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書　評

『刑務所処遇の社会学―認知行動療法・
新自由主義的規律・統治性』（平井秀幸

著、世織書房、2015年）について

高　橋　有　紀

　１．は じ め に

　『刑務所処遇の社会学―認知行動療法・新自由主義的規律・統治性』（以下、

本書と略）は、教育社会学者である平井秀幸が、日本の成人刑務所における薬

物事犯者に対する認知行動療法を柱とした処遇プログラム（CCBTD）１につい

て論じたものである。本書において平井はCCBTDを、日本の刑務所処遇におい

て認知行動療法が用いられるようになった背景に関する歴史的、理論的観点か

ら検討すると同時に、ある女子刑務所における初期のCCBTDの参与観察とそ

の指導者、受講者へのインタビューを基に考察している。また、考察の基底に

は「規律」や「統治」、「操行と反操行」といったフーコーの概念があり、本書

は非常に端的にまとめるならば、「CCBTDの統治性を批判的に検討する」もの

である。

　一方、評者（高橋）は、主として更生保護制度とそれを取り巻く司法、刑罰

１　Correctional Cognitive Behavioral Therapy on Drug Treatmentの略。認知行

動療法（Cognitive Behavioral Therapy）をCBTと略すことは、多くの英語論文

で見られる。他方で、CCBTDの語は決して一般的なものではなく、本書において

平井が「刑務所において行われる薬物事犯者に対する認知行動療法を用いた処遇

プログラム」を示す略語として便宜的に用いたと考えられる。
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制度について歴史的、理論的検討を行う刑事政策学者であり、認知行動療法の

