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１．集団主義 

(1) 共同体復古主義と友愛幻想 

高度経済成長が始まった昭和 30年代の日本、貧しいながらも未来への希望を抱いてい

た人々が地域共同体（後述するように、私は「地域公共体」と呼ぶべきであると考えて

いる）や共同体的な会社（後述するように、私は「イエ型集団」であると考えている）

の中で助け合って生きていた時代、例えば、「おじさん、おばさんが近所の子をわけへだ

てなく、叱ったり、何かを教えたり、または子どもたちはガキ大将を中心に路地で元気

に遊んだり、大人同士の付き合いも、気軽に縁側で茶のみ話ができたり、ちょっと道を

外れそうな若者も、とりあえず近所のみんなで支えあったり、なんていう、例えばフー

テンの寅さんのような感じ、または三丁目の夕日的な、昭和 30年代の下町的な、そんな

地域共同体のイメージ」（永山彦三郎著『現場から見た教育改革』P.154）を“古き良き

日本”であると理想化して、“家族的で暖かい人間関係にあふれた共同体”を復活させる

ことによって“美しい国”を作り出そうと主張する人たちがいる。本稿では、そのよう

な思想を「共同体復古主義」と呼び、そのような思想の持ち主を「共同体復古主義者」

と呼ぶことにする。 

  他方、伝統的な共同体が構成員の個性を抑圧し、自由を奪ってきたことを批判し、価

値観を異にする者同士が、互いの価値観を尊重し合いながらも、心を通い合わせ、相互

信頼の絆を結ぶという組織集団（「友愛幻想型集団」と呼ぶことにする）を作り出し、そ

れらが共存することによって、多元的な市民社会を形成することが必要だと主張する人

たち（「友愛幻想家」と呼ぶことにする）もいる。 

  「友愛幻想家」には、①後述する「理性信仰」を抱いている「理性的友愛幻想家」、②

後述する「修正型自生的世界モデル」と「自生的調和信仰」を抱いている「自生的友愛

幻想家」、③後述する「相互推察型至誠的世界モデル」と「相互推察型至誠的調和信仰」

に基づいた「至誠的友愛幻想家」の３タイプがあると考えている。「理性的友愛幻想家」

は、人々が理性的に物事を考えて、理性的に話し合うようになれば、「友愛幻想型集団」

が実現すると考える。「自生的友愛幻想家」は、さまざな規制を廃して、人々が心の赴く

ままに行動できるようにすれば、「友愛幻想型集団」が実現すると考える。「至誠的友愛

幻想家」は、人々が誠意を尽くして話し合うようになれば、「友愛幻想型集団」が実現す

ると考える。 

私は、「友愛幻想型集団」は、人間が持つ本能を無視した夢物語に過ぎず、現実には実

現不可能なユートピア（どこにもない場所）であると考えている。このことは、歴史が

証明している。人類の歴史は、相互不信に陥って、侮蔑し合う者同士が、憎しみ合い、

争ってきた歴史である。血のつながった親子・兄弟でも、心を通い合わせ、認め合うこ

とができない場合がある。他人同士ならば、なおさらである。理性を働かせて、感情的

に気に食わない人とでも「心を通い合わせて、認め合え」と言われも、そんなことは無

理である。誰とでも誠意を尽くして話し合えば、分かり合えるというようなことはあり
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えない。人々が心の赴くままに行動できるようになったら、感情的に気に食わない者同

士でけんかになるだけである。後述する「理性信仰」が、「友愛幻想型集団」は実現でき

るという幻想（「友愛幻想」と呼ぶことにする）を生み出しているのである。 

  私は、「共同体復古主義」も「友愛幻想」も集団主義の一種であり、「組織集団の中で

人々が助け合って生きていくことが善き生き方である」と考え、「組織集団が善きもので

あると認める“共通善”（common good）の実現を個人の自由よりも優先する」と考える

という点では同じものであると考える。「共同体復古主義」と「友愛幻想」の違いは、「共

同体復古主義」では、“共通善”は共同体の伝統によって既に与えられていると考えるの

に対して、「友愛幻想」では、“共通善”は「友愛幻想型集団」に参加した人々の話し合

いと合意によって作り出していくものである（「自生的友愛幻想型集団」では、“共通善”

は自然に生まれる）と考えるという点にある。 

「11.学級生徒集団」で述べるように、教育関係者には、「共同体復古主義者」や「友

愛幻想家」が多く、小・中・高等学校の学級を“家族的で暖かい人間関係にあふれた共

同体”や「友愛幻想集団」にしようとする人が多いが、そのような試みはことごとく失

敗し、学級は、相互不干渉の立場をとる小規模グルーブが分立する状態になってしまっ

ている。 

 
(2) 集団主義の誘惑 

山田昌弘氏は『新平等社会』で、次のように述べている。 

 

ニューエコノミーは、……労働者を二極化させる。……専門的中核労働者は、創造

力……、想像力……、情報スキル……、美的センス……が必要な仕事に就き、高い生

産性を発揮する。……一方で、定型的作業労働者は、スキルアップが必要でない仕事

……、マニュアル通りに働けばよい仕事……に就き、生産性の大きな上昇は期待でき

ない。（P.98） 

スキルアップの必要のない職は、いくらでも代わりがいる職でもある。自分という

存在は、単に労働力に還元され、自分が必要とされるという実感がわくことはない。 

つまり、会社や市場から「個人として」、必要とされる人と必要とされない人に分けら

れる。（P.102） 

最近、ソシアル・キャピタル（社会関係資本）への注目が集まっている。ロバート・

パットナムらは、職場、親族、宗教組織、趣味のサークルなど、人々がもっている人

間関係が、社会生活にとって不可欠であると主張している。私なりに……解釈すれば、

社会関係資本とは、自分の努力をきちんと評価してくれる関係性とも言える。……努

力してその集団の中で評価されることが「希望」をもたらすのだ。（P.177-178） 

1990 年代後半、経済社会構造の大きな転換が起こった……物を作って売るという工

業が主要な産業であった時代から、情報やサービス、知識、文化などを売ることが経
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済の主流になる時代への変化である。……ニューエコノミーでは、物作り主体のオー

ルドエコノミーとは違って、商品やシステムのコピーが容易である。そこで生じるの

が、コピーのもとを作る人と、コピーをする人＋コピーを配る人への分化、マニュア

ルを作る人と、マニュアル通りに働く人への分化なのである。それは、将来が約束さ

れた中核的、専門的労働者と熟練が不要な使い捨て単純労働者へ、職業を分化させる。

（P.245-246） 

 

また、稲葉陽二氏は『ソーシャル・キャピタル入門』（P.186）で、次のように述べて

いる。 

 

国際競争のもと、すべての業態で効率化が求められ、仕事が細分化し、誰でもでき

るようにマニュアル化していき、正社員がアルバイトや派遣などの非正規社員に置き

換わり、今日初めて出会った者同士でも仕事ができる。それに伴って、人は、人と人

との関係があって初めて存在できる「人間」から「ヒト」というモノになっていった。 

 

「ニューエコノミー」「国際競争」のもとでは、「マニュアル通りに働く人」「熟練

が不要な使い捨て単純労働者」「アルバイトや派遣」は、「いくらでも代わり」がおり

「会社や市場から「個人として」……必要とされない人」「「ヒト」というモノ」であ

り、彼・彼女らは、見知らぬ「ヒト」の中で「人と人との関係」を結ぶことなく、働か

される。そのため、彼・彼女らは、自分を「個人として」必要としてくれる人々と「人

と人との関係」を結び、それらの人々から自分の存在価値を承認されることを求めるよ

うになる。また、「専門的中核労働者」の中には、自分もいつかは競争に敗れ、「会社

や市場から「個人として」……必要とされない人」に転落してしまうのではないかとい

う不安におびえている人がいる。そのような人々に「共同体復古主義者」は、次のよう

な誘惑の言葉をかけてくる。 

 

あなた方を苦しめているのは、“他人行儀で冷たい人間関係に支配されたグローバ

ル経済”であり、市場経済で自己の欲望を満たすことだけを目的に行動している利己

主義者たちです。人々がお互い様だからと譲り合い、助け合って生きていた“古き良

き日本”の精神を取り戻し、“家族的で暖かい人間関係にあふれた共同体”を再建し

ましょう。家族的な共同体では、すべての人々がお互いに尊重し合って、絆を結び、

安心して暮らすことができます。 

 

ジグムント・バウマンは『コミュニティ』（P.8-10）で、次のように述べている。 

 

 コミュニティは「温かい」場所であり、居心地がよく、快適な場所である。……コ
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ミュニティでは、互いの善意を期待できる。……人柄や言動が信頼でき、友好的で、

自分に好意を寄せてくれる人々の間で暮らすことを願わない人がいるであろうか。わ

たしたちは、無情な時代、競い合って人に一歩でも差をつけようとする時代、周囲の

人々が手の内を見せたり、わたしたちを喜んで助けてくれたりするとは思えない時代、

たとえ助けを求めても「他人に頼るな」という忠告が返ってくるのが関の山の時代…

…に、たまたま行き合わせている。そんなわたしたちに「コミュニティ」という言葉

は、とりわけ甘く響く。……「コミュニティ」は、今日では失われた楽園の異名であ

るが、……失われた楽園……は明らかに、わたしたちが目下住んでいる楽園でもない

し、経験上知っている楽園でもない。……これは……想像のコミュニティなのである。 

 

“古き良き日本”は過去に実際に存在した日本ではなく、「失われた楽園」「コミュニ

ティ」は過去に実際に存在した楽園・コミュニティではない。復古主義者が、過去の日

本や過去のコミュニティから、自分たちの主張にとって都合の良いものだけを抽出して

美化し、都合の悪いものは無視することによって作り上げた（捏造した）“過去の黄金時

代”のイメージである。都合の悪いものを無視する方法として良く用いられるのは、都

合の悪いことが起こったのは、非道徳的な人間や神の教えに背いた人間がいたからだと

いう説明である。そして、すべての人々が道徳的になったり、神の教えを守るようにな

ったりすれば、“過去の黄金時代”が復活すると説く。“過去の黄金時代”のイメージに

は現実の過去が一部含まれているので、実現可能性についての論証抜きに、人々に“過

去の黄金時代”が復活可能であるかのような幻想を与えることができる。この方法は抽

象的・論理的・実証的に物事を考えることが苦手な人に対して有効であり、この方法に

よって人々を騙すのが（自分も騙されているのであるが）、復古主義者の常套手段である。

中村圭志氏は『信じない人のための＜宗教＞講義』（P.157）で、次のように述べている。 

 

抽象論を重ねるだけで社会の具体的未来像が絞り込めることは希です。未来を描く

ためには、そのたたき台となるような、具体的なイメージが必要となります。同じ共

同体に属するメンバーのあいだで、一つの具体的イメージを共有するには、みなが知

っている過去の物語をつむぎ合わせて、本来あったはずの「共同体の過去」のイメー

ジを構築するのがもっともたやすい手段です。宗教家は、しばしば理想的過去のイメ

ージを夢見ます。そして、……現代という時代の要請に基づいて過去の歴史を再構成

――あるいは捏造？――します。アメリカ合衆国のキリスト教ファンダメンタリスト

は古きよき 50年代の地方小都市を夢見ると言います 

 

「共同体復古主義者」には、共同体は構成員に安全・安心を提供するというプラス面

だけを強調し、伝統的な共同体では、特定の生き方が“善き生き方”であるとして構成

員に強要されることによって、個人の自由が奪われ、弱者は共同体内で隷属的な立場に
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置かれていたという事実を無視する傾向がある。「昭和 30 年代の下町的な、そんな地域

共同体のイメージ」（永山彦三郎著『現場から見た教育改革』P.154）は、見方によって

は、「頭が固いおじさんとおばさんが、古くさいことを口やかましく言ってきて、ガキ大

将が腕力で子どもたちを支配して威張り散らし、近所の人が家庭内のことに余計な口出

しをしてきて、新しい生き方をしようとする若者を寄ってたかって妨害する地域共同体」

ということになる。鴻上尚史氏は『「空気」と「世間」』（P.190-191）で、次のように述

べている。なお、鴻上尚史氏が言う「世間原理主義者」は、私が言う「共同体復古主義

者」に似た人たちのことである。 

 

「世間原理主義者」の人たちが夢見る「ひとつの家族だった日本」「古き良き和の

日本」は、抑圧的な「世間」が、たくさんの人々を傷つけた時代でもありました。歳

や家柄が違い過ぎるからと結婚を反対されて心中したり、村ぐるみの選挙違反をたっ

た一人で告発して村八分の結果追い出されたり、兵役検査に落ちて御国のために働け

ない余計者だと後ろ指差された男が自殺してもしかたがないと言われたり、髪の色や

服装が違うだけで軽蔑的な噂話の標的にされたりする「差別的で排他的」な世界でし

た。伝統的な「世間」は、「多様性の容認」ではなく「同一性の強制」を激しく求め

るのです。 

 

「ニューエコノミー」のもとで「マニュアル通りに働く人」は、「マニュアル」という

人為的で記号化（明文化等）された明瞭なものに縛られて主体性と自由を失い、ロボッ

ト化されるが、共同体の構成員は、“慣習”という伝統的で記号化されていないものや、

“その場の空気”という記号化されず不明瞭なものに縛られて主体性と自由を失い、ロ

ボット化される。ロボット化されるという点ではどちらも同じなのだが、「共同体復古主

義者」は、伝統は無条件に善いものであり、“その場の空気”にしたがうことによって共

同体内の“和”を保つことは善いことなので、共同体内で伝統と“空気”によってロボ

ット化され主体性と自由を失うことは善いことだと考えているようである。 

伝統的な共同体が個人の主体性と自由を奪い、個性を抑圧してきたことに批判的な人

には、「友愛幻想家」が、次のような誘惑の言葉をかけてくる。 

 

思想や価値観を異にする者同士でも、理性的に話し合えば（あるいは、誠意を尽く

して話し合えば）、必ず、分かり合え、心を通い合わせることができます。したがって、

多様な生き方をする人々が、各自の生き方を尊重しながらも、互いに支え合うコミュ

ニティを作ることができるはずです。このコミュニティでは、人々は、安心と自由を

両方とも手にすることができます。また、このコミュニティが、直接民主制によって

運営され、公共領域の一部を担い、行政の政策決定過程に参加することによって、民

主主義が深化します。 
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  このような「友愛幻想」の一種に「熟議民主主義」（deliberative democracy）と呼ば

れているイデオロギーがある。熟議民主主義の基本的理念は、「その決定によって影響を

受けるすべての人が、熟議への参加者として同意できる結果だけが、民主的に正当であ

る……このとき、熟議への参加者は、自らの主張を、他者が理性的に受け入れることが

できるような理由に基づいて、提案しなければならない。しかも参加者は、自らの意見

を変容させる態度で挑み、熟議を通じて共通の理解を形成していく」（山田陽著「熟議民

主主義と「公共圏」」）というものである。 

 

(3) 理性信仰 

  「友愛幻想」や熟議民主主義の背後には、“正常な大人は、理性を持っており、理性的

に物事を考えれば、唯一の真理や正義に近づくことができるはずなのだが、迷信、欲望

などが理性の働きを妨げるために、真理や正義に近づくことができない人が多いという

信仰”（「理性信仰」と呼ぶことにする）がある。熟議への参加者が、迷信や個人的利害

から離れて、理性的に考えた結果を提案すれば、その提案は、唯一の真理や正義に近い

ものになるので、他の参加者が理性的に考えた結果とほぼ一致し、他の参加者が賛同で

きるものになるはずだと信じているのである。言い換えると、参加者すべてが理性的に

考えて、話し合えば、必ず合意に達することができ、その合意内容は唯一の真理や正義

に近いものになると信じているのである。 

理性を称賛した啓蒙主義者は、人間の神経系や感覚器官の能力的限界を無視して、①

人間は世界を正しく認識できると過信し、②確実な知識、真理に到達するための唯一の

正しい思考方法があり、③その思考方法を用いれば、どのような問題を出されても唯一

の正解を導けるというという妄想にとりつかれ、④その思考方法を理性と名付けたのだ

と、私は考える（「第 8回 能力の個人差 7.知能検査で測られる「知能」の正体」参照）。 

しかし、人間は世界を正しく認識することなどできない。「2.世界モデルと無意識的信

仰」で述べるように、人間は、中枢神経系（脳と脊髄）が、外界や身体から受けた刺激

に応じて、自分が持っている「世界モデル」のなかに動きや変化があるという「世界イ

メージ」を作り出し、その「世界イメージ」の一部を意識することを、世界の現実を見

聞きしていることだ勘違いしているのであり、「世界モデル」は現実の世界を簡略化し、

かつ、デフォルメしたものであるため、「世界イメージ」は現実の世界とは異なるものな

のである。要するには、人間は、世界についての“幻想”しか見ることができないので

ある。 

「世界モデル」の基本型は遺伝によって伝えられ、各人が経験と学習とによって、そ

の基本型を修正することによって、各人の「世界モデル」が作り出されるので、各人が

持っている「世界モデル」の基本は共通しているが、その細部は異なっている。「世界モ

デル」が異なると、同じ現実を見ても、異なった現実に見えてしまう。あなたと私では、
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見えている世界（世界イメージ）が異なっているのである。リチャード・Ｅ・ニスベッ

トは『木を見る西洋人 森を見る東洋人』（P.129-132）で、次のように述べている。 

 

1991 年、アイオワ大学で……中国人学生、ガン・ルーが、ある賞の選考レースに敗

れた。彼はその決定に抗議したが通らず、その後、就職にも失敗してしまった。10 月

31 日、彼は……彼の抗議を処理した指導教官、仲間の学生や居合わせた人々数名を射

殺した後に、自らも命を絶った。 

ミシガン大学の大学院生だったマイケル・モリスは、この事件を報じた大学新聞が、

もっぱらルーという個人の特性と目される事柄に焦点を当てていることに気づいた。

たとえば性格上の欠点（「大変なかんしゃくもち」……）……、考え方……、精神面

の問題（「成功と破壊の衝動に駆り立てられた、陰湿な精神障害をもつ人間」……）

…… 

   モリスは仲間の学生であるカイピン・ペンに、中国の新聞ではこの殺人事件がどの

ように報じられているかを尋ねた。……中国の記者は、ルーの周囲の状況に関係する

原因を強調していた。説明の焦点は、ルーの人間関係（「指導教官とうまくいってい

なかった」「殺された学生とはライバル関係にあった」……）、中国人社会における

プレッシャー……、アメリカの環境……などに向けられていた。…… 

   中国人は行動の原因を文脈に求め、アメリカ人は行為者本人に求める傾向がある。 

 

「世界モデル」が異なる者の間では、同じ現実を見ても、違うように見えている（世

界についての異なった“幻想”を抱いている）わけだから、話がかみ合わない。「世界モ

デル」の大部分は「無意識の領域」にあるため、自分がどのような「世界モデル」を抱

いているかを認識することは極めて困難であり、また、「世界モデル」が異なれば、現実

の見え方が違うということを理解している人は極めて少ないので、話が噛み合わない原

因が分からず、お互いに「おまえは現実が見えていない」と罵り合うだけになってしま

う。 

“確実な知識、真理に到達するための唯一の正しい思考方法”など存在しない。“科学

的方法”こそが“確実な知識、真理に到達するための唯一の正しい思考方法”であると

信じている人が多いが、私はそれは妄想に過ぎないと考える。“特定の思考方法” が“確

実な知識、真理に到達するための正しい思考方法”であるか否かを検証する方法がない

からである。ある思考方法が“確実な知識、真理に到達するための正しい思考方法”で

あることを実証したと主張する人がいたとすると、その人は、その人特有の「世界モデ

ル」を用いて、その人特有の「世界イメージ」を作り出し、その「世界イメージ」を前

提とした上で、その思考方法を用いて考え、“答えであると思い込んでいるもの”を見つ

け出し、その“答えであると思い込んでいるもの”を現実の世界に適用した結果を、感

覚器官からの不完全・不十分な入力情報とその人特有の「世界モデル」に基づいて解釈
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し、上手くいったと判断したという経験を積み重ねてきたということに過ぎない。その

ため、「世界モデル」や経験が異なると、その人が実証したと称する“確実な知識、真理

に到達するための正しい思考方法”が異なることになり、互いに相手のことを「あいつ

は理性的な思考ができない馬鹿だ」と思えてしまう。現在通用している“科学的方法”

は、このような“主観的な”検証方法により、自分は“確実な知識、真理に到達するた

めの唯一の正しい思考方法”を手に入れたと妄信した人々が争い、その争いの中で、多

数の支持を得て勝ち残った慣行に過ぎないのである。多数の支持を得たからといって、

それが正しいという保証はどこにもない。 

つまり、「世界モデル」と“自分が正しいと信じる思考方法”が異なる者の間では、話

がかみ合わず、「熟議」などできないのである。ただし、人間の「世界モデル」と思考方

法の大枠は遺伝的に定まっており、ヒト種に属する生物としての共通性があり、また、

文化や教育の影響を受けるので、同一文化の下に育ち、同一の教育を受けてきた者の間

では、共通部分が多くなり、かなりの程度、話が通じるようになる。しかし、共通しな

い部分に関しては、話がかみ合わず、罵り合うだけになってしまう。 

さらに、熟議民主主義の実現には、価値観の違いという障壁が立ちはだかる。「第 13

回 宗教・思想・道徳」で詳しく説明するが、価値観は基本的には信仰の問題なので、「自

らの主張を、他者が理性的に受け入れることができるような理由に基づいて、提案」す

ることなどできず、価値観の違いによる対立を「熟議」によって解決することなどでき

ないのである。 

結局、「友愛幻想型集団」や熟議民主主義は、「世界モデル」、思考方法、価値観が基本

的な部分で共通している者の間、つまり、同じ宗教、思想、学問などを学習してきた者

の間や、閉鎖的な組織集団の中だけで一生を送る人々の間でしか機能できないのである。

「世界モデル」、思考方法、価値観の基本的な部分が共通していれば、基本的な部分まで

遡ることによって、お互いの言い分を理解することができ、相違点が生じた理由を分か

り合える。しかし、「世界モデル」、思考方法、価値観の基本的な部分が異なっていると、

相手が何を言っているのかさえ、理解できない。ヒト種としての生物的共通性にまで遡

っていけば、理解し合うことができるかもしれないが、そこまで徹底的に考え抜き、話

し合うことは、普通の人間には不可能であろうし、とんでもない時間がかかってしまう。 

 

２．世界モデルと無意識的信仰 

(1) 無意識と意識 

デイヴィッド・イーグルマン氏は『意識は傍観者である』（P.14-17）で、次のように

述べている。 

 

脳は情報を集めて行動を正しい方向に導く仕事をしている。決定に意識がかかわる

かどうかは問題ではない。そしてたいていの場合、かかわっていない。……脳はたい



 15 

てい自動操縦で動いていて、その下で稼働する謎の巨大工場に意識はほとんど近づけ

ない。…… 

意識とは……新聞のようなものだ。脳は四六時中、忙しく働いていて、国と同じよ

うにほぼあらゆることが局所的に発生する。小グループがたえまなく決定を下し、ほ

かのクループにメッセージを送りだす。そのような局所的な相互作用から、もっと大

きい連携が生まれる。あなたが心の中の大見出しを読むころには、重要な行動はすで

に起こっていて、取引は成立している。……すべての政治運動は土台から積み重ねら

れていて、あなたが感情や直観や考えとしてその気配を感じる前に、止められなくな

っている。情報を最後に聞くのはあなただ。 

しかし、あなたには新聞読者にしては妙なところがある。見出しを読んで、最初に

思いついたのは自分であるかのように、その考えを自分の手柄にするのだ。……しか

し実際にはあなたにひらめきの瞬間が訪れる前に、脳が膨大な量の仕事をやっている

のだ。 

 

人間の身体の活動は中枢神経系（脳と脊髄）の制御下にあるが、中枢神経系の活動の

大半は無意識のうちに（非意識過程下で）行われており、その活動を意識することはで

きない。例えば、肝臓、腎臓などの内臓の活動は中枢神経系の制御下にあるが、そのこ

とを意識することはほとんどなく、意識的に肝臓、腎臓などの内臓の活動を制御すると

いうことはほとんどできない。中枢神経系の「無意識の領域」は、内臓や筋肉を動かす

というような機械的な活動を制御しているだけでなく、行動の選択、問題の解決、創造

性の発揮などに必要な情報処理――無意識が思考するというのは変なので、情報処理と

いう言葉にした――もしている。突然に何かをひらめいたというのは、「無意識の領域」

での長時間の情報処理の結果が「意識の領域」に上ってきたということであり、直感的

に何かを好きだ、嫌いだと思うのは、「無意識の領域」での短時間の情報処理の結果が「意

識の領域」に上ってきたということなのである。 

 

（注）人間の中枢神経系のこの部分は「無意識の領域」で、あの部分は「意識の領域」

であるというように物理的に分けることはできないので、脳の「無意識の領域」、「意

識の領域」という言い方は不正確である。本稿では、厳密性よりも分かり易さを優

先して、“中枢神経系の無意識での（非意識過程下での）活動”を 比喩的に“「無意

識の領域」の活動”と呼び、“中枢神経系の意識的な活動”を比喩的に“「意識の領

域」の活動”と呼んでいるだけである。 

 

(2) 非典型宗教への無意識的信仰 

“組織化された教団を持っている、聖典などにより教義が明確化されている、宗教儀

式らしい体裁を持った儀式を行うなど、宗教らしい外形を持っている宗教”（「典型的宗
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教」と呼ぶことにする）を“意識的に信仰すること”（「意識的信仰」と呼ぶことにする）

だけが宗教への信仰なのではなく、“教団を持っていない、教義が明確化されていない、

宗教儀式を非宗教的な儀式という体裁で行うなど、宗教らしい外形を持っていない宗教”

（「非典型的宗教」と呼ぶことにする）を“自分では気づかないうちに信仰していること”

（「無意識的信仰」と呼ぶことにする）もある。意識的にその是非を検討することが困難

であるという点で、「非典型的宗教」への「無意識的信仰」は危険であると、私は考えて

いる。なお、“「非典型的宗教」を習俗、道徳、思想等であって宗教ではないと誤解して、

その教義に従った言動をしていること”（「無自覚的信仰」と呼ぶことにする）もある。 

異なる「非典型宗教」を「無意識的信仰」・「無自覚的信仰」している者の間で、その

信仰の違いが原因で対立が生じた場合、信仰の違いが原因であるということが理解でき

ずに、相手のことを「非常識な人間だ」「頭のおかしい奴だ」などと思ってしまい、対立

が深刻化することが多い。「５．組織神格化教 (13) 日本における国家神格化教の布教」

で述べる国旗掲揚・国歌斉唱の強制を巡る対立はその典型例である。 

ブルース・M・フードは『スーパーセンス』で、次のように述べている。 

 

イギリスはグロスター市、クロムウェル・ストリート 25 番地のその家はもうない。

フレッドとローズマリー・ウェスト夫妻が 1970年代に少女たちをレイプし、残虐の限

りを尽くした末に殺害した現場。そのウェスト家を跡形なく解体撤去するよう……市

議会が命じたからである。…… 

大々的に報じられた殺人事件にかかわった家は転売が難しい。……アメリカの業者

はこうした不動産を事故物件という“烙印を押された住宅”と呼び、さばくのにたい

そう苦労する。（P.8-10） 

私は……公開講座の折に、……私の持ってきたカーディガンを着てみたい人、と尋

ねる。……怪しげな質問だし、……よれよれのカーディガンなので、受講者たちは…

…疑いのまなざしになる。……手を挙げる受講者は三分の一程度だ。……着ようとい

う人にはご褒美を提供することにする。挙がる手の数が増える。そのタイミングで、

……クロムウェル・ストリートの話を披露する……カーディガンが実はフレッド・ウ

ェストのものだっと聞いてしまうと、たいてい、ほとんどの手が下がり、気恥ずかし

げな笑いがさざ波のように広がる。受講者たちは自分の気持ちの変化がなんだか普通

ではないことに気付いているのである。…… 

無神論者でさえ、フレデリック・ウェストのカーディガンに触ると思うと、嫌悪を

禁じ得ないのだ。…… 

カーディガンのパフォーマンス……を伝えるニュースは、世界のデジタル・ネット

ワーク全体にウィルスのように広まった。……皆、激怒していた。私が痛いところを

突いてしまったから。…… 

カーディガンに対する嫌悪は、見えざる本質がこの世を汚染するおそれもあるとい
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う、誰もが持っている超自然的な思い込みを映し出し……ているのではないか。

（P.58-61） 

カーディガンのパフォーマンスは、着たくない理由を受講者たちが考える暇もない

うちに無意識の直感が素早く働いたことを、……暴露してみせた。……考えるよりも

先に、殺人鬼や殺人鬼の持ち物と物理的に接触するのは嫌だと思うのである。（P.66） 

 

殺人・強姦犯の着ていたカーディガンや住んでいた家に対する嫌悪感は、「無意識の領

域」から湧き上がってきたものであり、それは、無意識のうちに、“人に取り付いて、そ

の人が悪いことをするように仕向けたり、悪いことをするのに必要な能力を与えたりす

る霊魂（「悪性霊力型霊魂」と呼ぶことにする）が存在し、その霊魂は人から人へ、人か

ら物へ、物から人へ、物から物へと伝染する”という「非典型的宗教」（「12.いじめ」で

述べる「穢
け が

れ信仰」の教義の一部である）を信仰しているからであると、私は考える。

ウェスト夫妻に殺人や強姦を犯させたのは、ウェスト夫妻に取り憑いていた「悪性霊力

型霊魂」であり、その「悪性霊力型霊魂」はそのカーディガンやその家にも付着してお

り、そのカーディガンを着たり、その家に住んだりすると、その「悪性霊力型霊魂」に

取り憑かれて、自分も殺人や強姦を犯してしまう危険があると無意識のうちに考えてし

まうから、嫌悪感が生じるのである。 

科学的に考えれば、「悪性霊力型霊魂」に取り憑かれるなどあり得ない、そんなものは

迷信だということになるので、科学を学んだ「意識の領域」は、殺人・強姦犯の着てい

たカーディガンを着たり、殺人・強姦犯の住んでいた家に住んだりしても、何の問題を

ないと考えるはずである。「無意識の領域」の見解と「意識の領域」の見解が争った結果、

「無意識の領域」が勝利して、「無意識の領域」の見解によって自分の行動が支配されて

しまっているというのは、理性的・科学的に物事を判断して行動することを理想として

いる人には不愉快極まりないことであり、“不都合な真実”である。だから、「皆、激怒

していた」のである。そして、“不都合な真実”だから、自分の行動が“人に取り付いて、

その人が悪いことをするように仕向ける霊魂が存在し、その霊魂は伝染する”という「非

典型的宗教」への「無意識的信仰」によって支配されているということを絶対に認めよ

うとはせず、「殺人・強姦犯の着ていたカーディガンを着ると周りの人から気持ち悪がら

れるからだ」、「殺人・強姦犯の住んでいた家は転売が難しいからだ」というような一見

合理的な理由をでっちあげてしまう。他方、感情的に行動しても構わないと思っている

人の場合は、自分が抱いた感情の原因を探ろうとはせずに、「なんとなく気味が悪いから

だ」というような“原因不明の感情”を持ち出して納得してしまう。 

これらの結果、殺人・強姦犯の着ていたカーディガンを着たり、殺人・強姦犯の住ん

でいた家に住むことを嫌がる真の原因が解明されず、“人に取り付いて、その人が悪いこ

とをするように仕向けたり、悪いことをするための能力を与えたりする霊魂が存在し、

その霊魂は伝染する”という「非典型的宗教」への「無意識的信仰」がもたらしている
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問題が解決されないまま放置されてしまう。 

これと同様のことが、他の「非典型的宗教」への「無意識的信仰」でも起きている。

例えば、何かを“悪者”や“犯人”に仕立て上げて、その“悪者”や“犯人”を無くせ

ば（廃止すれば、滅ぼせば、追放すればなど）、自動的に理想の社会が実現するという論

法に基づく主張が日本中に溢れているが、この論法は、後述する「自生的調和信仰」へ

の「無意識的信仰」が生み出したものである。この論法は、問題の本質の探求を妨げ、

問題の解決を遠ざけ、“永遠に犯人探しを続ける”原因となるとともに、「12.いじめ」で

述べる「魔女狩り型いじめ」横行の原因にもなっている。感覚的に何かを“悪者”や“犯

人”と決めつけてしまうために、現行の制度や組織を徹底的に分析して、どこに本当の

問題があるのかを探求することができなくなってしまうし、自動的に理想の社会が実現

するのだから、理想の社会を実現するためには制度や組織をどのように変革すれば良い

のかを徹底的に考えるということができなくなってしまうからである。 

「非典型的宗教」への「無意識的信仰」の“有益な？”活用法もある。例えば、「この

学校で昔いじめられて自殺した子どもがいて、その子どもの幽霊がいじめっ子に取り憑

いて復讐しようとする」という話をでっち上げて、噂に流し、その子どもの“慰霊祭と

称するもの”を毎年開催して、「いじめっ子の中には事故で大けがした人や難病におかさ

れた人が何人もいる」というようなでたらめな話をすると、「そんなバカな」と言ってい

るような子どもでも、無意識のうちにその話に影響されて、誰かをいじめようとすると

何となく気持ちが悪くなって、いじめを思い止まるようになることが多いはずである。 

 

(3) 世界モデル 

ヤーコブ・フォン・ユスキュルは『生物から見た世界』で、次のような趣旨のことを

述べている。 
 
 マダニには目や耳がない。味覚もない。マダニは、表皮全体に分布する光覚を使っ

て灌木の枝先までよじ登って、じっとぶら下がり、哺乳類の皮膚から漂い出る酪酸の

匂いを感じると、その哺乳類めがけて落下し、温度感覚によって自分が温かいものに

落ちたことを知ったら、触覚によってなるべく毛のない場所を見つけ、皮膚組織に食

い込んで血を吸う。マダニは、自分の周囲に広がっている環境から、光の明暗、哺乳

類の皮膚の匂い・温度・接触刺激だけを取り出して、それらに基づいて行動している

のである。これは、光の明暗、哺乳類の皮膚の匂い・温度・接触刺激だけが（主観的

な現実として）存在し、それら以外のものは（主観的には）存在しない世界である環

世界に生きているということである。 
 マダニに限らず、全ての動物は、自分の周囲に広がっている環境から、自分にとっ

て生物学的意味がある知覚標識だけを取り出して、それらだけを主観的現実とする環

世界に生きており、その環世界はその動物独自のものである。 
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このユスキュルの環世界論に基づいて、次のような仮説を提起する。 
ある程度複雑な神経系を持つ動物は、心の中に自分を取り巻く世界についてのモデル

（「環世界モデル」と呼ぶことにする）と自分の身体についてのモデル（「自己モデル」

と呼ぶことにする）を持っている。「環世界モデル」と「自己モデル」を総称して「世界

モデル」と呼ぶことにする。 
人間の場合、「世界モデル」の大部分は「無意識の領域」に隠されており、人間は自分

が持っている「世界モデル」のごく一部しか意識できない。例えば、人間が歩くために

は、中枢神経系がさまざまな筋肉を制御する必要があり、そのためには、体のどこにど

のような筋肉があるのか、どのタイミングでどの筋肉をどれだけ動かせばよいのかなど

についての“知識”が「自己モデル」に含まれている必要があるが、その“知識”の大

部分は意識できない。 
私たちが見聞きしている（知覚している）と思い込んでいる世界と身体は、現実の世

界と身体そのものではなく、「環世界モデル」・「自己モデル」の一部であり、現実の世界

と身体の動きや変化を見聞きしているように思えるのは、中枢神経系が、外界や身体か

ら受けた刺激に応じて、「環世界モデル」・「自己モデル」のなかに動きや変化があるとい

うイメージ（「環世界イメージ」、「自己イメージ」と呼ぶことにする）を作り出し、その

イメージの一部を意識しているからである。「環世界モデル」・「自己モデル」と「環世界

イメージ」・「自己イメージ」との関係を比喩的に言うと、「環世界モデル」・「自己モデル」

は世界のミニチュアセットであり、「環世界イメージ」・「自己イメージ」はそのミニチュ

アセットの中でいろいろなものが動き回っている様子である。私たちは、世界のミニチ

ュアセットを見て、世界を見ていると錯覚しているのである。「環世界イメージ」と「自

己イメージ」を総称して「世界イメージ」と呼ぶことにする。 
「世界モデル」は、現実の世界や身体の状況を忠実に反映したものではない。ビクタ

ー・S・ジョンストンは『人はなぜ感じるのか？』で、次のように述べている。 
 
赤さという経験は、特定の周波数を持った電磁波が網膜に当たったときに引き起こ

されるかもしれないが、赤さそのものは外界には存在しない……それは、神経細胞同

士の配列と相互作用の結果として出現するもの、つまり創発的性質である。（P.20） 
腐った卵が嫌な匂いを発し、組織が傷つくと痛みが感じられ、砂糖は甘いのだとす

ると、それは硫化水素ガスが嫌な匂いを持っているからではなく、皮膚に針が刺さっ

たとき、そこから痛みが解き放たれるからではなく、砂糖分子の属性が甘いからなの

ではない。そうではなくて、人間の脳が、遺伝子の存続にとって有利であったり不利

であったりするこの世の出来事について、一般的な快感情や不快感情を形成できるよ

うな神経組織を進化させてきたからなのだ。（P.26） 
意識的な経験は生き物の組織の性質であり、……自然淘汰によって……形成され、



 20 

改良されてきた……しかし、自然淘汰は、こういった経験が……外の世界を正確に反

映しているかどうかは配慮しない。生物学的に役に立つかどうかだけが大切なのだ。

そのような性質を持っている個体と持っていない個体とを比べると、持っている個体

の生存と繁殖が相対的に有利になる度合いが自然淘汰である。……淘汰は常に働いて

おり、機能的に有効であるときには常に区別を強化し、あまり重要でないときにはそ

れを無視するように心の性質を作り上げるよう、要求してきた。その結果、生き物は、

「そこ」にある外界について、ゆがんではいるが機能的に有効な概念を持つように進

化してきた。…… 
私たちは、きれいな空気の匂いを感じないし、純水の味も感じない。また、……電

磁波のスペクトラムのすべてを見ることもない。……私たちが……検知するものは、

……意識的経験を生み出すが、それらは、「そこ」にあるものとは大いに異なるゆがん

だものである。意識は、生物的に意味のある物理的（及び社会的）世界の性質を増幅

している。ゆがめられ、増幅された世界像は、強力な幻想である、……適応的にデザ

インされているのだ。（P.35-37） 
 
現実の世界には、色も、音も、匂いも、味も存在しない。現実の世界に存在するのは、

電磁波、空気の圧力変化の波、気体・揮発性物質、水に溶けた物質である。色、音、匂

い、味は、特定の周波数の電磁波、特定の周波数の圧力変化、特定の気体・揮発性物質、

水に溶けた特定の物質の存在の知覚に対応するものとして、動物の神経系が「世界モデ

ル」に基づいて作り出したイメージ（「世界イメージ」の構成要素）に過ぎない。 
「世界モデル」では、動物の進化の過程でその動物の生存にとって必要性の高かった

ものだけが採り上げられ――その中でも、必要性のより高いものは誇張され（増幅され）、

必要性があまり高くないものは控えめにされ（減衰され）るというデフォルメがなされ

ている――、生存にとって必要性の低かったものは無視されることによって作り出され

たものである。例えば、「きれいな空気の匂いを感じないし、純水の味も感じない。また、

……電磁波のスペクトラムのすべてを見ることもない」動物の「世界モデル」には、空

気分子の匂い、水分子の味、可視光線以外の電磁波は存在しない。ある動物が持つ「世

界モデル」に存在しないものは、その動物にとっては、存在しないも同然のものである。

動物の神経系や感覚器官の能力の限界によって、複雑きわまりない現実世界の姿の一部

しかモデル化できないので、生存にとって必要性の低いものは無視されているのである。 
西垣通氏は『こころの情報学』で、次のように述べている。 
 
マトゥラーナはカエルの視覚神経系の研究をしていて、外界の光の刺激と神経系の

興奮の様子とが直接対応しないことに気づきました。ハエのつくる光のなかの暗点に

対してたしかに視神経細胞は影響を受け、興奮し、ハエに食いつくという行動が起き

るのですが、その興奮の仕方は光の刺激そのものではなく、むしろ神経系というネッ
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トワーク全体の構造から決定されるのです。そしてさらに、この構造自体が、神経細

胞の興奮、ハエに食いつく行動といった一連の経験によって少しずつ変化していきま

す。……すなわち、マトゥラーナによれば、神経系とは相互に作用し合う神経細胞の

「閉じたネットワーク」なのです。このネットワークは自分自身の構造にしたがって、

自己回帰的・自己言及的に、みずからの構造をつくり続けます。こういうシステムは

“オートポイエーシス・システム”と名づけられました。（P.75-76） 
知覚神経系がオートポイエーシス・システムである以上、あらゆる知覚は一種の錯

覚に等しいということになります。ただし、普通に妄想とか錯覚と言われるものは、

それによって起こされる行動が、当の生物の生存にとって「不適切」だからなのです。 
たとえば、光のなかで漂っているゴミとハエの区別がつかないカエルは、やがて餓

死してしまうでしょう。…… 
＜リアリティ＞とは、行動の適合性から、さらには世界の「抵抗感」または「操作

不能生」という観点から説明することができます。（P.78-79） 
観察者の認知システムは原理的にヴァーチャルであり、現実と幻想の峻別は困難と

しても、観察者の行動は環境の物理的な性質から……「抵抗」ないし「拘束」を受け

ます。カエルがハエのかわりにゴミに飛びついても栄養にならないことが抵抗・拘束

であり、ヒトが水の上を歩こうとしても沈んでしまうことも抵抗・拘束です。（P.158） 
 
動物が持つ「世界モデル」は、「ゆがめられ、増幅された世界像」「強力な幻想」であ

るが、その動物の生存・繁殖の役に立つものである。「幻想」に過ぎなくても、その「幻

想」に基づいて動物が行動することによって、その動物の生存率・繁殖率を高めること

ができれば、「幻想」を持つことは進化において適応的である。生きのびて、子どもを作

るための役に立つ「幻想」を持った動物は繁栄できる確率が高いということである（運

悪く、絶滅することもあるので、必ず繁栄できるわけではない）。逆に、生きのびて、子

どもを作ることの妨げになる「幻想」を持った動物は絶滅へと向かっていく確率が高い

（運良く、生き延びることもある）。例えば、水の上を歩くことができるという「世界モ

デル」を持った人間や、ゴミとハエとの区別がない「世界モデル」を持ったカエルは、

生きのびて、子どもつくることができないので、絶滅するだろう。このような現実世界

からの「抵抗」・「拘束」によって生じる自然淘汰の結果、動物が持つ「世界モデル」は、

その動物が置かれた環境において、その生存・繁殖の役に立つという面では、「リアリテ

ィ」を帯びたものになっていく。しかし、「世界モデル」のうち、動物の生存・繁殖にあ

まり関係がない部分では、自然淘汰が働かず、「リアリティ」のない「妄想」が維持され

てしまう。 
神経系が単純な動物では「世界モデル」は生得的（遺伝的）で固定的なものだが、神

経系が複雑な動物は、生得的に持つ「世界モデル」は大枠を定めたものに止め、試行錯

誤や共感等による情報伝達によって、「世界モデル」を精緻化することができる（「第 13
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回 宗教・イデオロギー・道徳と教育」で説明する）。人間は、比喩と類推を用いて、遺

伝的・生得的な「世界モデル」を拡張し、各種観測・測定機器を使って、感覚器官で感

知できないものを感覚器官に感知できるものに変化させたり（「世界モデルの拡張」と呼

ぶことにする）することもできる。 
「世界モデルの拡張」とは、具体的には、可視光線からの比喩・類推によって、赤外

線を「世界モデル」に付け加え、人間の眼には見えない赤外線をサーモグラフィーで眼

に見える画像に変化させるなどのことである。「世界モデルの拡張」は、人間が認知で

きる世界を広げることによって、人類社会の発展に貢献してきたが、現実の世界に存在

しないもの（正確に言うと、現実の世界に対応するものを持つという証拠のないもの）

を創作して「世界モデル」に付け加えてしまうという“副作用”を伴っていた。例えば、

現実の世界に存在している（正確に言うと、現実の世界に対応するものを持つ）という

証拠のない神、霊魂、死後の世界、神々が住む世界などを創作して「世界モデル」に付

け加えてしまったのである。科学もこの“副作用”から自由ではない。例えば、物理学

では、アインシュタインが相対性理論でその存在を否定するまで、空間は光や力を伝え

る媒質であるエーテルで満たされていると考えられていた。 

“副作用”には、①人間の生存・繁殖に有益なもの、②人間の生存・繁殖に無益では

あるが、度が過ぎない限り、害をなさないもの、③人間の生存・繁殖に有害なものがあ

る。そして、①は長続きし、②は度が過ぎない限り長続きするが、③は短期間で廃れる。

例えば、“神は「仲間を傷つけるな。仲間の物を盗むな。……」という戒律を定めてお

り、その戒律を破ると神の罰が下るという虚構”を含んだ「世界モデル」を構成員全員

が持っている組織集団は、警察や裁判所なしでも治安を維持できるので、その虚構によ

って繁栄する。“毎日３回５分間ずつ、神に祈りを捧げないと、神の罰が下るという虚

構”を含んだ「世界モデル」を構成員全員が持っている組織集団は、その虚構によって

繁栄することも、滅亡することもないが、“毎日 100 回５分間ずつ、神に祈りを捧げな

いと、神の罰が下るという虚構”だと、神への祈りに時間を浪費してしまい、その組織

集団は衰退していく。“敵が攻めてきても、抵抗せず、ひたすら神に祈っていれば、神

が敵を撃退してくれるという虚構”を含んだ「世界モデル」を構成員全員が持っている

組織集団は、その虚構によって滅亡する。 

 

(4) 認知的流動性 

スティーヴン・ミズンは『心の先史時代』で、要約すると次のようなことを述べてい

る。 
 
人類の知能は、「社会的知能」（人間関係についての理解）、「博物的知能」（動植物と

それらに関連する自然についての理解）、「技術的知能」（道具とその材料となる物質に

ついての理解）、「一般知能」（汎用的な知能のこと）という４つのモジュールからなっ
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ている。 
ネアンデルタール人では、「社会的知能」、「博物的知能」、「技術的知能」の間には、

ほとんどつながりがなく、それぞれが独立して働いていた。そのため、各モジュール

の知識を統合することがほとんどできなかった。「博物的知能」と「技術的知能」は、

無意識下で、型にはまった働きをしていたが、「社会的知能」は、「反省的な意識」（自

分の心の状態について論理的に考えたり反省したりすることにかかわる意識）と言語

を持っていた（言語は、もともとは道具や狩猟などのついての情報を伝達する手段で

はなく、社会的情報だけを伝達する手段である「社会的言語」として進化したものな

のである）。そのため、社会的相互作用にはかなりの柔軟性や細やかな態度、創造性が

あったが、非社会的な活動にはそれらが欠けていた。例えば、骨、角、牙を使って道

具を作ること、特別の目的のために特別な道具を作ること、複数の部品からなる道具

を作ることをせず、石器はほとんど進歩しかなかった。 
現生人類になると、「社会的言語」が「汎用の言語」へと切り替わり、「社会的知能」

が言語のメカニズムを経由して、「博物的知能」と「技術的知能」に接触することがで

きるようになり、「反省的な意識」が各知能モジュールに閉じ込められていた知識を統

合するメカニズムを担うようになって、「認知的流動性」（知能モジュール間の壁を越

えて、心の中を自由に流れる思考と知識）が生じた。 
「認知的流動性」は、10 万年ほど前に、動物の擬人化から始まったようである。擬

人化は、「社会的知能」と「博物的知能」が結びつくことによって生じる。動物にも人

間のような心がある考えることによって、動物の行動を予測できるようになり、計画

的・効率的な狩猟が可能となった。 
人間には、自然界を社会的な視点で考えたり、擬人的な思考をしたりする傾向があ

る。ナリット・バード＝デヴィッドは、昔ながらの狩猟採集の生活様式を続けている

人々が環境について共通の見解をもっていることを見いだした。彼らは「森は親」と

考え、それは「近しい血縁がものを与えてくれるのと同じ意味で、ものを与えてくれ

る環境だ」と考える。イヌイットは、「自分たちのいる世界が意思や目的という人間的

な性質をもったものとみるのがふつうだ」。 
4 万年ほど前に、「社会的知能」が「技術的知能」と結びついて、完全な「認知的流

動性」が生じ、文化が爆発的に開花した。創造性の開花には「認知的流動性」が必要

だったのである。ガードナーは、人類で最も賢い人は複数の領域にわたる連絡を築き

上げることに有能な人であると説いている。ケストラーは、創造性は「二つの、以前

は無関係だった技能や思考の枠組みが、突然、連動すること」から生じると論じてい

る。 
「社会的知能」と「博物的知能」が結びついた結果、動植物と社会的関係を結ぶこ

とができると考えるようになり、「博物的知能」と「技術的知能」が結びついた結果、

動植物や土壌に手を加えたり、操作したりできると考えるようなって、動物を飼育し、
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植物を栽培することができるようになった。 
 
