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１．問題背景 

 本稿の目的は、ダルク（DARC：Drug Addiction Rehabilitation Center）ヴェテ

ランスタッフにおける「回復 recovery」について考察することにある。 

 ダルクとは 1985 年に創設された、薬物依存からの「回復」のためのリハビリ

テーションを行う民間施設である。2016 年 9 月時点において、全国に 59 の運

営団体、120 か所の施設が存在する。欧米に比べて日本では薬物依存からの「回

復」のための社会資源が少ない中で、ダルクは重要な役割を担っている。ほと

んどのダルクには医師や看護師などのいわゆる専門職は在中せず、その利用者

（以降、「メンバー」）はもちろんスタッフ自身も薬物依存者であるというセル

フヘルプ・グループの性質を持つ組織である。 

 ダルクにおける「回復」に向けたプログラムは、薬物依存者の自助組織であ

る NA（1）の 12 ステップ（2）と呼ばれる指針に基づいて形成されている。その中

心にあるのは「言いっぱなし、聞きぱっなし」を基本原則としたミーティング

である。ミーティングではそのつど設定されるテーマを念頭に置き、参加者が

自分の抱える問題や体験について互いに語り、そして聴き合う。また、ミーテ

ィングでは、表現の自由が保障されており、発言に対して否定や批判的な意見
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などはされず、参加者の経験を分かち合うことを目的にしている（葛西 2007：

122-125）。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、夜

は地域の NA のミーティングに参加する。ダルクは退所後にも NA に通う為の

橋渡し役を担っている。 

 ミーティング以外にも、スポーツプログラム、各種イベントへの参加などの

レクリエーション、ボランティア活動への参加、医療・福祉機関との連携、退

所者のアフターケアなどをもって、メンバーの心身の健康を取り戻す、そして

「回復」に向けた支援を行っている。そのようなダルクの支援のベースにある

のは薬物依存者が年中共同生活を送る中で形成されるサポーティヴな関係性で

ある（相良・伊藤 2016）。ダルクでは、 薬物依存者が孤独に陥ることなく、互

いに「回復」を目指すための働きかけがなされている。 

 ダルクでは覚せい剤などの違法薬物に対する依存であったとしても「犯罪」

と捉えず、「薬物依存（症）」という「病気」として捉える。また、薬物依存を

「治癒」するのではなく、「回復」する「病気」としてみなす（3）。つまり、「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、ダルクにおける「回復」とは、「薬物依

存」を伴いながら生きるプロセスを指す言葉とも言えよう。 

 ダルクに関しては、医学・刑事政策学・精神看護学・社会福祉学・ダルク関

係者などによって、少なくない数の考察がなされてきた。その中においても、

ダルクにおける「回復」に言及したものが多い。しかし、メンバーやスタッフ

の「回復」における意味世界について問われる研究は多くはない。薬物依存者

に対する支援への関心が、徐々にだが高まっている現状において、その理解を

進める上で「回復」におけるリアリティを記述することには意義がある。そこ

で筆者は研究グループの一員として、メンバーにおける「回復」に関する意味

世界について質的研究をもって論じてきた（相良 2013、2015；相良・伊藤 2016）。

「ダルクにおける『回復』とは、『薬物依存』を伴いながら生き続けるプロセス」

と定義した場合、「回復」は個々の薬物依存者に応じて表れ、多様なものへと開
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かれていく（ダルク研究会 2013）。ダルクにおける「回復」の多様性を全て描

き切ることは難しいが、本稿ではこれまでに言及されることが少なかったヴェ

テランスタッフ（4）の「回復」に焦点をおいた上で、その意味世界について記述

し、考察する。 

 上述の通り、スタッフのほとんどが薬物依存当事者であり、元々ダルクを利

用していた者である。スタッフはメンバーにとって、「回復」のロールモデルと

して見られることが多い。また、特に若手スタッフにとって、スタッフとして

の活動が自身の「回復」に繋がるとみなされている。例えば、メンバーに対す

る支援に関わることにより誰かの役に立っているという感覚を覚え、自己肯定

感が高まり、「回復」に繋がることが指摘されている（市川 2010；南 2015）。 

 ダルクにおいてメンバーとスタッフが相互扶助関係の中で互いの「回復」を

支えあうことはダルクが従来から持つ特徴であり、それはおそらく今後も残り

続けるものであろう。しかし、市川（2010）ではダルクにおいて「ある種の閉

塞感」が漂っており、それがヴェテランスタッフの「回復」を揺るがす可能性

があると指摘する。この「閉塞感」については後述するが、そもそもメンバー

の「回復」や若手スタッフの「回復」とヴェテランスタッフの「回復」ではそ

の意味世界に異なる点があろう。また、ヴェテランスタッフとなれば、相対的

に多様な生活経験を積み重ね、それをもとに「回復」を紡ぎあげていると考え

られる。 

 そこで、本稿ではまずメンバーの「回復」観に関する研究について言及し、

それをもとにヴェテランスタッフへのインタヴューからその「回復」観につい

て検討する（2 節・4 節）。そして、その「回復」観がヴェテランスタッフの「回

復」にどのように影響するのかについて検討していく（5 節）。 

 

