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はじめに 

歴史をみると、時代・国を問わず、集団が暴力的な行動をとる事例が散見される。それ

らの暴力的な行動の理由は、ある集団における権威の獲得や食糧などの生活必需品の獲得

などである。つまり、貧しさ故の止むをえないものであろう。 

 しかし、中には理由が見当たらない虐待もある。しかも、大きな集団（たとえば国家）

が虐待をする事例もあるのである。そういった事例をみるにつれて、国家や個人には虐待

をする動機を潜在的に持っているのではないか、と考えた。 

1 章：虐待の事例 

ここでは、集団虐殺の事例を見ていく。国家が虐殺するときの被害数の膨大さを知ってほ

しい。事例は、ポルポト・ナチズム・スターリニズムである。 

□ポル・ポト政権による虐殺 

 年代：1975 年～1979 年 

犠牲者数：国際機関は少なくとも 100 万人と推定。 

      現在のカンボジア政府は 300 万人と推定。 

         ※当時のカンボジア全人口は 600 万人 

誰が誰に？：ポル・ポト政権がカンボジア国民（初めは新住民、知識人中心）に対して 

大義：原理共産主義に適さない人間の抹殺 

本音：支配の邪魔になる人間の抹殺 

概要：ポル・ポトは1925年農家に生まれフランスに留学するなど裕福な環境で育ったが、

留学中に社会主義へ目覚め革命思想を抱き帰国後人民革命党に入党。やがてポル・ポトは

カンボジア共産党ナンバーワンの書記の座を獲得し、政府の弾圧に抵抗しながら、ベトナ

ム戦争に巻き込まれていく事に不満を持つ国民を多数味方につけ勢力を拡大し、1975 年に

全権掌握すると地方で大粛清を始め徹底的な国家の改造を行った。ポル・ポトが目指した

のは中国の毛沢東主義を基盤にした「原始共産主義社会」であり、資本主義の要素を全て

否定することであった。カンボジアの人々は２つの階級に分けられ内戦でも農村に残った

人々を「旧住民」として国民の扱いをし、都市部の人々や逃げた人々を「新住民」として

古い習慣を持った危険な連中として弾圧対象となり、一切の権利を剥奪し奴隷として扱っ

た。地方の農村に移動された人々は厳格な規律の中で統率を受け強制労働を服された。学

校・病院・宗教も禁止されて、僧侶達は殺さ寺院も破壊されアンコールの遺跡群も銃撃を

受けたりハンマーで砕かれて見捨てられたものもあった。カンボジア人の拠り所を破壊し

て、さらに人の心の拠り所である家族や結婚も廃止されて、恋愛の自由も認められず無理

矢理に党が決定した相手と結婚させ強制的に出産をさせられた。子ども達は国の施設に親

から引き離されて入れられ「国家の子ども」として教育を受けた。多くの家族が離散して

バラバラになり互いの安否も分からない人々が続出した。抗議でもすれば殺された。また、

貨幣も廃止された。知識人、すなわち「考える事が出来る人」や「物事を知る人」はポル・



ポトの統治に異論を唱える危険分子であると考えのもと、医師・学者・芸術家・教師・技

術者を虐殺した。スパイとされた人は次々と捕まり S21 という収容所に連れて行かれ拷問

を受けスパイであるという供述をさせられ、処刑場へ連れて行かれ殺された。こうした政

策のもと全国民の三分の一が命を落としたとされる。 

□ナチスによるユダヤ人大量虐殺 

年代：1942 年 2 月～1944 年 12 月 

犠牲者数：600 万人以上とされている。 

誰が誰に？：ドイツ政府がユダヤ人に対して 

大義：優秀な民族が劣性な民族を屈服させることによって文明は発展する。とりわけユダ

ヤ人の根絶は優秀なアーリア人にとって民族的義務。 

本音：資産家が多いユダヤ人はドイツ人から嫉妬や嫌悪の対象になりやすく、ユダヤ人を

敵とすることで国内をまとめあげられるという考え（？） 

 概要：戦間期のドイツには戦争の敗北による屈辱感、経済的困窮、帝政の没落など様々

な不満が渦巻いていた。この不満勢力の受け皿としてナチスは「民族共同体」の創造によ

るドイツ再生を謳うことで様々な層からの支持を受けていった。ナチスは、ユダヤ人は単

に異なっているだけでなく、社会に悪影響を及ぼすという考えを広めていく。こうして反

ユダヤ主義を潜在的に流布していくのであった。 

政権をとったナチ党は、1935 年 9 月 15 日のニュルンベルク党大会でニュルンベルク法

（「ドイツ人の血と尊厳の保護のための法律」と「国家公民法」）を公布した。この中でユ

ダヤ人を公職から追放し、企業経営を禁止し、アーリア人との間の結婚や性交を禁止し、

ユダヤ人の公民権も否定することが明記した。この法律公布後、民間レベルのユダヤ人迫

害も増していった。各地の商店に「ユダヤ人お断り」の看板が立ち、ベンチはアーリア人

用とユダヤ人用に分けられた。ユダヤ人企業は経済省が制定した安価な値段でアーリア人

に買収され、ユダヤ人医師はユダヤ人以外の診察を禁じられ、ユダヤ人弁護士はすべて活

動禁止となった。ユダヤ人はドイツ国内における市民権を否定され公職から追放された。

ほとんどのユダヤ人はこの時期に仕事を失い、失業中のドイツ人によって取って代わられ

た。その後もユダヤ人に対する迫害は続き、1941 年からはユダヤ人は「ダビデの星」の着

用を義務付けられ、ゲットーに移住させられた。毎日何千人ものユダヤ人が強制収容所に

送られるようになる。 

 ドイツ国民はなぜこのような暴挙を容認したのだろうか。ナチスの宣伝による反ユダヤ

主義の浸透はもちろんだが、加えてドイツ人にとって実質的なメリットが存在したことも

その理由となる。ユダヤ人には医師、弁護士、教師、商店主などの中産階級に多くが属し

ており、低所得のドイツ人との格差は大きかった。ユダヤ人差別は、商売敵や不愉快な隣

人を排除することや、不動産を格安な価格で没収することを正当化したのである。このよ