臨床経験や刑務所における処遇プログラムの参与観察の経験があるわけではな

い。また、平井が理論的検討にあたって依拠するフーコーの議論についても、

社会学や現代思想の研究者ほどに深い知識を有するわけでもない。それゆえ、

本書に対して、あたかも新しい学問分野に心を躍らせる大学１年生のように無

邪気に納得した部分が多くあったのも事実である。そして、こうした感覚は多

くの法学者、刑事政策学者が本書に抱くものであろう。しかし、刑事政策学者

はそれゆえに本書を批評するには、あまりに無知で不適当な存在かと言えば、

そうではないと評者は考える。平井が観察したCCBTDの受講者はなぜそこにお

り、そこからどう生きていくのか。この点につき、薬物事犯者という「犯罪者」

を取り巻く司法と処遇の両方を俯瞰する視座を持つ点において、刑事政策学者

である評者は本書にささやかながらも有意義な分析を呈示することができると

考える。

　２．本書の構成と概要

（１）　本書の構成

　本書は、序章および第１章で、問題関心と全体の構成、認知行動療法一般に

関する理論的分析を示した後、第１部から第３部の３つのパートにおいて、そ

れぞれに異なる観点から議論を進める。

　第１部「反操行としてのCCBTD」では、刑務所での薬物事犯者への処遇にお

いて認知行動療法が用いられるようになった経緯が、政策立案過程と処遇実践

の展開のそれぞれの観点から検討されている（第２章、第３章）。また、政策立

案過程を矯正関係の報告書や議事録を基に時系列に沿って検証した第２章と、

2006年７月から９月にかけて、Ａ女子刑務所で行われた「薬物依存離脱指導」

（本文では「SP」と略される）を分析した第３章との間には「補章」が置かれて

いる。これは、第３章以降で詳細にその結果が示される、Ａ女子刑務所での参



『刑務所処遇の社会学―認知行動療法・新自由主義的規律・統治性』（平井秀幸著、世織書房、2015 年）について　（高橋　有紀）

－　　－117

与観察およびインタビューの方法や経過、倫理的配慮をまとめたものである。

　第２部「CCBTDの合理性分析」は、2006年10月から2007年２月にかけて行

われたＡ女子刑務所のCCBTD（上記「SP」に対して、こちらは本文では「FP」

と表現される）について、その経過や内容、指導者たる刑務所職員の言動や振

る舞いを分析している（第４章、第５章）。第３章で平井は、SPは指導者たる刑

務所職員と受講者たる被収容者の間に「＜交渉＞のモード」を有し、「「セルフ

ヘルプ・グループ」的側面」を持っていたと指摘する（159頁ほか）。しかし、

そうしたSPに対する指導者の一定の反省の下、FPは認知行動療法を取り入れ、

受講者に「正統知」を教授するものとなっていく。Ａ女子刑務所では、FPにお

いてCCBTDが誕生したというのである。もっとも、このことは既に第１部の終

わりにおいて、SP終了後の指導者へのインタビューを検証する中でほのめかさ

れている。他方で、第２部はFPの参与観察を通じて、指導者が受講者にどんな

言葉を用い、どのようなロジックで、何を伝えるのかを検証することを通じて、

CCBTDによる「他者統治」を描き出す。指導者は受講者を「犯罪者」でも「依

存者」でもある存在と見なし、それゆえに過去の「犯罪」に対して「依存者」と

しての「リスク回避的ライフスタイルの自己コントロール」を行う責任を負う

ことを求めるというのである（204頁ほか）。そして、この「リスク回避的ライ

フスタイルの自己コントロール」においては、―たとえば一部の女性にとって、

「夜の仕事」（性風俗産業）に比して、薬物や暴力団との接触が小さいであろう

「昼の仕事」は賃金が低く、見つけるのも難しいというような―「社会的な」リ

スク要因すら、個人の責任で回避することが要求される（227-229頁ほか）。認

知行動療法に対して、とかく問題の原因を個人に求め、同人を取り巻く社会の

不正義や不公平への視点を欠くとの批判がなされることは平井も指摘する

（214-216頁）。しかし第２部では、そうした「社会的な」リスク要因がCCBTD

においては無視されているどころか、それをも過去の「犯罪」への責任として

個人が回避するよう求められることが指摘されている。

　このように第２部がCCBTDの指導者の論理の分析であるのに対して、第３
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部「CCBTDにおける自己統治分析」は、同じFPにおける受講者のリアクション

を分析する（第６章、第７章）。平井によれば、諸外国の先行研究では、刑務所

の処遇がその受講者に期待する役割は当の受講者には抑圧的なものと受け取ら

れ、様々な形の「抵抗」を産むことが指摘されるという（242頁）。一方で、平

井が観察したFPにおいて受講者は、指導者による「犯罪者／依存者」としての

役割期待に依拠した形で、薬物を再使用することなく生きる自らの未来を構想

する。彼女らにとって、CCBTDを通じて教授される「正統知」は、「具体的な行

動レベルでの「解決」手段を自己コントロールできる」という「解放性」を有

するものとして受け取られる（259頁）。しかし、上述のように、彼女らが「自

己コントロール」しなければならないリスクには、既存の社会構造に埋め込ま

れた不正義や不公正に由来する「社会的」なものも含まれる。そうしたリスク

をも今後の人生で回避し続けようとする中で、時として彼女らは、薬物使用者

が多くいる「地元に近づかない」ために「親に会いたくなったら、実家に行く

のではなく親に来てもらう」「葬式に出なくても供養はできる」など、日常生活

のあらゆる場面に関する「自己コントロール」的な行動を綿密にシミュレート

することになる（273頁ほか）。（批判を恐れずに言えば、評者はここまでの「自

己コントロール」を強いられる人生に耐える自信はない。）さらに、その想定に

不備や漏れがないか、「自己コントロール」が失敗しないか、絶えず心配するこ

とにもなる（283頁ほか）。その意味で、CCBTDが教授する「正統知」は、彼女

らを決して完全に「解放」するわけではない。CCBTDはその受講者を「過食型

エンパワメント」するがゆえに、彼女らに、CCBTDの文化に沿って生きること

への「困難性」を感じさせると平井は指摘する（285-286頁）。

　以上３部からなる分析の後、終章では、「過食型エンパワメント」の性格を持

つCCBTDの「困難性」を最小化しつつ「解放性」を高める方策として、大別し

て２つのものが示される。その１つは、社会には個人がどんなに努力しようと

も「自己コントロール」できないリスク要因も存在すること、そうしたリスク

にまで無理に対処する必要はないことをCCBTDの中で伝えるという「困難性
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の知識化」（303頁）である。実際、平井が観察したFPでも、指導者が「自己コ

