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薬物依存からの「回復」と「仲間」
―ダルクにおける生活を通した「欲求」の解消―

“Recovery” from Drug Addiction and “fellows”:
To eliminate “desire” at DARC

相 良 　 翔 ・ 伊 藤 秀 樹
SAGARA Sho, ITO Hideki

This article describes the practices for eliminating “desire” in drug addicts at DARC （Drug Addiction 
Rehabilitation Center）. Specifically, we have examined and discussed the following three points: （1） 
Members of DARC who engaged in a variety of practices to eliminate a “desire” that suddenly occurs 
every day at DARC, （2） how by being on the side of “fellow” supporting members of DARC, who are 
also suffering from this “desire”, a variety of practices for eliminating “desire” has been established, and 
（3） the conditions in which this variety and the supportive “fellowship” were established. The aim is to 
be able to imagine an environment in which DARC’s members and “fellows” can accept members uncon-
ditionally, regardless of whether or not they have returned to a life of drugs and crime.

1．はじめに
本稿の目的は、薬物依存者が依存薬物使用への「欲求」を解消していく実践が民間の薬
物依存リハビリテーション施設であるダルク（DARC: Drug Addiction Rehabilitation 
Center）での生活の中で営まれていく様子と、それが可能になるための条件を明らかに
することにある。具体的には、ダルクの利用者（以下、ダルクメンバー）がともに薬物依
存からの「回復 recovery」を目指す薬物依存の当事者（以下、「仲間」）と関わり合う日
常生活のあり方に着目し、分析を進める。
日本における薬物問題に関する社会学的研究の多くは、薬物使用の統制側に焦点を当
て、人が薬物依存者になるまでの過程に着目するものであった［佐藤2006，2008；本田
2011など］。その一方で、人が薬物使用をやめ続ける過程についても、様々な文献がその
姿に言及してきた［工藤2004；廣末2015など］。そうしたなかで本稿は、ダルクのもとで
人々が薬物使用をやめ続けようとするその過程に注目し、詳細に検討を行っていく。
ダルクは、1985年に東京・日暮里に第1号の施設が開設された、民間の薬物依存リハビ
リテーション施設である。2015年11月時点では、全国に59の運営団体、83ヵ所の施設が
存在する。ダルクでは、覚せい剤を始めとした違法薬物への依存者だけでなく、アルコー
ルや市販薬など、多様な薬物への依存者を同時に受け入れている。日本では欧米諸国に比
べ、回復を目指す薬物依存者の受け皿となる社会内の資源が少ない。そうしたなかでダル
クは、社会内の多様な薬物依存者の「回復」を支援する貴重な場となってきた。
ダルクメンバーたちは、自らと同じ「仲間」と数か月以上にわたる長期の共同生活を送
りながら、薬物依存からの「回復」を目指している。なお、スタッフの大多数は過去にダ
ルクプログラムを経験した（元）薬物依存者であり、セルフヘルプ・グループであること
もダルクの重要な特徴の1つとして挙げられる。
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セルフヘルプ・グループを通した依存（症）からの「回復」の過程を描き出そうとした
先行研究では、ミーティング場面に焦点を当て、そこでのメンバーたちの「自己物語
narrative」の構築の側面に注目することも多かった［葛西2007；伊藤2009］。しかし、ダ
ルクメンバーたちが「回復」を目指す過程の中で注目すべき点は、ミーティング場面だけ
ではない。彼ら／彼女らの薬物依存からの「回復」に向けた取り組みは、日々の生活にお
ける出来事と密接なかかわりをもつものである［平井2013b］。
本稿では、筆者らが実施したフィールドワークのデータに基づき、ダルクメンバーが薬
物使用をやめ続ける1つの過程として、「仲間」と関わり合う日常生活のなかでの「欲求」
解消実践を描き出す。薬物使用をやめ続けることは「回復」の十分条件ではないが、必要
条件である。そのため、薬物使用の「欲求」を解消していく実践について検討することに
は十分な意義がある。
また、「仲間」と関わり合う日常生活のなかでの「欲求」解消実践は、無条件で成り立
つわけではない。それらの実践は、ダルクがある条件を満たした場であるからこそ成立す
る。本稿ではその条件を明らかにするとともに、薬物依存者の「回復」を支える上でいか
なる政策的支援が必要であるのかについて考察する。

