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医にあらずんば人にリトず」という状況だったので

はないかと思います。

唯一絶対の価値を押しつけられると、人はそ

の体制の中で自分を殺して生きることを選ぶか、

坂本龍馬のように一族と縁を切つて「脱藩」してま

で一人で生きる道を選ぶのか、その二者択―を

迫られることになってしまいます。子供は誰しも親

から認められたいもの。勇貴容疑者に脱藩する勇

気はありませんでした。自分が継ぐべき医院も、

既に“存在"していました。逃れる術がなかったの

です。

一方、暴力に耐えかねて逃げ出した亜澄さん

には、脱藩の道“しか"ありませんでした。自分が

継ぐべきものは、ここには何もありません。自分に

与えられたものは、親も黙認しているストレスのは

け日としての機能だけです。逃げぎるを得ません

でした。片や、夢を許されざる者。片や、夢にす

がらぎるを得ない者。勇貴容疑者と亜澄は、対立

する道を選ばぎるを得なかつたのです。しかし、

その亜澄さんの行動は家族全員が困つていまし

た。それは、武藤家の価値観にしがみつこうとし

ている勇貴容疑者にとつては容認し得ないもので

した。その結果、「2人は廊下ですれ違うときも無

言でにらみ合うほど険悪な状態」【週間ポスト1/26

号】になっていったのです。

■殺人の大儀

武藤家の価値観以外の道で成功して、親に

自分を認めてもらおうと思つていた亜澄さん。しか

し、その切なる願いも挫折します。昨年12月に芸

能事務所との契約が解除となつたのです。「夢に

すがらぎるを得ない者」は、追い詰められたので

はないかと思います。途方に暮れた時、人のぬく

もりがほしいですよね。親に愚痴でも言つて慰め

てもらつて、そして気分新たにスタートを切る。亜

澄さんも家族のぬくもりがほしかつたのではないで

しょうか。

しかし、よりによつてそういう時に、夕食時に一

人だけのけ者にされるとぃう事件が起こりました。

自分以外の家族4人が夕食をとつていることを

知ったときの亜澄さんの気持ちは、一体どんなも

のだつたでしょうか。亜澄さんは「なぜ夕食を知ら

せてくれなかった」と、母親と口論になります。亜

澄さんは言葉が足りず、母親は確認が足りない。

会話の少ない家族ではよく起こるすれ違いtた

が、この時の亜澄さんにはこたえたと思います.

一方この口論を聞いて、「なぜああいう言い方

をするのか。妹が許せなかった」とスイッチが入つ

■夢さ継 れぎる者

一方の勇貴容疑者は【週刊文春1/18号】に

よると、次のようなエビツードがあります。

①『同学年猛 すとき達 え「さん」づ|九

人と距離を置いている』

②『喋り方にも押場が蒸(慮 情がこもって

いないんです』(中高時代の同級生)

