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では、武藤家を強い意志で支配していた

のは誰でしょうか。私は、この母親の実家

が、 「祖父の死後に (歯医者を)閉 業」 【週

刊文春1/18号】したという記事を読んで、も

しかするとと思いました。医者など同じ地域

の中にライバルはいるものであり、落ちぶれ

ていく家に育つ子供は、近所の噂の対象に

なったりする中で “お家復興"の 意を受け継

ぐことが多いのです。

この母親は一度、同学部出身の男性と結

婚式を挙げながら披露宴離婚となっていま

す。 「新婦のきつい性格に耐えられなくな

り、式の当日、逃げ出した」 【週刊現代1/27

号】とのことです。そして、再婚相手に選ん

だのが親が開業医で日大歯学部というブラン

ドを持っていた夫でした。ここに、なんとし

ても歯科医再興という母親の執念が感じられ

るのです。

仮にこの母親の人生の目的が 「お家 (歯

科医)再 興」であつた場合、先ず自らがその

目的達成のための手足 (手段)と なります。

自分の気持ちよりもなすべき事を優先する生

き方になるわけです。自分自身が家を支える

ための 「道具」ですから、自分に関わる人間

はすべて無意識のうちに 「道具」にしてしま

います。

「家」は生活のための 「器」であ り、

「仕事」は生活のための 「手段」なのです

が、開業医や教師など 「家業」とでも呼ベ

るような仕事を持つ家では家業が器と手段

を兼ね備えますので、得てして家業を守る

ことが目的となり、その目的を維持 ・達成

するために生活が従属するようになりま

す。このような目的と手段の転倒は、往々

にして見られることなのです。

先ず、自分の人生の舞台に立つことの

できる夫を見つけます。相手は何よりも先

ず、お家再興の基盤となる器を持っていな

ければなりません。2人 目の夫は、実家が

開業医で日大歯学部というブランドを持っ

ており、そのお限鏡にかないました。

その上、その夫の父親は、 「“東京地

検嘱託医"な んて看板がかかっていたせい

か、威張っている歯医者だつた」 【週間女

性1/30号】そうです。そういう権威主義的

な父親の下では、恐らく従順な人間として

夫は育ったのではないでしょうか。つま

り、 「きつい性格」の妻が主導権を握るこ

とができるわけです。こうして夫は、お家

再興の道具立ての 1つ として妻の人生の舞

台に登場します。

■夢にすれ ぎる書得ない着
次は、子供です。生まれてきた子供

は、最初から強制的に母親の人生の舞台に

登場させられることになります。両親は、

実家の歯科医院は長男、歯科クリニックは

次男に継がせることを計画しました。近所

の子供たちとは遊ばせず、 「制服を着た子

供たちを奥さんがベンツで送迎していまし

た。バイオリンも習わせていました」 【週

間女性1/30号】という生活が始まります。

そして亜澄さんが幼稚園に入る頃から

長男は亜澄さんをいじめるようになり、次

男も亜澄さんを叩くようになります。小学

校受験に失敗した兄たちのストレスが亜澄

さんに向かったのではないでしょうか。

亜澄さんが自百合学園に合格すると 「亜澄

は ほん とにい い子だね、それ に比べ

て ・・」 【週間ポス ト1/26号】と比較され

る兄たちの亜澄さんへのいじめは拍車がか

かりました。

しかし、 「2人 の兄から殴る蹴るの暴

行を受けている」 【週刊現代1/27号】亜澄

正月気分の日本を吹き飛ばし、波乱の

亥年を暗示する不気味な幕開けとなった

「短大生遺体切断事件」。同じように苦し

まれているご家族の何らかのきっかけとな

ればとの思いから、自分の体験を踏まえて

検証 してみます。尚、新聞、雑誌等で知り

得た範囲から想定して書いておりますこと

をご了承ください。

躍 事件な要
妻 (57)は夫の実家の歯医者を経営し、

夫 (62)は駅ビルの歯科クリニックを経営

する歯科医夫婦。長男 (23)は両親の出身

校、日大歯学部の 5年。勇貴容疑者 (21)

は、同学部を目指して3浪 中。殺された亜

澄さん (20)は短大に通つていました。

昨年末、母親 と長男は 30日 に帰省

し、亜澄さんは外出中の父親と31日 に帰

省。次男勇貴は予備校の合宿に参加するた

め居残りということになります。母親と長

男が出てすぐ2人 きりになった家の中で、

亜澄さんの生活態度について口論となり、

怒った勇貴容疑者は亜澄さんを後ろから木

刀で殴ります。弱つた亜澄さんとさらに1

時間ほど話しをする中で 「勇君は 『勉強し

ないから成績が悪い』というけど、夢がな

いね」 「歯科医になるのは人のまねだ」と

言われてカッとなり絞殺ぐ

その後、死体をバラバラにして隠 し、

父親はその日の夜帰宅しますが気づかず、

翌日勇貴容疑者を車で予備校まで送つてそ

のまま一人で帰省。1月 2日 に両親と長男

の3人 が帰宅し、翌 3日の夜、母親が異臭

に気づいて3階の部屋で袋詰めの遺体を発

見。勇貴容疑者は4日 に逮捕されるまで、

受験勉強に取り組んでいました…。これが

異様な事件の概要です。

鷹 母濃0人 生後目的
勇貴容疑者や亜澄さんが別の家庭に生

まれていれば、このような事件は起きてい

なかったでしょう。つまり、家庭内で起き

たこの事件を生み出したのは、 「武藤家と

い う環境」にあるということです。中で

も、赤ちゃんにとって親の影響は絶大なも

のがあります。小柳ルミ子の母親が、我が

子を芸能人にすることを人生の目標として

娘をその通りに育て上げたように、強い意

志を持っている親は子供を支配してしまうこ

とがあるのです。
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さんに対して、 「母も父も黙認するような

