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自由論文

ダルクにおける薬物依寄からの囲復に
関する社会学的考察
一一 r今日一日」に焦点をおいて

相良湖

本稿の目的は，ダルク (DARC:Drug Addiction Rehabilitation Center) 
在所者・スタッフによって語られる薬物依存からの回復について，タ。ルク

のスローガンとなっている「今日一日」を焦点、にして考察を試みることで

ある.

ここで使用されているデータはx/yダルクにおいてのフィールドワー

クによって得られたものである.xダルクは大都市圏に位置し，比較的古

くに創設された Yダルクも大都市閣に位置し，近年に創設された筆者

は共同研究の一環として 2011年 4月から x/yダルクにおいてフィー

ルドワークを行っている.

分析の結果今日一日」は薬物依存からの回復を語る上で重要な「時

間の感覚J として存在していることがわかった.具体的に言えば， 1) I今

日一日J のもとで生活することにより過去J や「未来」に対する不安

を軽減し，クスリを止めている「現在」に繋がったこと， 2)その「現在」

の積み重ねにより「過去」から「現在J，I現在」から「未来」という時間

の流れを取り戻したこと， 3) ダルクという空間外でも「今日一日」のも

とで回復の語りを展開する可能性を持つこと，以上の 3点、を明らかにした.

キーワード:ダルク (DARC)，r今日一日J，回復，病いの語り，時間，

1 はじめに

薬物依存(症)からの回復とはいかなるものか，それを明らかにするために
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筆者は共同研究の一環として 2011年 4月より大都市圏に存在する X/Yダル

クにおいて参与観察やインタビューなどの調査を行っている.その中で，本論

の目的はダルクのスローガンとなっている rmSTFOR TODAY (今日一日)J (以

下今日一日J) という「時間の感覚j に焦点をおいて薬物依存からの回復に

ついて考察を試みることである.

ダルク (DARC) とは， rDrug Addiction Rehabilitation CenterJ の略で，薬物

依存者のためのリハビリテーションを行う施設である. 1985年に東京都に初

めての施設が誕生し， 2008年時点では全国に 45の運営団体・ 68か所の施設が

在在する(平井ほか2009). 

ダルクのプログラムはアルコール依存者のためのセルフヘルプ・グ、ループ

である AA(Alcoholics Anonymous) 1)がつくった 12ステップをもとにしたミー

ティングを中心にして行われている.午前・昼にはダルク施設内でミーテイン

グを行い，夜は地域の薬物依存者のためのセルフヘルプ・グループである NA

(NarcoticsAnonymous) 2)のミーティングに参加することになる.

その中でダルクは「今日一日」というスローガンをもとに薬物依存からの回

復を支援している今日一日」とは 簡潔に言えば I日だけクスリ 3) を使わ

ないで生きることを繰り返し，薬物依存からの回復を図ることを指す言葉であ

る.一方で、ダルクにおける薬物依存からの回復とは薬物使用を止めるだけでな

く，薬物依存になったために破たんした人生からの脱出，そして新たな人生の

再構成も意味し 4) その際にも「今日一日j は言及される 本論では「今日一

日」がダルク在所者の回復にどのような影響を与えているのか考察を試みる.

本論の概要は以下の通りである 2節では薬物依存からの回復を語ることに

ついて，その意味や困難性を中心に考察を行う.ここでは主に病いの語りにお

ける「時間の感覚j について着目し今日一日」がダルク在所者にとって新

たな「時間の感覚j として存在することを確認する. 3節では，本論における

フィールドである Yダルク，またインタビュー調査の概要について記述する.

4節では今 日 一 日J がダルク在所者の回復に与える影響について考察する.

5節では，ダルク退所後の生活における「今日一日」の影響について言及する.
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2 問題の所在

2. 1 夕、ルクにおける回復に向けてのプログラム

ダルク在所者はミーティングを中心にして薬物依存から回復を図る ダルク

におけるミーティングでは，そのつど設定されるテーマにそって，参加者が自

分の抱える問題や体験について発言をし，また他者の発言を聞くことを繰り返

す その形式は「言いっぱなし，聞きっぱなし」と表現されるように，ミーティ

ングでは薬物使用の理由を問わず，またその経験を分かち合う場としている(葛

西2007:122-125). 

上記のダルクにおけるミーティングを野口裕二 (1996:64-73)によるアルコー

ル依存者のミーティング場面の考察を援用して整理してみよう.野口の整理に

よれば，アルコール依奉者におけるミーテイングには大まかに 2つの機能があ

るとする. 1つ目は，代替機能であるこれはそれまでアルコールが果たしてい

た機能を代替するものであり，不安の軽減や情緒的な傷の癒しなどの作用を意

味している.2つ目は，創造機能である.依存対象となっている物質を摂取せず，

新たな生き方を創造していくことを意味する.この機能には，対人関係能力の

成長，自己の再発見と再確認スティグマへの対処という下位機能が含まれる.

この点に関してはダルクにおけるミーテイングでも同じことが言えるだろう.

またこのミーテイングの創造機能の lっとして， ミーティング参加者の自己

物語の再構成も指摘することもできる(伊藤2009) そこで創られた自己物語

をもって，ダルク在所者はそれぞれの回復の道のりを歩むのである.いわばダ

ルク在所者はミーテイングだけではなく，それ以外の場でも共同生活を送りな

がら，新たな生き方を創り上げていく つまり，ダ)レクは薬物依存という病い

から回復に向かう自己物語を編集し それを実践する場としての側面を持っと

も言えよう.