ントロール」における「無謀」や「無理」を諫める発言をしており、「「社会的」

でもあるリスクのすべてを自己コントロールすることは求めて」いなかったと

のことである（301-302頁）。また、もう１つの方策として平井は「さまざまな

「社会的」なリスクに対する「社会的保障」」（305頁）を挙げる。経済面や精神

面に関連した様々な「保障」の存在は、「犯罪者／依存者」が直面する「社会的

リスク」を低減したり、そこから彼らを救済したりし得る。また平井は、必ずし

もCCBTDを 受 けることを 希 望 する「犯 罪 者／依 存 者」ばかりではなく、

CCBTDによっては「解放」されない者もいるであろうことへの配慮から、処遇

の強制性の排除や選択肢の多様化を提案するが、これらを機能させる大前提と

しても「社会的保障」が不可欠であるとする（308頁ほか）。その日を生きるこ

とに必死で「選ぶ余裕すらない」者にも選択の機会を与え、また、特定の処遇

を選択しなかったり、そこから脱落したりした者がそれを以て、社会の様々な

機会から排除されることを避けるためにも「社会的保障」が必要だというので

ある。これらは、とかく「社会的なものの自己コントロール」を強いられる新

自由主義社会の犯罪者処遇において、「自己コントロールの社会化」（318頁）

を志向するものである。終章の最後に、平井はこの「自己コントロールの社会

化」と日本の刑務所処遇の現状との関係について言及している。ここでは、矯

正関係の公的資料や元刑務所職員の浜井浩一の著作等を引用しつつ、「社会の

受け皿」のような刑務所外部の社会の課題をも含んだ、日本の犯罪者処遇の目

指すべき方向性に関する平井の暫定解が示される。

　後述するように、終章において、日本の犯罪者処遇の今後という「規範」の

領域に属する問いについて著者（平井）の暫定解が明示されている点は、参与

観察や言説分析という方法論を採る研究者や、フーコーに依拠して特定の制度

や処遇実践を分析する研究者の著作において特異な点である。同時にこの点は、

刑事政策学者である評者が強く興味を持った点でもある。
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（２）　翻訳書との関係

　平井は本書の公刊とほぼ同時期に『刑事司法における薬物処遇の社会学―

「犯罪者／アディクト」と薬物の統治』（ドーン・ムーア著、平井秀幸訳）とい

う翻訳書を発表している。同書はカナダの「批判的犯罪学者」であるドーン・

ムーアが、カナダのドラッグコートと薬物依存症者に対する保護観察について、

歴史的、理論的検証と参与観察やインタビューによる分析を基に考察したもの

である。その点で、この翻訳書と本書はその関心と方法論において多くの共通

点を有する。また、平井はカールストン大学にてムーアとの共同研究に従事し

た経験を持つとのことである２。

　ただし、この翻訳書の解題において平井が指摘するように、ムーアは「実行

可能なオルタナティヴや処方箋を出すやり方」に「抵抗を感じて」おり３、自身

が批判的に検証したカナダのドラッグコートや保護観察における薬物依存症者

への処遇について具体的な提言をすることはない。上記の解題の中で、そうし

たムーアの態度を批判した平井は、本書において、CCBTDの受講者が強いら

れる「自己コントロール」を「社会化」する方策に関する暫定解を示そうとす

る。特定の、そして既存の統治のあり方を批判し、「「あのように統治されたい」

という明確な規範的志向性によって、別様の統治の具体的な姿を素描」するこ

ともまた、「批判」であるというのである４。平井がこのように主張する背景に

は、本書において平井が依拠したフーコーの「反操行」の概念がある。すなわ

ち平井は、「反操行」を「「このように統治されたくない」という思いから出発

し、「あのように統治されたい」という積極的な対抗価値の提示に至るもの」と

理解する（50頁）。そこでは、別の「統治のされ方」を希求することは、決して

２　ドーン・ムーア著、平井秀幸訳『刑事司法における薬物処遇の社会学―「犯罪

者／アディクト」と薬物の統治』現代人文社（2015年）、296頁

３　ムーア=平井・前掲注２　243頁

４　ムーア=平井・前掲注２　294頁
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現存する統治のシステムへの無条件降伏を意味しない。むしろ、何らかの形で