  「認知的流動性」が生じたことにより、人類は、①「社会的知能」の観点から、人間

以外の「モノ」を人間になぞらえ、それらの「モノ」同士の関係や人間と人間以外の「モ

ノ」との関係を社会関係になぞらえる考え方（「擬人化」と呼ばれている考え方）をす

るようになり、②「博物的知能」の観点から、動植物（人間を除く）以外の「モノ」を

動植物になぞらえ、それらの「モノ」同士の関係や動植物と動植物以外の「モノ」との

関係を動植物同士の関係になぞらえる考え方（「擬動植物化」と呼ぶことにする）をす

るようになり、③「技術的知能」の観点から、人間や動植物を道具のように扱う考え方

（「擬道具化」と呼ぶことにする）をするようになった。 

スティーブン・ミズンは『心の先史時代』（P.172-174）で、初期人類は多くても二つ

か三つの部品しか持たない単純で汎用的な道具しか作らなかったのに、現生人類が多数

の部品からなる複雑で用途別に分かれた道具を作るようになったのは、技術的知能と博

物的知能の間に認知的流動性が生じて、動物の行動に関する知識と道具製作に関する知

識が結びつき、特定の獲物を想定した道具を作るようになったからだという説を唱えて

いるが、この説では、説明が不十分だと思う。これは、仮説に過ぎないが、社会的知能

と技術的知能の間に認知的流動性が生じたことによって、狩猟において異なる役割（獲

物を追い立てる役割、獲物を待ち構えて槍を突き刺す役割など）を担う人々を組織化し

て（組み合わせて）、獲物を狩るという目的を達成するという分業の考え方が道具の製

作に応用されて、異なる機能を担う部品を複数組み合わせることによって、特定の用途

を果たす道具を作るという考え方が生まれたのではないだろうか。その後、単純だが異

なる機能を担う部品を多数組み合わせることによって、高度な機能を果たす複雑な機械

を作れるようになり、その経験を一般化・抽象化することによって、“単純だが異なる

機能を担う要素を複数組み合わせることによって、高度な機能を果たす複雑なシステム

を作ることができ、世界・宇宙、生物、組織、人間の思考・行動などはそのようなシス

テムであるという考え方”（「擬機械化」と呼ぶことにする）が生まれたと、私は考え

る。技術的知能と博物的知能・社会的知能との間の認知的流動性によって、世界・宇宙、

生物、組織などを機械のようなものであると考えるようになったということである。例

えば、分業は、“複雑かつ流動的な役割を担う少人数による分業”→“少数の部品から

なる道具”→“多数の部品からなる機械”→“単純かつ固定的な役割を担う多人数によ

る分業”という迂回路を経ることによって、発展したのではないだろうか。 

  人類は、擬人化、「擬動植物化」、「擬道具化」、「擬機械化」によって「世界モデ

ルの拡張」を行い、さまざまな「世界モデル」を生み出したと、私は考えている。 

 

(5) 社会的世界モデル 

擬人化は、世界・宇宙を構成する人間、動物、植物、組織集団、自然物（山、川、海、
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太陽、月など）、人工物（機械、道具、建物など）など（以下では「モノ」と総称するこ

とにする）を擬人化して、「モノ」と「モノ」との関係を社会関係に類似したものとして

理解しようとする「世界モデル」（「社会的世界モデル」と呼ぶことにする）を生み出し

た。「社会的世界モデル」の典型例は、あらゆる「モノ」に人間の心（あるいは、霊魂）

に類似した心（あるいは、霊魂）が宿っているという信仰であるアニミズムである。 

アニミズムは原始的な宗教であり、現在では信仰している人は少ないと一般には考え

られているが、私は、そのような考えは誤りであり、アニミズムは根強く生き残ってお

り、ほとんどの人が、その自覚なしに信仰していると考える。キリスト教やイスラーム

のような一神教を信仰している人でも、アニミズムの呪縛から解放されてはいない。 

  「社会的世界モデル」では、擬人化された「モノ」は、その「モノ」の心（あるいは、

霊魂）によって行動を制御され、互酬性（互恵性）、「報復性」（「3.人と人を結びつけて

いるもの」参照）などに従うと考えられている。 

人間は自然から食料などを得て生活しているが、これを擬人化して考えると、人間は

自然にあるさまざまな「モノ」から贈与を受けて生きていることになるので、互酬性に

従えば、人間は自然にあるさまざまな「モノ」に返礼しなければならないことになる。 

また、「報復性」に従えば、自然災害、病気などは、自然にあるさまざまな「モノ」や

祖霊（祖先の霊魂）に損害を与えたこと（自然や祖先からの贈与に対する返礼を怠るな

ど）に対する報復であると感じられる。そこで、自然災害が起こった時や病気になった

時には、自然にあるさまざまな「モノ」や祖霊に、生贄を捧げる、お供えをする、祈る

などの形で損害賠償や謝罪をして、その怒りを静めようとする。 

 

(6) 生態系的世界モデル 

「擬動植物化」は、世界は、生物が、自然環境の中で、捕食被食、共生、寄生などの

関係を結びつつ、産まれ、成長し、死ぬ生態系のようなものであると考える「世界モデ

ル」（「生態系的世界モデル」と呼ぶことにする）を生み出した。「生態系的世界モデル」

は、世界を構成する「モノ」同士はどのような関係にあるのかという観点から、「モノ」

同士は相互独立的な関係にあると考えるもの（「相互独立型生態系的世界モデル」と呼ぶ

ことにする）と、「モノ」同士は相互依存的な関係にあると考えるもの（「相互依存型生

態系的世界モデル」と呼ぶことにする）とに区別することができる。 

リチャード・Ｅ・ニスベットは『木を見る西洋人 森を見る東洋人』で、次のように述

べている。 

 

「儒教」の本質は、主君と臣民、親と子、夫と妻、兄と弟、友と友との間に存在す

る義務の集大成である。社会とは、相互に義務を果たすことを道徳的行為の規準とす

る、大きくて複雑な恵み深い組織体である。中国人は自らをそうした有機的組織体の

一部分として捉えていた。（P.18） 
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周囲から切り離された対象物それ自体を単独で観察し分析するという、ギリシア哲

学の基本姿勢……多くのギリシア人は、人間は一人ひとりが互いに他者とは切り離さ

れた別個の存在であり、それぞれの物質も他とは異なる別個の対象物を形づくってい

ると考えていた。（P.22） 

中国人の社会生活は……「調和」（道教においては人間と自然の調和、儒教において

は人間と他の人間との調和）をモットーとしていた。（P.32） 

 

 儒教や道教は「相互依存型生態系的世界モデル」に基づいており、ギリシア哲学は「相

互独立型生態系的世界モデル」に基づいているということである。 

 

(7) 進化型生態系的世界モデル 

  19 世紀から 20世紀半ばまで、欧米を中心に世界各地で「社会進化論」と呼ばれている

イデオロギーが流行した。社会進化論には、①組織集団間の生存競争に勝利した組織集

団が生き残り、敗北した組織集団がつぶれる、征服されるなどして、社会は進化してい

くと論じるものと、②組織集団の内部での生存競争に勝利した人間が権力、財力等を握

り、敗北した人間が勝利した人間に服従する、貧困に陥り子孫を残せなくなる、飢え死

にするなどして、社会は進化していくと論じるものの二つのタイプがあった。 

初期の社会進化論では、生存競争における集団・個人の勝敗の原因についての明確な

説明がなかったが、後に、集団・個人の勝敗は、集団構成員が持つ遺伝子の平均的な優

劣や個人が持つ遺伝子の優劣によって決まるという説明がなされるようになり、劣悪な

遺伝子を持っている者が子孫を残せないようにし（産児制限をする、結婚させない、不

妊手術をする、殺すなど）、優良な遺伝子を持っている者が子孫を数多く残すことができ

るようにする（子どもの数が多い者に金銭的援助を与える、表彰するなど）ことによっ

て、社会を進化させることができると考える「優生思想（優生学）」を生み出し、1890年

ころから、欧米を中心に世界各地で優生思想に基づく政策（優生政策）が実施され、精

神障害者、知的障害者、遺伝性疾患の患者、犯罪者等に対して不妊手術・堕胎の強制な

どが行われた。優生思想そのものは、第二次世界大戦後、ナチス・ドイツが行った残虐

行為（ホロコーストなど）の原因になったと考えられるようになって廃れたが、優生政

策は、2000 年ころまで実施され続けた（優生政策の廃止時期は国によって異なる）。 

フリードリヒ・アウグスト・フォン・ハイエクは、社会的進化は個人の物理的・遺伝

的な属性の淘汰によって起こるのではないと主張して、社会進化論を批判し、集団内で

自由に活動する人々の相互作用を通じて制度や慣習が自生的に形成され、その制度や慣

習がたまたま他集団の制度や慣習よりも優れていた集団が集団間競争で勝利したり、成

功をおさめた集団を見た他集団がその集団の制度や慣習を模倣したりすることによって、

制度や慣習が進化していくというのが社会的進化であるとし、そのような社会的進化に

より形成された「自生的秩序」は無数の人々に分散している知識を最大限を反映したも
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のなので、人々はその自生的秩序に従うべきであると主張した。 

  社会的進化論は、勝者の遺伝子は良く、敗者の遺伝子は悪いので、勝者（あるいは、

その遺伝子）が増殖することで社会は進化すると考え、自生的秩序論は、勝者の制度は

良く敗者の制度は悪いので、勝者の制度を皆が模倣することで社会は進化すると考える。 

しかし、Ａが勝ち、Ｂが負けるのは、Ａの遺伝子・制度・行動がＢの遺伝子・制度・

行動よりも絶対的に優れていたことが原因ではなく、“①その時、ＡとＢが置かれていた

状況に、Ｂの遺伝子・制度・行動よりもＡの遺伝子・制度・行動の方が、より適応して

いた”、“②たまたま、Ａの運が良く、Ｂの運が悪かった”、“③人々がＡの制度に慣れて

いたために、Ａの制度の悪さやＢの制度の良さに気づかなかった”などの原因によるも

のである。ＡがＢに勝利したのは歴史的な偶然に過ぎず、将来、状況が変われば、Ｂが

Ａに勝利するかもしれないのである。社会的進化論や自生的秩序論は、“すべての物事は

必然的に起きるものである”という妄想に取りつかれ、“物事は偶然に起きることがある”

ということを無視している。 

  そもそも、世界中の人々全員が特定の「自生的秩序」にしたがってしまうと、その「自

生的秩序」は固定化して、“進化”できなくなってしまい、その「自生的秩序」が不適切

なものになるような状況の変化が起きると、世界は衰退・滅亡してしまう。突然変異が

起きないと生物は進化できないように、「自生的秩序」にしたがわない“反逆者”がいな

いと、「自生的秩序」は“進化”できないのである。 

  社会進化論や自生的秩序論の背後には“生物が生存競争によって進化するように、社

会や制度は生存競争によって進化する”と考える「世界モデル」がある。この「世界モ

デル」を「進化型生態系的世界モデル」と呼ぶことにする。「進化型生態系的世界モデル」

は「相互独立型生態系的世界モデル」の一種である。 

 

(8) 有機体的世界モデル 

 「相互依存型生態系的世界モデル」を徹底すると、世界は一つの生命体（有機体）の

ようなものであり、世界を構成する「モノ」は、その生命体を構成する器官（頭、胴体、

手、足、葉、茎、根など）のようなものであるという「世界モデル」（「有機体的世界モ

デル」と呼ぶことにする）になる。生命体を構成する器官同士が相互依存的な関係にあ

るように、世界を構成する「モノ」同士は相互依存的な関係にあるという発想である。

ジョーゼフ・キャンベルとビル・モイヤーズは『神話の力』（P.226-235）で、次のよう

に述べている。 

 
モイヤーズ 人類が狩猟生活から農耕生活に移ると、神話を生み出すイマジネーショ

ンも変化したのでしょうか。 

 キャンベル 劇的かつ全面的な変化が起こりました。……動物は、一枚の皮に包まれ

た一個の完全な生命体ですね、あなたがある動物を殺せば、その動物は死にます。そ
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れがその動物の終わりです。しかし植物界には、自己充足的な個体などはありません。

もしひとつの植物を切っても、また新しい芽が出てくる。剪定
せんてい

は植物にとっていいこ

とです。植物の場合、その総体が一つの継続する生命存在なのです。 

  熱帯のジャングルから生まれたもうひとつの理念は、生命が腐朽物から生じたとい

うものです。私は、何十年も前に切り倒された大木の巨大な切株が散在する……森を

見たことがあります。切株からは色鮮やか若木が伸び出していましたが、それらの若

木はどれも同じ植物の一部なのです。もしあなたがある木の枝を切れば、別の枝が生

えてくる。動物の手足や尻尾を切ってごらんなさい。ある種のトカゲでないかぎり、

また生えてきたりはしません。 

  こんなわけで、森林そして栽培文化においては、死は、……新たな生命のために要

求されるもの、と思われているのです。また、個人はまったくの個人ではなく、ひと

つの植物の枝であると。イエスは、「わたしはぶどうの木であり、あなたがたはその枝

である」と言うとき、このイメージを使っています。 

 …… 

モイヤーズ 「倒木や枯葉を基盤にして若い芽が生じる。このとから、死から生命が

湧き上り、死から新たな誕生が生じる、という教えが出てくるようだ。そこから引き

出される冷厳な結論は、生命を増大させる道は死を増大させることにある、というも

のだった。こうして、……赤道地帯全域は、……植物、動物、そして人間の犠牲……

を捧げる熱狂的な儀式によって特徴づけられてきた」と、書いておられますね。 

…… 

 キャンベル ……狩猟文化において犠牲が捧げられる場合、それは……なにかを与え

てくれるように頼んだ神に対する贈り物……です。しかし、農耕文化において、ある

者が犠牲として捧げられるときには、犠牲それ自体が神なのです。死ぬ者は埋められ

て食物となる。キリストは十字架につけられ、その死骸から精神の糧が生じました。 

 

昔、熱帯のジャングルに住んでいた人が、倒木更新の様子などを見て、森林は一つの

生命体のようなものであると考えるようになり、そこから「有機体的世界モデル」が生

まれたということである。なお、「死から生命が湧き上り、死から新たな誕生が生じる」

「犠牲それ自体が神なのです」という信仰から、“組織集団（国家など）を守るために戦

って死んだ者は英霊になり、その死によって新たな命が生まれ、組織集団は繁栄する”

という国家主義的な信仰が生まれたと、私は考える。 
熱帯のジャングルで生まれた「有機体的世界モデル」は、世界は森林のようなもので

あると考える植物的な「有機体的世界モデル」（「植物型有機体的世界モデル」と呼ぶこ

とにする）であるが、世界を動物（特に人間）のようなものであると考える「有機体的

世界モデル」（「動物型有機体的世界モデル」と呼ぶことにする）もある。古代ギリシャ

のプラトンに始まる「国家有機体説」（国家を一つの有機体であるかのようにみなし、国
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民はその有機体の機能を分担する器官のようなものであるとする国家観）が、「動物型有

機体的世界モデル」の代表例である。19 世紀後半に、フランスのコント、イギリスのス

ペンサーらによって唱えれた「社会有機体説」（社会を有機体になぞらえて考察すること

によって社会の構造と変動を論ずる社会学初期の学説）も、「動物型有機体的世界モデル」

の影響を受けたものであると思われる。 
生命体を構成する各器官が円滑に連携するには、各器官がその役割を果たさなければ

ならない。植物の葉、茎、根は、どこからも命令されていないのに、自然にその役割を

果たすが、人間の手足は、心から命令されて、その役割を果たす。その連想から、「植物

型有機体的世界モデル」では、世界・社会・組織集団を構成する「モノ」は自然に調和

するはずだと考えられ、「動物型有機体的世界モデル」では、世界・社会・組織集団を構

成する「モノ」は、神、支配者などの命令に従うことによって調和すると考えられる。

世界・社会・組織集団内の調和を乱す者は、「植物型有機体的世界モデル」では、その固

有の役割を果たすことができない病人であるとされ、「動物型有機体的世界モデル」では、

神・支配者の命令にしたがわない悪人であるとされる。 
 

(9) 自生的世界モデル 

吉本隆明氏は『共同幻想論』（P.192-193）で、次のように述べている。 
 
『古事記』は冒頭に天地初発の事跡を記している。 

 
天地のはじめの時、タカマガハラに現われた……三神は、みな独神で現われて、

死んだ。 
つぎに国がわかく、浮んでいる油脂のようにしてクラゲのようにただよっている

ときに、葦かびのように萌えでてくるものによって現われた神の名は、ウマシ葦か

びひこじの神。つぎに天の常立の神。この二神もみな独神で現れて死んだ。……。 
 
……わたしのかんがえではこの「独神」の概念は、原始農耕社会以前の幻想性を語

るものである。かれらが海岸や海上での漁獲や、山野で鳥獣や自生植物の果実を収集

して生活していたにしろ、穀物を栽培し、手がけ、その実りを収穫して生活する以前

の社会に流通した観念にもとづいている。そこでは鳥獣や魚や自生植物は、自然その

ものが生成させたもので、その採取は自然の偶然に依存していた。こういう自然は先

験的に存在するものであった。それは人間にすでに与えられて目の前にあったのであ

る。 
 
農耕開始前の狩猟採集民は、種子を土にまくと植物が育つということを知らずに、植

物はひとりでに生まれ、ひとりでに成長するものだと考え、その考え方を世界を構成す
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る全ての「モノ」に類推適用して、「世界のすべての「モノ」は、“おのずから＝自然に

＝ひとりでに”生まれて、“おのずから＝自然に＝ひとりでに”成長・発展し、それらの

「モノ」同士は、“おのずから＝自然に＝ひとりでに”調和する」という「植物型生態系

的世界モデル」を抱いていたと、私は考える。そのような「植物型生態系的世界モデル」

を「原初型自生的世界モデル」と呼ぶことにする。 
丸山眞男氏は「歴史意識の「古層」」（『忠誠と反逆』所収）で、日本人は古来から、“こ

の世は、「すべてがおのずからになりゆくところの世界」であり、「つぎつぎになりゆく

いきほひ」によって変化し続けている”とする歴史意識を抱き続けていると指摘してい

るが、私は、この指摘は間違っており、そのような歴史意識、つまり、「原初型自生的世

界モデル」を日本人が抱いていたのは飛鳥時代か奈良時代ごろ（はっきりとは分からな

い）までであり、現在まで生き続けているのは、奈良時代か平安時代ごろ（はっきりと

は分からない）に、粗放的な農耕社会の実情に合わせて修正された「世界モデル」であ

る「修正型自生的世界モデル」）であると考えている 
 初期の農耕は、土地に種をまいたたら、後は、ほとんど放ったらかしで、作物が自然

に育つのを待つというような粗放的なものであった。粗放的な農耕では、害虫や天候不

順が妨害しなければ、期待どおりの収穫が得られるが、害虫や天候不順に妨害されると、

不作に苦しむことになる。初期の農耕民は、その経験を世界を構成する全ての「モノ」

にに類推適用して、「邪魔が入らなければ、世界の全ての「モノ」は“おのずから＝自然

に＝ひとりでに”成長・推移・発展して、良い結果が生じ、それらの「モノ」同士は、“お

のずから＝自然に＝ひとりでに”調和する」という「「修正型自生的世界モデル」を抱い

ていたと、私は考える。「原初型自生的世界モデル」と「修正型自生的世界モデル」を「自

生的世界モデル」と総称することにする。 

「修正型自生的世界モデル」では、「うまくいかないことが生じた時は、それは邪魔が

はいったからであり、その邪魔物を除去すれば、後は自然にうまくいくはずである」と

いう信念を持つようになる。日本人には、問題の犯人捜しをして、その犯人さえ取り除

けば、後はうまくいくと考えたりする人が多いが、これは「修正型自生的世界モデル」

に基づいた発想なのである。苅谷剛彦氏は『大衆教育社会のゆくえ』（P.215-217）で、次

のように指摘している。なお、「森 1987」とは、森重雄著「モダニティとしての教育」（東

京大学教育学部紀要第 27 巻所収）のことである。 
 
「能力主義こそは、今日の教育荒廃の元凶である」「青少年が非行に走るのは、学歴

社会が落ちこぼれをつくりだすからだ……」。このような認識を支えているのは、学歴

社会さえなくなれば、あるいは、教育が受験競争から解放されれば、理想的な教育が

実現するという見込みである。……学歴社会論も、能力主義教育批判も、現代の神話

である。「学歴社会だから……」「成績で差別すると……」「偏差値教育だから……」。

その妥当性の根拠を示すことなしに、こうした「説明」を人びとは、受け入れ、事態
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の確認をすます。そして、たいていは、そこで思考は停止する。いいかえれば、これ

らの議論の「正しさ」は、事実に照らした妥当性によって保証されるのでなく、社会

での通用性によって確保されているのである。しかも、このような通用性を背後で支

えているのが、「本当の教育が実現すれば……」という、＜よきものとしての教育＞の

信仰である（森 1987）である。「本当の教育」がゆがめられているという認識。そして、

ゆがめている「犯人」探し。しかし、犯人探しを何度繰り返しても、「本当の教育」は

実現しない 
   

何か（あるいは誰か）を問題の“犯人＝邪魔物”に仕立て上げて、その“犯人＝邪魔

物”を排除すれば（廃止すれば、滅ぼせば、追放すれば）、“おのずから＝自然に＝ひと

りでに”問題が解決するという論法は、問題の本質の解明を妨げ、問題の解決を遠ざけ

る原因となる。感覚的に何かを“犯人＝邪魔物”と決めつけてしまうために、現行の制

度や組織を客観的に分析して、どこに問題があるのかを探求するということができなく

なってしまう。“犯人＝邪魔物”を排除すれば自動的に“良い国、良い社会、良い会社、

良い経済、良い教育など”になるのだから、“良い国、良い社会、良い会社、良い経済、

良い教育など”にするためには制度や組織などをどのように改革すれば良いのかという

ことを具体的に考えるということができなくなってしまう。“犯人＝邪魔物”を絶対的な

悪だと決めつけてしまって、“犯人＝邪魔物”に思えるものだって良いこともしているか

もしれないということに考えが及ばないため、“犯人＝邪魔物”を排除した後に、思いも

よらない副作用に苦しめられることもある。 
 

(10) マゴコロ主義、自生的調和信仰、同調型和合倫理 

「修正型自生的世界モデル」を人間に適用すると、“悪者”ではない人間は、自らの「つ

ぎつぎになりゆくいきほい」に従って生活していれば、良い結果が生じるはずだという

ことになるので、「自分の心の赴くままに（自分の心の“いきおい”に従って）行動する

ことが正しい生き方であるとする価値観」（「マゴコロ主義」と呼ぶことにする）を持つ

ようになり、また、人間の本性は善であるとする性善説を信じるようになる。性善説は、

「“悪（組織集団の秩序を脅かすこと）”、“不潔さ（不衛生さ）”、“外見の醜さ”、“生物の

病気・死（本来の意味での 穢
け が

れ）”は全て「悪性霊力型霊魂」が原因であるとする教義」

（「穢れ信仰」と呼ぶことにする。「12.いじめ (7)穢れといじめ」参照）を持つ宗教への

信仰とワンセットでなければ機能できない。人間の本性が善であるならば、人間が悪い

ことをする原因を人間以外の「モノ」に求めるほかないからである。金山宣夫氏は『国

際感覚と日本人』（P.73-74）で、次のように述べている。 

 

人間の本来の姿は、原罪いぜんの赤ん坊であり、純粋な心の持ち主であるはずだ。

しかし、……「色と欲」のあふれる世間には「悪の誘惑」があり、「魔がさす」ことに
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よって「悪に染まる」ということがある。…… 

その場合はとにかく、なんらかの形で「ケジメをつける」ことが肝要である。 

ケジメは汚染をおとす象徴的行事であり、しばしばオハライやミソギがおこなわれ

る。それによって、「憑き物がおちる」「ふっきれる」ことができ、原初の理想状態に

復帰し、「一枚むける」「生まれかわる」という状態になるとされている。 

 

「純粋な心」というのは「悪性霊力型霊魂」に取り憑かれていない（穢れていない）

心のことであり、「悪の誘惑」「汚染」「憑き物」というのは「悪性霊力型霊魂」のことで

あり、「魔がさす」「悪に染まる」というのは「悪性霊力型霊魂」に取り憑かれる（穢れ

る）ことであり、「ケジメ」「オハライ」「ミソギ」は「悪性霊力型霊魂」を取り除く（穢

れを祓う）儀式のことである。 

「修正型自生的世界モデル」を集団に適用すると、“悪者”ではない集団は、その集団

の「つぎつぎになりゆくいきほい」に従って活動していれば、良い結果が生じるはずだ

ということになる。集団の「つぎつぎになりゆくいきほい」は、その集団での現在の物

事の“いきおい”（時勢、場の空気、雰囲気、ノリ等）と、昔からの物事の“なりゆき”

（しきたり、前例等）に現れていることになるので、集団での物事の“いきおい”や“な

りゆき”に逆らう者は、その集団の“おのずからの＝自然な＝ひとりでの”推移・発展

を妨害して、悪い結果を生じさせる“悪者”であるということになる。他方、自分の心

の赴くところにしたがって、集団での物事の“いきおい”や“なりゆき”に逆らう者か

らすれば、その集団は、自分を“悪者”扱いすることによって、自分の“おのずからの

＝自然な＝ひとりでの”成長を妨害して、自分に悪い結果をもたらす“悪者”だという

ことになる。 

「修正型自生的世界モデル」は、「自分の心の赴くままに行動していると、その行動が

所属集団での物事の“いきおい”や“なりゆき”に反することがあるが、その場合にど

うすれば良いのかということを示していない」、言い換えると、「“個人のおのずからの成

長”と“所属集団のおのずからの推移・発展”とは矛盾することがあるのに、その矛盾

の解決策を示していない」という欠陥を抱えながら、その欠陥の存在に無自覚な「世界

モデル」なのである。それは、「修正型自生的世界モデル」の原型である「原初型自生的

世界モデル」が、狩猟採集時代の生活経験に基づいてできたものだからである。人類は、

その進化の過程で、長い間、小規模（20～60人ほど）の組織集団（「バンド」や「ホルド」

と呼ばれている）を作って狩猟採集生活を送ってきたので（「9.集団の分類 (5)バンド型

公益体と血縁型公共体」参照）、遺伝的に、「バンド」での狩猟採集生活を維持するのに

適したことに快感情を覚え、適さないことに不快感情を覚えるようになっている。その

結果、構成員が心の赴くままに行動しても、その行動が「バンド」での物事の“いきお

い”や“なりゆき”に反することは少なった。言い換えれば、個人・集団間や個人間の

利害対立が少なった。その経験から、「人々が心の赴くままに行動していれば、ひとりで



 33 

に個人・集団間や個人間に調和が生まれるという信仰」（「原初型自生的調和信仰」と呼

ぶことにする）が生まれ、その後、「人々が心の赴くままに行動していれば、ひとりでに

個人・集団間や個人間に調和が生まれるはずであるが、時には、調和が破られることが

ある。それは、“悪者”が邪魔をしたからであり、その“悪者”を集団から追い出す（元々

は、“悪者”に憑りついている「悪性霊力型霊魂」に自分たちも憑りつかれないようにす

るため、“悪者”に近づかないようにするという意味があった）か、“悪者”に 禊
みそぎ

（本来

の意味では、「悪性霊力型霊魂」を取り除く、つまり、穢れを清める宗教儀式であるが、

現在では、自分の非を認め、謝罪し、謹慎することによって、集団構成員の許しを請う

という意味で使われることが多い）をさせるかすれば、調和が回復するという信仰」（「自

生的調和信仰」と呼ぶことにする）へと変化したのだと、私は考える。 

「自生的調和信仰」は、強者（他者に対する影響力を持つ者）や多数派が有利になり、

弱者（他者に対する影響力を持たない者）や少数派が不利になる信仰である。“集団内で

構成員に対する大きな影響力（権力、権威、財力、武力等）を持つ者が行っていること・

主張していること”や“多数派が行っていること・主張していること”が、その集団で

の現在の物事の“いきおい”であるとされ、それらに逆らう弱者や少数派は“悪者”で

あるとされてしまうことが多いので、“悪者”扱いされたくなければ、「長い物には巻か

れよ」と、それらに従うしかないからである。このようにして生じる支配服従関係を「同

調強制型支配服従関係」と呼び、また、「同調強制型支配服従関係」において、支配的立

場にいる者を「空気支配者」と、従属的立場にいる者を「空気随順者」とそれぞれ呼ぶ

ことにする。 

人類が農耕牧畜を始めてから、生活環境は大きく変化したが、その変化に適した進化

をするのに要する時間はまだ経過していないので、人類は未だに狩猟採集生活に適した

心を遺伝的に持っている。その結果、農耕牧畜社会や産業社会では、人々が心の赴くま

まに行動すると、その行動が他者や所属集団の「つぎつぎになりゆくいきほい」と衝突

してしまうことが多くなってきた。そのため、個人間、個人・集団間、集団間の利害対

立を調整することを目的とする慣習、戒律、法制度等を持つ集団が増えてきたのだが、「自

生的調和信仰」を持つ日本人は、そのような慣習、戒律、法制度等の必要性に気づかな

いまま、「同調強制型支配服従関係」によって生じた“強者・多数派に有利で、弱者・少

数派に不利な秩序”を“自然に生じた秩序”であると勘違いして（あるいは、見なして）、

強者・多数派の横暴を正当化しているのである。 

「同調強制型支配服従関係」は、強者・多数派が“いきおい＝空気”を作り出し、そ

の“いきおい＝空気”によって、弱者・少数派が支配されてしまうという間接的な支配

服従関係なので、実質的には強者・多数派による弱者・少数派の支配であるということ

が分かりにくくなっている。そのため、構成員間に支配服従関係があるのに、そのこと

を隠し、“構成員間に支配服従関係がないという意味において、すべての構成員が平等で

あるかのように装っている組織集団”（「平等偽装集団」と呼ぶことにする）において、
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好んで用いられている。日本の伝統的な村落、村落に類似した集団（「ムラ型集団」と呼

ぶことにする）、日本の小・中・高等学校の学級の児童生徒によって構成される集団（「学

級生徒集団」と呼ぶことにする）は「平等偽装集団」であり、それらには「同調強制型

支配服従関係」が見られる。例えば、「学級生徒集団」では、「空気読め」という言葉が

多用されているが、その言葉は「弱者・少数派は、強者・多数派が作り出した空気に従

って行動することによって、強者・多数派に服従しろ」ということを意味している。 

「同調強制型支配服従関係」に服させられる弱者や少数派からすれば、自分たちの所

属集団は、“自分たちのおのずからの成長”を妨害することによって、自分たちに悪い結

果をもたらす“悪の集団”なので、所属集団からできる限り早く脱出して、自分たちで

新しい集団を作った方が良いということになる。そして、「その新しい集団でも、「同調

強制型支配服従関係」に服させられる弱者や少数派が生じて、彼・彼女らがその集団を

脱出して、新しい集団を作る。その新しい集団でも……」ということが繰り返されて、

集団がどんどん分裂していく。「自生的調和信仰」は集団を分裂・解体に向かわさせる信

仰なのである。現実には、そのような集団の分裂は少ないので、私の主張は間違ってい

るという指摘があるかと思うが、集団の分裂が少ないのは、所属集団から出ていくと大

きな不利益を被るので「仕方ない」と我慢している場合が多いことや、後述する「集団

内同調型調和信仰」や「同調型和合倫理」が集団の分裂を防いでいることが多いからで

ある。 

「5.組織神格化教」で述べるように、日本では、平安時代後半から、武士団、商家等

で、“組織集団は構成員を超越する半永久的な命と独自の心（＝霊魂）を持った生命体の

ようなものであり、組織集団の構成員はその生命体を構成する器官（手足など）のよう

なものであると考える宗教”（「組織神格化教」と呼ぶことにする）への信仰が広まり、

現在でも、日本的経営をとる企業などの“イエ的な組織集団”で、「組織神格化教」への

信仰が強制されている（信仰している振りをすることが強制されていると言った方が正

確かもしれない）。「組織神格化教」への信仰は、「組織集団の“いきおい”や“なりゆき”

は、その組織集団の心（＝霊魂）が生み出したものである。組織集団の構成員は、組織

集団という疑似生命体を構成する一器官にしか過ぎないのだから、生命体の器官がその

生命体の心（＝霊魂）に従うように、組織集団の“いきおい”や“なりゆき”に従うの

が当然であり、そうすることが構成員の利益にもなる。組織集団の“いきおい”や“な

りゆき”に反する“心のいきおい”（欲求、感情等）は、“悪者”（悪性霊力型霊魂）の誘

惑によって生じたものだから、抑圧すべきであるという信仰」（「集団内同調型調和信仰」

と呼ぶことにする）を生み出した。「集団内同調型調和信仰」は組織集団内に限定された

信仰であり、「集団内同調型調和信仰」を抱いている人でも、組織集団同士の関係につい

ては「自生的調和信仰」を抱いている。 

「集団内同調型調和信仰」を抱くと、所属集団の“いきおい”や“なりゆき”に従う

構成員が有能で、従わない構成員は無能であるという考えを持つようになり、自分の有
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能さを示そうとして、所属集団の“いきおい”や“なりゆき”により忠実に従おうとす

る“同調競争”が行われるようになる。その結果、労力・時間・金銭等を浪費し、構成

員を過労死や心の病に追い込んだりしてしまう。石田雄氏は『日本の政治文化』

（P.161-162）で、次のように述べている。 

 

同調的競争に順応するためには、……他の人が息せききって走っているときには、

自分も息せききって走らなければならない。…… 

さらに厄介なことには、……いつでも力一杯走っていればよいのでない。……職場

の同僚がなまけている時には一緒になまけ、皆が徹夜で頑張るときには、やはり同じ

ように徹夜しなければならない。一人だけ合理的に時間を配分して忙しいときにも一

人だけ早く帰るというわけにはいかない。…… 

状況によってたえまなく変動する競争的同調に対して、時と場合に応じてそれぞれ

順応していくことには、非常な精神的緊張を必要とする。こうして順応に伴う精神的

緊張から精神的不安定が生まれてくる。 

 

“同調競争”が激しくなると、同調行動が組織集団の存続に無関係な領域まで拡大し

て、その組織集団の“いきおい＝空気”を作り出す力を持つ権力者がラーメンを食べよ

うと言い出したら、みんなでラーメンを食べ、ゴルフをしたいと言い出したら、みんな

でゴルフをするというような事態が生じてしまい、公私混同が起きる。 

「集団内同調型調和信仰」は、宗教への信仰とは意識されずに、“組織集団内の和が何

よりも大切なので、周りの空気を読んで行動しなければならないという倫理観”や“対

人関係においては協調性が最も大切であるという価値観”であると意識されていること

が多い。これらの倫理観や価値観を「同調型和合倫理」と呼ぶことにする。広辞苑によ

ると、協調とは「性格や意見の異なった者同士が互いに譲り合って調和をはかること」

であるが、「同調型和合倫理」によると、協調とは「弱者・少数派が自己主張を抑え、強

者・多数派に同調することによって調和をはかること」ということ、つまり、「長い物に

は巻かれよ」ということになる。 

「同調型和合倫理」は「イエ型集団」以外にも広まっており、日本の小・中・高等学

校では、“協調性を育む教育”という名目で、“強者・多数派への同調を促す教育＝「同

調強制型支配服従関係」に服する心を育む教育”が行われているところが多い。そのよ

うな教育によって、子どもたちは、「ＫＹ（空気が読めない）」、「自己チュウ」、「アスペ

（アスペルガー症候群）」というような非難を浴びて、いじめられることを恐れ、強者・

多数派に常に同調していようと、いつもびくびくしているという生き方を強いられるよ

うになってしまっている。内藤朝雄氏は『いじめの社会理論』（P.123-124）で、次のよ

うに述べている。 
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Ａは学校生活を回想する。「小学校に入学して以来、……相手の行動を常に注視して、

注意して、自分の行動を制御しなきゃいけないと、相手に合わせて生きなきゃいけな

い、というか、そういう感じでしたね。やっぱり、クラスの中にボスみたいなのがい

て、それがいじめのリーダーなんですよ。それにちょっと目をつけられると、もうダ

メだな、みたいな感じがありましたね。」 …… 

 「いつも人の行動に注意してびくびく生きているというのは、みんなそう。ボスだ

って、下の方から突き上げが来て、けんかで負けると逆転するから、絶えずけんかに

強くなければならないとか、多数派をつくってなければいけないとか、そういうのは

あったと思いますよ。」 

 

(11) 至誠的世界モデル 

日本では、江戸時代に、土地を耕したり、水をやったり、施肥したり、雑草を除去し

たり、害虫を駆除したりして、収穫量を増やそうとする集約農業が行われるようになり、

そこでの経験と儒教からの影響によって、私が「相互推察型至誠的世界モデル」と呼ぶ

「社会的世界モデル」が生まれた。「相互推察型至誠的世界モデル」では、植物が擬人化

されて、農作業は「植物が求めていることを推察して、植物に“その求めているもの（水

をやる、施肥するなど）を与えるという贈与”をすればするほど、植物は“こちらが求

めているもの（豊かな実り）を返してくれるという返礼”をより多くしてくれる」とい

う過程であると理解され、この理解が人間と人間との関係、組織集団と人間との関係、

神と人間との関係などにも類推適用されて、「相手が求めていることを推察して、相手に

“その求めているものを与えるという贈与”を多くすればするほど、相手はこちらが求

めているものを推察して、“こちらが求めているものを返してくれるという返礼”をより

多くしてくれる」と信じられている。そして、「相手が求めているものを推察して、その

求めているものを相手にできる限り多く与えるように努力する」ことを、「誠意を尽くす」

とか「誠心誠意努力する」とか言っているのである。「相互推察型至誠的世界モデル」に

おける誠意を「相互推察型誠意」と呼ぶことにする。 

相手に「相互推察型誠意」を尽くすには、その相手が求めているものを正確に推察す

る必要があるが、そのようなことができるのは、その相手と長い付き合いがあるか、そ

の相手が単純な法則に基づいて行動しているか（赤ん坊などの場合）、その相手と自分と

が同質（同じような「世界モデル」と価値観を持ち、同じような思考方法をし、同じよ

うな場所に住み、同じようなことを学び、同じような仕事をし、同性で、年齢が近いな

ど）である場合だけである。そうでない場合には、相手が求めていることの推察に失敗

し、こちらは誠意を尽くしたつもりでも、相手がそれを余計なお世話だと考えたり、自

分に対する嫌がらせや攻撃だと考えたりするという悲劇が起きることになる。山本七平

氏は『「空気」の研究』（P.38-40）で、次のように述べている。 
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   塚本虎二先生は、「日本人の親切」という……随筆を書いておられる。氏が若いころ

下宿しておられた家の老人は、大変に親切な人で、寒中に、あまりに寒かろうと思っ

て、ヒヨコにお湯をのませた、そしてヒヨコを全部殺してしまった。そして、塚本先

生は「君、笑ってはいけない、日本人の親切とはこういうものだ」と記されている。

私はこれを読んで、だいぶ前の新聞記事を思い出した。それは、若い母親が、保育器

の中の自分の赤ん坊に、寒かろうと思って懐炉を入れて、これを殺してしまい、過失

致死罪で法廷に立ったという記事である。……両方とも、全くの善意に基づく親切な

のである。 

よく……「善意が通らない社会は悪い」といった発言が新聞の投書などにあるが、

こういう善意が通ったら、それこそ命がいくつあっても足りない。……この現象は…

…「自分は寒中に冷水をのむはいやだし、寒中に人に冷水をのますような冷たい仕打

ちは絶対にしない親切な人間である」がゆえに、自分もしくはその第三者を、ヒヨコ

に乗り移らせ、その乗り移った自分もしくは第三者にお湯をのませているわけである。

そしてこの現象は社会の至る所にある。 

 

老人は、ヒヨコの求めているものを正確に推察できなかったために、ヒヨコに誠意を

尽くすつもりで、お湯を飲ませたら、それがヒヨコに対する攻撃になってしまい、若い

母親は、赤ん坊の求めているものを正確に推察できなかったために、赤ん坊に誠意を尽

くすつもりで、懐炉を入れたら、それが赤ん坊に対する攻撃になってしまったのである。

老人がヒヨコの求めているものを正確に推察できなかったのは、「自分……を、ヒヨコに

乗り移らせ」た、つまり、ヒヨコは自分と同質のものであると考えたからである。この

ような“自分が求めているものは他者も求めているはずだ、自分が嫌なことは他者も嫌

なはずだという幻想”（「自他同一視幻想」と呼ぶことにする）が「相互推察型至誠的世

界モデル」に結びつくと、“相手が求めているものを推察する”という要素が抜け落ちし

てしまい、「“自分Ａの求めているもの＝相手Ｂが求めているもの”をＢに与えるという

贈与を多くすればするほど、Ｂは“Ｂの求めているもの＝Ａが求めているもの”を返し

てくれるという返礼をより多くしてくれるはずだ」と信じてしまうことになる。このよ

うな「世界モデル」を「自他同一視型至誠的世界モデル」と呼び、「相互推察型至誠的世

界モデル」と「自他同一視型至誠的世界モデル」とを「至誠的世界モデル」と総称する

ことにする。 

なお、「自他同一視幻想」は、「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがた

も人にしなさい」（『マタイによる福音書』7章 12節）というキリスト教の黄金律、「己の

欲せざる所は人に施すこと勿れ」（『論語』顔淵第十二、衛霊公第十五）という孔子の教

えなどにも見られる。 

“自分が求めているものをできる限り多く相手に与える”ということは“欲しいもの

を我慢して、できる限り多く相手に与える”ということなので、「自他同一視幻想」を抱
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いている人にとっては、“私欲を捨て、自分を犠牲にしてでも、相手に尽くす”ことであ

るということになる。そして、それが、誠意を尽くすことであるということになる（「自

他同一視型至誠的世界モデル」のおける誠意を「自他同一視型誠意」と呼ぶことにする）。

そのため、「自他同一視型至誠的世界モデル」を抱いている人は、「私欲を捨て、自分を

犠牲にしてでも、相手に尽くせば、相手の方も、私欲を捨て、自分を犠牲にしてでも、

こちらに尽くしてくれる」と信じている。そして、その信念を、個人と会社の関係に適

用して、過労死寸前まで働けば（＝自分が欲しい余暇や睡眠時間を会社のために犠牲に

すれば）、会社は自分に報いてくれると信じたり、国家と神の関係に適用して、死ぬ気で

戦えば（＝自分たちが欲しい命を神のために犠牲にすれば）、神風が吹いて勝利できると

信じたりしている。 

人々が、日本の伝統的な村落のような「世襲制永続的小規模集団」（構成員になる資格

が親から子へと世襲される永続的な組織集団のうち、構成員全員が顔見知りになること

ができ、構成員間で頻繁な対面的コミュニケーションを行うことができる程度の規模の

ものをそう呼ぶことにする）内で生まれてから死ぬまで暮らしていた時代には、「世襲制

永続的小規模集団」の構成員同士には長い付き合いがあり、また、同質性もあったので、

他の構成員が求めていることの推察が容易であり、自分の求めているものを他の構成員

も求めていることが多かった。その結果、「至誠的世界モデル」にはある程度の現実への

適合性があったが、付き合いの少ない相手や自分とは異質な相手と関係を持たなければ

ならないことが多い現代社会では、「至誠的世界モデル」には現実への適合性がほとんど

ない。特に、「自他同一視型至誠的世界モデル」は日本社会に莫大な損失をもたらしてい

る。例えば、経済の分野では、コスト度外視の過剰・迷惑セールス、過剰・迷惑サービ

ス、過剰品質、不要・迷惑な機能だらけの製品が横行し、労働生産性が低下して、競争

力（特に国際競争力）を失ってしまい、過労で倒れる者が続出している。 

 

(12) マコト主義、至誠的調和信仰 

「至誠的世界モデル」を抱いている人は、「何事にも誠意を尽くして行動することが正

しい生き方であるとする価値観」（「マコト主義」と呼ぶことにする）を持ち、「人々が誠

意を尽くして行動していれば、ひとりでに調和が生まれ、すべてがうまくいくはずであ

るが、時には、調和が破られるなど、うまくいかないことが起こる。それは誠意を尽く

さない不心得者が邪魔をしたからであり、誠意を尽くして、その不心得者を説得し、改

心させれば、後はひとりでにうまくいくという信仰」（「至誠的調和信仰」と呼ぶことに

する）を持っている。なお、前述したように、「相互推察型至誠的世界モデル」と「自他

同一視型至誠的世界モデル」では、誠意の捉え方が異なっているので、「マコト主義」と

「至誠的調和信仰」のあり方にも違いが出てくる。「相互推察型至誠的世界モデル」にお

ける「マコト主義」と「至誠的調和信仰」をそれぞれ「相互推察型マコト主義」、「相互

推察型至誠的調和信仰」と呼び、「自他同一視型至誠的世界モデル」における「マコト主
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義」と「至誠的調和信仰」をそれぞれ「自他同一視型マコト主義」、「自他同一視型至誠

的調和信仰」と呼ぶことにする。 

「相互推察型至誠的調和信仰」を抱いている人には、付き合いの少ない相手や自分と

は異質な相手であっても、誠意を尽くして話し合えば、分かり合えるはずだと主張する

人が多いが、彼・彼女らが言っている誠意を尽くして話し合うこととは具体的にどのよ

うにすることなのかが判然としない。うそをついたり、騙したりしないということなの

か、相手の言い分を良く聞くということなのか、相手の立場に立って考えてみるという

ことなのか、分かり合えるまで話し合いを続けるということなのか、良く分からないが、

それらすべてのことを行っても、「1.集団主義 (3)理性信仰」で述べたように、「世界モ

デル」、思考方法、価値観の基本的な部分が異なっている者同士では分かり合うことなど

できない。 

「自他同一視型至誠的調和信仰」を抱いている人は、こちらは誠意を尽くしたつもり

でも、相手がそれを余計なお世話だと考えたり、自分に対する嫌がらせや攻撃だと考え

たりすることがあるということが分かっていないため、自分が誠意を尽くしても（“誠意

を尽くした気になっていても”と言った方が正確かもしれない）、良好な関係を築けなか

ったり、関係が悪化したりしてしまった場合には、相手が誠意を尽くそうとしないから、

そうなってしまうのだと思い込んでしまい、そのような“誠意のない人間”とは付き合

っていくことができないと、関係を断ってしまうことが多い。そもそも、「至誠的調和信

仰」を抱いていない人は、誠意とは何かが分かっていないか、分かっていても誠意を尽

くす必要などないと考えているかしている人間なので、「至誠的調和信仰」を抱いていな

い人から見れば、“誠意のない人間”であるということになってしまう。「自他同一視型

至誠的調和信仰」は、異質な人と関わり合いを持つことを阻害し、集団に排他性を持た

せる信仰なのである。 

 

(13) 唯心的世界モデルと精神論 

「社会的世界モデル」では、世界の基本的な構造は固定的なものであるが、世界を構

成する「モノ」は、その心に従って行動するので、その心を変えることができれば、世

界の具体的なあり様を変えることができることになる。「社会的世界モデル」では、他の

「モノ」の行動を変えるために、互酬性を利用したり、行動の同調（模倣）を利用した

りしようとするのが一般的であるが、心の同調（共感や感化）を利用して、他の「モノ」

の行動を変えるという考えもあり得る。自分の心を鍛えて、“善い心”を持ち、“善い行

い”をするようになれば、その“善い心”に同調して（感化されて）、他の「モノ」も“善

い心”を持ち、“善い行い”をするようになって、世界は“善き”ものとなるという唯心

論的な信仰である。この唯心論的な信仰を徹底すると、自分の“善い心”に、世界の全

ての「モノ」の心が同調して、世界は、一つの“善い心”によって動かされるようにな

り、“この世の極楽”が生まれるという信仰になる。これらの信仰に基づく「社会的世界
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モデル」を「感化型唯心的世界モデル」と呼ぶことにする。 

「感化型唯心的世界モデル」は、江戸時代中期から後期の日本で生まれたものである

（「至誠にして動かざる者は、未だ之れ有らざるなり」と唱えた孟子の思想にも、「唯心

的世界モデル」の片鱗が見られる）。安丸良夫氏は『日本の近代化と民衆思想』で、次の

ように述べている。なお。「梅岩」とは「石田梅岩」のことであり、「尊徳」とは「二宮

尊徳」のことである。 

 

梅岩は、……「万事ハ皆心ヨリナス」、「仁者ハ天地万物ヲ以テ一体ノ心トナス。…

…」などとのべた。こうした唯心論的世界観は、民衆的思想に共通していた。たとえ

ば、河内屋可正も、人間の幸不幸からはじめてすべての事象はみな「己が心より出た」

ものだとのべたし、黒住宗忠の「生死も富も貧苦も何もかも／心一つの用ひようなり」、

「天地は広き物かとおもひしに／我一心の中に有りける」などいうのも同様な意味で

あろう。（P.55） 

梅岩や尊徳は、……人間の心を変革すればこの世に極楽ができるのだと説明した。

（P.56） 

利己心を徹底的に排除した自己変革によってのみ、他人と自己との利害の対立がな

くなって精神の共同性が成立し、そうした悪習にそまった他人をも変革できる。……

こうした梅岩の処方箋は、……狭い共同社会のなかでは他人を感化・変革してあらた

な生活規律を樹立できよう。だが、……このような自己の力は、家や村のような小共

同体の外にはおよびにくい。（P.79） 

民衆的諸思想に共通する強烈な精神主義は、強烈な自己鍛錬にむけて人々を動機づ

けたが、そのためにかえってすべての困難が、自己変革――自己鍛錬によって解決し

うるかのような幻想をうみだした。この幻想によって、客観的世界（自然や社会）が

主要な探求対象とならなくなり、国家や支配階級の術策を見ぬくことがきわめて困難

となった。（P.80） 

 

「感化型唯心的世界モデル」では、人々が“善い心”を持つと社会は良くなり、人々

が“悪い心”を持つと社会は悪くなることになる。そのため、社会的問題が発生する原

因は人々の心にあるとされ、現在の社会体制に問題があるのではないかという考えに至

らくなってしまう。社会的問題を分析することによって、その発生原因を探り、社会体

制の変革によって、その問題を解決するということができなくなってしまうのである。

したがって、現在の社会体制によって不利益を被っている人にとっては、不都合な「世

界モデル」であるが、現在の社会体制によって利益を得ている人にとっては、好都合な

「世界モデル」である。 

斉藤環氏は『ヤンキー化する日本』（P.18-25）で、次のように述べている。 
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いかなる困難な状況も……「気合い」で切り抜けられる、という根拠のはっきりし