うなユダヤ人資産の徹底略奪と経済的搾取による利益にドイツ人は目がくらんだとも言う



ことができるだろう。 

□スターリンの大粛清 

年代：1930 年代 

犠牲者数： 50 万人説から 700 万人説 

       ※ただし700万人説は農業集団化による餓死者数を入れているようである。 

誰が誰に？：スターリンが、ソビエト連邦共産党内における 

幹部政治家、一般党員、民衆に対して。 

大義：罪を犯した者に対する刑罰 

本音： 

概要：ソビエト連邦共産党内における幹部政治家の粛清に留まらず、一般党員や民衆に

まで及んだ大規模な政治的抑圧として悪名高い出来事。ロシア連邦国立文書館にある統計

資料によれば、最盛期であった 1937 年から 1938 年までに、134 万 4923 人が即決裁判で

有罪に処され、半数強の 68 万 1692 人が死刑判決を受け、63 万 4820 人が強制収容所や刑

務所へ送られた。ただしこの人数は反革命罪で裁かれた者に限る。ソ連共産党は最も大き

な打撃を受け、旧指導層は完膚なきまでに絶滅された。地区委員会、州委員会、共和国委

員会が丸ごと消滅した。1934 年の第 17 回党大会の 1966 人の代議員中、1108 人が逮捕さ

れ、その大半が銃殺された。1934 年の中央委員会メンバー（候補含む）139 人のうち、110

人が処刑されるか、あるいは自殺に追い込まれた。1940 年にトロツキーがメキシコで殺さ

れた後は、レーニン時代の高級指導部で生き残っているのはスターリンだけであった。ま

た大粛清以前の最後の党大会（1934 年）の代議員中わずか 3%が次の大会（1939 年）に出

席しただけであったという。 

逮捕の範囲も次第に拡大していき、粛清の理由としては当初は「右翼」「トロツキスト」

「ジノヴィエフセンター」「日独ファシストの手先」などが主だったが、「産業破壊活動」

を理由にするようにもなっていく。ソ連の経済的混乱・貧困などスターリンの失政を「反

ソ分子の陰謀」のせいにして覆い隠すためであった。粛清の対象は民衆にまで及んでいく。

また、外国ジャーナリストを招いた「公開裁判」を行うことで、粛清は正当性をもつとさ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

2 章：国家の本質は暴力である 



「国家とは何か」という問いに「暴力の所有」という視点から答えた考えがある。「国家

とはなにか」という本で紹介されているもので、国家とは「暴力を蓄積し、富の徴収をす

るもの」である。 

この構造を説明すれば、統治などの状態よりも先に圧倒的な暴力を持っている個人や集

団が存在する。その圧倒的な暴力の所有者に逆らうことができない状況の中で、その所有

者に服従を誓ったり、その所有者の名において和平を結んだりすることで、統治という状

態が生まれる。 

ホッブズのいう自然状態を考えてみると、自然状態とは、完全弱肉強食世界だからこそ

人間はまとまろうとするはずだと考えた。「争いよりも、政府を作り、話し合いで決定して

はどうだろうか」と、ルソーはこれと同じようなことを“契約“という言葉を使って説明

した。つまり、「政府を使って話し合いで決める」という契約を特定に地域に住まう人みん

なで交わしたということである。 

ただ、その契約の信頼性は保証されない。その契約を罠だと捉えられるのが自然状態に

おいては自然なのではないだろうか。 

ここで、圧倒的暴力の所有者が出てくる。「私の言うとおりに話し合いで解決する社会に

すると言え！」とを脅した。すると、圧倒的暴力の所有者の暴力に恐れて言うことを聞い

た。なにかトラブルが起きても相手を攻撃すると自分が圧倒的暴力の所有者から攻撃され

るからしなくなる。こうして、暴力の所有者が生きているうちは、「話し合いで解決する社

会」が維持される。 

さらに暴力の所有者は、富の蓄積を始める。それによって、所有者以外は暴力を蓄える

だけの財力が衰えてしまう。圧倒的暴力の所有者は集めた金で、さらに暴力を蓄積する。

もともと強かった所有者はもっと強くなる。一方、他の人は弱くなるので、所有者と他の

人でどんどん力の差が生まれるね。ますます、富の徴収は続き、力関係も明確になる。 

暴力の所有者は近隣から攻められると富の安定的な徴収を阻害する要因となるため、こ

の侵略者を退治する。もともと所有者に反抗していたはずの人たちは守ってもらったとい

う気持ちに変わりだすものも出てくる。しかし、この保護は所有者の利益を守ることの結

果に過ぎない。 

また、内部から発生する反論者に対しては、見せしめの意味で残虐な処刑方法を採用す

るなどして、常に所有している暴力の強大さ、残虐さのアピールをする。しかし、これは

新たな恨みを買うなどリスクが高い。だからこそ、法律や規律ができた。暴力で規則を作

って、その規則でしたがわせる。そして、その規則を慣習化させたら、もう誰も所有者を

疑わなくなる。そうすると、所有者はずっとトップでいられる。 

 

この本で紹介されている要素で、恐るべきものは予防的対抗暴力である。これは「彼の国

はこちらを攻撃する可能性があるため、先に攻撃をしてよい権利がある」という理屈。侵

略行為の正当化につながる考えである。 



 

また、いつまでも暴力を見せつけ、力の優位性で威圧することはコストのかかる行為であ

る。その対策として「国民を敵から守る」というロジックを作った。あるいは、宗教的結

び付けたり、ナショナリズムを鼓舞することで連帯意識を作り、高めた。 

そのためにも、軍隊を作った。つまり、自分の持っている暴力を組織化した。これは暴

力の加工とも言う。しかし、強力なため暴走されることを恐れた。だからこそ、その軍隊

の中では規律を作って道徳的なものに訴えた。そうすると、その暴力は内部や国家には向

かわず、常に“敵”に向かってくれる。同胞意識を作ることでコントロールしている。 

 