2岡 2 病いの物語を展開する上での困難性

このように薬物依存という病いからの回復を図る時，その当事者は自身の経験

を物語ることが求められるが，病いの当事者による物語行為に関する社会学的研

究においては，その経験を語ることの困難性についての検討がなされている.
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アーサー・クラインマンが述べるように，病いとは社会的な出来事であり，

それは多様な意味を持つ (Kl巳inmanI988=1996).またその意味は病いに関して語

ることにより整理される.クラインマンは「病いの語りは，その患者が語り，重

要な他者が語り直す物語であり，患うことに特徴的なできごとや，その長期に

わたる経過を首尾一貫したものにする J(耐d:61)と定義している.つまり，自

らの病いを語ることを通して，新たな生き方を見出すことを助長するのである.

同じようにアーサー・フランクは重篤さを伴う慢性の病い 5) を患うこと

によって，その経験が2つの意味で病いの物語を語ることへ誘うと指摘する

(FrankI995=2002) . 1つ自は新しい生き方に向かうための方向性をもたらす意味

である自分は人生のどの部分にありどこへ向かおうとしているのかという

感覚を，病む人がその病によって損なわれてしまった時には，物語がその損

傷を修復しなければならないJ (ibid: 84) として 病いを抱えながらも生きて

いく方向性を導き出すために病いの語りは展開される. 2つ目は自らの病いを

他者に説明しなければならないという意味である病む人々が物語を語りた

いと思うか否かに関わらず，病いは物語を要求してしまうのであるJ (耐d:84) 

とし，病む人々が自らの状態について家族や治療者などの他者に向かつて語る

ことが求められるとする

しかし，フランクは病いの語りを展開することが困難であるとし，その理由

を2つ挙げている. 1つ目は病いに対する空想、と現実のかい離である.事前に

どんなにその病いについて空想をし，準備をしていたとしても，現実で感じる

不快感はやはりある.例えば，いくら癌に関する様々な情報を事前に得ていた

としても，癌になった現実の前では混乱を起こすことになる必ず、どこかで，

自分が手にしていた物語は現実にフィットしなくなってしまう J (ibid: 85) の

である.

2つ目として挙げられるのは「時間の感覚」を失うことである.フランクは

「聴き手も，また語り手も，語りに対しては，過去が現在へと導かれ，その現

在が予見可能な未来を準備することを慣習的に期待しているJ(ibid・85)として，

語りにおいて「時間の感覚」が「大事な支え」として存在していることを指摘

する.そして病いの物語が難破するのは，その現実が過去から導き出され

ていたものとはくい違ってしまい，未来を考えることがほとんど不可能になっ
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てしまうからだJ(ibid: 85-86)と述べるように，重い病いに直面することにより，

その当事者の「時間の感覚」は喪失され語りが難破することを示唆している.

その結果，語りの秩序が不在となり，その語りは混沌としたものになりうるの

である(耐d:139-161). 

つまり，病いを患うことは，物語を語ることを強いるのであるが，その物語

を展開することはそれほど容易なことではないこうした物語は，疲労と不

安，時には痛み，そして常に恐れを伴いながら語られるJ (ibid: 84) のであり，

病いを経験しているという現在を前に自分の生を語ることの困難さを隠すこと

はできないのである.

2.3 r時間の感覚』

フランクが挙げた病いの語りを展開する上での困難性は，語りの秩序が乱さ

れることによって生じると考えられる.特に「時閣の感覚」は物語を展開する

上では「大事な支え」として存在し，語りの秩序を保つ上では必要なものと言

える 6)

「時間の感覚J とは物語行為における時間性と互換的なものである.片桐雅

隆は，物語を「過去における出来事を，筋(プロット)をもって時間的に順序

立てて並べたもの(ストーリー)であるJ と定義し 「未来も，現在の観点から

物語ること(=ライフ・プランの形成)によって構築されるJ ことを指摘してい

る(片桐 2011). また，浅野智彦が物語論に関する研究を整理する中で，その

形態の特徴の lっとして「物語は時間軸にそった出来事の選択的構造化である」

ことを挙げている(浅野2001:62). これは「物語ることを通して，過去から現

在へと延びている時間軸の上で いくつかの出来事が一定の基準にしたがって

選び出され(逆に，他の出来事は捨てられ)，相互に関連付けられるJ (浅野2001:

62) ことを意味している.つまり，物語は時聞を基本的なプロットとしている

のである.

他方時間の感覚」の喪失は病いの語りを難破させてしまう可能性を大き

くする.過去から現在，現在から未来へという時間軸に沿った語りの秩序が，

現在において病いを経験することにより，大きく乱されることになる. しかし，

このことは次のことを意味していると言えよう.新たな「時間の感覚J があれ
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ば病いの語りを展開することが可能となるということである それは病いに直

面する以前に持っていた「時間の感覚」ではなく，実際に病いを患った後に新

たな「時間の感覚」を得ることを意味する.また，薬物依存からの回復を物語

るためにも「時間の感覚J は必要なものとなるだろう 7)

2.4 r今日一日J という『時閣の感覚J

それではダルク在所者が薬物依在からの回復を物語る上で，新たな「時間の

感覚」となるものはどのようなものであろうか.ここでは「今日一日」という

ダルクのスローガン，ダルクにおいて提案されている時間についての考え方を

取り上げる.それはダルク在所者にとって新たな「時間の感覚」として提案さ

れているものと言える.

fmST FOR TODAY -今日一日」という言葉について

これは「今日一日を精いっぱい生きる」という意味で¥ダルクの合言葉です.