①『一度、友速にくだらないことひ らかわれて

本気にちして殴りかかつたことがありました』

『遅刻や恙れ物をして先生にじられた後

席に戻ってから小声でポソツ

「死ね」つて呟いたり。そうしうときの日つきは

本気でした 』

④『宿題も全くやってこ勧つた醒 刻も多くて

やっと昼ごろに出てもことも珍しくな力つた』

⑤『殺人の方法みたいな話をよくしていた』

『「完全自殺マニユアル」もよく流んでいまし

たね』

①は、人との間に信頼関係を築けていない

ことを示しています。その理由は、最も身近な

人間関係である親子、兄弟の間で信頼関係が

できていないことが一つ。もう一つは、親の世界

以外では生きていないということです。

②は、気持ちを抑制して生きている人間の

特徴です。自分の気持ちを大事にせず、やる

べきこと、押しつけられたことをこなし続けてロ

ボット化しているのです。

③は、ディスカウントされている人間の特徴で

す。もうこれ以上傷つけられたら自分が崩壊して

しまう―そういうギリギリのところで生きているた

め、力もかわれることにも我慢できないのです。

④は、2つの状態を示しているように思いま

す。1つは、これまで親の意に添うために走り続

けて疲れ切つている状態。早期鬱の直前状況

です。もう一つは、これは自分本来の人生では

ないと本当の自分が抵れ ている状態です。

⑤は、自分が精神的に殺されていますか

ら、自分が死ぬこと、人を殺すこと、について関

心が向くわけです。

これらのエピツードは、勇貴容疑者が高校

時代には既に疲れ果てていたことを示していま

す。では、彼は亜澄さんのように違う道を選ぶこ

とはできなかったのでしようか。

一つの価値しか認めない環境の中で人はど

うなるか、戦時中のことを想定するとよいかも知

れません。戦争という価値に染まらない者は

「非国民」扱いされてしまうのです。両親も、そ

のまた親も歯科医という環境の中で両親が歯

科医になることを望んでいるとすれば、「歯科

たのが、勇貴容疑者でした。4度 目の入試が目

の前に迫つている重圧の中で、懸命に頑張ろう

としている勇貴容疑者にとって、たかが夕食の

ことで、ここまでくつてかかるわがままさに怒りを

感じたのではないかと思います。しかし、その怒

りの本質は、自分が人生を捨ててまで懸命に

維持しようとしている武藤家の価値観に楯突く

ことへの怒りだったのではないでしょうか。その

価値観の源泉は母親。亜澄さんは自分が服従

しているその絶対権力者に楯突いたのです。

人は背中に“正義"を背負うとき、敵を抹殺

することに何の痛みも感じません。怒りという個

人的な感情は、正義を背負うと力を得て暴走

するのです。この口論事件は、歯科医という、

「絶対的価値を相対化」してしまう「敵」を征伐

する「大儀」を勇責容疑者に与えたのではない

かと思います。人生を賭して秩序を維持しようと

している勇貴容疑者だからこそ、自分がやるし

かない、と思ったのではないでしようか。

「夢を許されざる者Jは、今や大儀を得た、

征伐軍となりました。

これだけ準備が整っています。2人きりに

なったとき、何らかのきつかけさえあればすぐに

木刀で殴る行為に及んだのは当然の成り行き

だったと思います。そして、頭から血を流し、恐

らく出血多量で「寒い」とまで言つているのに、

救急車を呼ほうとはしていません。1時間近くも

話しをしていたようです。体制に迎合するか、あ

くまで反旗を翻すのか、その値踏みをしていた

のかもしれません。自分がひれ伏した、一族の

価値観に妹をも降伏させようと、命をかけさせ
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たのかもしれません。降伏してしまった勇貴容
疑者にとって、抵抗を続けている亜澄さんは、

自分の弱さやコンプレックスを刺激する目の上
のたんこぶだったのです。そして、決定的な言

葉が発も れました。

『勇君は『勉強しないから咸綺が恙い』

とヽ うヽけど、夢がないね』

『歯科医になるのは人のまねだ』

この言葉を頭から血を流し、「寒い」とまで

言つていた亜澄さんがきつい言い方で言うで
しようか。彼女は、「夢を許されぎる者」に対して
「夢を持ってもいいんだよ」と親の呪縛から解放

する「許可」を与え、自分オリジナルの人生を

歩め、と伝えたのです。しかし、「歯科医Jという

絶対価値の信望者であり、夢を見ないロボットとし

て生きてきた勇貴容疑者にとって、その言葉は、

自分と自分の住む世界を破壊するテロでした。そ

れで、首を絞めて息の根を止めたのでした。

勇貴容疑者にとって、亜澄さんは「鏡」だった

のだと思います。最もどん底にいながら、たった一

人で、運命を切り開こうとしている自分です。しか

し、彼は亜澄さんにな在 とはできませんtた 。

この殺人は、自分を殺して「家」を支える道具

として生きてきた人間が、もはや人間に戻ることを

やめるために、完全に自分を殺すことでもあった

のだと思います。勇貴容疑者は、自分の中の「人

間性」を抹殺したのです。自ら、完壁な道具と

なって「家」に帰依するために一。

亜澄さんと交際中の男性が、「嫌いなんだ

から(家族のことなんて)どうでもいいだろうJと

話すと、『「大好きだからつらいんじゃん」と泣き

ながら答えた』(毎日新聞1/22)そうです。

亜澄さんの本当の希望―それは、次の言

葉に尽くされていると思います。『家族全員で

仲良くしたい』【週間ポスト1/26号】。ご冥福をお

祈りします。

(中尾英司)

「あなたの子どもを加]害者にしないためにJを出版.
不登校、l●行、うきこもり、キャンブルa rfモ ラハ
ラ、DVな どのF・0四を抱える家族を家庭FJJ,1 し
ている。企業総 やワークショップを行なう他

済新聞社)/「 あなたの子出 を加害者にしないた
めに」(生活情報センター)

■サイト:「中尾詢厳 室」、「疵暉nttfFご支援 COMJ.

■プログ:「あなたの子どもを加害者にしないために」
※中尾先4の オンライン書座も開講中です.
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キーワ…ド:メ′″ マニュアル医学百科・家庭版・医療

メルクマ=ュ アル医学百科
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コメント :メルクマニュアルは、医薬品の研究開発力で高い評価を得
ている米国メルク社が非営利事業として提供しているものヽ 世界で最も
信頼されている医学書の一つても ります。多数の医師たちにより、家庭で
役立つ医学情報がまとめられています。オンライン版では、米国メルク社
(日本では100%法人の万有製薬)が、非営利サービスとして無債提供して
おり、病名・部位などから自由に検索でき情報閲覧が可能となつています。
書婚の購入できますが、オンライン版なら、ほぼ同じ内容を、無料関覧で
きるので、とても便利でお得です。困ったとき、ぜひこ活用ください.

ここアメリカで故郷の料理を… アメリカのキッチンでだっ
て簡単に作れちゃう懐かし日本の郷土料理をご紹介 1
作り方も「いたってシンプルでかんたん :Jということで、
毎号、日本全国・東西南北かけめぐってマス。Byみ るく

日本の郷土料理30(岡山県編)

今日のだ■―:たこめし

□白米………2カップ

ロ生姜…………片
□ゆでだこ……250g

く調味料>

□酒…大さじ2杯

□醤油……大さじ1と1/2杯

□みりん…大さじ2杯

□砂糖…………小さじ2

く飾りつけ>
□青海苔…適宜
□木の芽…適宜

たこあしの作ι:有
―、米は洗ってぎるにあげておく。たこは足先を

切つてそぎ切りにし、生姜は皮をむいてせん

切りにする。

二、鍋 に調味料(*)を 煮立 て、せん切 りにした

生姜半分とたこを加えて熱し、2～ 3分 煮て

煮汁と具を分けておく。

三、炊飯器に米と煮汁を入れ通常の水加減にして

具を加え、普通に炊く。

四、器に盛り、ショウガをのせて出来上がり。
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正 しぃ美吉=→ 」apanese per―

son of mixed race

(参考 :和製英語 カタカナ英薔を正す絆奥,
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