2．「仲間」と関わり合う日常生活に焦点をおいた「回復」の分析の重要性
これまで、薬物依存からの「回復」に関する研究では、当事者の自己物語に着目するこ
との重要性が論じられてきた［Frank 1995；Maruna 2001］。それらの指摘を受けて日本
では、依存からの「回復」に向けた自己物語の変容が、セルフヘルプ・グループにおける
ミーティングにおいて起きる様子を描き出してきた［伊藤2009；葛西2007］。
ダルクをはじめとした依存者のセルフヘルプ・グループのミーティングでは、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形式を
取ることが多い。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、強制
的ではなく自由に発言し、その内容に対して質問・疑問などを挟まない形で行われる。ま
た、ミーティングで語られた内容も外部で言及されることはない。
アルコール依存者のセルフヘルプ・グループが依存者の「回復」に及ぼす影響を宗教学
的に検討した葛西［2007］は、上記のような特徴をもつミーティングについて〈依存にい
たった理由を問わず、依存の経験を語り合う場〉とし、ミーティングを通してアルコール
依存者が自己物語を再構成する姿を示している。同様に伊藤［2009］でも、アルコール依
存者のセルフヘルプ・グループを、自己物語を構成する場として捉え、「物語を通して実
現されようとしている人生のプロセス」［伊藤2009：9］を描き出すために、参加者の自
己イメージなどの内在的な変化について検討している。
セルフヘルプ・グループのミーティングがもたらす依存者の「回復」に対する影響、と
くに依存者の自己物語の再構成への影響、という視点は、ダルクを研究するにあたっても
重要な視点の一つだと言える。なぜなら、ダルクメンバーは薬物への依存を経験すること
により、今まで紡ぎあげてきた自己物語の変容が迫られるためである（1）［相良2013，
2015］。
ダルクの創生期における「支援」観を検討した平井［2013a］も、ミーティングが依存
者の「回復」に及ぼす影響について、以下のように述べている。平井［2013a］によれば、
ダルクのミーティングは利用者の「承認」に向けた「支援」の機能をもつものである。ダ
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ルクメンバーの多くは、他者を認めることがなかなかできなかったり、また自身も様々な
面で他者から否定されたり、自ら否定してきた経験をもつという。そのなかでメンバーた
ちは、ミーティングを通して「仲間」や自身を「承認」し、「回復」に向けて歩みを進め
ると指摘している。こうしたプロセスからは、ミーティングによる「承認」レベルの「支
援」によって、自己物語の再構成が促進されている様子を想定することができる。
しかし、ミーティングの場がもつ機能のみに着目するだけでは、ダルクメンバーの「回
復」のあり方を完全には捉えきれない（2）。なぜなら、ダルクメンバーの「回復」には、非
常に多様なバリエーションが存在するためである［ダルク研究会編2013］。平井［2013b］
では、ダルクメンバーの「回復」への取り組みが、日々の生活における出来事と密接なか
かわりをもつことを指摘している。当然のことながら、自己物語の再構成に関しても、
ミーティングの場だけでなく、日常生活の様々な出来事をふまえながら行われているはず
である。また、本稿が焦点を当てる「欲求」については、ミーティングの時間帯以外で生
じることもあるため、ミーティングを待たずに解消するための実践をその場で即座に行う
必要が出てくる。
そうしたなかで本稿では、以下の三点を検討課題とする。第一に、ダルクメンバーは日
常生活の中でいかなる「欲求」解消実践を行っているのかということである。先述の通り、
「欲求」を解消し依存薬物の使用をやめ続けることは、「回復」に向けた必要条件である。
しかし、先行研究では、自己物語の再構成と「回復」との関係に焦点を当ててきたがため
に、「欲求」の解消実践のあり方を捉えようとする試みは行われてこなかった。
第二に、日常生活をともにする「仲間」がダルクメンバーの「欲求」解消実践にもたら
す影響である。薬物依存の当事者たちが長期の共同生活を行いながら「回復」を目指すダ
ルクでは、メンバーたちは一日のほとんどの時間を「仲間」とともに過ごすことになる。
彼らの日常生活を捉える上で、「仲間」との関係性は無視することのできない非常に重要
な要素であり、その点に配慮した分析が必要だと考えられる。
第三に、「仲間」の存在が日常生活におけるメンバーの「欲求」解消実践につながる際
の条件である。以下の平井［2013a］の指摘からは、ともに薬物依存からの「回復」を目
指す「仲間」が、自らの「回復」を促進するものにもなりうるが、逆に自らの「回復」を
阻害するものになりうるということが示唆される。
平井［2013a］では、先述した「承認」に向けた「支援」の土台として、ダルクメンバー
に安全な生活を提供することを目的とした様々な面での「保障」が存在すると指摘してい
る。当然のことだが、ダルクは共同生活を基盤としてミーティングなどのプログラムを提
供する施設であるがゆえに、経済的な「保障」が重要視される。しかし、それだけではな
く生活全体を保障する、つまり「あらゆるレベルで生起する『面倒』をみる／引き受ける」
［平井2013a：108］ことも「保障」に含まれる。そこには施設内の整理整頓、在所者の入
退院の世話、社会復帰の見守り、依存における禁断症状の見守りなどなど、多様な「面倒」
に対峙することを意味している［近藤2009］。
むろん、共同生活を送る以上、スタッフだけが上記の「面倒」に対峙するだけではなく、
メンバー同士でも「面倒」に対峙することになる。そうした全面的な「面倒」を引き受け
合うなかで、場合によっては「仲間」の存在が鬱陶しいものに映るかもしれない。「仲間」
との関係性がどのような形で成立し、それがどのような形でメンバーの「欲求」解消実践
につながっているのかについては、データに基づく経験的な分析が必要であるだろう。
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上記の三点の検討課題に基づき、本稿では以下の分析を進めていく。第一に、ダルクメ
ンバーの依存薬物の使用への「欲求」がどのような形で生じているのかについて分析する。
第二に、「欲求」の解消実践において、ダルクメンバー（「仲間」）同士がどのような影響
を及ぼし合っているのかについて分析する。その上で、第三にダルクメンバーが「仲間」
との関係性にどのような意味づけを行っているのかについて分析する。第四に、「欲求」
解消実践へとつながるような「仲間」との関係性が形成される上での条件について検討す
る。