２．ダルクメンバーの「回復」観 

 平井・伊藤（2013）では、東京ダルク（2009）における質問紙調査の結果を

計量分析によって再分析を行い、メンバーが持つ「回復」観について検討を行

った（5）。まず、メンバーがもつであろう「回復」観を 4 つに分別している。第

1 に「欲求消退」である。これは依存薬物に対する使用欲求をコントロールで
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きる状態になることを「回復」と定める「回復」観である。われわれの多くが

抱く薬物依存からの「回復」に対するイメージと言える。第 2 に「社会的自立」

である。就労による経済的自立、ボランティアなどによる社会参加などによっ

て生活再建を図り、環境面と経済面の安定を「回復」の基本とする「回復」観

である。第 3 に「自己肯定」である。依存者である自己に対するネガティヴな

意味付けを減らし、ポジティヴな意味付けを行うことを「回復」への至りとす

る「回復」観である。第 4 に「他者共生」である。これは孤独や孤立から解放

され、他者を受容し、自身も他者によって受容されていると感じた状態で生活

を送ることを「回復」とするという「回復」観である。 

 分析の結果、以下の 2 点の興味深い指摘があった。第 1 に、ダルクへの関わ

りが長くなるほど、手放される「回復」観があるという指摘である。手放され

る「回復」観として挙げられていたのが「欲求消退」と「社会的自立」である。

つまり、ビギナーメンバーにとって受け入れられていた「回復」観であるが、

ヴェテランメンバーになるほど望ましい「回復」観としては棄却されていくと

いう示唆でもある。ただし、「欲求消退」に関してはダルク入所後に比較的早い

時期から手放していくのに対して、「社会的自立」に関しては比較的長期間メン

バーの中に残り続けることも指摘されている。 

 第 2 に、ダルクへの関わりが長くなったとしても維持される「回復」観があ

るという指摘である。維持される「回復」観として挙げられていたのが「自己

肯定」と「他者共生」である。これはビギナーメンバーにとっても受け入れら

れていた「回復」観ではあるが、ヴェテランメンバーになるほど確固たるもの

になるという示唆でもある。 

 また、「回復」観の“手放し”や“維持”がメンバーの属性、ダルク以前の経

験、ダルクにおけるステータスにかかわりなく、ダルクに入所・通所する時間

の長さに影響を受けているのではないか、という指摘も重要である。スタッフ

という立場になればダルクに関わる時間もおのずと増える。ただし、その中に

おいて、自身の「回復」を促進すると認識することもあれば、逆に「回復」を

阻害するのではないかと思えるストレスフルな状況に陥ることもあろう（6）。ヴ

ェテランスタッフであれば、よりそのような両義的な状況に置かれながら「回
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復」観も変化し、それゆえに自身の「回復」についても変化が生じると考えら

れる。 

 上記の先行研究をもとに、スタッフの「回復」について論じるときに重要に

なる点は以下のようになる。第 1 に、スタッフはいかにして「欲求消退」や「社

会的自立」といった「回復」観を手放しているのであろうか（もしくは手放し

てはいないのか）、という点である。第 2 に、スタッフはいかにして「自己肯定」

や「他者共生」といった「回復」観を維持しているのであろうか（もしくは「維

持」していないのか）、という点である。以上の 2 点に関して、あるヴェテラン

スタッフの「回復」に関する「語り narrative」をもとに考察する。 

 

３．データ概要 

 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

参与観察やインタヴ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

ドラインの取り交わす（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。 

 主なインタヴュー対象者は 2016 年 12 月時点で 32 名であり、6 名の調査者が

それぞれ担当を分担してインタヴュー調査にあたっている。2011 年 4 月から

2016 年 12 月までの間に、調査対象者 1 人に対して 1 回から 24 回のインタヴュ

ー調査を行っている。  

 本稿では、他のヴェテランスタッフのインタヴューも適宜参照しているが、

X ダルクの C スタッフのインタヴューデータをケースとして取り上げたい。そ

の理由としては、①筆者が直接インタヴューに関わった人物であること、②ス

タッフとして経験が 15 年以上ありヴェテランスタッフに位置づけられること、

③就労自立・結婚・大学進学・社会福祉に関する専門資格を持つなどの多様な

経験があり、「回復」について様々な観点から検討できた人物であったこと、以

上の 3 点が挙げられる。他のヴェテランスタッフは X ダルクの 2 名の常勤スタ

ッフ、Y ダルクの施設長である（7）。C さんへのインタヴューは 2014 年 11 月か



Komazawa Journal of Sociology No.49, 2017 

142 

ら 2015 年 3 月にかけて計 4 回おこなった。調査方法はまず C さんのこれまで

のライフヒストリーインタヴューを行い、「回復」に関して語っていただいた。

また、半構造化面接法を用い、「なぜ薬物（などの依存物質）をやめ続けられて

いるのか」・「『回復』のイメージ」・「12 ステップの理解」などについても尋ね

ている。 

 C さんは、40 代前半の男性である。市販の風邪薬に依存したが、その影響に

よってダルクに約 20 年前に入所した。ダルクには 1 年ほど在所し、比較的順調

に退所した。その後、ダルクと関わりながら就労自立を続けていたが、ある時

に病気で長期入院することになった。退院後、生活を再建する上でスタッフと

なった。スタッフとなったあとも大学進学・福祉関係の資格取得など精力的に

活動し、その経験を業務に活かしている。また、現在は結婚し、子どもがおり、

C さんの父母と一緒に生活している。 

 