「今日-8は薬物をつかわないようにしよう J f先のことは先のこととして，今

はとにかく使わないですごそう.今日という日を精いっぱい生きょう」ーそれ

を日々続けることで，クスリをやめ，回復していこうとしているのです.

過去の失敗に対する後悔や，未来への不安にとらわれずに，今を生きること

ができますように.すでに過ぎ去ってしまって，いまさらどうにもならない過

去，いったいどうなるのかわからない未来に振り回されるのはやめて，今ここ

で，今日一日を，精いっぱい生きることができますように.そういう気持ちを

表しています.

(東京ダルク支援センター編集 n町 STFOR TODAY (今日一日)J皿 薬物依存症か

らの回復 』より抜粋)

「今日一日」は AAの中で取り入れられてきた時聞についての考え方である.

ウィリアム・ホワイトによる AAの歴史に関する記述の中でも， AAは過去や

将来のことばかりに気を取られていることにより再飲酒を引き起こす危険性
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を認識したため今日一日」という考え方を取り入れ，目の前の時間に集中

させることを促していたとしている(White1998=2007: 152). また，それは AA

のメンバーの経験から見だされた警句として扱われていたとも言えよう(葛西

2007・98-101). 1今日一日」はダルクにも受け継がれており，数々の手記の中で

も「今日一日」について述べられている(例えば，東京ダ、ルク支援センター 2010，

日本夕、ルク本部2009，タゃルク女性ハウス編集委員会2005，西田編 2002) しかし今

日一日」は再飲酒や再使用に関しての警句を示すことだけではなく，新たな人

生を送るための指針でもあり，新たな「時間の感覚」となっているとも言える.

そこで本論ではダルクでの調査を通じてダルク在所者の回復が「今日一日」

によってどのような影響を受けているのかについて考察していく.薬物依存か

らの回復に関してその全体像や固有性があまり明らかにされていない中，この

ような経験的な研究の積み重ねは意義があると考えられる.

3 調査の概要

3. 1 フィールドの概要

本論では Yダルク在所者・スタッフの方に対して行ったインタビューをデー

タとして用いる.そこで Yダルクの概要について簡潔に記述する.

Yダ、ルクは比較的近年に創設された Y夕、ルクの宿泊定員は 8名である.建物

は2階建てであり，6畳の部屋に 2"'3人ぐらいのスペースの寝室が3部屋，共

用のリビングとキッチンが入寮者の生活空間である.このなかで Yダルク在所

者は共同生活を送る.またミーテイングだけ参加する通所のメンバーがいる

Yダルクのプログラムは l日3回行われるミーテイングを中心に構成され

ている.朝は 10時から 11時，昼は 13時 30分から 15時，夜は各地の NA(19 

時から 20時 30分)への参加の計3回である.その他にも，金銭管理，服薬管

理，就労指導などの生活指導も行われるー最低 3ヶ月が基本プログラムとされ

ているが，退所までにさらなる時聞がかかることが多々ある.また，退所して

からも定期的な Yダルクへの通所を薦めている.また，他にもスポーツプロ

グラムや他ダルクとの交流会なども行っている.外部に向けては電話相談や家

族相談などの相談事業，講演などの予防・啓発事業も行っている.Yダルク内
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での主な禁止事項は施設内での薬物使用や飲酒，異性交際がある.

3冒 2 インタビューの概要

主なインタビュー協力者は 2012年 8月時点で 20名であり， 7名の調査者が

それぞれ担当を分担してインタビュー調査にあたっている 2011年 4月から

2012 年 8 月までの聞に，調査協力者 I 人対して 1~1O回のインタビュー調査を

行っている(表を参照)，調査方法は半構造化面接法を用いた在所者の方に

は「ダルクに至るまでの経緯」や「ダルクでの生活J，スタッフの方には「スタッ

フに至るまで、の経緯」や「ダルクスタッフとしての生活」などの項目を中心に

いくつか用意し，薬物依存からの回復についてオープンに語っていただいた.

インタビューは，時に例外はあるが，ほとんどがx/yダルク内で行われた

時聞は l時聞から 2時間ほどである.なお調査協力者には調査の意図や論文で

の発表等に関しては事前に説明し，許可を頂いている.

表1 調査対象者一覧(敬称略)

①在所者 ②スタッフ

インタビュー回数 インタビュー回数

名前 施設 依存対象 2011年 2012年 名前

A X 覚醒剤・咳止め薬 6回 4回 a 2回

B X 覚醒剤 5回 3回 b 1回

C X 覚醒剤 7回 l回
D X アルコール・ギャンブル 3回 。回

E X 覚醒剤 6回 3回

|o田 |l回

H I y 覚醒剤 3回 4回

Y 咳止め薬 2回 3回

J Y 覚醒剤 。回 4回

K X 咳止め薬 。回 1回

L X 覚醒剤 。回 l回
M Y 覚醸弗j 。回 1回

N X 覚醒剤 。回 1回
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「今日一日j に関する調査協力者全員の語りを検討した結果，多くの方が「今

日一日」について言及し，それを通じて[クスリを「今日一日」やめる]な

どの回復にむけた実践について語っていた.その中で本論では 2人のインタ

ビューについて取り上げる.Gさんは 40代の男性であり，ダルク在所歴は約

3年である. dさんは 40代の男性であり， Yダルクのスタッフである. 2人

のインタビューを取り上げる理由としては，①両者とも調査者が直接インタ

ビューに関わった人物であること ② Gさんの場合はタルク在所歴が比較的

長く，ダルクのプログラムが在所者に与えた影響について詳細に見ることがで

きた人物であったこと，③dさんの場合はスタッフとなる前に就労自立をして

おり，ダルク退所後の生活に関しでも検討できた人物であったこと，以上の点

が主に挙げられる.