3．調査概要
筆者らは共同研究の一環として、2011年4月より首都圏に立地するXダルクやYダルク
において、ミーティングをはじめとする施設のプログラムや行事などへの参与観察や、ダ
ルクメンバーとスタッフへのインタビューなどの調査を行っている。調査は研究会のメン
バー計7名で実施している。なお調査対象となったダルクとは、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。
主なインタビュー対象者は2015年8月時点で31名であり、全員が男性である。初回イ
ンタビュー時においての内訳は、入寮者が19名、すでに退寮していた者が3名、スタッフ
が9名であった。2011年4月から2015年8月までの間に、調査対象者1人に対して、1回か
ら最大22回のインタビュー調査を行っている。インタビューは半構造化面接法を用いて、
「なぜ依存薬物の使用を止め続けられているのか」「これまでのライフストーリー」「『回復』
のイメージ」などについて尋ねている。
なお、ダルクメンバーとの関係性の構築過程に関しては、主にEさん・Fさんの2人の
対象者の語りを分析対象とした。Eさんは40代前半であり、アルコールや市販の風邪薬
に依存していた。現在はXダルクにスタッフとして勤めている。Fさんも40代前半の男
性であり、主に覚せい剤やアルコールに依存していた。現在はYダルクに入寮している。
両者の語りに着目した理由は、①「クリーン」（依存対象となっている薬物の使用をやめ
ることをさすダルクの用語）が継続できている理由として「仲間」の存在を挙げており、
②「仲間」に対する意味づけの変遷について重点的な聞き取りを行ったためである。
以下のインタビューからの引用では、中略は《略》と示した。引用した語りにある（　）
内は筆者による補足、下線部は筆者による強調である。語りの引用の後にある（〇年×月
インタビュー）は調査を実施した年月である。なお、#1～#5は調査者のことを示す。

4．分析
（1）依存薬物への「欲求」
ダルクメンバーは薬物依存からの「回復」を目指す過程において、いつ起きるかわから
ない依存薬物に対する「欲求」への対処が求められる。例えばDさんはインタビューの中
で、「常に小さい欲求みたいなのはありますよ」（2011年8月インタビュー）と話している。
こうした「欲求」は、日常生活の様々な出来事の中から喚起されるものである。例えば、
覚せい剤への「欲求」の場合、下記のDさんらのように、「性的欲求の高まり」や「人の
血管を見る」、「注射器の話」などによって「欲求」が強くなる様子が語られている。

D ： あと、覚せい剤の場合は、スケベなこと考えると、ムラっとすると、あの、それと同じ、な
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んだろ、その時のこう気持ちいいこととか、っていうのを脳が記憶しちゃってるんで。（2011
年6月インタビュー）

G ： でもたまにこう、血管見たりとか、注射器の話とかこうミーティングですると、やっぱ欲求
はそのとき、一時的に出るんですけど。（2011年9月インタビュー）

I  ： 最初の2か月はもう、人の血管を見るだけでヤバくなったりとか、っていうのは最初の1か月
特にヤバくて。（2012年1月インタビュー）

また、アルコール依存があるダルクメンバーの場合、テレビ等から流れてくるアルコー
ル関連のCMなどにより「喉がなる」音を聞いたり、歩いている道の途中で居酒屋の看板
などに遭遇すると、「欲求」が強まることもある。