４．分析 

（１）ギャンブルへの「欲求」への対処 

 この項では「欲求消退」と「回復」について語ったと考えられる内容につい

て取り上げたい。 

 C さんはダルクに入所して、しばらくは依存薬物の使用を繰り返していた。

しかし、ダルクに入所して約半年が経ったころから「クリーン」（依存薬物の使

用を止めている状態を表すダルクのジャーゴン）が始まり、それから現在まで

の約 20 年間依存薬物への「欲求」が収まっているという。しかし、下記の通り、

ある時にギャンブルに対しての依存が始まる。スタッフになって 10 年ほど経

過しており、ヴェテランとも言える状況の中のことだった。 

 

 C：うん。なんか、あのー、ギャンブルの問題っていうの、ちょっと多少あっ

て。親父が、ギャンブル依存症っていうのもあって。その、僕も、要はそ

ういうちょっと、（ギャンブルへの依存）のはあって。で、やめてたんで

すよね、きっぱり。だけど 7 年ぶりにちょっとやってみたら、したらその

日に（あたりが）出て。そしたらもう、電気が走った感じだったんです。 
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【2015 年 3 月 11 日 C さんインタヴュー】 

※以下の（）内は相良加筆。 

 

 この時、妻の通院に付き添い、受診時間にパチンコ屋で時間を潰そうとした。

その時が 7 年ぶりの入店だったという。C さんは、父親はギャンブル依存症で

あったとし、幼少の頃に父に付き添いパチンコ屋に出入りしていたと語る。そ

の影響か、C さんは自分もギャンブルに対して依存する可能性があると捉えて

いた。そのため、できるだけパチンコ屋への出入りを避けていた。しかし、こ

の時に「あたり」を引き、「電気が走った感じ」というほどの興奮を覚え、そこ

からパチンコ屋通いが始まった。 

 ダルクの業務を終えてからすぐにパチンコ屋に出向く。休日も朝からパチン

コ屋に出向く。その結果、貯金が次第になくなっていた。C さん自身も危機感

をおぼえ、ミーティングで自分の状況について話をしたと言う。業務としてミ

ーティングの司会を行っていたが、そのことも気にしないで自身の状況を正直

に話すこともあった。そのような状況が 1 ヶ月ほど続いたある時、インフルエ

ンザに罹った。そのため自然とパチンコ屋に足を運ばなくなった。 

 しかし、C さんのギャンブルへの依存はまた数年後に再発する。 

 

 C：（その機種には）ルーレットとかついてて、なんかジャックポットとかに

入ると、えーらい出てくんですよ、メダルがドバーンって。で、その日も、

もう俺いつも（あたりが）与えられるんですよね。その日も、500 円ぐら

いで、そういうジャックポットに入ってドバーン出てきたの。 

 #5：おぉ。 

 C：それでまたね、電気が走ったの（笑）。 

【2015 年 3 月 11 日 C さんインタヴュー】 

※#5 は相良をさす。以下、同様。 

 

 この時は、メンバーの運転免許証の更新に付き添い、その待ち時間を潰すた

めにゲームセンターに入った。メダルゲームをやっていたが、このときも「あ
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たり」を引き、「電気が走った」。その後は前回と同様にほとんど毎日通うよう

になっていた。そのような生活が 2～3 か月続いていたが、前回と同様にミーテ

ィングで自身の状況を話し続けた。この時に止まったきっかけは覚えていない

が、2、3 日ほどゲームセンターに行かない日が続き、その調子で止めることが

できたと語る。 

 C さんのように依存対象であった物質や行為への「クリーン」が続いても、

それ以外の物質や行為に依存することで悩まされるダルク関係者は少なくない。

それは「セカンドアディクション」と呼ばれる。他のヴェテランスタッフのイ

ンタヴューデータからもその点は窺い知れる。そのような状況を対処する上で

C さんはスタッフでいることは恵まれていると語る。  

 

 C：ちょっとこう（「依存」によって起こる諸問題に）片足つっこんで。いつ

も、ね、（そこから）抜け出すことができるというか。そうかなと、うん。

だから、僕が、すごいだから、あのー。ダルクのスタッフであるっていう

ことは、非常に恵まれてるな、と思うし、うん。自分自身の現状、考えた

ら、思うし。 

【2015 年 3 月 11 日 C さんインタヴュー】 

※下線部強調は相良記述。以降、同様。 

 

 いつ依存によって起こる諸問題に襲われるかわからない中で、スタッフであ

ることで、その問題に対処しやすい状況になると C さんは語る。それはミーテ

ィングを始めとしたダルクのプログラムを実践しやすいという点がある。また、

メンバーの姿をみて自身の生き方について省みる機会があり、それをもって自

分の生き方の軌道修正を図ることができる点も挙げられよう⁽⁹⁾。このように C

さんはスタッフとしてダルクに関わることによって、ギャンブルに対する「欲

求」を抑えようとしていた。つまり、ヴェテランスタッフとなったとしても「欲

求」がいつ生じるかわからないと認識していると言える。 
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（２）「社会的自立」によって得た「回復」？ 

