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薬物依存からの「回復」に向けた契機としての「スリップ」 
―ダルク在所者へのインタビュー調査から―
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埼玉県立大学

“Slip” as an Opportunity of “Recovery” from Drug Addiction: 
From Interviews to the Residents of DARC

Sho SAGARA

本稿の目的は、ダルク在所者が「スリップ」と呼ばれる依存薬物の再使用によってどのよう
な影響がもたらされるのかを考察することである。本稿では調査期間中にスリップを経験した
Hさんのデータに着目する。本稿の結論は次のとおりである。第一に、Hさんはスリップ以前
において「スリップした者から距離を置く」ことや「『クスリを使ったH』の呈示」すること
によってスリップを回避していた。第二に、そのような方法をとっていたがHさんはスリップ
をしてしまった。第三に、スリップ後においては、Hさんは「クスリを使わないH」から「ク
スリを使ったH」へと自己イメージを変化させた。第四に、｢クスリを使ったH｣ を他者に呈示
することにより、「愛され欲求」への対応が必要となった。その一方で「愛され欲求」の芽生
えは「スリップした者から距離を置く」ことをやめたことを意味していることも重要であるこ
とが指摘できた。そして、スリップにより「仲間」との絆が形成され、改めてダルクのメンバー
シップを得ていることに気付く契機になったことも考察された。
キーワード：  DARC （Drug Addiction Rehabilitation Center）、薬物依存、「回復」、語り、

スリップ

Ⅰ．本稿の目的と位置付け
薬物依存（症）からの「回復」とはいかな
るものなのか。「回復」に対する社会的関心
は高まっていながらも、その全体像や固有性
はあまり明らかにされていない。それらを明
らかにするため、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（相良 2013）。
ダルク（DARC）とは、「Drug Addiction 

Rehabilitation Center」の略称であり、1985
年に設立された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。精神病院とは
違い、医師や看護師などの専門家は駐在せず、
入所者はもちろんスタッフ自身も薬物依存を
抱えているというセルフヘルプ・グループの
性質を持つ。2008年時点で、全国に 45の運
営団体、68か所の施設が存在する（平井ほ
か 2009）。
ダルクにおける薬物依存からの「回復」の
ためのプログラムはAA（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行

われる。ミーティングは 1日 3回行われ、
午前・昼にはダルク施設内でミーティングを
行い、夜は地域のNA（2）のミーティングに参
加することになる。ダルクは、退所後にも
NAに通うための橋渡し役を担っている（日
本ダルク本部 2009: 4）。
ダルクにおける薬物依存からの「回復」と
は、「クスリをやめることがゴールなのでは
ありません。それは回復していくためのス
タートなのです。『回復』の状態とは、人生
の問題がなくなることではなく、人生の問題
に正面から向き合うことが出来るようになる
こと」（東京ダルク支援センター 2010: 7）
と言われるように、薬物依存になったために
破たんした人生からの脱出、新たな人生の再
構成を意味するものである（3）。
ただし、このような意味での「回復」は簡
単に成し遂げられることではなく、それに向
けた何かしらの契機が必要とされるものであ
ろう。「回復」それ自体の道筋が十人十色で
あるように、「回復」に向けた契機もそれぞ
れありうるだろう。例えば、ダルクのスロー
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ガンである「今日一日」という言説を知ると
いう契機により、薬物依存からの「回復」に
向けての重要な時間感覚を得ることがある
（相良 2013）。それだけではなく、ダルクに
在所していた人たちの手記を見る限り（日本
ダルク本部 2009; 西田 2002）、それゆえ回顧
的にはなるが、「回復」に向けた契機のひと
つに「スリップ」という出来事の経験を挙げ
る人がいた。
スリップとは「薬物を再使用すること」（西
田 2002: 156）を言う。つまり、薬物依存か
らの「回復」を目指しダルクに入所しながら
も、しばらくの時期をおいて（もしくはすぐ
に）薬物を再使用したことを言う。「回復」
の道を辿りながらも、その道中で滑って転ん
でしまう（スリップしてしまう）というイメー
ジであろう。
これまでにもセルフヘルプ・グループに焦
点を当てた依存からの「回復」に関する優れ
た研究は存在し、その中でもスリップについ
ても言及されている（4）。例えば、ホワイトは
アメリカにおけるアルコールや薬物依存に対
する介入についての歴史的研究を行う中で、
AAにおける「再発」、すなわちスリップ（再
飲酒）に対する扱いの特徴について述べてい
る（White 1998＝2007: 152）。AAが出現す
る以前のアルコール依存に対して援助をする
団体においては、再飲酒したメンバーに対し
ては、罰金や追放などの対応がとられていた。
つまり、団体のメンバー同士で相互監視の状
態をとっていた。しかし、AAでは「メンバー
の誰かが再発すると、その再発を飲まないこ
とを続けるのは困難だという認識を強めるチャ
ンスとしてとらえ」（White 1998＝2007: 152）、
スリップという出来事をAAのプログラムに
取り組ませるための契機としていた。すなわ
ち、AAにおいてはスリップという出来事を
「繰り返し起こる再発に苦しみ、さらに感情
の激発や怒りの噴出というプロセスの中で、
回復が花開く可能性がある」（White 1998＝
2007: 152）と捉えていた。
ホワイトの研究を引用しながら、葛西は