F ： CMとか見ると、やっぱり喉がね、「ウッ」ってなってる。言葉に出さないけど、うん、見な
がらね、こう無言なんだけど、やっぱり、うん。（2011年7月インタビュー）

P ： ただこのこうAA（Alcoholics Anonymous：アルコール依存者のためのセルフヘルプ・グ
ループ）行く、やっぱどうしても夜6時ごろじゃないですか。そこらは（居酒屋の光で）明
かりがぱっかぱっかしてるじゃないですか。（2012年12月インタビュー）

このように、ダルクメンバーは日々の生活を送る上で何気ないタイミングで「欲求」が
高まることがある。それを事前に察知してすべて予防することは困難であり、「欲求」が
高まったときにそれを解消する実践が必要とされる。

（2）「欲求」を解消する実践―「仲間」の側にいること
では、ダルクメンバーたちはこうした「欲求」をどのように解消していくのだろうか。
その一例としてGさんは、ダルクの屋上にあるサンドバックを殴って「欲求」を抑えてい
た様子を語っている。

G ： で、最近、そのーなんかそのXダルクの方で、屋上の方があのーなんかサンドバックとか置
いてあるんで、そこで（Xダルクの仲間に）教えてもらってけっこういいよって言われて、（聞
き取り不能）出して、あっいいなって思って。で、けっこうそのときは（「欲求」が）解消さ
れるんで。（2011年8月インタビュー）

上記のような実践は「（Xダルクの仲間に）教えてもらって」と語るようにダルクメン
バーが見出した知恵とも言える。そして、その知恵の伝達は「ダルクの『仲間』の側にい
る」ということを基礎に成り立っている。こうした「仲間」の側にいることの効用は、知
恵の伝達だけにとどまらない。例えば、Gさんは「スリップ」（依存薬物を再使用するこ
とを指すダルクの用語）の危険性が強い人物の近くに寄らず、スリップから縁遠いと思わ
れる仲間の側にいることで、安心感を得て「欲求」を抑えようとしたと語る［相良2015：
66］。

G ： 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、そういう話を、話題をしないっていう、そういう人のところに行ったりとか。
（2011年9月インタビュー）
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さらにGさんは、「仲間」の側にいることの延長として、ミーティングでそのつらい思
いを露呈するという形で、「欲求」を解消しようと試みている。当然ながらミーティング
は、つらい思いの露呈を受けとめてくれる「仲間」が側にいることによって成立している。

G ： 最初ミーティングで自分あんまり話せなかったんですけど、最近その話すこと（「欲求」のこ
と）でけっこう楽になる部分はあるなと思って。（2011年8月インタビュー）

ただし、Pさんの場合は、「欲求」について話す場所はミーティングだけではないという。
「仲間」との日々の会話において「欲求」に関する冗談や愚痴を互いにこぼし合うことで、
「欲求」を解消するように試みている様子も語る。

P ： 後はこう、なんかこう、けっこう仲いい仲間と、こう酒飲みたいとかそういう冗談で言って。
とか。で、お互いに愚痴こぼしあう時もあるしね。仲間同士で。うん。そうするとやっぱね、
相手のほうも俺に、愚痴こぼすじゃないですか。俺も愚痴こぼすじゃないですか。それは二
人だけの話で、こうばーってやって。あとそれですっきりっていう感じですよ。（2012年12
月インタビュー）

これらの語りからは、「仲間」が自らの「欲求」を受け止めてくれる存在であり、彼ら
との関わりの中で「欲求」が抑えられると意味づけられている様子を読み取ることができ
る。
ここで「欲求」に対する思いを受け止めてくれる他者が側にいることについてもう少し
考察をしよう。例えば、Gさんは実際に自身がスリップしたために、スリップした他者へ
のつらさを理解できたと語る（3）。つまり、自分のつらさを露呈することだけでなく、他者
のつらさを理解する契機もダルクの生活の中に埋め込まれていると言える。

（※「仲間」であるWさんのスリップを、Gさんが自身のスリップと重ねあわせて語る場面。）
G ： 自分もスリップして。ここに最初スリップした後は自分辛かったんですよね、いることがこ

こに。もう人の周りの目が気になるし、なんかどう思われてるのかが本当に嫌だったという
か。それをWさんは1か月も耐えたんですよね。最初のスリップから。だからWさんのその
時の気持ちをこうわかったというか、よく耐えたなと思って。（2012年1月インタビュー）

その帰結としてありうることとして、「欲求」に苦しんでいる他者に対するサポーティ
ブな働きかけである。以下のフィールドノートはYダルクのメンバーの買い物と昼食に筆
者らが同行し、その時の様子の一部を記述したものである。Vさんはこの当時依存薬物
（ガス）を連続使用している状況であった。その中でQさんがVさんを1人にしないよう
に、床屋に同行しようと試みている場面である。