また，本論ではインタビューをインタピュアーとインタビューイーとの意味

構築実践と捉え (Holstein& Gubrium 1995=2004) その語りが生成された背景に

ある構造の特質に関して考察することが目的である.それゆえ，本論では夕、ル

ク在所者/スタッフの語りを量的に確保して，その傾向性の把握や類別化を図

る等の「一般イんを志向していない.もちろん「一般イ七」を図る研究も同様に

重要であり，それは今後の課題としたい.

4 r今日一日」を受け入れることの意味

4. 1 生活を『楽J ，こする

「今日一日」を受け入れることは ダルク在所者にどのような意味を持つの

だろうか.下記の事例は， Gさんが「今日一日」について語った場面である.

この回答はどうしたらクスリをやめ続けられると思うか」という質問に対

するものである.

G:あと，今日ここのプログラムの「今日一日」ね，今日だけ，今日だけ，

今日だけ飲まなければいい，飲まないようにしよう，今日だけ使わないよ

うにしよう，今日だけこう，愛し合って暮らそうとか.今日だけ手助けし
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合って，今日だけでいいんだから.そう，明日なんか考えなくていいんだ

もん.明日は明日って とにかく今日，今日できない人は今，って.それ

がね，楽，楽だよ.だって今までさ， こう，落ち着けられ，なんかこう，

学校の先生がドラマか漫画かわかんないけど，幸せに暮らしたかったら，

l年後の自分， 10年後の自分， 30年後の自分，そうやって計画性もって，

老後のことを思って貯蓄するとか，ノートに書くとか，未来ノート書くと

か，そうやってやんなさいよって.それがこう，幸せになる条件なんだって

そしたらねもう，やっぱりこう，まじめだから，それを取り入れて，生活

してたの.社会で.やっぱりそうするとね，そうだ老後まで生きなきゃい

けないんだから， どこでお金を抜こうかなとか， どこで仕事サボろうかな

とか.なんだろうね，昔からそういう，障害なのか病気なのかさ，依存症

の症状なのかわかんないけど，そういうところがあった.

(Gさんへのインタビューより， 20日年 5月28日目))

ここでは Gさんは「今日一日」のもとでの回復に向けての取り組みについて，

Yダルク入所以前の経験との対比をしながら語っている.Gさんにとって今

日一日j のもとで生きていくことは「楽」なことである いかなる意味で「楽」

なのかと言えば，明日について，未来について考えなくてもよいという点に集

約されている.今日だけのことを考えて生活をしていくことはクスリを使うこ

となく，また酒も飲まず，落ち着いて生活できている状態だと言う.

それと対照的に Yダルク入所以前の Gさんは老後のことを考えて，言わば

人生計画を立てながら生活をしていったと語る.そのような生き方は，学校の

先生やドラマ，マンガなどからの薦めにより取り入れていったとする. しかし，

その中で「障害なのか，病気なのかさ，依存症の病状なのかわからないけどJ，

言わばズルをして(勤務先のレジからお金を抜く，仕事をサボる等)生活をしてい

こうと考えてしまっていた G さんにとってその状況は，未来のことを考えて

行く上での辛さ，それに対してズルをしてしまう自分の弱さを感じるなど非常

に生きにくいものであった.

要するに Gさんにとって「今日一日」のもとで生きて行くことは， Yダル

ク入所以前の生活と比べて，生活を「楽J にするものであると意味付けられて
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いる.その「楽」とは l日クスリを使わない， 1日飲酒しないことを達成する

ことを容易にし今日一日」を充実させたものにしようという意味であった.

それは「今日一日」という時間的秩序を得て 薬物依存という混沌からの脱出

を意味しているとも言えよう (Frank1995=2002:154). 

4.2 r現在」と『未来」の接合

次に「今日一日J のもとで生きることが「どうなるかわからない未来」への

対処をしている事例を取り上げる. 4. 1において 未来について考えることは

クスリの再使用を引き起こす可能性を持つものとして捉えられており今日

一日」はそれを抑制することをもたらし， Gさんを「楽」にしていた.

ここでは未来とは根本的に不安を呼び起こすリソースとして存在していると

言える それは「どうにもならない過去」に比べて，未来は現在の行い次第で

はどのようにも変化させることが可能であると認識しやすいためである.その

ような認識は薬物依存からの回復の語りを展開することを困難にする可能性が

ある. しかし，下記の Gさんの語りは今日一日」のもとで生きることが，

未来について考えることによる不安感を抑制していることを伝えている.

G:うん.なんか「今日一日」ってわかる 7，の生き方してて，もうそん

なこと考えなくなってきた.そういうの先行き不安つつうんだって.

Rl へーああ.

R2 :へー

G:不安じゃなくて先に行く不安.こういう時もし，いけいけの仲間とな，

もし例えば，えーっとトイレの使い方がきれい汚いでね，もめちゃった

らどうしょうかなとか，そこまで考えてたから，俺.例えばの話よ， こ

れはね.そういう奴だったのさ，前はね.でも今は， こう来て， こう見

たり話したりして，ああどうなるのかなってー どうやってこうラブリー

ハッピーに暮らしていけるのかなって.