ない信念。……気合いこそは、一個人の限界を超えた力を発揮させてくれるパワーだ

からだ。 
この信念は、……私たち日本人に（だけ？）あまねく共有されている。…… 

   気合い主義がそのまま根性主義、精神主義に 繋
つ な

がってしまう……「気合いを入れ

れば限界を超えられる」という発想は、「大和魂
やまとだましい

があるから資源のない日本でも戦争

に勝てる」という発想とかなり近い。これがさらにこじれると、「何もないからこそ、

精神力で相手に打ち勝てる」という倒錯的な発想に至る。いすれも精神の力で肉体

の限界はやすやすと超えられるとする発想が基本にある。…… 

   片山 杜
も り

秀
ひ で

氏によれば、こうした精神主義のルーツは日露戦争にあったという。…

… 

   昔から日本軍は 兵站
へいたん

、つまり武器や食料の補充をなおざりにする傾向があった。

これは当然で、もし気合いで戦争に勝てるのなら、誰も兵站のことなど考えるわけ

がないのだ。…… 
   なぜ僕たちは受験生やアスリートに「がんばれ」などと口にするのか。それは僕

たちがひそかに「人間は一人ではがんばれない」と考えているからだ。一人ではが

んばれなくとも、誰かのためならがんばれるはずだ、と考えているからだ。…… 
   「気合い」は、常に外から「入れる」ものだ。誰が入れるのか。彼にとって親密

圏の他者である。家族であり仲間であり、彼の味方である。…… 
   「気合い」主義の問題は、その個人が所属する（中間）集団からのプレッシャー

を背景に、その個人が本来持っている実力以上の力を無理に引き出そうとする点だ。

「大和魂」から「がんばれ」に至るまで、何気ない激励の言葉の裏に、個人を集団

主義のほうに引き寄せようとする匿名的な意志が潜んでいる。…… 
   僕たちは日常的に「元気をもらう」「パワーをもらう」などと口にする。しかし、

がんばっている誰かを見て自分もがんばろうと思うこともまた同調圧力の一種であ

る 
 

精神論、精神主義、根性論、根性主義などと呼ばれているものは「非典型宗教」で

あり、それらへの「無自覚的信仰」の背後には、「感化型唯心的世界モデル」が「至誠

的世界モデル」の影響を受けて変化した「世界モデル」（「精神力型唯心的世界モデル」

と呼ぶことにする）があると、私は考えている。 
“善い心”を持ち、“善い行い”をすれば、その“善い心”に感化されて、他の「モ

ノ」も“善い心”を持ち、“善い行い”をするようになるということは “善い心”に

は、他の「モノ」の心を変えることによって、その「モノ」を動かす力があるという

ことだいう解釈がありうる。そして、この解釈から、「他の「モノ」の心を変えるよっ

て」という媒介を取り除くと、“善い心”には、他の「モノ」を動かす力があるという
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ことになる。また、自分の身体が“善い行い”をするのは、自分の“善い心”が持つ

力によって動かされているからだと解釈がありうる。これらの解釈を併せると、“善い

心”には、全ての「モノ」を動かす力（「精神力」と呼ぶことにする）があるというこ

とになる。気力、気合い、大和魂などと呼ばれているものの正体は、この「精神力」

である。 
「精神力型唯心的世界モデル」を抱いている人は、他者（仲間、所属集団など）の

ために、自分の力を、その限界を超えて発揮したいという願いを持つと、他者が、そ

の「精神力」の一部を一時的に貸してくれるという“互酬的な関係”があり、他者か

ら借りた「精神力」を自分の「精神力」に付け加えることによって、自分の「精神力」

を強化し、その強化した「精神力」を用いて、本来の力以上のことができるようにな

ると、半ば無意識のうちに信じている。このような信仰が、漫画やアニメで映像的に

表現されることがある。強大な敵を前にして主人公が苦しんでいると、仲間の体から

“エネルギーの玉”のようなものが出てきて、主人公の体の中に入り、それによって

力を得たことにより、敵を倒すことができたというような場面である。 
「精神力型唯心的世界モデル」を抱いている人は、“善い行い”をしようと、自分の

何かを犠牲にして（＝自分の何かを超越的存在に捧げて）、努力すると、超越的存在（神

など）がその「精神力」の一部を贈与してくれるという“互酬的な関係”があり、超

越的存在からもらった「精神力」を自分の「精神力」に付け加えることによって、自

分の「精神力」を強化し、その強化した「精神力」を用いて、本来の力以上のことが

できるようになるとも、半ば無意識のうちに信じている。寝る間も惜しんで勉強すれ

ば（＝余暇や睡眠時間を犠牲にすれば）、自分本来の力以上に学力が向上して、志望大

学に合格できると信じたり、へとへとになるまで練習すれば（＝苦痛に耐えるという

犠牲を払えば）、自分本来の力以上に運動能力が向上して、試合に勝てると信じたりす

る信仰である。なお、「超越的存在（神など）がその「精神力」の一部を贈与してくれ

るという“互酬的な関係”があり、超越的存在からもらった「精神力」を自分の「精

神力」に付け加えることによって」の部分は、脳の「無意識の領域」が信じている部

分であり、「意識の領域」は、「“善い行い”をしようと、自分の何かを犠牲にして、努

力すると、自分の「精神力」を強化でき、その強化した「精神力」を用いて、本来の

力以上のことができるようになる」とだけ信じている。 
 

(14) 擬道具化とエージェント状態 

「擬道具化」は、植物、動物、土地、水等を道具視することによって、農耕・牧畜を

生み出すとともに、動物を家畜化して道具として扱うように、人間を家畜化して道具と

して扱うという考え方、つまり、奴隷制度をも生み出した。 

また、「擬道具化」は、人間が道具を作るように、神が人間を作ったという信仰や、

人生には神が定めた目的（使命）があり、人生の中で起きる偶然の出来事は神が与えた
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褒美、罰、試練などであるという信仰を生み出した。人間が何らかの目的を達成するた

めに道具を作るように、神は何らかの目的を達成するために人間を作ったので、人間は

その目的を達成するよう努めなければならない、また、神は人間がその目的を達成する

ことを助けたり、その目的に反した生き方をしている人間を罰したりするために、さま

ざまな出来事を引き起こすという妄想である。神が人間に目的を与えたと考えない人で

も、自分が生きる意味を探そうとしたり、「生きる意味が見つからない」、「自分には

生きる意味がない」などと悩んだりする人が多い。ジェシー・ベリングは『ヒトはなぜ

神を信じるのか』で、次のように述べている。 

 

   宗教が問題になる時、ほとんどの信者は、ヒトは神が与えたなんらかの目的の「た

めのに」ここにいると考える。そしてとりたてて宗教的というわけではない人の場合

には、「幸せになるため」とか「互いに愛するため」といったように、人間という存

在に漠然とした精神的目的をもたせることが多い。……これこそ運命の概念の意味す

るものであり……自分が自分だけの特別な目的……をはたすためにここにいるかのよ

うに感じる。（P.77-78） 

   運命や基本的目的という考え方は、……こちらを信用しきった若い兵士を言いくる

めて危険な任務につかせるために使われる主要な方法のひとつだ。（P.81） 

  

  人間が何らかの目的を達成するために道具を作るように、神は何らかの目的を達成す

るために人間を作ったという妄想は、人々が今就いている職業は神が定めた天職である

から、その職責を全うすべきであり、不満を言ってはならないというイデオロギーを生

み出して、身分制度を正当化したり、人間は神の“道具＝奴隷”であるから、神の命令

のままに行動すべきであり、主体性を発揮して、自由に行動してはならない（あるいは、

人間には自由意思がないので、主体性など発揮できない）というイデオロギー――西欧

における宗教改革の指導者であったマルティン・ルターやジャン・カルヴァンの思想に

典型的に見られる――を生み出して、“人々を自分（たち）は神の言葉を伝えることが

できると偽って（あるいは、そういう妄想を抱いて）人々を騙す人間や組織集団”、“自

分（たち）は神の代理者であると偽って（あるいは、そういう妄想を抱いて）人々を騙

す人間や組織集団”、“神の言葉であると偽ったものを記している書物（つまり、教典）”

などに隷属させたりしてきた。エーリッヒ・フロムは『自由からの逃走』で、次のよう

に述べている。 

 

   ルッターのパンフレット「奴隷意志論」……はエラスムスの意思の自由の擁護にた

いする攻撃であった。「……人間の意志は、いわば神と悪魔との中間にいる獣のよう

なものである。もし神がその上に宿れば、神の意志のままに意志し、動くであろう。

……もし悪魔がのり移れば、悪魔の意志のままになる。どちらの乗り手のほうへ走る
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か、またどちらを求めるかはかれ自身の意志の力にはなく、乗り手自身がそれをとら

えようと争うのである。……人間は神に向っては『自由意志』をもたない。かれは、

神の意志にたいしても、悪魔の意志にたいしても、とらわれの身、奴隷、奉仕する召

使である」。人間は神の手の中にある力のない道具であり、根本的に悪に満ちており、

かれのなすべきただ一つのことは神の意志に身をまかせることである。（P.84） 

カルヴァンの神学は……自我の否定こそ、神の力に頼るための手段であると教える。

……「われわれはわれわれ自身のものではない。それゆえわれわれの理性もわれわれ

の意志も、われわれの思考や行為を支配してはならない。……われわれは神のもので

ある。それゆえ、われわれは神のために生き、また神のために死のう。……もし人間

がみずからにしたがって行動するならば、それは人間を破滅させるもっとも恐ろしい

害悪であるから、自分自身でなにものかを知ったり欲したりするようなことなく、わ

れわれの前を進み給う、神によって導かれることだけが、救済の訪れる唯一の道なの

である」。（P.92-93） 

 

人間は神の道具であるから、神の命令のままに行動すべきであり、主体性を発揮して、

自由に行動してはならないという信仰から、人間は国家などの組織集団の道具であるか

ら、組織集団の権力者の命令のままに行動すべきであり、主体性を発揮してはならない

という全体主義的・集団主義的なイデオロギー（信仰と呼んだ方が良いかもしれない）

が生まれたと、私は考える。全体主義的・集団主義的なイデオロギーでは、組織集団が

神格化されているのである（「5.組織神格化教」参照）。このような信仰やイデオロギ

ーの下では、人間は「エージェント状態」に陥ってしまい、「神の正義のために」「国

家の正義のために」という名目で、残虐非道なことを平気でする人間になってしまう。

スタンレー・ミルグラムは『服従の心理』（P.202-220）で、次のように述べている。 

 

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したがって行動してい

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……これを「エージェント状態」と呼ぼう。……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、地位の高い人物の統御に自分を委ねるような社会状

態にあると定義しているということだ。この状態になると、その人は最早自分の行動

に責任があるとは考えなくなり、他人の願望を実行する道具にすぎないと己を定義す

るようになる。（P.202-204） 

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

いうことだ。道徳が消えるわけではないが、その焦点がまったく変わってくる。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

かで決まるようになるのだ。この種の道徳性をずばり示す用語は無数にある。忠誠心、
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責務、規律などはすべて……その人物の「善良さ」そのものを指すのではなく、従属

者が社会的に定義された役割をどれだけきちんと果たしたかを示す。権威の命令で何

か凶暴なことを行った個人に対する最もありがちな擁護は、そいつは単に自分の責務

を果たしただけなんだ、というものだ。……人が自分の行動に責任を感じるためには、

その行動が「自己」から生じたと感じなくてはならない。（P.219-220） 

忠誠、規律、自己犠牲といった、個人として大きく称揚される価値こそがまさに戦

争という破壊的な制度上のエンジンを作り出し、人々を権威の悪意あるシステムに縛

りつけるというのは、何とも皮肉なことである。各個人は、大なり小なり他人への破

壊的な衝動を無制限な流れを抑えるための良心を持っている。だがその人が自分自身

を組織構造に埋め込むと、自律的な人物にとってかわる新しい生物が生まれ、それは

個人の道徳性という制約にはとらわれず、人道的な抑制から解放され、権威からの懲

罰しか気にかけなくなる。（P.276） 

 

(15) 牧畜的世界モデル 

牧畜は、野生の動物を飼い馴らして、家畜化することから始まった。その経験から、

一部の牧畜民は、“野生＝無秩序な世界＝悪の世界”に属する動物を“飼い馴らす＝制御

する”ことが世界に“秩序＝善”をもたらすことであると考えるようになった。さらに、

自分たちは昔“野生＝無秩序な世界＝悪の世界”の中で生きていたが、神によって“飼

い馴らされる＝制御される”ことによって、神の家畜となり、“文明＝秩序ある世界＝善

の世界”の中で生きるようになったと考えるようになり、人間を“飼い馴らす＝制御す

る”神を“飼い主＝唯一の神”として“服従する＝信仰する”ようになった。ユダヤ教、

キリスト教、イスラーム（イスラム教）は、人間を神の“家畜＝奴隷”にしてしまう宗

教なのである。神が人間を飼い馴らし、人間が動物などの自然を飼い馴らすことによっ

て世界に秩序がもたらされるという世界モデルを「牧畜的世界モデル」と呼ぶことにす

る。 

人間が動物を飼い馴らすという体験は、神が人間を飼い馴らすという信仰を生み出し

ただけでなく、親が動物的な子どもを飼い馴らすという考え方や理性的な精神（あるい

は、霊魂）が動物的な肉体を飼い馴らすという考え方をも生み出した。中谷彪氏は『教

育風土学』（P.159-160）で、次のように述べている。 

 

  ヨーロッパ、アメリカでは、古来、子育てや教育において体罰が行われてきた。こ

の伝統はどこからきているのであろうか。私は、それは、彼らが牧畜民族であり、牧

畜肉食文化を有しているからであると考える。 

  ……彼等は、家畜を調教する際に鞭（体罰）を振るうが、それと同様に、子どもを

しつけたり、育てたりする場合に鞭（体罰）を振るうのである。 

この点で、1965 年にヨーロッパ諸国を訪問した村上兵衛氏の紀行文「ドイツに戦中
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派はいなかった」は教訓的である。…… 

 

   「日本では、しばしば『アチラでは子どもの躾がよく行き届いている』というこ

とがいわれる。表面的に見るかぎり、たしかにそのとおりであった。……しかし、

いったん親の目をはなれた場合はどうだろうか。……その性格は一変したようにな

る。…… 

   理由は簡単である。子どもたちの尻には、両親……の……掌の痛みが焼きついて

いる。どんなに泣きわめこうと、子どもの耳たぶをぐいぐいと引っ張っていくその

光景は、しばしば街角でも見られる。子どもたちを律しているのは、ほとんど肉体

的な痛み、恐怖心であろう。したがって、……いったん相手が与しやすい、と舐め

てかかれば、もう本能を制御するものはなにもないのである」。…… 

   「……街角ですれちがう犬が人間に吠えかかることはおろか、犬同士吠えあうと

いうような光景も滅多に見ることができない。あったとしても、主人のただ一声に

よって静まってすまう。彼等はまるで『紳士』のように振る舞っている。…… 

   私は、この犬たちの姿を眺めながら、つまりこれがヨーロッパ人自体の姿だ、と

しばしば思った。……」。 

 

ヨーロッパの大人は、自分たちの飼い主である神（あるいは、理性）の鞭を恐れて、

飼い馴らされた犬のように振る舞っているということである。 

 

(16) 機械的世界モデル 

  アーノルド・パーシーは『世界文明における技術の千年史』（P.162-16５）で、要約

すると次のようなことを述べている。 

 

17 世紀のヨーロッパでは、物事の成り行きを機械に置き換えて考える習慣が広がっ

た。例えば、時計と宇宙についての考察から人体の研究（心臓がポンプとみなされた）

へ、さらには思考の過程についての研究（パスカルの計算機の発明に関連）へ、そし

てついには人間の行動と組織化についての考察へと拡大した。 

火縄銃、測量機器、紡ぎ車などを設計し直したり、それを操作する人間の動作を速

めたりする目的のために、操作する人間の腕や指の動きに対する分析が加えられた。

例えば、オランダ独立戦争（1568～1648 年）当時のオランダの陸軍総司令官であった

モーリッツは、火縄銃に装填し、着火するのに必要な一連の動作を研究し、その動作

を 42の段階に細分し、それぞれを図に描き、特殊な指令用語を当てて、号令を発する

と兵士が反射的に一斉に動くように訓練することを可能にし、敵に壊滅的な打撃を与

える一斉射撃ができるようになった。18 世紀には、紡ぎ車を繰る紡績工が、軽く撚り

をかけた綿糸を工程に送り込む腕と指の動きが分析され、その動きを機械化するさま
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ざまな方法が試みられ、ハーグリーブスやアークライトによる紡績機の発明へとつな

がった。 

軍隊の訓練、分業、工業機械の設計には、共通した分析的思考が求められた。腕と

手と指が生み出す複雑な動きを分析してみると、多くの単純な動作から成り立ってい

ることが分かったからである。また、この分析的思考によって、働く人がより統一さ

れた方法で一緒に作業できるよう、動作を編成し直すことが可能となった。 

 

機械には設計者や製作者がいるので、「擬機械化」によって世界・宇宙や生物は機械

のようなものだと考えると、世界・宇宙や生物には設計者が製作者がいることになる。

17 世紀のヨーロッパにおいて、世界・宇宙は神が設計して作った機械のようなものであ

ると考える「世界モデル」（一般には「機械論的自然観」と呼ばれることが多いが、本

稿では「機械的世界モデル」と呼ぶことにする）が生まれた。「機械的世界モデル」に

は、神は世界・宇宙を作り、制御していると考える「機械的世界モデル」（「制御型機

械的世界モデル」と呼ぶことにする）と、神による世界・宇宙の設計・製作の後、世界・

宇宙は神の手から離れて、“神による設計＝自然法則”にしたがって自動的に動いてい

ると考える「機械的世界モデル」（一般には「理神論」と呼ばれているが、本稿では「自

動型機械的世界モデル」と呼ぶことにする）がある。「自動型機械的世界モデル」は、

一度ねじを巻けば、時計はひとりでに動くというような現象からの類推によって生まれ

たのではないかと思われる。 

「牧畜的世界モデル」では、神は“人間の飼い主”という人格的存在で、人間に対し

て日常的に支配力を行使するものであったが、「自動型機械的世界モデル」では、神の

役割は世界の設計と製作に限定され、人間にとって利害関係があるのは“神による設計

＝自然法則”はどのようなものなのかという問題であるということになり、神は人格的

存在から法則的存在へと変化する。 

機械の構造を知るには、その機械がどのような部品をどのように組み合わせて作られ

てたものなのかを調べる必要がある。例えば、「時計の機構は、スプリング、歯車、鎖

の相互作用を吟味することによって理解し得ない」（R.ホーイカース、C.ロウレス、D.

グッドマン、N.コーリ、G.ロバーツ、J.ブルック著『理性と信仰 科学革命とキリスト

教Ⅱ』P.178）。世界・宇宙や生物が機械のようなものであるならば、世界・宇宙や生物

の構造を知るには、世界・宇宙や生物がどのような構成要素をどのように組み合わせて

作られたものなのかを調べる必要があることになる。 

機械を構成する部品の形、大きさなどを変化させると、それに応じて、機械の性能が

規則的に変化する。この原理を一般化・抽象化すると、システムを構成する要素とシス

テム全体の性能との間には一定の関数関係があるということになる。 

「機械的世界モデル」は、機械的な思考方法、つまり、形式論理が理性的な思考方法

であるという考え方を生み出した。形式論理が機械的な思考方法である理由を、歯車の
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組み合わせで動く機械を例にして説明する。歯車 a が 1 回まわると、それとかみ合って

いる歯車 b が 2 回まわる、歯車 b が 1 回まわると、それとかみ合っている歯車 c が 3 回

まわる。そうすると、歯車 a が 1 回まわると歯車 c は 6 回まわることになる。この歯車

同士の関係は安定している。つまり、法則性がある。歯車同士の関係は、あることがＡ

というカテゴリーに属するならば、カテゴリーＢに属する結果が生じ、あることがＢと

いうカテゴリーに属するならば、カテゴリーＣに属する結果が生じる、したがって、あ

ることがＡというカテゴリーに属するならば、カテゴリーＣに属する結果が生じるとい

う形式論理に抽象化でき、歯車の科学になる。逆に、形式論理的な思考を歯車同士の関

係に模倣させて、形式論理的な思考を行う機械を作り出すこともできる。コンピュータ

の元祖は、歯車を用いた機械式計算機であった。 

 

(17) 改造型機械的世界モデル 

同じ部品を使っても、その組み合わせ方を変えると異なる機能を果たす機械を作るこ

とができる。この原理を一般化・抽象化すると、構成要素の組み合わせ方を変えると異

なる機能を果たすシステムと作ることができるということになる。この原理を自然に適

用すると、自然の構成要素の組み合わせ方を変えると異なる自然を作ることができると

いうことになり、社会に適用すると、社会の構成要素（人や組織集団）の組み合わせ方

を変えると異なる社会を作ることができるということになり、人間の心に適用すると、

心の構成要素の組み合わせ方を変えると異なる心を作ることができるということになる。 

神が理性を用いて世界を設計し、作り、制御しているのであれば、“神に由来する理

性”を持つ人間も、世界の一部くらいならば、設計したり、作ったり、改造したり、制

御したりできるはずだと考えるようになり、“自然や社会の構成要素とその組み合わせ

方（言い換えると、自然や社会の構造と法則）を知ることができれば、人間が自然や社

会を作り変えたり、自然や社会を制御したりすることができるはずだ”、“人間の心の

仕組みを知ることができれば、人間が人間の心を作り変えたり、人間の心を制御したり、

人間のような心を持つ人工頭脳を作ったりできるはずだ”と考え、さらには、“人間の

身体の構造と法則を知ることができれば、人間が人間の身体を作り変えたり、人間のよ

うなロボットを作ったりできるはずだ”とまで考える「機械的世界モデル」（「改造型

機械的世界モデル」と呼ぶことにする）が生まれた。 

現代人は、「改造型機械的世界モデル」に強く影響されているので、“自然や社会の

構造と法則を知ることができれば、人間が自然や社会を作り変えたり、自然や社会を制

御したりすることができるはずだ”というのは当たり前のことであると思っているが、

昔の人は、そのようには思ってはいなかった。丸山眞男氏は「肉体文学から肉体政治ま

で」（杉田敦編『丸山眞男セレクション』所収、P.195-196）で、次のように述べている。 

 

  Ｂ 近代社会の形成というのは当然に中世的な秩序をこわしていく面と、その廃墟の
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中から新しい市民社会を建設して行く面と二つあるね。……それが遂行されるため

の思想的前提として、凡そ社会の秩序なり制度なり慣習なり、要するに人間をとり

まく社会的環境がすべて人間の産物であり、人間の知性の力で変えて行けるものだ

という自覚が生まれて来ることが第一だろう。 

  Ａ そりゃ当たり前のことじゃないか。 

  Ｂ ところがこれが中々当たり前のことじゃない。中世のように人間が出生や身分に

よって位階的に位置づけられ、社会関係が固定しているところじゃ、そういう人間

の社会的環境がちょうど山や海や星や月と同じような自然的実在性を帯びて人間を

囲繞しているんだ。本来一定の目的をもった制度でも、それが環境のなかに沈殿す

ればするほど、所与として、つまりつくったものではなく自然に出来たものとして

しか意識されず、従って何の目的でそういう制度であるかということも問題にされ

ない。 

 

  「改造型機械的世界モデル」は、技術と工業の発展を促したが、それには環境破壊と

いう副作用を伴っていた。また、「改造型機械的世界モデル」は、社会の革命的変化を促

したが、それには大量虐殺という副作用を伴っていた。渡辺京二氏は『近代の呪い』

（P.111-117）で、フランス革命に関して次のように述べている。 

 

フランス革命の遂行者たち……を動かしていたのは歴史上初めて生じた理性による

人類改造の理念なのです。……新しい社会の創造は新しい市民の誕生によってしか保

証されません。…… 

この新しい市民とは、ロベスピエールの場合、共和主義という新しい特性の持ち主

ということになります。つまり、一切の利己心を否定してすべてを公共善の実現のた

めに献身するのが市民の特性でなければならないのです。…… 

ロベスピエールの市民的特性の理念が、いかに近代に逆行しているか、一目瞭然で

ありましょう。近代市民社会は個々人の利害、つまり利己心を肯定することから出発

しております。個人の欲求は充足されねばならず、それが自由と平等の出発点となっ

ております。…… 

公共善をめざす利己心のない市民から成る新社会を創造するためには、どうしても

そういう市民になろうとしない者たちは抹殺されねばなりません。…… 

革命という至上命題……のためには自由や人権など二の次三の次だ、革命の利益に

とっていつ無視してもかまわないというロシア革命、中国革命、キューバ革命の考え

方は、マルクスの階級闘争観に由来するというより、むしろロベスピエール一派の論

理を引き継ぐものです。……フランス革命は……大量虐殺という点でも先駆的なので

す。 
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また、マット・リドレーは『やわらかな遺伝子』（P.242）で、次のように述べている。 

 

レーニンは、人間の本性は訓練で新しいシステムに合わせられるという前提が、共

産主義の成功の鍵を握っていることに気づいていたにちがいない。「人間は矯正でき

る」と彼は言った。「人間は、われわれが望むとおりのものにできるのだ」トロツキー

も同じことを言った。「『改良型』の新しい人間を作ること――それがこれからの共産

主義の任務だ」 

 

  フランス革命、ロシア革命、中国革命などを進めた革命家は、「私（たち）には理性が

あるから、理想の社会を設計することができる。理想の社会には、理想の人間が必要だ。

私（たち）のように、理性を持つ人間であれば、理想の人間になることができるはずだ。

（教育・洗脳しても）理想の人間になることができないのは、彼・彼女らが理性を持っ

ていないからだ。理性を持たない者など、人間と呼ぶに値しないから、殺したり、奴隷

にしたりしても良い」と考えて、自分（たち）とは異なる思想や価値観を持つ人たちを

虐殺したり、労働を通じて矯正するという名目で、ラーゲリ、労働改造所などに強制収

容して、奴隷的労働に従事させたりしたのである。「私（たち）は全知全能の神のごとき

存在である」と思いあがった人間から見れば、自分（たち）とは異なる思想や価値観を

持つ者は悪魔や異教徒なので、「私（たち）は全知全能の神のごとき存在である」と思い

あがった者同士は、理解し合うことができず、殺し合うか、相手を奴隷化しようとする

しかない。 

フリードリヒ・アウグスト・フォン・ハイエクは、社会制度は合理的に設計されるべ

きだとする思想を「設計主義（設計主義的合理主義）」と呼び、「設計主義」は、人間

の知性の限界を無視して、人類は自らの発展の方向を自らの意思によって制御できると

した傲慢な思想であると批判しているが、「設計主義」は「改造型機械的世界モデル」

が生み出したものである。 

 

(18) 教育観 

「修正型自生的世界モデル」は、「“悪者”が邪魔をしなければ、子どもはひとりでに

良い子に育つので、“悪者”が邪魔をしないように注意を払わなければならない」という

教育観（「修正型自生的教育観」と呼ぶことにする）を生み出した。子どもが自己発展す

る力を持っていると信じて、子どもの自発性を尊重する「子ども中心主義（児童中心主

義）」の教育思想は、この「修正型自生的教育観」が生み出したものであると、私は考え

る。恒吉僚子氏は『人間形成の日米比較』（P.18-19）で、次のように述べている。 

 

  アメリカの伝統的な子供のしつけと、動物のしつけとが思わぬところで似通ってい

るのは、子供の本性に、矯正すべきわがままな意志を持つ動物的存在を見出すからで
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はないかと思われる。……かつてのアメリカの親たちは、「誰がボス」であるかを多分

に意識しながら、厳格な態度で子育てに臨んだのであろう。アメリカの伝統的なしつ

け観によれば、親が子のわがままに折れたならば、堕落する性向のある子供は罪と悪

行を重ねてしまいかねないのであり、子供の親への服従が強調された。そして、子供

が動物的存在から遠ざかるにつれ、自由に振る舞うことを許されたのである。 

アメリカ人の伝統的家庭教育を「動物モデル」にたとえるならば、性善説的立場か

ら自然に即した成長を強調した日本人のしつけは、「植物モデル」になぞらえることが

できよう。元来、邪心がない子供を軌道から外れた時に粘り強く方向を正すという日

本の伝統的発想は、まさに、わざと曲がろうとして変形してしまったわけではない植

物に添え木をするのと似ている。実際、日本近世の育児論には、子育てを植物の栽培

にたとえることが少なくなかったようである。 

 

恒吉僚子氏の言う「動物モデル」の教育観は、「牧畜的世界モデル」から生まれ、その

後、「理性信仰」によって修正された教育観である。はじめのころは、「子どもは野生動

物のような存在なので、野生動物を飼い馴らすように飼い馴らす必要がある」（「調教型

飼育的教育観」と呼ぶことにする）と考えていたが、その後、「子どもは“理性を持たな

い＝無秩序である＝悪である”存在なので、厳しく指導して“理性を持たせる＝秩序を

与える＝善良化させる”必要がある」（「理性型飼育的教育観」と呼ぶことにする）と考

えるようになったのである。 

中谷彪氏は『教育風土学』（P.13-15）で、次のように述べている。 

 

家畜を飼育し、畜産物の高度利用をはかるには、……いま屠殺するとしたら、どの

牛がうまそうな肉をたっぷり取ることができるか、その牛はもう少し待った方がよい

か、それぞれの時点で具体的に判断しなければならない。メス仔牛の場合であれば、

どれを屠殺しないで乳牛に育てあげるのかの選別にも迫られる。また、家畜に間に流

行病の兆しが見えた時など、素早く病気の家畜を捜し出して、被害を最小限に食い止

めることも必要になる。……事あるごとに、個々の家畜の具体的な姿を念頭に置くこ

とが要求されるのが、肉食世界であった。…… 

彼らは家畜の飼育を通して、同じ家畜でもみんな個性があり、性格や能力がみな違

うという事実を容易に認識したのではないかと思われる。また、家畜の改良のために

は、血統（遺伝的・先天的要素）が重要であることを認識したのではなかろうか。よ

い血統、よい種を残していくことは、彼らにとっては死活の問題でもあったはずであ

る。 

こうした生活の中で、彼らは、人間もそれぞれ個性的な存在であり、能力や性格に

おいても異なっていること、また、遺伝的な要素が人間の成長と発達において大きな

影響を与えることを発見したのではなかろうか。…… 
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こうした人間観は、……学業成績によるランクづけや英才教育を肯定する十分な根

拠となり得るであろう。……個性と適正に応じた教育、能力差・学力差・習熟度別に

基づく教育……が広く是認される可能性が大いにある得るわけである。 

 

牧畜では、個々の家畜を特定して、その個々の特性に応じて個別的に育てることが必

要なことが多いので、その類推から、子どもを教育する場合には、個々の子どもを特定

して、その個々の特性に応じて個別的に教育することが必要だという考えが生じたとい

うことである。 

「相互推察型至誠的世界モデル」は、「教師が誠意を尽くして教育すれば、子どもは、

その誠意に応えて一生懸命に学んでくれるはずだ」という教育観（「誠意型互酬的教育観」

と呼ぶことにする）を生み出した。「相互推察型至誠的世界モデル」によれば、教師が、

子どもたちが求めているものを推察して、その求めているものを子どもたちにできる限

り多く与えるように努力すれば、子どもたちは、教師が求めているものを推察して、そ

の求めているものを教師にできる限り多く与えるようなるはずなのである。阿部好策氏

は、柴田義松編『新・教育原理』「第 4章 なぜ学習指導の転換が必要か」（P.79）で、次

のように指摘している。 

 

教育的関係論には……検討事項がある。それはドラマや「まなざし」で強調される、

教師と子どもの情熱的な呼応関係である。指導技術も大切だが、これまでの教育はそ

れ以上に、教師の使命感、愛、真心が子どもの信頼感や向上意欲を呼び出すと考える

「愛と信頼の関係」を基調とした。このため、多くの教師が「熱心にがんばれば、い

つか子どもはわかってくれる」と教育的情熱を燃やしてきた。しかし、子どもはいま、

体罰教師はもとより、わかる授業に熱心でもシツコイ教師やツカレル教師にはソッポ

を向く。自作プリントで良い授業をしようとしても「プリントが 2 枚足りない！」と

いうだけで授業崩壊が起きたケースさえある。 

 

「相互推察型至誠的世界モデル」を抱いている教師は、「使命感、愛、真心」という“誠

意”を示せば、子どもたちが「信頼感や向上意欲」という“誠意”を返してくれるはず

だと信じているが、子どもたちは、「相互推察型マコト主義」から「マゴコロ主義」へと

価値観を変えつつあり、欲しくもない“誠意”を勝手に押し売りしてくる「シツコイ教

師やツカレル教師」に「ソッポを向」き始めているということである。「相互推察型マコ

ト主義」によれば、欲しくもない“誠意”に対しても、それなりの“誠意”を返す必要

があるということになるが、「マゴコロ主義」によれば、“誠意”を押し売りして不快感

を与えてくる「シツコイ教師やツカレル教師」を相手にする必要はないからである。 

マット・リドレーは『進化は万能である』（P.210-211）で、次のように述べている。

なお、「タブララサ」（tabula rasa）というのは、何も書かれていない石板（物を書くた
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めの石でできた板）のことである。 

 

言語や宗教、記憶ばかりか、性格そのものや、知能、性的指向、愛する能力まで、人

の頭の中にあることの事実上すべては外部に由来するという……ドグマは 20世紀の後半

に、心理学はもとより、人類学、生物学、政治学ほか、人文科学のありとあらゆる分野

でほぼすべての思想を支配下においた。……人間の人格と能力は、影響力のある他者に

よって心のタブララサに書き込まれるというわけだ。これは当時、知的に正しいばかり

か、道徳的にも正しいと考えられていた。人間は、遺伝の不公平によって運命が決まっ

ていないことを意味したからだ。…… 

 

人間の心は生まれたときには何も書かかれていない「タブラ・ラサ」のようなもので

あり、生まれた後の経験によって心の有り様が決まるのだから、人間の心は如何様にも

作り変えることができると考える「環境決定論」は「改造型機械的世界モデル」や「唯

心的世界モデル」と親和的である。 

「環境決定論」と「改造型機械的世界モデル」が結びつくと、「人間の心の仕組みを知

ることができれば、教育等によって、人間の心を理想的なものに作り変えることができ

る。人間の心が理想的なものになれば、社会は理想的なものになる」という教育観（「洗

脳的改造型教育観」と呼ぶことにする）が生まれる。フランス・ドゥ・ヴァールは『共

感の時代へ』（P.284-285）で、次のように述べている。 

 

   マルクス主義は、文化的に操作した人間という幻想に足を取られた。人間は白紙状

態で生まれ、条件付けあるいは教育、洗脳（その他、何と呼ぼうとかまわないのだか）

による書き込みを受ける、したがって、我々は素晴らしく協力的な社会を築く用意が

あるという幻想だ。アメリカのフェミニスト運動も同じような幻想に毒されていた。

この運動は（男女の違いを称賛するヨーロッパのフェミニスト運動とは異なり）、性別

の役割は全面的な改修が可能だとした。同じ頃、有名な性科学者が、性器の一部を失

った男の子を手術で去勢して女の子として育てられると主張し、その子は完全に満足

するだろうと予測した。この「実験」の結果、その子はすっかり困惑してしまい、ず

っと後年、自ら命を絶った。……人間の本性はこの上なく硬い木の根と同じで、簡単

に削ったり曲げたりすることなどできない。 

 

進化心理学者が指摘するように、人間の心は生まれたときには何も書かかれていない

「タブラ・ラサ」などではなく、人間の心は遺伝的に特定の方向に向かって発達するよ

うにできている――それが個性である――ので、人間の本性に反する心を教育等によっ

て持たせることはできない。洗脳やマインド・コントロールが成功するのは、それらが

対象者の本性に合致する場合だけであり、本性に反する場合には失敗する。マルクス主
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義は、“自分または自分の血縁者の生存率・繁殖率を高めることにつながる行動をとる心

的傾向” （「3.人と人を結びつけているもの (8)血縁関係、疑似血縁認識」参照）と互

酬性という人間の本性に反しているから、失敗したのである。 

「子どもたちには無限の可能性がある。それを引き出すのが教育だ」と主張する日本

の教育関係者も「洗脳的改造型教育観」を影響されているようである。「第 8 回 能力の

個人差 16.知能の発達の上限」」で述べたように、人間の各種能力の上限は遺伝によって

決められており、どれだけ教育しても、どれだけ環境を改善しても、その上限を超える

ことはできない。教育がなしうることは、その上限いっぱいまで能力を高めることだけ

である。 

  「環境決定論」と「唯心的世界モデル」が結びつくと、「人々が“普遍的な道徳”（「第

13 回 宗教・イデオロギー・道徳と教育」で述べるように、“普遍的な道徳”なるものは

存在しない。主張者が普遍的であると思い込んでいる道徳に過ぎない）を軽んじるよう

になってきたために、社会が悪くなってきている。人々に（特に、子どもたちに）“普遍

的な道徳”を教えれば、人々は“善い心”を持つようになり、社会は良くなる」という

教育観（「道徳的改造型教育観」と呼ぶことにする）が生まれる。 

「道徳的改造型教育観」を抱いている人たちは、「洗脳的改造型教育観」を抱いている

人たちのように、「人間の心を改良するには、人間の心の仕組みを知る必要がある」など

とは思っていない。単純素朴に、「子どもに道徳を教えれば、自動的に道徳的な大人にな

る」と信じているだけである。しかし、「10.子どもの仲間集団 (4)ティーンエイジャー

集団と大人集団・教師集団との対立」で述べるように、子どもたちが思春期を迎えると、

「子ども集団」は自分たちの独自性を示すために、“大人集団”・“教師集団”の文化、規

範、慣習等に反抗するようになり、自分たち独自の文化、規範、行動様式等を作り出し、

それらにしたがうようになるので、道徳教育はほとんど効果を持たないようになってし

まう。広田照幸氏は『教育論議の作法』（P.171-172）で、次のように述べている。 

 

道徳を教え込むことは簡単ではありません。…… 

それは、子どもたちが大人の社会の価値観から距離を取ろうとするのは自然だとい

うことです。 

小学校の低学年ぐらいまでは、子どもたちは大人を模倣しようとしますから、比較

的スムーズに、教え込めているような感触を得ることができます。…… 

ところが「自分探し」が始まる思春期にさしかかるころになると、子どもたちの心

の中は大人たちの目から見えなくなってしまいます。…… 

精神的な自立の時期を迎えると、子どもたちは自分なりの価値観や自分なりの感性

を持とうと一生懸命になります。大人の言うことに素直に従うのは情けない、という

感覚が芽生えます。 
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３．人と人を結びつけているもの 

(1) 同調 

フランス・ドゥ・ヴァールは『共感の時代へ』で、次のように述べている。 

 

ニシンなどが群れを成して泳ぎ、サメやイルカが近づいてくると、身を寄せ合って

たちまち密度を高める……群れを作る魚は、……お互いの間に一定の間隔を置き、同

じぐらいの大きさの仲間を見つけ出し、泳ぐスピードと方向を完璧に一致させる。…

…ムクドリのような鳥が密集した群れを作って飛び回り、近づいてくるタカから一瞬

のうちに身をかわす。生物学者の用語に「利己的な群れ」というものがある。それぞ

れの個体が自らの安全のために、膨大な数の他の個体の間に隠れる現象だ。……危険

が迫っているときには、反目し合うライバルどうしでさえ、手を組もうとする。繁殖

期には縄張りを巡って、相手が死ぬまで戦う鳥たちも、渡りの間には同じ群れで過ご

すことがある。……安全こそが、社会生活の第一にして最大の理由だ。……一般に、

弱い種ほど大きな集団を作る。……イヌ科の動物のように助け合って狩りをする動物

や、ヌーのように餌食にされるほうの動物はみな、連携して行動する必要がある。彼

らはたいていボスに従い、多数派に追随する。森を出て開けた危険な環境に進出した

とき、人間の祖先は捕食される側に回り、他の多くの動物のものに優る集団本能を発

達させた。私たちは体の動きを合わせるのに秀でていて、そこから喜びさえ得る。

（P.35-38） 

同調性……の生存上の価値は容易に見て取れる。もしあなたが鳥で、群れの一羽が

急に飛び立ったとしよう。何が起きたのか、のんびり考えている暇などない。あなた

もいっしょに飛び立つ。そうしなければ、誰かのランチにされてしまう。……仲間が

餌を食べていたら、私もそうしたほうがいい。いったん彼らが動きだせば、私が食べ

物を探し回る機会は失われてしまうから。群れ全体と足並みを合わせない者は損をす

る。（P.75-76） 

 

動物が作る群れの原初的な形態は「利己的な群れ」であり、群れの仲間同士で模倣し

合うことによって、同調して行動し、捕食者等の危険から身を守るというようなもので

あったと思われる。そして、危険回避のための同調行動が、食糧獲得のための同調行動、

共同作業のための同調行動へと進化していったのであろう。同調行動が危機回避のため

に始まったことから、状況が危機的になるほど、同調が強く働く。シャンカール・ヴェ

ダンタムは『隠れた脳』（P.164～169）で、次のように述べている。 

 

   ベニンゴ・アギレー……は、1993 年にテロリストが地下二階の駐車場で車を爆発さ

せたとき世界貿易センタービルにいた人々にアンケート調査を送った。その爆発によ

って……館内放送システムが機能しなくなり……数分のうちに、煙は何十階も上にま
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で広がった。……調べようとしたのは、中にいた人々が逃げるのにどのくらい時間が

かかったのか、そして脱出するときどんな要素が影響したのかということだ。……実

際の行動を左右したのは、その人が属していた集団の大きさだった。大きな集団ほど、

脱出するのに時間がかかった。……思いがけぬ災害にあったとき、人は無意識に周囲

の人たちとの合意を求める。集団は共通の物語、つまり何が起こっているのか誰もが

理解できる説明を、つくりあげようとするのだ。その集団が大きいほど、同意に達す

るまで時間がかかる。…… 

災害にあった人の最初の反応は、訓練を思い出すことでも、理性的な判断を下すこ

とでもない。決断を集団に委ねてしまうことなのだ。……たとえ同僚が誤った方に向

かっているとわかっていても、互いの行動を真似し合い、たとえ逆効果になったとし

ても、互いに助け合うのだ。…… 

自己保存のための本能は、……単純である。警報が鳴ると不安が引き起こされ、集

団を頼るよう隠れた脳が指令する。それは私たちの祖先の時代から、集団でいたほう

が危険にさらされる可能性が低く、安心と安全が手に入りやすかったからだ。しかし

今の時代、集団でいる安心感を優先すると、個人が危険にさらされるケースが以前よ

り増えた。それは現代の危険があまりにも複雑で、いったい何が起こっているのか、

誰にもわからない場合が多いからだ。…… 

   集団が大きいほど、さまざまな経験や知識を持つ人がいるため、よりよい結論が出

せるような気がする。しかし、人は危機に陥ると、その多様な見識やアイデアを集団

に提供しようとはしなくなる。集団は個人に同調することを強制する。 

 

人類が狩猟採集生活を送っていた時代に多かった危険は、野獣や他集団に襲われるこ

とや自然災害であったはずである。野獣や他集団に襲われた場合の対処方法は集団内で

定型化しており、また、野獣や他集団を撃退するには皆で一斉に反撃するという方法が

有効であったと思われるので、危機的状況下において集団全員が同調して行動するとい

う戦略は生存に適したものであった。その結果、人類は、危機的状況下においては集団

全員で同調して行動する本能を身につけたと思われる。しかし、文明の発達により、未

経験あるいは複雑なため対処困難な危険が増えてきて、集団全員で同調して行動するこ

とが良い結果をもたらすとは限らなくなってきたのである。特に、集団の規模が大きい

ほど、対処方法の合意に時間がかかり、手遅れになってしまうことが増えてきたのであ

る。ところが、このような新しい状況に応じて遺伝子が変化する（進化する）には未だ

十分な時間が経過していないため、人類は、現代生活には不適合な本能を持ち続けてい

るのである。 

私は、同調は、①「模倣による同調」：互いに模倣し合って同じことをする同調、②「共

感による同調」：他者の感情を模倣することによる同調、③「相互補完による同調」：一

つの作業を分担して共同で行う場合（例えば、餅つきで餅をつく動作と餅を返す動作を
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分担するなど）のように相互補完的な同調、の三種類に分けられると考えている。 

 

(2) 模倣による同調 

哺乳類や鳥類のように、感情を持つ動物は、群れの仲間に同調して行動することを好

ましく感じる心や、自分の行動を模倣してくれる仲間に好意を抱く心を本能として持っ

ている。このような感情が「模倣による同調」を促進するのである。フランス・ドゥ・

ヴァールは『共感の時代へ』で、次のように述べている。 

 

動きの連携は、絆を反映すると同時に強める。たとえば、いっしょに荷車を引く二

頭の馬は、……初めのうちは押し合いへし合いし、好き勝手な方向に引っ張り、それ

ぞれが自分のリズムを貫く。だが、何年もいっしょに働いていると、やがて二頭が一

頭のように振る舞い、……少しでも引き離されるのを嫌がる。（P.77） 

母親と子供は、同じリズムに合わせて、それぞれ、あるいは相手と手を打ち合わせ

る遊びをする。これは同調のゲームだ。そして、恋人たちは、初めて会ったとき、何

をするだろうか？ 並んで長い距離を散歩し、いっしょに食べ、いっしょに笑い、い

っしょに踊る。同調すると絆を結ぶ効果がある。……幼い子供の動きを模倣する……

と、子供とは無関係に同じ子供のような行動を見せるときよりも多くの微笑みと注意

を引き出す。人間はロマンティックな状況では、自分が身をそらしたときにやはり身

をそらし、自分が脚をくんだときやはり脚を組み、自分がグラスを手に取ったときに

やはりグラスを手に取る相手に好印象を受ける。……人間は自分の模倣者が大好きな

のだ。（P.92～93） 

 

また、マイケル・S・ガザニガは『人間らしさとは何か？』（P.235）で、次のように述

べている。 

 

リック・ファン・バーレンらは、物真似をされた人はされなかった人に比べて、自

分を真似た相手に対してだけでなく、その場にいるほかの人たちに対しても、配慮が

行き届き、寛大であることを示した。このようにあなたが誰かを真似ると、その相手

は共感や好意、スムーズな相互作用を育み、あなたに対してだけでなくあなたの周囲

の人に対してもポジティブに振る舞う可能性が高い。この、向社会的行動の強化を通

じて人々を結びつける力は、集団を一つにまとめ、数の多さからくる安全を促進する

社会的な接着剤として働くことで、適応上の価値を持つのかもしれない。 

 

ある人が「自分を真似た相手に対してだけでなく、その場にいるほかの人たちに対し

ても、配慮が行き届き、寛大であることを示」せば、「ほかの人たち」は、その人に対し

て好意を抱くようになる可能性が高く、好意を抱くようになると、その人に同調するよ
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うになる。そのようにして、同調の輪が広がることによって、集団が形成されるのであ

る。 

模倣は「ミラーニューロン」の働きによって起こると考えられている。ミラーニュー

ロンは、サルの脳で発見された神経細胞で、サルが対象物へ働きかける動作――例えば、

食べ物を手でつかんで口に運ぶという動作――を行った時にも、他のサルが同様の動作

を行うのを見た時にも発火する（活性化する）。明確には実証されていないが、人間もミ

ラーニューロン（あるいは、ミラーニューロンと同様の機能を果たすシステム）を持っ

ているとのではないかと言われている（間接的な証拠しかない）。他者の動作を見た時に、

自分がその動作を行った時のようにミラーニューロンが発火するということは、他者の

動作を見ただけで、それと同様の動作を自分が行っているかのように脳内でシミュレー

トできるということであり、そのシミュレーションの結果を実際の動作に移せば、他者

の動作を模倣したことになるのである。 

脳内でのシミュレーションの結果をすべて実際の動作に移していると、目にした他者

の行動をすべて模倣することになり、生活に支障を来してしまうので、人間もサルも、

脳内でのシミュレーションの結果を選択的に実際の動作に移す、つまり、他者の行動を

選択的に模倣する能力を持っている。ジャコモ・リゾラッティとコラド・シニガリアは

『ミラーニューロン』（P.168-170）で、次のように述べている。 
 
   模倣にはミラーニューロンを制御するシステムが必要で、このシステムには促進機

能と抑制機能の二つの機能が欠かせない。ミラーニューロンによってコードされた潜

在的行為を、観察者から求められたときに実際の運動行為の実行へと移行させる促進

機能は不可欠だが、同時に、この移行を抑える抑制機能も必要となる。もしそれが働

かなかったら、……私たちが目にする運動行為がすべてたちまち再現されることにな

る。…… 
   前頭葉に広範囲の損傷がある患者は、目にした他者の行為……を繰り返してしまい、

それがなかなかやめられないことが知られている……前頭葉に損傷があると、前頭 – 
頭頂回路によってコードされた潜在的行為の模倣行為への変換を遮断するブレーキ・

メカニズムが排除されることがわかる。この遮断は、前頭 – 頭頂回路に全般的な促進

機能を働かせると思われる前部内側面領域……の抑制によって引き起こされる。 
 
(3) 模倣による慣習の形成 

他者の行動の模倣は、無意識のうちに（非意識過程下で）自動的になされるものが多

い。アップ・ダイクステルハウス、T. L. チャートランド、H. アーツは、ジョン・バー

ジ編『無意識と社会心理学』（P.52）で、次のように述べている。 

 

 自動的な模倣……が生存に重要な役割を果たすことは明らかだ。同族他者の行動は、
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捕食者、捕食対象、交配対象の存在など、現在の環境について多くの重要な情報を伝

える。熊から逃げる仲間を見たら、意識的にあれこれ考えるのではなく、即座に走り

始めるべきだろう。……緊急状況下では、なぜ仲間が走っているのかじっくり考えて

いる余裕はない。自動的な模倣傾向を持つ者だけが、自然淘汰に耐えてきたのだ。自

動的な模倣傾向は人間以外の動物にも観察されることから、この傾向が先祖から継承

された進化の遺産であることがわかる。 

 

