止する委員会）などを紹介していただいた。2013年から始まったア
ルコール、ギャンブルを含めた嗜癖行動と依存を減らすための国家プラ
ンがあることをお聞きした。また、危険ドラッグへの対応として販売店
の閉鎖などの対応も聞けた。

コカイン
（Hydrochloride）

2

カンナビス（Leaves and
Flowers or Fruited

25

dons）
LSD

0.1

MDMA

1

覚せい剤
（Amphetamine）

合法的所持範囲
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午後からは、NGOのGAT：IN-MOURARIAというプロジェクトの統合センターを訪問した。30㎡ほど
の小さめの多目的スペースは、基本的なニーズへの対応（栄養補助食品提供、バスルーム、ク
ローゼットへの利用）、消耗品（注射器、喫煙パイプや他の材料）の提供とコンドーム（感染症
予防のため）の配布などがされている。ここでは地域のために一般市民に開放されています。HIV
や肝炎の予防やホームレス支援などを行い簡単な食事のサービスなどもあり、ソーシャルワー
カーやピアカウンセラーが利用しやすい環境を作っていた。貴重品や処方薬の管理なども行って
くれる。これでリスボンの調査を終え、ポルトの街まで約300kmを車で移動。リスボンが東京とす
ればポルトは大阪だろうか。ポルトの街は「ポルト歴史地区」として世界遺産になっている素敵
な街だ。
29日の午前中はポルト刑務所、午後は薬物諫止（思いとどまらせる）委員会を訪問。刑務所で
は副所長と医務部長に案内していただいた。700名程度の定員に200%に迫る1200名程度の受
刑者と過剰収容状態だった。窃盗、密輸での受刑者が多く、全体の70-72%が薬物関連。依存症
と分かれば特別ユニットでの受刑となる。充実した医療部門では、歯科なども最新設備で充実し
ていた。精神疾患や障害者など重複障害について尋ねたが、刑務所に入れることなく別のサポー
トがあるようだった。IQテストもなく、関係を持っていれば気がつくし、そのとき必要な支援を
すればいいということで、大らかというか懐の深さを感じた。その後は、TCユニット（薬物を止
め続ける受刑者のユニット）にて、受刑者と自由に話をさせていただいた。それぞれの部屋も拝
見させていただいた。家族写真が貼られ、ラジカセなども置かれていた。６畳ぐらいのスペース
にベッドが二つと身の回り品が置かれていた。時計やピアスなどもしており自由な感じだった。
当然受刑服もない。刑務所内では薬物使用禁止になっているが使う受刑者も多くいる。TCユニッ
トに入れるのは薬物使用を止めたものだけが移れるようになっていた。ここだけは過剰収容もな
く、ゆったりとした環境だった。リビングのような空間もあった。生活態度がよければ、数ヶ月
に一度家族の元へ外泊もできると言っていた。罪名はここでも薬物使用のための窃盗や密売、密
輸が多かった。
午後からは、薬物政策の最も重要な部分を担っているCDT-PORTOを訪問。全国に22ヶ所ありポル
トの委員会予算額は年間20万4千€（約2800万円）。少量の薬物所持は非犯罪化されているが
一定量持っていると委員会出席を課せられる。呼び出しに応じないと次に来た時に行政処分とし
ての25€程度のペナルティが課せられる。委員会は、理事3名、技術スタッフ4名、心理士2名、
SW1名、法律家1名、事務2名にて依存症のアセスメントや評価を行い適切な資源につながるよ
うにサポートをしている。多くがＴＣや医療機関などに紹介されることが多いようだった。教育
機関とのネットワークもあった。ここで出された提案やアドバイスに従わなくても罰則はない。
この提案に従わなくても罰則がないあたりダルクでの対応と似ており親近感を感じた。薬物の所
持、使用に罰則がないので当たり前といえばそうなのだが日本での常識から考えるとなんとも思
いやりのある委員会であった。
この訪問を最後にポルトガルでの調査を終えることになったが、薬物の使用が非犯罪化されてい
るので、街に薬物使用者がうろうろしているかといえば、そんな感じはまったくなかった。夜に
一人で出歩いても危険を感じることはなかった。実際、穏やかでのんびりした印象を受けた。
非犯罪化することで投獄するより医療や福祉的政策がコスト面からも安上がりになり、実際、治
療を受けようとする人が増えた。これによりHIVの感染症も減ることとなり、感染率は17%も減
少。また、十代の薬物使用も減り、大麻の15歳以上の生涯使用率は10%だという。ちなみにア
メリカでは39.8%。この数字からも薬物問題の解決に導いた政策だといえる。ポルトガルの政策
を簡単に日本に導入することは出来ないが、「ダメ！ゼッタイ！」で厳しくすることが最善の方
法ではないことを実際的に知ることとなり、学ぶべきものがあった。
日本では、平成28年6月までに「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予制
度」が施行されることが決まっている。より積極的な社会内処遇を行うことが、その再犯防止・
改善更生に有用かつ必要と考えられている。しかし、依存の改善だけではなく、薬物によって苦
しんでいる人が「より健康に生きることをサポートする」そんな支援が本人にとっても家族に
とっても、そして社会にとってもより良いものであるし、日本でも依存症だけを見るのではなく
もっと大きく見ながら、個人を支援するようなハームリダクション政策が行われるようにムーブ
メントを起こしていきたい。
＊EMCDDA：http://www.emcdda.europa.eu/
＊ナショナルレポート.2013.ポルトガル：http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/
index228487EN.html
＊SICAD： http://www.sicad.pt/pt/Paginas/default.aspx
＊GAT: http://gatportugal.org/
＊APDES： http://www.apdes.pt/v1/
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NGO の GAT ： IN-MOURARIA の
センター