Rl・えー， じゃあ先のこと考えても不安に思わなくなってきたというこ

となんですかね

G:そうだね.やっぱ先のことをあんまり考えなくなってきた 俺，社会
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にいたときはさ，妄想だったのかもしんないし まあ学校の先生とか仕

事場の同僚とか漫画とかでき，もうツレツ，もう将棋でもいうこう十手

先まで考えたら素晴らしい人生がね，手に入りますよ，みたいな，受け

入れ方をしてたから. うん.だからなんかペース配分をして， こうやっ

てたんだけど， うん.だからここに来て「今日一日」って生き方をして

たらね，ベストをつくせる. うん.なんかペース配分をしてた生き方を

してると俺の場合ね，なんだろどこで手を抜こうかなとか， どこでこう

怠けようかなとか， うん. どこでやらないようにしょうかなとか.そん

な風になっちゃってたのね. うん.

(Gさんへのインタビューより， 2011年8月3日)

Gさんは「今日一日」のもとで生きることを通じて先行き不安」が生じ

なくなったと語る.この語りで Gさんが「先行き不安」の対象として語るの

は主に人間関係についてである フィールドの概要で示した様に， Yタルクは

集団生活を通じて回復を目指しているーそのため 在所する仲間も入れ替わる

ことがある.その仲間がどのような性格をしているか， うまくやっていけるか

などの「先行き不安」に襲われることが多かったようだ しかし今日一日J

は「どうなるかわからない未来」への考えを抑制し そのため「ベストをつく

せる」のである.もし先行き不安J に駆られたまま生活していけば，クス

リの再使用の可能性が高くなってしまうだろう.このように今日一日」は

結果的に回復に向けた実践を促すのである.

また，以下の語りにおいても「今日一日」が回復を語る上で，大きな支えに

なっていることがわかる.

R3 :結構未来のこと考えると，不安になる?

G なるーもうつい最近までは，年齢のことと死ぬことが怖かった.怖かっ

た.

R3 :根源的にはそこ[に不安があること]ですよね.

G:で今度ね，※夕、ルクのスタッフの仲間にそれを言ったらお前はね，

未来のことをわかる神様なのか」って言われたときに僕はそんなに
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未来のことをわかる神様でもないしね，そういう人間でもないJ，rそう

だろう」ってパカなんだろ ?Jってうんパカなんだと思う」って.

「だったら今日だけでいい，今日だけ生きていけばいい」って.でこう，

聞かなかったね それ以上.その仲間には， どうしてって， どういう理

論でどういう理屈でこう，そうなるのって.そういうタイプだったけど，

もうその時は聞かなかったね.ああ今日だけね，それからやったら不安

が消えたね，恐怖が.

R3 :今[未来について]考えちゃうことはあんまりない?

G:たまにね，やっぱり依存症だからこだわっちゃったり，こうかすめるつ

つうの?ふっと出てくるときあるよ.だけど，もうみんなとおんなじよ

もう合言葉，今日だけ，今日だけね 俺はみんなと一緒にクスリ使わない

で，飲まないで生活するんだって.てなると，もうなくなる.

(Gさんへのインタビューより， 20日年 5月28日)

Gさんにとって死ぬという将来にある事実は不安を語る源となる.それだけ

ではなく，歳をとっていくということも不安の原因となっていた.そのような

不安の中で生きて行くことは Gさんがクスリを再使用してしまう原因にもな

る.

それに対処するために「今日一日」は導入されていると考えられる.簡潔に

言えば，未来から生じる不安を，現在において最小限に抑えるために「今日一日」

のもとで生きていき，そのことによって「どうなるかわからない未来」に対し

ていくばくかの見通しを与えているのである.Gさんの未来に対する不安につ

いて，他のダルクのスタッフが「おまえは未来のことがわかる神様なのか」と

答え，それに対して Gさんも受け入れた.そのことにより未来に対する不安

が消えたと語る.ただ，完全に不安は消えたわけではなく，時に考えてしまう

様であるが今日だけ，今日だけね 俺はみんなと一緒にクスリ使わないで，

飲まないで生活する」ことにより不安は消えているのである.

未来という語りのリソースは根本的に不安定で、あり， Gさんにとって不安を

もたらすものであると言える. しかし今日一日J のもとで薬物依存からの

回復を語る上では，そのような不安は抑えられると考察できる.そして今
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日一日」だけクスリをやめることを達成しながら 生活するのである それを

繰り返していくのである.そうした実践を通して，回復へと水路づけられてい

く

また，ここで興味深いのは Gさんが他のダルクのスタッフに「今日一日 j

について話を聞かされている点である.これから考えると今日一日J はY

ダルクを越えて，他ダルクでも共有されている枠組みであると言える.むろん，

ダルクに在所する人々各々によって回復へ辿る道は異なっているだろうが，根

本的な枠組みとして「今日一日」は存在しているのである.

そして今日一日j の実践はその日毎に過ぎ去るものではなく，その実践

は積み重ねられる そして そのことにより回復している未来を描き出そうと

している点も特徴的である.それが以下の語りから考察することができる.

G:そうだね，うん.で，そうするとこう，こう4可こうビーズのさ，あれじゃ

ないけど，プレスじゃないけどこうつながっていくじゃない.今日一日，

今日一日 そうしたらこうわっかになるじゃん.まあそれが永遠みたいな

さ.なっていくのかなって.まあみんなと，結局は社会のみんなと一緒な

わけじゃん.もう先を見てっていうのとうちら一日一日もう結局つながっ

て，未来にこうつながっていくから.ああ，これはいいなと思って.