 この項では、C さんが「社会的自立」と「回復」について語ったと考えられ

る内容について取り上げたい。 

 平井・伊藤（2013）によると「社会的自立」はダルク歴が長くなるほど手放

される「回復」観であった。ただ、下記の語りのように、C さんはダルクに関

わり始めて初期の頃においてはダルクを退所して自立生活を送ることが「回復」

にとって望ましい状態であると捉えていた。当時のダルクや NA においても、

スタッフになるよりも、「社会復帰」を果たすことが「価値がある」とされてい

たとも語る。 

 

 C：うん、スタッフなんて。で、その時に 1 番価値があるのは、NA 行っても、

どこ行っても 1 番価値があるのは、社会復帰した奴なんですよ。 

 #5：あー。 

 C：生活保護受けてても、生活保護切って。社会復帰して、昼間は働いて。自

活してる奴。それが 1 番価値があったんですよ、やっぱり。 

【2015 年 2 月 4 日 C さんインタヴュー】 

 

 C さんは仕事でお金を稼ぐということに関しては自身の「回復」にとって少

なくない影響があったと語る。C さんはダルクに入所して 3 か月後に近くの古

紙会社でアルバイトを始めた。そこで稼いだお金をもって、沖縄で行われた NA

のイベントに出かけた。その当時 C さんは 20 代中盤であったが、それまでに

自分で働いたお金で何かをするという経験は初めてであり、「回復」に向けた影

響は大きかったと語る。 

 現在、C さんはスタッフとして勤務することで生計を立ており、経済的自立

を果たしている。また、スタッフ業に関しても順調である。その一方で、12 ス

テップの取り組みやミーティングへの参加などは不十分であり、C さん自身の

「回復」はあまり進んでいないと捉えている。 
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 C：今だから、そう、仕事に関しては、今ダルク、スタッフとしてこうね、う

ん。まっ、依存症からの回復者としてはどうかな、っていうのはあるけど、

そのね、12 ステップの進み具合とか、うん。あの、あんまり、ミーティン

グは最近行ってないので、うん。あんまり自分が困ってないのか（笑）、

よく分かんない。困ってないのか、他のことで忙しいのか、分かんないけ

ど。ミーティングはもうほんとに、今年になって 1 回ぐらいしか行ってな

いかな。 

【2015 年 3 月 11 日 C さんインタヴュー】 

 

 ここで指摘できるのは、C さんが就労による経済的自立やダルクスタッフの

業務遂行だけでは自身の「回復」が進まないと捉えていることである。それは

12 ステップの取り組みや NA への参加を怠っていることが関わるとしている

が、「あまり自分が困っていないのか」と語るように、積極的に関わることがで

きていない状況である。C さん自身の「回復」にそれら以外の実践を必要とし

ていることも垣間見える。 

 

（３）支援における「専門性」 

 この項では、C さんが「自己肯定」と「回復」の関係について語った点につ

いて取り上げたい。 

 前述のように、C さんはダルク退所後、就労自立していた。しかし、その後

に体調を崩し、長期の入院を余儀なくされた。退院後、今後について悩んでい

た時にとりあえずスタッフになることを選択した。C さんは最初からスタッフ

になるという願いを持っているわけではなかった。むしろ、「社会不適合者がや

っぱりダルクのスタッフに戻ってきたんだ」と他者に認識されると考えていた。

つまり、当時はスタッフ業に対してポジティヴな意味付けはあまりなかったと

も言える。 

 スタッフになった当初、C さんはスタッフという立場についてとりたてて深

く考えていなかったと語る。業務自体も現在と比べてさほど多くなかった。メ

ンバーと共に楽しむことを重点におき、メンバーの「遊び相手」になることを
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心がけ、メンバーに対する貢献を図ろうとした。だが、その暮らしを続けるな

かでどこか物足りなさを覚えた。その時に、雑誌の特集で大学の社会人入学の

記事を見た。そこで C さんは大学の進学を考えた。 

 

 C：なんか福祉系の勉強したら、やっぱり依存症業界のね、こういう仕事でも

なんか役立つんじゃねぇか。っていうのもあったし、うん。それぐらい自

分の中にもこうなんかね、パワーがあったんですよね。なんか違うことや

りたい、っていうなんかこう。新しいことやりたい、っていう。 

【2015 年 2 月 4 日 C さんインタヴュー】 

 

 C さんが進学を希望したのは社会福祉系の学部をもつ大学であった。社会福

祉を学ぶことを目指したのはダルクでの業務に何らかのプラスがあるのではな

いかという思いがあったからだ。その大学を受験し、見事に合格する。C さん

は大学を 4 年で卒業し、その後 1 年間専門学校に通い、福祉系の資格を取得し

た。そこで培った知識と依存者であった自分の経験をもって、ダルクの業務に

取り組んでいる。C さんは「ダルクの流儀」にプラスして「専門性」を持ち込

むことを考えている。 

 