無意識のうちに自動的になされる模倣が組織集団内で繰り返されると、組織集団の構

成員の行動パターンは共通化され、組織集団の慣習となる。組織集団に属している期間

が長いほど、行動パターンの共通化が徹底されるので、日本の伝統的な村落、企業、官

公庁などでは、その構成員の行動バターンが非常に似たものになり、クローン人間の集

まりのようになってしまう。 

無意識のうちになされる模倣がどのような行動パターンを導くかは、その時々の偶然

的要素に左右される面が大きいので、構成員の出入りの少ない組織集団は、他の組織集

団の慣習とは著しく異なっていて他の組織集団の構成員には理解不可能な慣習を持つよ

うになることがある。しかも、その組織集団の構成員は、自分たちが何のためにそのよ

うな慣習を持っているのかを、まともに説明できないことが多い。無意識のうちに作っ

てしまい、無反省に墨守している慣習の存在理由など分かるはずがないので、適当な説

明をでっち上げるしかないのである。このようなことが、組織集団間の人の移動の障害

となることがある。鴻上尚史氏は『「空気」と「世間」』（P.73-74）で、次のように述べ

ている。 

 

田舎に行けば行くほど、つまりは伝統的な「世間」が強力になればなるほど、守ら

なければいけない手順、踏み込んでいけない場所、などが増えていく……それがどん

なに非生産的で不合理だと思っても、「昔からそういうやり方をしている」という一言

で、その「しきたり」や「伝統」や「迷信」は守られるのです。……田舎以外でも、

メンバーが固定していて、閉じた集団になればなるほど、同じことが起こります。論

理的な根拠のない、外の人からは不必要と思われる仕事の手順が増えたりするのです。

そうすることで、「世間」は仲間と仲間でない人間を分けているのです。 

  

(4) 共感による同調 

特定の感情が特定の行動を導く蓋然性が高い場合には、他者の感情に類似した感情を

抱くことによって、その他者の行動に類似した行動をとることが多くなる。このように

して、共感は行動の同調をもたらすことが多いのであるが、共感には、他者との連帯感

や一体感を生み出したり、利他的行動を促進させたりする機能もある。なだいなだ氏は

『人間、この非人間的なもの』（P.126-128）で、次のように述べている。 
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自分はなにも傷つけられていない。傷つけられて怒っているのは他人。その怒りを

見て、「それがどうした」といっていられれば、自分とその男の間には、なんのつなが

りもありません。もし、その男の怒りの対象に対して、自分もケシカランという感情

を持つことができれば、そこに……人間間の連帯が生まれます。 

…… 

怒りは、個体が傷つけられたり、傷つけられそうになったりすることで触発される

感情です。しかし個人は、その自我を肉体から外側へと肥大させ、その肥大させた表

面が傷つくと自分が傷つけられたように感じて怒るのです。肉体が傷つけられた時に

怒る。自分の服装がよごされた時に怒る。自分の名誉が傷つけられた時に怒る。家族

がブジョクされた時に怒る。自分の学校の名誉が傷つけられた時に怒る。自分の国が

名誉をけがされた時に怒る。そんなふうに、私たちの怒りは、外側へ外側へとひろが

りながら、次第にそのひろがった輪の中のものとの連帯を深めていきます。 

 

  “仲間の人間の名誉が傷つけられた時に怒る”のは共感によるものであるが、「自分の

学校の名誉が傷つけられた時に怒る。自分の国が名誉をけがされた時に怒る」のは共感

だけによるものではない。人間ではない学校や国への共感が起きるは、学校や国を擬人

化している必要がある。そもそも、“人の集まり”、“人と人との関係”に過ぎない学校や

国に名誉などあるはずがない。「学校や国に名誉などあるはずがない」と言うと、「何を

馬鹿なことを言っているのだ」と思う人が多いだろうが、そう思う人たちは、後述する

「組織神格化教」への「無意識的信仰」によって、組織集団にも名誉があるという妄想

を抱いているのである（「5.組織神格化教 (9)組織の歯車状態と責任逃れ」参照）。 

  全ての場合に仲間や友達に共感するというようなことはあり得ないので、他者との連

帯を共感に頼ると、いつか必ず、“自分に共感してくれないような奴は仲間・友達ではな

い”と仲違いしてしまうことになる。仲違いしたくなければ、「その気持ち分かる」など

と言って、共感している振りをし続けなければならない。 

レイチェル・ハーツは『あなたはなぜ「嫌悪感」をいだくのか』（P.317）で、次のよ

うに述べている。 

 

   共感からくる慰めは、自分自身の苦しみを減らしたいという気持ちから、主に生ま

れる。他人の痛みを慰めることをで、相手の（そして自分の）痛みを代わりに癒して

いるのである。共感は基本的に利己的である。相手に元気になってもらいたい。そう

すれば自分も嫌な気分をこれ以上味わなくてすむ。 

 

他者の苦しみに共感して、自分も苦しみを感じると、不快になる。他者を助けて、そ

の苦しみを和らげてあげれば、共感によって、自分の苦しみを和らぐ。だから、自分の



 61 

苦しみを和らげたいという利己的な動機から、他者を助けるという利他的な行動をとる

ようになるということである。これと同様に、他者の喜びに共感して、自分も喜びを感

じると、心地よい。他者を助けて、その他者を喜ばせれば、共感によって、自分も喜び

を感じる、だから、自分が喜びを感じたいという利己的な動機から、他者を助けるとい

う利他的な行動をとるようになる。 

模倣と同様に、共感もミラーニューロンの働きによるものだと考えられている。他者

の喜び・悲しみ・苦痛等の表情を見たり、声（うれしい、悲しい、苦しい、痛いなど）

を聞いたりすると、ミラーニューロンの働きにより、自分がその表情をしたり、その声

を発したりしているかのように脳内でシミュレートでき、その表情や声と結びついてい

る感情を自分も抱くことができるのである。ただし、目にした他者の感情にすべて共感

していると、生活に支障を来してしまうので、人間は、他者の行動を選択的に模倣する

メカニズム（「(2)模倣による同調」参照）と同様のメカニズムにより、他者の感情に選

択的に共感する能力を持っている。 

共感や模倣による同調は、家族、自分が属する組織集団の仲間、好意を抱いている相

手などに対しては生じやすいが、他の組織集団の構成員、自分が属する組織集団の構成

員であっても仲間だと思っていない人、敵意を抱いている相手、競争相手などに対して

はほとんど生じない（ただし、女性は多少の共感を示す）。フランス・ドゥ・ヴァールは

『共感の時代へ』で、次のように述べている。 

 

   他者に対する男性の感受性は条件付きのもので、おもに身内や友人によって引き起

こされるという可能性がある。このような内輪の人間ではない者、とりわけライバル

のように振る舞う者には、……共感のスイッチはオフのままになる。……タニア・シ

ンガーは、他者が苦しんでいるのが見える状況で男女の脳をスキャンした。……他者

の手に軽い電気ショックが与えられるのを被験者が目にすると、彼らの脳の痛みにか

かわる領域が活性化した。まるで自分が痛みを感じたかのようだった。だが、それは

衝撃を受けるのが好感の持てる人で、彼らが事前に和やかにゲームをした相手に限ら

れた。相手がそのゲームで不正なプレイをしたときには、結果はがらっと変わった。

……相手が痛みを感じるところを見ても、あまり影響を受けなかった。それでも女性

は多少は共感を示したが、男性には共感はまったく残っていなかった。それどころか、

……脳の快楽中枢が活性化した。（P.305-306） 

   孟子の語った話には、宮殿の前を牛が引かれていくのを王が見るというものがある。

王が、その牛をどうするのかと問うと、殺してその血を儀式に使うために連れていく

ところだという。王は、牛のおびえた様子を見るに忍びなかった。……王は牛を助け

るように命じた。だが、儀式を取りやめにはしたくなかったので、代わりにヒツジを

使ってはどうかと言い添えた。……私たちは目に入らないものよりは直接目にするも

のを気にかける。耳にしたり、読んだり、考えたりした相手を思いやることもたしか
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にできるが、想像だけに基づく気遣いは力強さや切迫感に欠ける。……孟子の言葉を

読むと、共感が……身体的つながりにどれだけ頼っているかを、否応なく考えさせら

れる。身体的なつながりを思えば、部外者に共感するのが難しい理由もわかる。共感

は、近さや類似性や馴染み深さの上に成り立っており、それは共感が内輪の協力を促

すために進化したことを考えれば、完全に筋が通っている。（P.309-310） 

 

喜んだり、悲しんだり、苦しんだりしている人を目の当たりにすれば、ほぼ自動的に

脳内でのシミュレーションが起きるので、共感が生じやすいが、他者の喜び・悲しみ・

苦しみに関する話を人づてに聞いて共感するには、その人が具体的にどのような状況に

あるかを想像して脳内でシミュレートするという意識的な努力が必要なので、目の当た

りにする場合に比べると共感が生じにくい。人づてに聞いた話が具体的で物語風なほど、

他者の具体的な状況を想像することが容易になる。したがって、具体的な物語風の話は

共感を呼びやすいが、抽象的な話は共感を呼びにくい。下條信輔氏は『サブリミナル・

インパクト』（P.212）で、次のように述べている。 

 

よく新聞の記事などで、特定の登場人物の特定の物語が出てくることがあります。

たとえば……被災地の苦難を伝えるのに、特定の家族のキャンプ生活を採り上げると

か。…… 

理屈を超えて、情動に直接訴えかける、読者を説得するという意味で、特定人物の

エピソードを伝えるのは、どうやら定番化した効果的なやり方のようです。 

 

共感や模倣による同調を結束維持の基本的な手段としている組織集団では、構成員間

の直接接触が重要となる。中根千枝氏は『タテ社会の人間関係』で、次のように述べて

いる。 

 

友人・知人・親類といった人たちの間でも、……長い間接触をしないで突然会った

りすると、どうもチグハグな気持ちができてしまって、かつての親交関係になかなか

はいることができなかったりする。……日本人の場合、同じ集団に属していてさえも、

物理的に遠隔の場にたつということはマイナスを招くことが多い。今まで東京に仕事

の場をもっていた者にとって、東京を離れるということは、……仲間から社会的に遠

くなるという悲哀をもつものである。「去る者は日々に疎し」とは、まったく日本的な

人間関係を象徴しており……社会生活をする個人にとって頼りになる者は、……日々

実際に接触している人々である。あらゆる職業を通じて、外国にいる日本人の頼りな

さ、寂しさ、いらだたしさなどは、ちょっと他に類がないほどである。「忘れられてし

まうのではないか」……などと、異国において流刑者のごときやるせなさを味わう。

（P.59-60） 
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日本社会では個人の生活が、集団から地理的に離れて、毎日顔をみせることができ

ないような状態におかれると、……集団から疎外される結果を招きやすい （P.62-63） 

 

  構成員間の直接接触が重要となると、組織集団に長期間いた人の方が有利になり、組

織集団への加入年次による年功序列になる。年功序列といっても、地方や海外に支社・

支店を持っている企業などでは、本社・本店の構成員と支社・支店の構成員との直接接

触が乏しくなるので、支社・支店にいた期間が長い人が不利になる。この結果、本社・

本店に長くいて現場をよく知らない人が昇進して権力を握り、現場の実情を無視した指

示を乱発するようになり、その企業は無能化する。また、組織集団への加入年次による

年功序列になった組織集団では、他の組織集団に移ることが不利になるので、閉鎖的に

なり、自分が属する組織集団のことしか知らない視野の狭い人間が権力を握ってしまう。

日本の組織集団がグローバル化にうまく対応できないのは、日本の組織集団が共感や模

倣による同調を結束維持の基本的な手段としているからであると、私は考える。 

 

(5) 相互補完による同調 

  模倣や共感だけでは、皆で同じ行動をとったり、感情を共有したりできるが、相互補

完的に異なる行動をとることによって共同作業を行ったり、相手が何を必要としている

のかを推測して支援したりするということはできない。例えば、一緒に餅をつくだけ、

あるいは、一緒に餅を返すだけというのでは餅はできないし、赤ん坊が泣いているのを

見て、母親が共感して一緒に泣いていたりしては、子育てはできない。餅のつき手と返

し手は、お互いの立場に立つことによって（相手の視点を取得して）、相手がこれから何

をするか（例えば、どのタイミングで餅をついてくるか）を予測し、その予測に応じた

行動をとる（例えば、あるタイミングで餅を返す）必要があり、母親は赤ん坊の立場に

立つことによって（赤ん坊の視点を取得して）、赤ん坊が泣いている原因を推測し、お乳

をあげたり、おむつを替えたりする必要がある。 

  他者の視点取得は高度な能力であり、ほとんどの動物はその能力を持っていない。フ

ランス・ドゥ・ヴァールは『共感の時代へ』（P.200-201）で、次のように述べている。 

 

   ボツワナのオカヴァンゴ・デルタでヒヒを観察する研究者たちが、川を前にして渡

るのを怖がる子供のヒヒに対して、知らぬふりをする大人のヒヒの「腹立たしい」事

例を報告している。水際でパニックになって立ちすくむ幼いヒヒが捕食者に殺される

危険にさらされていても、母親が助けに戻すことはまずない。……ただし、ヒヒの母

親が冷淡そのものというわけでなはい。 

 

    彼女は子供の動揺した叫び声を、心から気遣っているように見える。しかしその

動揺の原因を理解できないようだ。彼女の振る舞いを見ていると、自分が川を渡
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れるなら、誰でも同じように川を渡れると思い込んでいるかのようだ。それ以外

の見方はできないらしい。 

 

   ……こうしたことから、サルには情動の伝染はあるものの、視点取得が欠けている

のがわかる。 

 

  ヒヒの母親は子供に共感することによって、子供が抱いている感情を認知できるが、

子供の立場に立って考えることができないので、その感情をもたらした原因を推測する

ことができないのである。 

人間は、「環世界モデル」の構成要素として、他者についてのモデル（「他者モデル」

と呼ぶことにする）を心の中に作り出し、そのモデルを用いてシミュレーションを行う

ことによって、相手が何をしようとしているのか、何を必要としているのかなどを推測

していると、私は考える。 

「他者モデル」を正確なものにするためには、暫定的な「他者モデル」に基づいて他

者の心を推測し、その推測に基づいて他者に働きかけてみて、うまくいった場合には「他

者モデル」は正確であると判断し、うまくいかなかった場合には、「他者モデル」は不正

確であると判断し、「他者モデル」を修正してみて、修正した「他者モデル」基づいて他

者に働きかけて様子をみるという試行錯誤の繰り返しが必要なので、付き合いの長い者

については、かなり正確な「他者モデル」を持てるが、付き合いの乏しい者については、

不正確な「他者モデル」しか持てず、付き合いのない者については、「他者モデル」を持

つことができない。 

「他者モデル」を持っていない相手と何らかの関わりを持たなければならない場合、

①相手を自分と同じような人間だとみなしてしまう、つまり、「自己モデル」を「他者モ

デル」の代わりに用いるか、②相手を性別、年齢などでカテゴリーに分けて、「若い男性

とは一般にこういうものだ」というようなステレオタイプを「他者モデル」の代わりに

用いるか、③言葉を尽くして話し合い、相手の考えを理解しようとするか、のいずれか

を行う必要がある。言葉を尽くして話し合うには大変な労力が必要なので、多くの人は

安易な道を選び、「自己モデル」やステレオタイプを「他者モデル」の代わりに用いてし

まう。その結果、行き違いが生じてしまい、その行き違いの責任を相手に押しつけて、

相手をマイナスに評価してしまう。私は、このことが、「内集団ひいき」（「(9)内集団ひ

いき」参照）の原因の一つになっていると考える。 

「他者モデル」を作ったり、利用したりする労力を節約するのに一番良い方法は、気

心の知れた（既に「他者モデル」を作り終えた）仲間とだけ付き合い、それ以外の人間

とは付き合わないことであり、その結果、人間関係が閉鎖的になる。長い間付き合って

いる人同士は、同調・模倣・共感の繰り返しの結果、考えや行動が類似してくるので、「自

己モデル」と「他者モデル」の類似性が高くなり、「自己モデル」を「他者モデル」の代
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わりに用いても、あまり問題にならないという面もある。 

新たに組織集団を作る場合に、「他者モデル」を作ったり、利用したりする労力を節約

するのに一番良い方法は、類似性の高い人だけで組織集団を作ることである。類似性の

高い人は、同じように考え、同じように行動することが多いので、「自己モデル」を「他

者モデル」の代わりに用いても、行き違いが生じることは少ないからである。類は友を

呼ぶのである。 

 

(6) 言葉を通じての同調 

  一般には、コミュニケーションは、言語、身振り、映像などを用いて、知識、意志、

感情などの精神内容を伝達しあうことであると考えられているが、私は、コミュニケー

ションの本来の姿は、同調（模倣、共感、相互補完）によって、相手に何らかの行動を

とらせたり、相手から何らかの行動をとらせられたりすることであると考える。相手に

自分の行動Ａを模倣させることは、相手に行動Ａをとらせることであり、相手の行動Ｂ

を模倣することは、相手から行動Ｂをとらせられることである。赤ちゃんは泣いて母親

を共感させることにより、お乳を飲ませてもらったり、おむつを替えてもらったりする。 

元々、言語は、共同体内の他者を同調させて動かすための行動の代用品だったのでは

ないだろうか。行動Ａを意味する言葉を発することによって、その言葉を聞いた相手に

行動Ａをとらせることができれば、自分が実際に行動Ａをとることによって、それを見

た相手に行動Ａを模倣させるということをしなくても済むのである。 

マルコ・イアコボーニは『ミラーニューロンの発見』（P.132～134）で、次のように述

べている。 

 

   アルヴィン・リーバーマンら……は発話の音声知覚に関する一つの仮説を提出した。

発話音は音として理解されるというよりも、むしろ「調音ジェスチャー」として理解

される……この「音声知覚の運動指令説」が言っていることは要するに、私たちの脳

は話をしている自分自身をシミュレートする（！）ことによって他人の発する音声を

知覚している、ということである。……スティーヴン・ウィルソンが……被験者が一

連の音節を声に出して言っているときと、イヤホンで別の人間が同じ音節を言ってい

るのを聞いているときの、被験者の脳の活性化を調べた……その結果、調査されたす

べての被験者で、自分が発声しているときに活性化される運動性言語野が、他人の発

声を聞いているときにも活性化していた。……運動性言語野が他人の発声を聞いてい

るあいだも、まるで自分が話しているかのように活性化することを明らかに示してい

る。 

 

人間は、相手の言葉を聞いた時、その言葉を発する動作を自分がしているのかのよう

に脳内でシミュレートすることによって、その言葉の意味を理解しているということで
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ある。相手が言葉を発する動作を自分の脳内で模倣しているである。会話は、このよう

な脳内での模倣を相互に行うことによって成立している。 

「(2)模倣による同調」で述べたように、感情を持つ動物は、自分の行動を模倣してく

れる仲間に好意を抱く心を本能として持っている。これは仮説に過ぎないが、人間の場

合は、相手が実際に模倣行動をとらなくても、相手が脳内で自分の行動をシミュレート

している（模倣している）ことが分かっただけでも、その相手に好意を抱くのではない

だろうか。相手が自分の身体的動作を注意深く見てくれていたり、自分が発する言葉を

注意深く聞いてくれていたりすると、相手が脳内で自分の身体的動作や言葉を発する動

作をシミュレートしているはずだと推測できる。したがって、人間は、自分の身体的動

作を注意深く見てくれたり、自分が発する言葉を注意深く聞いてくれたりする相手に好

意を抱くはずである。これは、多くの人々の経験に一致する結論であろう。 

会話は、相手が発する言葉を、両者ともに注意深く聞かねば成り立たないから、普通

に会話していれば、両者は互いに好意を抱くようになる。口げんかや罵り合いでは、一

方通行の罵倒ばかりで話が噛み合わない場合には、このような効果が生じないが、相手

の主張に効果的に反論しようとして、その主張を注意深く聞くということを両者が行い、

議論が噛みあった場合には、次第に敵意は薄まっていき、好意を抱くようになることも

あるはずである。 

友好関係を作り、強化するための会話では、話の内容は何でも良く、両者ともに話が

通じ合ったと思えることだけが必要である。そうすると、両者がともに関心を持ってい

て、かつ、意見の相違が感情的対立に発展しそうにないテーマで行うことが良いという

ことになる。同一集団の構成員同士の場合には、他の構成員のうわさ話をすることが多

い。マイケル・S・ガザニガは『人間らしさとはなにか？』（P.138-140）で、次のように

述べている。 

 

人間は起きている時間の平均 80パーセントを他者といっしょに過ごしていることが、

さまざまな研究によってわかった。私たちは毎日平均して６～12 時間を、たいていは

知り合いと一対一で、会話して過ごしている。……ニコラス・エムラーは、会話の内

容について研究し、80～90 パーセントは……周知の人物に関するもの、つまり世間話

だということを突き止めた。……これはスーパーでの立ち話だけでなく、大学のキャ

ンパスや会社の昼食会での会話にも当てはまる。昼食をとりながらの大物たちの会議

の席上では世の中の諸問題が討議・解決されていると思いきや、実際は、その時間の

90 パーセントを占めているのは、ボブのゴルフの開始時間とか、ビルの新しいポルシ

ェとか、新しい秘書などの話題だ。…… 

ほかの研究から、会話の中身の三分の二は自分に関する打ち明け話であることがわ

かっている。……いちばん多いのが、やったこと（「昨日、あいつをクビにした」）。実

際、やったことは他人に関する会話の最大のカテゴリーだ。うわさ話は……うわさ話
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の相手の関係を発展させ、特別なグループに属して受け入れられたいという欲求を満

たし、情報を聞き出し、評判をとり……、社会的規範を維持強化し、他者との比較を

通じて各自が自己評価できるようにする。 

 

  会話では、構文、単語、口調等の模倣が無意識に行われることが多く、このような模

倣も話者間の友好を深める。ジョン・バージ編『無意識と社会心理学』（P.47）には、次

のように書かれている。 

 

   会話は模倣で溢れている。……電話調査では、質問に用いられた構文構造が返答に

持ち越されることが示されている。同じ内容でも「お店が閉まるのは何時ですか？」

と質問した場合には「5時です」、「お店は何時に閉まりますか？」と質問した場合には

「5 時に閉まります」と答える率が高い。同様の現象は単語、文節、文章形式など、会

話のあらゆる端々で観察できる。 

   人は相手も口調も無意識の内に模倣する。……悲しい口調であれば悲しい口調、幸

せそうな口調であれば幸せそうな口調というように 

 

  また、フランス・ドゥ・ヴァールは『共感の時代へ』（P.92）で、次のように述べてい

る。 

 

   オランダ人はけちで有名かもしれないが、レストランでたんに「かしこまりました」

あるいは「すぐお持ちします」と言うだけのウェイトレスよりも、「オニオン抜きのサ

ラダですね」というように客の注文を復唱するウェイトレスに倍もチップを渡す。 

 

(7) 血縁関係、疑似血縁認識 

  リチャード・ドーキンスが『利己的な遺伝子』で指摘しているように、自分の複製を

効率よく作り出すことができる遺伝子は、その数を増やしていき、自分の複製を効率よ

く作り出すことができない遺伝子は、その数を減らしていく。遺伝子の複製を効率よく

作り出すということを、生物の立場から見れば、自分または自分の血縁者の生存率・繁

殖率が高い（長生きして、子どもをたくさん作る）ということなので、生物は、自分ま

たは自分の血縁者の生存率・繁殖率を高めることにつながる行動をとる確率を高めるよ

うに進化する。血縁者は共通の祖先に由来する遺伝子を共有している（親子の間や兄弟

姉妹の間では、遺伝子の２分の１を共有している）ので、血縁者の生存率・繁殖率を高

めることは自分が持っている遺伝子の複製を増やすことと同じになるのである。血縁者

の生存率・繁殖率を高めるためには、血縁者同士で助け合う必要がある。そのため、動

物は血縁者同士で助け合うように進化してきた。 

したがって、血縁関係の無い者の間でも、親子の関係、兄弟姉妹の関係などの血縁関
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係があると錯覚させることができれば、助け合わせることができる。人間は幼い頃から

一緒に育った異性には、血縁関係がない場合（養子や連れ子など）でも、性的魅力を感

じないことから、人間は熟知性によって、血縁関係があるかどうかを判断していると考

えられている。小さな集団で子どもの頃から一緒に暮らすと、血縁関係にない者の間に

も血縁認識が生まれるということである。例えば、イスラエルのキブツでは、血縁関係

のない子どもと一緒に育てられるので、同じキブツ出身者同士が結婚することはめった

にないが、彼・彼女らは兄弟姉妹のような絆で結ばれている。本稿では、血縁関係にな

い者の間に生まれる血縁認識を「疑似血縁認識」と呼ぶことにする。 

組織集団の規模が大きくなるほど、また、一緒に過ごした期間が短くなるほど、熟知

性は薄くなるので、「疑似血縁認識」を持ちにくくなってくる。そのため、何らかの工夫

が必要になってくる。組織集団の構成員は共通の祖先を持つと考え、その祖先を崇拝す

る「祖先崇拝（祖霊信仰）」が昔からある方法である。宗教は、「母なる神」や「父なる

神」を信仰させることによって、信者間に、「自分たちはみな神の子である」というよう

な「疑似血縁認識」を持たせて結束させるという機能を持っている。「唯一の神」を信仰

するキリスト教やイスラームは、血縁的・地縁的な組織集団の枠を超えて、多数の人々

を“宗教共同体”として結束させようとしたものであると言える。キリスト教では「汝

らは皆兄弟姉妹だ」（マタイによる福音書）と教えられ、イスラームでは「信仰する者た

ちは兄弟姉妹なのである」（クルアーン）と教えられている。 

17 世紀以降、ヨーロッパでは、nation・領土・主権を備えた近代主権国家を単位とす

る政治秩序である「国民国家システム（主権国家システム）」が徐々に形成されてきたが、

その根幹は、“nation（民族、国民）という虚構”による統合である。nation による統合

には、二つのパターンがあり、一つ目は、領土内にたまたま住む人々に、人工的に作ら

れた“国民の歴史”、“国民共通の伝統文化”、“国民共通の言語”なるもの（あるいは、

支配的な組織集団の歴史、文化、言語を国民共通のものであるということにしてしまう）

を公教育などによって習得させ、「私たちは○○人である」という虚構を信じ込ませると

いうパターン、二つ目は、歴史、文化、言語、人種的特徴などが類似している人々を領

土内に囲い込み、そうでない人々を領土外に追放するというパターンである。この“nＡ

tionという虚構”は、血のつながりを強調するものであり、「疑似血縁認識」の一種と言

える。 

明治維新後の日本では、「日本人という虚構」を日本の領土内に住む人々に信じ込ませ

るために、「日本は皇室を宗家（本家のこと）とする一大家族であり、天皇は宗家の家長

であり、臣民は宗家の分家である」、あるいは、「天皇は家長であり、臣民は天皇の赤子

である」という「家族国家観」が利用された。 

 

(8) 類似性と集団対比効果 

組織集団の構成員同士の類似性は、構成員は同質であるという虚構を生み出すことに
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よって、血縁関係――血のつながりによる同質性――の代用品として構成員同士を結び

つける働きをする。ジュディス・リッチ・ハリスは『子育ての大誤解』（P.178）で次の

ように述べている。 

 

   人間は……自分に似た人間に惹かれる。夫と妻は概して、キューピットが無作為に

矢を放った男女よりもはるかに似ている。……夫婦は歳とともに似てくるのではない。

はじめから似ているのだ。 

類似性は……友人関係の基本でもある。……小学校での仲よし同士は同じ年齢、性

別、人種そして同じことに興味をもち、同じ価値観をもつ場合が多い。 

自分に似た人に惹かれるのは遠く血縁認識から来ているのではないだろうか。狩猟

採集民族であれば、自分と容姿がそっくりで同じ言語を話す人が同じ集団の一員であ

る可能性は、容姿も異なり聞き慣れない言語を話す人よりもはるかに高く、その人は

自分の親戚という場合もある。 

 

  血縁者同士は、遺伝子に共通する部分が多いので、姿形が似ている。また、血縁関係

にあり、共に暮らす者同士は、遺伝子や生活経験に共通する部分が多いので、「世界モデ

ル」、思考方法、価値観に共通する部分が多くなり、言動のパターンが似てくる。血縁関

係にあり、共に暮らす者同士で助け合えば、自分または自分の血縁者の生存率・繁殖率

が高くなるので、人類は、姿形や言動のパターンが似ている者に好意を持つ本能を持っ

ているのではないだろうか。 

「世襲制永続的小規模集団」のように生まれてから死ぬまで一緒にいる組織集団では、

構成員同士は頻繁な模倣の繰り返しにより自動的に言動のバターンが共通化されて類似

性が高まっていくが（「(3)模倣による慣習の形成」参照）、そうではない組織集団では、

構成員同士の類似性を人工的に作り出す努力が必要となる。例えば、国民国家システム

において、領土内にたまたま住む人々に、人工的に作られた“国民共通の伝統文化”、“国

民共通の言語”なるものを公教育などによって習得させるのは国民同士の類似性を人工

的に作り出すためであり、また、学校、警察、軍隊などで制服を着せるのは構成員同士

の類似性を人工的に作り出すためである。 

  構成員同士の類似性を人工的に作り出す場合、他の組織集団の構成員との違いを広げ

る（差別化を図る）方向でなされることが多い。ジュディス・リッチ・ハリスは『子育

ての大誤解』（P.300-301）で次のように述べている。 

 

能力別集団形成（もしくは能力別クラス編制）……子どもたちを読書の得意な子と

苦手な子に分けると、得意な子の読解力はますます向上し、苦手な子の読解力はます

ます低下する。それが集団対比効果なのだ。二つの集団ではそれぞれ異なる規範がつ

くり出されるため、異なる行動、異なる態度が要求されるようになる。 
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集団性により、人は自分の所属集団に最も好意を寄せるようになる。読書の苦手な

集団……は読解力はないが、他のこと、たとえば性格や容姿、もしくは運動神経では

他人よりも勝っていると思うかもしれない。学校とはつまらないところで、そこで優

秀な成績を残す奴はばかで、いい子ぶりっ子で、ご機嫌とりだという態度をとるかも

しれない。…… 

集団対比効果はまさにくさびのごとくはたらく。二つの集団間にあるわずかな裂け

目――ごくわずかな差異――に打ちこまれ、それを拡げる。こうした効果が生まれる

原因は、人に深く根づく自分の所属集団への忠誠心にある。私は＜われわれ＞の一員

であり、＜彼ら＞ではない。＜彼ら＞のようになるなんてとんでもない。 

 

内集団ひいき（「(9)内集団ひいき」参照）の働きにより、自分たちが属する組織集団

の構成員に共通するとされている特定の行動パターン等を高く評価して、そのような行

動を積極的にとり、他の組織集団の構成員に共通する特定の行動パターン等を低く評価

して、そのような行動をとることを避ける傾向があることにより、二つの組織集団間の

行動パターン等の差異が拡がるのである。 

自分たちが属する組織集団の構成員に共通するとされている特定の行動パターン等を

高く評価することは、その行動パターン等をとる構成員を高く評価することにつながる

ので、組織集団の構成員は仲間からの承認を得ようとして、競ってその行動パターン等

をとり、過剰な同調に陥る傾向がある。 

血縁で結びついた組織集団では、血のつながりという本質的な同質性があるため、構

成員間の同調による類似性の創出に頼らなくても良いので、構成員が個性を発揮しやす

いが、血縁で結びついていない組織集団では、本質的な同質性がないために、構成員間

の同調による類似性の創出に頼らざるをえないので、構成員の個性が押しつぶされてし

まう。構成員の個性が押しつぶされてしまうと、異質なもののぶつかり合いによって生

じる創造的な革新ができなくなって硬直化し、その組織集団は環境の変化に対応できな

くなって、衰退していくことになる。私は、血縁で結びついた組織集団の方が創造的革

新という点では有利であると考える。 

特定の組織集団内だけで通じる方言、業界用語、隠語も「集団対比効果」の一種であ

り、組織集団間でのコミュニケーションを妨げて、組織集団を閉鎖的にする働きがある。

ロビン・ダンパーは『友達の数は何人？』（P.40）で、次のように述べている。 

 

   考えてみると、方言は奇妙なものだ。そもそもなぜ言語が発達したというと、意思

疎通を図り、共同作業を円滑を進めるためだ。ところが言語というやつは、あっとい

うまに細分化が進行して、部外者には理解できない方言が次々と生まれる――それが

1000 年単位ではなく、ほんの数世代のうちに起こるのだ。……コミュニケーションを

可能にするために誕生したはずの言語に、相互理解をさまたげる性質が備わっている
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とは、いったいどういうことなのか？ 

   その答えはこうだ。方言は生まれた土地を証明するたしかなしるしなのである。…

…方言は幼いときに身につくもので、大きくなってからはおいそれと習得できない。

だからこそ生まれ育った共同体と、そこに属する血縁者を知る強力な手がかりとなる。

方言はいわば共同体の会員証のようなもの。 

 

(9) 内集団ひいき 

 人間には、自分たちが属する「内
な い

集団」（あるいは、その構成員）をポジティブに評価

し、自分たちが属さない「外
が い

集団」（あるいは、その構成員）をネガティブに評価するこ

とによって、「内集団」の構成員をひいきにし、「外集団」の構成員を差別するという「内

集団ひいき（内集団バイアス）」の傾向があると、社会心理学で指摘されている。 

 私は、内集団ひいきは血縁者をひいきにすることから始まったと考える。血縁者は自

分の遺伝子の一部の複製を持っているので、血縁者をひいきにすれば、自分の遺伝子の

複製を増やすことができる（「(7)血縁関係、疑似血縁認識」参照）。人類が狩猟採集の生

活を送っていた時代には、血縁・姻戚関係にある者だけで小集団を作って生活していた

ので、血縁者をひいきにすることは内集団の構成員をひいきにすることと同じことにな

る。人類が血縁・姻戚関係にない者も含めて組織集団を作るようになってからも、この

傾向が引き継がれたのである。それは、組織集団同士が生き残りをかけて戦うという状

況下では、内集団ひいきを持つことは有利になるからである。戦争とは詰まるところ殺

人であるが、他の組織集団の構成員は虫けら同前の存在だと思わなければ、殺人には大

きな心理的抵抗を伴う。 

 なお、内集団の構成員間は言動の模倣が頻繁に行われることによって相互に好意を抱

くようになること（「(2)模倣による同調」、「(6)言葉を通じての同調」参照）、外集団の

構成員に関しては「他者モデル」の形成が困難であること（「(5)相互補完による同調」

参照）、「単純接触効果」により内集団の構成員に好意を抱くようになること（「(10)単純

接触効果」参照）、「組織神格化教」の信仰（「５．組織神格化教」参照）も内集団ひいき

の原因になっていると思われる。 

 

(10) 単純接触効果 

 心理学で、「単純接触効果」と呼ばれる現象があることが指摘されている（ロバート・

ザイアンスの提唱によるもの）。同じ人に繰り返し会ったり、同じ物を繰り返し見たりし

ているうちに、その人や物が好きになり、好意の程度が上昇していくというものである。

ただし、この効果が生じるためには、その人や物が不快感を引き起こすものではないこ

とが必要である（好きでなくても良いが、嫌いではないことが必要だということ）。例え

ば、顔を見たくもない人に繰り返し会っても、その人を好きになることはない。 

単純接触効果が生じる原因について、ダニエル・カーネマンは『ファスト＆スロー』（上）
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（P.124）で、次のように述べている。 

 

  ザイアンスは、反復されると好きになるというこの効果は、生物学的にみてきわめ

て重要な意味を持っており、これはあらゆる動物にも当てはまると主張した。危険の

多い世界で生き延びるためには、生命体は新たに出現した刺激には慎重に反応しなけ

ればならない、恐れを抱くことも必要だし、場合によっては逃げ出す必要もある。新

奇なものに疑いを抱かない動物が生き延びる可能性は低い。だが刺激が実際に安全で

あれば、当初の慎重さが薄れることに慣れていく。単純接触効果が起きるのは、刺激

に反復的に接していて何も悪いことが起きなかったためだ、とザイアンスは指摘する。

こうした刺激はやがて安全を示す信号となる。そして安全はいいことだ。 

 

単純接触効果が起きるのは、「刺激に反復的に接していて何も悪いことが起きなかった

ため」ではなく、「刺激に反復的に接していて不快な感情（嫌悪、恐怖など）を抱かなか

ったため」であると、私は考える。例えば、ゴキブリを繰り返し見ても、ゴキブリを好

きになることがないのは、ゴキブリの外見が嫌悪感を催させるからであって、ゴキブリ

から実害を受けるからではない。損害を受けたという事実ではなく、損害を受けそうだ

という感情――それが間違った感情であっても――の方が重要なのである。したがって、

相手から損害を受けそうだという感情（嫌悪感、恐怖心など）を抱いていれば、その相

手と反復的に接していて何も悪いことは起きなかっても、単純接触効果は生じない。嫌

悪感や恐怖心は持続性の強い感情であり、反復的に接していて何も悪いことは起きなく

ても、そう簡単には消えるものではないのである。ロバート・Ｂ・チャルディーニは『影

響力の武器』（P.287）で、次のように述べている。 

 

人種間関係の改善に「接触」アプローチを推奨する人もいます。人種的背景の異な

る生徒たちが、お互いに対等な存在として接触する機会が増えれば、それだけ生徒た

ちはお互いのことをより好ましく思うようになるはずだと、彼らは主張します。しか

し、科学者たちが学校における人種統合……について調べて判明したのは、まったく

逆のパターンでした。学校における人種隔離の撤廃は黒人と白人とのあいだにある偏

見を、減少させるよりもむしろ増大させがちだったのです。（P.287） 

ジグソー教室……エリオット・アロンソンとその共同研究者たちがテキサス州とカ

リフォルニア州で開発したもの……学習におけるジグソー法の要点は、間近に迫った

試験のために、生徒たちが試験範囲を一緒に勉強する状況を作ることです。まず生徒

たちをいくつかの協力チームに分け、それぞれの生徒に、合格するのに必要な情報の

一部分（つまり、ジグソーパズルの一つのピース）だけを与えます。こうすると、生

徒たち交替で教え合い、お互い助け合わなければならなくなります。よい成績をとる

ためには、一人ひとりがほかのすべての人を必要とするのです。……人種隔離の撤廃
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が行われたばかりの教室でジグソー法が試されたとき、とても印象深い結果が確認さ

れました。研究が示すところでは、同じ学校で旧来の競争的方法を用いたほかの教室

と比べると、ジグソー法は明らかに人種間の友情を深め、偏見を少なくさせました。

（P.294-295） 

 

「４．保護と依存 (5)相互依存関係と信頼関係」と同「(6)弱さをさらけだす」で説明

するが、他者に依存しなければ生きていけないというような“弱さ”を持たせると、人々

は相互に依存するようになり、その相互依存関係が信頼関係を生み出す。この信頼関係

が嫌悪感や恐怖心を消し去るのである。 

単純接触効果は、保守的・排外的な心的偏向を生み出す。ディラン・エヴァンズは『感

情』（P.132）で、次のように述べている。 

 

  既知のものに対して好意を抱く傾向は、郷愁的に昔を懐かしんだり、旧友と交じわ

ったりすることの愉悦の根底にも潜んでいるのである。……この本源的な保守傾向に

は欠点もある。それは、強度の集団的アイデンティティの感覚と結合すると、人種差

別やゼノフォビア（外国人嫌悪）から自民族中心主義や宗教的偏狭に至るまで、あり

とあらゆる偏見を招来し得るのである。 

 

 前述した内集団ひいきが生じる原因の一つは単純接触効果であると、私は考える。内

集団の構成員は既知で安全なものなので好意の対象になり、外集団の構成員は未知のも

のなので不安や恐怖の対象になるのである。「７．進歩・革新主義と保守・復古主義 (1)

新奇好みと新奇恐怖」で述べるように、「新奇好み」と「新奇恐怖」の傾向には個人差が

あり、「新奇好み」の傾向が強い人はリベラリスト（自由主義者）になり、「新奇恐怖」

の傾向が強い人は保守主義者になる。私は、「新奇恐怖」の傾向が強い人には、単純接触

効果が強く働き、内集団ひいきが酷くなるが、「新奇好み」の傾向が強い人には、単純接

触効果があまり働かず、内集団ひいきが弱くなると、考える。その結果、保守主義者は

排外的な自民族中心主義者になりやすいのである。 

 単純接触効果が、組織集団の構成員間に親和的な関係を生み出すために利用されるこ

とがある。杉山祐子氏は河合香吏編『集団』「10 章 「われらベンバ」の小さな村」

（P.224-227）で、次のように述べている。 

 

  ベンバは、アフリカの乾燥疎開林帯に住む焼畑農耕民である。…… 

  私がベンバの村に住みはじめた当初は、時間を問わず、「きのう会わなかったら」と

訪ねてくる村びとへの対応に、ひどくとまどったものだった。ご当人にはとりたてて

用事もないようだし、私と特に親しいわけでもないのに、そんことにまるで頓着なく

やってきては、何ということもない話をして帰っていく。それは……同じ村でくらし
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を続けようとするかぎり必要な意思表示であり、おたがいの親和的な関係を更新する

行動だとわかったのは、それからずっとあとのことである…… 

  それぞれの村は 10世帯から 70世帯と小規模 

 

 「イエ型集団」や「ムラ型集団」のような日本的組織集団では、このベンバの村と同

様の方法で、集団の構成員間や集団間に親和的な関係を生み出そうとしている。例えば、

大部屋で仕事をして常に顔を合わせるようにしたり、電話や電子メールで済む要件でも

直接会いに行って話をしたり、用事もないのに「ちょっとご挨拶に」と言って顔出しし

たりしている。 

 このような方法は、集団の規模が大きくなったり、構成員の所在が地理的に分散した

りするほど、その実行が困難になってくる。人数が多過ぎたり、地理的に離れ過ぎたり

すると、直接会って話をするための時間がかかり過ぎるようになって、他のことができ

なくなってしまう。そもそも、その人がどういう人かということを覚えておける人数に

は限界がある。日本的組織集団では、このような限界があることを無視して、単純接触

効果に頼ろうとするので、規模が大きくなればなるほど、労働生産性が低下し、また、

部・課などのセクションごとの孤立性が高くなってセクショナリズムに走り、一つの組

織としてのまとまりを失っていく。組織集団の規模が大きくなればなるほど、無能化す

るのである。 

 

(11) エンドルフィンの分泌 

  ロビン・ダンパーは『人類進化の謎を解き明かす』で、次のように述べている。 

 

  最近私たちが行ったヒトを対象にしたＰＥＴ（陽電子放射断層撮影法）スキャン実

験によれば、恋愛関係にあるカップルどうしが軽くなで合うと、エンドルフィンが放

出されることが確かめられている。心理的には、エンドルフィンの放出は穏やかな脳

内麻薬作用による高揚、軽度の鎮痛効果、快感、鎮静効果として経験される。このこ

とは、類人猿（もちろん、私たち人類も含む）において強い愛着を形成する過程に深

く関係していようだ。（P.39） 

  ヒトは笑うときに急速に息を連続して吐くため、疲れがたまって息をつぎたくなる。

……胸壁筋にかかるこのストレスによってエンドルフィンが産出される。……ヒトの

行動で笑いほどうつりやすいものも他にあまり例を見ない……コメディのビデオを一

人で観ているときより、グループで観ているときのほうが、笑いは最高で３０倍も頻

繁に起きる。（P.158） 

齧歯類の摂食行動の制御メカニズムにかんする最近の研究によれば、ものを食べる

とエンドルフィン系が活性化する。……私たちがたくさんの人と食事をともにする社

会的摂食を重んじる理由、一緒に食事することが相手と知りあえる自然な方法だと考
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えがちな理由はこれかもしれない。（P.182-183） 

実験では、……音楽活動（聖歌を歌う礼拝、ドラムのサークル、踊り）……をする

とエンドルフィンが分泌される一方で、……ただ音楽に耳を傾けているだけではエン

ドルフィンは分泌されなかった。……音楽活動（歌う、楽器を演奏する、踊る）には

明確な共時性があり、……全員のタイミングを合わせるリズムによっておもに得られ

る……共時性……は……身体運動によって分泌されるエンドルフィンをおよそ２倍に

増やすらしい……ボート部員を対象に行った……実験によって、私たちはこのこと実

証した。……理由はともかく、タイミングを合わせて行動することでエンドルフィン

分泌がかなり活発になるようだった。（P.197-199） 

酒はエンドルフィンの大量分泌をうながす。アルコール依存症の人は、実際にはア

ルコールではなくエンドルフィンに依存する。……酒を酌み交わすのが世界中どこで

も社会的絆を結ぶ活動と考えられているのはこのためだろう。（P.292-293） 

 

また、ロビン・ダンパーは『友達の数は何人？』で、次のように述べている。 

 

    エンドルフィンは内因性オピオイドの一種で、モルヒネやアヘンと化学的な構造

がとてもよく似ている。いわば脳が自前でつくる鎮痛剤であり、さほど強くはない

が慢性的な痛みのときに作用する。（P.57） 

    脳内にエンドルフィンが行きわたると、いわゆる「ハイ」な状態になる。だから

宗教儀式には、身体にある程度のストレスを強いるものが多いのだ。歌ったり踊っ

たり、えんえんと身体を揺らしたり跳びはねたり。……ときには自分をむち打つな

どして、ほんとうに痛めつけることもある。それでも信者たちは幸福感に酔いしれ

ている。……集団でいるときにエンドルフィンが分泌されると、効力が倍増する…

…とりわけ集団の他の構構成員に対して強い愛着が涌く。それが兄弟愛とか、共同

体意識とかいったものだ。……アフリカ南部のクン・サン族は、コミュニティ内の

人間関係にほころびが生じると、音楽を鳴らし、単調な踊りをひたすら反復してト

ランス状態をつくりだす。……頭のなかに目もくらむ閃光が走り、魂が神とひとつ

になって、精神が肉体から抜けでて別の（霊的）世界に入るのだ。集団でこうした

体験をすれば、善意と愛がとめどもなくあふれでて、……人びとの結束はさぞや強

くなったにちがいない。（P.215-218） 

 

「共時性」にエンドルフィン分泌を増やす効果があるのは、他者に同調して行動する

と快感情を得られるようにすることによって、集団内での同調を促すためだろう。みん

なで一緒に笑ったり、食事をしたり、酒を酌み交わしたりすることに、「社会的絆を結ぶ」

効果があるのは、生理的に見ると、笑ったため、食事をしたため、酒を飲んだためにエ

ンドルフィンが分泌されて快感情を得られているのに、脳が、みんなと一緒にいるから
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快感情を得られているのだと勘違いするからだろう。 

日本の伝統的な村落の祭りはエンドルフィンを利用している。祭りに、おかしな踊り

や劇で大笑いさせたり、一緒に歌ったり踊ったり、身体にストレスをかけたり（重い神

輿を担いだり、真冬に裸になって水を掛け合ったりするなど）する行事が多いのは、エ

ンドルフィンを分泌させて、村落の住人同士の結束を強めるためであろう。 

エンドルフィンの利用には、①エンドルフィン分泌を促す行為への依存症（アルコー

ル依存症など）になってしまうこと危険があること、②エンドルフィンを分泌させるた

めに身体にストレスをかけ続けて健康を害してしまう危険があること、③酒を酌み交わ

して絆を深めるという方法は、下戸に対する差別を生み出す危険があること、④“他者

との同調を嫌う人間＝生まれつきの個人主義者”に対しては、絆を深める効果がないか

もしれないこと（「６．個人主義 (3)生まれつきの個人主義者」参照）、⑤エンドルフィ

ンの分泌を促す行事の最中に一人冷めている“他者との同調を嫌う人間＝生まれつきの

個人主義者”を標的とする「魔女狩り型いじめ」（「12.いじめ (9) 魔女狩り型いじめ」

参照）を誘発させる危険性が大きいことという欠点がある。 

 

(12) 互酬性（互恵性） 

「互酬性（reciprocity）」（reciprocityは、文化人類学、経済人類学、社会学では「互

酬性」または「互酬」と、心理学では「互恵性」と訳されることが多い）とは、相手と

の関係が持続する状況において、相手から受けた利益に対して、自分も同程度以上の利

益を返す（贈与に対して返礼する）という規範であり、人類に普遍的に見られると説明

されることが多い。 

相手が困っている時に助けた場合、相手が受ける利益は、自分が失う利益よりも大き

くなる。例えば、同じ量の食糧でも、飢えた人にとっての価値は、食糧を豊富に持って

いる人にとっての価値よりも大きくなる。将来、自分が困った時に、助けた相手が返礼

として助けてくれれば、失った利益以上の利益が返ってくる。困った時にお互いに助け

合えば、長期的には、双方ともに利益を得ることになるので、互酬性は、生物の生存率・

繁殖率を高める。ただし、互酬性を維持するためには、相手と長期的な関係を持つ必要

がある。したがって、群れを作って生きる動物は、各個体に互酬的な行動をとるように

促す生得的な（遺伝的な）心的メカニズムを持つように進化するはずである。例えば、

人間には、①互酬的に行動しない相手に対して、怒りを覚えて、攻撃しようとする生得

的な心的傾向（本能）があり、②そのため、互酬的に行動しないと、相手の怒りを買っ

て、攻撃されることになるので、③互酬的に行動しないと相手から攻撃されるという恐

れを抱くようになり、④その恐れが互酬的な行動を促しているのではないかと思われる。

その証拠に、互酬的に行動していないことが相手にばれるはずがないと思っている場合

や、互酬的に行動しなくても相手から攻撃されるはずはないと思っている場合には、返

礼をけちるなど、利己心丸出しの行動をとる人がかなりいる。ただし、“互酬的に行動す
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ることが正しいことである”というような倫理観を持っている人や、“人々が互酬的に行

動しているかどうかを神が監視しており、互酬的に行動しない者を神が罰する”という

ような教義を持つ宗教を信仰している人は、そのような場合でも利己心丸出しの行動は

とらない。そのような人の場合には、互酬性が規範として機能しているのである。 

互酬的に行動するためには、①個体を識別する能力、②他の個体から利益を受けたこ

とや他の個体に利益を与えたことを記憶しておく能力、③贈与と返礼が等価であるかど

うかを判断する能力が必要なので、互酬的に行動する動物の種類は限られてくるはずで

ある。ロバート・トリヴァースは『生物の社会進化』（P.443-485）で、チスイコウモリ、

ヒヒ、チンパンジー、イルカ、クジラが互酬的な行動をすることを示している。なお、

人間以外の動物が互酬的な行動（ロバート・トリヴァースは「互恵的利他行動（reciproc

Ａl Ａltruism）」と呼んでいる）をとるのは血縁者間だけであり、血縁関係にない者の

間では互酬的な行動は見られないとして、ロバート・トリヴァースを批判する見解もあ

る。 

私は、互酬性は、贈与交換、契約、「準拠枠設定」（私独自の概念）という三つの形で

現れると考えている。なお、贈与交換のみが互酬性であり、契約は互酬性ではないとす

る人が多いが、そのような考え方は互酬性を狭く捉えすぎていると、私は考える。 

 