牛丼屋を出て帰ろうとすると、Vさんが床屋に行くという。するとQさんはVさんと一緒に行くと
いう。（もしかしたら、QさんはVさんがガスを使うのを阻止するために、ついていったのではな
いか？）（2011年11月フィールドノート）

また、Pさんもインタビューの中で、「欲求」に関してつらい思いをしているメンバー
がいたら、自分も以前につらい思いをしたときにサポートしてもらったので「お互いさま」
だとして、フォローをすると語る。
ダルクメンバーたちは、「欲求」を解消するために、ミーティングで「欲求」について
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話すだけでなく、屋上でサンドバッグを殴る、スリップから縁遠い「仲間」のそばにいる、
日々の生活の中で「欲求」についての冗談や愚痴を言って発散するなどの実践を行ってい
る。また、自らも薬物依存者であり、他者の「欲求」やスリップをはじめとした「回復」
途上でのつらさを理解できるがゆえに、ミーティング以外の外出時間にも同行するなど、
メンバー同士でスリップ防止に向けた積極的なサポートを行っている様子もうかがえる。
これらは、ミーティングの場だけに着目しただけでは見えてこない、日常生活の中で営
まれる「欲求」解消実践の諸相だといえるだろう。そしてそれらの「欲求」解消実践は、「欲
求」を受け止めてくれる「仲間」が側にいることによって、達成できているものである。

（3）「仲間」へのポジティヴな意味づけとその過程での困難
このような「仲間」同士のサポーティブな関係性は、一緒にいることがクリーンの継続
につながるという「仲間」へのポジティヴな意味づけによって裏づけられていると言える。
EさんとFさんは、現在クリーンが継続できている理由について、「仲間」の存在に言
及している。Eさんは、ダルクや地域のNA（Narcotics Anonymous：薬物依存者のため
のセルフヘルプ・グループ）につながっている時は、飲酒欲求が起きないという。Eさん
はその理由を、一人でいるのではなくダルクやNAにつながっていると、安心が得られる
からだと説明している。

E ： 施設（ダルク）にしてもまあ、NAにしてもなんでもそうだけど、つながってる時はないん
ですよね飲酒欲求ていうのは。僕は。

#5 ： 逆に。
E ： 逆に一人になると、そう、飲みたくなっちゃうっていうか。だから、それこそ、料理酒飲ん

じゃうみたいなああいう欲求ってのはないんですよね。不思議とね。それだけは。つながっ
てるときは。

#5 ： 逆に言えば、飲まないでいる状況っていうのは。
E ： そうそう、つながってればいいっていうこと、シンプルにね。もう、そこだけなんだなって

ことですよね。自分にとって。
#4 ： 何でつながってるといいんでしょう。
E ： そういう多分感覚が出来たんだと思うんですよ。多分作るまでに僕にはそんだけ時間が必要

だったとは思うんですよねたぶん。目に見えないことを信じることだったりとか。だから、
つながってるとすごく安心がありますよね。（2011年5月インタビュー）

Fさんも、アルコールと覚せい剤をやめ続けられている理由として、「もう今すぐ思っ
たのは仲間だね」（2011年5月インタビュー）と述べている。Fさんは、「仲間」を信じる
ことで自分を信じ、そしてプログラムを信じた結果、今のクリーンがあると考えている。
つまり、プログラムがもつ効果の前に、「仲間」への信頼がクリーンの継続の基盤にある
と捉えている。

F ： （「仲間」によって）大切にされてる、自分は大切にされてる、大事にされてる、うん、信じ
ようと思った。信じるって、思った。そしたら次に、自分も信じたね。で、さいごに、次に
このプログラム、ここのプログラムを信じた。《略》仲間信じる。で、クリーンがあるね。（2011
年5月インタビュー）

しかし、「仲間」の存在が上記のように直ちにポジティヴに意味づけられるわけではな
い。逆に人間関係のこじれから「欲求」が生じることもある。例えば、Aさんは人間関係
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に悩んだときに「具合が悪くなる」と言い、依存薬物の使用が頭をよぎると語る。

A ： 例えば、具合が悪くなるってことは、人間関係ですから、こういう生活も。ああ、こいつむ
かつくよな、とか、こういうこと言われて腹が立つよなってことは、あるじゃないですか、
よく。《略》だから、まあそれが怖いじゃないですか、恐れるってことだから、人間関係を壊
したくないっていうか。だからこう、まあうわべだけは笑ってて（2011年5月インタビュー）