3 章：個人のもつ虐待の理由 

1 節 

歴史を見ると人間が他者を排除することは、慢性的に見られる。その多くは地位の向上

などの社会的な合理性に基づくものだ。まずは、いじめ・幼児虐待・天皇と部落差別・

魔女狩りなどの例を見ていく。そして、それらが発生する理由とその共通項をまとめて

いく。 

 

現代は年間 3 万人の自殺者が出ている。その中の多くを中高生の自殺者が占めている。

中には小学生で自殺する人もいるらしいから驚きだ。自殺の原因は“いじめ“である。

この章ではまず、いじめについてとりあげたい。いじめも立派な排除である。それも時

には殺人にまで及ぶほどの恐ろしい排除だ。 

 

＜いじめについて＞ 

なぜ人は人をいじめるのか？大きく分けて３つの原因がある。 

１．全能感を得るため 

２．防御反応 

３．投影的自己同一性、いやしとしてのいじめ 

 

・全能感を得るため 

全能感とは聞きなれない言葉だろう。これは“手ごたえ”のことだと思うとわかりやす

い。「テストで良い点が取れない」「将来何をしていいかわからない」「毎日することがな

いのに、なんとなく焦る」こういった不安はだれしもが持っているものだろう。これら

は大体において努力で乗り越える類のものだ。そうすることで成果を出して達成感を得

る。その時に“スッキリ“する。これが全能感である。だが、努力以外の方法で全能感

を得ようとする人もいる。その方法とは、暴力だ。他人に暴力をふるう。すると、相手

は嫌がる。自分の力によって他人に影響を与えた。影響＝手ごたえ、これ全能感。こん

なふうに自分の中にある焦りや不安を他人への危害によってスッキリしようとする動機



がいじめの原因として挙げられる。 

・防衛反応 

これに説明を要さないかもしれない。クラスにボスがいて、そいつから「〇〇をいじめ

ろ」と命令される。すると、逆らえば今度は自分がいじめられるかもしれないから仕方

なくいじめる。これが防御反応である。 

 

・投影的自己同一性 

これは、少し説明を要する。「過去の迫害者と自分を同一視することによって、現在の自

分を肯定する」というもの。つまり、昔いじめられっ子だった人が、今度は自分がいじ

める人になることで「自分はこんなに強くなったんだ」と思うこと。いじめはいじめを

生むのだ。 

 

ここからわかることは、人は自己の不安を他者をいじめることが満たそうとする場合が

あるということだ。 

 

＜幼児虐待について＞ 

次に幼児虐待についてだ。これは投影的自己同一性が原因。 

あとは、欲求が満たされない場合だ。幼児虐待をする母親は大体自分自身も愛情を受け

てない。すると、親に向けて欲していた親が子供にする無償の愛を子供に求める。もち

ろん、子供は「ママ、ママ」と好いてくれる一方で、面倒をかける。言うことを聞かな

いこともある。そうすると、母親は「裏切られた感」を感じて虐待してしまうのである。 

 

＜承認欲求＞ 

承認欲求とは、「他人から認められることを欲する」ことであり、マズローが提唱した五

大欲求の１つである。この欲求は自分の行動や考えを評価してもらいたいという気持ち

が誰しも内在しており、それを努力に転化できないものは、暴力行為などによって目立

つことで承認欲求の代わりにするという全能感と不全感の考えとの関わりもある。 

 