(Gさんへのインタビューより.2011年 8月3日)

「今日一日」のもとで薬物を使用することなく生きることは Gさんにとって

大きな成果を生み出す.それは「今日一日クスリを止めている」という現在で

ある今日一日」は「今日一日だけクスリを止めれば良いJ. I今日一日だけ

生きていけば良い」と言う様に利那的に捉えることが可能である. しかし，そ

れでも「今日一日クスリを止めているJ という現在は存在する今日一日ク

スリを止めている」という現在は 「今日一日クスリを止めた」という過去へ

の接続を容易にするものであるだろう.また 「過去一現在」という時間の流

れの中でクスリを止めているということは 「今日一日クスリを止めているだ

ろう」という未来への接続も可能にする.すなわち「今日一日クスリを止めて

いる」という現在を起源として今日一日クスリを止めた」という過去今
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日一日クスリを止めているだろう」という未来と接続し人生のつながりに

関する一貫性の感覚」をもたらすのである (F拙 1995=2002:92).

「今日一日」は必ずしも未来に向けた語りを全面的に控えさせるのではなく，

回復の積み重ねというあらたな考え方を薬物依存者に提供するのである.つま

り過去ー現在J，現在ー未来」という流れは「今日一日」の積み重ねによっ

て作られているとし，その両者の流れも取り入れて回復を語ることができるよ

うになるのである.それはGさんが「結局は社会のみんなと一緒なわけじゃん」

と語るように，私たちの「時間の感覚」とそうは変わらないものになるだろう.

そこで，次節で、はダルク外においての「今日一日J の影響について考察する

5 r今日一日」のもとで生きる

今まで検討してきた様に「今日一日」はダルクの中で共通のものとなってお

り，ダルク在所者が回復を物語る時に影響を与えるものである. しかし，ダル

クからはいつか退所をすることになる その状況は在所者によって変わってい

くが，就労などをしながらダルク外で生活を送ることになる.また，クスリを

止め続けるだけではなく，人生の再構築を図ることも回復には含まれる.それ

は「今日一日」を共有しないであろう集団，語りの聴き手となる人物が少ない

集団の中で生活することを意味している.

つまり今日一日」のもとで薬物依存の回復を物語ることがダルク外でも

受け入れられる，そして「今日一日」のもとで生きることが維持できるのか

が問題となるだろう フランクは，病いの語りの類型化を図り，個々人の物

語がそれに適合することを示していたが その利点として「病む人々が語る

物語へのより密接な関心を促し，最終的には病者の言葉を聴くことを助ける」

(Frank1995=2002: 112) ことを挙げている.本節では，その可能性となる語りに

ついて述べていきたい.そこで ダルクを退所して 自立生活を送った経験が

ある dさんの語りを取り上げる.

d:あの，俺ガソリンスタンドで働いている時にすごく嫌な上司がいたん

ですよ.いじめられて，女性なんですけど.
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R3 :えっー

d:で， もうやめてくってやめたくって， しょうがなくて，あの，やめよ

うかなっていう時に，ある**ダルクにいる##っていうすごい，同期

のメンバーがいるんですけど

R3・はい

d' rとりあえず，今日一日はスタンドマンでいいじゃん」って言われたん

ですよ.ケンカしてこう，止めて行くのは簡単だけどとりあえず今

日一日スタンドマンですごせよ」って言われたんですよ それの繰り返

しで，僕は結局 10年くらい勤めたんですよ，スタンドに.本当にケン

カしてやめるのは簡単だし，えーねっ，ずっとここでメシ食っていこうっ

て気はあんまりなかったけど，まあそれで成功すれば，いいと思うし，

あの，だからなんでいうのかなつまあ，欲，出世欲とかは全然別な問題

になっちゃうけど，あの今日一日」の積み重ねで実績がついて，主

任になれたりとか，僕の場合そうだったんですけど，本当に仕事とか，

あのね，社長になりたくって頑張るっていったら，娼うるじゃないです

か，主任になりたくって仕事を続けていれば認められるようなことばっ

かりやるじゃないですか.

R3 :はい

d:でも今日一日」の積み重ねとして，実績として，気が付いたらそう

いう役職だったりとか，給料アップだとか，やっぱりそこでも「今日一

日」でしたよね.

(dさんへのインタビュー， 2011年 9月3日)

d:社会復帰した後ですよ 「今日一日J は，やっぱり.

R3 :むしろ?

d:あの， うん，クスリをやめるのに使われているけど，やっぱり，何て

言うの，社会復帰して今日一日」って，やっぱり，何て言うの，ク

リーン 9)が延びたりとか ダルクを退寮した後何て言うのかな，実際

に使うっていうの?施設ではやっぱり守られているし今日一日J，今

日一日」って言っていれば でもね，守られているとこなんですよ.
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R3 :そうか

d:で，キーワード的に施設で使ってますけど，本当に「今日一日」の実践つ

ていうのは社会出てからと僕は思いますけどね.

(dさんへのインタビュー， 2011年 9月3日)

ダルク在所者は，クスリを止め続けて，ダルクを退寮することを当面の目標

としている. しかし，ダルクから退所して生活を送る時こそ，本当の困難が始

まる時とも言えるだろう (Frank1995=2002:152). dさんは「今日一日」とはダ

ルク退所後，社会復帰を果たしてから実践し，そこで効果を果たすものである

とする. dさん自身もダ1レクに在所していた経験を持ち，退所後はガソリンス

タンドで勤務し，生活していた.その勤務先で上司によるいじめがあり，今に

退職をしようとしていたーそんな時に他のダルクのメンバーに「とりあえず¥

今日一日はスタンドマンでいいじゃん」と言われ，退職することなく， 10年

間勤め，主任という地位まで獲得した

これも「今日一日」の中で語られた薬物依幸子からの回復に関する語りである

と言えるだろう ただしそれは Gさんの語りとは性質が異なる 「今日一日」

はダ、ルクの中で共通のものとなっているからこそ ダルクのメンバーに影響を

与えていた.そして，それはクスリを止めるだけのために使われている側面が

ある.また， Gさんの語りはダルクという空間によって守られ，またそれを受

け入れる聴き手がいるからこそ「今日一日」の中で回復を語ることができたの

である.