APDESで講義を行いJoseさん
と施設スタッフと調査員丸
ちゃん

CDT-PORTOでのディスカッ
ション

ドイツ、ポルトガルの視
察調査に関しては、アパ
リのｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ関連講座
12/15(月)18:30～におい
て、アパリ理事の石塚伸
一先生（龍谷大学法科大
学院教授)が「ヨーロッパ
の薬物犯罪対策」と題し
てお話いただく予定で
す。
どうぞお楽しみに！
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フィリピン全土での視察を終えて
フィリピンプロジェクト・チーフ 梅田 靖規

リッチー氏の自宅にて
プロジェクトの打ち合わ

ミンダナオの施設にて
ジープに乗り込んでミー
ティングへ

ルソン島北部の仲間と
バースデーを祝う

「フィリピンの貧困層依存症者の支援プロジェクトに協力して頂けませんか？」事務局長の
尾田さんより、そのような連絡を頂いたのは今年の初め、そのとき私は丁度、メトロマニラ北
部の貧困層地域に滞在しており、薄暗い路地にて自身の薬物依存からの回復経験を依存症者た
ちと話しているときでした。一人だけ英語が堪能な同世代の気の優しい男性がそのとき私に
いった言葉を今でも鮮明に覚えています。「薬物依存から回復して、今は支援する生き方を選
んでいるあなたを、俺は誇りに思う。だが残念だけど、君たちにこの環境を救うことはできな
い。そんな生易しいものじゃないんだ。第一外国人なんか誰も信用しないよ。だけど本当に、
本気でフィリピンの貧困地域の依存症者を救う気があるなら、俺たちと同じ暮らしをしろ、あ
んたはいいやつだ。それができるならあんたを信じるやつが必ずいるはずだ」その言葉が私に
とっての原動力となりました。
私はその後アメリカに渡り、2ヶ月の施設研修を終え、すぐにフィリピンに戻りました。私自
身の研究活動も含めてなのですが、アメリカ滞在中にフィリピン全土のNAで知り合った施設の
代表やコロンボプランで知り合った仲間たちに連絡を取って、フィリピン全土の施設を訪問滞
在してきました。その理由として、貧困層の地域で過ごし、色々と調査した中で、現実をはっ
きり見せつけられた自分にとって、このプロジェクトを行うのには、たくさんの関係者の協力
と連携がなくては決して成功しないと確信していたからです。
私が再度フィリピンに渡ったのは6月後半。雨期に突入してすぐでした。雨、雨、雨。太陽の
全く見えないこの時期のフィリピンは憂鬱でしたが、どこの施設も暖かく迎えてくれること
で、そんなことは気にならなくなりました。全ての施設で仲間と寝食を共にし、決して日本の
施設のように快適な環境とは言えませんが、毎日のミーティングや施設プログラムはとても新
鮮で、毎日が出会いでした。北部バギオの施設では、若い仲間と一日がかりで洞窟探検、メト
ロマニラの施設では、スタッフと毎日朝まで回復プログラムについて分かち合い、セブ周辺の
施設では滞在時にNAユニティデイが同時期に行われ大歓迎されました。音楽とお祭りが大好き
なフィリピンメンバーとの夜遅くまでの付き合いは正直疲れることも多かったです。
最後に南部ミンダナオの施設に向かうことになり、セブから陸路で2日間かけて、海を超え山
を超え、ミンダナオの施設の代表との珍道中になりました。そこは大型施設で、私が初めてつ
ながった施設とそっくりだったのが妙に嬉しかったです。
いくつかの施設に入所者と共に滞在して感じたことは、日本の依存症者は幸せだと思いまし
た。毎日の小遣いは20円です。煙草４本しか買えません。病院の診察、処方を手に入れること
は高くてできないので、どの施設にもデトックスとして鉄格子があります。シャワーもありま
せん。扇風機もなく、寝るマットレスも決して快適とはいえません。
そんな中、些細なことでしたが、自分にとって大きな体験がありました。フィリピンでは仕
事がほとんどありません。仕事があっても一食分程度の日当しか与えられず、働かない方が、
お金がかからない様な現実があります。家族で動けるものが支え合って生きています。貧困層