＜服従の心理＞ 

エール大学のミルグラムによって行われた実験の結果、人は他人に危害を与えるような

行為でも組織の中で命令されると実行してしまうという心理。 

エール大学のミルグラムらが行った実験は言わば合法的な権威によって普通の人が他人

に危害を加えるように命令された時に、彼らがどのように振る舞うかを調査した実験だ

と言える。客観的にはいかなる種類の脅しや罰も持っていないと考えられる単なる権威

からのそのような要請に対して人がどのように服従して他者に危害を加えるような行為

に及ぶのか、あるいは自分自身の普段の価値観に基づいてそうした要請を拒否するのか



を調査したものである。 

結果をあらかじめ言ってしまえば、多くの人は自分からは進んで、人殺しや殺傷に近

い危害を加えようとはしないだろうし、そのような人間だと自分を考えてはいないだろ

うが、ちょっとした権威に命令されれば、結果的にはやすやすと人殺しに近い殺傷をも

進んでやってしまうものだと言うことが分かる。この実験がどのようなものであったか。

この実験はアイヒマン実験と呼ばれる。アイヒマンとはユダヤ人強制収容所で大量虐殺

に関ったナチス親衛隊中佐の事である。 

まず、被験者には、本来のこの実験の目的は知らされていない。当然の事ながら、ミ

ルグラムの実験の意図は、本来の実験の意図を知らない被験者が権威から出される命令

に対して、どこまで服従して何の咎もないと考えられる他者に対して加害行為を加え続

けられるかを見る実験なのだから、その実験の意図は被験者には知られてはまずいので

ある。その意味で実験参加者はある意味で実験の目的に付いては騙されて実験に参加し

ているとも言える。 

参加者の数は見かけ上、八十名であり、それぞれ二人づつ組を作り、二人の内一方を

教師役とし、もう一方を生徒役に振り分けた。都合四十組のペアができた事になる。二

人は隣り合った別々の部屋に一人ずつ入れられ教師役が問題を出し、生徒役がその問題

に答えると言う役割を与えられる。答えは選択式であって生徒役が四つのボタンの内か

ら選んで押すと言う仕組みで、教師にはボタンに対応するランプで表示される。 

実験の名目にあるように生徒が誤った時には教師は罰を与える事になっているが、罰

は電気ショックであり、答えを間違える毎に電圧を一刻みずつあげるように教師役には

指示されている。教師役の机の上には送電器のスイッチが横に三十個並んでおり、十五

ボルトから四百五十ボルトまで、十五ボルト刻みで三十段階のスケールになっている。

スイッチは四個ずつ一グループとして表示されており、左から右に向かって「かすかな

ショック」「中程度のショック」「強いショック」「非常に強いショック」「はげしいショ

ック」「きわめてはげしいショック」「危険―すごいショック」と書かれ、残りの二つの

スイッチには XX の印が表示されているだけである。状況から考えて XX の印は危険を通

り越したものと感じられるはずである。三百七十五ボルトのところが「危険」の表示が

あるところであり、四百三十五ボルトから XX となる。生徒役は実験が始まる前に椅子に

縛りつけられ、手首には電極が付けられる。 

学習の課題とは単語の組を記憶するもので、例えば教師は次のような組を読み上げる。

「青い：箱」、「よい：日」、「野生の：鴨」。その後で生徒が、この単語の組を記憶したか

どうかをテストする。テスト問題は、まず教師がこの場合「青い」を読み上げ、その後

で「空」、「インク」、「箱」、「ランプ」など四個の言葉を順に読み、その何番目が正解か

を生徒の前にある四つのボタンを選択して押すことで答えさせるのである。この場合は

「箱」が正解であるから三番目のボタンを押せば正解となる。 

誤っていれば教師役の被験者は送電器のスイッチを押さねばならない。しかも誤るた



びに十五ボルトずつ電圧を上げることになる。そして七十五ボルトぐらいまでは、生徒

はショックに対して教師役が気が付くような反応を示さないが、九十ボルトなると独り

言のようにぶうぶう言い始める。百五ボルトぐらいまでは、その状態が続くが、百二十

ボルトでは大声で苦痛を訴える。百三十ボルトになると、苦しそうなうめき声になり、

百五十ボルトでは「もう実験はやりたくない」と言う絶叫になる。 

 教師役の被験者はときどき躊躇して、実験主催者（つまりミルグラムたちに）にもっ

と続けるのかどうか助言を求める事がある。あらかじめ、そのような状況を想定してあ

り、その時のために一連の勧告の言葉が用意されている。それらは「お続けください」「実

験のために、貴方は続けることが必要です」「貴方が続けることが絶対に必要です」「迷

うことはありません。続けるべきです」の四つのパターンである。更に教師役のためら

いが強い時のために二つ目の勧告群が用意されており、それらは「ショックは強いかも

しれませんが、皮膚組織に損傷が残ることはありません。どうぞ、お続けください」「生

徒がどう思っても、彼が単語の組を正しく学習するまでは、続けねばなりません」の二

つであり、その二つの内の一つを選んで教師役に聞かせる。以上の二つの勧告が効き目

がなくなれば、更なる勧告なるものはなく、二人のペアの学習は終わる事となる。 

実際、電圧が百八十ボルトになると生徒は「痛くてたまらない」と絶叫し続け、二百

七十ボルトでは苦悶の金切り声になる。三百三十ボルトになったところで、生徒の反応

はなくなってしまう。教師役の被験者は生徒が苦悶の状況を見せる頃から、実験者に抗

議したり、とくに反応がなくなってしまうと、「生徒に何かおこったのではないか、見て

ください」と実験者に頼んだり、「彼が死んでしまったらどうするのですか」と訴えたり

した。しかし、その度に前に書いた勧告が適宜使われ、実験は継続されたのである。教

師役のかなりのものが四百五十ボルトの電圧まであげた（条件を変えて実験を１～４ま

でやっているが、実験１では 65.0%、実験２では 62.5%、実験３では 40.0%、実験４で

は 30.0%）。 

 

本題 

 服従は、社会生活構造の中で、最も基本的な要素の中の一つである。ナチスドイツ政

権下で、ユダヤ人大量虐殺が可能だったのは、ものすごく大量の人間が命令に従ったか

らである。服従とは、個人の行動を政治目的に結び付ける心理メカニズムである。 

 

 ヒエラルキー組織。 

  

 エージェント状態。権威システムに参加する人物は、もはや自分が独自の目的に従っ

て行動しているとは考えず、他人の願望を実行するエージェント（代理人）として考え

るようになる。人がエージェント状態にあるというのは、その人が自分について、他人

の願望を実行する道具にすぎないと己を定義している状態を指す。 



 

エージェント状態←→自律状態 

 

人がエージェント状態に入る基盤を作った要因の一つに学校がある。子供は、個別の

具体的なカリキュラムを教わるだけでなく、組織の枠組みの中でどう機能すべきかを学

ぶ。権威が傲慢さをだまって見逃したりはせず、激しく逆襲することも学び、権威に対

する唯一適切かつ居心地のいい対応は従うことである、ということを観察する。若者の

人生の最初の 20 年は権威システムの中で解要素として機能するのに費やされる、そして

自分より権威をもつものと調和するためには、根底に服従の姿勢がないといけないこと

を学ぶのである。 

 エージェント状態への移行の結果として最も大きいのは、その人は自分を導く権威に

対しては責任を感じるのに、権威が命じる行動の中身については責任を感じないという

ことである。従属的な立場の人間が感じる恥や誇りは、権威が命じた行動をどれだけき

ちんとこなしたかによって決まる。その行動はもはや良心によって制約されない。 

 

２節：社会的合理性 

社会的な地位を確保する動機である。自分を周りと差別化するために排除をする。また

は、上位集団から迫害を受けないために命令に従う。社会からの要請に従うという理由

である。その根源的な理由は心理的合理性につながるが、直接的な契機は「外部からの

ニーズ」である。 

 

＜天皇と部落差別＞ 

日本における部落差別は江戸時代に「えた・ひにん」という身分制により制度的に確立

した。彼らは「けがれた」ものとして社会的差別を受けるようになるが、この身分制度

によって差別が開始されたわけではない。この差別の起こりは、「けがれ」と対なる存在、

つまり「神聖な」存在である天皇の起源と根を同じくするという説がある。 

事の発端は天武大王である。 

 

「大王天武は、周知のように、壬申の乱を起こして、王位についた人物である。彼の手

は、この戦いで死んでいった多くの将兵や近江朝廷方の人びとの血で、真っ赤に染まっ

ていた。清浄なる君主とは、ほど遠い存在であった。」（山中順雅 「被差別民とその部

落の起こりと歴史」より抜粋） 

 