しかし， dさんの場合はガソリンスタンドで勤務している時は，事実上ダル

クでは生活をしておらず今日一臼J の生き方を実践する上では困難な生活

をしていたと言える.そのなかでも知何にして「今日一日」の生き方ができる

か，それが薬物依存からの回復にとって必要であると語っている.

もちろん dさん自身もダルクの仲間によって気付かされたという側面はあ

る. しかし今日一日」が十全的に機能できる空間でなくても今日一日」

のもとで生きることが望ましいとする むしろ 「今日一日」はダルクに馴染

むためのものではなく，タやルクを退所してからも，回復し続けるために必要な

ものとしているのである.つまり ダルク退所後においても「今日一日」のも
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とに回復を語る様になることが望まれていると言えるだろう.

また dさんの語りは社会からも受け入れやすい語りではないだろうか 10)

不安におそわれるようなこと，不快な出来事，やりたくないのにやらなければ

ならないことなど，永遠に続くと考えると酔易してしまう出来事に対しての対

処法として考えられるものである このような筋書きは薬物依在を抱える人だ

けでなく，私たちの生活においても扱われているのではないだろうか

6結論

ここで本論の結論を述べる.本論はダルクのスローガンである「今日一日」が，

ダルク在所者が薬物依存からの回復を語る上でどのような影響を与えるのか検

討してきた結論から言えば今日一日」は薬物依存からの回復を語る上で，

重要な「時間の感覚」として存在していることがわかった.具体的に言えば，1)

「今日一日」をもとに生活することによりどうにもならない過去」や「どう

なるかわからない未来」に対する不安を軽減し今日一日クスリを止めている」

という現在に繋がったこと， 2) r今日一日クスリを止めている」という現在の

積み重ねにより「過去」から「現在J，現在」から「未来」という時間の流れ

を取り戻したこと， 3)ダルクという空間外でも「今日一日」のもとで回復を

語る可能性を持つこと，以上の 3点を明らかにした

また本論の限界点、として，ダルク在所者が「今日一日」を受け入れて行く過

程(例えば，入所してから「今日一日Jを受け入れる過程など)を十分には描けなかっ

たこと今日一日」を受け入られないダトルク在所者への言及がで、きなかった

ことが主に挙げられる.本稿で取り上げた事例は少数であり，それゆえ「今日

一日」に関する多様性を描き出すことはできなかった.また，薬物依存からの

回復を巡る「身体J (Turner 1984=1999) の変容についても言及していく必要性

があるだろう それらの点については今後の課題としたい.

「今日一日」についてまとめていく上で，大事になるのがダルクのミーテイ

ングにおいて最後に唱えられている平安の祈りである.

神様，私にお与えください
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変えられないものを受け入れる落ち着きを，

変えられるものを変えていける勇気を，

そして， 2つを見分ける賢さを

(DARCミーテイングガイドブックより)

「変えられないものを受け入れる落ち着き」を手に入れるためには「今日一日」

のもとで生活をすることが求められる.ダルクの生活の中で，ダルク在所者は

薬物依存という「変えられないもの」を受け入れていく. しかし，薬物依存を

受け入れることは困難であることはわかるだろう.そして，それはある意味で

はいつ死んでしまうかわからないことを意味する.その中で生き残っていくの

には今日一日」の中で生きて，その後の人生の意味を見いだしていくこと

が必要になる.

また，ダルク入所中ではクスリを「今日一日」止めていくことで回復に向かっ

ていき，ダルク退所後においても「今日一日」の実践の中で回復しつづけてい

くことが求められている.そして「今日一日」の実践の積み上げの中で変

えられるものを変えていける勇気」を得て，回復し続けることができるのだろ

う.

そして今日一日」は，薬物依存からの回復の語りを支えるだけに働くも

のではない今日一日J は薬物依存以外にも生活を送る上で様々な困難に遭

遇してしまった人を「楽」にする「時間の感覚」とも言えるだろう.この「時

間の感覚」を，日々の生活のなかで併存させることができるならば，生きやす

きを生むことができるかもしれない.また，それは「今日一日」の物語が聞き

手となる者に対して，広く受け入れられる可能性を持っていることを意味する

だろう.
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謝辞:本研究で用いたデータは，大都市圏に位置し，比較的古くに創設された某ダル

クの協力のもとに実地した調査の中で得られたものである.調査にご協力いただ

いたダルクメンバー，スタッフ，関係者の方々に心からの御礼を申し上げたい

注

※本研究は，平成 24年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究 (c)rダルク

における薬物依存からの『回復』のエスノグラフイ J (研究代表・南保輔，課題
番号 22530566) による研究成果の一部である.

1) AAは， 1935年にオハイオ州アクロンにおいてビ、ルとボブという 2人のアルコー

ル依存者が出会い，アルコール依存にまつわる経験をお互いに話し合ったことか

ら始まったとされている.その後，アルコール依存を抱える多くの人達と供に

AAを創り上げていった.その過程において， 12ステップと言われる回復のため

の段階的に示されたプログラムや 12の伝統と言われる AAという共同体の運営

方針が定められていった.また「ピックブック」と呼ばれるテキストも創り上げ

て， これをガイドにして色々なグルーフ。が関かれて行った(葛西 2007:45-84，野

口1996:74司87，White1998 = 2007: 125-144). もちろん，ダルクも AAに影響を
受けている

2) NAは， 1947年にニューヨーク市で最初の組織が設立されたものとされている

NAの構造とプログラムのほとんどは AAからの引き写しである しかし， NA 

では特定の薬物だけでなく，すべてのアディクションに対して無力であるとし，

アルコールの摂取もやめることを約束している(White1998= 2007: 252-254). 
ダルクもこれに従い，飲酒も禁止されている.