また、EさんやFさんにおいても「仲間」をポジティヴに意味づける過程は、決してス
ムーズに達成されているわけではない。彼らは、これまでの孤独な状況と人間不信になる
ような体験から、「仲間」にポジティヴなイメージを抱きそれを定着させるまでに長い時
間を要している。例えば、Fさんは刑務所にいた時の経験から、入寮当初は他の入寮者と
は関わりたくなかったと語っており、「仲間」を信じられるようになったのは入寮して6ヵ
月ごろであったという。

F ： やっぱり刑務所のときから、ね、もう人と関わると煩わしいことが起こるから。人のために、
こう自分も同じ人間だっていうのをさ、棚に置いて忘れちゃってさ。こう人って汚いし、ズ
ルいしね、いじめるしさ。いやだな、人はって。で、こうダルクに入っている時も、うん、
仲間だけど関わりたくないって思うけど、関わるとトラブルにあったりね（2011年7月イン
タビュー）

またEさんとFさんは、「仲間」にポジティヴなイメージを抱くようになりつつも、ふ
と孤独感を抱き再飲酒したという経験を語っている。Eさんは、3ヵ所のダルクとそこで
の飲酒経験（スリップ）ののちに、10ヵ月間、病院での入院治療を行いながら他の自助
組織に通所し、ミーティングに参加していた時期があった。医師とのカウンセリングやそ
の自助組織への通所を通じて、自分の過去にまつわる問題に一つずつ気づけた時期であっ
たと話している。また、その自助組織では、仲が良かったりミーティングの話で一緒に泣
いてくれたりする「仲間」がいたという。しかし、Eさんは「一人じゃない」という認識
をもつようになりながらも、ある日強い孤独感を抱き、お酒を飲んでしまったという。

E ： 孤独を感じたね、その時なにか、ものすごく。うん。そんだけやっぱ、色々かまってくれる
人だったりとか、ねえ、支えてくれる人だったりとか、そうゆうのも、分かるようになってて、
一人じゃないんだなって分かってたけれども、何かすごく孤独になりましたよ。あるとき、
ものすごく。それで飲んじゃったですよね。（2011年5月インタビュー）

また、Fさんも、「仲間」を信じるようになったにもかかわらず、嫌われたり仲間外れ
にされることを予期して「一人ぼっち」であると感じ、一人で飲酒した経験があるという。
「仲間」をポジティヴに意味づける過程は、過去に経験してきた孤独感が再燃する「揺れ」
を伴いながら、進行していくものだと考えられる。

F ： クリーンがね、止まっちゃったときはね、自分一人のことしか考えてないよね。仲間って言っ
ときながらね。仲間でせい、僕は仲間の一員だって、やっぱり昔の生き方が、ね？直ってな
いっていうかさ、方向転換できてないっていうか、その、発展途上の途中だったからさ、《略》
やっぱりね、いい顔していたい、いい人で思われたいっていうふうに、人間関係をやってき
たでしょ？そういうの、そういう生き方をしてるからね、もう、そうなっちゃってたんだよ。
《略》どう思われちゃうかなって、嫌われちゃうんじゃないかな、相手してくんないのかなっ
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て、こいつこんなひどいやつなんすよって、とか言われたり思われたり、仲間外れにされちゃ
うんじゃないかななんて。そうしてこう、一人でね、使っ、飲んでたね。独りぼっちって思う、
クリーンじゃなかったときは。（2011年5月インタビュー）

（4）「仲間」による無条件の受容
EさんやFさんは、入寮当初は「仲間」をポジティヴに意味づけてはいなかった。また、
孤独感が再燃する「揺れ」も経験していた。しかし、彼らが「仲間」の存在をポジティヴ
に意味づけるようになり、それを継続できたのは、ダルクが入寮者を無条件に包摂し受容
しようと試みる場であったからだと考えられる。
Fさんは、「仲間」たちが自分だけでなく他の「仲間」を大切にすること、そしてダル
ク歴やクリーン歴にかかわらず大切にすることがわかり、「仲間」を信じるようになった
と語っている。これまでの経歴によって大切にされる者／されない者が選別されることな
く、誰しもが受容の対象になっているという認識が、「仲間」への信頼につながっている。

#5 ： なんか、その、仲間を信じてって今言ったじゃないですか、その時なんかあったんですか？
出来事みたいなのとか。

F ： あのね、わかったんだね。仲間はね、僕のこともそうなんだけど、ほかの仲間も、新しくやっ
てきた仲間、古い仲間、クリーンが1か月の仲間でも、1年の仲間でも、10年の仲間でも、大
切にする。大事にしてる。それがわかったから、信じたんだと思う。（2011年5月インタ
ビュー）