AAではスリップすることがはじめから想定
されていることが重要であるとする（葛西
2007: 25–26）。アルコールに依存した人は、

様々な問題が飲酒によって引き起こされてい
るとしても飲酒をやめることができない。そ
のためスリップした場合、なぜ飲酒をやめる
ことができないのかと罪責感を抱えてしま
う。AAでは、スリップしたときに生じる罪
責感を一度留保する。もちろんその罪責感を
帳消しにすることはないが、徐々にその償い
をするように促していく。つまり、スリップ
は起こりうる失敗なおかつ想定される出来事
なのであり、その失敗から発生する罪責感を
留保し、償いを徐々にさせるという点がAA
におけるスリップへの扱いの特徴だとしてい
る。
ホワイトや葛西が指摘した点はAAでのス

リップに関する扱いの特徴を見出した点で重
要であり、なおかつ現在のダルクにおいても
確認できる特徴である。しかし、ホワイトや
葛西らの研究では「回復＝断酒」ということ
が前提にされ、スリップを規制すべき対象に
していると考えられ、それゆえに困難が生じ
ることも考えられる。それはアルコール依存
からの「回復」を物語る際に表れる。
例えば、浅野によると、アルコール依存者
が自身の「回復」に関する自己物語を語ると
き、「回心」という独特な体験を組み込むこ
とで対処しようとしてきたと指摘する（浅野
2001: 17–19）。「『回心』とは象徴的な死と再
生の過程であり、これを得ることによって自
己物語の語り手は過去の自分との断絶と連続
とを同時に手に入れ」（浅野 2001: 18）、そ
れによってアルコール依存者であった自分は
「死」に、「回復」した者としての自分が「再
生」されたという物語に信憑性が与えられる。
しかし、「回復」した者がスリップした場合、
その物語の信憑性は大きく損なわれることに
なりうる。またスリップした語り手は、「今
度こそは飲酒を絶対にしない」物語を紡ぎ続
けるという緊張感を持ったまま生きるという
辛さも覚えると言える。
一方、伊藤はAAや断酒会などのアルコー

ル依存者が集うセルフヘルプ・グループの中
で生まれる自己物語に着目し、その中で特徴
的だと思われる物語の 1つにスリップの物
語をあげている（伊藤 2009: 109–110）。ス
リップは断酒が目標とされるセルフヘルプ・
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グループにおいては失敗とされるが、そうし
た出来事を敢えて暴露することがスリップの
物語であるとする。伊藤によるとスリップの
物語は、参加しているメンバーに肯定的に受
け入れられる。それは「スリップのエピソー
ドが加わることによって、物語における変化
は単純ではないことが示され、よりドラマ
チックさを増す」（伊藤 2009: 182）ためで
あり、そのためスリップの語り手はセルフヘ
ルプ・グループ内では良い語り手と認識され
ると言う。
つまり、浅野や伊藤の研究からわかること
はスリップという経験はアルコール依存から
の「回復」に関する物語の展開を困難にする
が、一方で「回復」に関する自己物語により
信憑性を与え、他者からもその物語に対する
承認を得る契機にもなりうることである。
それではスリップは「回復」を目指すダル
ク在所者に対して、実際にどのような影響を
もたらすのだろうか。そこで、本稿では薬物
依存を「病い」と捉えた上で、スリップを経
験した在所者の「語り」（Kleinman 1988＝
1996）から探索的にその影響を分析・考察
することを目的とする。具体的に言うと、ス
リップを経験したダルク在所者のインタ
ビュー調査で得られたデータをもとに、ス
リップする以前と以後の語りの変化を分析・
考察する。