「統治されること」そのものを「否定」する態度は「今まさに在る「このような

統治」によって耐えがたい思いをしている者」に解放をもたらさない、と平井は

主張する（50頁）。

　他方で、平井も指摘する通り５、「あのように統治されたい」という形での「批

判」は、時に科学的普遍性を欠き、個人の選好に依拠した子どもじみた欲求の

ように扱われかねない。一般にこのことは、この種の「批判」の弱点と見なされ

やすい。しかし、「どのように統治されたいか」、「どのような統治なら甘受でき

るか」という「批判」こそ実は、既存の統治のあり方を的確に認識し、その客体

の世界観に寄り添い、「自分だったらどうか」と真摯に向き合える研究者でな

ければできないものではないか。その点で、終章において「どのように統治さ

れたいか」に繋がる暫定解を示した本書は、CCBTDに関する丹念な歴史的、理

論的検討と、参与観察の客体である刑務所職員や被収容者に対する平井の誠実

な態度の賜物であると言えよう。（なお、そうした「暫定解」を示していない

ムーアの著作の価値や彼女の研究者としての誠実さを否定する意図はないこと

を断っておきたい。）

　以上のような本書の概観と特徴を踏まえたうえで、以下では本書に関する若

干の検討を加える。

　３．検　　　討

（１）　「犯罪と病気の二重化」に関して

　本書の第２部では、FPの指導者が受講者の薬物使用を「犯罪」であり「病

気」であると見なし、彼女らに対して、「犯罪者」でも「依存者」でもある役割

を期待する様子が詳細に検討されている。すなわち、FPの受講者は、「１回目

５　ムーア=平井・前掲注２　294頁
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の薬物使用」を自らの意思で行い、その結果として、何らかの「引き金」によっ

