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人生の 歯車 が狂う と、精 神の歯 車も 狂 う。
小保方 晴子 （理研 ユニッ トリー ダー ） が主筆す る『 STAP 細胞 』論文
の主要著 者の 一人で 、小保 方晴 子の後 見 人だった 笹井 芳樹（ 理研発 生・
再生科学 総合 研究セ ンター ・副 センタ ー 長）の自 殺は 、その 象徴例 だろ
う。
二０一 四年 は「狂 気」の 事件が 相次 ぐ 。
「佐世保高一女子惨殺事件」の、加害者の少女の「人を殺したい欲求」
「人の解 剖を したい 欲求」 は、 少女の み の専売特 許で はない が、思 うこ
とと実行 する ことは 違う。
この事 件は 、一九 九七年 の「 神戸連 続 児童殺傷 事件 」別称 「酒鬼 薔薇
事件」に 酷似 してい るが、 さら に遡れ ば 、戦争末 期（ 一九四 五年） に、
九州帝国 大学 医学部 内で起 きた 「米軍 捕 虜・生体 解剖 事件」 に原型 があ
る。
当事者 の回 顧録を 読むと 、
「 戦 争中だ し 家族も殺 され た敵国 の連中 だか
ら」とか 「ど うせ死 刑に処 せら れる捕 虜 だから」 とか 「軍部 の許可 が降
りたから 」と か、弁 解に終 始し ている け れども、 根底 には「 人を殺 した
い欲求」 と「 人を解 剖した い欲求 」が あ る。
戦争と いう 状況は 、人生 の歯車 を狂 わ せ、精神 の歯 車も狂 わせる 。
今日の 状況 も、或 る意味 戦争 なんだ ろ う、いや これ も戦争 なんだ 、人
生の歯車 が狂 い、精 神の歯 車が狂 う。
遠藤周 作の 『海と 毒薬』 はこ の「米 軍 捕虜・生 体解 剖事件 」をモ デル
にしてい るが 、登場 人物が 狂っ ている の か作者が 狂っ ている のか、 どち
らが狂っ てい るのか 、素人 には解 らな い 。
それな ら玄 人には 解るの かと云 うと 、 どちらも 狂っ ている と解る 。
驚く必 要は ない。
必要が なく ても驚 く者に は、魯 迅の 『 狂人日記 』を 勧めた い。
その前 に、 今回も 池田晶 子の言 葉を 取 り上げる 。
【私には 、凡 百の臨 死体験 なん ぞより 、 臨生体験 、自 分がい まこの 生に
臨んでい ると いうこ とのほ うが、 はる か に理解し 難い 不思議 である 。】

死に臨 むの も狂っ た感覚 が得 られる が 、生に臨 むの も狂っ た感覚 が得
られる。
こうい うこ とは素 人には 解らな いの だ が。
狂って いる 事実は 、犯罪 者を 無罪に す るが、そ れな らば日 本人全 員、
どんな犯 罪を やって も無罪 となる 、なぜ なら日本 人全 員が 「
、 大」なり「小 」
な り 狂っ てい るから である 、そ うして そ の「大」 か「 小」か を見極 める
事は、現 代の 最先端 の医学 や心理 学を も ってして も、 困難な のであ る。