天武天皇は、681 年に大祓（おおはらい）というデモンストレーションを行った。このこ

ろから自身を天皇と称し始めた。このイベントで、自身を神、奴婢を奴隷にしたのであ

る。大祓とは、道教の神事であり、罪・穢れ・災いを何かの道具に付着させて捨て去る



ことで世を清める行為である。その道具を形代（かたしろ）という。通常形代は、木製

や金属製の人形である。しかし、天武天皇はこの形代に奴婢を使用した。通常の形代は

祓が終われば捨てるなり、焼くなりできたが、人である場合、そういうわけにもいかな

い。こうして、罪や穢れが付着した人が誕生した。さらに、当時は罪・穢れ・災いは伝

染すると考えられていたため、人々は奴婢を遠ざけるようになった。部落の誕生である。 

 

「人間を形代にするという型破りを行い、良民を驚かせ自己の権力の絶対性・独占性を

顕示したかったのではないか」（山中順雅 「被差別民とその部落の起こりと歴史」より

抜粋） 

また、自身が戦で大勢を殺した罪を奴婢になすりつけるという目論見もあったと考えら

れる。 

つまり、天皇の神聖化と部落差別は同様の発生経緯・起源なのである。 

 

＜魔女狩り＞ 

魔女狩りとは、キリスト教と土着信仰との権威競争であった。魔女は土着信仰の象徴の

ようなものであったため、それを悪魔と貶めて、“浄化の炎“によって公開処刑すること

でキリスト教の優位性を獲得しようとした運動であった。 

また、スケープゴート的な側面もあり、当時流行していたペストなどの社会不安を全て

魔女の仕業と決めつけた。それだけでなく、「ワインの味が悪い」「ミルクの出が悪い」

などといった些細なものまで全て魔女の責任とされた。 

 

３節：集団心理 

ここまで、人間が排除する理由を確認した。これらはどれも常識とは異なった価値観に

基づいた意思決定がなされている。どうして、それらを止める人々が現れなかったのか。

また、むしろ賛同してしまったのか。 

人は集団になると、個人レベルで批判能力があっても機能しなくなることがある。無知

になり、非常識になる。そういった現象を説明する理論が群衆心理と群生秩序である。 

 

＜群衆心理＞ 

「群衆心理」とは、ギュスター・ヴ・ルボンの理論である。群衆は思考力を持たず、興奮

しやすい。集団であるため、個々の責任能力が減り、無責任な言動をし出すものが出てく

るが、それは自分が罰を受ける可能性は低いと思っている（集団に埋もれているから）か

らである。 

 

錯覚・暗示・感染という群衆の特徴がある。これらは、一般の賛成を得ると著しく増大す

る。たとえば、ある親の子供が行方不明になっている状態において、仮死状態の別人の死



体を見つける。周りの人たちが「あなたの家の子供ではないか」と言う。ある親は「うち

の子だ」と勘違いする。 

○他の特徴 

衝動的で興奮しやすい。批判力と判断力の欠如。 

印象で決める 

（比例税と消費税）比例税は消費税よりも負担が軽いが、消費税に比べて「多く払ってる

感」があるので、群衆は比例税に反対し、消費税については特に関心を払わない。 

数は関係ない（三人でも群衆） 

距離も関係ない（遠距離でも、共通の問題や理念をもつと群衆化することがある） 

“感動”があると、集団精神をみせる 

 

＜群生秩序＞ 

群衆の様子を別の側面から論じた理論が群生秩序である。 

群生秩序とは、いじめ問題の第一人者である内藤朝雄さんの提唱する現象である。その中

身は、「ある集団における空気・価値観」である。 

集団においては、多かれ少なかれこの群生秩序が発生する可能性がある。虐待が発生し

ている集団においては、「虐待を志向・是認する空気・価値観」が生まれてしまっている。 

 

２つの理論をまとめると、「無知化した群衆の内部には秩序が形成されている。群衆は外部

の影響を受けやすく、興奮しやすい。群衆の秩序（＝群生秩序）は思想統制をつけやすい

のではないか」という仮説が出てくる。 

この仮説の注意すべき点は、ルボンの「群衆心理」に土台を置いている点、つまり、群衆

の批判能力は個人にいくら力量があっても変わらないのであり、その意味で群衆が賢くな

る可能性はないと考えているところである。 

 

１．監視者が現れる 

２．プロパガンダによって、偏向した考えが常識として受け入れられるようになっていく。 

 あるいは、恒常的な重労働などによって思考力を奪われる。 

３．全員がやる中、自分だけ拒絶することで集団から疎外の対象になることへの恐れる。 

４．大勢がやっているという事実＋現実が好転しているという事実（一部、プロパガンダ）

＋問題の大きさ、という複合的なところから思考停止状態に陥る。 

 

１）まず指導者層から下りてきた命令やプロパガンダによって広められている思想を大義

名分とし、その実行に熱意を傾ける個人が現れる。彼らは監視役としての機能を担うこと

になる。隣組において「非国民！」と叫ぶ人たちである。魔女狩りにおいての学校の教師

のように魔女の疑惑を嗅ぎつけると命令されてもいないのにそれを詳細に聞いて密告する



者たちである。 

彼らは大義名分を自分の個人的な恨みと結びついている例が多い。隣組の例で言えば、

戦争で家族を殺された人が「この隣組を担うことこそ、恨みを晴らすこととなる」と熱意

を傾ける。 

それだけでなく、組織に従うという服従の心理が働いている場合や、名誉などの承認欲

求で動いている可能性も考えられる。 

 

２）常識になってしまう原因としては、その集団秩序と市民社会の秩序のどちらが、当人

にとって身近なのかということである。学校社会で言えば、彼らは必ず学校に行かなけれ

ばならなくなり、学校社会が当人にとっての全てと言っても過言ではない。学校での立場

が危うくなれば、彼らの人生が危うくなるも同然である。それはその社会から逃れること

の困難さ、その社会に接している時間の量に起因する。 

 

３）このような集団においては、集団に下ってきた命令に反論を加えているだけなのに、

まるで国民を敵に回したかのような扱いを受けることがある。その原因は連帯責任として

集団が罰せられる可能性もある。 

 