の大人がシンナーを吸っているのも、食費よりシンナーの方が、エンゲル係数が低いという理
由もあります。そのために、路上では真っ黒な格好をしたたくさんの子ども達が、お金になる
ことを自分たちなりに探して生きています。トライシクル（サイドカー付きバイクタクシー）
を待っていると頼んでもないのに、トライシクルを止めて、荷物を持って積んでくれます。そ
れで5円程度のチップを得るのです。それが当たり前になってきて、私はいつもうんざりしてい
ました。ある日、仲間と用事で街に出るときにいつも通りトライシクルを待っていたのです
が、いつものように子供がトライシクルを止めます。私は、またか。と思い、その子供に必要
ない。と言いました。決してお金が惜しい訳ではないのですが、意味がないと感じたからで
す。そのとき一緒にいた入所者が、自分の一日の生活費全額の20円をそっとその子供に渡し、
小さな声で、決して諦めるんじゃないぞ！とつぶやいたのです。そのときの子供の凛とした眼
差しは今でも脳裏に焼き付いています。大した出来事ではないのかもしれませんが、私は揺ら
れる目的地までのトライシクルの中で、体に電撃が走るような気付きを与えられました。その
入所者も私もその子供がどのような境遇で、必死に命がけで生きているのかを知っていかにも
関わらず、私は反対の行動をしていました。私はそのチップを払っても何も影響はありませ
ん。しかし彼らはそのお金を生きるために命がけで得ようとしているのです。その体験が、貧
困層の人々が命がけで生きていること、そして助け合って、つながって生きていること。それ
をその数秒間の出来事で考え直させられました。私の薄っぺらな情熱は一撃で覆させられたの
です。そのときから私の考え方、感じ方に大きな変化が与えられました。
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今回の施設滞在で、たくさんの出会った人へアパリのプロジェクトへの協力、私たちの思
いを伝えたところ、皆が無償で理解してくれたことが非常に勇気づけられました。
私はフィリピンに行くといつも思うのですが、なぜか非常に懐かしい気持ちになります。
殺風景な夕暮れ時に、近所のおばあちゃんが道路に椅子を出して夕涼みをしながら若者に話
をしています。たくさんの子ども達が、木の枝を振り回しながら走り回っています。アイス
クリーム売りのおじさんが遠くから笛を吹きながらやってきます。大家族が支え合って暮ら
しています。私の子供の頃の近所の風景と同じです。日本でその光景を見ることはほとんど
ありません。カトリックの国ということもあるからでしょうが、家族の強いつながりと支え
合って生きる姿から学ばされるものは非常に大きい気がします。また、私たちの文化では理
解できないような文化や、時間や約束を絶対に守らないフィリピンタイムも少しずつ理解す
る中でなんとかなっていきました。今後、私がフィリピンに滞在して活動することは、年齢
も年齢なので将来の不安も懸念したのが正直なところです。が、このような環境を与えられ
たのは、何か自分にとって大きな気付きがあると確信しています。自分の情熱を無償で捧げ
る人生を選択することが、これまでモラトリアムに生きてきた自分への神の意思だとも感じ
ています。
滞在最後の10日間は、カウンターパートのリッチー氏の実家に滞在しながら、JICAや大
使館、現地で貧困層支援のため活動している、多くの日本のNGO団体を訪問し意見交換し、
活動する際は支え合いましょうと、よい話ができました。非常にフレンドリーなフィリピン
の仲間たちは日本のメンバーとの交流を非常に望んでいます。フィリピンにはまだまだ素晴
らしい自然環境がたくさんあります。
１月末には、ミンダナオのダバオでNAコンベンションもあります。飛行機も安く飛んでい
るので参加したい方は是非、私のところへご連絡ください。どのようになっていくかわかり
ませんが、アパリの国際協力活動を今後共どうか応援のほど、よろしくお願い致します。
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TCプログラムを取り入れ
たマニラの施設「ガーデ
ン・ハウス・オブ・ホー
プ」