(13) 贈与交換と契約 

贈与交換（社会的交換）とは、贈与と返礼（反対贈与）を相互に繰り返すことである。

中元・歳暮のような贈答や、隣近所で米・味噌・醤油の貸し借りをするというような行

為が贈与交換である。贈与・返礼は物の贈与・返礼だけなく、何かをしてあげること、

何かを教えてあげることなども贈与・返礼である。要するに、相手にとって利益になる

ことをしてあげるのが贈与・返礼である。 

贈与交換を実質的に見ると、時間差のある交換に過ぎないのに、なぜ、贈与と返礼と

いう体裁をとるのかいう問題がある。私は、それには二つの理由があると考えている。

一つ目の理由は、贈与の時点では、返礼として、どの時期に何が必要になるかがはっき

りしていないために、契約を結べないことがあるからである。例えば、米を分けて貰っ

た時点では、将来、味噌が必要になるのか、醤油が必要になるのか、その他の食材が必

要になるのかが分からないので、「２月１日にＡは米 1kgをＢに引き渡し、４月１日にＢ

は味噌 100g をＡに引き渡す」というような契約を結べないのである。二つ目の理由は、

贈与交換は交換に過ぎないのだという実質を隠して、贈与交換は贈与と返礼であるとい

う虚構（体裁）を整え、その虚構を信じなければ、二者の間に「親子擬制型信頼関係」

を築くことができないからであるが、このことについては、「４．保護と依存 (6)相互依

存関係と信頼関係」で説明する。 

贈与交換では、同じ種類の物やサービス（労力の提供）を交換する場合（「同種物交換」

と呼ぶことにする）と、異なる種類の物やサービスを交換する場合（「異種物交換」と呼
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ぶことにする）とがある。昔の農漁村で行われていた贈与交換を例にして言うと、田植

えの際に家同士で労力を提供し合うというような贈与交換は「同種物交換」であり、農

村が漁村に米や野菜を贈与し、漁村が農村に魚や海藻を贈与するというような贈与交換

は「異種物交換」である。「異種物交換」では、交換される物やサービス同士の等価性が

問題になる。何と何が等価であるかは、昔は慣習によって決まることが多かったが、現

在では、市場価格を参考にして決まることが多い。 

「同種物交換」では、「時点Ⅰでは、Ａは必要量以上のαを持っているが、Ｂはαに不

足を来している。時点Ⅱでは、Ｂは必要量以上のαを持っているが、Ａはαに不足を来

している」という状況下で、時点ⅠにおいてＡがαをＢに贈与し、時点ⅡにおいてＢが

αを返礼としてＡに贈与するという交換が行われる場合には、互いに助け合うという機

能を果たしている。「異種物交換」では、「Ａはαを持っているがβを持っていない。Ｂ

はβを持っているがαを持っていない。Ａはβを必要とし、Ｂはαを必要としている」

という状況下や「Ａは必要量以上のαを持っているがβに不足を来している。Ｂは必要

量以上のβを持っているがαに不足を来している」という状況下で、ＡがαをＢに贈与

し、Ｂがβを返礼としてＡに贈与するという交換が行われる場合には、互いに助け合う

という機能を果たしている。これらを一般化して言うと、「ＡにはＢに依存する必要性が

あり、Ｂにはそれに応えるだけの資源・能力がある。また、ＢにもＡに依存する必要性

があり、Ａにはそれに応えるだけの資源・能力がある」という状況下で、ＡとＢが互い

に資源・労力を提供し合う場合、贈与交換は互いに助け合うという機能を果たしている

ということになる。このような機能を「互助機能」と呼ぶことにする。「互助機能」を持

つ贈与交換を行うことが双方に利益をもたらすことは明らかである。 

ところが現実には、「ＡにはＢに依存する必要性がない。ＢにもＡに依存する必要性が

ない」という状況下で行われる贈与交換――「互助機能」を持たない贈与交換――の方

が多い。日本における中元・歳暮などの贈答習慣がその典型例である。「自分には不要な

物を贈られて、しかも、お金を使ってお返しまでしなければならないなんて、ばからし

いことだ。余計なことをするなよ。迷惑だ。中元・歳暮のような悪習は廃止しろ」と思

ったことのある人は多いだろう。「互助機能」を持たない贈与交換が行われるのは、贈与

交換には二者間に信頼関係を形成する機能（「信頼関係形成機能」と呼ぶことにする）も

あるからである。贈与交換が「信頼関係形成機能」を持つようになるメカニズムについ

ては、「４．保護と依存 (6)相互依存関係と信頼関係」で説明する。 

マルセル・モースは『贈与論』（P.38-40、P.103-109、P.260-262）で、贈与交換には、

「贈り物を与える義務」、「贈り物を受け取る義務」、「十分にお返しをする義務」という

三つの義務があると指摘している。モースによると、「贈り物を受け取る義務」があるの

は、「受け取ることを拒む」ことは「結びつきと交わりを拒むこと」になり、「戦いを宣

言するのに等しい」（P.39）からであり、また、「贈り物を拒むことはお返しをすること

を恐れていることを表している」ので、「受け取ることを控えることは、お返しをしない
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のと同じように、身を落とすことになる」（P.106-107）からでもある。 

「××の場合には、○○に対して、△△の贈与をするのが当然である」という慣習が

ある組織集団内（あるいは、組織集団間）では、贈与をしないと名誉が傷つく（けちな

奴だと罵られるなど）ので、「贈り物を与える義務」が生じるのであるが、そのような慣

習がない場合でも、贈与交換が行われることがある。そこで、贈与交換を、慣習によっ

て「贈り物を与える義務」がある「義務的贈与交換」と、「贈り物を与える義務」がない

「任意的贈与交換」に分けることにする。 

「義務的贈与交換」では「××のような贈与があった場合、○○のような返礼を、△

△までにするのが当然である」というような慣習があるが、「任意的贈与交換」でも、同

一集団内や日頃から付き合いのある他集団の構成員との間で行われる場合には、そのよ

うな慣習があることが多い。「××のような贈与があった場合、○○のような返礼を、△

△までにするのが当然である」というような慣習は組織集団によって異なることが多い

ので、付き合いのあまりない他集団の構成員との間で贈与交換を行うと、「返礼が少ない。

遅い。なんて礼儀知らずな奴だ」「不要な物を贈ってきやがって。迷惑だ」というような

トラブルが発生する可能性が高くなる。 

自分が属する組織集団やなじみのある他集団の構成員としか付き合わないというよう

な“「内に閉じた関係群」＝「世間」”の中で人々が生活していたころには、このような

トラブルはほとんど生じなかったが、人々の生活圏が広がって、今まで付き合いのなか

った人とも付き合わなければならなくなってくるという「外に開かれた関係群」（坂井敏

晶著『増補 民族という虚構』P.198）の中で人々が生活するようになると、贈与交換に

伴うトラブルが多発するようになってくる。贈与交換におけるトラブルを避けるには、

贈与・返礼の内容・程度・時期を両者の話し合いで決めるという方法が有効である。つ

まり、贈与交換は実質的に見ると交換に過ぎないのだということを認め、契約に基づく

交換を行うのである。贈与交換に頼ったままでは、人間関係は日常的な付き合いのある

人々の中にだけに閉じ込められ、「外に開かれた関係群」を作り出すことができない。契

約こそが「外に開かれた関係群」を作り出すのである。日本人の多くが「内に閉じた関

係群」の中に閉じこもろうとするのは、契約関係を“冷たい人間関係”（「４．保護と依

存 (5)相互依存関係と信頼関係」で述べる「約束遵守型信頼関係」）であると考えて蔑視

し、“暖かい人間関係”（「４．保護と依存 (6)相互依存関係と信頼関係」で述べる「親子

擬制型信頼関係」）であるように思える贈与交換に頼ろうとするからであると、私は考え

る。 

 

(14) 互助型贈与交換と報恩型贈与交換 

「８．支配服従関係 (10)報恩型支配服従関係」で詳述するが、社会福祉制度等が無け

れば、経済的な自活能力のない者は、財貨に余裕のある者からの“援助＝贈与”に頼っ

て生きていくしかないが、“援助＝贈与”に対して十分な返礼をするだけの財貨や能力を
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持たない。彼・彼女に残された道は“相手に服従する”という方法で返礼することだけ

である。逆の立場から言うと、相手に恩を着せ、報恩の心を持たせることができれば、

相手を支配することができるのである。 

持てる財貨・能力に差が少ないを者の間で“財貨と財貨の交換”、“労働と労働の交換”、

“財貨と労働の交換”等が行われる贈与交換を「互助型贈与交換」と呼び、持てる財貨・

能力に大きな差がある者の間で“財貨と服従の交換”、“労働と服従の交換”等が行われ

る贈与交換を「報恩型贈与交換」と呼ぶことにする。 

なお、ここでは、“労働”という言葉を労力の提供という意味で使い、“服従”という

言葉を相手の指揮命令に服することという意味で使っている。したがって、雇用契約に

基づいて企業で働く場合、“賃金”と“労働及び服従”とを交換していることになる。現

代では、企業で働くことが一般化しているので、“労働”には“服従”が付き物であるか

のように誤解している人がいるかもしれないが、“労働”と“服従”は分けて考えるべき

ある。例えば、医者は患者に診断・治療という労力を提供しているが、患者の指揮命令

には服していない。 

 

(15) 準拠枠設定 

契約によって長期継続的な関係、特に長期継続的な組織集団を作るときには、深刻な問

題が生じる。契約締結時の状況は時の経過とともに変化し、予測しがたい事態が生じるこ

ともあるのに、契約によって定められた債権・債務の内容（つまり、贈与と返礼の内容）

が固定したままでは、不都合が生じるのである。状況の変化がある度に、再交渉して契約

を改定するというのでは面倒であり、不安定でもある。そこで、債権・債務の内容の大枠

だけを定め、詳細は当事者の信頼関係に委ねるという“契約もどき”――その代表例は雇

用契約である――が結ばれることがある。一般にはこのような“契約もどき”も契約だと

されているが、私は債権・債務の内容が不明確なものは契約とは言いがたいと考えるので、

「準拠枠設定」と呼ぶことにする。「詳細は当事者の信頼関係に委ねる」ということの実

体は、「“契約もどき”によって定められた大枠内で贈与交換を行う」ということである、

と、私は考える。「互助型贈与交換」を行うタイプの「準拠枠設定」を「互助型準拠枠設

定」と呼び、「報恩型贈与交換」を行うタイプの「準拠枠設定」を「報恩型準拠枠設定」

と呼ぶことにする。「報恩型準拠枠設定」の詳細については、「7.支配と服従 (6)封建型支

配服従関係」で説明する。 

日本人には、契約で詳細を定めることを嫌い、何でもかんでも「準拠枠設定」にしてし

まう傾向がある。契約書には最低限のことしか書かずに、「本契約に定めのない事項また

は疑義が生じた事項については、両者が誠意をもって協議し、その解決をはかるものとす

る」というような内容の「誠実協議条項」を入れることを好む。契約では想定可能なすべ

ての事柄に対処できるように事細かく定めるという欧米の方式を、日本人は相手を疑って

かかっていると感じてしまうからである。日本人は、契約関係を冷たい人間関係だと感じ
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て嫌うのである。日本人は、「誠実協議条項」は両者が誠意をもって協議しなければ機能

しないので、「誠実協議条項」を入れるということは、「あなた（がた）は誠意のある人間・

集団です」と相手の価値を承認していることになると思い込んでいるようである。 

 

(16) 間接互酬性 

贈与交換では、贈与をしてから返礼を受けるまで時間がかかるので、誰かに贈与する

際には、その相手が十分な返礼をしてくる相手であるかどうか、つまり、信頼に値する

人間であるかどうかが問題になる。十分な返礼をしてくれいない相手に贈与しても無駄

になるので、周囲の人々の信頼を失ってしまう（周囲の人からけちだと思われるなど）

と、誰もその人と贈与交換しようとは思わなくってしまう。逆に、彼・彼女は十分な返

礼を必ずしてくれる人だ（彼・彼女は気前がいい人だなど）という周囲の人々の信頼を

得ることができれば、彼・彼女は贈与交換の相手として好まれることになる。人類が狩

猟採集生活を送っていた時代には、周囲の人々と贈与交換することが生存率・繁殖率を

高めることにつながったので、人類は、他人から「気前がいい人だ」と思われるような

行動をとるように進化したと考えられる。他人から「気前がいい人だ」と思われる方法

としては、贈与を受けるたびに十分な返礼を繰り返すという方法があるが、この方法で

は周囲の信頼を得るまで時間がかかる。そこで、積極的な宣伝活動として、相手からの

返礼が期待できない場合でも、あえて贈与することによって、「彼・彼女はなんて気前が

いい人だ」と思わせる方法がある。これは、周囲の人々の信頼を得ることを返礼と考え

た贈与と言える。このような互酬性（互恵性）は、間接互酬性（間接互恵性、indirect 

reciprocity）と呼ばれている。 

間接互酬性は、相手からの直接的な返礼を期待しないものなので、人間以外のものに

対して、贈与が行われることもある。例えば、動物愛護活動や自然保護活動には間接互

酬性が働いている場合があると思われる。 

 

(17) 報復性と応報性 

  「目には目を、歯には歯を」のように、他者から受けた損害に対して、同程度の損害

をその他者に与えることを「報復性」と呼ぶことにする。「やられたら、やり返す」とい

うような報復の構えを取っている相手を攻撃すると、反撃される危険性が高いので、そ

の危険を恐れて攻撃を思いとどまることが多い。そこで、他者から損害を受けると、そ

の他者に対して怒りの感情を抱くことによって報復するという本能を持つように、人類

は進化したのだろう。 

  互酬性が、相手から利益を受けたら、同程度の利益をその相手に返すということであ

るのに対して、「報復性」は、相手から不利益を受けたら、同程度の不利益をその相手

に返すということであるから、「報復性」はマイナスの互酬性とでも呼ぶべきものであ

り、互酬性も「報復性」も同一の原理――両者の損得を差し引きゼロにするという原理



 82 

――にしたがっていることが分かる。そこで、互酬性と「報復性」を「応報性」と総称

することにする。 

 

４．保護と依存 

(1) 集団生活を好む心的傾向 

リチャード・D・アレグザンダーは『ダーウィニズムと人間の諸問題』で、要約すると

次のような主張をしている。  

 

集団生活には、配偶者や食糧資源などの獲得をめぐる競争が激化し、病気や寄生生

物が蔓延しやすくなるなどの損失をともなう。それにもかかわらず、動物が集団生活

を送っている場合には、集団で生活する個体のほうがそうでない個体よりも多く繁殖

できるからに違いない。人類初期の集団は大型獣の狩猟者だったとされているが、そ

れより前の祖先たちは、自分たちが狩る側よりはむしろ狩られる側であったがゆえに

集団生活をしていたに違いない。しかし、そのような理由だけでは、集団規模が拡大

しつづけ、何億人からなる国家にいたった原因を説明できない。一致団結して獲物を

しとめることで個々人が利益を得られるような集団は、その規模の上限がかなり小さ

なものであり、また、武器や共同戦略が改良されるにつれて、集団生活につきまとう

損失回避のために集団規模は縮小したはずだからである。人類の歴史は、近接する集

団同士の戦いの繰り返しなので、集団間で力の均衡をはかろうとしたことが、集団規

模の拡大を招いたのではないだろうか。 

 

人類が組織集団を作って生活していたのは、資源獲得における協働と外敵（野獣と他

の人間集団）からの防衛のためであり、組織集団の規模が大きいほど、戦争では有利に

なるので、近接する組織集団の規模をしのごうとして、同盟や併呑を繰り返し、ついに、

数千万人、数億人規模の国家に至った、つまり、近接する組織集団間で力の均衡をはか

ろうしたことが組織集団規模の拡大を招いたという学説である。なお、国家による言語・

取引制度・貨幣・度量衡等の統一は市場経済の発展に役立ったが、市場経済の発展が組

織集団の規模拡大の原因であるとは言えないであろう。市場経済の発展にとって必要な

ことは、言語・取引制度・貨幣・度量衡等が統一されていることであり、市場が一つの

国家によって支配されていることではない。現代のグローバル経済のように、市場が複

数の国家によって支配されていても、取引制度・度量衡等が統一され、国際的に通用す

る言語と基軸通貨が存在すれば、市場経済は発展できる。 

このリチャード・D・アレグザンダーの学説によると、資源獲得における協働と外敵か

らの防衛の必要性がなくなれば、組織集団は解体に向かうはずである。しかし、実際に

はそうはなっていない。資源獲得における協働や外敵からの防衛の必要性がなくても、

孤独を恐れ群れたがたる人が多いのである。それは、人類は、その進化の過程の大半で、
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集団生活を好む人間は子孫を増やしやすく、集団生活を嫌う人間は子孫を増やしにくい

という状況に置かれていたために、遺伝的に（生得的に）集団生活を好むようになって

いるからである、と私は考える。以下では、この集団生活を好む心的傾向が生じるメカ

ニズムを明らかにしていく。 

 

(2) 母性・父性の対象の拡大 

パトリシア・S・チャーチランドは『脳がつくる倫理』で、次のように述べている。 

 

   脳とホルモンの相互作用を研究する神経内分泌学から一連の有力な証拠が出てきて

いる。それによると、哺乳類（およびほぼ間違いなく社会的な鳥類）においては、個

体に自分の幸せをはかるようにさせる神経組織が、他者の幸せという新しい価値をも

大切にするように変化している。哺乳類の進化の初期段階では、そのような他者はま

だ幼い自分の子だけである。しかし、子の幸せに対する強い気遣いは、……夫婦や親

族、友人、さらには見知らぬ者にまで広がっていった。（P.19-20） 

自己への気遣いのみという状態から、……さまざまな種類の社会性（他者への気遣

い）へと至る決定的に重要な移行が生じたのは、哺乳類のメスの脳を「母性化する」

神経－身体メカニズムによってである。このメカニズムはまた、神経ペプチドのオキ

シトシン（OXT）やアルギニンバソプレッシン（ＡVP）、その他のホルモンによる。…

…子である他者への気遣いを生み出す変容は、いったん生じると、さらにたぶんごく

些細な仕方で変容されて、子でないけれども自分と自分の子の幸せにとって重要であ

るような他者への気遣いを生み出すようになる。（P.42-43） 

妊娠中は OXT の生産が上方に調節され……、出産時には OXT の放出が子宮の収縮を

引き起こす。OXT の放出は授乳中に乳を分泌させるのにも不可欠である。脳においては、

OXT の放出はあらゆる母性行動を引き起こす。たとえば、子に専心すること、授乳する

こと、および子を暖かく、きれいに、安全に保っておくことなどである。（P.45） 

OXTはアルギニンバソプレッシン（ＡVP）と兄弟分子であり、それらは共通の祖先か

ら進化したようで、ふたつのアミノ酸が異なるだけである。……OXTの量はオスよりも

メスのほうが多い。ＡVPは……メスよりもオスのほうが多い。ＡVPレベルはオスが思

春期になると高くなり、性的興奮時にＡVPが放出され、射精直前におさまる。……OXT

とＡVP はその効果を発揮するために、ニューロン表面上の特定の受容タンパク質と結

合する……ＡVP は神経系に二種類の異なる受容体をもつ。一方に結びつくと、夫婦の

絆形成と育児行動を促進するが、他方に結びつくと、典型的には夫や妻を守るさいの

心配な気持ちと攻撃行動を引き起こす。（P.64-65） 

   オキシトシンは信頼と結びついてきたが、それは主として、他者に対する寛容の閾

値を上昇させる役割を果たし、また恐怖や回避反応の発生を減少させるからである。

動物が安心できる状態にいる場合、すなわち、仲間や家族と一緒にいて OXT のレベル
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が高い場合には、お互いに毛づくろいし、触れあい、おおむねくつろいだ状態になる。

しかも、毛づくろいや触れあいは OXT のレベルを上昇させ、それによって動物はさら

にくつろいだ状態になる （P.83） 

   男女の被験者に……ＡVP を投与する研究で、……ＡVPを投与された女性は、見知ら

ぬ女性の写真に対して、仲よくしましょうという表情で反応し、また対照群の女性被

験者に比べて、その顔を友好的なものとして捉えた。ＡVP を投与された男性は、見知

らぬ男性の写真に対して、皺筋（額のしわを寄せる筋肉）を働かせて反応し、また健

常な対照群に比べて、その顔を非友好的なものとして知覚した。（P.105）  

 

人類が身につけた「社会性（他者への気遣い）」は、「自分の子どもの世話をしたいと

いう欲求」の対象の拡大である「子どもに類似したものの世話をしたいという欲求」（「母

性的欲求」と呼ぶことにする）に基づく社会性（「母性的社会性」と呼ぶことにする）と、

「自分の子どもを外敵から守りたいという欲求」の対象の拡大である「子どもに類似し

たものを外敵から守りたいという欲求」（「父性的欲求」と呼ぶことにする）に基づく社

会性（「父性的社会性」と呼ぶことにする）に分けられ、女性では、主としてオキシトシ

ン（OXT）の働きによって「母性的欲求」が強められ、男性では、主としてアルギニン・

バソプレッシン（ＡVP）の働きによって「父性的欲求」が強められるのではないだろう

か。そして、「母性的欲求」「父性的欲求」の対象が、子ども→夫→近親者→友人と拡大

されたのであろう。 

  「母性的欲求」と「父性的欲求」を「対子型保護欲求」と総称し、「対子型保護欲求」

を抱く主体を「親的存在」と呼び、「対子型保護欲求」の対象を「子的存在」と呼ぶこと

にする。 

「対子型保護欲求」は自分の子どもを世話したい、守りたいという欲求から始まって

いるので、「子的存在」が幼い子どもに類似した特徴を持っていれば持っているほど、「対

子型保護欲求」は強く喚起されるはずである。幼い子どもの特徴は、“幼児のような外見

＝かわいらしい外見”（コンラート・ローレンツによると、頭が大きい、ほほが丸い、目

と目とが離れている、顔のパーツが低い位置にある、体型が丸くずんぐりしているとい

う特徴を持つものをかわいらしいと感じる）、“依存的な行動＝かわいらしい行動”（頼っ

てくること、しがみついてくることなど）、“成長の可能性のある弱さ”である。人間は

幼児のような外見や行動をかわいらしいと感じる。したがって、「対子型保護欲求」は、

“幼児のような外見”、“依存的な行動”、“成長の可能性のある弱さ”という特徴を備え

たものに対して強く喚起されることになる。 

 

(3) 身体的接触による絆 

女性同士の友人関係では、手をつないだり、抱きついたりというような身体的接触が

頻繁に見られるのに対し、男性同士の友人関係では、身体的接触は少ない。女性同士の
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友人関係では、身体的接触によりオキシトシンを分泌させて“絆”を深めたり、不安を

鎮めたりしているのだと思われるが、男性同士の友人関係では、なぜ、そうしないのだ

ろう。男性同士の身体的接触は同性愛の現れであるから好ましくないという考えに基づ

く宗教的・文化的禁忌のためだろうか、それとも、男性同士の身体的接触には“絆”を

深める働きがないからだろうか。 

戦国時代から江戸時代初期の日本では、武士の間で同性愛や少年愛が 衆道
しゅどう

と呼ばれて

流行し、義兄弟の関係には同性愛や少年愛が付き物であったが、18 世紀以降、武士の衆

道は幕府や藩から危険視されるようになり衰えていった。その後、明治時代に再び同性

愛や少年愛が流行したが、大正時代に入ると衰えた。氏家幹人氏は『武士道とエロス』

で次のように述べている。 

 

明治後期に男色が流行した背景として、……日清日露の戦争の影響、すなわち軍隊

その他における“戦う気分”の高揚も挙げなくてはならないだろう。……フリードリ

ヒ・クラウスの著書（1907 年刊『信仰、慣習、風習からみた日本人の性生活』。その

1910 年の改訂版が『日本人の性生活』のタイトルで邦訳されている。以下の引用は、

その安田一郎氏の訳本から）には、日本の一政治家が匿名で書いた手記に基づくと断

って、次のように記されている。 

  男子同性愛が兵士や士官の間に非常に 蔓延
まんえん

している……皮相な観察者さえも、

日本の兵士たちが、われわれ一般人よりもはるかに情愛がこもり、友情的な態度

でお互いにつき合っているのに、驚くだろう。 

同書はまた「われわれは、たくさんの兵士が腕を組み、手に手をとって通りを通る

のを見かける」とも証言している。クラウス（それとも手記の筆者？）によれば、こ

のような兵士どうしの愛の絆の強さこそが、……日本兵が勇敢に戦った最大の背景で

はなかったかという。彼らが死を怖れなかったのは、たんに「戦闘精神や、死を軽ん

ずる考えの発露ではなく、他の兵士にたいするはげしい愛の感情からなされたもので

もある」というのだ。（P.80-81） 

衆道の兄弟関係は、どうして幕府や藩から危険視されたのだろうか？ 第一に考え

られるのは、それが喧嘩や殺傷事件の原因（火種）になったためである。……喧嘩の

火種にならなかったとしても、幕府や藩の上層部にとっては好ましくなかったにちが

いない。……本来、武士には、武芸その他 己
おのれ

の芸（特技）を売り物に仕官先を渡り歩

く独立した職業人……という性格があったが、江戸幕府成立以降、そのような職業人

としての武士は「芸者」と呼ばれ、一段低く見られるようになってしまう。……太平

の世の武士に要求されたのは、もはや独立した戦士としての優秀さではなく……幕臣

あるいは○○藩士としての意識と行動であった。すなわち、それぞれが所属する組織

の一員として、……（自己を主張せず）奉公することが求められはじめたのである。

そんなタテ割り化の趨勢の中で、個としての武士と武士が、所属（御家）や家格（組
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織内における序列）にかかわらず、愛し合い協力し合う義兄弟の契り（ヨコ割りの連

帯）は、それだけで十分に組織からの逸脱とみなされえたのではなかったか。……こ

れこそが衆道が禁じられるようになった第二の（そして第一の理由以上に深刻な）理

由だったと思われる。（P.136-142） 

松田修氏……は戦国期に男色があれほど流行した理由を、戦いに明け暮れる日常の

中、武士たちにとって深い同士的連帯が不可欠だった点に求めている。共に命を賭け

て戦う男たちの絆としての男色。……（「男色細見三の朝 解題」）。（P.192） 

ヨーロッパ史において同性愛が罪悪視されるようになった理由の一つが、ペストに

よる人口激減という特殊な社会状況下、出産奨励の動きと呼応しているという西洋史

家の指摘（阿部謹也『西洋中世の男と女――聖性の呪縛の下で』）にも耳を傾けるべき

かもしれない。（P.194） 

 

戦国時代と明治時代の日本における同性愛や少年愛の流行から見て、男性同士の身体

的接触にも、アルギニン・バソプレッシンあるいはオキシトシンを分泌させる働きがあ

り、友情を深める働きがあることは間違いないであろう。しかし、男性同士の身体的接

触に基づく“絆”には、「私たちだけの世界を守るために外敵と戦う」というの排他的攻

撃性が強く現れてしまう傾向があって、「私たちの絆」と組織集団内の団結との間に衝突

が生じることが多いので、組織集団内の団結が最重要視されるようになると、男性同士

の身体的接触を禁圧するようになるようである。 

男性同士の身体的接触を禁圧するには、刑罰をもって禁じるよりも、「男性同士の身体

的接触は気持ち悪いものだ」という観念を子どもの頃からすり込むという方法の方が効

果的である。私たちの多くは、子どもの頃からそうすり込まれ、男性同士の身体的接触

を行ったり見たりすると、自動的に嫌悪感が生じるように条件づけられてしまっている

ではないだろうか。自動的に嫌悪感が生じるので、嫌悪感が生じることは自然なこと、

つまり生得的なことだと思えてしまうのである。男性は十代になると男性同士の身体的

接触を嫌うようになるが、それは生得的なものであり、十代になっても男性同士の身体

的接触を嫌うようにならない男性には何らかの異常があるとする見解が多いが、私は、

そのような見解は間違いではないかと思う。例えば、酒を飲んで酔っ払った男性同士に

は身体的接触がよく見られるが、生得的に男性同士の身体的接触を嫌うのであれば、そ

うはならないはずである。酔っ払うと、本能的行動を抑止する脳機能が弱まるのだから。

男性同士の身体的接触に嫌悪感を生じさせる条件づけが男性同士で身体的接触をしたい

という本能を抑える働きをしているが、その働きは酒酔いによって弱まると、考えるべ

きであろう。 

おそらく、性同一性障害ではないが同性愛的な傾向を持つ男性は、男性同士の身体的

接触に対して自動的に嫌悪感が生じるように条件づけられていない人たちなのだろう。

自動的に嫌悪感が生じないから、男性同士で身体的接触を行う。そうすると、アルギニ
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ン・バソプレッシンあるいはオキシトシンが分泌され、二人の間に“絆”が生まれる。

男性の場合、アルギニン・バソプレッシンは性的興奮時に大量に分泌されるので、擬似

的な性行為を行うと“絆”がより深まる。これが、性同一性障害ではない男性同士の同

性愛の正体なのだと思う。 

なお、女性同士の身体的接触には寛容な社会が多いのは、女性は家庭内にとどまるべ

きだという価値観が強く、女性が大規模な集団を組織することが少なかったからであろ

う。 

 

(4) 精神的幼児化 

  人類は、チンパンジーとの共通祖先からネオテニー（幼形成熟）によって進化したと

いう学説がある。ネオテニーとは、幼児のような形態を残したまた性的に成熟すること

である。生息環境に変化があると、未成熟の形態の方が成熟後の形態よりも環境に適応

的になることがあり、そのような場合に、成熟の度合いをコントロールする遺伝子に変

異が生じ、ネオテニーによる進化が起こるのである。人類がネオテニーによって進化し

たという学説に対しては多くの批判があり、確かに、人類の身体面の変化に関してはネ

オテニーでは説明できないことが多いが、精神面・行動面の変化に関してはネオテニー

で説明できることが多い。クライブ・ブロムホールは『幼児化するヒト』で、要約する

と次のような見解を述べている。 

 

   チンパンジーのオスは優位を巡って威嚇や戦闘を繰り返し、メスは自分の子ども以

外とは長期継続的な関係を結ばない傾向がある（子は最長 10年まで母親と一緒にいる）

ので、3～5 頭程度の規模の集団しか形成できない。他方、ボノボは、チンパンジーの

ような攻撃的で反社会的な行動のほとんどすべてを失っており、集団の平均規模は 20

頭近くに達している。ボノボの特徴は、社会的緊張を異性・同姓間の性行為や擬似的

な性行為で解決すること、息子が生涯にわたって母親に依存し続けること、集団内で

はメスがオスよりも優位に立っていること（チンパンジーではオスが優位に立ってい

る）である。ボノボの外見と行動はチンパンジーの赤ん坊にそっくりであり、オスは

母親への依存度がきわめて高い未熟な状態からいつまでも脱せないために、成熟して

も攻撃的な行動を発達させず、オスはいつまでもメスに従属的なままになるようであ

る。幼児的で攻撃性のない行動をいつまでも保持することにより、ボノボは彼らより

成熟している親戚、すなわちチンパンジーよりも、大きく平和な集団で暮らすことが

できるのである。 

鮮新世（約 500 万年前から約 260 万年前までの期間）の地球寒冷化により、東アフ

リカの熱帯雨林は乾燥して平原へと変わっていき、樹上で暮らしていた霊長類は絶滅

の危機に追い込まれた。樹上生活から地上生活へ転換すると獰猛な捕食者に狙われる

ようになるが、人類は、ボノボのように幼児的な行動をとるように進化することによ
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って、大集団での生活を苦にしない幼児的な寛容さと、数の力によって捕食者から身

を守る能力を身につけ、平原での生活に適応した。大胆で騒々しい子ザル大集団がア

フリカの平原に現れて、石や棒で捕食者を攻め立てたのだ。各集団内に攻撃的で反社

会的な個体がいれば、すぐに追放され、単独で困難に立ち向かわされただろう。若い

サルほどコミュニケーション能力が高い。また、未成熟な霊長類の特質は、その知的

好奇心と遊び好きな性質である。人類の幼児化は、その付随的な効果として、コミュ

ニケーション能力や学習能力の保持などの利点をもたらした。 

200～250 年万年前、アフリカは大干ばつに襲われ、女性が自分と子が生きているだ

けの量の食物を調達することが困難になった。女性が男性に子育てを手伝わせる必要

を感じているとき、子の母親への依存以上に利用しやすい結びつきはない。人類の女

性は、母親代わりに自分に依存してくれるだろう幼児的な特徴を見せる男性との配偶

を選択した。父親の幼児的な性質は遺伝によって息子や娘に受け継がれるから、その

選択は、男女をともに幼児化させることになった。その結果、人類は、両方の性が相

手の疑似父親、疑似母親として行動しなければならないと同時に、お互いが相手に親

の役割を果たしてもらいたいとも望んでいるという状況に陥った。 

人間は、自由意思を大事にするどころか、機会さえあれば喜んでそれを放棄するよ

うにすら見える。生涯にわたって支配的な「親」を必要とし、誰かを「親」に見立て

て保護を得たいと願うあまり、その引き換えとして子供のような服従を示し、宗教の

十字軍でも国家の軍隊でも喜んで形成してしまう。何十万という人間の仲間を殺して

までも、宗教指導者や国家指導者に可愛がってもらいたいのである。 

 

  精神的に幼児化すると、“自分は弱いので一人では生きていけない。「親的存在」から

の助けが必要不可欠である”という意識（「対親型弱者意識」と呼ぶことにする）、ある

いは、そのような幻想（「対親型弱者幻想」と呼ぶことにする）を抱くようになり、「親

的存在」に依存したいという欲求が生まれてくる。「親的存在」に対する依存を「親子型

依存」と呼び、その欲求を「対親型依存欲求」と呼ぶことにする。 

「子的存在」は、「親的存在」から離れると、「親的存在」からの保護を受けることが

できなくなるので、「親的存在」から離れると自分の生存が脅かされるという不安（「対

親型分離不安」と呼ぶことにする）が生じる。 

「対親型依存欲求」が満たされるためには、その欲求が「親的存在」によって応えら

れる――「親的存在」が「子的存在」を保護する――必要がある。「親的存在」が「対親

型依存欲求」に応えるのは、「対親型依存欲求」の持ち主を自分の「子的存在」であると

認め、「対子型保護欲求」を向ける場合だけである。自分が「親的存在」から「子的存在」

として認められているか否かについて不安がある時には、「親的存在」からの承認を得た

いという欲求が生まれ、「親的存在」の期待に応える行動をとって、「親的存在」から承

認の態度や言葉を得て安心しようとする。自分のことを「子的存在」として認められた
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いという欲求のことを、「対親型承認欲求」と呼ぶことにする。他方、自分が「親的存在」

から「子的存在」として認められているという確信がある時には、「親的存在」は必ず自

分を保護してくれるという信頼が生じる。この信頼のことを「対親型信頼」と呼ぶこと

にする。 

「対子型保護欲求」が満たされるためには、「子的存在」から依存される必要がある。

「子的存在」が「対親型依存欲求」を向けるのは、自分の「親的存在」であると認めた

対象だけである。自分が「子的存在」から「親的存在」として認められているか否かに

ついて不安がある時には、「子的存在」からの承認を得たいという欲求が生まれ、「子的

存在」の期待に応える行動をとって、「子的存在」から承認の態度や言葉を得て安心しよ

うとする。自分のことを「親的存在」として認められたいという欲求のことを、「対子型

承認欲求」と呼ぶことにする。他方、自分が「子的存在」から「親的存在」として認め

られているという確信がある時には、「子的存在」は必ず自分を頼ってくれるという信頼

が生じる。この信頼のことを「対子型信頼」と呼ぶことにする。 

 

(5) 自己家畜化 

人類の精神的幼児化には、女性が幼児的な特徴を見せる男性を配偶者として選択した

ことだけでなく、人類の「自己家畜化」も影響しているのではないだろうか。ジョナサ

ン・ハイトは『社会はなぜ左と右にわかれるのか』（P.329-330）で、次のように述べて

いる。 

 

原初の部族社会にあっては、他のメンバーと折り合っていけない者、反社会的な衝

動を抑えられない者、集団の規範を遵守できない者は、狩猟採集、生殖のパートナー

として選ばれにくくなる。また、とりわけ暴力的な人物は、避けられ、罰せられ、極

端なケースでは殺されるだろう。 

このプロセスは「自己家畜化」と呼ばれている。イヌ、ネコ、ブタの祖先は、家畜

化され、人間と協力関係を結ぶようになると、より従順になっていった。…… 

……私たちの脳、身体、行動には、家畜動物に見られるものと同じ家畜化の兆候が、

数多く認められる。たとえば、小さな歯、小柄な身体、おだやかな性質、遊びへの志

向などで、これらの特徴は大人になっても維持される。家畜化は一般に、成体になる

と消滅するはずの特徴を、死ぬまで保ち続けるよう働きかけるのだ。かくして（人間

を含め）家畜化された動物は、野生の祖先と比べて穏やかで、社会性が高く、また子

どものように見える。 

 

人類の「自己家畜化」による精神的幼児化は、子どもを過度に甘やかして育てること

によって、さらに促進される。クライブ・ブロムホールは『幼児化するヒト』（P.82）で、

次のように述べている。 
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ペット心理学者によると、幼いころに過度に甘やかされたイヌには「永遠の子犬」

症候群が見られるという。……人間の場合でもイヌの場合でも、過度に甘やかされて

育った子供は、世話をしてくれた相手と別れることに耐えきれず、引きこもりのよう

な深刻な憂うつに陥ることがある。 

 

人類は、過度に甘やかされて育てられると世話をしてくれた相手に対して強い愛着を

抱き、「対親型分離不安」を持つようになることを、組織集団の結束強化に利用してきた。

大村敬一氏は河合香吏編『制度』「第 15 章 感情のオントロギー」（P.337-338）で、次

のように述べている。 

 

イヌイト社会では、子どもは生後すぐからことばを話すようになるまで徹底的に甘

やかされ、拡大家族集団の成員への執着とも言えるほどの愛着が子どもに植え付けら

れる。幼児は生後すぐから睡眠をとっているとき以外は常に 30人ほどの拡大家族の成

員たちから取替え引替え抱かれ、仕草や声を真似されたり、キスされたりしながら、

かまわれつづける。もちろん、食べものをはじめ、子どもが欲しがるものは、危険な

ものでなければ、基本的に何でも与えられる。……こうして育てられる子どもは成人

になっても拡大家族集団、とくに祖父母への愛着が強い。 

こうした愛着はイヌイトがしばしば陥る強いホームシックに端的にあらわれている。

…… 

こうした拡大家族集団への強い愛着は、周囲の人間から拒絶されて孤立してしまう

ことへの恐怖という逆像のかたちでも鮮明にあらわれる。 

 

子どもを過度に甘やかして育てることによって組織集団の結束を強化するという方法

は、組織集団の規模がある程度以上に大きくなると使えなくなる。組織集団の規模が大

きくなると、血縁・姻戚関係の親疎によって、子どもを世話する程度に差異がでるよう

になってしまい、組織集団が小集団に分裂する傾向を持つようになってしまうからであ

る。 

 

(6) 相互依存関係と信頼関係 

  「対子型保護欲求」の対象の拡大と精神的幼児化が結びついた結果、人類は、親のよ

うでもあり、子のようでもあるという矛盾に満ちた外見・精神・行動を身につけたと思

われる。クライス・ブロムホールは『幼児化するヒト』で、次のように述べている。 

 

   人間の女性は霊長類の中でもきわめて特異な特徴によって利益も受ければ迷惑も被

っている。その特徴とは、つねに膨らんだ胸である。人間の女性が思春期に達すると、
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すぐに胸が脂肪で膨らんできて、いつでも乳を出せるような外見になる。……なぜオ

スが胸を魅力的に思うのかという疑問に対して、信頼できそうな答えが一つだけある。

……胸は母親らしさという人間のメスのアイデンティティを強めるからである。……

相反する二つの魅力――処女と慈愛的な母親――の存在は、西洋の男性に総じて好ま

れている人間の女性の生物学的に特異な体型を説明している。きゃしゃな幼児的な身

体に、乳をたっぷり含んだように見える大きな胸がついているのである。（P.147-148） 

ルイビル大学の心理学者マイケル・カニンガムとその同僚は、女性がパートナーに

求めるものについての明らかなジレンマを調べにかかった。 

   

    一方で、女性は支配的で成熟した外見の男性を求めるかもしれない。そういう男

性は他の男性との競争に勝って、女性とその子供たちが確実に生き残れるように

するための生態学上および遺伝学上の資源を提供できると思われるからである。

だが他方、女性は配偶者に自分を守ってほしいと望むだけでなく、……配偶者を

保護して慈しみたいと願ってもいるかもしれない。……女性たちの意見を聞くと、

彼女たちが求めるのは優しくて、穏やかで、敏感で、親切で、理解のある男性だ

という。あまりにも力強く、成熟しているように見える男性は、女性の温かい世

話好きな感情を喚起しないのかもしれない。…… 

 

   ……男性において、ある程度の成熟は魅力的と見なされるが、あまりに男性的な容

貌――太すぎる眉、細い目、薄い唇、角ばった顎など――はとくにハンサムとは見な

されないのだ。対照的に、大きな目、眉と目の開き、細い顎といった幼児的な特徴の

ほうがずっと魅力的だと見なされている。この調査結果にしたがえば、理想的な男性

の顔とは、男性の保護能力を感じさせる成熟した特徴と、女性側の慈愛的な行動を引

きだす子供のような特徴が適度なバランスで並んでいる顔なのである。（P.160-161） 

無数の世代のメスが幼児的なオスを選んできた結果、種全体が――メスも含めて―

―幼児化されていった。……そこで今日、私たちの種がどうなっているかと言えば、

両方の性がお互いに相手の疑似父親、疑似母親として行動しなければならないと同時

に、お互いが相手に親の役割を果たしてもらいたいとも望んでいる。（P.167）、 

 

  「対親型依存欲求」が向けられた対象に「対子型保護欲求」があれば、「対親型依存欲

求」は満たされることになる。逆に、「対子型保護欲求」が向けられる対象に「対親型依

存欲求」があれば、「対子型保護欲求」は満たされることになる。人類は、「子的存在」

でもあり「親的存在」でもあるという両面的な心を持つことによって、「対親型依存欲求」

と「対子型保護欲求」とを併せ持つようになり、その結果、“一方が子のように甘え、他

方が親のように世話をやく”という行動を反転させながら繰り返すという関係が生まれ

たと、私は考える。このような関係を「親子型相互依存関係」と呼ぶことにする。「親子
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型相互依存関係」が順調に継続すると、両者ともに相手に対して「対親型信頼」と「対

子型信頼」を持つようになる。この時、二者の間に生じる信頼関係を「親子型信頼関係」

と呼ぶことにする。 

「ＡはＢに依存し、ＢもＡに依存する」という関係一般を「相互依存関係」と呼ぶこ

とにする。「ＡにはＢに依存する必要性があり、Ｂにはそれに応えるだけの資源・能力が

ある。また、ＢにもＡに依存する必要性があり、Ａにはそれに応えるだけの資源・能力

がある」という関係がある者の間では、贈与交換や契約による交換を利用した「相互依

存関係」が生じやすい。このような関係を「互酬型相互依存関係」と呼ぶことにする。 

贈与交換において、贈与する際に“親のように世話をやく演技＝返礼を期待していな

い純粋贈与であるという演技”をし、贈与を受ける際に“子どものように甘える演技＝

贈与を純粋贈与であるとして受け取りありがたがる演技”をすれば、“一方が子のように

甘え、他方が親のように世話をやく演技”をすることになるので、二者の間に「親子型

相互依存関係」があるという虚構を作り出すことができる。そして、“一方が子のように

甘え、他方が親のように世話をやく演技”を交互に長期継続的に繰り返せば、「親子型相

互依存関係」があるという虚構が現実であるという錯覚を持たせることができるように

なるので、二者の間に「親子型信頼関係」に近い信頼関係（「親子擬制型信頼関係」と呼

ぶことにする）を作り出すことができる。二者の間に相互依存の必要性がないにもかか

わらず、贈与交換が行われる、つまり、経済的に見ると無意味な交換が行われる――中

元・歳暮などの日本の贈答習慣はその典型例である――ことが多いのは、二者の間に「親

子擬制型信頼関係」を作り出すためである、と、私は考える。 

贈与交換を実質的に見ると、贈与と返礼ではなく、時間差のある交換に過ぎないのだ

から、契約を結んで交換した方が良いように思える。契約を結んでおけば、「不要なもの

を贈与・返礼された」、「返礼が少なすぎる」、「返礼が遅すぎる」といったようなもめ事

の発生を防げるからである。しかし、贈与交換は交換に過ぎないのだという実質を隠し

て、贈与交換は贈与と返礼であるという虚構（体裁）を整え、その虚構を信じなければ、

二者の間に「親子擬制型信頼関係」を作り出すことができないので、相手と長期継続的

な信頼関係を築きたいと考える人は、契約による交換でなく、贈与交換を用いるのであ

る。 

契約による交換によっても信頼関係を築くことができる。契約を守って交換すれば、

相手は約束を守る人間・集団であるとという信頼が生じ、契約による交換を繰り返せば、

両者の信頼関係は強化される。このような信頼関係を「約束遵守型信頼関係」と呼ぶこ

とにする。相手が契約を守らない場合には、訴訟を起こすなどの法的救済手段があるか

ら、契約関係に信頼は必要ではないという指摘があるかもしれないが、法的救済手段に

要する時間と費用を考えれば、契約を守りそうにない相手とは契約を結ばない方が得だ

ということになる。 
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(7) 弱さをさらけ出せる関係 

「親子擬制型信頼関係」の形成は、お互いに自分の“弱さ”をさらけ出すことによっ

て促進できる。清水真木氏は『友情を疑う』で、ルソーの友情論について次のように述

べている。 

 

ルソーによれば、人間にとってもっとも望ましいのは、他人と共存することなく、

ただひとりで孤立して生きることであった。この状態をルソーは「自然状態」と名づ

ける。したがって、人間が他人とともに生活する道を選んだとすれば、それは、ひと

りでは解決することのできない何らかの問題に直面したからであり、人間は、具体的

な必要に迫られて、他人との共存を目指したとルソーは考える。……「人間における

社会的な傾向は、弱さから生まれる」とルソーは『エミール』の中で強調している。

対人関係が成り立つためには、そこに、当事者たちの「弱さ」に由来する必要が介在

していなければならず、すべての対人関係は、助けを求める者が、助けを求められる

者の前に姿を現し、この窮地に陥った者が相手の持つ「憐れみ」という「人間本性」

に根を持つ利他的な感情を刺戟するときに始まると考えねばならないことになる。し

たがって、友人との付き合いが理想的な対人関係である以上、友情のもっとも本質的

な要素は、相手に対する「憐れみ」であり、友人との付き合いが成り立つためには、

相手を憐れむことができなければならない。……ルソーの場合、友人との付き合いの

意義は、たがいに助け合うこと、互いに不幸を慰め合うことに求められねばならない。

（P.131-133） 

友人たちは、自分の恥を晒すようなことであっても、たがいに何でも打ち明けるこ

とができなければならないとルソーは主張する。……表現を更めるなら……たがいに

慰め合い、助け合う必要があるのであるから、友人に対して秘密を持つことは不要で

あるばかりではなく、許されないことですらある。……自分と他人とのあいだの境界

をすべて取り払うような、いわば「裸の」付き合い （P.139-140） 

 

ルソーは、友情を深めるためには自分の“弱さ＝相手に依存する必要性”を相手にさ

らけ出して、相手の“憐れみという人間本性に根を持つ利他的な感情＝保護欲求”を刺

激することが必要であると考えていたようである。確かに、自分の“弱さ”をさらけ出

してくれないと、相手が何を必要としているかがよく分からず、うまく助けることがで

きない。しかし、自分の“弱さ”を相手にさらけ出して助けを求めるということは、相

手に付け込ませる隙を見せるということになるので危険な行動でもある。それでも、そ

のような行動をとるということは、「あなたは、私の弱みに付け込んで攻撃してくるよう

な人間ではなく、私を助けてくれる人間だと信じている」、言い換えれば「あなたを「親

的存在」として認める」という承認のメッセージを相手に送ることになるので、「親子擬

制型信頼関係」の形成が促進されるのである。フランス・ドウ・ヴァールは『共感の時
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代へ』（P.304-305）で、次のように述べている。 

 

ロバート・サポルスキーは、……ライバルたちの目の前でオスのヒヒに麻酔をかけ

るのがどれほど危険なことか、苦い経験から学んだ。麻酔薬を塗った矢が当たったオ

スの足取りが怪しくなり始めた途端、彼を倒す絶好の機会だとばかりに他のヒヒたち

が集まってきたのだ。……オスのヒヒは他のオスが弱みを見せればいつでもそれにつ

け込もうとする。だから、彼らは弱みを隠す。……人間の祖先も集団の中で、足や眼

の衰え、スタミナの減退をできるかぎり長い間、他者に悟らせまいとして隠したのだ

ろうと思う。…… 

信頼できる相手といるときには、これとは正反対のことが起きる。その相手は妻や

恋人であることが多いが、同性の親友の場合もある。……相手が信頼できれば弱みも

さらけ出し、それが同情を引き出す。スポーツや軍隊などで、同じチームや部隊の男

性の間では、それがたっぷり見られる 

 

(8) 仲間依存型弱者幻想と対仲間型承認欲求 

狩猟採集や焼畑農業で生活する組織集団では、“弱さ”を人工的に作り出すことがある。

山内昶氏は『経済人類学の対位法』（P.178-180）で、次のように述べている。 

 