４）以上の理由に加えて、情報の不足や問題の複雑さの影響で問題分析が困難なため、現

状を受け入れざるをなくなる。 

 

これらの中間集団においては、４つの階層がある。被害・加害・はやしたてる・無関心の

４層構造である。 

 

4 章：虐待の分析 

ここまで、国家は根源的には暴力の正当的蓄積にするものであることを確認した。これか

ら主にナチズムを、補足的にポルポトにおいて、これまでの章で確認してきた原理を当て

はめ、分析をする。結論を先に述べてしまえば、指導者と指導者層を包括した上級階層と、

中間集団である下級階層で、排除に到ったうえでのメカニズムが違うのである。 

 

まずは当時のナチズムの具体的な状況を確認する。随所に国民がヒトラーの考えを受け入

れざるをない背景があることがわかるだろう。 

 

１：ナチズムの発生過程（ワイマールからナチスへ） 

１９１８年１１月９日、ドイツ革命が起こり新しい共和国が生まれた。第一次世界大戦

の敗北の結果、起こった革命であった。この戦争が１９１４年に開始されて以来、戦局は

圧倒的にドイツの優勢であった。しかし、ドイツの予想に反して戦争は、東西両戦線にわ



たって膠着し、これを突破することは不可能であった。こうした中、戦争は長期化してい

き国民生活は次第に苦しくなった。ついには、休戦条約をヴェルサイユ宮殿にて調印した。

（ヴェルサイユ条約）この条約は、敗戦国のドイツに戦争責任があることを明確にして、

ドイツの賠償の義務を規定した。今までも、戦敗国が戦勝国に償金を支払うことは慣例で

あった。しかし、それを戦争責任という道徳的問題に還元することは例のないことであり、

かつそれを理由として、連合国側の被った損害をすべて賠償せねばならず、負担不可能の

巨額となった。 

その後ドイツは、賠償の支払いが不可能となり連合国にモラトリウムを要請したが、拒

絶された。そのうえ、フランスがイギリスの反対を押し切って、ルール地方への出兵を断

行した。占領軍は工業施設を占領して石炭、木材等の物資の提供を命じた。公共の金庫、

私企業の労働賃金にいたるまで差し押さえた。ドイツ最大のルール工業地帯が、活動を停

止したことによって被る損失は莫大なものであり、インフレが加速度的に昂進した。イン

フレは、都市の中産階級を破滅させる働きをした。多年の堅実な生活によって貯えた貯蓄

はゼロに等しいものとなり、その生活程度は労働者と変わらぬものとなった。彼らは社会

の中枢として下層の大衆とは異なる品位ある生活を維持し、それを誇りとしていた。彼ら

にとって、社会の最底辺に落ち込んだことは耐えがたい苦痛であった。 

しかし、１９２４年から１９２８年にかけてドイツ経済は繁栄を迎えた。そのため、資

本家に利潤をもたらし、労働者の生活状態も著しく改善した。だが、この期間のドイツ経

済の驚異的といわれた復興は、アメリカ資本の力によったものであった。アメリカから流

入した資本はもちろん工業生産にも向けられたが、非常に多くの額が公共投資、特に地方

自治体の施設拡充のために用いられた。したがって、やがて世界経済恐慌が襲来したとき、

ドイツ経済が最も大きな打撃を受けたのは当然であった。 

ドイツ国民は、ビスマルク以来、官僚の支配に馴れており、自ら国家を形づくるという

意識と慣行に欠けていた。その彼らが敗戦によって突然、民主主義と政党政治という新し

い実践を課せられたとき、どのように駆使するか迷った。そして政党政治がいたずらに混

乱した時、彼らは共和国をむしろ重荷と感じるようになり、上からの強力な支配を求めた。

その一方、第一次大戦後、ドイツ国民は何らかの現状打破を要求していた。ここに国民の

不満を最高度に刺激しながら、外来思想および異人種の排撃を求めるナチスが国民の異常

な人気を博する理由がある。ドイツ人は目前の苦境に追われて、社会と人間の存立のため

に最も重要なものがなんであるかを認識することを忘れた。そしてそれを破壊する者が民

主主義の制度を悪用してその力を伸ばそうとする時には、あらゆる手段をもってそれと闘

わねばならないことを知らなかった。それがヒトラーを成功させた最大の要因である。 

 

２：ホロコーストへの過程 

１）ドイツの巨大な官僚機構（官僚・軍・産業・政党）こそホロコーストを推進し、ま

さに完璧なまでにユダヤ人の絶滅を完遂した中心機関である。 



→個々の官僚たちが創意工夫を凝らして絶滅政策（ユダヤ人虐殺）を全体として完璧な

ものにした。 

 

２）絶滅過程は、まずユダヤ人の定義から始まる。ついで、財産収用が開始され、そし

てユダヤ人のゲットー収容、最後にヨーロッパユダヤ人の抹殺が決定された。移動殺戮

部隊がロシアに派遣され、その他のところでは犠牲者たちは絶滅収容所へ移送された。 

 

例①）ユダヤ人の定義 

・祖父母のうち 3人以上がユダヤ人 

・祖父母のうち2人以上がユダヤ人でかつ1935年9月15日の時点でユダヤ教に所属し、

あるいはその後に加入。 

・1935年 9月 15日の時点で 4分の 3あるいは完全なユダヤ人とすでに婚姻関係にある

かまたはその後に結婚した者 

・4 分の 3あるいは完全なユダヤ人との内縁関係から生まれた者および 1936 年 7月 31

日以後の結婚により生まれた者。 

 

例②）ユダヤ人の財産を没収するための法律 

・官僚は、ユダヤ人が帰ってこないことを前提に遺産を処理する手続きまでしていた。

この手続きを進めるために法律を作成した。1941 年にユダヤ人はドイツ帝国の国籍を

持つことができず、そのようなユダヤ人の財産は帝国のものとなる。 

 