危険ドラッグ依存への世界的な取り組み
（その傾向と対策）
ソーシャルワーカー 古藤 吾郎
危険ドラッグと言われる合成麻薬（デザイナーズドラッグとも言われます）の問題は、日
本だけではなく世界中の国々が直面しています。そうしたドラッグへの世界的な傾向と対策
を学び、そして日本での取り組みについて考える講座が10月7日（火）に、ダルク女性ハウ
ス代表の上岡陽江さんのコーディネートのもと、オーストラリアの医師 Alex Wodak 氏
を講師に迎えて開催されました。危険ドラッグは規制するたびに新しいものが誕生するた
め、ただ法律で流通を禁じるようなアプローチではいたちごっこが続くだけで、対策に用し
た資金等の費用対効果が非常に弱いと同氏は指摘します。そのなかでニュージーランドにお
ける危険ドラッグ規制法を紹介し、それは、製造・販売業者がそのドラッグの許認可を受け
るための成分検査の費用を負担し、健康被害が極めて弱いと認定されたものだけが販売の許
認可を受けられるというものです。この取り組みを含め、同氏はドラッグ使用による健康ダ
メージを少しでも抑えようという「ハームリダクション（害の削減）」を日本でどのように
展開することができるか、さまざまなディスカッションが行われることが大切であると述べ
ています。
アパリでは、ヘルス＆ハームリダクション東京というプ
ロジェクトのもとドラッグOKトークなどの活動を行ってい
ます。
11月にはインドにて開催される「アジアにおける薬物政
策と人権」という公衆衛生の集中講座に奨学金を得て私が
参加いたしますので、今後もハームリダクションの取り組
みについてフェローシップニュースでお伝えしていきたい
10/7に開催された危険ドラッグ
と思っております。
のセミナーにて

10/7セミナーにて

「フェローシップ・ニュース」№67
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フェローシップ・ニュース