自分が獲ったもの、育てたものにたいする自己消費の禁止は、人類にとってかなり

普遍的なルールらしい。東カナダの原住民は鹿狩をするあいだシカをたべないし、漁

撈の期間中はマスを食べない。……ニューギニアのアラペシュやアベエラム族でも同

様で、……自分の育てたブタやヤムイモを食べてならず、他人の……ブタやヤムイモ

は食べてよかった…… 

……クラストルから引用しよう。 

 

「アチュの狩人には、自分が捕らえた獲物を消費することを厳しく禁じる食物禁

忌が課せられている。……それによって……食物贈与の互酬性が可能となるばかり

か、必然的なものとなり、狩人たる者は同時に肉の贈与者でありまた受けとり手と

なる。……狩人達の相互依存はこの絆を堅固で永続的なものとし、個体が自律性に

おいて失うものを社会は力として獲得する。……」 

 

狩猟採集や焼畑農業で生活する組織集団では、「自己消費の禁止」を神聖な規範として

いるところが多いが、この「自己消費の禁止」によって、組織集団の構成員は食料面で

の自立性を奪われ、他の構成員からの食料の贈与に依存しなければ生きていくことがで

きなくなって、構成員間で長期継続的な贈与交換が行われるようになり、構成員間に「親

子擬制型信頼関係」が形成される。言い換えれば、“神は自己消費を禁じている”という
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虚構によって、“自分は弱いので一人では生きていけない。自分が属する組織集団の仲間

からの助けが必要不可欠であるという幻想”（「仲間依存型弱者幻想」と呼ぶことにする）

を抱かせることによって、“組織集団の仲間に依存したいという欲求”（「対仲間型依存欲

求」と呼ぶことにする）を持たせて、組織集団の構成員間に「相互依存関係」を作り出

し、“仲間から離れると生存を脅かされるという不安”（「仲間型分離不安」と呼ぶことに

する）を利用して集団の結束を維持しているのである。なお、厳しい環境条件下で暮ら

していたり、周囲を敵に囲まれたりしていて、“自分は弱いので一人では生きていけない。

自分が属する組織集団の仲間からの助けが必要不可欠である”ということが幻想ではな

く、現実である場合もある。そのような場合には、「仲間依存型弱者意識」と呼ぶことに

する。 

「対仲間型依存欲求」と「対親型依存欲求」を総称して「依存欲求」と呼ぶことにす

る。 

「仲間依存型弱者幻想」や「仲間依存型弱者意識」を抱いている人は、何らかのきっ

かけで自分が所属集団の他の構成員から“ともに助け合う仲間”として認められている

か否かについて不安を抱くようになると、“他の構成員からともに助け合う仲間として認

められたいという欲求”（「対仲間型承認欲求」と呼ぶことにする）が生じ、他の構成員

の期待に応える行動をとって、他の構成員から承認の態度や言葉を得て安心しようとす

る。 

 

(9) 生き方承認欲求 

  昔の人々は、所属集団の慣習、宗教、思想などが示す“善き生き方”に拘束されて、

自分の生き方を自分で選ぶ自由を持っていなかったが、現代では、慣習、宗教などによ

る拘束から解放されて、生き方を選ぶ自由を持つようになった人々が増えてきた。しか

し、生き方を選ぶ自由を得たのに、「このような生き方をしていると、将来ひどい目にあ

うのではないだろうか」、「もっと良い生き方があるのではないだろうか」というような

不安を抱いて、①自分の生き方を他者に承認してもらいたいという欲求（「生き方承認欲

求」と呼ぶことにする）を抱いて、類似した生き方をしている人同士で群れて集団（後

述する「承認志向型集団」）を作ったり、②生き方を選ぶ自由を放棄して、再び、所属集

団の慣習、宗教、思想などが示す“善き生き方”に自発的に従おうとしたりする人が多

い。 

 

(10) 親的神依存教 

  組織集団の構成員間に「相互依存関係」を作り出すことによって、構成員間の贈与交

換を促進して、「親子擬制型信頼関係」を形成させ、組織集団の結束を維持するという方

法は、組織集団の規模が大きくなるほど、その実行が困難になってくる。そこで、人類

は、“組織集団の構成員全員の「親的存在」である霊魂（「親的神」と呼ぶことにする）
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がいて、自分たちはその「親的神」に依存して生きている兄弟姉妹のようなものである

という信仰”（「親的神依存教」と呼ぶことにする）を抱かせるという方法や、“組織集団

は構成員を超越する半永久的な命と独自の意思を持った生命体のようなものであり、組

織集団の構成員はその生命体を構成する器官のようなものであると考える信仰”（「組織

神格化教」と呼ぶことにする）を抱かせるという方法をとることによって、この問題を

乗り越えた。なお、霊魂とは、あらゆる「モノ」に宿ったり、取り憑いたり、遠隔作用

的な力を及ぼしたりして、その「モノ」に生命、心、能力、エネルギー、形体などを与

えたり、奪ったりする、通常は目に見えないものである（「第 13回 宗教・イデオロギー・

道徳と教育」参照）。 

「親的神」とは、具体的には、構成員の祖先であるとされた霊魂（祖霊）、組織集団の

首長・王に宿るとされた霊魂（神聖な霊魂が宿るとされることによって、首長・王は神

格化された）、組織集団の守護神などである。組織集団の構成員全員の「親的神」がいる

という虚構は、構成員は「親的神」からその霊魂の一部を分け与えられているという信

仰によって作り出されることが多い（「第 13回 宗教・イデオロギー・道徳と教育」で述

べるように、霊魂は分離したり、融合したりするとされることが多い）。H・バイロン・

エアハートは『日本宗教の世界』で、次のように述べている。 

 

子供は生まれると、産土
うぶすな

のカミによって魂あるいは霊を与えられる。産土のカミは

かつては氏神とは別のものであると考えられていたが、今日では同一視されている。

産後一ヵ月で……子供は汚れから解放され、両親によって、氏神の神社へと連れてい

かれる。……伝統的な解釈によれば、赤ん坊が氏神のところへ連れていかれるのは、

その赤ん坊が氏神の子供である（子供になる）ということである。……個々人は氏神

の神社を崇拝し、氏神は彼らに加護を与える。（P.161-162） 

三十三回目の命日で……先祖の霊は、個としての存在を失うと同時に、家の先祖の

カミと一つになると、一般には信じられている。事実、家の祖先神という漠然とした

集団は誕生の責任を負っており、先祖の霊はその家に産まれる赤ん坊という形で生ま

れ代ると考えられている。（P.167-168） 

 

また、杉山祐子氏は河合香吏編『集団』「10 章 「われらベンバ」の小さな村」で、次

のように述べている。 

 

ベンバは、アフリカの乾燥疎開林帯に住む焼畑農耕民である。……数十万から百万

人規模にもおよぶ王国を形成…… （P.224） 

   ベンバ語の「祖霊 mfumu」は、一般に、ベンバの始祖から数世代の歴代ベンバ王を意

味する。そべてのベンバは、これら歴代ベンバ王のいずれかの祖霊を身体に宿してい

るとされ……ベンバの女性が身ごもるとき、王の祖霊が女性のへそを通して胎児に宿
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り、その子の生涯を通じて庇護を与えるといわれる。（P.236-237） 

 

  「親的神依存教」を信仰すると、“自分は弱いので一人では生きていけない。「親的神」

からの助けが必要不可欠であるという幻想”（「親的神依存型弱者幻想」と呼ぶことにす

る）を抱くようになるので、“「親的神」に依存したいという欲求”（「対親的神型依存欲

求」と呼ぶことにする）と“「親的神」から離れると生存を脅かされるという不安”（「対

親的神型分離不安」と呼ぶことにする）を持つようになる。「対親的神型依存欲求」が満

たされるには、その欲求が「親的神」によって応えられているという幻想を抱く必要が

ある。「親的神依存教」の教義によると、「親的神」が「対親的神型依存欲求」に応える

のは、「対親的神型依存欲求」の持ち主を自分の「子的存在」であると認め、「対子型保

護欲求」を向ける場合だけである。自分が「親的神」から「子的存在」として認められ

ているか否かについて不安がある時には、「親的神」からの承認を得たいという欲求が生

まれ、「親的神」が「子的存在」に期待している（と妄想している）行動をとることによ

って、「親的神」から承認を得たという幻想を抱いて、安心しようとする。「親的神」か

ら自分のことを「子的存在」として認められたいという欲求のことを、「対親的神型承認

欲求」と呼ぶことにする。 

「８．支配服従関係」で説明するが、自分の“弱さ”を補うために他者に依存すると、

その他者によって支配されてしまう。組織集団の構成員間の「相互依存関係」によって

組織集団の結束を維持するという方法では、構成員は“ＡはＢを支配しているが、Ｂも

Ａを支配している”というような互いに支配し、支配される関係になるので、構成員は

原理的には対等の立場に立てることになる。ただし、現実には、戦闘能力、経済力、知

力、技能、道徳性などの高低関係によって、支配服従関係が生じてしまうことが多いの

で、狩猟採集民の組織集団（バンド、ホルドなどと呼ばれている）のように構成員の平

等を旨とする組織集団では、そのような高低関係を顕在化させないような工夫を凝らし

ている。 

他方、「親的神依存教」や「組織神格化教」への信仰によって組織集団の結束を維持す

るという方法では、自分の弱さを補うために、「親的神」や「組織霊魂」（「4.集団神格教」

参照）に一方的に依存しているという妄想を構成員が抱いているので、構成員は「親的

神」や「組織霊魂」によって一方的に支配されてしまう。「親的神」や「組織霊魂」は妄

想の産物なので、実際には、「親的神」や「組織霊魂」の命令と称するものを発する者に

よって一方的に支配されてしまうということである。「親的神依存教」や「組織神格化教」

への信仰によって、“すべての構成員が平等である組織集団”（「平等制集団」と呼ぶこと

にする）から、“一人の構成員だけが抜きん出た権力を持ち、他の構成員同士は平等であ

る組織集団”（「盟主制集団」と呼ぶことにする）や“構成員がピラミッド型の支配服従

関係に位置づけられる組織集団”（「階統制集団」と呼ぶことにする）へと変化したので

ある。これは、組織集団はその規模が大きくなるほど、構成員が不平等になる傾向を持
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つということである。 

 
５．組織神格化教 

(1) 自覚なき信仰 

組織集団はその構成員を超越した半永久的な命と独自の意思を持った生命体のような

ものであり、組織集団の構成員はその生命体を構成する器官（手足など）のようなもの

であると信じられていることがある。そのような信仰を「組織神格化教」と呼ぶことに

する。「組織神格化教」は、日本では“イエ的な組織集団の神格化という形”（「イエ神格

化教」と呼ぶことにする）をとり、欧米では“国民国家の神格化という形”（「国家神格

化教」と呼ぶことにする）をとることが多い。 

「組織神格化教」は「非典型的宗教」であり、「組織神格化教」を信仰している人々に

は、自分は会社人間や愛国者であるという自覚はあっても、「自分は宗教を信仰し、宗教

活動を行っているのだ」という自覚がない。キリスト教、イスラーム、仏教のような「典

型的宗教」こそが宗教なのだという偏見に囚われていると、「組織神格化教」の宗教性に

気付かないのである。 

1978 年に発覚したダグラス・グラマン事件（自衛隊の航空機購入に絡んだ汚職事件）

の渦中に、日商岩井の航空機部門担当常務だった島田三敬氏が「会社の生命は永遠です。

その永遠のために、私たちは奉仕すべきです。私たちの勤務はわずか二十年か三十年で

も、会社の生命は永遠です。それを守るために、男として堂々とあるべきです」と書か

れた遺書を残して自殺した（他殺説もある）。この言葉は「イエ神格化教」の殉教者らし

い言葉であるが、彼は、自分は会社人間であると思ったことはあっても、「イエ神格化教」

の信者であると思ったことはなかったであろう。また、この言葉は、「イエ神格化教」に

は、“イエ的な組織集団”の構成員を死に追いやる魔力があるということを示している。

“イエ的な組織集団”の存続・繁栄は構成員やその子孫がより良く生きるための手段で

あるべきなのに、“イエ的な組織集団”の存続・繁栄が自己目的化してしまって、構成員

の命が“イエ的な組織集団”の存続・繁栄のための道具になってしまうという倒錯、つ

まり、人間が作ったものによって人間が支配されてしまうという疎外現象が現れている

のである。 

資源獲得と外敵（他の組織集団や野獣）からの防衛を共同で行うことによって各人が

利益を得るために組織集団という人々の関係性を作ったはずなのに、つまり、個人の利

益を守るために組織集団という関係性が存在しているはずなのに、「組織神格化教」を信

仰するようになると、“個人は、組織集団の利益を守るために存在しており、その組織集

団の永遠の繁栄のためには命をかけてでも尽くすべきである”という転倒した（手段が

目的になってしまった）イデオロギー（“究極の集団主義”とでも呼ぶべきもの）が生ま

れる。国を守るために命がけで敵国と戦うべきであるというイデオロギーは、その典型

である。自分または自分の血縁者の生存率・繁殖率を高めることにつながる行動をとる
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という生物の本性からすれば、家族と一緒にどこかに隠れたり、中立国へ逃げたりする

はずであるが、「組織神格化教」への信仰のせいで、そのようなことは恥ずべき行為であ

ると考えるようになる。企業のために過労死するまで働くのも、同様のメカニズムであ

る。人間は、「組織神格化教」によって、生物の本性に反する行動をとるようになってし

まったのである。 

「組織神格化教」への信仰は、①認知的流動性により生じる擬人化・擬動植物化・擬

道具化（「2.世界モデルと無意識的信仰」参照）、②組織集団が構成員から独立して自律

運動するように感じられること、③認知システムの混乱により生じる一体感から生じた

と、私は考える。これらに関して、順次説明していく。 

 

(2) 組織集団の擬人化 

組織集団の構成員全員が一挙に死ねばその組織集団は消滅することから、組織集団は

その構成員を超越した半永久的な命を持つ存在などではないことが分かるはずなのだが、

組織集団には半永久的な命があるというような幻想を抱く人が、なぜ大勢いるのだろう

か。小坂井俊晶氏は『増補 民族という虚構』（P.84-86）で、次のように述べている。 

 

日本では毎年およそ 90 万人が死亡し、120 万人ほどの赤ん坊が生まれる。100 年を

待たずして構成員のほとんどが入れ替わり、それから少し経てば「日本人」の構成要

素の総入れ替えが完了する。それにもかかわらず、民族集団がその同一性を保ってい

るという感覚を我々が持つのは、構成員が一度にすべて交換されず、ほんの一部ずつ

連続的に置換されるからだ。……一つの状態から他の状態への移行が断続感なく滑ら

かに行われるおかげで、日本人と呼ばれる同一性の感覚が保たれる。…… 

国家・民族・大学・法人といった共同体が成立・維持される背景には、同一性を生

成するこのからくりが隠されている。…… 

自己同一性は対象自体に内在する性質ではなく、外部の観察者による不断の同一化

を通して生ずる錯視の産物にすぎない。 

 

小坂井俊晶氏は、組織集団の構成員が少しずつしか入れ替わらないので、組織集団の

同一性がずっと保たれているかのような錯覚に陥るのだと指摘しているのだが、私は、

同一性の錯覚が生じるメカニズムはもっと複雑であると考えている。 

「第 13 回 宗教・イデオロギー・道徳と教育」で詳しく説明するが、人間の左脳には、

ある「モノ」に関する断片的な記憶を時系列に沿ってつなぎ合わせることによって、そ

の「モノ」の物語を作り上げる機能がある。その物語を想起したり、その物語が語られ

るのを聞いたりすると、その物語の主人公であり続けた“不変のもの”があるかのよう

に感じられる。そして、その“不変のもの”がその「モノ」の本質であり、その“不変

のもの”がその「モノ」の中にあり続ける限り、その「モノ」の構成要素や外見が変わ
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っても、その「モノ」は同一性を維持し続けるように思えてくる。これが、「外部の観察

者による不断の同一化」のメカニズムである。 

アニミズムでは、あらやる「モノ」が擬人化され（「2.世界モデルと無意識的信仰 (5)

社会的世界モデル」参照）、「モノ」の本質である“不変のもの”はその「モノ」に宿っ

ている霊魂であると信じられているので、組織集団も擬人化されると、組織集団の本質

である“不変のもの”はその組織集団に宿っている霊魂であるということになる。そし

て、その霊魂が死なない限り、構成員がどれだけ変わろうとも、その組織集団は生き続

けるという幻想が生まれる。この“不変のもの”は、世俗的な言葉では、“民族の精神”、

“大和魂”、“民族の伝統”、“国家の使命”、“國体”、“会社の使命”、“家の伝統”、“家名”

などと呼ばれている。 

 

(3) 組織集団の神格化 

小坂井俊晶氏は『増補 民族という虚構』（P.108-109）で、次のように述べている。 

 

様々な社会現象は、人間同士の相互関係から生まれてくる。人間がいなくなれば、

……社会現象も同時に消えてなくなる。……人間から遊離して存在する「歴史の意志」

「民族の運命」などという実体があって我々の世界を動かしているわけではない。し

かしそのことは、個人が自由にあるいは意識的に社会現象を操れるという意味ではも

ちろんない。……社会構成員の相互作用が生み出す結果は、生産者自身の意図をしば

しば裏切り驚かせる。ソ連の崩壊やベルリンの壁の消滅をいったい誰が予想し得ただ

ろうか。その瞬間まで当事者でさえ想像できない出来事が次々に起こり、制御できな

い多きな外力に巻き込まれたかのような感覚の中で我々は歴史の変貌を目の当たりに

したのだった。 

社会現象や制度は人間を超越した位相において立ち現れる。人間が生みだした生産

物であるにもかかわらず、社会制度は人間から独立して自律運動する。人間相互の関

係が総合されて客観的な外力として人間に迫る。人間の主体性が失われ、人間が作り

出した宗教・イデオロギー・生産関係などによって人間自身が逆に操られるようにな

る。こうして主体と客体の位置が逆転する。 

 

組織集団は人間が作ったものであり、その正体は人々が集まって相互作用していると

いう関係性に過ぎない。しかし、各構成員が「自由にあるいは意識的に」組織集団を操

れるわけではない。権力者であっても他人を自分の思い通りに完全には操れるわけでは

ないし、構成員の相互関係により思わぬ結果が生じることもある。組織集団は「人間が

生みだした生産物であるにもかかわらず」、構成員「から独立して自律運動」し、「外力

として人間に」迫ってくるように感じられる場合があるのである。このような感覚とア

ニミズムが結び付くと、「組織集団が構成員から独立して自律運動するならば、組織集団
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は独自の霊魂（あるいは、心）を持つ生命体のようなものだ」という妄想が生じる。組

織集団の独自の霊魂を「組織霊魂」と呼ぶことにする。 

組織集団が「外力」として構成員に迫ってくる感覚は、組織集団の規模が大きくなれ

ばなるほど強くなり、“生命体のような組織集団”が構成員を超える力を持っていると思

えるようになってきて、「組織霊魂」が神格化される。「第 13 回 宗教・イデオロギー・

道徳と教育」で詳しく説明するが、アニミズムでは、霊魂は、人間並みの力しか持たな

い「モノ」に宿る霊魂と人間を超える力を持つ「モノ」に宿る霊魂は区別され、後者は

神格化されるのである。 

ランドル・コリンズは『脱常識の社会学』（P.50-52）で、エミール・デュルケムの『宗

教生活の原初形態』に依拠して、次のように述べている。 

 

聖なるもの
、、、、、

について特徴的なことは、それが危険なものであり、最高度に重要なも

のだということである。 

…… 

人びとが神聖なものに帰属させているすべての特性をそなえたひとつの現実が存在

する。それは、……社会そのもの
、、、、、、

である。というのも、社会はどんな個人よりもはる

かに大きな力だからである。社会のおかげで私たちは生きてくることができた。そし

て社会は私たちを殺すこともできる。……誰もが、数え切れないほど多くの点で社会

に依存している。私たちは、自分で発明したわけではない道具や技術を使い、他の人

たちから伝えられた言葉を話している。……私たちはさまざまな制度のもとで生活を

営んでいるが、これらの制度も、……結局は他の人びとによる実践のつみ重ねから、

つまりは社会から由来したものなのだ。……つまり、神は社会の象徴なのである
、、、、、、、、、、、、

。 

 

自分が属する組織集団で使われている道具、技術、言語、制度は、その“組織集団そ

のもの”が発明したり、作ったりしたものでなく、組織集団の現在または過去の構成員

が発明したり、現在または過去の構成員間の相互作用によって生じたり、他の組織集団

から導入したりしたものである。「社会のおかげで私たちは生きてくることができた」の

ではなく、「他の構成員のおかげで私たちは生きてくることができた」のである。「社会

は私たちを殺すこともできる」のではなく、「他の構成員は私たちを殺すこともできる」

のである。このような当たり前のことを忘れてしまって、組織集団の構成員が“したこ

と”や“すること”を、組織集団が“したこと”や“すること”だと思い込んでしまう

ことによって、組織集団は強大な力を持っていて、自分たちはその力に依存しているの

だという幻想を抱くようになるのである。そして、組織集団の構成員が“したこと”や

“すること”を、組織集団が“したこと”や“すること”だと思い込んでしまうのは、

組織集団は一つの生命体のようなものであり、組織集団の構成員はその生命体を構成す

る各器官のようなものであると考えるからである。自分の手足が“したこと”は自分が
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“したこと”であるように、組織集団の構成員が“したこと”は組織集団が“したこと”

であるというわけである。 

 

(4) 一体感 

宗教儀式、瞑想、苦行などによって、自己と外界との区別がなくなりすべてのものが

一つに溶け合ったり、神と一体になったりするというような“超越的な一体感”を経験

したと言う人がいる。その原因については「第 13回 宗教・イデオロギー・道徳と教育」

で説明する。“超越的な一体感”は“宇宙・世界規模での一体感”であるが、“他人との

一体感”や“集団規模での一体感”というような小規模な一体感もある。ポール・ブル

ームは『喜びはどれほど深い？』（P.154-155）で、次のように述べている。 

 

   他の人々と同調して身体を動かすと、その人々に対する好意や一体感が強まり、寛

大にもなることを示す証拠がある。……共に歌い踊る人に私たちが強い親しみを感じ

るようになるのはなぜか？ 実のところ、よく分かっていない。……私としては、認

知システムに狂いが生じるためではないかと思っている。他人と一緒に踊る時は、他

人の動きが私の動きと重なる。つまり、私が自分の身体を動かそうと思ったとおりに

他人が身体を動かすため、私の認知システムが混乱し、自分の身体の境界を拡大して

他人を取り込んでしまうのである。 

 

この「認知システム」の「混乱」は、脳の上頭頂葉後部（頭頂葉の後部）の誤作動に

よって生じているようである。藤井直敬氏は『ソーシャルブレインズ入門』で、次のよ

うに述べている。 

 

   被験者にヘッドマウントディスプレイをかぶって仮想空間の中に入ってもらいます。

仮想空間の中では、……伊勢エビのような変な生き物になっています。……お腹から

……腕が数本生えています。……仮想空間の中で獲得した新しい腕、腹腕は本来の身

体のどこかを動かすと、それに応じて動くようになっています。被験者は、……しば

らくすると、その腹腕を自在に操るコツをつかんで、その変な生き物を自在に歩き回

らせることができるようになります。……変な生き物……が自分の行動とリンクして、

それを自在に操ることができるようになると、自分自身の身体イメージがそこに投射

されて、新しい身体イメージが脳内に構築されます。……わたしたちの普段の生活で

実感することですが、道具の使用に習熟すると、道具を自分の身体の一部のように感

じるものです。……もし、他者というものを、その延長上にあると考えるならば、そ

して他者の身体が自分の意思で自在に動くとしたら、わたしたちはそれを自己の一部

として認識することでしょう。（P.100-102） 

   頭頂葉という場所は、自分の視覚や体性感覚などの自分自身の身体イメージが統合
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的に表現されていると言われており、……身体イメージを簡単に想像してもらうとす

ると、自分の身体の状態を、ペプシマンのようなイメージで脳の中に表現していると

考えてもらうとよいでしょう。この部位の神経細胞は、入來篤志氏らの研究によって、

道具を使うことでその身体イメージが拡張することが知られています。……つまり、

道具を使っているときにはペプシマンの手がグニョーンと道具にそって伸び、道具を

使い終わるともとに戻るというような様子を想像していただければけっこうです。…

…僕たちは、サルが社会的につながっているときと、つながっていないときの身体イ

メージに変化が見られるかどうかを……調べてみることにしました、……二頭の距離

を近づけて、両者の間に競合関係を作ってやると、……それまで自分自身の右腕の運

動にしか反応しなかった左頭頂葉の神経細胞が、……相手の腕の動きにも反応するよ

うになったのです。……この研究結果の面白いところは、頭頂葉が、他者をまるで自

分の身体の一部のように反応しているという点です。（P.111-115） 

 

「他人と一緒に踊る時は、他人の動きが私の動きと重なる。つまり、私が自分の身体

を動かそうと思ったとおりに他人が身体を動かす」ので、「他者の身体が自分の意思で自

在に動」いるかのような錯覚を覚え、「自分自身の身体イメージが」他者に「投射されて、

新しい身体イメージが脳内に構築され」て、他者を「自己の一部として」誤認識してし

まうようになる。そのため、「他の人々と同調して身体を動かすと」、他の人々と一体に

なったという幻覚が生じるのではないだろうか。なお、「6.個人主義 (3)生まれつきの個

人主義者」で述べる“他者との同調を嫌う人間＝生まれつきの個人主義者”は、他の人々

と一体になったという幻覚を持ちにくいようである。 

人類が狩猟採集生活を送っていた時代には、他の人々と同調して身体を動かすと、他

の人々と一体になったという幻覚が生じることを利用して――例えば、太鼓のリズムに

合わせて集団で踊り続けることで――、組織集団の結束をはかっていたが、現代でも、

軍隊などが、この方法を利用している。ジョナサン・ハイトは『社会はなぜ左と右にわ

かれるのか』（P.343-345）で、次のように述べている。なお、ジョナサン・ハイトが引

用している文献は、”McNeil, W. H. 1995. Keeping Together in Time: DＡnce Ａnd Drill 

in HumＡn History. CＡmＢridge, MＡ: HＡrvＡrd University Press.”である。  

 

ウィリアム・マクニールはアメリカ陸軍に徴兵された。数十人の兵士と隊列を組ん

で演習場を行進する基礎訓練を……受けた。……数週間が絶つと、部隊はみごとに足

並みを揃えて行進するようになり、彼は意識の高揚を感じ始めた。 

 

    長時間足並みを揃えて行進しているときに引き起こされる感覚を、言葉で説明す

るのはむずかしい。一種の幸福感だったように覚えている。より具体的に言えば、

集団的な儀式に参加したときに得られる、自己が拡大したかのような奇妙な感覚
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であり、英雄になったように感じた。 

 

……マクニールは……仲間と歩調を合わせながら行進する「筋肉の結合」のプロセ

スは、自己を滅却させて 超 個 体
スーパーオーガニズム

を一時的に出現させるためのメカニズムであり、

有史以前からの人類の長い歴史を通じて進化してきたものだとする仮説を立てる。…

… 

彼は……ある古参兵の証言を引用している。 

 

……徐々に「私は」は「われわれは」に、「私のもの」は「われわれのもの」に

変わり、自分の運命は大して重要ではなくなる。（……）そんなときに、いとも

簡単に自己を犠牲に捧げられるようにするものとは、不死性の確信に他ならな

い。（……）銃弾に倒れても、私は死なない。なぜなら、私の身体に宿る真の何

かが、自分の命を捧げた戦友の心のなかで生き続けていくからだ。 

 

“集団規模での一体感”を覚えると、自分の肉体が死んでも、自分の霊魂は自分が属す

る組織集団の霊魂と一体化して生き続けると感じるようである。 

 

(5) 組織集団の擬動植物化 

擬動植物化によって生まれた「植物型有機体的世界モデル」（「2.世界モデルと無意識

的信仰 (8)有機体的世界モデル」参照）は、日本の新宗教の教義で明快な形で表現され

ている。対馬路人氏、西山茂氏、島薗進氏、白水寛子氏は「新宗教における生命主義的

救済観」で、次のように述べている。 

 

新宗教の思想は民衆の漠然とした宗教意識を、体系化されたかたちで表現している

と考えられる……宇宙・世界そのものをけっして衰減することのない豊穣な産出力に

満ちあふれた一個の生命体……とみる認識が多くの教団に共有されている。…… 

宇宙全体が一個の生命体とされることから、その一部として存在している万物は本

質的に生命のつながりによって調和的に結びついているという考え方が導かれる…… 

人間は究極的には自分自身の力で生きているのではなく、根源的生命のありがたく

かぎりない恩恵によって育まれている存在なのである。そこから、そのありがたい恩

意に感謝することが人間の当然の義務であるという認識が導かれる。…… 

宇宙が活力に満ちあふれていて全体が調和している状態が善ととらえられているの

に対し、……宇宙や万物がいきいきとした活力や調和を失い、……根源的生命の発現、

湧出、開花が阻害されているような事態が悪としてイメージされる…… 

本源的に充実していて生命力に満ちているはずの世界になぜそうした事態が生じる

のかという問いが生じるが、……人間が根源的生命の生命施与と養育の恩恵によって
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生かされていることを忘れ、それに対する感謝の念をもたず、自己や利己的欲望に執

着することによって、根源的生命との絆がたち切られ、生命の本源との調和を失い、

ひいては自己の生命開花の阻害がもたらされると解駅される 

 

「宇宙・世界」を組織集団に、「万物」・「人間」を組織集団の構成員に、「根源的生命」

を組織集団の霊魂に、それぞれ読み替えれば、「新宗教の思想」は「組織神格化教」の教

義になる。「組織神格化教」は、「組織集団が一個の生命体とされることから、その一部

として存在している構成員は本質的に組織のつながりによって調和的に結びついている

という考え方」、「構成員は究極的には自分自身の力で生きているのではなく、組織集団

のありがたくかぎりない恩恵によって育まれている存在なのである」という考え方、「組

織集団が活力に満ちあふれていて全体が調和している状態が善ととらえられているのに

対し、……組織集団や構成員がいきいきとした活力や調和を失い、……組織集団の発展

が阻害されているような事態が悪としてイメージされ」、その悪は「構成員が組織集団の

恩恵によって生かされていることを忘れ、それに対する感謝の念をもたず、自己や利己

的欲望に執着することによって、組織集団との絆がたち切られ、……調和を失」うこと

によって生まれるという考え方なのである。 

 

(6) 構成員の擬道具化 

人間の「擬道具化」によって生じた“人間は神の道具であるから、神の命令のままに

行動すべきであり、主体性を発揮してはならないという信仰”（「2.世界モデルと無意

識的信仰 (14)擬道具化とエージェント状態」参照）から、“組織集団の構成員は「組織

霊魂」の道具であるから、「組織霊魂」や「組織霊魂」を分有している人間（神格化さ

れた王など）の命令のままに行動すべきであり、主体性を発揮してはならないという信

仰”が生まれたと、私は考える。 

この“組織集団の構成員はその組織集団の道具であるという信仰”に、前述した“組

織集団には霊魂が宿っているという信仰”と“組織集団は一つの生命体のようなもので

あるという信仰”とが結び付くと、“組織集団の構成員は生命体の各器官のようなもの

だから、生命体の各器官がその生命体の霊魂の命令にしたがってその生命体のために働

くように、組織集団の霊魂の命令にしたがってその組織集団のために働くべきであると

いう信仰”が生まれる。さらに、この信仰が、前述した“組織集団を守るために戦って

死んだ者は英霊になり、その死によって新たな命が生まれ、組織集団は繁栄するという

信仰”が結び付くと、「組織神格化教」が完成し、人々は、自律性を捨てて「組織霊魂」

の支配に自発的に服し、「組織霊魂」の存続・繁栄のために、自分を犠牲にしてでも力

を尽くすようになる。そして、「組織霊魂」の存続・繁栄のために力を十分に発揮でき

なかった場合には、そのことを恥であると感じるようになる。これは、人間が作ったも

のによって人間が支配されてしまうという疎外現象の一種である。 
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資源獲得と外敵（他の組織集団や野獣）からの防衛を共同で行うことによって各人が

利益を得るために組織集団という人々の関係性を作ったはずなのに、つまり、個人の利

益を守るために組織集団という関係性が存在しているはずなのに、「組織神格化教」を

信仰するようになると、“個人は、組織集団の利益を守るために存在しており、その組

織集団の永遠の繁栄のためには命をかけてでも尽くすべきである”という転倒した（手

段が目的になってしまった）イデオロギー（“究極の集団主義”とでも呼ぶべきもの）

が生まれる。国を守るために命がけで敵国と戦うべきであるというイデオロギーは、そ

の典型である。自分または自分の血縁者の生存率・繁殖率を高めることにつながる行動

をとるという生物の本性からすれば、家族と一緒にどこかに隠れたり、中立国へ逃げた

りするはずであるが、「組織神格化教」への信仰のせいで、そのようなことは恥ずべき

行為であると考えるようになる。企業のために過労死するまで働くのも、同様のメカニ

ズムである。人間は、「組織神格化教」によって、生物の本性に反する行動をとるよう

になってしまったのである。 

内藤朝雄氏が言う「中間集団全体主義」、つまり「個人は共同体の側から自己が何者

であるかを知らされるような仕方で生かされ、共同体に献身する限りにおいて個人の生

は生きるに値するものになる。当然、このような善い生き方は個人に強制すべきである。

個人の自由と共同体の共通善が対立する場合は共同体の共通善を、個人の権利と共同体

のきずなが対立する場合は共同体のきずなを優先すべきである」（内藤朝雄著『いじめ

の社会理論』P.21）というイデオロギーは、「組織神格化教」への信仰が生み出すもの

でり、「組織神格化教」が国家規模に拡大されて「国家神格化教」になると、全体主義

国家が生まれる。 

 

(7) 運命共同体 

森谷正規氏は『文明の技術史観』（P.96-97）で、次のように述べている。 

 

江戸時代の藩という組織はまったくの運命共同体である。幕府の命でお取りつぶしに

あうとすべての藩士が路頭に迷う。他の藩に入るのはほとんど不可能で、浪人となり、

その生活は悲惨である。……藩に一生を託すしかないのである。その運命共同体の意識

がそっくりそのまま、ごく最近まで日本企業に残っていた。それは……終身雇用制のも

たらすもので、ゆえに中途採用は長らくほとんど行われなかったのだが、他の企業に移

るチャンスがなかったのだから、忠誠心がどうのこうのというより、一生を会社に託す

しかないのだ。 

 

また、三戸公氏は『「家」としての日本社会』（P.50-51）で、次のように述べている。 

 

かつて商家は、中途採用者を「中年者」と称して家族に加えてもそれなりの処遇しか
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しなかった。今、企業は中途採用者をやはりそれなりの処遇しかしない。だから、ひと

たびいずれかの会社に入った者は、よほどのことがないかぎり、その会社をやめたいと

思ってもなかなか飛び出すことはできない。…… 

優良企業は優良労働力を基幹従業員として囲い込み、抱え込む。彼らは家族の一員と

なるのだから、まっさらの新規学卒者でなければならない。家は子供の躾をし訓練する。

……企業内教育中心は日本の特徴となっている。社会科学系大学院は日本でははやらな

い。…… 

奉公のまことに応じて給与……も多くなり、それなりの処遇がなされる。…… 

その会社の子供として育てられ、その会社の仕事の流儀を身につけ、会社に染まった

人間が、他の会社に行き、その会社の子供・大人と同じように遇せられるはずがない。 

家の繁栄は家族の繁栄、家の衰退は家族の衰退だから、家族的従業員は会社のために

精いっぱい働く。滅私奉公する。公とはオオヤケであり、大きな家である。……サービ

ス残業 OK、過労死もまた名誉の戦死である。 

 

江戸時代の幕藩体制や企業のほとんどが日本的経営をとっているという体制の下では、

自分が属する藩や企業から独立したり、他の藩や企業に移ると、大きな不利益を被るこ

とになるので、自分が属する藩や企業に居続けるしかないという状況に置かれてしまう。

そのような状況下では、自分が属する藩や企業が繁栄することは自分の利益になり、自

分が属する藩や企業が衰退することは自分の不利益になるので、自分が属する藩や企業

の繁栄のために、藩や企業内で自分に与えられた役割を全うするなどして、力を尽くす

ことが、自分の利益になることになる。このような自分が属する組織集団の栄枯盛衰が

自分の栄枯盛衰につながるという現実（自分が属する組織集団が運命共同体であるとい

う現実）を、「組織神格化教」の信者が目にすると、「組織神格化教」の教義の正しさ

が証明されていると誤解してしまい、信仰を強めてしまう。 

17 世紀のヨーロッパに始まり、その後、世界に広まった国民国家システム（主権国家

システム）でも、①言語・風俗習慣・宗教等の違い、国籍取得の困難さ、移民に対する

差別、他国への渡航費などが壁となって他国へ移住することが困難な場合が多いこと、

②経済的に豊かな国の国民は豊かになる可能性が高く、経済的に貧しい国の国民は貧し

くなる可能性が高いこと、③自国が戦争に敗れると、他国に占領されたり、戦争賠償金

を支払わされたり、領土の一部を奪われたり、他国の軍人による暴行・略奪を受けたり

して、自分たちも酷い目にあうことが多いので、自分が属する国の栄枯盛衰が自分の栄

枯盛衰につながることが多くなり、「国家神格化教」への信仰が強められることになる。

したがって、国民の「国家神格化教」への信仰を強めるには（一般的な言葉に言い換え

れば、ナショナリズムを高揚させるには）、他国との言語・風俗習慣・宗教の違いを大

きくし、国籍の取得を困難にし、移民を差別し、自国の経済を発展させ、他国との戦争

に勝利すれば良いことになる。 
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(8) 対仲間型保護欲求と対組織型承認欲求 

  「組織神格化教」を信仰すると、生命体を構成する各器官が相互依存関係にあるのと

同様に、組織集団という疑似生命体を構成する疑似器官である各構成員も相互依存関係

にあるので、“組織集団においては、他の構成員を助けたり、他の構成員から助けられ

たりすることが必要不可欠であるという信念”（「組織内相互依存信念」と呼ぶことに

する）を「無意識の領域」が抱くようになる。「無意識の領域」が抱く「組織内相互依

存信念」に無意識のうちに影響されて、他の構成員を助けたり、他の構成員から助けら

れたりすると、組織集団が繁栄することが多いので、そのような現実を目の当たりにし

た「意識の領域」も「組織内相互依存信念」を抱くようになる。そして、「組織内相互

依存信念」は“自分が属する組織集団の他の構成員を助けたいという欲求”（「対仲間

型保護欲求」と呼ぶことにする）と他の構成員に助けられたいという「対仲間型依存欲

求」を生み出す。 

「組織神格化教」への信仰は、生命体を構成する器官は生命体に依存して生きており、

生命体から切り離されると生きていけなくなるのと同様に、“組織集団という疑似生命

体を構成する疑似器官である構成員は組織集団に依存しなければ生きていけない弱い存

在であり、組織集団から離脱すると生きていけなくなるという幻想”（前者の幻想を「組

織依存型弱者幻想」と呼び、後者の幻想を「対組織型分離不安」と呼ぶことにする）を

も生み出す。なお、社会福祉政策を徹底して、国家が国民の面倒を生まれてから死ぬま

ですべて見るようにすれば、国民は国家に依存しなければ生きていけなくなるので、国

民は、「組織依存型弱者幻想」ではなく、「組織依存型弱者意識」を抱くようになる。 

「組織依存型弱者幻想」や「組織依存型弱者意識」を抱くと、“自分が属する組織集

団に依存したいという欲求”（「対組織型依存欲求」と呼ぶことにする）を持つように

なる。 

「対組織型依存欲求」を持っている人は、何らかのきっかけで自分が「組織霊魂」か

ら組織集団の一員として求められている役割を十分に果たしているか否かについて不安

を抱くようになると、「「組織霊魂」から、組織集団の一員として十分な役割を果たして

いると認められたいという欲求」（「対組織霊魂型承認欲求」と呼ぶことにする）が生じ

る。「組織霊魂」が承認するなどということは現実にはあり得ないので、組織集団の構成

員は、“何らかのもの”を「組織霊魂」から承認であると妄信していることになる。その

“何らかのもの”は、“組織集団の霊魂を分有していると思われている人間からの承認”

や“組織集団の他の構成員からの承認”である。“組織集団の霊魂を分有していると思わ

れている人間”というのは、人間の“脳の無意識の領域”でそう思われれているとこと

であり、“脳の意識の領域”では“組織集団を象徴している人間”、“組織集団の精神を体

現している人間”、“組織集団の伝統を受け継いでいる人間”などと思われている人間の

ことである。“組織集団の霊魂を分有していると思われている人間”は、先代からの世襲、
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構成員による選挙、組織集団への多大な貢献、組織集団に長く属していることなどによ

って、そのような人間であるとされる。 

「対親型依存欲求」、「対仲間型依存欲求」、「対親的神型依存欲求」、「対組織型

依存欲求」、「対支配者型依存欲求」（「8.支配服従関係」参照）を総称して、「依存

欲求」と呼び、「対親型承認欲求」、「対仲間型承認欲求」、「生き方承認欲求」、「対

親的神型承認欲求」、「対組織霊魂型承認欲求」、「対支配者型承認欲求」（「８．支

配服従関係」参照）を総称して、「承認欲求」と呼ぶことにする。 

 

(9) 組織の歯車状態と責任逃れ 

“組織集団の構成員は生命体の各器官のようなものだから、生命体の各器官がその生

命体の霊魂の命令にしたがってその生命体のために働くように、組織集団の霊魂（組織

霊魂）の命令にしたがってその組織集団のために働くべきであるという信仰”を抱くと、

組織集団の構成員は、その組織集団の霊魂の命令のままに行動すべきであり、主体性・

自律性を発揮してはならないと考えるようになる。このようになった状態を「組織の歯

車状態」と呼ぶことにする。 

組織集団の霊魂が命令を下すなどということは現実にはあり得ないので、組織集団の

構成員は、“何らかのもの”を自分が属する組織集団の霊魂の命令であると妄信してい

ることになる。その“何らかのもの”は、“組織集団の霊魂を分有していると思われて

いる人間が下す命令”、“組織集団の構成員に伝統的に共有されてきた価値観”、“組

織集団の慣習”、“組織集団の霊魂の意思を知ることができると思われている儀式の結

果”、“「イエ型集団」での持分的秩序による決定”（「14．集団の方針決定と秩序維

持の方法 (4)イエ型集団における持分的秩序」参照）などである。 

“組織集団の霊魂を分有していると思われている人間”は、自分の判断で自由に命令

を下せるわけではなく、その命令は、“組織集団の構成員に伝統的に共有されてきた価

値観”や“組織集団の慣習”に則ったものでなければならない。“組織集団の構成員に

伝統的に共有されてきた価値観”や“組織集団の慣習”に反した命令を下すと、彼・彼

女は“組織集団の精神や伝統に反する人間”であるとされ、その地位を追われてしまう。 

“組織集団の霊魂の意思を知ることができると思われている儀式の結果”というのは、

“構成員による多数決の結果”、“くじ引きの結果”などのことであるが、この問題に

ついては「14．集団の方針決定と秩序維持の方法」で説明する。 

「組織神格化教」によると、「組織霊魂」の命令に従った行動は、自分の意思に基づい

た行動ではないということになるので、その行動の結果について自分には責任はないと

いうことになるのである。責任は頭である「組織霊魂」にあり、手足である構成員には

責任はないということである。もちろん、これは「無意識の領域」が“考えていること”

であり、「意識の領域」は「組織の一員としてはああせざるをえなかったのだから、個人

としての自分には責任はない」というような弁解をでっちあげる。このような弁解に対
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して、「組織の一員としてああせざるをえなかった理由は何なのか」と追及すると、「組

織の一員とはそういうものだ」というような答えが返ってくるだろう。これに対して、「組

織の一員がそのようなものでなければならない理由は何なのか」とさらに追及すると、

「組織の一員がそのようなものでなければならないのは当然のことだ。当然のことに疑

問を呈するお前のような人間は、組織では生きていけない欠陥人間だ」というように逆

切れされるだろう。彼・彼女がそのように逆切れするのは、無意識のうちに（その自覚

なく）「組織神格化教」を信仰しており、「組織神格化教」の教義に疑問を呈する“異教

徒＝個人主義者”は欠陥人間だと思えるからである。 

“「組織霊魂」を分有していると思われている人間”がいて、その人間が命令を下した

という場合であれば、その人間は「組織霊魂」を分有などしていなかった偽物であり、「組

織霊魂」の意思に反する命令を下していたと決めつけられ、その地位を追われるという

形で、責任を取らされことになる。「組織霊魂」の意思に反する命令を下していたと決め

つけないと、「組織霊魂」が誤った判断をしたということになり、“神格化された組織集

団”の神聖さが汚されてしまうからである。もちろん、これは「無意識の領域」が“考

えていること”であり、「意識の領域」の考えでは、「組織集団の精神や伝統を体現して

いると思われている人間がいて、その人間が命令を下したという場合であれば、その人

間は組織集団の精神や伝統を体現する能力のない偽物であるということになり、組織集

団の精神や伝統に反する命令を下していたと決めつけられ、その地位を追われるという

形で、責任を取らされことになる。組織集団の精神や伝統に反する命令を下していたと

決めつけないと、組織集団の名誉が傷つけられてしまうからである」ということになる。 

「意識の領域」が組織集団の名誉を守らなければならないと考えるのは、「無意識の領

域」が「組織神格化教」を信仰し、組織集団は疑似生命体であるから、組織集団にも名

誉があり、疑似生命体である組織集団の名誉は、その疑似生命体を構成する器官である

構成員の名誉でもあると“考える”からである。オリンピックで自国の選手がメダルを

取ると自分もうれしくなるというような“栄光に浴する現象”にも、このようなメカニ

ズムが働いている。疑似生命体である国家の霊魂を分有している“代表選手”の名誉は

国家の栄誉でもあり、国家の名誉は国家の器官である“自分”の名誉でもあると、「無意

識の領域」が“考えて”、うれしいという感情を「意識の領域」に起こさせるのである。

オリンピックで自国の選手がメダルを取ると自分もうれしくなる人は「国家神格化教」

の信者であり、「オリンピックで自国の選手がメダルを取っても取らなくても、自分には

関係のないことだ」と思う人は「国家神格化教」を信仰しない個人主義者である。ちな

みに、オリンピックで惨敗した選手は、国家の霊魂を分有などしていなかった偽物であ

るとされ（「意識の領域」の考えでは、国家を代表する資格のない選手であるとされ）、

その選手の不名誉は国家の不名誉ではないとされてしまう。 
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(10) 組織集団の象徴 

組織集団は一つの生命体のようなものであるという妄想を抱いても、組織集団には生

命体のような外形がなく、その姿を直接には目にすることができないので、その妄想は

揺らぎやすい。そのため、組織集団そのものが動いている、あるいは、組織集団そのも

のが何かを保持し続けているかのような外見を整えて、組織集団は一つの生命体のよう

なものであるという妄想を後押しすることが必要となる。そのための手段は、組織集団

を主人公とする“組織集団の歴史的な物語”を作ること、集団的な行事を行うこと、組

織集団を象徴するもの（国名、家名、国旗、家紋など）を作ること、誰かを組織集団を

象徴する人間（日本での天皇、アメリカでの大統領など）に祭り上げること、構成員が

特定の土地、技術、儀式、行動様式等（先祖伝来の土地、技術、儀式、行動様式など）

を継承し続けることなどである。これらの手段は、神の存在という妄想を強化するため

の手段である神話・聖典、宗教儀式、“神の名”、神像・仏像、聖人、聖地、聖物等と同

様の機能を果たすものである。神も、生命体のような外形がなく、その姿を直接には目

にすることができないからである。 

  神像・仏像を礼拝するのは、神像・仏像が神・仏を象徴しているので、神像・仏像を

礼拝すると神・仏を礼拝したことになるからであり、国旗に敬意を表するのは、国旗が

国家を象徴しているので、国旗に敬意を表すると国家に敬意を表したことになるからだ

という説明がなされることが多い。しかし、それでは、象徴に礼拝したり敬意を表した

りすると、それが象徴しているものに礼拝したり敬意を表したりすることになる理由が

説明されていない。 

物理的に見れば、金属、石材、木材などの加工品に過ぎない神像・仏像が礼拝の対象

になるのは、神像・仏像には神や仏（それは神格化された霊魂である）の分身が宿って

いると信じられているからであり、物理的に見ればインクのついた布に過ぎない国旗や

ただの人間に過ぎない王が崇拝の対象になるのは、国旗や神聖王（神格化された王）に

は“国家の霊魂の分身”が宿っていると信じられているからである、と、私は考える（「第

13 回 宗教・イデオロギー・道徳と教育」で詳しく説明する）。山本七平氏は『日本人と

組織』（P.32）で、「ローマ軍……の軍旗は実は「神」であって、戦闘が終わると彼らは

軍旗の前に犠牲を捧げて祭祀を行った」と指摘しているが、軍旗が神であるというのは

不正確であり、古代ローマ人は軍旗には神の分身が宿っていると信じていたのだろう。 

自国の国旗が、敵対国の国民によって、焼かれたり、切り刻まれたり、踏んづけられ

たりしているのを見た時に、「国旗はインクのついた布に過ぎないので、国旗を焼いたり、

切り刻んだり、踏んづけたりしても、何の意味もない。奴らは無意味なことをして喜ん

でいる非科学的な人間だ」と考えるのが科学的な態度であるが、そうは考えずに、「奴ら

は我が国を侮辱している」と感じて怒りを覚える人の方がはるかに多い。怒りを覚える

人たちは、「国旗には“国家の霊魂の分身”が宿っているので、国旗を焼いたり、切り刻

んだり、踏んづけたりすることは、“国家の霊魂”を焼いたり、切り刻んだり、踏んづけ
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たりすることになる」と無意識のうちに信じているから、怒りを覚えるのである。 