Ⅱ．調査概要
本稿冒頭で記述したように、筆者は共同研
究の一環として 2011年 4月よりXダルクや
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。Xダルクは大都市圏
に位置し、比較的古くに創設されたダルクで
ある。またYダルクも大都市圏に位置し、近
年に創設されたダルクである。なお調査対象
となったダルクと調査倫理ガイドラインを取
り交わす（目的、データ管理、プライバシー
保護など）などの倫理的配慮を行っている。
インタビュー対象者は 26名いるが、本稿

ではYダルク（5）在所者であったHさんのイ
ンタビューで得られたデータをもとに考察す
る。分析に際してHさんのインタビュー事
例を選択した理由は、Hさんが調査期間中に

スリップを経験し（なおかつそれを認め）、
スリップ前の語りとスリップ後の語りを検討
することができるがゆえである。

Hさんは 20歳代の男性であり、Yダルク
には 2011年 7月から入所した。なお、ダル
ク自体への入所は今回が初めてである。Hさ
んに対しては 2011年 8月から 2013年 2月
までに計 10回のインタビューを行った。時
間は各回およそ 45分から 90分ほどである。
この期間に、Hさんは睡眠薬とアルコールで
スリップしている。半構造化面接法を用い
て、「ダルクに至るまでの経緯」や「ダルク
での生活」などの項目を中心に薬物依存から
の「回復」について語っていただいた。なお、
以降のトランスクリプトにおける「R」とは
調査者のことである。

Ⅲ．事例分析
1. 回避対象としてのスリップ
（1）スリップした者から距離を置く

Hさんにとってスリップとはいかなる意味
を持つものであろうか。ここではHさん自
身がスリップを経験する以前のスリップへの
意味づけについて考察したい。

H： で、ここの人も、ここに、今もいる
んですけど、もう捕まってはなくて、ス
リップしてるんですよね。そのとき、自
分、心配したんですよね。この人が、い
なくなったとき。で、その人が、こう、
使う前に自分にこう、使っちゃおうかな
とかそういう話してて。自分冗談って
思ってたんですよ、それ。そしたら、そ
れが本当に現実になったから、うわあ、
あのとき冗談って俺捉えたんだよなって
思って。それを、俺がちゃんとこう、受
け止めてこう、話してたら、使ってな
かったのかなあとかって思って。自分を
責めて、で、心配もしたんですけど。ま
たその帰ってきたあとに、そうゆう他の
ダルクで使ってた人と、なんか二人でこ
う、話してて。自分をまたその中に呼ん
で、そうゆう本格的な話をこう、してた
んですね。自分も、こう呼ばれていった。
自分はそれ何にも言えなくて、その、こ



保健医療社会学論集　第 25巻 2号　2015

―        ―66

こにいる人を、こう、嫌な目で見るって
いうか、心配した俺が馬鹿だったなって
いう。そうゆう目で見ちゃって。で、も
う行動も何もかも、嫌いになっちゃった
んですね。（2011年 9月インタビュー、
以下の下線部強調は筆者による）

この時期、Hさんが在所しているYダルク
では在所者の 1人（以降、Wさん（6））がスリッ
プしていた。Hさんが語るように、薬物使用
の具体的な話をWさんとHさんはしていた
と言う。Hさん自身はそれを「冗談」として
捉えていたようだが、Wさんがスリップする
ことによりそれが現実になり、Hさんはそれ
を止められなかったことを後悔する。Wさん
はスリップ後も、何人かを巻き込んで薬物使
用に関する「本格的な話」をしていた。Hさ
んはそれにまた呼ばれたのだが、それ以来
「嫌な目」でWさんを見るようになり、Wさ
んを心配した「俺が馬鹿だった」という感情
を抱いた。このとき、HさんはWさんから
心理的に距離を置くという対応をしていた。
しかし、その一方でHさん自身も下記の

トランスクリプトのように薬物使用への欲求
が湧いていた。

H： こう、真面目って思われたくないな
あって思う自分もいたし。そういう、な
んかそういうのがあって、言っちゃっ
て。まあなんか、食いつくじゃないけど、
自分と反対の行動をとってしまうんです
よね。

（略）
H： なかなかもう、スリップした人がい
れば、そこに俺がいれば絶対に使ってた
よなあとか思って。行きたいなあって、
思う自分もいるんですよ。そこの。いい
なあ、使えてって思う自分もいるし。
（2011年 9月インタビュー）