3)本論での「クスリ」という表記は，違法薬物に限らず，処方や市販されている

合法薬物も合んでいることを意味する.

4) この様な回復観は「リカバリ-recoveryJがもとになっていると考えられる. リ

カバリーは 1980年代のアメリカにおいて精神障害を抱える当事者の手記の発表

をきっかけにして広まった概念である. リカバリーの定義は多くの論者によって

なされ，その定義は様々ある. リカバリ一概念の整理に関しては野中 (2005) を

参照してほしいが，ある病気を抱えながらもその当事者が自分で選択した人生を

育むことを可能にすることが共通点として指摘できる.つまり， リカバリーは治

療側から見た「治し方」ではなく，当事者から見た「治り方」に焦点を当てるこ

とを促している.本論もダルク在所者の薬物依存からの「治り方j に着目し，そ
の語りに日を向ける.

5) フランクは慢性の病いを患い実質的にはほぼよくなっているけれども，決し

て完治したとは見なされない人々」を「寛解者の社会」と総称する (FrankI995=2002

25) その中には「依存や稽癖からの『回復過程』にある人」も含まれており，

それゆえにフランクの言う慢性の病いには薬物依存も合まれると考えられる.

6) この点に関してはシュッツの時間的次元に着目した行為の動機論から示唆が与

えられる (Schutz1932 = 2006). シュッツはウェーパーにおける行為の動機論に

関して，時間的次元からの考察を付け加えて，目的動機と理由動機に分けて論じ

ている. 目的動機は未来完了的に「ーのためにーする」という形式で，理由動機

は過去完了的に「 だからーする」という形式で説明されるものである.後の事
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例分析で示していく様に今日一日」は薬物依存からの回復実践において目的

動機(回復するために「今日一日J のもとで生きる)園理由動機(f今日一日」の

もとで生きているから回復し続けている)の両方を当事者に理解できるようにし，

回復を実践していくための[企図ー遂行ー達成]という過程に対する見通しを容

易にしているとも言える

7)管見の限り，この点に関する海外のアデイクション研究は精神医学や心理学の

文献に偏っているが，社会学的観点からは GerdaReith (1999)が本論と同様の視

点から考察している.
8)以下では Rを調査者とする.なお，インタビュー調査は調査対象者 1人対し，

調査者は 2-3名で行っていることが多い.そのため，調査者の表記がR1，R2， 

R3とされることがある.

9) ダルク在所者が薬物使用をしない期間を指す言葉である.

10)ただし， この語りを展開したのがdさんであることには注意が必要で、ある. d 

さんはクスリをやめ続けて 10年以上になる そして， Yダルクでスタッフになっ

ているほどである目このような形で「今日一日」の物語を展開できる薬物依存者

はどれほどいるのだろうか 聞き手となる他者にとって， dさんのような語りは

薬物依存者のなかでも特異な事例であり，ほとんどの人がこのように語れないだ

ろうとされた場合今日一日」の物語が社会から受け入れられない可能性があ

ることを覚えておくべきことだろう また， dさんの「今日一日」をもって展開

した語りは自身の生活に忍耐を与える物語である.その意味では薬物依存を持た

ない者にとっても承認をしやすいストーリーではある，しかし今日一日」の

物語は利那的，享楽的(f今日一日」楽しければ良い，明日のことなんか考えな

くても良い)に捉えられることがあることも念頭に置くべきだろう.もちろん，

ダルク内での「今日一日」の意味解釈とは違うが，聞きなれない者にとってその

ような印象を与えることもあろう.本論は，受け入れられる/そうではない語り

について区別はつけることができない点にも限界はある.
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abstract 

Sociological Study on Recovery企omDrug Addiction in DARC 

-AFocus on "Just For Today"ー

SAGARA， Sho 

(Chuo Univers町 GraduateSchooll 

This paper reflects on血enarratives of“recovery"企omdrug addiction by也estaff and residents 

of DARC (Drug Addiction Rehabilitation Center).ηle focus of our paper is DARC's slogan，“Just for 

Today." 

Our data is based on fieldwork conducted in X/Y DARC. While X DARC， located in a 

metropolitan area was founded many years ago， Y DARC， also located in a metropolitan area， was 

founded in recent years， and the fieldwork here began in Apri120 11 

The results of our analysis show血atthe slogan “Just for Today" represents阻 lmportantconcept 

of time in the narratives of“recovery"企omdrug addiction. Briefly， our study has c1arified出efollowing 

也reepoints: (1) Living by the “Just For Today" maxim reduces anxiety about the “自lIure"or the“past，" 

and leads to a “present" that helps quit企ugs;(2)百le“Just For Today" maxInl restores the丑owoftime
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byputting也e“pr回 ent"in context • n四日lythat the“自1旬re"自ows企om也e“present，"and也e“present"

becomes the “past" ; (3) The slogan "Just For Today" has the potential to inspire sirnilar narratives of 

“recove巧，"in institutions other自anDARC

Finally， this paper discusses也eirnplications of our s仰の.

Keywords: DARC (Drng Addiction Rehabilitation Center)，“Just For Today" ， recovery， 

illness narratives， time 