 

(11) イエ神格化教 

  笠谷和比古氏は『士（サムライ）の思想』（P.1-7）で、次のように述べている。 

 

武士は……騎馬と弓射を基本的な戦闘様式としていた。騎馬の術にすぐれ、疾走する

馬上から自在に弓矢を発射する行為は、きわめて高度な技術を要するために、戦闘を家

職として幼い頃からの訓練によってのみ体得できるものであった。…… 

武士および武士団にとって重要なものは「所領（領地、私有地）」であった。所領は

武士の生活源であるとともに、その一族や家来をその中に居住させ、養うことによって、

武士団を維持・発展させていくための基盤としての意義を有していた。…… 

「家（イエ）」……は親子・夫婦の血縁家族というものを核にしてはいるけれども、

しかし単なる家族ではない。血縁家族を超えたある客観性をもち、しかも世代を重ねて

継承されていくような永続性もった存在である。そしてこの「家（イエ）」の客観的な

性格というのは、……武士領主制における、武士的職能と所領の保持・継承という課題

と密接不可分の関係の中で形成されたのである。 

すなわち「家（イエ）」とは家産（所領）・家業の保持継承を目的として構成され、家

名の連続性をシンボルとして、親－子－孫と続く男子直系親族によって継承されていく

独自の社会単位であると言うことができる。…… 

「家」はたしかに親子・夫婦の家族によって担われているにもかかわらず、「家」そ

れ自体が客観的な存在として独自の意味をもってくる……「家」は本来的に物化された

経営体としてあった……そして「家」の成員はこの経営体を責任をもって運営していく

ことを責務とする管理者であり、事務スタッフなのであった。 

だから……家督が男子直系相承の形で受け継がれていくとしても、それは血統の継承

が目的であるよりは、「家」それ自体の継承が第一義なのであって、男子直系相承は「家」

の継承、保全にとって最適の管理方式に他ならないという意味で位置づけられていたの

である。 

 

武士の家である武士団では、生産・戦闘手段と生産・戦闘技術の永続的な保持・継承を

最重要視する姿勢が、家の構成員はそのための道具であるという考え方を生み出し、また、

複数世代にわたる生産・戦闘手段と生産・戦闘技術の保持・継承・発展が、家は、生産・

戦闘手段と生産・戦闘技術の保持主体として、その構成員から独立して半永久的に生き続

ける生命体のようなものであるという幻想を生みだし、この両者が合わさって、家はその

構成員を超越した半永久的な命と独自の意思を持った生命体のようなものであり、家の構

成員はその生命体を構成する器官のようなものであるという宗教である「イエ神格化教」

が生まれたと、私は考える。このような考え方と宗教は、その後、商家、日本的経営をと
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る企業などの“イエ的な組織集団”にも広がっていった。 

「イエ神格化教」は「組織神格化教」の一種である。H・バイロン・エアハートは『日

本宗教の世界』（P.129-130）で、次のように述べている。 

 

家は日本社会の礎石であると同時に、日本宗教の礎石でもあると考えられる。日本人

は、家の一員であることに非常に強いアイデンティティーを感じており、それは個人と

してのアイデンティティーよりもはるかに強い。個人の利益よりも家の利益をつねに優

先して考え、行動することが理想とされている。…… 

家はそれ自身固有の宗教的制度であって、先祖が崇拝対象であり、男性の家長が崇拝

の指導者であり、一単位としての家族は宗教制度の構成員として奉仕する。……家は実

際、宗教のミニチュアそのものであり、そのことは、家が固有の崇拝対象（仏壇の先祖）

を含んでいることから明らかである。ある学者が書いたように、「西洋において人格神

との関係の中に見いだされる、ある種の心理的安心感は、日本においては、現実の家族

との関係の中にのみ見いだされる」 

 

H・バイロン・エアハートが指摘しているように、家では先祖を「親的神」として崇拝

する「親的神依存教」の儀式を行っているが、私は、それは、表面的な形式に過ぎず、実

際に崇拝している対象は家という名の“神格化された組織集団”の霊魂であると考える。 

「イエ神格化教」の信徒集団である家は日本独自のものではなく、他の国にも見られる

が、他の国の家では、血統の維持へのこだわりが強く、非血縁者を家の一員に加えること

がほとんどなかったのに対し、日本型の家（「イエ」と呼ぶことにする）では、血統の維

持よりも生産・戦闘手段と生産・戦闘技術の保持・継承・発展の方を重視し、そのために

必要ならば、養子縁組や擬似的な親子関係を結ぶことによって、非血縁者を「イエ」の一

員として加えることをいとわず、有能な非血縁者を積極的に「イエ」の一員に加えようと

することさえあるという特殊性がある。日本では、さらに、血統へのこだわりを完全に捨

てて、“非血縁者を構成員とするイエ的な組織集団”（「非血縁型イエ」と呼ぶことにする）

を作り出し、それが生産・戦闘手段と生産・戦闘技術の保持主体であるという信仰を抱く

ようになった。その典型例が、日本型経営をとる企業である。 

他方、家の血統の維持へのこだわりが強かった欧米では、「非血縁型イエ」を作るとい

うようなことができず、“生産・戦闘手段と生産・戦闘技術の保持主体としての法人が存

在し、法人は、その構成員や管理人からは独立した人格なので、構成員や管理人が変わっ

ても同一性を保ち続ける”という法的擬制により、非血縁者を構成員とする法人（＝社団）

や非血縁者を生産・戦闘手段と生産・戦闘技術の管理人とする法人（＝財団、株式会社等）

を作ることによって、構成員が入れ替わっても生産・戦闘手段と生産・戦闘技術を保持・

継承・発展させていくことができる組織集団を非血縁者によって組織することを可能にし

た。本来、生産・戦闘技術は属人的なものであるが、法人化した組織集団の構成員間で、
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生産・戦闘技術を教育・訓練や文書化（マニュアル化等）によって継承していくことがで

きれば、法人が生産・戦闘技術を持っているかのような体裁を整えることができる。 

なお、法人という法的擬制を用いる方法では、組織集団の構成員は、“個人は、組織集

団の利益を守るために存在しており、その組織集団の永遠の繁栄のためには命をかけてで

も尽くすべきであるというイデオロギー”（「組織神格化教」の教義）を抱くようなことは

なく、法人との契約によって定められた役割を果たすだけで十分であると考え、組織集団

との関係はドライなものとなる。 

 

(12) 国家神格化教 

ニコラス・ウェイドは『宗教を生み出す本能』（P.299-300）で、次のように述べてい

る。 

 

アメリカには事実上、単一の宗教が広まっていて、人々を団結させていると考える

論者がいる。その宗教には教会も聖職もなく、信者と称する者もいない。けれどもア

メリカ人の日常生活にすっかり溶けこんでいるので、誰も改めて考えることはない。

……ロバート・ベラー……はそれを「アメリカ市民宗教」と名づけた。この宗教のい

ちばん重要な儀式は大統領の就任式だ。聖典にはケネディの就任演説やリンカーンの

ゲティスバーグ演説など、特定の大統領の演説が含まれる。毎年恒例の儀式は戦没者

追悼記念日や感謝祭など。……学校の子どもが暗唱する忠誠の誓いでは、アメリカが

「神のもとにある一つの国」と描写されている。アメリカ市民宗教の最高指導者は大

統領だ。…… 

アメリカ市民宗教には、ほかの宗教と同じく、くり返し登場するテーマがある――

アメリカは神の特別な恩恵を受けている、正しいおこないするかぎりそれが与えつづ

けられる、というものだ。…… 

“どんな国にもある種の信仰、国を信じる気持ち、市民宗教は存在する。……”と

……ロバート・ファウラーらは言う。 

 

アメリカ合衆国のほとんどの学校では、毎朝、「国旗に対する忠誠の誓い」（pledge of 

allegiance to the flag of the United States）が行われている。「国旗に対する忠誠

の誓い」というのは、アメリカ合衆国の国旗に向かって直立し、右手を胸に当てて、“I 

pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic 

for which it stands, one Nation under God indivisible, with liberty and justice 

for all.”という文言を唱えるという儀式である。この文言の意味は「私はアメリカ合

衆国の国旗と、すべての人が自由と平等を享受でき、神の下に一つであり分割すること

のできない国家である共和国に、忠誠を誓います」というようなものである。この「国

旗に対する忠誠の誓い」の文言と作法はアメリカ合衆国の連邦議会が制定した国旗法に
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定められたものであるが、「国旗に対する忠誠の誓い」を学校で行うことに関しては、国

旗法には定めがなく、各州の法令や各学区の教育委員会の決定に基づいている。学校で

の「国旗に対する忠誠の誓い」は強制的、あるいは、半強制的なものであり、拒否した

場合には退学処分となる州や学区もある。 

学校での「国旗に対する忠誠の誓い」に対しては、良心の自由や思想・信条の自由を

侵害している、あるいは、政教分離に反し、信教の自由を侵害しているので、アメリカ

合衆国の憲法に違反するという批判がある。信教の自由を侵害するというのは、「国旗に

対する忠誠の誓い」は国旗という偶像を崇拝する宗教儀式であり、偶像崇拝を禁じるキ

リスト教等の教義に反する行為を強制されることになるという主張である。いくつかの

裁判が行われてきたが、判決には違憲としたものも、合憲としたものもあり、決着はつ

いていない。 

私は、多くの国々で、国家を神格化したいと考えている人たちが、“国家や民族を主人

公とする歴史的な物語”（国家や民族が自らの意志で動いてきたかのように描かれている

物語）、“民族の精神”、“民族の伝統”、“国家が果たすべき使命”などを捏造し、神像・

仏像の代わりに国旗を、聖歌の代わりに国歌を用いて宗教儀式を行い、愛国心の表明と

いう信仰告白を国民に強要し、あるいは、強要しようとしており、このようなことは、

ヨーロッパにおける国民国家の形成から始まったと考えている。このように国家を神格

化する宗教を「国家神格化教」と呼ぶことにする。ロバート・Ｎ・ベラーが指摘した「ア

メリカ市民宗教」は「国家神格化教」の典型である、と、私は考える。 

 

（注）ロバート・Ｎ・ベラーは「グローバルな市民社会と市民宗教の可能性」（ロバー

ト・Ｎ・ベラー等編『宗教とグローバル市民社会』所収、p.4）で、「私は市民宗

教の定義に関する終わりなき議論と市民宗教が国家の崇拝に違いないと考える繰

り返された傾向に過度に意気消沈し、30 年前にその用語を使うのをやめた」と述

べ、「アメリカ市民宗教」は国家の崇拝ではないとしている。 

 

「国家神格化教」は「組織神格化教」の一種であり、他の「組織神格化教」と同様に、

その外見からは宗教のようには見えず、「国家神格化教」を信仰している人々には“自分

たちは宗教を信仰し、宗教活動を行っているのだ”という自覚がない。政教分離など虚

構に過ぎず、国民国家は宗教団体そのものなのに、人々はそのことに気づかず、「国家神

格化教」のことをナショナリズムと呼び、「国家神格化教」への信仰のことを愛国心と呼

び、「国家神格化教」の信者のことを愛国者と呼んでいるのである。 

ジグムント・バウマンは『コミュニティ 安全と自由の戦場』（P.173-174）で、次の

ように述べている。 

 

   近代的革命の企て……とは、国家と国民の創造、つまりは、モザイク状のローカル・
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コミュニティを、新たにしっかりと統合された国民国家というシステム、「想像上の社

会」というシステムによって置き換えることをさす。……近代国家建設の本質は、小

教区、近隣のコミュニティ、あるいは職人の 組合
ギ ル ド

へと向けられていた昔ながらの忠誠

を、国民や国法といった抽象的でよそよそしい全体性に対する、新たな市民式の忠誠

によって置き換えることにあった。この新しい忠誠は、古い、時代遅れの忠誠とは異

なり、人々が自発的かつ事務的にそれに従う自己再生産的メカニズムをあてにするこ

とができなかった。新たな忠誠は、慎重にデザインされ、体系的な大衆教育の過程で

入念に教え込まれる必要があった。近代的秩序の建設や保守点検には、管理者や教育

者が必要とされたのである。 

 

欧米では 17 世紀から 19 世紀にかけて、国民国家が形成された。日本では明治時代以

降、国民国家を形成しようとする努力が続けられてきたが、うまくいっていない。国民

国家の形成過程では、固有の習俗・言語等を持っていた「世襲制永続的小規模集団」を

破壊し、習俗・言語等を統一することによって、それまでは半自立的な「世襲制永続的

小規模集団」の分権的な連合体に過ぎなかった国家を、国民個人を構成員とする組織集

団に作り変えることが目指された。しかし、それは容易なことではなかった。渡辺京二

氏は『近代の呪い』で、次のように述べている。 

 

馬関戦争のとき、長州の民衆は外国軍の弾運びをしたというのはよく聞く話です。

彼らに、おまえたちのやっているのは売国の所業だなんて言って聞かせたら、きょと

んとしたでしょうね。（P.14） 

石牟礼道子さんの『西南役伝説』を読みますと、肥後の農・漁民はあの明治 10年戦

争を、まったくの天災のようにやりすごしたことがわかります。彼らの眼からすると、

天朝さんと西郷さんが何で喧嘩しているのかわからないし、またそんなことにはまっ

たく関心がありません。…… 

ここにあるのは、自分たちの生活領域こそ信ずべき実体であり、その上に聳え立つ

上部構造は自分たちの実質的な幸福と何の関係もないとする、下積みの民衆の信念で

あって、上級権力が自分たちの生活領域に関わって来ますと、それこそ百姓一揆だっ

て国訴だって起こしますが、そうでない限り、上の人たちがやっている事は自分たち

と関係がないとして、徹底的に無視するのです。これは民衆世界が上級権力によって

左右されない自立性を持っているということです。…… 

このような民衆世界の国家と関わりない自立性を撃滅したのが近代だったのであり

ます。……フランス革命……その意義はブルジョア支配の確立なんてところにあるの

ではなくて、国民国家の創出にこそその第一の意義が認められなければならない。フ

ランス革命が創造したのは……国民兵であります。お国のことなんて知らねえよと言

っていた民衆が、よろこんでお国のために死ぬことになった。これは画期的なことで
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ありまして、フランス革命のキー・ポイントは民衆世界の自立性を解体するところに

あったのです。（P.22-25） 

 

国民国家形成前の民衆には「私は国家の一員である」というような意識は全くなかっ

た。彼・彼女らにとって、国家――国家を支配している組織集団と言った方が正確かも

しれない――は外集団（つまり、よそ者）であり、稀に良いこと（治安の維持など）も

するが、自分の属する「世襲制永続的小規模集団」にあれこれ余計な口出しをしてきた

り、勝手に税金や年貢を取り立てたり、仕事を押し付けたりしてくることが多い厄介者

だったのである。そのため、自分が属する家族や「世襲制永続的小規模集団」という内

集団の利益を第一に考え、そのためならば、敵国の利益になることも平気でするのであ

る。そのような民衆を国家のために命がけで戦うような人間に変えるために用いられた

手段が、「国家神格化教」の布教であったと、私は考える。「国家神格化教」の布教によ

って、それまで「世襲制永続的小規模集団」の仲間や“神格化された「世襲制永続的小

規模集団」の霊魂”へと向かっていた「依存欲求」と「承認欲求」を“神格化された国

家の霊魂”へと向け変えさせたのである。 

一般には、国民国家形成のために、①学校教育、軍隊内教育、マスコミ（新聞・雑誌、

後にはラジオ・テレビも）、印刷物等を使って、国家の領土内に住む人々に、“国民共通

の言語”（国家において支配的立場にいる人々が用いていた言語に基づいて共通語が作ら

れるというパターンが多い）、“国民共通の文化”（国家において支配的立場にいる人々の

文化を“国民共通の文化”であると偽ったり、新たに作られた文化を昔からの“国民共

通の文化”であると偽ったりすることが多い）、“国民共通の歴史”（実際にあった歴史で

はなく、捏造された歴史であることが多い）を習得させることによって、「私たちはみな

同じ日本人である」であるというような国民意識（あるいは民族意識）を持たせたり、

②国旗・国歌という国家のシンボルを作る、国家的規模での行事を開催するなどの方法

によって、目に見える形を持たない国家の存在を意識させたり、③自国（民）の他国（民）

に対する優越性を宣伝する教育・報道、国旗・国歌へ敬意を表する儀式、国民皆兵制、

対外戦争、戦死者を弔う国家的行事などによって、国民に愛国心を持たせようとしたり

してきたとされているが、私は、これらの手段はすべて「国家神格化教」の布教手段で

あったと考える。 

保守的・右翼的な思想を持った人たちが国旗掲揚・国歌斉唱を妨害する行為に対して

激しい怒りを露わにするのは、彼・彼女らにとって、国旗掲揚は“神格化された国家の

霊魂”の分身が宿る国旗を掲揚することによって“神格化された国家の霊魂”に敬意を

示す宗教儀式であり、国歌斉唱は“神格化された国家の霊魂”を賛美する聖歌を歌う宗

教儀式だからであり、それを妨害するということは“神格化された国家の霊魂”を冒涜

することになるからである。“神格化された国家の霊魂”を冒涜する行為は“異教徒＝非

国民”の行いであると考えるから、「国旗・国歌を否定するような人間は日本人とは言え
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ない。非国民は日本から出て行け」などというような暴言を吐くのである。保守的・右

翼的な思想を持った人々は「国家神格化教」の熱狂的な信者なのである。 

 

(13) 日本における国家神格化教の布教 

明治政府が作り出し、国民に信仰を強制した国家神道は、「「国體」という名で呼ばれ

た非宗教的宗教」（丸山眞男著「日本の思想」、杉田敦編『丸山眞男セレクション』所収、

P.306）の要素と、天皇を「親的神」とする「親的神依存教」（「7.集団の分類 (15)ムラ

国家型公共体」参照）の要素という二つの相矛盾する要素から構成されており、前者の

要素は少数の人にしか受け入れられなかったが、後者の要素は比較的多数の人に受け入

れられたと、私は考える（この問題については、「第 13回 宗教・イデオロギー・道徳と

教育」で詳しく説明する）。「「国體」という名で呼ばれた非宗教的宗教」は、その宗教性

が露わになっている「国家神格化教」である。石田雄氏は『日本の政治文化』（P.54）で、

次のように述べている。なお、『国体の本義』は、1937年に当時の文部省が編纂した書物

である。 

 

『国体の本義』における次の一節をみよ。「この〔満州〕事変を契機として我が国は

列強環境の中に道義的世界の創造、新秩序建設の第一歩を踏み出した。蓋しこれ悠遠

にして崇高な我が肇国の精神の顕現であり、世界史的使命に基づく国家的生命の已む
、、、、、、、、

に已まれぬ発動
、、、、、、、

であった」（傍点および〔 〕内引用者）。「国家的生命の発動」である

から肯定されるという考え方の中には、まず第一に国家を生命ある存在と考える汎神

論的・生宇宙論的観念が前提とされており、さらにその生命体のエネルギー発揮をエ

ネルギーの発露であるというそのことの故に礼賛しようとする「エネルギー主義」の

立場がみられる。 

 

また、阿満利麿氏は『日本人はなぜ無宗教なのか』（P.92）で、次のように述べている。 

 

ある論者は、神道とは「天地の公道」であり、「世界の元気」あるいは「国家の元気」

ともいう（西沢之助「神道は宗教にあらざるの論」）。「元気」とは、万物を生み育てる

エネルギーといったほどの意味であろう。…… 

全国の大小の神社は、国家の祭祀を司る場所であり、じつに「国家精神の府」なの

であり、それらこそ「真成の神祇道」であり、……国家の興隆は、この「真成の神祇

道」の実践以外にはないとも主張されている（「神官有志神祇官設置陳情書」）。 

 

「「国體」という名で呼ばれた非宗教的宗教」では、日本国は独自の“精神＝霊魂”を

持つ生命体であり、日本国民はその生命体の手足のようなもので、日本国の霊魂の“霊

的エネルギー”によって動かされていると信じられていたということである。「「国體」
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という名で呼ばれた非宗教的宗教」は、生命体はその身体に宿る霊魂の“霊的エネルギ

ー”によって動かされていると信じる「エネルギー的霊魂観」（「第 13 回 宗教・イデオ

ロギー・道徳と教育」で詳しく説明する）に立った「国家神格化教」なのである。「エネ

ルギー的霊魂観」に立った「国家神格化教」では、戦争は、国民の意志（国民の霊魂の

霊的エネルギー）が起こすのではなく、国家の意志（国家の霊魂の霊的エネルギー）が

起こすのだということになり、国民には戦争責任はないということになる。 

なお、「「国體」という名で呼ばれた非宗教的宗教」の要素を重視する国家神道信者が

天皇を 現人神
あらひとがみ

として崇拝するのは、日本国の霊魂の分身が天皇の身体に宿っていると無

意識のうちに信じているからである。日本国の霊魂を神であると考えれば、その霊魂を

分有している天皇も神であるということになるのである。戦前の日本の学校では、宮内

庁から天皇と皇后の写真（「御真影」と呼ばれていた）が貸与され、奉安殿と呼ばれる建

物に教育勅語と一緒に保管され、元旦・紀元節・天長節・明治節には、御真影を講堂等

に飾り、生徒・職員が最敬礼していた。火災の際に御真影を守ろうとして殉職した校長

や、火災で御真影が焼けたことに責任を感じて自殺した校長もいた。ただの写真にすぎ

ない御真影をこのように扱うのは、御真影には、神格化された日本国の霊魂の分身を宿

した天皇の霊魂の分身が宿っている（日本国の霊魂の分身の分身が宿っているというこ

と）と無意識のうちに信じていたために、御真影に最敬礼することは天皇と日本国に最

敬礼することに等しいことであり、御真影を焼くことは天皇と日本国を焼くことに等し

いと考えたからであろう。 

日本では、「国家神格化教」の布教はうまくいかず、国民国家化が進んでいない。日本

では、自分が属する“イエ的な組織集団の霊魂”を“最高神”と崇め、自分が属する組

織集団の利益を第一に考える「イエ神格化教」への信仰が強すぎて、日本という国全体

を一つの“神格化された組織集団”であると考えて、国全体の利益を第一に考えること

などできないからである。このような“分裂状態”を、日本という国全体を一つの“神

格化された組織集団”にしたいと考える「国家神格化教」信者から見れば、日本は利己

主義者ならぬ“利所属集団主義者”の集まりであり、国家としてのまとまりに欠けてい

るということになる。 

日本の「国家神格化教」信者は、“人間の行動パターン・服装・髪型などの外形を整え

れば、その外形にふさわしい心がその人間に宿るはずだという信仰”（「外形→心信仰」

と呼ぶことにする）に基づいて、国民に“国旗掲揚・国歌斉唱という名の宗教儀式”を

強制しようとしている。日本の教育関係者にも「外形→心信仰」を抱いて、児童生徒の

行動パターン・服装・髪型などを規制することによって、彼・彼女らが言うところの“児

童生徒らしい心”を児童生徒に持たせようとしている人が多い。 

「外形→心信仰」は伝統中国社会の“礼への信仰”に典型的に見られる。佐藤俊樹氏

は「心と帝国――「支配」の歴史社会学」（井上俊・上野千鶴子・大澤真幸・見田宗介・

吉見俊哉編『権力と支配の社会学 岩波講座現代社会学第 16 巻』所収、P.87-88）で、
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次のように述べている。 

 

礼の起源も、周というチベット系征服民族の生活様式である。……もともと黄河平

原にはタイ系、北方系、チベット系などの民族が混在していた。周はその要所要所に

植民都市をつくり、その生活様式を周囲に浸透させていったのである。その過程で周

の生活様式自身も形式化され、人間の本質に結びつけられて、人間一般の守るべき倫

理規範として意味づけられていった。それが礼なのである。 

礼はたんに身体の外形だけに照準しているわけではない。その外形規則を守ること

で、内部の心も善化されると考えられていた。……行為の外形と内部の心との循環関

係が礼の基本的なコンセプトである。伝統中国世界がすぐれた世界帝国になった理由

もそこにある。身長も肌の色も出身家族も関係ない。礼さえ守っていれば立派な人間、

立派な「漢民族」になれる――具体的な外形へのこだわりと規則の網羅性が、社会と

して高度な普遍性を可能にしたのだ。 

 

「外形→心信仰」はイスラームにもあるようである。サウジアラビア、イラン、アフ

ガニスタンなどには、「ムタワ」（宗教警察と訳されることが多い）と呼ばれている組織

があり、イスラームの戒律に反する行動をする民衆を取り締まっている。懲戒処分で教

師を脅して国歌斉唱を強制しようとする人たちや児童生徒の行動パターン・服装・髪型

などを規制する学校のやっていることは、ムタワがやっていることと同じである。 

日本の「国家神格化教」信者は、学校教育によって、特定の宗教やイデオロギーを信

仰させることができるという信念に基づいて、“愛国心教育というの名の宗教教育”を強

化しようともしている。 

私は、これらの方法は国旗・国歌に対する敵意と排外主義を生み出すだけであると考

える。強制は、強制されたものや強制する人々に対する反感を生み出し、敵意を強める。

国旗掲揚・国歌斉唱に反対する人々に国旗掲揚・国歌斉唱を強制するということは、国

旗・国歌に対する敵意と国旗掲揚・国歌斉唱を強制する人々に対する敵意を強め、反対

闘争への意欲を高めるということなのである。無神論者を仏教徒に変えようとして、僧

衣を着せ、数珠を持たせ、仏像の前でお経を唱えることを強制しても、仏教を信仰させ

ることはできずに、逆に、仏教への敵意を抱かせるだけであると、私が主張すれば、ほ

とんどの人が同意してくれるであろう。国旗掲揚・国歌斉唱を強制する人々がやってい

ることはこれと同じことなのである。 

子どもたちに愛国心教育を最も効果的に行う方法は、内集団ひいきの本能に頼る方法

である。「他の国に比べて日本には優れた点が多々ある」、あるいは、「日本に比べて他の

国には劣った点が多々ある」という虚実ないまぜの話を信じ込ませて、他の国を貶める

ことによって、日本に生まれて良かったと思い込ませるという方法である。「日本人は神

に選ばれた民族であり、日本には文明のリーダーとして世界を導く責務がある」という
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選民思想、あるいは、「日本は世界の中心であり、日本の文化には世界最高の価値がある」

という“中華思想の日本版”を吹き込めば、さらに効果が上がる。しかし、このような

方法をとると、他の国の人たちに対して低い評価を行うようになり、敵意さえ抱くよう

になってしまい、排外主義へとつながっていく。「日本は良い国だが、他の国も良い国だ。

みんな仲良くしよう」というような教育では、「国家神格化教」信者が期待するような愛

国心、つまり、国のために命をかけるというような愛国心を持たせることはできない。 

私は、日の丸・君が代を巡る問題の本質は、日本という国を神格化したい人々と神格

化したくない人々との闘いであると考える。日の丸・君が代の歴史的経緯は本質問題で

はなく、日本の国旗・国歌を日の丸・君が代以外のものに変えても、争いは続くであろ

う。国旗掲揚・国歌斉唱の強制に反対するということは、「国家神格化教」への信仰強制

に反対するということ、さらには、国家を“神格化された組織集団”にすることに反対

しているということなのである。 

 

(14) 政教分離 

  「国家神格化教」の布教による国民国家の形成において、既存の「典型的宗教」との

宗教間対立に折り合いをつけるために作られた原則が政教分離原則であったと、私は考

える。 

政教分離の具体的なあり方は国によって異なるが、“最も政教分離らしい政教分離原

則”は、国民の生活を“国家や地方自治体の政治が影響力を及ぼすことができる生活領

域”と“「典型的宗教」が影響力を及ぼすことができる生活領域”とに区分し、国家や地

方自治体は“「典型的宗教」が影響力を及ぼすことができる生活領域”に干渉しないよう

にし、既存の「典型的宗教」は“国家や地方自治体の政治が影響力を及ぼすことができ

る生活領域”に干渉しないようにすることであるというのが一般的な考え方である。し

かし、私は、そのような考え方は誤りであり、政教分離の隠された正体は、国民の生活

を“「国家神格化教」が影響力を及ぼすことができる生活領域”と“「典型的宗教」が影

響力を及ぼすことができる生活領域”とに区分し、「国家神格化教」は“「典型的宗教」

が影響力を及ぼすことができる生活領域”に干渉しないようにし、「典型的宗教」は“「国

家神格化教」が影響力を及ぼすことができる生活領域”に干渉しないようにするという

“教教分離”（宗教同士の住み分け）であると考える。 

そして、人々が「典型的宗教」への信仰を失うと、“「典型的宗教」が影響力を及ぼす

ことができる生活領域”は、「典型的宗教」からも「国家神格化教」からも影響を及ぼさ

れない“私的領域”へと変わったのである。 

 
６．個人主義 

(1) 二尊主義による個人の自立 

「組織神格化教」を信仰することによって運命共同体的な意識を持つ組織集団には、
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構成員に一元的・排他的な帰属を求める傾向がある。一人の人間が二つ以上の組織集団

と運命を共にするならば、それらの組織集団間に争いが起こった場合に、彼・彼女はど

ちらにつけば良いのか分からなくなるからである。山本七平氏は『日本人と組織』で、

次のように述べている。なお、「白石」とは、新井白石のことである。 

 

   白石がキリシタンを排撃せねばならぬとした最も大きな理由は、彼の言葉を借りて

表現すれば、その「二尊」主義にあった。……彼は中国を例にとり、……皇帝は天を

祀り、諸侯は皇帝を天として祀り、臣下は諸侯を天として祀り、子は父を天として祀

る、これによって秩序が成り立っているのであるから、もし個人が、この秩序を飛び

越えて天を祀れば、その個人には「二尊」ができる。こうなったら、秩序は成り立た

ない。……この白石の考え方は、おそらく現在のわれわれの考え方である。もちろん

社会が組織化され、家族が核家族化した現代では、その表れ方は違ってくる。いわば

組織が「天」になるわけで、この「天」を核家族の全員が心情的に祀っているという

形になり、したがって企業神・組織神が存在するわけである。 

組織は、この組織（＝形に表れるか否かは別として組織神）を「天」とする以外に

許さず、その組織内の個が「二尊」をもつことを許容しない。……その組織とは別に、

自分は他の「天」に……直結していない方が、その人間は精神的に安定するわけであ

る。ヨーロッパ人がしばしば日本の行き方を理解できないとするのはこの点である。

といのは、彼らにとって、個人として何らかの「天」――それは必ずしも、彼の伝統

的な宗教である必要なない――に直結する形で、その個人主義が維持されているわけ

であり、これがなくなれば、人間が文字通りに「組織の細胞」になると考え、そうな

れば、それは人間であることの喪失につながると考えるからである。（P.163-165） 

   「二尊主義」は、二つの「尊」の間の矛盾を生きることであり、……この矛盾にお

いてはじめて「個」の確立があり得、この「個」の確立によって……進歩が可能だ 

（P.170） 

 

一神教かつ世界宗教であるキリスト教とイスラーム（イスラム教）は、「世襲制永続的

小規模集団」ごとに異なっていた「親的神」（祖霊、守護神、氏神など）を抹殺する、つ

まり、「親的神依存教」を抹殺することにより、それまで“「世襲制永続的小規模集団」

の「親的神」”に向けられていた「対親的神型依存欲求」を“唯一の神”へも向けさせ、

“唯一の神”を“親代わり”とする兄弟姉妹も同然の信者たちを構成員とする組織集団

（「宗教型集団」と呼ぶことにする）を作り出すことによって、「世襲制永続的小規模集

団」の枠を越えて人々が結びつくことを可能にしようとした。 

一神教は「“唯一の神”があなたに生き方を示し、あなたを支えている。“唯一の神”

や世界中にいる信者仲間があなたを認め、評価している」という幻想を生みだすことに

よって、信者の「依存欲求」と「承認欲求」を満足させようとしたわけであるが、一神
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教は「依存欲求」と「承認欲求」を完全には満足させることができなかった。それは、“唯

一の神”や世界中にいる信者仲間の多くは遠い存在で、直接ふれあうことができないか

らである。直接ふれあうことができる信者は、自分が属する「世襲制永続的小規模集団」

の信者だけである。そのため、表面的には抹殺されたかのように見える「親的神依存教」

への信仰が「世襲制永続的小規模集団」独自の“非宗教的な習俗”という名目で生き残

り、構成員の「依存欲求」や「承認欲求」を満足させたり、「世襲制永続的小規模集団」

の仲間への依存や仲間からの承認が構成員の「依存欲求」と「承認欲求」を満足させて

いた。一神教の信者は「宗教型集団」と現実に自分が属する「世襲制永続的小規模集団」

という二つの組織集団の神と構成員に依存して生きるようになったのである。 

その結果、一神教の信者は、「宗教型集団」と「世襲制永続的小規模集団」との間の矛

盾（両者が異なる“真理”や“正義”を示してくる、両者が矛盾したことを要求してく

るなど）の中で生きることを余儀なくされ、自分が属している組織集団を相対的に見る

視点を得る可能性を得たのである。そして、この相対的に見る視点を得た者が組織集団

からの自立を意識する人間となったのである。 

他方、日本では、一神教が、「世襲制永続的小規模集団」とに異なっていた「親的神」

（祖霊、守護神、氏神など）を抹殺するというようなことはなく、「親的神」が「依存欲

求」と「承認欲求」の対象となり続け、その後、「イエ神格化教」が広まると、“神格化

されたイエの霊魂”が「依存欲求」と「承認欲求」の対象となるようになった。その結

果、日本では、“神格化されたイエの霊魂”や「親的神」を「一尊」とすべきであるとい

う信念が普及して、自分が属する組織集団を相対的に見る視点を得ることができず、組

織集団からの自立を意識する人間になることができなかった。 

「イエ神格化教信者」である日本人が信じる神々の中では、自分が属する“イエ的な

組織集団の霊魂”だけが依存の対象となる“別格の神”であり、他の神々は自分や自分

が属する組織集団に幸や災いをもたらすだけの存在に過ぎず、依存の対象などではない

という点で、“格下の神”である。他の神々を祭るのは、幸を授かり、災いを避けるとい

う利得目的のためであり、それらの神々を崇拝しているからではないのである。そして、

“神格化された国家の霊魂”も自分や自分が属する組織集団に幸や災いをもたらすだけ

の“格下の神”の一種である。 

 

(2) 理性信仰による“偽物の個人主義” 

山本雅男氏は『ヨーロッパ「近代」の終焉』で、次のように述べている。 

 

プロテスタントの挙げたスローガンを“聖書のみ、恩寵のみ、信仰のみ”という三点

にまとめて考えてみよう。 

第一の“聖書のみ”は……いかに生きるか、いかに神によって救われるかは、聖書に

よってのみ伝えられるというものである。…… 
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つぎの“恩寵のみ”という主張……にはふたつの側面がある。ひとつは、……教会に

したがうことではなく、各個人が神と直接に向かい合うところにこそ福音はもたらされ

るというのである。これは、じつに近代的個人主義の色彩の濃い主張だと言わなくては

ならない。信仰の仲立ちとしての組織を否定したとき、そのいっさいを引き受ける主体

は個人でしかないからだ。 

もうひとつは、神への絶対服従という問題である。つまり、神の恩寵に縋るかぎりに

おいてのみ救いへの道が開かれるのであって、人間の側には判断の余地はまったくない

というのである。…… 

プロテスタント的人間観が、……神という超越的なものの絶対性・必然性の前では人

間はまったく無力であることを刻印したことのほうが問題である。これは、その後の「近

代」的人間像とは矛盾する考え方のように見えるが、じつはヨーロッパ「近代」型人間

像の隠れた姿なのである。超越的なものというのは、何も神にかぎらないものであるか

ら。…… 

最後の“信仰のみ”……は、文字通りただただ信仰あるのみという……意味のほかに、

神の前では信仰ゆえに何人も等しく責任をもつという万人司祭主義の考えを示したも

のである。（P.48-50） 

デカルトにしろ、……ニュートンにしろ、……みな普遍的・絶対的な理性を追求し

ながらその彼方には神を予想していた。「近代」は、それ以前の宗教の時代とはうって

かわって神を必要としない人間の時代と考えられているが、じつはそうではない。神

に理性がとって変わったにすぎなかったのだ。（P.176） 

近代的理性は、それまで精神に加えられてきた……重圧、すなわち社会の因習や伝

統、習慣といったものから自由になるために、それらをことごとく断ち切った…… 

過去の知恵を断ち切り、未来へと勇躍する精神にとって拠るべき 縁
よすが

は何か。それが

まさに「方法」なのである。…… 

習慣や伝統が教える知識は、特殊・個別的なものを多く含んでおり、……いついか

なる場合にも適用できる普遍的妥当性に欠ける。これでは、まことに不確実であり、

依拠するに足るものではないと考えられたのである。どのような問題を出されても解

けるような「方法」をしっかりと身につけていれば、いつどこにあっても困らないと

いうわけだ。…… 

それは、方程式を解く方法を覚えておけば、どのように複雑な数式であっても、一

行一行着実に処理していくことによって、最後には正答を得ることができるという数

学の思考法に似ている。……近代合理主義がとらえた精神とは、じつは「方法」を実

行していく能力のことにすぎない （P.205-206） 

人びとの思考法のなかにあって、“科学的”という名辞が人びとの思考をいかに不自

由なものにしてきたかも明らかだ。“科学的”の名の下に厳密性を追求しながら、いか

に多くものを排除してきたか。想像力の自由な拡張を“非科学的”の一言で抹殺する
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こともまかり通ってきた。（P.213-214） 

 

「2.世界モデルと無意識的信仰 (15) 牧畜的世界モデル」で述べたように、キリスト

教は、人間を神の“家畜＝奴隷”にしてしまう宗教である。 

西欧における宗教改革は、それまでの教会だけが神の意思を人々に伝えることができ

るという考え方を否定し、各個人が神と直接向かい合うことによって神の意思を知るべ

きであるとした。宗教改革は、聖書の文言から神の意思を知るべきだとして聖書の文言

を絶対視する原理主義と理性を用いて神の意思を知るべきだとする啓蒙主義の二つの流

れを生みだした。原理主義では、神（実質的には教会）に替わって聖書が人間の“飼い

主”となり、人間は“聖書の奴隷”となったのに対し、啓蒙主義では、神に替わって理

性が人間の“飼い主”となり、人間は“理性の奴隷”となったのである。 

西欧起源の「理性信仰」（「1.集団主義 (3)理性信仰）参照）に基づく教育を受け、優

秀な成績をおさめた優等生は、“科学的方法”などの“理性的な思考方法”こそが“確実

な知識、真理に到達するための唯一の正しい思考方法”であると信じ込ませられ、その

“理性的な思考方法”によって心を支配されて、“自由な方法で考えるという自由”を失

い、“理性の奴隷”となっているのである。“理性的な思考方法”を馬鹿にして、衝動的・

感情的に行動する劣等生の方が“心の自由”を保っている。 

坂井敏晶氏は『社会心理学講義』で、次のように述べている。なお、「Joule & Beauvois, 

1987」とは「Robert Vincent Joule & Jean-Léon Beauvois, Petit traité de manipulation 

à l'usage des honnêtes gens, Presses universitaires de Grenoble, 1987」のことで

あり、「Beauvois & Joule, 1981」とは「Jean-Léon Beauvois & Robert-Vincent Joule, 

Soumission et idéologies. Psychosociologie de la rationalization, Presses 

universitaires de France, 1981」のことである。 

 

他人の意見に流されず、自分の頭で考えて判断・行動し、自らの行為に対して責任

を持つ。そんな自律的人間像が近代社会の理想です。しかし心理機構の原理からして、

そんな人間は実際にはありえない。したがって個人主義的とは、外部情報に依存して

も、その事実に無自覚だという意味にすぎません。（P.194） 

自律幻想は人類すべてに共通する認知バイアスではなく、近代が生んだ個人主義イ

デオロギーと深い関連があることが……わかりました。…… 

フランスの実証研究を参照して、この点を具体的に確認しましょう（Joule & 

Beauvois, 1987）。大学のキャンパスでタバコを吸っている学生を見つけ、「タバコと

集中力」に関する実験への参加をもちかけます。一日に 15 本以上吸うことを確認し、

参加するなら 18 時間禁煙しなければならないが、参加報酬として 30 フラン（約 600

円）払うと約束します。13 パーセントの学生が参加を了承しましたが、実際に 18時間

の禁煙を守り、翌日に実験室にやってきたのはわずか 4パーセントでした。…… 
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今度は報酬を……50 フランの設定にし、また 18 時間の禁煙を……伏せておきます。

そして参加を了承した学生を 1週間後、実験室に呼び出し、……「言い忘れましたが、

この実験に参加するためには 18 時間禁煙する必要があります。それと報酬は 50 フラ

ンと言いましたが、実は予算の都合で 30フランしか払えません。実験に参加するかど

うかは自由ですが、どうしますか」と切り出します。…… 

この詐欺まがいの操作のおかげで参加率が飛躍的に伸びます。95 パーセントの被験

者が実験参加を承諾し、91 パーセントが実際に 18時間の禁煙を守りました。……いっ

たん決断して行為を始めると、その後に考えを変えるのは想像以上に難しい。訪問セ

ールスなどで頻繁に使われる心理テクニックです。 

ところで実験を行う前に被験者の個人主義傾向を調べておきました。結果をみると、

個人主義的傾向の強弱を基準に被験者を比較しても参加率と禁煙率は同じです。……

しかし、どうして禁煙したのかという動機の説明が異なります。個人主義者の場合、「禁

煙するのにちょうど良い機会だったから」とか「興味深い実験だと判断したから参加

した」という理由を持ち出し、自分自身が判断したのだと答えやすい。個人主義的傾

向の低い者は逆に「状況が状況だけに、あそこで嫌だとは言いにくかった」というよ

うに外部の圧力を参加理由に挙げました。 

強制されている事実に気づかず、自らの意志で行為を選択するという虚構がかえっ

て支配状況を可能にする。……本当は自由の身ではないのに、自由だという幻想を抱

くからこそ、我々は権力の虜になるのです（Beauvois & Joule, 1981）。（P.196-199） 

 

“理性的な思考方法”とされている思考方法にしたがって物事を考えるには、多大な

時間と「認知コスト」を要する。「認知コスト」というのは、藤井直敬氏が『ソーシャル

ブレインズ入門』で用いている言葉であり、「脳内の認知操作に必要とされるエネルギー」

（P.48）のことである。人間の脳は、体重の約２％しかないのに、人間が必要とするエ

ネルギーの約 20％も使っているというように、大量のエネルギーを使う器官であり、「常

にギリギリのエネルギー供給しか受けていないので、……コストの増大を嫌」（P.129）

い、「認知コストをできるだけかけることなく、自分にとっての最適な社会環境を維持」

（P.129）しようとする。人間が使うことができる時間と「認知コスト」の制約から、理

性的に考えて自律的に行動することを理想としている個人主義者でも、“権威者とされて

いる人が理性的に考えた結果であるとされている知識や思想”（「理性的思考成果物」と

呼ぶことにする）を無批判に受け入れて、その知識や思想に基づいて行動することが多

い。この時、彼・彼女は「理性的思考成果物」によって心を支配されて、“「理性的思考

成果物」の奴隷”となっている。しかし、彼・彼女らは、自分は理性的に考えた結果に

基づいて自律的に行動する人間であるという信念を維持するために、実は「理性的思考

成果物」によって心を支配されて行動したのだということを意識の外に追いやり、自分

は自律的な判断に基づいて行動したのだという「自律幻想」を作り出してしまう。しか
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も、彼・彼女らは「自律幻想」を維持するために、無意識のうちに（非意識過程下で）、

その行動の偽りの理由まででっちあげてしまう。 

 “理性の奴隷”や“「理性的思考成果物」の奴隷”は、自分で理性的に考えた結果や

自分が信じる「理性的思考成果物」（思想、専門家の見解など）が自分が属する組織集団

の他の構成員の意見と異なった場合、それは、他の構成員が理性を持たない“野蛮人＝

野生動物”だからであり、彼・彼女らを啓蒙して理性を持つ“文明人＝家畜”に変える

必要があると考えることによって、他の構成員と対立することが正義であると感じるよ

うになる。“理性を持つ仲間からなる集団”、“同じ「理性的思考成果物」を信じる仲間か

らなる集団”というような“観念上の集団”（「理性型集団」と呼ぶことにする）を心の

中に思い描き、その「理性型集団」の仲間から自分は認められ、評価されていると思い

込むことができれば、現実に自分が属する組織集団の構成員からの承認・評価がなくて

も、「対仲間型承認欲求」がある程度は満たされる。この結果、彼・彼女らは組織集団内

での孤立や対立にある程度は耐えることができ、個人主義者のように一応は振る舞うこ

とができるようになるのである。 

しかし、“唯一の神”や「宗教型集団」の仲間たちの多くが遠い存在で、直接ふれあう

ことができないのと同様に、「理性型集団」の仲間たちの多くは遠い存在で、直接ふれあ

うことができないので、彼・彼女らの「依存欲求」や「承認欲求」には満たされないも

のが残る。そこに付け込むのが「国家神格化教」が提供する“神格化された国家の霊魂”

からの承認である。彼・彼女らは、“神格化された国家の霊魂”からの承認を得ようとし

て、国家から求められている役割を完全に果たそうとする。例えば、自国を敵国の攻撃

から守るために、命がけで戦い、“神格化された国家の霊魂”からの承認の証である勲章

をもらって喜ぶようになる。「国家神格化教」を信仰し、自分を国家という疑似生命体の

一器官である（国家という組織の歯車である）と位置づける人間を個人主義者と言える

だろうか。 

彼・彼女らには、個人主義を捨てて、周りの人々と密接な「相互依存関係」（いわゆる

絆）を結んで、コミュニティを形成し、身近なコミュニティの仲間からの承認や仲間へ

の依存によって、「理性型集団」によっては十分には満たされない「承認欲求」と「依存

欲求」を満たすという方法もあるが、“個人主義的に生きることが正しい生き方であると

いうイデオロギー”が邪魔をする。皮肉なことに、“個人主義的に生きることが正しい生

き方であるというイデオロギー”が“「国家神格化教」＝ナショナリズム＝国家規模での

集団主義”を支えているのである。 

彼・彼女らは、「国家神格化教」を信仰するととに、“理性的な思考方法”や「理性的

思考成果物」によって心を支配されて自律性を失っているので、個人主義者のように見

える“偽物の個人主義者”に過ぎない。 

 



 128 

(3) 生まれつきの個人主義者 

  池谷裕二氏は『単純な脳、複雑な「私」』（P.310-315）で、要約すると次のようなこと

を述べている。 

 

   アリはエサを見つけて巣に運び帰る道筋にフェロモンを落としていく。フェロモン

は他のアリを引き寄せる誘因物質なので、エサの在りかに向かってアリの行列ができ

る。しかし、たまに「ひねくれアリ」がいて、フェロモンのまかれたコースを歩かず

に、ふらふらと別のルートをとってしまう。全員が頑張る働きアリであった方が成果

が上がるはずなのに、アリの社会は、言うことの聞かないヤツを必ず残しておく。進

化の過程で排除されずに生き残る。それは、「ひねくれアリ」が近道を偶然に発見する

かもしれないからだ。フェロモンは揮発性なので、時間がかかる遠回りの道に落とさ

れたフェロモンは薄まってゆくが、時間がかからない近道に落とされたフェロモンは

濃いままである。この結果、他のアリも近道を通るようになり、エサの運搬が効率化

される。 

 

  最初にエサを見つけたアリの行動を模倣して行列を作ることによって、他のアリは自

分でエサを探すという“試行錯誤に要するコスト”を節約できるので、アリの群れ全体

の生産性（ここでは、時間あたりのエサの獲得量）は各アリがばらばらにエサを探し回

る場合よりも高くなる。しかし、最初にエサを見つけたアリは遠回りをしていた可能性

もあるので、最初にエサを見つけたアリの行動を模倣して行列を作るという方法が生産

性の最も高い方法であるという保証はない。他のアリとの同調を嫌う「ひねくれアリ」

が近道を偶然に発見してくれれば、生産性がより高くなるが、「ひねくれアリ」が近道を

発見できる確率はあまり高くないだろう。「ひねくれアリ」が近道を発見できなければ、

「ひねくれアリ」の行動は無駄なものとなり、アリの群れ全体の生産性は低下する。“穀

潰し”となりかねない「ひねくれアリ」が少数者でなければ、アリの群れは飢えてしま

う。 

組織集団の構成員全員が同調して（一丸となって）がんばって仕事をした方が効率的

なように思える――日本人にはそう信じている人が多い――が、そうではない場合も多

い。その組織集団で昔から行われてきた方法が効率的であるとは限らないし、多数派が

賛同する方法が効率的とは限らない。「ひねくれ人間」（他者との同調を嫌う人間）がい

ないと、そのような非効率から脱することができない。“他者との同調を嫌う人間”が、

他の人とは違う方法をとっては失敗するということを繰り返してゆくうちに、新しい効

率的な方法を偶然に発見する。“他者との同調を嫌う人間”の中から“創造的な革新者”

が生まれるのである。宮原諄二氏は一橋大学イノベーション研究センター編『イノベー

ション・マネジメント入門』「第 8章 創造的技術者の論理とパーソナリティ」（P.228-230）

で、次のように述べている。 
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創造的技術者は……主流からはずれた一人、はずれようとした一人であったであろ

う。彼は常識の不備を直感的に見抜く。多くの場合、それは主流にいる人たちにとっ

て考えてもみなかったことであったり、あるいは本来そうしたくても常識的にはでき

ないと思われていたことであったろう。…… 

DNＡの二重らせんモデルの発見者の一人、フランシス・クリックを例にしよう。ク

リックは……第二次世界大戦中はイギリス海軍に属し、レーダーや磁気機雷の開発な

どで画期的な成果を上げた。しかし戦争が終わると、彼とそのまま仕事を続けるのを

好まない同僚もでてきた。組織から排除される力学が彼には作用していたのである。

キャベンディシュ研究所に移ってきた彼に対して、……彼の上司ブラッグ卿……はい

つもいらいらしていた。ブラッグ卿にいわせれば、クリックはボートを揺さぶること

ばかりしている。彼の頭にあるクリックはもう 35年ものべつまくなしにしゃべり続け

ているのに、根本的に大切なことは何ひとつしたことがない人間なのだという評価が

下されていた……DNＡ二重らせんモデルを発表（1953）する直前のことである。…… 

“創造的”な人はしばしば“非常識”と思われており、“常識的”な環境の中に生息

しにくい 

 