状態」 【女性 自身1/30号】で した。ここ

に、目的遂行のために感情をなくした人間

が、どこまで人を道具にできるか、どこま

で非人間的になり得るか、その実例を見る

思いがします。

「家族とうまくいっていない。両親と

も医者なので、自分はおとなしくしていな

きゃいけない」 【週刊文春1/18号】と、亜

澄さんが所属事務所の社長に語つています

が、亜澄さんはせいぜい歯科医というイ

メージを保つためにおとなしくすることが

「役割 (仕事)」 であり、また、家の中で

ストレスのはけ口になっていたとしても、

それで次男が歯医者になれるのであれば、そ

れもまた 「役割」として親は 「黙認」してい

たのだと思います。

そのいじめに耐えられず、亜澄さんは、

わざわざ大学まで無試験で行けるエスカレー

ターを降りて、別の高校へと移ります。 「私

は家族に愛されていない」 【週間ポスト1/26

号】と言う亜澄さんは高校時代に 「馬鹿にな

りたくていろんなことをやつた」 【同上】と

言います。そして、高校卒業前に家出をしま

すが、連れ戻されてしまいます。この経験に

よって、もう連れ戻されなくてすむ道を模索

し始めます。4年 生大学ではなく短大に行つ

たのも、4年 も我慢できなかつたからでしょ

う。そして短大入学後、キャバクラやレス

トランでバイ トを始めます。 「家に帰りた

いけど帰るとお兄さんから殴られるから帰

れないとも言つていました」 【週間女性

1/30号】と元同僚のキャバクラ嬢が言つて

いるように、寮があつたこともキャバクラ

に行つた大きな要因でしょう。

そして、短大に入つた年の 12月 から

芸能事務所へ登録して芸能活動を開始しま

した。劇団仲間によれば、 『彼女は 「いつ

死んでもいい」 「生きている意味がない」

と人生に疲れきつた様子でした』 【週間ポ

スト1/26号】。生きる場をようやく見つけ

て瀕死になつて辿り着いたのが、芸能事務

所だつたのではないでしょうか。

舞台関係者によれば、 「家を出るため

に売れたい」 「一人前になりたい。家族に

認められたい」 【週間女性1/30号】という

ことを言つていたようです。亜澄さんは、

歯科医という武藤家の価値観以外の道で、

自分のアイデンティティ及び自分という存

在を認めてもらう道を模索したのでした。

(中尾英司)

く次号>■ 夢を許されぎる者、■殺人の大儀、

■自分を殺した男 ・・・お楽しみに1

キーヮー ド: ABO WORLD、 血液型人間学

ABO WORLD
htp.:雨 .abo‐wond.∞ .ip/

コメント:「日本人と韓国人は血液型の話が好き」とはよく言わ

れること。しかし両国ほど4種の血液型がまんべんなく存在している

国も珍しいらしく、それが背景にあるらしい。真面目に血液型につい

て考察したいあなたにお勧めのサイト。単なる血液型占いとかでは

なく、統計に基づく人間学として、(故)能見正比古の提唱する「血

液型人間学」で、新たな人間性解明の手がかりにしていただければ

と思う。有名人の血液型や各国の血液型統計、各血液型の体質

まで、かなり幅広い血液型トビックの情報収集ができるはず。

―、小麦粉、ベーキングパウダーを合わせ、

水を少しずつ加えながら、丸くこねる。

二、固く絞つたぬれぶきん(あるいはラップ)をかぶせ、

30分ほど寝かせる。

三、野沢菜漬を一口大に切り、サラダ油で炒める。

(塩分をだすため、事前に水につけ塩出ししておく。)

四、寝かせた生地を、ピンポン玉くらいの大きさに

ちぎり、九めて平たくして、(三)の具を包む。

五、蒸し器に入れて、10分間蒸す。その後フライバンや

トースターなどで両面を焼いて出来あがりI
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土産品としても、たいてい140～ 200円 のおまんじゅう

価格で買えてしまうのも嬉しいですね。長野県を訪れた

ときは、是非、本場のおやきを食べておきましょう。

材料(2人分)

□薄力粉      …・200g

ロベーキングパウダ… …。15g

□水       …・¬30cc

□野沢菜漬     …・適量

ロ サラダ油     …・適量

(参考サイト&写 真)
●信州おやきねつと:httpノ/oまoyatt net/
(美味しそうなおやきの数々、おやきのウ
ンチク知りたい方にも)
●味の伝統文化:
httpノ/www preinattnOjp/
(丸ナス、野菜、あんこのおやきのレシピ

があり)
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■マЧ′トホー伝(ち)

正 しい英語→cozy;

homely atmosphere

■マン| うヾンス

正 しい美壱き→imbalance

(unbalanceは動詞で「・・・のバランスを

失わせる」という意味)

■イ■―ブ
｀
マ哺′ヂ

IEしぃ模壱き→

irnprove onels image

■イ淮―ブ
｀
,うン

正 しい美壱き→

damage lhu武1 0ne'Simage

■ ‐づ

正 しい業言l→senshness

(e9oは心理学の「自我」や「自尊心、プ

ライド」という意味で使う)

(参考 :和製英語 カタカナ英語を正す辞典)
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