アウェイクニングハウス 入寮者からのメッセージ
「アディクト、正義をふりかざす」
福 助
31歳の男性、同性愛者です。覚せい剤使用による逮捕をきっかけに、今年の8月から群馬県
藤岡市にある日本ダルク アウェイクニングハウスに入寮しています。主な依存薬物は覚せい
剤、アルコール、ヘロインです。
初めて薬物と出会ったのは16歳のとき、友人にもらった覚せい剤でした。そのときの、体か
ら不純物が一掃されたようなスッとする強烈な感覚は今でも鮮明に覚えています。当時は手に
する機会も少なかったため、使用する回数も少なく、自分が薬に対して依存しているという自
覚もありませんでした。同時に、罪悪感のようなものもあまり感じていなかったように思いま
す。私は「こどもの頃から頭の回転が速く、聞き分けのいい『良い子』だった」ので、そんな
ことに足をすくわれるようなタイプではなかったのです。大学に進学すると時間の拘束が少な
くなり、経済的な面でも多少の余裕ができたことで薬物を使用する機会が多くなっていきまし
た。また、ゲイのコミュニティに頻繁に接触し始めたことで、性的な場面での使用が増えてい
きます。当時、インターネットがはやり始めたことも自分の薬物使用に大きく影響しました。
覚せい剤の乱用が激しくなると、まわりの目や警察に捕まってしまうのが怖くなり、人目を
避けるようになります。夜中に何度も注射した薬の離脱症状がおさまるまで、昼間は人目を避
けて図書館の隅に身を潜め、夕方からアルバイト。そのお金を使ってまた薬を買い、注射する
毎日でした。当然勉強など手につかず、大学は2回も留年した末、退学しました。
23歳になったころ、その当時付き合っていた彼氏が警察に通報し、逮捕されました。初犯と
いうことで執行猶予の処分を受け、そのとき初めてNAにつながります。NAにつながってしば
らく薬は止まりましたが、2年目からアルコールの再使用が始まり、4年目から覚せい剤の再使
用が始まりました。当時は覚せい剤に加えてヘロインも併用していたため、体重は50kgまで
落ちこみ、目にはいつでもクマがありました。普通に振舞っていたつもりですが、今考えれば
明らかに不審な様子だったことと思います。
私は自分がゲイ（同性愛者）であることに罪悪感を感じたり、それを負い目に感じてきたこ
とがありません。むしろそのことで、世の中の不条理や不合理を観察することができたように
思います。だからテレビでゲイを馬鹿にした内容が放送されれば自分に言われたことではない
のに怒ったし、”オネエ” が笑われていればそれが赤の他人でも悲しくなりました。自己感覚
は肥大し、私は「攻撃されている」自らの「正しさ」を周りの人間に「知らしめる」ため、ど
んどん理論武装していきます。幸い、はじめて密接に関わったゲイの人々がリベレーション
（啓蒙）意識の高い集団だったため、そういった理論を補強する材料には事欠きませんでし
た。差別反対！の旗を掲げ、「1言われたら10やりかえす」ことをモットーに生き、強い正義
感と自己肯定感を旨に、インターネットや専門誌で勇ましく持論を展開しました。同性愛者
で、薬物に依存したセックスの快楽に溺れている、前科者の自分だけれども「そのように正し
いから大丈夫」だと思い込み、生きてきたのです。
平成20年頃、仲間の勧めで検査を受け、自分がHIVに感染していることを知りました。同性
愛者で薬物依存である自分を覆い隠すためにつくられた強力な”正義の自分” を持ってしても
覆すことの出来ない痛烈な結果でした。「ゲイで薬物中毒で病気持ち」という、世間の偏見の
ステレオタイプに陥った自分が許せなかったのです。感染を宣告されたその日、私はその足で
覚せい剤を買いにいき、最寄の駅のトイレで使用しました。
HIVに感染すると、病院での定期的な検査が必要になります。月に一度の検査で、どんどん
と免疫をあらわす数値は下がっていきますが、そのうち私は病院に通わなくなります。なぜな
ら「仕事はいそがしい」し、「検査をするだけで１回1万円もするのがおかしい」し、「同性
愛者だからといってHIVという問題をことさら強調するのは世間の差別的思想である」からで
す。ここでも私は自分に都合のよい『真実』を胸に秘め、覚せい剤を使い続けます。覚せい剤
を使っていても私は正義です。悪いのは私にHIVをうつした人間であり、もとはと言えばそう
いう状況をつくった社会なのです。そうしてなんの手当てもしないまま、昨年の4月にカリニ
肺炎にかかりました。エイズの発症です。
エイズを発症して、私が思ったのは「これでようやく死ねる」ということでした。私はもう
すでに自分を覆い隠すことに疲れ、生きていることも辛くなっていました。自殺することも怖
かった自分は、これでやっと、大義名分のもとに死ぬことができると思ったのです。しかし、
ここで私は生き延びてしまいます。生き延びてしまったがために、今度は「エイズを発症した
自分」という、覆い隠すべき要素がひとつ増えました。覚せい剤の使用は加速しました。
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今年の7月、朝いつものように家を出ると警察官が玄関の前に立っていました。捜査令状を
もとに家宅捜索がはいり、尿から覚せい剤成分が検出。逮捕となりました。前回の執行猶予
が切れてから5年経過していることや、リハビリの実績が認められ、再び執行猶予をもらって
現在に至ります。
保釈中からダルクに入寮し、施設の仲間と共同生活をはじめました。「正義の私」は色々
なことが気になりだしました。冷蔵庫の利用スペースに配慮のない仲間、洗濯機の利用順を
守らない仲間、消えていないトイレの電気、車に残されたスナック菓子の空き袋等々。すべ
てが私を苛立たせ、怒らせました。その度に私は仲間をなじり、「こうなっていないのはお
かしい」「ルールではこうなっている」ということを盾に裁いてしまうのです。あるとき
「こんなくだらないことで、なんで自分は怒り続けているんだろう？」と感じたことが契機
でした。”自分を正当化するために敵対するべき問題” が、生活範囲に合わせてどんどん矮
小化していったことで、はじめて、私はここまで書いてきた「自分の正義」に気づくことが
できたのです。仕事や勉強という社会生活から離れ、ダルクでプログラムとミーティングと
いうシンプルな生活を送ることで、ようやく見えなかった問題が見えてきたと思います。
私は自分が同性愛者であること、薬物に依存していること、逮捕された前科があること、
HIVポジティブであること、どれも認められていませんでした。しかし今は初めて、心からそ
れを受け入れています。私はヤク中で性病持ちの、逮捕歴があるゲイ男性です。でも今、と
ても安らかな良い気分です。
自分の正義やルールは、薬物に似たとても気持ちの良い快楽で、手放して生きることは私に
はまだとても難しい課題です。そしておそらく、まだ自分の問題は他にも山積みになってい
ることと思いますが、それらをひとつひとつ見つけられることを、今はとても嬉しく思いま
す。「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
してふたつのものを見分ける賢さを」得られるよう、祈る毎日です。
新しい生き方を探すことに専念できる生活を、共に歩み、多くの気づきを与えてくれる仲間
に心から感謝しています。