HさんはWさんのことを「嫌な目」で見な
がらも、「真面目に思われたくない」として、
薬物をやめたい自分と「反対の行動」（薬物
使用に関する「本格的な話」をすること）を
とってしまうことがあったと言う。そして、

Wさんのようにスリップした人を「嫌な目」
で見る一方で、「そこに俺がいれば使ってい
たよなあ」、「行きたいなあ」と思う自分がい
ることを認識する。

Hさんはスリップをした者から距離を置く
ことで薬物使用をコントロールしようとする。
その一方で、自身の薬物使用に対する欲求に
関しても認識しており、つまりスリップした
者とこのまま距離を置かないで一緒にスリッ
プしたいという気持ちもあるという葛藤も起
きていた。それを解消するために、Hさんは
やはりスリップの危険性のある人物とは距離
を置き、スリップとは縁が遠いと自らが思う
人物の側に行く。

H： 葛藤なんです。それから、いつでも
こう行けるんだけど、今はそれを我慢し
てるみたいな。
R： へえ。そのなんか、自分で、どんな
風な心持で我慢してるのか、とか、例え
ば具体的な行動とか、習慣でもいいんだ
けど、そういうことってやっぱ、やって
ることはあるの？
H： もう、自分の場合は、使いたいなあ
とか、近寄りたいなあ、使っている人の
場に、それは思うけれども、その人に近
づかないことですね。自分自身が。で、
もう、その人がいれば、使ってる人がい
れば、こう絶対、その人が、やっぱ言い
にくい人とかいるじゃないですか。この
人がいれば、そうゆう話を、話題をしな
いっていう、そうゆう人のところに行っ
たりとか。あ、例えばFさん（7）の前では
やっぱそうゆう話とかしないじゃないで
すか。dさん（8）とかそうゆう。だから
そうゆう場に行ったり。（2011年 9月イ
ンタビュー）

Hさんはスリップの危険性が強い人物の近
くに寄らないことにより、薬物使用に対する
欲求をコントロールしていた。「使っている
人」がいたら、その人物に近寄らず、話す機
会があったとしても「そうゆう話」をしない
ことで距離を保とうとした。またFさんやd
さんの側にいることにより、スリップしてい
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た者との接触を断とうとした。
このようにHさんの場合、スリップした
者と距離を置くことが自らのスリップを避け
る方法の 1つになっていた。

（2）「クスリを使わないH」の呈示
さて、Hさんがスリップを回避する方法は
これだけではない。スリップをしないという
自己イメージを呈示することもその 1つに
なる。

H： だからそういうところではないって
いうのはわかりつつあるんですけど、で
も自分ではこう自分を守りたいというか、
自分はこのイメージを崩したくないとい
うのがあって。「クスリを使わないH」
とか、「けっこう真面目なH」をこう残
しておきたいという、そういう…
R： ああ人達に、NAの人達に。
H： はい。こういうところでは。だから
こう使ったら、残して、自分の中でそれ
だけは残しておきたいから、戻りたくな
いです。戻ったら、ああ「クスリを使っ
たH」とか、失敗したんだとか思われる
じゃないですか。でも、がんばれよとは
言われるんだろうけど、でも自分の中で
はそれがなんか嫌だっていうか。こう昔
で言えばこう真面目な自分で、全然こう
手がかからない子供っていうか。そうい
う感じがまだ残っているから。何でもこ
うできるような、自分でいたいというの
があるから。そこで失敗したら自分はこ
こはいれないみたいな感じなんですよね。
（2011年 10月インタビュー）

これより以前のインタビュー（2011年 9月）
時にHさんはもし自分がスリップをしてYダ
ルクを出ていったら、NAにも繋がることは
ないだろうと語っていた。それはNAミーティ
ングでHさん本人が呈示している自己イメー
ジを崩されたくないからである。「クスリを
使わないH」を残しておきたいという思いが
あったからだ。Hさんは、もしスリップして
しまえば、NAの場で「クスリを使ったH」
として思われるのではないかと考えていた。