「仲間」を分け隔てなく大切にするという経験は、Fさんだけが経験したものではない。
当時FさんがいたXダルクとは別のダルクを長く経験してきたEさんも、インタビューの
中で「仲間」を思いやることは大切なことだと述べている。そして、これまでの経験から
人の言動が過度に気になってしまう「仲間」に対しては、ダルクが彼らを見捨てない安心
できる場所であるということを、スタッフやEさんやFさんのようなクリーンの長い入寮
者が繰り返し伝えていくべきだと考えている。

E ： だからありのままの自分ってなんだっつったらそれを取り除いてくことだから。一つ一つ。
だってそんなこと必要ないことですよ。周りは怖くないんだよって繰り返し言うことだし、
嫌われたりしないよって、大丈夫だよって、見捨てたりしないよって、うん、そういうメッ
セージを伝えて行くことですよ。ダルクはこういう場所だって、安心出来る場所ですよ、っ
て。それは俺とかd （スタッフ）とかFがやっていくことだから、うん。だから、それを、じゃ
あ、大丈夫だって感じるのに個人差はあるよね。半年の人もいれば1年の人もいれば、10年
かかる人もいるし、うん。それはわからないよね、その人の個人の「回復」だから。だからずっ
と同じこと言い続けますよね、だから。どこの施設も、うん。安心出来るまで。その人が、
うん。でその人が安心できれば、その人が今度また伝えてくれるよね。（2011年9月インタ
ビュー）

ダルクの入寮者は、どんなに多様なライフコースを歩もうと、またどんな性格であろう
と、すべてが「仲間」として包摂の対象となる。インタビューの中で、Eさんは、「仲間」
は嫌われようが好かれようが「仲間」としてつながっているのだと語っており、Fさんも、
「仲間は仲間だよ。うん、嫌いなやつでも」（2011年7月インタビュー）と述べている。ま
た、Eさんは、ダルクの入寮中にスリップした、または犯罪を起こした者に対しても、ダ
ルクや「仲間」は最後まで受け入れると話している。
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（※店でビールを盗み逮捕された入寮者のUさんに対して）
E ： ただ一般社会だと、たぶんUみたいなのはどんどん落とされていっちゃうわけだと思うの。

でもダルクは落とさないから、またUがくればまた一緒にやるし受け入れるし、でまたあい
つがたぶんパクられてもまたやるからダルクは。またこりないのかお前なんて言って。それ
はたぶん社会とは違うと思う。だからそこでだから、そうやってなんか、俺たちだけ生き残っ
て、彼がかわいそうみたいな気はするかもしれないけれども。でもあくまでも最後の最後ま
でダルクは受け入れるから、仲間がね。仲間が受け入れてくれるから、そこにやっぱ救いは
あると思う。どんな人でも。（2011年9月インタビュー）

ダルクでは、入寮中のスリップや犯罪に該当するような出来事があっても、即座にその
行為者をダルクから追い出すことはない。他のダルクに移るなどの形で、「回復」に向け
た生活を仕切り直すための対処が行われる。また、過去にダルクでトラブルを起こしてい
ようと、経済的問題を抱えていようと、入寮希望があれば「仲間」として包摂するための
努力が行われる。参与観察の中では、過去にダルクをトラブルなどで自主退寮したメン
バーが、別のダルクで受け入れられるというケースに数多く出会った。また、Xダルクや
Yダルクでは、月々の入寮費が払えない状態で入寮の相談に来た者たちに対しても、ス
タッフが彼らの入寮のために、生活保護などの受給手続きのサポートを行う様子がみられ
た。メンバーたちは、「仲間」たちを全国のダルクネットワークの中でできる限り包摂し
ようとするこうした営みを、日常生活の様々な場面で知ることになる。
ダルクでは、（犯罪などの）経歴や性格特性、過去のダルクの経験、経済的事情などに
よって受容する／しないという選別をしないような努力が行われている。そのためメン
バーたちは自らが排除されるという不安に駆られる必要もない。同時に、自らが孤独感を
抱く「揺れ」によってスリップを経験したとしても、ダルクではスリップや犯罪などの失
敗によって「仲間」たちから排除されることはない。ダルクや「仲間」に対してそうした
イメージをもてるからこそ、メンバーたちは「仲間」をポジティヴに意味づける営みが継
続できるのだと考えられる。