 C：（略）で、勿論ダルクとしての柱はね、やっぱそれは失いたくないんで。

まっそういう中で、やっぱり、もうちょっとこう、なんていうか、広がり

っていうか、うん。この方法に固執するんじゃなく、ね、こういう、うー

ん、ね。ダルクの流儀みたいな固執するんじゃなくて、もうちょっといろ

んな、こと知らないと、あぁいうところでは対応できないな。逆にそれが

やっぱ専門性っていうかね。あの、ね、「僕も助けてもらいました、だか

ら僕の次の人を助けます」っていうだけじゃ専門性もなんも無いから。そ

れがすごい大事なんだけどね。それが 1 番のダルクの価値なんだけど、

ね。だけそれだけでだっ、やっぱり、あの、世間はあんまり理解してくれ

ない。それだけで専門性とはいえないから。やっぱそこは、もうちょっと

こう色々、うん。っていうふうには思いますよね。 
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【2015 年 3 月 11 日 C さんインタヴュー】 

 

 「僕も助けてもらいました、だから僕の次の人を助けます」という理念はダ

ルクにとって重要なものである。そのなかでダルクにおける「回復」は形成さ

れているといっても過言ではない。しかし、その上でスタッフだからこそでき

る支援の「専門性」を持つ必要があると C さんは考えている。C さんの場合で

あれば、自身がもつ資格と経験を生かした「専門性」をもって援助を展開する

ことを望んでいるとも言える。例えば、就労継続支援 B 型事業所⁽⁹⁾を開設す

るなどして、メンバーに「働く場」を提供することなどを語っていた。その「専

門性」をもつための勉強やトレーニングを受けていきたいと C さんは考えてい

る。ダルクがもつ重要な理念を失わないようにしながらも、「専門性」を基にし

た援助のあり方を模索している。それは C さんにとってスタッフとしてのアイ

デンティティの変化（「メンバーの遊び相手」から「専門性をもった支援者」へ）

を意味し、より自身に対するポジティヴな意味付けがなされたことも窺い知れ

る。 

 

（４）ダルクメンバー以外の他者との交流 

 最後に、C さんが「他者共生」と「回復」の関係について語った点について

取り上げたい。  

 C さんにとってもメンバーとの関係性が自身の「回復」に影響することは前

提にある。ただ、前述のように C さんは大学に進学したが、そのなかで自分の

「回復」が新しい展開を迎えたと語る。特に人間関係の変化がそれにあたる。

大学入学までは基本的にダルク関係者が中心の人間関係であったが、それ以外

の人々の交流のなかで人間関係が広がっていたと語る。 

 

 C：（略）うん、24 時間、まあ、仲間に囲まれて生活してるっていう。ね、そ

れが仕事でもあったし、っていうのから、段々、ちょっとこう違う、うん、

ね。社会人の人たちだったり、現役の学生もいたけど。そういうこう、一

般の人たちと、段々付き合うようになってきて、うん。（略）段々、人間
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関係がこう広がっていったかな。 

【2015 年 2 月 4 日 C さんインタヴュー】 

 

 また、大学に通う中で現在の妻と出逢った。C さんの人間関係の広がりのな

かでも大きな出来事であったと言えよう。その後、2 人の子供も生まれた。C さ

んにとって家族は命を投げ出してでも助けなくてはいけない存在でもある。ギ

ャンブルに対する依存についても家族の存在があったから止めることができた

と考えている。そして、下記のように、今の生活があるのは「家族」のおかげ

であると考えている。 

 

 C：（略）でもね、時々思うの。家族がいなかったら、嫁さんも子どもいなか

ったら、俺結局やっぱそういう生き方（何かに過度に依存した生き方）な

んのかな、っていうのは。なんのかなーって思うし、だからってそういう

生き方したくないなっていう葛藤もあるし。どうなんだろうな、っていう。

だからこそ、やっぱり、あのー、そういうものには感謝してますよね、い

つも。うん。もういざとなったら、俺の命を、もう投げ出すしかないなっ

ていうぐらい。もうそれぐらいの覚悟、この人たちいなかったら、たぶん

俺どうなってか分かんないなっていう。それでもやっぱりね、与えられた

なって思うんですよ。 

【2015 年 3 月 11 日 C さんインタヴュー】 

 

 ここで重要なのは、家族がいなかったら、他の何かに過度に依存してしまう

生き方になってしまうと捉えていることであろう。家族と共に生きているから

こそ、薬物に依存していた生活とは違う生活を送ることが出来ていると考えて

いる。ダルク関係者や大学などで出会った人物も重要な存在であるが、家族と

共に生きるなかで C さんの現在の「回復」があるとも言えよう。 
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５．考察 