３）こうした過程において官僚は、古くからの法的手続き上の原則・条件における障害

を認識した。そこで、彼らが望んだことは無制約的な行動であった。それゆえ彼らは、

形式的な書類による命令が徐々に手続きとして破棄されていく雰囲気を醸成した。諸法

律→施行命令→省あるいは地方の命令や条例→社会に対する法律や命令の公告→必要

不可欠な場合の地方官史による告示→非公表の文書による命令→下僚に対する非公表

の非限定的権限付与→口頭による命令と権限付与→指示・説明を必要としないで決定を

なしうる官史の基本的了解（一連の過程） 

 

４）絶滅政策の全作業を担った官庁はなかった。ある特定の機関が特定の措置の実行過

程における指導的役割を果たしたとしても、全過程を方向づけ調整した機関は存在しな

い。ユダヤ人の絶滅のエンジンは、まとまりのない分岐した機構であった。 

 

５）絶滅政策は、官庁のあらゆるレベルで率先した行動を促進する雰囲気によって高め

られた。各省庁には、ユダヤ人問題の専門家がおり、国家保安本部の移動殺戮部隊もあ

り、絶滅収容所の司令官もいた。 



 

６）ユダヤ人の反応パターンの特徴は、抵抗がほとんど欠落していた。ドイツ側の宣伝

とは極めて対照的に、ユダヤ人の抵抗は、公然としたものも内密なものも非常に少ない。 

 

・指導者層の虐待のメカニズム 

まず、指導者と指導者層は、国家の維持という目的が念頭にある。つまり、暴力の蓄積と

富の徴収の正当性を確保することである。また、その正当性の維持のために国内の不満を

統治者である自分達ではなく、外部に向けさせることである。そのために敵を作る。 

 

ナチズム：ユダヤ人 

ポルポト：自国民 

 

この２つの違いは指導者の考えた理想の実現の差にあった。ヒトラーの頭には確固たる

優生学思想がある。「アーリア人こそ最高であり、ユダヤ人は劣等」という二項対立のこと

である。 

一方、ポルポトは「自国の共産主義化を完成させる」という政治的な理想があり、その

実現のために内部を徹底改革するという考えだった。アメリカやベトナム・中国にもポル

ポトは個人的な恨みがあったが、それを果たすのもまずは国内整備を完全にしてからとい

う考えだったと思われる。 

このような意図によって、排除は行われたのであるが、これが執行者層と群衆にどのよ

うに広まったのかを見ていく。 

 

・執行者層における虐待のメカニズム 

まず、執行者層である。こちらはナチズムもポルポトも虐殺に対して異論を唱える声が

あった。また、現実に適合しない政策に対する現場の不満や成果の出ない現状を訴えよう

とする者もいた。しかし、それらはしばらくすると出なくなった。 

その理由は、大きく自己防衛と承認欲求にある。それぞれを当時を象徴する様子で表す

と「けちをつける者は死刑」という風潮と「エスカレートした個人崇拝」である。 

 

以下は、参事官であり、法学博士であったてテーオドーア・コルゼルト氏への民事裁判の

判決文である。 

 

「ドイツ民族の名において 

国防力破壊工作容疑で目下未決拘留中の（中略） 

テーオドーア・コルゼルトはロストックの市電の中で・・・総統は罷めなければならない、

もう我々が戦争に勝つことはないし、誰だって生きたまま焼き殺されたくはないから・・・



と語った。 

 指導的立場にあり特別な責任を有する人物でありながら被告はその言動によって忠誠宣

言を破り、我がナチズムの勇敢なる防衛の心構えを鈍らせ、それによって敵を助けること

となった。被告はその名誉を永久に失った。ここに死刑に処する」（H・フォッケ、U・ラ

イマー「ナチスに権利をはく奪された人々」より抜粋） 

 

このような厳しい言論統制において、理性的に判断できる層は、処刑や左遷されるという

生命的・社会的暴力によって反論できない状況にあった。 

 

また、 

「若いヒトラー政権の無謀な行動に歯止めをかけるべき勢力として入閣した高齢の政界実

力者フーゲンベルクやパーベンなどは、わずか数カ月のうちにヒトラーとその一味の独走

に押し切られ、その存在意義を失っていった。こうして「ヒトラーの意志はすなわち法で

ある」（H・ゲーリング）という体制が現実化していった」 

「無謀なヒトラーの軍事行動に対し、軍部はいろいろな懸念、ためらいもあったが、第一

次大戦の屈辱をはらし、強大なドイツ国家の再生と生存圏拡大の構想に共鳴していた将軍

たちは、進んでヒトラーの侵略戦争に加担していった。」 

（大澤武男 「ヒトラーの側近たち」より抜粋） 

というように、ヒトラーへの個人崇拝は個人の心理的合理性を満たす期待という形で肥大

していった。そのほかにも、服従の心理や投影的自己同一性によって虐待をおこなうもの

がいた可能性はある。 

このような背景によって、無茶な命令は国家の意図をよく知らない群衆の元に下りてい

くこととなる。 

 

・群衆における虐待のメカニズム 

群衆においては、群生秩序の影響が大いに出る。問題なのは、虐待を志向・是認するよう

な価値観・空気がどのように生まれてしまったのかという点である。 

群生秩序は、さまざまな個人より構成されているために 3 章で紹介した要因全てが当ては

まる。ナチズムやポルポトのどういった要素がそれらの要因をどのように満たしているの

かを確認する。 

 