て自らの意思では制御できない「２回目以降の薬物使用」を繰り返す「病気」

になった者である。そして、この「１回目の薬物使用」は自らの意思で行った

「犯罪」であり、それゆえに彼女らは刑務所に収容され、自らの意思でした「犯

罪」への責任として、「病気」の「治療」を受けなければならない。この「治療」

で求められるのは、「引き金」を引いたら最後とばかりに薬物の再使用に至って

しまう「依存者」である以上、「社会的な」リスク要因をも「自己コントロー

ル」することである。

　この点につき評者は、平井が観察した「犯罪と病気の二重化」は、薬物の自

己使用の罪を犯した者に対する日本の刑事司法のあり方に由来するものである

と考える。既存の刑事法が違法薬物の自己使用の罪の構成要件に「依存症であ

ること」を盛り込んでいない以上、原理的には刑務所には、FPで指導者が指摘

した意味での「病気」に至っていない薬物使用者も存在し得る。仮にこうした

者がCCBTDに混ざっていた場合、同人は「犯罪者」の役割を受け入れても「依

存者」の役割を拒否する可能性があり得るし、その認識が臨床的には正しい場

合もあろう。しかし平井の観察から窺う限り、FPの指導者が、目の前の受講者

が「犯罪者」ではあるが「依存者」ではないかもしれないとの疑念を抱いたり、

そうした事実に戸惑ったりする様子は見られない。この事態に対しては「指導

者が受講者を勝手に「依存者」扱いしている」と糾弾する者もいるかもしれな

い。しかし、評者は、指導者が受講者を「犯罪者／依存者」と見なせた背後に

は、日本の刑事司法において「１回目の逮捕（「使用」ではない！）」で自由刑

を言い渡される薬物の自己使用者がほぼいないという事実があると考える。

　すなわち、一般に薬物の自己使用については「「初犯は、懲役１年６月執行猶

予３年。再犯は、懲役２年の実刑」という定型的な処理」が行われる６。また、

６　石塚伸一「薬物事犯対策―処罰から治療へ」ジュリスト、1362号（2008年）

106頁。



『刑務所処遇の社会学―認知行動療法・新自由主義的規律・統治性』（平井秀幸著、世織書房、2015 年）について　（高橋　有紀）

－　　－123

その裁判は、被告人の親族による情状証言や「検察官の判で押したような論

告」、「裁判官が被告人に反省を促す説示」といった「ルーティン」からなるこ

とも指摘されている７。しかも、「２回目の逮捕」もまた「２回目の使用」と限

らない以上、彼らはすでに刑事裁判で「犯罪者」であることを宣告されながら

も、何度も「引き金」を引いて再使用し、その結果として「２回目の逮捕」に

至った可能性が高い。その過程で、FPで言われていたような「雪だるまがどん

どん大きくなる」感覚を味わった者もいるだろう。これはFPの受講者の多くに

も当てはまると考えられる。

　それゆえ、指導者による「犯罪者／依存者」という役割期待は、客観的に誤っ

たものでないのと同時に、受講者らに「自分に（は）当てはまらない」ものを

押し付けられたと見なされず、むしろ内面化可能なものとして受け取られたの

ではないか。このことは、「１回目の使用」が未成年時の性被害に付随した、意

に反するものであった「B18」という受講者さえもが、「過去において薬物使用

のリスクを回避する行動を起こすことができなかった自己の「弱さ」」を反省し、

「困ったことは家族に相談する」などの「自己コントロール」への意欲を語る

（264-270頁）ことへも繋がっていると考えられる。

　もっとも、これは実際のFPでの指導者と受講者の具体的なやり取りから離

れ、評者が抽象的な可能性として想定したものである。「犯罪者／依存者」とい

う決して喜ばしくない役割を期待される中で、不満げな素振りを見せた受講者

もいたのかもしれないし、険悪な雰囲気が生じたこともあるのかもしれない。逆

に、皆が「犯罪者／依存者」としての役割期待の中に、平井の言う「解放性」

を見出し、将来に向けた回復責任を果たす意欲を強めていたのかもしれない。

実際にどちらであったのかは、その場にいなければわからないものである。た

だ、どちらであったにせよ、その理由は、受講者らがFPに参加するに至る刑事

司法のプロセスと切り離しては理解できないと考える。逆説的ではあるが、「犯

７　石塚・前掲注６　106頁。
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罪者／依存者」の役割期待に不満げな態度を見せ受講者が仮にいた場合に、同

人が「１回目の逮捕時にすでに自分は「依存者」だったのに、最初の裁判では

検事も裁判官も「犯罪者」扱いするのみだったではないか」と思っていた可能

性もある。

　なお、2016年６月より開始される「刑の一部の執行猶予」制度においては、

条文上、薬物事犯による対象者は「依存の改善」の必要がある者とされている。

それゆえ今後は、裁判段階で「犯罪者／依存者」であると宣告された状態で

CCBTDに加わる者が現れると予想される。

（２）　犯罪者処遇における認知行動療法に関して

　ここまで見てきたように、本書は刑務所における薬物使用者に対する認知行

動療法を用いた処遇プログラム（CCBTD）について検討するものである。それ

ゆえ、本書では現在の日本における薬物使用者以外の者に対する処遇プログラ

ムは検討されていない。と同時に、平井は、欧米では「すでに他の統治実践領

域でヘゲモニーを獲得していた新自由主義的合理性が刑罰領域に強い影響を与

えた」結果、CCBTDという形で、犯罪者処遇にも新自由主義的合理性が持ち

込まれた一方、日本では、CCBTDこそが刑罰領域において「新自由主義的合

理性が実践へと膾炙していく嚆矢となる」可能性を指摘する（234-235頁）。

　実際、今日の日本の（少年矯正や社会内処遇を含む）犯罪者処遇においては、

認知行動療法の手法を取り入れたプログラムはCCBTD以外にも見られる８。し

かし、これらにおいては、必ずしも受講者に「犯罪者／依存者」の役割を期待

し得ないと考えられる。とりわけ、強姦などの犯罪により「１回目の逮捕」で

実刑となった者もが対象となり得る性犯罪者処遇プログラムでは、「意思にか

かわらず何度も繰り返す」ゆえに「病気」であるとの説明は成り立たないので

８　例として、性犯罪者や粗暴な犯罪傾向を有する者に対する処遇プログラムなど

が挙げられる。
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はないか。また、性犯罪者処遇プログラムの指導者は時に、受講者の被害者に