（１）分析の小括 

 分析の結果についてまとめると以下のようになろう。 

 まず、C さんにとって「欲求消退」は手放された「回復」観とも言える。 C

さんは依存薬物への「欲求」は抑えられていたが、ギャンブルへの「欲求」は

抑えられない時期があった。つまり、いくら「回復」の道を歩んでいたとして

も、どこかで「欲求」に襲われてしまう可能性が常にあることを意味する。そ

れは、ヴェテランスタッフになったとしても同様であった。そのため、「欲求消

退」は逆説的に「回復」観から手放されるとも言える。つまり、「欲求」とは付

き合った状態で「回復」すると捉えていると言えよう。 

 次に、C さんにとって「社会的自立」も手放された「回復」観と言える。C さ

んがダルクに関わりはじめた頃は、就労が「回復」に影響をもたらしたと言え

る。しかし、現在スタッフとして勤務することによって経済的な自立と環境面

での安定を達成しているのにも関わらず、自身の「回復」については手ごたえ

がないと C さんは捉えている。それゆえに、Ｃさんにとって「社会的自立」は

徐々に手放された「回復」観であると指摘できる。つまり、「社会的自立」は C

さんの「回復」における十分条件ではないが、必要条件であったとも言い換え

ることができる。 

 また、C さんにとって「自己肯定」は維持された「回復」観と言える。C さ

んはもともとスタッフになることは目指しておらず、退院後の生活を成り立た

せるためにスタッフとなった。そして、その当時はスタッフになることに対し

てあまりポジティヴな意味付けはなされていなかった。スタッフになってから

しばらくは「メンバーの遊び相手」として活動していた。だが、その後は大学

進学などの経験をもって「専門性」に基づいた支援を行う必要性を感じ、今後

のスタッフのあり方、今後のダルクのあり方について模索していた。その一連

のなかで、「スタッフとしての自己」にポジティヴな意味付けがなされていると

も言えよう。 

 最後に、C さんにとって「他者共生」も維持された「回復」観であると言え

る。大学に進学したことによって人間関係が広がり、C さんは「回復」の新し
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い局面を迎えたと捉えていた。そして、現在においては特に家族の存在が C さ

んの「回復」に大きく関わっていた。もちろん、メンバーとの交流も「回復」

を維持する上で重要であるが、ダルク以外での人間関係の広がりが C さんの

「回復」に大きく関わっていると考えていることが重要であろう。 

 

（２）「他者共生」のための「自己肯定」／「他者共生」のなかでの「自己肯定」 

 結論に代えて、C さんの事例分析を踏まえて、ヴェテランスタッフの「回復」

を考察するときに重要になると考えられる点を 2 点挙げたい。 

 まず、Ｃさんが「スタッフとしての自己」を今後どのように位置付けていく

のかという点である。この点は「自己肯定」や「他者共生」という「回復」観

のあり方にも関わってくるだろう。C さんは今後のダルクの方向性として、助

け合いの理念を大切にすると同時に支援における「専門性」を担保することが

必要になると語る。その時にスタッフはいかなる存在として位置付けられるの

であろうか。 

 それを考察する際に、市川（2010）が提唱する「当事者 A／B」概念について

検討したい（10）。市川は、薬物依存経験者には 2 つの当事者の役割（当事者 A／

B）があると捉えている。当事者 A は「薬物依存から回復しようとする人（現

在薬物使用を止めようとしている人）」、当事者 B は「同じ薬物依存の当事者で

はあるがすでにある程度の回復経験があり、当事者 A をサポートしようとする

人」と定義する。 

 なお、メンバーは当事者 A、スタッフは当事者 B と固定的な役割を担うと決

めつけることはできない。C さんの場合であっても、ギャンブル依存に悩まさ

れたときは当事者 A として振る舞っていた様子が伺える。ただし、この「当事

者」の区別に従って考えると、スタッフは当事者 A よりも当事者 B の側面が強

い存在だと言える。そして、ヴェテランスタッフはより当事者 B の側面が強ま

っている存在であると言える。 

 このことは、スタッフが支援を行う上で限界をもたらす要因にもなりうると

市川は述べる。つまり、スタッフ自身の「回復」経験に基づくだけの援助では

限界があるとする。まずヴェテランスタッフは「同じ薬物依存の経験があると
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はいえ、実際には回復の経験とともにドラッグユーザーとしての当事者性から