NAに繋がっている限り、作り上げた自己イ
メージを崩したくない、また自己イメージを
保ちたいということがスリップを回避するモ
チベーションになっていた。

2. スリップを経験する
前節のように、Hさんはスリップを回避す
るために色々と模索していた。もちろん、ク
スリを使いたい自分はいるが、それでも「ス
リップした者から距離を置く」ことや「『ク
スリを使わないH』の呈示」することなどに
よりスリップを回避しようとした。しかし、
HさんはJさん（9）との交流の中でスリップを
経験してしまう。Yダルクという空間で毎日
生活している限り、Hさんが行っていた上記
の方法ではスリップを回避しきれなかったと
言える。

H： もう一人若い人が、Jさんがまぁ処
方を飲んでたんですよね。で、それ自分
スリップしてたのも見てたんですよ。
R： ああ、先にもうJさんは、もうスリッ
プしてた。
H： もう 1か月間くらいは偽りのクリー
ン（10）だったんですよ。
R： ああ。
H： で、自分はそれをじゃあ、まぁ自分
も見てたんですけど、まぁ、もう 1回
したら、じゃあ言っていいよってことに
なってたんですよ、Jさんと。それまで
黙っとくからっていうことで。で、最終
的にもうJさんは結構自分の見てないと
こでしてたらしくて。

（略）
H： （Jが飲んでいた薬は睡眠薬かという
問いに対して）そうです、多めに飲んで
る。それで、それ見てて、最終的に自分
もこう、もう飲んじゃおうみたいな。楽
しそうだったんで。飲んじゃって。

（略）
H： （Jさんは睡眠薬でスリップしていた
のかという問いに対し）多分前から知っ
てた。自分の場合は 1年前ぐらいに眠
剤飲んでたんですけど、それはほとんど
寝るための薬で。自分はそれですぐ寝て
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たんです。だから気持ちよくなることと
かもわかん、味わったことないんで。 
1回ぐらい味わいたいと思ってこないだ
飲んだら、もうテンション上がっちゃっ
て。お酒買いに行っちゃって。お酒も飲
んで。ここでどんちゃん騒ぎしてたんで
すけど。（2011年 12月インタビュー）

HさんとJさんは年齢が比較的近く、互い
によく話をしていた。それゆえにスリップの
危険性がない人物だと見なしていた。しかし、
HさんはJさんが処方された睡眠薬を多めに
服用してスリップした場面に出くわす。だが、
Hさんはこのことを誰にも話さずに内密にし
ていた。Jさんが「もう一回（スリップ）し
たら」、スタッフに告げるということになっ
ていたが、その間にもHさんが見ていない
ところでJさんは何度かスリップしていたら
しい。Jさんは「偽りのクリーン」でいた。
Jさんに何度か睡眠薬の服用を勧められたが、
Hさんはそれを冗談として捉えて、睡眠薬を
飲むふりをしてやり過ごしていた。
しかし、あるとき、HさんもJさんがスリッ
プしている様を見て、「楽しそう」だと感じ、
自分も「飲んじゃおう」と思い、睡眠薬を服
用する。Hさんは今まで睡眠薬は服用してい
たことはあるが、Jさんのような「気持ちよ
く」なるという目的での服用はしたことがな
かった。しかし、それを実践してしまう。そ
して、Jさんと「お酒買いに行っちゃって」、
「お酒も飲んで」、Yダルク内で「どんちゃん
騒ぎ」も繰り広げる。
そして、後日スタッフにはそのことが判明
し、HさんとJさんは指導を受ける。Hさん
はスタッフには正直にスリップしたことは伝
えたが、その場で開き直り、クスリを使い続
け、アルコールを飲み続けようとしていた。
そして、Yダルクを飛び出し、もう戻らない
ようにしようとしていた。しかし、Yダルク
を飛び出しても生活する場所がないなど先が
見えず、Yダルクに戻ることを選択した（11）。

3. スリップ後の変化
Hさんは「クスリを使ったH」となった。

2011年 9月のインタビューのときに、Hさ

んは薬物を使用、または飲酒してしまったら
もうダルクにはいられないと語っていた。し
かし、その後もしばらくYダルクで生活を送っ
ていた。スリップという経験がHさんに変化
を与えたと考えられる。

H： その、スリップしたおかげで、まぁ
自分がうん、なんか全部こう取り下げら
れたというか、今まではこう、結構ほと
んどみんな自分の後に（Yダルクに）入っ
てきてるし。クリーンは長い人たちはい
るけど、まぁ自分の方がこうしっかりし
てるだろうというか、頭の回転も速いし。
もうしっかりしたオーラを出してたとい
うか。クリーンがなくなったことによっ
て、やっぱあいつだめだったんだとか。
それ、思われるの、最初苦しかったから
ここ逃げようと思ったんですけど、もう
それを全部話そうと思って。で、自分は
しっかりしたくないし、人に甘えたいっ
ていうのも伝えて。