責任を転嫁するかのような「歪んだ」認知に基づく発言に憤りを感じるようで

もある９。こうしたことは少なくとも、FPにおけるCCBTDにおいては見られな

かったのではないか。もっとも、―露出の多い服装で夜道を歩く女性は性被害

に遭うことを厭わないという認知のような―多くの者が倫理的に反発を感じる

認知ゆえに「犯罪」をする者に対して、多くの者が共有する「正統知」を教え

込むことは、「池袋に行くこと」で薬物を再使用したくなる者に「池袋に近づか

ない」とのアイディアを思いつかせるより容易であろう。さらに犯罪者処遇の

場において、ある人間に「露出の多い服装をした女性もレイプされたいわけで

はない」と理解させることは、別の人間に「池袋に行こうと思うべきではない」

と理解させることより、正当化されやすいであろう。日本国憲法は、移動の自

由を認めてもレイプする自由は認めていないのだから。

　これらにかんがみると、CCBTの一形態であるCCBTDにおいて、FPで採られ

たロジックが可能となった背景を他の「犯罪者」に対するCCBTとの対比にお

いて明らかにする必要は高いと考える。これにより、「薬物依存症者による薬

物の使用は犯罪なのか」という、古今東西で長く続く問いにも一定の答えが見

出せるのではないか。

　他方で、今日では、矯正や更生保護のような公的な犯罪者処遇の枠外でも、

CCBTD同様に「将来における（回復）責任」が強調されている。殊に、DV加

害者の男性向けに民間機関が開設している―刑事司法や矯正、更生保護とは無

関係の―「更生プログラム」では、DVの加害者は「変わる責任がある」ことが

強調されるケースが見られる10。また、「リスク回避的ライフスタイルの自己コ

９　西日本新聞社会部編『ルポ・罪と更生』法律文化社（2014年）156-157頁で

は、ある保護観察所の性犯罪者処遇プログラムにおいて、保護観察官が受講者の

発言に「湧き起こる怒りを抑えて聞き返す」様子が描写されている。

10　一例として、栗原加代美「DV加害者の８割が脱DV―再被害を防ぐDV加害者

更生プログラム」更生保護、65巻７号（2014年）33-36頁。また、DV加害者の更
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ントロール」を他者に求める論調は、CBTの場に限らず、いわゆる「ネトウヨ」

に見られるような市井の人々にも膾炙している。たとえば近年、「DV夫との離

婚」によって貧困状態に陥った女性を、「そんな夫を選んだのもあなた」という

論理で断罪する者は少なくない。「DV夫」という、時として予見不可能なリス

ク要因すら注意深く回避すべきだというのである。むろん、こうした論調まで

もがCCBTDを「嚆矢」として生じたものであるとは言えまい。しかし、平井の

言う「新自由主義的規律」は、決して犯罪者処遇の域にとどまらず、日本社会

全体に根付きつつあると言えよう。

（３）　平井の「暫定解」に関して

　上述のように平井は、FPにおいて見られたCCBTDの「困難性」を最小化し

つつ、その「解放性」を伸長させるための条件として、CCBTDに「困難性の知

識化」の契機を取り入れつつ、CCBTDの受講者を取り巻く社会の「社会的保

障」を 充 実 さ せ る こ と を 提 案 す る。同 時 に、CCBTDを 望 ま な かった り、

CCBTDに馴染めなかったりする者を想定し、処遇の「選択肢の多様化」や「強

制性の排除」の重要性も指摘する。こうした「規範」に踏み込んだ考察のない

まま終わる論稿は、社会学者のみならず刑事政策学者においても少なくない。

その中で一定の「暫定解」を示そうとする平井の試みの意義は上述したとおり

である。同時に、評者はその「暫定解」の内容にもほぼ全面的に賛同する。と

いうのも、評者自身、各人が自分のやり方で立ち直ることを支えるような矯正

生プログラムについて、信田さよ子『依存症臨床論―援助の現場から』青土社

（2014年）217-218頁は、カナダのプログラムが「DVは暴力であり犯罪であるこ

と、したがって責任を取ることがプログラムの最大のテーマであり、疾病化は彼

らに「病気のせいで」という言い訳を助長することで責任から遠ざけてしまう危

険性がある。」との視座に立つことが印象的であったとする。この視座は、DV加

害者について「犯罪と病気の二重化」を真っ向から否定するものとも言え、興味

深い。
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や更生保護のあり方が望ましいという「規範」的視座の下、「処遇の選択肢の

