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覚醒する

陽羅

義光

相変わ らず 覚醒剤 （俗称 シャ ブやス ピ ードなど ）は 世間に 蔓延し てい
て、知性 も理 性もな い芸能 人（ なかで も ミュージ シャ ン）の 象徴と して
ASKA が逮捕 された りして いる 。
なぜ知 性も 理性も ないか と云 うと、 ヤ クをやる 人間 （格別 芸能人 、な
かでもミ ュー ジシャ ン）は 完全 に勘違 い していて 、法 で禁止 されて いる
からヤバ イと 思い込 んでい るから なの だ 。
ヤバイ のは そんな ことで も、 ヤクで お まえがボ ロボ ロにな ること でも
なく、暴 力団 の最大 の資金 源がヤ クだ か らなのだ 。
この事 実は 、日本 に限ら ず、麻 薬大 国 は みんな そう だ。
つまり は、 ヤクを やる人 間た ちが暴 力 団やマフ ィア をのさ ばらせ てい
るわけな ので 、極端 に云う なら 、この 世 の人間が 総て ヤクに 手を出 さな
ければ、 暴力 団やマ フィア は軒 並み壊 滅 するわけ なの で、ど んなに カッ
コウよい 歌詞 のステ キな楽 曲の 歌を歌 っ ても、イ ンチ キなの だとい うこ
とを、そ ろそ ろ自覚 すべき ではな いの か 。
そのた めに は（言 葉の意 味と いうか 綾 というか 洒落 という か、は 奇妙
なもので あっ て）覚 醒剤に 手を 出さな い ためには 、ま ず人間 が「覚 醒す
る」こと が大 事なの である 。
ヴァレ リー にこん な言葉 がある 。
【「あ のい つ も覚 醒して いる驚 嘆すべ き 脳髄」ーこれ は、同じ ポオに つい
て語った ボー ドレー ルの言 葉。これ は角 笛の響き のよ うに私 を感動 させ 、
私の全知 力を 興奮さ せた一 つのシ グナ ル 。】
人間た ちが 、常に 知性と 理性を 研ぎ 澄 ませ、覚 醒す ること 。
そのこ とに よって しか、 覚醒剤 の撲 滅 はあり得 まい 。
初犯は 執行 猶予付 きと云 う日 本の現 行 の法律は 酷く 甘く、 麻薬対 策に
は全くな って いない どころ か、助 長す ら させるく らい なもの だ。
覚醒す ると は、
（ 別の 視点か ら云う なら ）次のマ ルクス・アウ レリウ ス
の言葉の なか にある 、こう した意 識化 の ことであ る。
【存在し ない ものを 、すで に存 在する も のと考え るな 。それ より現 存す
るものの 中か らもっ ともあ りが たいも の を数え上 げ、 もしこ れがな かっ

たら、ど んな にこれ を追い 求め たであ ろ うかとい うこ とを、 これに 関し
て忘れぬ よう にせよ 。しか し同 時に、 こ れをたの しむ あまり 重要視 する
習慣に陥 り、 そのた めにこ れが なくな っ たら気も 動転 してし まうこ とに
ならない よう 注意せ よ】
意識化 し得 たなら 、こん どは徹 底化 さ せること 。
そのた めに は、小 学校か ら「ヤ ク教 育 」を始め るこ とが大 切。
いまの ヤワ な日教 組に、 そんな 発想 は 出ないだ ろう が。