5．結論―薬物依存者の「回復」を支える上で必要なものは何か
分析の結果を三つの検討課題に照らしてまとめると、以下のようになる。第一に、ダル
クメンバーは日常生活の出来事をもとに突発的に生じる依存薬物の使用の「欲求」に対し
て、ミーティングで「欲求」について話すだけでなく、屋上でサンドバッグを殴る、スリッ
プから縁遠い「仲間」のそばにいる、日々の生活の中で「欲求」についての冗談や愚痴を
言って発散するなどの、多様な解消実践を行っていた。第二に、それらの「欲求」解消実
践は、「欲求」に苦しんでいる自分を受け止めてくれる「仲間」の側にいることによって、
達成されているものであった。これらの知見からは、薬物依存からの「回復」について検
討するうえで、日常生活や「仲間」との関わりを分析の視点に含みこむことが必要不可欠
であると考えることができる。第三に、そうした「欲求」解消実践やサポーティブな「仲
間」関係が成立する条件として、ダルクや「仲間」が薬物の再使用（再飲酒）や犯罪など
にかかわらず、メンバーを無条件に受容するとイメージされる環境であるという条件が浮
かび上がった。
最後に、第三の論点に関連して、政策的支援のあり方について考察を加えておきたい。
先述したように平井［2013a］では、草創期のダルクが入寮者の「承認」と「保障」の
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両面を担保することを目指していたことを指摘している。そうした草創期のダルクの理念
は、現在にも引き継がれている。EさんやFさんが経験してきたダルクは、いかなる（犯
罪などの）経歴や性格特性であっても受容しようとする場、つまり無条件で「承認」を担
保しようとする場であるといえるだろう。同時に、経済的事情にかかわらず入寮希望者を
受け入れる努力を行うXダルクやYダルクは、生活の「保障」を無条件で担保しようとす
る場であったということも、見逃してはならない点である。
一方で、本稿の知見からは、ダルクでスリップなどの負の経験・行為が許容されなく
なったとき、「パッシング passing」［Goffman 1963］の必要性のもとで孤独へと閉じ込め
られていく利用者の姿も想像できる。また、自らが受容されない場というイメージのもと
で、「仲間」をポジティヴに意味づけることが難しくなる者が出てくることも考えられる。
2016年6月までに導入される薬物事犯者を対象とした刑の一部の執行猶予制度は、ダル
クが執行猶予期間の受け皿となることを想定している。しかし、薬物の再使用の通報義務
を要請しており、ダルク関係者からはダルクの支援実践の基盤を崩すことになるのではな
いかと危惧する声も挙がっている。Eさんもインタビュー（2012年1月）のなかで、ダル
クに薬物の再使用の通報義務が導入されることで、通報義務の対象外である他の入寮者た
ちにとってもダルクが安心できる場所ではなくなり、再使用について正直に話せなくなる
ということを危惧している。条件付きの「回復」（4）だけを許容する社会内処遇の場ではな
く、「回復」に向けた「揺れ」を想定し、無条件の「承認」と「保障」を担保しようとす
る社会内処遇の場が必要であることが、本稿の知見からは示唆される。

付記

本稿で用いたデータは、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。本稿は、平成22～24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」（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。

註

（ 1） 相良［2013］で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症からの「回
復」を語る上でどのような影響を与えるのかについて検討した。「今日一日」とは、簡潔に言えば1
日だけ依存対象の薬物を使用しない生活を一日ずつ積み重ねることを繰り返し、「回復」を目指すと
いう言葉である。薬物依存になった場合、自己を物語る上で重要なプロットになる「時間の感覚」
［Frank 1995］を失うことになる。その中で ｢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」として存在していた。

（ 2） 例えば、調査地の1つである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時はダルク内でミーティングが行われる。
夜は19時から20時30分の時間帯で各地のNAへ参加する。そのほかにも、金銭管理、服薬管理、就
労支援などの生活支援も行われる。最低3ヵ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ダルクへの通所を勧めている。ま
た、ほか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。

（ 3） 相良［2015］ではスリップが他のダルクメンバーとの絆が形成され、改めてダルクでのメンバーシッ
プを得ていることに気づく契機になったことも考察された。スリップはダルク在所者にとって、ダル
クでの社会関係を活性化させるという意味で、「回復」に向けた1つの契機にもなると言える。

（ 4） 犯罪からの立ち直りに関する代表的論者のMaruna［2001］によると、（薬物依存からの「回復」を
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含める）犯罪から立ち直った人々は「贖罪の脚本 redemption script」に基づいて自己物語を展開す
るとする。この「贖罪の脚本」には3つの特徴がある。第一に ｢本当の自分｣ を特徴付ける中心的な
信念を確立する点である。それに順じて第二に自身の将来に対して楽観的であり、将来をコントロー
ルできるだろうと捉える点である。そして、第三に社会に、特に次世代に対して貢献と恩返しを図る
という点である。この知見は薬物依存からの「回復」にとっても重要な知見である。他方で、薬物依
存の当事者以外の存在（処遇者など）により、「贖罪の脚本」が薬物依存からの「回復」における規
範的なモデルにされてしまう懸念がある。それにより、薬物依存からの「回復」における多様性が認
められなくなる恐れもある。以上については平井［2014］を参照。
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