第3回 ソウルダルクフォーラム
～薬物を使わない新しい人生～
日時：2014年12月6日(土)13:30～(13:00開場)
会場：ソウル国際ユースホステル３階（ソウル市特別区中区芸術洞山4-5）
薬物依存症者のための回復支援施設として平成24 年に開設したソウルダルクは、たくさ
んの方々のご支援をいただきながら2周年を迎えることができました。ご関係者の皆さまへ
の感謝の気持ちと、未だ苦しんでいる依存症者やご家族へのメッセージを運ぶためにフォー
ラムを開催いたします。
ぜひより多くの皆様にソウルへ足をお運びいただき、たくさんの「希望のメッセージ」を
分かち合いましょう！未だり多くの

家族教室からのお知らせ
11月より、アパリの家族教室のテキストが新しくなり
ます。
第１月曜日の家族教室は、昼の部、夜の部と2部制で開
催しておりますが、昼の部は定員に達しております。昼の
部を希望される方には夜の部の参加をお願いしておりま
す。また、どうしても都合により夜の参加が難しい場合
は、ご相談ください。
なお、第１月曜日が祝日の場合は第２月曜日となります。
来年1月より、関西地区で月に1回、アパリ家族教室を
開催する予定です。詳しいことは決まり次第ホームページ
に案内を掲載いたします。
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拘置所のタンポポ
日本ダルク代表

近藤恒夫 著
お待たせしました！
「拘置所のタンポポ」
が増刷されました！
■目次
プロローグ のりピー、ダルク
へおいでよ
第１章 絶頂からの転落〜そし
て再起 わが波乱の半生
第２章 誰が、なぜ、ヤク中に
なるのか
第３章 あまりに知られていな
い覚せい剤の世界
第４章 なぜ薬物依存者は立ち
直りにくいのか
第５章 立ち直るためにはどう
すればよいのか
第６章 新生した仲間たち

■発行：双葉社

価格：1,400円（税別）
※お買い求めの方は下記へ
FAXでお申込みください。
FAX：03-5312-7588
日本ダルク インテグレー
ションセンター・杉本まで
※住所、氏名、電話番号、ご
希望数をご記入ください。