遠ざかっていく」（市川 2010：35）ことがある。このことはヴェテランスタッ

フの「回復」にとっては望ましいことではあるが、メンバーに対して自身の「回

復」経験に基づいた支援が通用しなくなる可能性があるという意味では不都合

が生じる可能性がある。また、時代によって流行する薬物も異なってきており、

依存薬物の差異も「回復」経験に基づいて支援を行う上でハードルにもなりえ

る（南 2015）。そして、薬物依存ではあるが、その背景に知的障害などの他の

障害を抱えるメンバーに対する支援においても「回復」経験に基づいた支援で

は限界があろう（市川 2014）。この「回復」経験に基づいた支援に限界が出て

きたことが、市川が言う「閉塞感」に繋がっていると考えられる。 

 そのため、薬物依存者達でダルクを運営する点は大事だが、それに加えて「専

門性」を持った援助者としてスタッフが存在することが必要になるのではない

かと市川は述べる。その上で、「当事者 B」とは別の「専門性」をもった支援者

としてのアイデンティティの確保が必要だと述べられている。それはもちろん

「専門家」として活躍するという自己本位な目的ではなく、あくまでダルクと

いう組織を今後も維持するためと考える必要があろう。C さんの事例からも、

ダルクはスタッフの「回復」にとっても重要な場であり、ダルクを維持するこ

とはスタッフの「回復」にも当然に関係すると考えられる。つまり、「専門性」

に基づいた支援の導入は、ヴェテランスタッフにとって「他者共生」（ダルク関

係者との共生）のための「自己肯定」（「専門性」をもった支援者になる）に繋

がると言えるだろう。 

 しかし、「専門性」の導入により、各ダルクの支援観の差異がより大きくなり、

ダルクという存在自体をあやふやなものにする可能性がある。ダルクの支援方

針は各施設によって少しずつ異なり、基本的な共通項はミーティングの存在だ

けとも言える。それはこれまでダルクを運営していく上で多様な支援を、そし

て多様な「回復」を保障する上で意義があった。「専門性」の導入は支援の多様

性をより広げる可能性も持つ。しかし、逆に言えばダルク間での支援観の差異

が大きくなり、ダルクという存在自体が揺らぐ可能性がある（11）。ダルク全体の

支援に多様性があることは重要であるが、同時に支援における共通項について



駒澤社会学研究 49号 2017年 

153 

考えることも重要になろう。 

 スタッフは「回復」のロールモデルでもありながら、自身も「回復」を紡ぎ

続ける存在でもある。「スタッフとしての自己」の位置付けを模索することが、

スタッフとしての「回復」に密接に関わってくる。そして、スタッフとしての

「回復」のあり方によって、今後のダルクのあり方が変化する可能性がある。

また、ダルクのあり方が変化することによって、社会における薬物依存からの

「回復」の捉え方が変化する可能性が生じるとしても過言ではない。それゆえ

にスタッフの「回復」のあり方に関しては考察すべき課題が多く残されている。  

 また、ダルク外での居場所の存在もスタッフの「回復」を論じる上で重要な

点になろう。C さんの場合であれば、大学進学によって増えた人間関係や家族

との間で居場所ができ、「回復」に新たな展開が生まれたとも考えられる。その

ような居場所の中で、C さんは「父親」などをはじめとした新たな役割を得て、

「回復」にも影響があったとも言える。この点は、スタッフではないヴェテラ

ンメンバーの「回復」についても同様に重要な論点になる。例えば、そのメン

バーがダルク退所後に居場所を得ることができるのか、そのような環境が整っ

ているのかという点が社会的な課題になっていると言える。つまり、ダルク外

の居場所の存在は「他者共生」（ダルク関係者だけでない他者を含む共生）のな

かでの「自己肯定」（新たな役割／自己の承認など）につながるとも考えられる。 

 上記のように「スタッフとしての自己」のあり方やダルク外での居場所に関

して、より詳細に論じていく必要があるだろう。それにより、ヴェテランスタ

ッフの「回復」のみならず、ヴェテランメンバーやダルク退所者の「回復」に

ついての理解も深まると考えられる。また、ダルクにおける薬物依存からの「回

復」の多様性について、さらに記述できることにもつながるだろう。 
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註 

(1) Narcotics Anonymous の略であり、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。全国各地で基本的には夜 19:00 ごろからミーティングを行

っているが、メンバーも夜は NA ミーティングに参加することが多い。 

(2) 個人の「回復」の指針となる生き方のプログラムを示したものであるダルクのプロ

グラムは、基本的に以下の NA の 12 ステップに基づいている。 

    1．私達はアディクションに対して無力であり、生きていくことがどうにもなら

なくなったことを認めた。 

    2．私達は自分より偉大な力が、私達を正気に戻してくれると信じるようになっ

た。 

    3．私達の意志と生命の方向を変え、自分で理解している神、ハイヤーパワーの配

慮にゆだねる決心をした。 

    4．探し求め、恐れることなく、生きてきたことの棚卸表を作った。 

    5．神に対し、自分自身に対し、もう一人の人間に対し、自分の誤りの正確な本質

を認めた。 

    6．これらの性格上の欠点をすべて取り除くことを、神にゆだねる心の準備が完

全にできた。 

    7．自分の短所を変えて下さい、と謙虚に神に求めた。 

    8．われわれが傷つけたすべての人の表を作り、そのすべての人たちに埋め合わ

せをする気持ちになった。 

    9．その人たち、または他の人びとを傷つけないかぎり、機会あるたびに直接埋 

め合わせをした。 

   10．自分の生き方の棚卸を実行し続け、誤った時は直ちに認めた。 

   11．自分で理解している神との意識的触れ合いを深めるために、神の意志を知り、

それだけを行っていく力を祈りと黙想によって求めた。 

   12．これらのステップを経た結果、霊的に目覚め、この話を他の人達に伝え、また

あらゆることに、この原理を実践する様に努力した。 

 (3)  ダルクにおける「病気」において特徴的なのは、医者などの第三者による診断カテ

ゴリーではなく、自ら「薬物依存」と名乗ることが求められるという自己決定カテ
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ゴリーとされる点である（平井 2004）。それゆえに「回復」の意味解釈に関しても、