（略）
H： だからもう甘えたいし、苦しいし辛
いし助けてほしいっていうことをミー
ティングで結構言い続けて、1週間くら
い。それでもう楽になっていったってい
うか。もう演じなくていいんだっていう、
しっかりした（自分を）。（2011年12月
インタビュー）

Hさんはスリップを回避するために、「しっ
かりとしたオーラ」をまとった自分を演じて
いた。しかし、Hさんは睡眠薬と共に飲酒を
して、スリップしてしまう。そして、｢クリー
ンがなくなったことによって、やっぱあいつ
だめだったんだとか。それ、思われるの、最
初苦しかったからここ逃げようと思った｣ と
語る。スリップを回避するためにまとってい
た ｢オーラ｣ が崩れ、いよいよHさんは追い
つめられた。
しかし、｢もうそれを全部話そうと思って｣、
ミーティングなどを通じて、周囲の仲間に自
分がとってきた行為を伝える。そして、｢自
分はしっかりしたくはないし、人に甘えた
いっていうのも伝えて｣、新たな自分を呈示
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する。つまり、自分は ｢甘えたい｣ というこ
とを表明し、助けを乞うのである。その結果
Hさんは自分がまとっていた ｢オーラ｣ を外
し、｢甘えたいH｣ を見せることができ、｢楽｣
になり、Yダルクでの生活を続けた。
つまり、「クスリを使わないH」としての
自己イメージは薬物使用を何らかの方法でコ
ントロールしようとするが、それはクスリを
使いたいという欲求を他者にわからないよう
に押し隠しながら生きていくというパッシン
グ（Goffman 1963＝2009: 126–156）のよう
に振舞っていたと言える。しかし、スリップ
を経験することにより「クスリを使ったH」
となり、「クスリを使わないH」として演じ
ることが困難であることを認めざるをえなく
なり、自らの弱さを他者に表明することにな
る。つまりHさんは「クスリを使ったH」と
して生活をすることとなり、「クスリを使わな
いH」という自己イメージのための演技を放
棄して生活できるようになったと言えよう（12）。
しかし、｢クスリを使ったH｣ となること
により、甘えたい気持ちが強くなり、他者と
の距離感（ここでは距離を近づけること）を
あらたな問題として捉えている。

H： 良い具合に保ててたい、っていうか。
嫌われたくないなあ、っていうのも、良
い具合に持っていたいし、今のこの愛さ
れ欲求も、もうちょっとおさえたいって
いうか。だから、この 2つをちょうど
いい線にこう、ピーってひきたいなって
思って。そしたらうまい具合にいくかな、
と。（2012年 1月インタビュー）

以前のHさんならば、「愛され欲求」を周
囲に呈示して、嫌われはしないだろうか、と
悩むことがあった。しかし、スリップ後は、
もっと自分のことを見てほしいという「愛さ
れ欲求」を相手にもっと示したいという気持
ちが問題になっていた。つまり、「愛され欲
求」の呈示とそれによる他者からの嫌悪への
恐れとの間でのバランスを保つことが新たに
課題になっている。
その一方で、「『クスリを使ったH』を提示
する」ことによる「愛され欲求」の芽生えは

「スリップした者から距離を置く」ことをや
めたことを意味していることも重要である。
つまり、スリップ後においては「愛され欲求」
を他者に提示するなどスリップの危険性のあ
る者であったとしても関係性を密にしようと
している点も指摘できる（13）。

4. 「仲間」との関係性の構築
Hさんはスリップしたことを振り返りなが
ら、以下のように語る。

H： （略）でも、そのときスリップしなけ
れば、こう、いつまでたってもたぶん自
分はこう、「スリップしたい、スリップ
したい」っていう、「飲みたい、飲みた
い」っていう願望がたぶん強かったと思
うんですよ。たぶんずっと回復できない
まんまだったと思うんですけど。（2012
年 5月インタビュー）