「フェローシップ・ニュース」№67

平成26年11月1日

奇数月1日発行

＜アパリの司法サポート＞

アパリの支援

《薬物事犯で逮捕された刑事被告人に対す

薬物事犯で逮捕

る支援》
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

○アパリ東京本部
〒162-0055
東京都新宿区余丁町14-4
AICﾋﾞﾙ１階
電話：03-5925-8848
FAX ：03-5925-8984
Email：info@apari.jp
○アパリ藤岡研究センター

（運営：日本ダルク アウェイク
ニングハウス）
〒375-0047
群馬県藤岡市上日野2594番地
電話 ：0274-28-0311
FAX ：0274-28-0313
○入寮費 ：月額￥160,000
（初月のみ￥175,000）
＊生活保護の方も可能
○入寮条件：薬物依存症から回復
及び自立をしようとしている本
人。男性のみ。年齢制限はありま
せん。
○入寮期間： 個人により差があ
るので、話し合いながら決めてい
きます。

薬物犯罪で逮捕されたら刑務所に行くか、

起訴(面会・差入・通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)

再犯防止に向けた何の取り組みもないまま
執行猶予の判決を受け、また薬物のある日
常に戻るしかない日本において、はじめて刑

保釈(身元引受)

罰以外の再犯防止に向けた取り組みです。

薬物依存症回復プログラム
連携関係のある全国各地のダルク
や病院において薬物依存症回復の
ためのプログラムを行う

保釈中の刑事被告人に対する薬物研修プ
ログラム、情状証人出廷、上申書作成、入寮
契約、身元引受契約、出所出迎え、法律相
談などあらゆるニーズにお応えします。なお、

裁判（情状証人・報告書提出）

日本の覚醒剤事犯の再犯率は約60％です
が、アパリの司法サポートを利用された方の
再犯率は10％以下です。最近では特に、受

執行猶予

刑中に身元引受契約をし、仮釈放又は満期

刑務所（身元引受
通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・

釈放の時に出迎えに行き、リハビリ施設に繋

面会等）

げるお手伝いをしています。
出所出迎え

ギャンブルの問題が原因で逮捕された方の
薬物依存症回復プログラム

司法サポートも行っています。（窃盗、横領、

連携関係のある全国各地のダルク等にお
いて薬物依存症回復のためのプログラム
を行う

詐欺等）ご相談ください。
[費用：コーディネート契約料として一律20万円
（税別）。交通費・宿泊費の実費が別途必要です]

社会復帰

【お問合せは東京本部まで】

＜アパリ・家族教室＞
第1月曜

連続講座・テーマ

11/10(月)

第5回
気持ちの回復：家族自身の気持ちと
本人の気持ちと両方を大事にする

12/1(月）

発行者：近藤恒夫
編集責任者：志立玲子
平成26年11月1日発行
定価 １部 100円

ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ関連講座・テーマ・講師

11/17(月)

№27
「若者の自立を促す
３つの支援」
中村 努 氏（ﾜﾝﾃﾞｰﾎﾟｰﾄ理事長）

第6回
12/15（月）
子どもの成長を助ける関わりについて

1/5(月)

ホームページをぜひご覧ください。
http://www.apari.jp/npo/

第3月曜

第7回
薬物問題を持つ人の家族の
回復プログラム

2/2(月）

第8回
あなたの環境や状態を
いいものに変えよう

3/2(月)

第1回
薬物依存症によるダメージと回復

№28
「ヨーロッパの薬物犯罪対策」
石塚 伸一（ｱﾊﾟﾘ副理事長・
龍谷大学法科大学院教授)
№29
未定

1/19(月)

2/16（月）

№30
「治療ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと法制度～医療観察
法、DV、児童虐待の観点から」
柑本 美和 氏
（東海大学法科大学院准教授）

3/16(月)

№31
ダルク責任者による座談会
3名を予定

【対象】
○連続講座（全8回）は家族のみが参加可能で、どの回からも参加できます。
○アディクション関連講座はどなたでも参加できます。
【時間】18：30～20：30

【場所】アパリ・インテグレーション・センター １階会議室

【参加費】3,000円 （2名以上の場合は4,000円）

【申し込み】不要