多様化」を含む複数の提案をしている11からである。また、こうした視座は、医

療や福祉といった対人援助の諸領域において、「当事者」の「ナラティブ」に依

拠した（Narrative Based）実践を行うべきであるとする議論の根幹でもある。

　他方で、「当事者」の「ナラティブ」に依拠し「どのように統治されたいか」

の判断を各人に委ねることは、ともすれば彼らに過酷な自己決定自己責任を求

めかねない。その意味で、いわゆるポストモダンの社会に現れた「ナラティブ」

に依拠した対人援助の発想もまた、「新自由主義的規律」と無縁とは言えない。

他方で、「犯罪者／依存者」でなくとも、自らを取り巻く「統治」のすべてを管

轄しているわけではない私たちにとって、「どのように統治されたいかを自分で

選ぶことができる」という発想は、まさに「過食型エンパワメント」をもたらし

かねない。そして、そのことは「当事者」に「困難性」を発現させる。平井は、

それを防ぐ手段として「社会的保障」を挙げる。「社会的保障」が、自身の努力

では如何ともしがたい困難に直面した者を救済し、日々生きるのに精いっぱい

で余力のない者にも多様な選択肢から主体的に何かを選び取ることを可能にす

るというのである。また「社会的保障」は、「社会的」なものをも含むリスクの

「自己コントロール」の「必要前提条件」でもあると平井は指摘する（306頁）。

これらの指摘は、「ナラティブ」に依拠した対人援助の孕む「新自由主義的規

律」を乗り越えるうえで非常に重要なものであると考える。

　なお「社会的保障」の語は、平井の想定する「保障」と既存の「社会福祉」

や「社会保障」を区別する意図で用いられたものと思われる。既存のそれらが、

特定の人々の保護や救済を謳う中でその対象者に画一的な生を強い彼らを抑圧

することは、すでにフーコーをはじめ多くの者が指摘している。ただし、「社会

的保障」と既存の「社会福祉」や「社会保障」が具体的にどう異なるのか、既存

11　高橋有紀「2000年代以降の日本と英国における更生保護制度の問題点と今後

の展望（２・完）」一橋法学、12巻３号（2013年）996-997頁ほか。
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の制度の何が変われば「社会的保障」と言えるのかは本書では定かではない。

評者は、「特定のタイプの社会的適応から距離を置いたとしても健康で文化的

な生活を送ることを可能にするための原則として「無条件」の社会的保障」と

いう平井の記述（312頁）にその手掛かりが見出せると考える。一方で、その

実現が果たして可能なのか疑問も感じる。こうした保障もまた、国や自治体や

専門家といった制度化された「誰か」が与える過程においては、そこに「統治」

の契機が生じかねない。それを排した「社会的保障」は本当に可能なのだろう

か。また、それを求めることに、フーコーの批判する「特定された否定」の性

格がないとは言い切れないのではないか。

　４．結びに変えて

　本書の終盤で平井は、「本書の規範的ビジョンを刑事司法や施設内成人薬物

処遇とそこでの新自由主義的規律に限定された「批判」と捉える必要はないの

かもしれない」と述べている（327頁）。実際、本書がCCBTDを分析する中で見

出した「新自由主義的規律」がCCBTD以外の犯罪者処遇や、犯罪者処遇を離れ

た社会一般にも見られることは、すでに指摘したとおりである。その意味で、

本書は、そのタイトルである「刑務所処遇」にとどまらず、さまざまな「社会問

題」を考察するにあたって参照すべき一冊であると言える。一方で、同書は「施

設内成人薬物処遇」について、処遇内容のみならずそれを取り巻く社会のあり

方をも検討しており、犯罪者処遇の実務や研究に従事する者に多くの示唆を与

え得る。「社会学者は観察して終わり」というような、刑事政策学者や実務家に

ありがちな偏見により本書が彼らに見逃されないことを望むとともに、本稿が

その一助となれば幸いである。

　また「犯罪者処遇」には、施設内処遇以外に社会内処遇も存在するし、その

対象は薬物事犯者にとどまらない。今後、本書が取り上げなかった「犯罪者処

遇」についても、本書のように「処遇される者」が置かれた／有する世界観に寄
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り添いながらも冷静な分析を加える研究が、平井を含めた研究者や実務家の間

で活発に行われることで、犯罪や非行をした者が主体的にやり直すことのでき

る社会が実現されると考える。