上記の語りからは、Hさんにおける「回復」
にとってもスリップは 1つの契機であったと
いうことが示唆される。では何故スリップす
ることが、言い換えれば「スリップした者か
ら距離を置く」ことをやめることや「『クス
リを使ったH』の呈示」が「回復」の契機に
なったと言えるのだろうか。それは重要な他
者とも言えるダルクの「仲間」との関係性が
育まれることがその根拠となるだろう（14）。
薬物依存になるまでに、その薬物自体が依
存性の高いものであったとしても、薬物使用
による快楽的効能を認識するための学習が必
要となり、そのことはある集団との交流の中
で行われる（Becker 1973＝2011: 37–55）。
しかし、薬物依存に陥る過程の中でその集団
からも離れ、孤立する。ダルク入所初期の在
所者の多くはそのような孤独感を抱えている
ことが多い。しかし、仲間はただそばにいる
だけでも様々なサポートをもたらし（葛西
2007）、またミーティングなどで自分の話を
受け止め、促す存在でもある（伊藤 2009）。
そして、薬物依存になった過程と同じように、
「シラフを楽しむこと」も仲間を通じて学ん
で い く（Maruna 2001＝2013: 175–177）。
「スリップした者から距離を置く」ことをや
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めることや「『クスリを使ったH』の呈示」す
ることを通じて、スリップはそのような仲間
との関係性を形成する 1つの契機として捉え
ることができるだろう。
またHさんのスリップにおける一連の流れ
は、Hさんがダルクに所属する過程とも言え
る。様々な機関を通じてダルクに繋がったと
しても、ダルクにいる仲間との関係性を築く
という過程が直ちにクリアされるわけではな
い。ダルク入所初期のHさんのように「オー
ラ」をまとって拒み、多くのダルクの仲間は
自分とは違う存在であるかのように振舞うこ
ともあるだろう。しかしダルクに繋がってい
る以上、他の仲間と同様に「クスリを使った
H」であることは否定できない。スリップは
それを受け入れる契機になったとも解釈可能
であり、改めてダルクのメンバーシップを保
持していることに気付く契機にもなった。

Ⅳ．結論
本稿では実際にスリップしたダルク在所者
がそれ以前とそれ以後でどのように変化する
のかについてHさんへのインタビューデータ
から考察してきた。その結論をまとめると次
のとおりである。第一に、Hさんはスリップ
以前において「スリップした者から距離を置
く」ことや「『クスリを使ったH』の呈示を
する」ことによってスリップを回避していた。
第二に、そのような方法をとっていたがHさ
んはスリップをしてしまった。第三に、スリッ
プ後においては、Hさんは「クスリを使わな
いH」から「クスリを使ったH」へと自己イ
メージを変化させた。第四に、｢クスリを使っ
たH｣ を他者に呈示することにより、「愛さ
れ欲求」への対応が必要となった。その一方
で「愛され欲求」の芽生えは「スリップした
者から距離を置く」ことやめることを意味し
ていることも重要であることが指摘できた。
そして、スリップにより「仲間」との絆が形
成され、改めてダルクでのメンバーシップを
得ていることに気付く契機になったことも考
察された。だが、「仲間」との絆に代表され
る社会関係の形成と薬物依存からの「回復」
との関係についての詳細な検討は今後の課題
になる。

以上のように「スリップ」はダルク在所者
にとってダルクにおける社会関係を活性化さ
せるという意味で「回復」に向けた 1つの契
機にもなりえ、Hさんのような変化をもたら
すのである。しかし、Hさんの現状を考えれ
ば（15）、スリップがHさんに右肩上がりの「回
復」をもたらすものではないことも明確であ
る。当然のことではあるかもしれないが、ダ
ルク在所者は「揺らぎ」（16）の中で自身の「回
復」を紡いでいくのである。

Hさんの「その後」についてはもちろんだ
が、今後もダルクでの調査を継続していき、
薬物依存からの「回復」における「揺らぎ」
を十全に記述することが今後の課題である。

付　　記
本論で用いたデータは、X／Yダルクの協力のもと

に実施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X／Y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。
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）「ダルクにおける薬物依存からの
『回復』のエスノグラフィ」（課題番号22530566、研
究代表者：南保輔）による研究成果の一部である。

補　　注
（1） Alcoholics Anonymousの略。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
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共に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「ビッ
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プが開かれて
いった（White 1998＝2007: 125–144）。

（2） Narcotics Anonymousの略。薬物依存者のた
めのセルフヘルプ・グループである。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（White 1998＝
2007: 252–254）。

（3） このような「回復」観は近年の精神保健分野で
キー概念となっている「リカバリーrecovery」が
もとになっている。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が、共通
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する点としては当事者が病気を抱えながらも新た
な人生を育むことを可能にするということが言え
るだろう。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。リカバリー
概念の整理に関しては野中（2005）を参照。