各々によって異なる可能性があり、多様性に開かれている。 

(4)  本稿では、実年齢ではなく、スタッフ経験の長短によってヴェテランと若手の区別

を行っている。特にヴェテランスタッフになると、組織の運営・管理に関する仕事

を担うことになっていく。そのような仕事を担っているスタッフは X ダルクに 3

人、Y ダルクに 1 人在籍しており、その 4 名とも 10 年以上のスタッフ経験がある。 

(5)  東京ダルク（2009）の調査では、45 の運営母体、68 カ所の施設から有効回答を受

けている。メンバーの総数は 445 名（平均年齢 37.2 歳±9.9 歳、男性 397 名、女性

44 名）であり、スタッフの総数は 86 名（平均年齢 41.2 歳±8.4 歳、男性 74 名、女

性 12 名）であった。なお、メンバーに対しては［生活歴、ダルク利用にいたるま

での問題の経過、プログラム参加の実態、現在の状態］、スタッフに対しては［勤

務の実態、経歴、資格、業務に対する意識］などを調査項目にあげている。なお、

平井・伊藤（2013）における分析においては、「あなたにとって、薬物依存からの

回復とはどのようなものですか」という質問項目のうち「薬物への欲求がなくなっ

た状態（欲求消退）」、「経済的に自立できるようになった状態（社会的自立）」、「あ

りのままの自分を受け入れられるようになった状態（自己肯定）」、「仲間の中で生

きていくこの大切さを理解できるようになった状態（他者共生）」を対象に分析を

行っている。これらの質問項目は、「とてもあてはまる」、「まああてはまる」、「あ

まりあてはまらない」、「まったくあてはまらない」の 4 段階で尋ねられている。 

(6) 東京ダルク（2009）によると、薬物依存当事者としてメンバーのケアに関わってい

くことに対して、「自分の回復の役立つ」（81%）、「経験が役立つ」（86.9％）と多く

のスタッフが自身の業務に関して肯定的に捉えていた。これらの点に関しては、市

川（2010）や南（2015）でも確認できる。しかし、「自らの薬物再使用の危険性が

高まる」（50.5%）、「ストレスから身体的、精神的失調を来したことがある」（60.7%）

と回答したスタッフも少なからずいる。「全国のダルクの平均像としては、1 名の

常勤職員を中心としてボランティア職員数名によって、5 から 10 名の通所、入所、

その他の啓発、事務、地域連携などの活動を行っている」（東京ダルク 2009：23）

と評されているようにスタッフの業務は多様であり、その量も少ないとは言えな

い。スタッフは日々のプログラムの運営、施設運営のための事務、ダルクの啓発活
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動、メンバー・その家族・相談者に対するケースワークなどの業務を日々行ってい

る。しかし、スタッフの給料は多くない。これらの状況を踏まえると、スタッフは

自らの業務が自身の「回復」に繋がるとポジティヴな面があると捉えながらも、そ

の業務を遂行することで多くのストレスを受けるというネガティヴな面もあるこ

とがわかる。  

(7) なお、若手スタッフとして、X ダルクの 3 名の非常勤スタッフ、Y ダルクの 2 名

のボランティアスタッフが在籍している。 

(8) 例えば、南（2015）ではスタッフの業務を通じての「回復」が描き出されている。

その 1 つとしてあげられるのが「昔の自分のフィードバック」であった。日々の業

務の中で多くのメンバーと触れ合うことになる。その中で「昔の自分」について振

り返る機会を得る。そのことによって、薬物依存に苦しんでいた「昔の自分」を思

い返し、安定している「今の自分」がいることやそれを支えてくれる周囲に対して

「感謝」をすることによって自身の「回復」を維持している様子が描き出されてい

る。  

(9) 障害者総合支援法に基づく就労継続支援のための施設である。障害などにより、企

業と雇用契約を結ぶことが困難な者に雇用契約を結ぶことなく、就労の場を提供

する。利用者は作業分の工賃だけ受け取るため、施設の中である程度自由に振る舞

うことができる。 

(10) 社会学における「当事者」に関する研究は中西・上野（2003）を皮切りに積み重ね

られてきた。薬物依存者の「回復」についても「当事者」研究から示唆を受ける点

がある。上野(2011：第 3 章)では、簡単には解消することができない「問題」を抱

えながら生き続ける人 （々「第一次ニーズの帰属主体」）を「当事者」と定義する。

薬物依存当事者の場合、依存薬物への「欲求」がその「問題」にあたると言える。

しかし、それでは依存薬物への「欲求」に対応することが「回復」の十分条件にな

ってしまうことになる。一方、関水（2011）は、「当事者」概念の認識利得を「問

題」を引き受けていく主観的契機に求め、上野の定義はかえって「当事者」概念の

適応範囲は狭くさせると指摘する。それを薬物依存当事者に当てはめて考えると、

依存薬物への「欲求」への対応は「回復」の必要条件ではあるが、十分条件とは言

えないという指摘になり、それは妥当であろう。「問題」は「欲求」だけではない。
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そして、関水は人々がある「問題」経験を自分自身のものとして受けとめ、何らか

の定義を試みていく様それ自体を当事者になるプロセスと主張する。薬物依存の

場合、依存薬物への「欲求」に対応しながら、生きる上での様々な困難に向かい、

人間的な成長を図ることを「回復」と位置づけ、多様な「回復」経験を積み上げる

ことが薬物依存の当事者になるプロセスとも言える。 

(11) その契機の 1 つとして考えられるのが、薬物事犯者に対する刑の一部の執行猶予

制度の対応である。この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

しており、実際にそのことを承認し、対象者を受け入れ始めたダルクもある。しか

し、法律上では違法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。なお、ダルクの中では依存薬物の再使用を「スリップ」と呼んでおり、それ

を「回復」の契機とみなしている。詳細については相良（2015）参照。 
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