まずは、軍人と密告者がその役割を担った。人々は軍人のもつ暴力におびえながら命令

通りに働く。密告は体制への不満を口にするだけで処刑されるほどであった。 

さらに、プロパガンダや恐怖から言うことを聞かざるを得ない状況において、１人だけ離

反することは同集団から恨みを買う可能性は十分にある。しかも、その集団が入手可能な

ものではなく、生活の一部になっているような場合（ナチズムにおける官僚制・学校にお



ける学級制・ポルポトにおける村）は一度阻害されれば逃れることが不可能になる。相当

なリスクである。それを犯してまで反抗しようとするものがどれだけいるだろうか。 

→自己防衛 

つぎに、重労働による思考力低下と思想統制による思想の刷り込みが挙げられる。ポル

ポトにおいては重労働を強いられていた。ナチズムにおいては恒常的な重労働よりもプロ

パガンダの影響が大きいだろう。ただ、時代背景として失業者など生きていくことが困難

で富になんとかしがみつきたかったという意味で思考力が奪われていたという可能性はあ

る。敗戦という劣等感が戦争による勝利・不景気回復という現象により、解消されていっ

たことも背景にあるはずだ。ちなみに、ヒトラーはラジオ放送を国有化し、優生学思想な

どを宣伝した。企業や職場での共同聴取を放送監視員をつけて強制させた。また、党大会

において演説による思想教育をおこなった。 

始めは外部要因から強制されたものでも、実際にそれを命令している指導者の世におい

て景気が回復し、外国に戦争で勝つことができると、肯定し始める心理は理解できなくも

ない。さらに大勢がそれによって納得し、どこか納得がいかないにしても、納得できない

原因を解明したところで暴力的に鎮圧もされるし、仲間もできない。加えて問題も複雑で

あることから人々は徐々に思考停止状態になることだろう。 

→受け入れた原因 

 

・まとめ 

指導者は、暴力の蓄積のために絶えず敵を想定する。執行者層は自己防衛が生ずるよう

な暴力統治と思考力の低下が起きるような個人崇拝が発生すれば、愚かな命令も執行して

しまう。そして、群衆も自己防衛が生ずるような暴力統治や指導者が社会不安を解消する

と虐待をする秩序が形成されてしまう可能性があることを確認した。 

 

5 章：対処策と方向性 

今後の発生可能性を考える。4 章で確認した「けちをつける者は死刑という風潮」と「エ

スカレートした個人崇拝」を克服することができれば、この論文で紹介した形での虐待の

発生は起きないものと考える。 

なぜならば、指導者が敵を想定することは国家の維持には欠かせないものである。あと

はその敵の想定が虐待に結び付かないように執行者層が批判的役割になる可能性や群衆が

虐待を志向・是認する秩序にならない可能性を考えなくてはならない。4 章にて確認した通

り、執行者層と群衆を無力にしているもので、共通するところの多いものは上記の二点で

ある。 

 

まず、「上記の要素が発生しない可能性」であるが、たとえば個人崇拝は国難に陥った時

などの社会不安が醸成されたときに生じる。それは個人の虐待につながる恨みの感情など



が生じるからである。国難の具体例は、戦争・不景気などである。話は自然と、今後の戦

争発生可能性や経済耐久性にシフトするが、それらを考察するだけで１つの論文ができあ

がりそうなので、この話はご遠慮させていただく。 

 

ここで考えたいのは、「上記の要素が発生している」場合においても「虐待が発生しない可

能性はあるかどうか」である。 

 

4 章で考察したように、執行者層においては理性的に判断できる人材は、おそらく存在す

るのである。そして、虐待政策は大体においてその非効率さ・無意味さが指摘されるので

あるが、それが指導者の行動改善につながらないのである。 

なぜかといえば、それらの指摘が指導者の脅威にならないからだろう。いくら政策の不

備がしてきされたところで、とたんに景気が悪くなるわけでも国家の必要条件である暴力

の正当的蓄積が損なわれるわけでもない。国家の設定する敵の存在があいまいになるわけ

でもない。国家の維持という観点からすれば、目の前に危機が現れるわけではないのであ

る。長期的視野に立って意思決定ができる指導者であれば耳を貸すかもしれないが、そう

いう指導者が虐待政策という長期的にみれば非効率で損失の多い政策を決定することは考

えられない。 

 

では、虐待を発生させないための課題は「どうやって指導者に危機感をもたせるか」であ

る。 

 

結論からいえば、外部に情報を漏えいさせることだろう。ナチズムやポルポト政権下と

違っているのは、情報社会になっていることだ。匿名で情報発信をすることができる。発

信内容は、「〇〇（指導者）が農民同士で密告をさせ、非人道的な理由で処刑させることを

促している」といった内容である。他国に干渉することで国際影響力や資源獲得をしたが

る先進国はいくらかある。そういった先進国が情報を聞きつけ、人道的理由を盾に国際連

合で干渉の承認を受けて、当該国に経済的・軍事的干渉をすることは十分可能なのでない

だろうか。 

すると、過去には指導者に「直接異議申し立てをする」という方法しか存在しなかった

が、現代は「間接的に異議申し立てをする」という方法が情報技術により、可能となった

ことで内部暴走に歯止めをかけることができる可能性が出てきた。 

ただ、これにはアクセス制限がかけられていないことや、その国に資源的価値があった

り、先進国が眼をつけるような価値があるかどうか、リーク内容に先進国の危機を煽るよ

うな情報を嘘でもいいからつけられるかどうかが必要となってくる。 

 

おわりに 



2 章において明らかであるが、私の立場は「国家は虐待の理由を潜在的にもつ」というも

のである。それは暴力蓄積の正当性を確保すべく「敵の想定」が必要だからである。 

大切なことは、「敵の想定」が虐待につながらないようなガバナンスを整備することだ。

しかし、ガバナンスを整備しても、個人の権限が暴走し、国家のもつ暴力が内部に向けら

れた場合、言論統制・思想統制が発生してしまい、虐待が起きる可能性が高くなってしま

う。本稿の言葉で言えば、執行者層と群衆の自己防衛意識が強くなり、極端に保守化して

しまうのである。 

そうならないために、我々ができることは独裁者を作らないことだろう。ナチズムが誕

生したドイツは民主主義であった。だから、ナチズムも選挙で選ばれたのである。そのナ

チズムが不景気を解消し、失業問題の打開策を打って、国民はナチズムに全幅の信頼を寄

せた。そのまま全権委任法すら認めてしまった。ある意味、ドイツ国民がヒトラーを独裁

者にすることを認めてしまったのである。 

独裁者を作らないためにも政治に対する知識をもち、楽観的にならず正しい判断を心が

けることが虐待国家を作らないために、また我々自身が虐待者にならないために必要なこ

となのである。 
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