（4） なお、以下の先行研究はアルコール依存者のた
めのセルフヘルプ・グループについての論考に
なるが、ダルクはもともとAAの流れを踏んで生
まれたものであり、先行研究の知見もダルクを
研究する上で参考にできる。

（5） Yダルクは比較的近年に創設された。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。また、ミーティ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、1日
3回行われるミーティ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。
最低 3か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間がかかることが多々ある。
また、退所してからも定期的に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
ルク内での主な禁止事項は施設内での薬物使用、
異性交際がある。

（6） 現在は地方のダルクに在所する。40代の男性。
なお、インタビュー対象者ではない。

（7） ボランティアのスタッフとしても勤務する。
在所歴は比較的長い。40代の男性。

（8） ダルクのスタッフであり、Yダルクの施設長で
ある。長年依存対象となった薬物を使用してい
ない。40代の男性。なお、スタッフは小文字の
アルファベットで表記している。

（9） 2011年 10月頃入所。Hさんと仲が良かった。
20代の男性。

（10） 最後の薬物使用から、それを使用していない
期間を指す。また「偽りのクリーン」は実際には
スリップしているのだが、他者にはクリーンを
継続しているように呈示していることを言う。

（11） HさんがYダルクに戻ってきた理由としては、
生活する場所がないというのも 1つの理由であ
るが、それだけでなく薬物使用が身近にあった
「過去」の生活に戻りたくないと思ったことも挙
げられる。

（12） 「スリップした者から距離を置く」場合、スリッ
プに至るような危険な人物とそうではない人物を
区別して対応しようとしていたと言える。一方
「スリップした者から距離を置く」ことをやめた
場合、危険かどうかという区別をせずに、ダルク
の仲間を始めとした色々な他者との関係性を広く
結んでいこうとしていると言える。このように
関わり方は変化している。

（13） その後、共にスリップをしたJさんとの仲が

急速に良くなり、Jさんとの距離感がスタッフか
ら問題視されていたことがあった（2012年 6月
インタビュー）。

（14） ダルクにおける「回復」と仲間に関する論考
に関しては共同研究者である伊藤秀樹の札幌学
院大学における第 85回日本社会学会での発表
（「薬物依存における孤独と『仲間』―ダルクに
おける『回復』の社会学的検討（2）」）を参考に
している。

（15） 2012年 6月の調査後、Hさんは問題を起こし、
地方のダルクに一時期転所していた。その後Yダ
ルクに戻って生活をしていたのだが、地方のダル
クで生活していたときから定期的に飲酒をして
スリップをしていたことが 2013年 3月に判明し
た。結果的にXダルクに転所することになった。
しかし、Xダルクでもスリップをするなどのト
ラブルを起こし、また地方のダルクに転所した。
「スリップした者から距離を置く」ことをやめる
ことがかえって対人関係などの悩みを起こし、ト
ラブルに繋がっていたとも考えられる。本稿で
はその過程については調査・記述しきれなかっ
た。それでも、Hさんは地方のダルクには現在
も所属し続けている。そして、Jさんのような信
頼のおける仲間との繋がりは保ち続けている。

（16）この「揺らぎ」に関しては、今までのインタビュー
調査をまとめ、ダルク在所者 14名のライフヒス
トリー集を作成している（ダルク研究会 2013）。
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英文要約
This study examines sociological influences which 

may lead to the occurrences of “Slip” among the 
residents of Drug Addiction Rehabilitation Centers 
（DARCs）. “Slip” is DARC jargon and refers to ad-
dicts who “slip” back to their previous drug-using 
behaviors. Data in this study is from interviews 
with Mr. H, who has resided within Y DARC and 
also experienced a slip during our study period. 
Specifically, I have examined and discussed the fol-
lowing four points: （1） To avoiding slipping, Mr. H 
must refrain from relationships with others who 
have slipped and present an image to others that 
he is not using drug. （2） In spite of the image he 
presented to others, Mr. H slipped. （3） After his slip, 
Mr. H changed his self-image from “H not using 
drugs” to “H using drugs.” （4） By converting to “H 
using drugs,” it became necessary for him to address 
his “desire to be loved”. However, the need to address 
his desire activated the need for social relations to 
be avoided within DARC.
（Sho SAGARA: sagara-sho@spu.ac.jp）