  “他者との同調を嫌う人間”は、組織集団内での同調を嫌う個人主義者である。“他者

との同調を好む人間”である集団主義者から見れば、“協調性ゼロの人間”であり、彼・

彼女が新しい効率的な方法を偶然に発見し、それが認められるまでは、非生産的な“穀

潰し”である。失敗の連続だけで、新しい効率的な方法を発見できないまま終わったり、

新しい効率的な方法を発見しても誰にも認められないまま終わったりして、“穀潰し”の

ままで一生を終える“他者との同調を嫌う人間”も多い。「ひねくれアリ」が近道を偶然

に発見できる確率は低いのである。日常的には、“他者との同調を嫌う人間”は、組織集

団にとって“無駄で邪魔な存在”である。しかし、“他者との同調を嫌う人間”がいない

組織集団は革新能力を失って硬直化して、環境の変化に対応できずに、滅亡への道を歩

む。 

  おそらく、“他者との同調を嫌う人間”が少数ではあるが一定割合で生まれてくるよう

に、人類は遺伝的にプログラミングされているのであろう。“生まれつきの個人主義者”

である“他者との同調を嫌う人間”が伝統や多数派に逆らって、新しい道を切り開き（新

しいものを創造し）、“生まれつきの集団主義者”である“他者との同調を好む人間”が

それを模倣することによって、人類は文明を築いてきたのである。 

  生物の進化も同じシステムである。突然変異により「ひねくれ遺伝子」が少数ではあ

るが一定割合で生まれてくる結果、生物は進化できるのであるが、多くの場合、「ひねく

れ遺伝子」は生物に有害な影響を与える“無駄で邪魔な存在”である。しかし、「ひねく

れ遺伝子」が生まれないと生物は進化能力を失って硬直化し、環境の変化に対応できず
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に、滅亡への道を歩む。 

  少数派である“他者との同調を嫌う人間”は不幸な星の下に生まれてきたと言える。“他

者との同調を嫌う人間”は、多数派である“他者との同調を好む人間”から「身勝手」「わ

がまま」「協調性ゼロ」「ＫＹ（空気を読めない人間）」「気まぐれ」「穀潰し」などと罵ら

れ、迫害され続ける人生を歩まなければならない。“他者との同調を嫌う人間”の中のご

く一部だけが“他者との同調を好む人間”にも認められる“発明”“発見”をして賞賛さ

れるだけである。創造的であるということは不幸なことなのである。 

“他者との同調を嫌う人間”は、他者に同調して行動しても、エンドルフィンが分泌

されず、快感情を得られなかったり、生理的に見ると、笑ったため、食事をしたため、

酒を飲んだためにエンドルフィンが分泌されて快感情を得られているのに、脳が、みん

なと一緒にいるから快感情を得られているのだと勘違いすることがなかったりするのか

もしれない（「3.人と人を結びつけるもの (11)エンドルフィンの分泌」参照）。 

  また、“他者との同調を嫌う人間”は、「3.人と人を結びつけるもの (2)模倣による同

調」で述べた“ミラーニューロンを用いた脳内でのシミュレーションの結果を実行に移

すことを抑制する能力”が高いために、目にした他者の行動を模倣したり、他者に共感

したりすることが少なくなるのかもしれない。自閉症スペクトラム障害の場合は、おそ

らくミラーニューロンの機能に障害があるために、他者の感情を推察することができな

いので、共感しないのだが、“他者との同調を嫌う人間”は、他者の感情を推察すること

はできるが、共感はしないのである。皆がばか騒ぎをしている中で一人だけ冷めている

人間、それが“他者との同調を嫌う人間”である。 

  他者に共感することが少ないと、「3.人と人を結びつけるもの (4)共感による同調」で

述べた共感が利他的行動を促すメカニズムが働きにくくなる。その結果、“他者との同調

を嫌う人間”は利他的行動をとることが少なくなる。 

  

(4) 右翼＝左翼＝集団主義者 

  山本七平氏は『「空気」の研究』（P.138-139）で、次のように述べている。 

 

   戦前の日本の軍部と右翼が、絶対に許すべからざる存在と考えたのはむしろ「自由

主義者」であって、必ずしも「社会主義者」ではない。社会主義は、ただ方向を誤っ

ただけで、彼らの意図そのものは必ずしも誤りではないから、方向さえ変えさせれば、

いわば転向さえすれば有能な「国士」になると彼らは考えていた。……だが彼らは、

自由主義者は、箸にも棒にもかからぬ存在と考えていた。……自由主義者とは「転向

のさせようがない人間」いわば、彼らにとっては、「救いがたい連中」だったわけであ

る。では彼らはどういう人間を「自由主義者」と規定したのか。簡単にいえば、あっ

た事実をあったといい、見たことを見たといい、それが真実だと信じている、きわめ

て単純率直な人間のことである。……彼らは“自由主義者”を何事に対しても「不忠」
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な「一切の組織に不適合」な人間だから、信頼できかねると感じたわけである。 

 

  また、太田肇氏は『個人を幸福にしない日本の組織』（P.217）で、次のように述べて

いる。 

 

   よく知られているように、戦前・戦中の時代に政権や軍部がいちばん嫌ったのだが

個人主義者である。左翼を右翼や保守主義に転向させるのはたやすいが、煮ても焼い

ても食えないのは個人主義者だと嫌悪された。それは当然のことである。左翼も右翼

も全体主義という点では似た者同士だが、個人主義と全体主義は水と油のようなもの

だからである。 

 

右翼（右派）とは、社会を“宗教やイデオロギーによって美化された過去”に戻すべ

きだと考える人たちであり、保守主義者とは、社会の現状を尊重しながら、ゆっくり着

実に改善を進めていくべきだと考える人たちであり、左翼（左派）とは、社会を“イデ

オロギーによって創りだされた理想郷”に変えるために改革を進めるべきだと考える人

たちである。右翼、保守主義者、左翼の区別は、彼・彼女が信奉しているイデオロギー

による区別ではないので、どのようなイデオロギーを信奉している人間のことを右翼、

保守主義者、左翼と呼ぶかは、国や時代によって異なる。戦前・戦中の日本では、国家

主義・国家神道を信奉している人間が右翼や保守主義者であり、共産主義・社会主義を

信奉している人間が左翼であった。ちなみに、現在のヨーロッパでは、国家による国民

生活への介入は最小限にすべきだと考える自由主義者（ヨーロッパにおけるリベラル）

が右翼や保守主義者であり、社会福祉等により国民の経済的平等を図るべきだと考える

社会民主主義者が左翼であり、現在のアメリカ合衆国では、キリスト教の教義とその教

義に基づく道徳を尊重すべきだと考えるキリスト教保守派が右翼や保守主義者であり、

宗教の教義やその教義に基づく道徳から自由になるべきだと考える人たち（アメリカに

おけるリベラル）が左翼である。 

国家主義者・国粋神道信者と共産主義者・社会主義者は、個人よりも組織集団の方が

が優位にある（組織集団の構成員は自分のことよりも組織集団全体のことを優先して行

動すべきであるなど）と考える集団主義者・全体主義者であるという点では共通なので、

「社会主義は、ただ方向を誤っただけで、彼らの意図そのものは必ずしも誤りではない

から、方向さえ変えさせれば、いわば転向さえすれば有能な「国士」になる」。集団主義

者・全体主義者は“他者との同調を好む人間”なので、自分の周りにいる人間が信奉し

ているイデオロギーに影響されやすく、自分の周りにいる人間が国家主義者や国家神道

の信者であれば国家主義者や国家神道の信者になり、自分の周りにいる人間が共産主義

者・社会主義者であれば共産主義者・社会主義者になる傾向がある。そのため、「左翼を

右翼や保守主義に転向させるのはたやすい」。 
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他方、個人主義・自由主義は、組織集団よりも個人の方が優位にあると考える点で、

国家主義・国粋神道とは「水と油」の関係にあり、また、個人主義者・自由主義者は、“他

者との同調を嫌う人間”で、自分の周りにいる人間が信奉しているイデオロギーに影響

されにくいので、「救いがたい連中」・「転向のさせようがない人間」なのである。 

個人主義・自由主義は懐疑主義と親和的である。懐疑主義は特殊なイデオロギーであ

る。懐疑主義以外のイデオロギーは「信ぜよ、さらば救われん」（皮肉っぽく言えば、自

分の頭で考えるなということ）と説き、そのイデオロギーが作り出した（あるいは前提

となっている）虚構を疑うことを禁じるのに対し、懐疑主義は「すべてを疑え。自分で

情報を集め、自分の頭で考えて、何が真実かを見極めよ」と説く。特定のイデオロギー

に支配された組織集団の秩序は、そのイデオロギーが作り出した（あるいは前提として

いる）虚構を構成員が無批判に信じる――共同幻想を抱く――ことによって支えられて

いるので、そのイデオロギーを信奉している人間からすれば、その虚構が事実ではない

ことを指摘する懐疑主義者は「何事に対しても「不忠」な「一切の組織に不適合」な人

間」だということになる。 

 

７．進歩・革新主義と保守・復古主義 

(1) 新奇好みと新奇恐怖 

 ジョナサン・ハイトは『社会はなぜ左と右にわかれるのか』（P.238-240）で、次のよ

うに述べている。 

 

  雑食動物は、柔軟性という点で非常に大きな優位性を持っている。人間は、新大陸

を発見したときでも、必ず食糧が見つかると確信していられた。しかし雑食にはマイ

ナス面もある。食べられると思っていたものが、毒を含んでいたり、病原菌に汚染さ

れていたり、寄生虫を宿していたりするかもしれない。「雑食動物のジレンマ（ポール・

ロジンによる造語）」とは「雑食動物は、安全性が確認されるまで細心の注意を払いな

がら、新たな食料源を探さなければならない」という意味だ。 

そのため雑食動物は、新奇好み
ネ オ フ ィ リ ア

と 新奇恐怖
ネ オ フ ォ ビ ア

という二つの対立する衝動を抱えて生き

ている。どちらの衝動が強いかは人によって異なり、……リベラルはネオフィリアの

度合いが高く（「経験に対して開かれている」とも言える）、それは食べ物ばかりでな

く、人間関係、音楽、ものの見方などにも当てはまる。対して保守主義者はネオフォ

ビアの度合いが高く、確実にわかっていることにこだわる傾向があり、境界や伝統の

遵守に大きな関心を持つ。 

嫌悪の情動は、当初「雑食動物のジレンマ」に最適な方法で対処するべく進化した。

……だが脅威の対象は、何も食物だけではない。太古の人々が森林を出て、平地で群

居生活を始めたとき、互いの身体や排泄物を通して病原菌に感染する危険が急激に高

まった。……マーク・シャラーは、嫌悪が彼の言う「行動免疫システム」であると、
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すなわち汚染や感染の兆候がトリガーになり、汚れた者を避けたいと思わせる一連の

認知モジュールだと述べる。免疫システムが根絶してくれることを頼みにして病原菌

を体内に取り込むよりは、食物を洗い、……不衛生な人々を避けていたほうが、はる

かに効果的に感染を予防できる。 

……よそ者を歓迎する寛大な態度は、疾病の発生する危険性が低い時代や場所にお

いて、より一般的に見られるようである。疾病、伝染病、未知の病気は通常、新しい

思想、製品、技術と同様、よそ者によってもたらされるからだ。かくして社会は、よ

そ者に対する恐れと歓待のあいだで揺れ、一種の「雑食動物のジレンマ」に直面しな

ければならない。 

 

 組織集団の構成員全員が「新奇好み」であった場合、未知の動植物が見つかると、そ

れに猛毒があることを知らずに全員で一斉に食べてしまって、全員が中毒死するという

ようなことが起こりかねない。他方、組織集団の構成員全員が「新奇恐怖」であった場

合、環境の変化により既知の動植物が激減し、未知の動植物を食べないと飢えをしのげ

ないというような状況下でも、未知の動植物を誰も食べてみようとせず、全員が餓死す

るというようなことが起こりかねない。また、未知の動植物を食糧源として取り込んで

いかないと、人口を増やすことができない。誰かが毒味をして、他の人はその動植物が

安全だと分かってから食べる（安全なことを確認してから模倣する）という方法をとる

組織集団ならば、環境の変化に適応して生き延び、人口を増やすことができそうである。

ある動植物が食べても安全かどうかは直ぐには分からない。食べて直ぐに体調を崩すこ

ともあれば、何日も経ってから体調を崩すこともある。そのため、どの時点で安全だと

判断するかが、組織集団内でばらけている方が良い。 

これは、E.M.ロジャースが『イノベーション普及学』で述べている「イノベーション

の普及パターン」と同様の方法である。「イノベーションの普及パターン」とは、「革新

的採用者（冒険的な人々）」→「初期少数採用者（尊敬される人々）」→「前期多数採用

者（慎重な人々）」→「後期多数採用者（疑い深い人々）」→「採用遅滞者（伝統的な人々）」

の順番にイノベーションの採用が進み、採用者の累積人数は時間経過とともに、S字型曲

線を描くというものである。「革新的採用者」は非常に「新奇好み」で、「初期少数採用

者」→「前期多数採用者」→「後期多数採用者」→「採用遅滞者」の順で「新奇恐怖」

の程度が重くなる。 

遺伝的に、少数が「新奇好み」で、多数が「新奇恐怖」になり、しかも、「新奇恐怖」

の程度にはばらつきがあるように人類が進化したとすると、人類は、生得的に、この「イ

ノベーションの普及パターン」を取れるようなる。したがって、人類はそのように進化

したはずである。 

「新奇好み」か「新奇恐怖」かという心的傾向は、未知の動植物を食べるか否かとい

う問題だけでなく、未知のことを試みようとするか、しないかという問題一般にも現れ
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るようである。政治問題に関して言えば、「新奇好みの人間」は進歩的・革新的になり、

「新奇恐怖の人間」は、現状に満足している場合には保守的になり、現状に不満を持っ

ている場合には復古的になる傾向がある。金井良太氏は『脳に刻まれたモラルの起源』

で、次のように述べている。 

 

   保守的な人のもつ心理的特徴は数多く同定されている。政治的に保守的な人は、死

への不安、社会の不安定さへの不安、曖昧さへの不寛容、秩序を求める気持ちなども

強く感じているようである。リベラルな人の特徴は、新しい経験に対してオープンで

あること、認知的に複雑な状況を好むこと、不確かさへの寛容などである。……保守

的な人は、排泄物や不衛生なものに対して嫌悪感（disgust）を強く感じるようである。

不衛生なものへの敏感さと保守的な思想への傾倒には強いつながりがあるようで、実

験に来た被験者に手を洗うように指示を与えただけでも、不衛生なものへの嫌悪感が

刺激されるからなのか、一時的に保守的な態度を取るようになる。日本文化で「穢れ」

とされるものを嫌う人間の本能的な感覚は保守的な人のほうが強いかもしれない。

（P.32-33） 

   我々はイギリスの学生たちに、政治的信条について尋ね、彼らの脳構造との対応関

係を、VＢM を用いて解析した。この研究により、脳の三つの部位が個人の政治的信条

と相関していることが明らかになった。一つは、前部帯状回……で、リベラルな被験

者ほどこの部分の脳領域が大きかった。二つ目の領域は右の扁桃体で、保守的な被験

者ではより大きかった。扁桃体のおもな機能は恐怖信号を検知し感じることで、これ

は保守的な人たちが恐怖信号に敏感であるということと合致する。……三つ目は、島

皮質前部である。この部位が保守的な被験者では大きくなっていた。この島皮質前部

は汚いものなどを見て「嫌悪感」を感じたときにまさに活動する部位である。（P.37-38） 

   三歳時点の性格から、20 年後の政治的性向が予測できるという研究結果が発表され

ている。……リベラルな大人になる子どもたちは、三歳のときすでに問題に直面した

ときに乗り越える能力を発揮し、自発的で表現力豊かで、独立心が強いという特徴が

あった。一方、保守的な大人になる子どもたちは、不確かな状況に置かれると居心地

悪く感じ、罪の意識も感じやすく、怖い思いをすると固まってしまうような子どもだ

った。（P.39） 

 

 “新奇恐怖の人間＝生まれつきの保守・復古主義者”は、未知の動植物を食べること

に嫌悪感を覚えることによって、それらを食べなくなるように、未知のことを試みるこ

と一般に嫌悪感を覚えることによって、未知のこと一般を試みないようになり、さらに、

嫌悪感の対象を、未知のことを試みることから、“未知のことを試みようとする人間”（「新

奇好み」の人間）、“未知のことをしている人間”（自分たちとは異なった行動パターンを

持つ外集団の構成員、例えば外国人）、未知の宗教・思想・学問などにまで拡げることよ
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って、進歩的・革新的な人を嫌ったり、排外的になったり、宗教的・思想的・学問的に

非寛容になったりするのだ、私は考える。また、“新奇恐怖の人間＝生まれつきの保守・

復古主義者”は、既知の動植物を食べることに安心感を覚えることによって、それらを

食べるように、既知のことをすること一般に安心感を覚えることによって、既知のこと

だけをするようになり、さらに、安心感の対象を、既知のことだけをすることから、“既

知のことだけをする人間”（新奇恐怖の人間）、“既知の人間”（自分の所属集団の構成員

等）、既知の宗教・思想・学問などにまで拡げることよって、保守的・復古的な人を好ん

だり、内集団ひいきや身内びいきになったり、所属集団で昔から信仰され続けている宗

教・思想を無批判に信仰したり、権威があるとされている学問の研究成果を無批判に受

け入れたりするようになるのである。 

「新奇恐怖の人間」の保守性は、思考方法にまで及ぶことがある。太田肇氏は『選別

主義を超えて』（P.204）で、次のように述べている。 

 

私たちは、決められた枠のなかで物事を考える習慣がある。とくに「優等生」とい

われる人たちほど、その傾向が強い。おそらく、長年の受験勉強や模範的社員として

の振る舞いをとおして、与えられた条件の中で最適解を探る思考パターンが身につい

たのだろう。大企業や役所の幹部候補生を対象にしたセミナーなどで、私が強く感じ

るのは、彼らが決して既存の枠組みを疑わないことである。そして、その枠組みがう

まく機能しなくなったときには、枠組みを取り払うのではなく、より細かな枠組みを

用意しようとする。こうした思考方式によって、パーキンソンの法則どおり制度はま

すます複雑になっていくのである。 

 

既存の枠組みを疑わず、その枠組みのなかでしか物事を考えることができない「優等

生」は“創造的な革新者”になることはできない。ただし、「優等生」は、普通の保守主

義者とは違って、環境の変化によって既存の枠組みを墨守し続けるだけではうまくいか

なくなってきていることに気づく程度の知力は持っているので、既存の枠組みに、懸案

となっている問題の対処に必要な特例を付け加えることによって、その問題を解決しよ

うとする。しかし、環境の激変によって既存の枠組みを抜本的に変える必要がある場合

には、特例だけで対処できるわけがなく、新たな問題が見つかって、それに対処するた

めに、さらに特例を付け加えるということを繰り返して、特例だらけの複雑怪奇な制度、

組織、学問体系などを作り出してしまうが、それでも問題を解決できないという状況に

陥ってしまう。 

これは、日本の組織集団の多数で今起こっていることである。日本の組織集団の「優

等生」は、特例作りを“組織集団を救うための改革”と称し、その“インチキ改革”を

繰り返しているが、“インチキ改革”のための無駄な仕事を大量に作り出し、構成員を心

の病や過労死へと追い込んでいるだけで、一向に問題が解決しないということを飽きも
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せずに続け、衰退・滅亡への道を歩んでいるのである。 

“生まれつきの保守・復古主義者”は、未知な物事すべてに嫌悪感を覚えるので、“す

べての物事が既知である社会＝変化のない社会＝昔からの伝統を守る社会”で生きるこ

とや“古き良き時代”を復活させることを望み、そのような社会を“秩序ある社会、清

らかな社会、道徳的な社会”などと呼ぶ。“生まれつきの保守・復古主義者”にとっての

理想郷は、顔なじみの人々が毎日同じことを繰り返しているという社会である。“生まれ

つきの保守・復古主義者”にとって、“秩序ある、清らかである、道徳的である”という

のは“既知である＝変化のない＝伝統的である”ということであり、“無秩序である、穢

れている、不道徳である”は“未知である＝変化する＝革新的である”ということなの

である。 

他方、“新奇好みの人間＝生まれつきの進歩・革新主義者”は、未知の動植物を食べる

ことに好奇心を覚えることによって、それらを食べてみるように、未知のことを試みる

こと一般に好奇心を覚えることによって、未知のこと一般を試みるようになり、さらに、

好奇心の対象を、“未知のことを試みること”から、“未知のことを試みようとする人間”

（新奇好みの人間）、“未知のことをしている人間”（自分たちとは異なった行動パターン

を持つ外集団の構成員、例えば外国人）、未知の宗教・思想・学問などにまで拡げること

よって、進歩的・革新的な人や外国人を好んだり、宗教的・思想的・学問的に寛容にな

ったりするのだと、私は考える。“生まれつきの進歩・革新主義者”は、未知な物事に好

奇心を覚えるので、“未知な物事にあふれている社会＝変化する社会＝革新的な社会”で

自由に生きることを望む。 

“生まれつきの保守・復古主義者”からすれば、“秩序ある社会＝清らかな社会＝道徳

的な社会”に未知の物事を持ち込むことによって、変化させようとする人や外国人は“反

秩序的な人間＝穢れた人間＝不道徳な人間”であり、未知の宗教・思想・学問は“反秩

序的な宗教・思想・学問＝穢れた宗教・思想・学問＝不道徳な宗教・思想・学問”であ

る。“生まれつきの進歩・革新主義者”からすれば、“すべての物事が既知である社会”

は、“毎日が同じ事の繰り返しというつまらない社会＝進歩のない停滞した社会”である

ので、“生まれつきの保守・復古主義者”は、“頑迷固陋な人間、つまらない人生を送る

人間、反進歩主義者”である。 

「６．個人主義」で述べた“他者との同調を嫌う人間＝生まれつきの個人主義者”は、

他の人がやっていないことをやるわけだから、“新奇好みの人間＝生まれつきの進歩・革

新主義者”でもあり、“他者との同調を好む人間＝生まれつきの集団主義者”は、他の人

がやっていることをやるわけだから、“新奇恐怖の人間＝生まれつきの保守・復古主義者”

でもある。 

 

(2) 自由と安全 

 “新奇好みの人間＝生まれつきの進歩・革新主義者”は、未知の動植物を食べてみる
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など、それまで誰もしたことがないことをするので、危険と隣り合わせの生活を送るこ

とになる。しかし、彼・彼女には、誰もしたことがないことをするという自由がある。“新

奇恐怖の人間＝生まれつきの保守・復古主義者”は、“生まれつきの進歩・革新主義者”

が新しいことを試した後で、その結果が自分にとって良いものである場合だけ、模倣す

れば良いので、安全な生活を送ることができる。しかし、彼・彼女には、誰もしたこと

がないことをするという自由がない。自由と安全は両立できないのである。“生まれつき

の保守・復古主義者”は“鎖につながれた飼い犬”であり。“生まれつきの進歩・革新主

義者”は“荒野をさまよう野良犬”であると言えよう。 

自由と安全・安心は両立できないということを分かっていない人が多いようである。

本当の意味で自由に生きるためには、組織集団による拘束を逃れる必要があり、その結

果、安全を失ってしまうが、安全を得ようとすると、組織集団に縛られて生きることが

必要となり、その結果、自由を失ってしまう。ジグムント・バウマンは『コミュニティ』

（P.10-13）で、次のように指摘している。 

 

   現実とは異なる、「温かい感じ」に満ちた想像のコミュニティ……と「既存のコミュ

ニティ」と間の差異……後者は、……コミュニティが提供するとされる、ありとあら

ゆる美名の下に……無条件の忠誠を求め、忠誠の不足をことごとく許されざる反逆行

為として扱う。……そこから提供される、あるいは提供を約束される恩恵と引き換え

に、厳格な服従を求められるであろう。安心が欲しいか？ 自由を棄てよ……信頼が

欲しいか？ コミュニティの外部の者はだれも信用するな。相互の理解を欲するか？ 

外国人に話しかけるな。……安全が欲しいか？ よそ者を入れるな。奇妙な行動をと

ったり、おかしな考えをもったりしないようにせよ。……「コミュニティの一員であ

る」という特権には、支払うべき対価がある。……対価は、自由という通貨で支払わ

れる。この通貨は、「自律性」「自己主張の権利」「自然にふるまう権利」など、種々の

表現で呼ぶことができる。……コミュニティを失うことは、安心を失うことを意味す

る。コミュニティを得ることは……自由を失うことを意味する。安心と自由……の間

で調和が十分に保たれて、軋轢の生じないことはめったにない。……人間である以上、

わたしたちは安心も自由も欠かすことができないが、その二つを同時に、また十分に

満足できるだけ手に入れることもできない。 

 

  人間関係における安心は、他者が自分の予測どおりの行動をしてくれることから生ま

れる。継続的な同調や慣習によって構成員の行動パターンが画一化・共通化された――

これは行動の自由を失ったことを意味する――組織集団では、他者の行動を予測するこ

とが容易になるので、そこには安心がある。そのような組織集団の仲間は、「その場面で

は、自分ならばそうするだろう」と思うとおりの行動をしてくれるのである。行動パタ

ーンが画一化・共通化されれば、言葉にしなくても、相手が何を望んでいるかを容易に
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推測できるようになるので、母親が、赤ちゃんが何を必要としているかを推測して、そ

の必要に応えてあげるという関係に類似した関係である「互いに察し合う関係」を実現

できる。日本人が「互いに察し合う関係」を人間関係の理想とするのは、日本人が人類

の精神的幼児化の先頭を走っているからであろう。 

 

(3) 駄々をこねるという日本的自由 

  土井健郎氏は『「甘え」の構造』（P.132-134）で、次のように述べている。 

 

   わが国で従来自由といえば、甘える自由、すなわちわがままを意味したと考えられ

る。それは決して甘えからの自由とはならなかった。…… 

西洋的な自由……はもともと奴隷のように強制に従わされることがないということ

を意味するものであって、……個人の集団に対する優位性の根拠ともなる……日本的

自由を……わがままと解すると、この場合も個人が集団の干渉を嫌うなど、自由勝手

にふるまうことを欲することがないわけではない。しかしこれは、集団が個人の思い

通りにならないから自由にしたいのであって、その意味で根本的には個人は集団を超

越できないでいる。……甘えは他を必要とすることであり、個人をして集団に依存さ

せることはあっても、集団から真の意味で独立させることはあり得ない 

 

  また、石田雄氏は『日本の政治文化』（P.168-170）で、次のように述べている。 

 

   「依存的攻撃」とは、加藤正明によれば……「依存欲求の不満からおこる攻撃」で

あり、「サァおれは高いところから飛びおりるから、助けるなら助けてみろ」といった

反抗である（加藤正明『競争社会の心理学』1969年、講談社、113頁）。 

この場合には、……日本人の集団依存の傾向が、集団への「甘え」としてあらわれ、

その「甘え」の故に「すねる」態度が極端な攻撃的な形をとっているにすぎない。…

… 

組織への甘えが強ければ強いほど、組織（あるいは広く同調集団）に対する個人か

らの期待感は大きく、その期待のうらぎられた場合のうらみも大きい。表面上は同調

集団への反逆のようにみえる行為が、実は依存欲求の不満をぶちまけることによって、

子供が「駄々をこねる」ように同調集団内で自分に払われる注意を強めようとするも

のであることも少なくない。 

 

 日本人には自由はわがままであると考える人が多いが、そのような人たちは、子ども

が欲しいと言ったお菓子やおもちゃを親が買ってくれない時に駄々をこねているような

状態、すなわち、自分の欲求が他者や組織集団によって満たされない時に不満を述べ反

抗している状態が自由に振る舞っている状態であると勘違いしている。このような状態
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にある人間は、他者や組織集団に反抗するという態度を一応はとっているが、本心では、

他者や組織集団が自分の欲求に応えてくれることによって、他者や組織集団への依存を

継続できることを願っており、その結果、他者や組織集団に拘束され続け、本当の意味

での自由を失ってしまう。本当の意味で自由であるためには、自分の欲求は自分の力で

かなえようとすることによって、他者や組織集団への依存を断ち切る必要がある。 

 

(4) 組織集団のあり方の革新 

ある組織集団内で伝統的に食べられてきた動植物を食べていれば安全なように、ある

組織集団内で伝統的に行われてきたとおりのことを行っていれば安全なことが多いが、

環境の変化により、伝統にしたがっていると損害を受けるようになってしまうこともあ

る。また、未知の動植物を食糧源として取り込んでいかないと、人口を増やすことがで

きないように、組織集団の旧態を革新しないと、組織集団を今以上に繁栄させることが

できないこともある。しかし、未知の動植物が見つかると、それに猛毒があることを知

らずに全員で一斉に食べてしまって、全員が中毒死するというようなことが起こりかね

ないように、組織集団の革新案を思いつくと、それに重大な欠陥があることに気づかな

いまま革新を断行してしまって、組織集団が大損害を被るというようなことが起こりか

ねない。 

組織集団のあり方の革新の場合は、誰かが毒味をして、他の人はその動植物が安全だ

と分かってから食べるというような方法、つまり、①他の組織集団が革新案を採用して

成功するかどうか様子を見ていて、成功したら、その真似をするという方法や、②組織

集団の一部で革新案を実験して、成功したら、組織集団全体に革新案を適用するという

方法をとることには問題がある。①の方法では、他の組織集団の成功に気づきにくく―

―革新案を採用して成功する組織集団は新しく作られたものが多く、成功の初期段階で

は未だ弱小であるため――、気づいた時にはもう手遅れであるということが多く、②の

方法は、組織集団内に異物を抱えむことであり、その異物と既存の組織との間に軋轢が

生じるなどして、実施困難なことが多いからである。そのため、今まで繁栄していた組

織集団が環境の変化に対応できずに衰退・滅亡して、新しく作られた組織集団が革新案

を採用することによって強大化し、滅亡の危機に陥った組織集団が一か八かで革新案を

採用することによって復活したりする、そして、その成功を見た他の組織集団がその真

似をするという方法で、つまり、単一の組織集団内の革新ではなく、複数の組織集団同

士の栄枯盛衰という方法で、組織集団のあり方の革新がなされること多い。 

ただし、新しく作られた組織集団や滅亡の危機に陥った組織集団が革新案を採用して

も成功することは少なく、失敗することの方がはるかに多い。現代社会では、分業によ

る専門分化が進み，分業システムが複雑化しているので，世界全体，国全体，巨大組織

全体の中で分業が具体的にどのように行われて、それらがどのように組み合わされてい

るのか，その全体像が誰にも分からないという状態が生じている。各個人は，自分の専
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門分野を中心に，その周辺の狭い範囲を理解しているに過ぎない。巨大化した分業シス

テムの全体像を理解するなどということは人間の能力の限界を超えている。国や巨大組

織においては，誰もその分業システムの全体像を理解していないが，各専門分野がその

関連分野と調整するという作業を積み重ねた結果，何とか動いているという状態にある。

このような状態では，組織集団のあり方を抜本的に変えることは危険である。誰も全体

像を理解していない状態で，生半可な知識に基づき新たな制度を設計しても，どこかに

思わぬ落とし穴があり，組織集団を混乱による機能不全に陥れるからである。大規模な

組織集団は衰退・滅亡を運命づけられているのである。 

 
８．支配服従関係 

(1) 依存的支配服従関係と非依存的支配服従関係 

  私は、支配服従関係は、戦闘能力、経済力、知力、技能、道徳性などの高低関係（そ

の高低関係は幻想に基づいたものであってもよい）によって生じるが、支配服従関係を

安定化させるには、服従者（被支配者）に“自分は弱い”という自覚（「弱者意識」と呼

ぶことにする）あるいは“自分は弱い”という幻想（「弱者幻想」と呼ぶことにする）を

持たせ、さらに、“自分の弱さを補ってくれるのは支配者だけである”という意識（「保

護・指導者認定」と呼ぶことにする）あるいは幻想（「保護・指導者幻想」と呼ぶことに

する）を持たせることによって、“支配者に依存したい”という欲求（「対支配者型依存

欲求」と呼ぶことにする）を生じさせて、自発的に服従させることが必要であると考え

る。「対支配者型依存欲求」が満たされるためには、その欲求が支配者によって応えられ

る――支配者が服従者を保護・指導する――必要がある。支配者が「対支配者型依存欲

求」に応えるのは、「対支配者型依存欲求」の持ち主を“保護・指導に値する人間”であ

ると認めた場合だけである。自分が支配者から“保護・指導に値する人間”として認め

られているか否かについて不安がある時には、支配者からの承認を得たいという欲求

（「対支配者型承認欲求」と呼ぶことにする）が生まれ、支配者の期待に応える行動をと

って、支配者から承認の態度や言葉を得て安心しようとする。つまり、自発的に支配者

に服従するのである。 

  「対支配者型依存欲求」を利用した支配服従関係を「依存的支配服従関係」と呼び、「対

支配者型依存欲求」を利用しない支配服従関係を「非依存的支配服従関係」と呼ぶこと

にする。 

  以下では、支配服従関係を様々なタイプに分類して説明するが、実際に機能している

支配服従関係では、複数のタイプの支配服従関係が複合的に用いられていることが多い。 

 

(2) 威嚇型支配服従関係 

「おれの命令に従わないとむちでたたくぞ」、「おれの命令に従わないと財産を没収す

るぞ」というように、服従しないと不利益（罰）を与えると脅して、相手を支配するこ
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とを「威嚇型支配服従関係」と呼ぶことにする。奴隷制度がその典型例である。「威嚇型

支配服従関係」は「非依存的支配服従関係」の一種である。 

「威嚇型支配服従関係」は戦闘能力の高低関係を利用したものである。戦闘能力が高

ければ、むち打ちや財産没収にきた相手を追い返したり、たたきのめしたりすことがで

きる。国家が国民から“武装する権利”を奪うのにはいくつかの理由があるが、国家と

国民との間に戦闘能力の圧倒的な高低関係を作り出すことによって、支配服従関係を安

定化させるためというのが、その理由の一つである。豊臣秀吉が行った刀狩りはその典

型例である。 

「威嚇型支配服従関係」には多くの欠点がある。ランドル・コリンズは『脱常識の社

会学』（P.106-110）で、次のように述べている。 

 

誰かに強制されたとき、……人びとは、可能なら反撃しようとし、反撃が不可能な

ら、逃げようとする。……だから、……労働者が逃亡したり反乱を起こしたりしない

ようにするために、多くの労力と余分の人的資源を費やす用意がなれけばならない。

…… 

強制された労働者は、……言われていることのうわべだけをのろのろとやり、まっ

たくの最低限以上のものは何も生産しない。…… 

人びとがもっと精を出して、手際よく働かなければ、見張り役が彼らを罰し、打ち

たたいて服従されればよいではないか、という人もいるかもしれない。……だが、こ

の戦術は、いくらか自滅的である。囚人を打ちたたけば打ちたたくほど、彼らは弱り、

働けなくなる。……たびたび打ちたたかれる囚人は肉体的に弱るだけでなく、精神的

に愚鈍になる。…… 

暴力が誘因として最大の効果をもつのは、それが実際にはあまり用いられないとき

である。……罰中心の体制がひとたび制裁を常用せざるをえなくなると、その生産高

は、坂道をころげ落ちるように低下しはじめる。…… 

強制は、人が積極的に何かをするよう動機づけるよりは、人に何かをさせないよう

にする方向に効果を発揮する。子どものお尻をたたいて、学校でよりよい成績をとら

せることはできない……最後に得られる成果と言えば、何を言ってもききわけのない、

いつも腹を立てている子どもである。…… 

人を強制すると、その人は愚鈍に見えるようになる。……反逆も逃亡もまったく不

可能だとすれば、囚人たちはついには自分から何かをしようとする気持ちを失いはじ

める。他人のために無意味は仕事をするよう強制された囚人たちは、できるかぎりう

わべだけで言われたことをする。できるかぎり殻の中に閉じこもる。外から見れば、

それは愚鈍さのように見える。 

 

人をむち打つということは、その人の価値を承認しないということである。自分の価
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値を承認しない相手は依存するに値しない人間である。したがって、その相手のために

働くことに意義を見いだすことはできないので、なるべく働かないようにしようとして、

愚鈍の振りをする。要するに、「威嚇型支配服従関係」では、服従者に「対支配者型依存

欲求」を抱かせることができないので、安定化しないのである。 

むち打って他者を従わせようとすることの愚かさを理解できていない人たちが日本に

は未だにいる。それは体罰肯定論者と懲戒処分で教師を脅して国歌斉唱を強制しようと

する人たちである。「子どものお尻をたたいて、学校でよりよい成績をとらせることはで

きない」ように、「教師を懲戒処分で脅しても、国歌に対する敬意や愛国心を持たせるこ

となどできない」ばかりか、逆に、君が代を憎む気持ち、さらには、日本国を憎む気持

ちを育むだけである。完全に逆効果である。 

「威嚇型支配服従関係」には、服従者が支配者の命令に従っているかどうかを四六時

中監視することは不可能なので、支配者やその部下が監視していない時には命令違反や

さぼりが横行するという欠点があるが、後述するように、服従者に「被監視幻想」を抱

かさせることができれば、命令違反やさぼりを抑制することができる。 

 

(3) 褒賞型支配服従関係 

  「おれの命令に従ったら褒美を与える」というように、服従すれば利益（褒美）を与

える言って、相手を支配することを「褒賞型支配服従関係」と呼ぶことにする。「褒賞型

支配服従関係」は「非依存型支配服従関係」の一種である。 

「褒賞型支配服従関係」には、①服従者は褒美をもらうのに必要な最低限のことしか

しなかったり、命令に従ったことをしているふりだけをしたりする場合が多いこと、②

支配者やその部下が監視していない時には命令違反やさぼりが横行すること、③服従者

が好きで自主的に行っていたことでも、褒美をもらわないと行おうとしないようになる

ことなどの欠点がある。今井芳昭氏は『影響力』（P.44-45）で、次のように述べている。 

 

   バイクに乗ることが好きで好きでたまらない人がいるとします。その人は、バイク

に乗って風を切る爽快感、自分で愛車を操る面白さなど、バイクに乗るという行動そ

れ自体におもしろみを感じている状態です。こうした場合、心理学では、バイクに乗

ることの「内発的動機づけが高い」と表現します。 

   その人に、「バイクに乗ったら、お金を１万円あげるよ」と言ったら、その人はもっ

とバイクに乗るようになるでしょうか？……少なくとも初めのうちは、そうかもしれ

ません。 

   けれども、その人の心境には次第に変化が生じてきます。回を重ねるにつれ、だん

だんとバイクに乗る楽しみから、バイクによって得られるお金に関心が向き、しまい

にはお金のためにバイクに乗るように変化してしまうのです。 

   そうなった状態で、お金を渡すことをやめてしまったらどうなるでしょうか。……
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以前よりはバイク乗りに対する興味、関心が低下してしまうのです。心理学的に言え

ば、バイク乗りへの内発的動機づけが低下してしまうということです。…… 

   この現象は、心理学で過剰な正当化効果と呼ばれています。「過剰」というのは、も

ともと好きでやっていたある行動に対して、賞を与えることで、その行動をとること

の理由が過剰になってしまうということです。 

 

(4) 賞罰型支配服従関係 

  「おれの命令に従わないとむちでたたくが、従ったら褒美を与える」というように、

服従しないと不利益（罰）を与えるが、服従すれば利益（褒美）を与える言って、“飴と

鞭”によって相手を支配することを「賞罰型支配服従関係」と呼ぶことにする。「賞罰型

支配服従関係」は、「威嚇型支配服従関係」と「褒賞型支配服従関係」を組み合わせたも

のであり、「非依存型支配服従関係」の一種である。 

   

(5) 虚構賞罰型支配服従関係 

  「これは神の命令であるから、従わないと神の罰が下るが、従ったら神の恵みがある」

というように、神、祖霊などの超越的存在の命令を捏造し、相手をだますことによって、

“超越的存在の命令と称するものを捏造した者”が“それにだまされた者”を支配する

ことを「虚構賞罰型支配服従関係」と呼ぶことにする。実際には存在しない超越的存在

が利益や不利益を与えることなどありえないので、「虚構賞罰」と呼ぶことにしたのであ

る。「虚構賞罰型支配服従関係」は「非依存型支配服従関係」の一種である。 

  「虚構賞罰型支配服従関係」の“支配者にとっての利点”は、①捏造した“超越的存

在の命令”に逆らう者（実質的には、自分に逆らう者）は悪魔の手先であるなどと決め

つけて、道義的非難を加えることができること、②超越的存在は人間には抗しがたい圧

倒的な力を持つという信仰を作り出せば、服従者は、どれだけ戦闘能力を持っていても、

超越的存在を倒すほどの力はないと考えて、支配者に反抗する気をなくすこと、③超越

的存在は人間のことを四六時中監視しているという信仰を作り出せば、服従者を監視す

る手間を省けること、などであ。 

  超越的存在の罰や恵みがあるという虚構を信じている人は「確証バイアス」に陥って

いるのだろう。確証バイアスというのは、心理学の用語で、自分の考えに合致する事例

や見解に出会うと、自分の考えの正しさが証明されたと思い込み、自分の考えに合致し

ない事例や見解に出会っても、それを無視してしまう心理的偏向のことである。自分の

考えに合致する事例や見解ばかり集めたり、自分の考えに合致しない事例には別の原因

があるのだと考えたりすることもある。この確証バイアスにより、悪いことした人間が

たまたま自然災害や不慮の事故にあった時には、それは超越的存在の罰であり、良いこ

とをした人間がまたま自然災害や不慮の事故にあった時には、それは誰かの呪術や悪魔

のしわざだと考えてしまうのである。 
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  しかし、確証バイアスにも限界があり、自分がひどい目にあい続けていると、「全知全

能の神を信仰し、その神が定めたとされる戒律を守って暮らしているのに、なぜ、自分

は苦しい目にあうのか。なぜ、全知全能の神が救ってくれないのか」というような疑問

（宗教学で「神義論」と呼ばれている問題）が生じてくることは避けられない。そこで

編み出されたのが、“すべての生き物には前世がある。お前が苦しい目に遭っているのは、

お前が前世で犯した罪の報いなのだ”という輪廻信仰、“人間は生まれながらにして罪を

背負っている。お前が苦しい目にあっているのは、その原罪をあがない、魂を浄化させ

るために、神様がお与えになった試練なのだ”という原罪信仰、“この世で良いことをし

た人間は死後、天国へ行き、悪いことをした人間は死後、地獄へ行く”という来世信仰

などである。 

 

(6) 被監視幻想 

ニコラス・ウェイドは『宗教を生み出す本能』（P.145-146）で、次のように述べてい

る。 

 

最初の定住社会であるパレスチナのナトゥフ文化は１万 5000 年前に始まり、……1

万年前までに、……異様な死者崇拝が発生していた。死者から頭部を切り離し、体の

方は埋葬して、頭は家に保存しているのだ。切り離した頭部に石膏を塗り、貝殻を目

として埋め込み、新しい顔を作っていた。……この祖先崇拝は、人々（すべての子孫）

を社会の利益のために共同で働かせることを目的としていたのだろう。このころは農

業が始まったばかりで、農業には狩猟採集とはまったく異なる共同作業が必要だった。 

 

「異様な死者崇拝」では、死者の頭部にはその死者の霊魂が宿っており、その霊魂が

子孫を監視していると信じていたのであろう。「異様な死者崇拝」は“眼の効用”を利用

している。金井良太氏は『脳に刻まれたモラルの起源』（P.78-79）で、次のように述べ

ている。 

 

人間の脳は、眼や顔といった社会的な視覚刺激に敏感にできている。そのため、本

物の他人の目が存在しないにもかかわらず、個人に他人の評判を気にするような行動

を促すことができる。……ベイトソン博士たちの行なった実験は、眼の写真を壁に貼

っておくだけで、実際に人間を正直者にすることができることを示した。この実験の

行われたニューキャッスル大学では、コーヒーや紅茶を飲んだら自主的に「正直箱」

という箱に指定された金額を寄付する制度になっていた。実験者がこっそり、コーヒ

ーや紅茶の台の前に「眼の絵」が描いてあるポスターと「花の絵」のポスターを毎週

貼り替えて、それぞれの週ごとに自主的に払ったお金の量を調査した。……この実験

では、眼の写真が貼られていた週では、より多くの正直箱への寄付が行われていると
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いうことがわかった。……もちろん、眼の写真が貼られていたからといって、本当に

誰かに見られているわけではないということは、わかっているはずである。それにも

かかわらず、眼という視覚刺激を与えられることで、他人の眼というものを感じ取っ

て、無意識のうちに行動に影響が出てしまうのである。 

 

この実験結果からすると、学校で児童生徒に校則を守らせるには、教員や親などの顔

写真をあちこちに貼っておくと良いということになる。いじめも減らせるかもしれない。

ただし、教員や親が児童生徒から馬鹿にされている場合には効果はないだろう。 

私は、「眼の絵」によって監視されているように思えてしまうのは、“「眼の絵」にはそ

の眼の持ち主の霊魂の分身が宿っているので、眼の持ち主はその分身を通してものを見

ることができる”と無意識のうちに信じているからであると考える（「第 13回 宗教・イ

デオロギー・道徳と教育」で詳しく説明する）。 

“眼の効用”は、「死体の頭部」や「眼の絵」のような“眼を象徴するもの”が目の前

になくても、“眼”に見られていると思い込むことによっても働く。ブルース・M・フー

ドは『スーパーセンス』（P.342-343）で、次のように述べている。 

 

こんな例がある。コンピュータを使った試験を受けていた学生たちは、その気にな

ればカンニングできることに気付いた。コンピュータが“誤って”時々正解を表示す

るのだ。実は、……実験者たちが、そうなるようにわざとプログラムしておいたので

ある。一部の学生たちに暗示を与えるため、アシスタントが何気なく、この試験場に

は以前ここで死んだ学生が取り憑いているそうだという話をした。結果、幽霊話を聞

かされた学生のほうがカンニングは少なかった。……罪の意識の一部は、ルールを破

ったことがばれたら社会から非難されることになると信じる気持ちから生まれる。死

んだ学生が試験場に取り憑いているかもしれないと信じた学生たちは、幽霊相手だろ

うとばれるのが怖くてカンニングを手控えたのだ。…… 

幽霊や霊魂を信じるようになるのは、見られていると思うと正しいことをするよう

に設計されたメカニズムではないかと、……ジェシー・ベーリングは考えている。…

…他人に見られているという意識によって容易に罪悪感がかき立てられるとすれば、

皆、集団に利すべく行動するようになる可能性が高い。幽霊話を聞かされた学生たち

がカンニングを控えたのと同じ理屈で、ご先祖様に見られていると思うと、社会のル

ールや規範によくしたがうようになる。集団にとって都合のよい人間であろうとする

こうした考え方が、世代から世代へ受け継がれていくのだろう。 

 

  以上に述べた例は、自分たちを監視している霊魂が存在しているという信仰（この信

仰は「無意識的信仰」である場合が多い）によって、“自分は監視されているという幻想”

（「被監視幻想」と呼ぶことにする）を抱くというものであるが、そのような信仰がなく
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ても、「被監視幻想」を抱かせる方法がある。佐野正彦氏は藤田弘夫・西原和久編『権力

から読みとく 現代人の社会学・入門〔増補版〕』「第 16章 フーコーの権力論」（P.270）

で、次のように述べている。 

 

   フーコーは『監獄の誕生』のなかでベンサムのパノプティコンを引きながら、権力

作用における視線の問題に言及している。…… 

   パノプティコンとは、中央の塔に 1 人の監視者を配置するだけで、塔の回りに円環

的に配置された牢獄に収容されたすべての人々を、採光調節により彼ら収容者に気づ

かれることなしに監視できる施設である。それは、みずからの姿をさらけ出すことな

く、それゆえ相手に見られることなく、相手を見ることができるシステムである。そ

れゆえ、見られる方からすれば、誰とも知れない主体に常に見られているかもしれな

い、という潜在可能性のなかで生活を送らなければならないことになる。ここに権力

作用のエコノミー化（監視者は 1人でいい）、権力主体の匿名化（誰が監視しているか

分からない）、権力のオートマティック化（監視者の視線の内面化→自分で自分を監視

する）を認めることができる。 

 

  密告を奨励し、支配者に反抗する言動を少しでもとった者は、見せしめとして厳罰に

処するという方法でも、「見られる方からすれば、誰とも知れない主体に常に見られてい

るかもしれない、という潜在可能性のなかで生活を送らなければならないことになる」。

パノプティコンや“密告の奨励”は、実際に監視されている場合があるという点では「被

監視幻想」ではないが、実際に監視されている確率は低く、監視されていない場合の方

がはるかに多いという点では「被監視幻想」である。 

 

(7) 畏怖型支配服従関係 

群れをなして生活する動物は「順位制」をとることが多い。順位制とは、群れの中に、

餌・交尾相手等の獲得に関して、優位な立場にいるもの（「優位体」と呼ぶことにする）

と劣位な立場にいるもの（「劣位体」と呼ぶことにする）があるという制度である。群れ

の中での順位は、威嚇や暴力による闘いの勝敗によって決まることが多い。闘いはどち

らが強いかを明らかにするために行われるものであり、強弱が判明した段階で闘いは終

わるというのが一般的である。群れの中で第一位のオスは「アルファメイル（最優位雄）」

と呼ばれている。 

群れの中で「優位体」になれれば、生存率・繁殖率を高める（長生きして、子どもを

たくさんつくる）ことができるが、「劣位体」になってしまうと、生存率・繁殖率が低く

なってしまう（長生きできず、子どもをあまりつくれない）。「劣位体」は、群れの中で

劣位の立場に甘んじるか、群れを離脱するかの選択に迫られるが、群れを離脱すると、

捕食者に狙われやすくなったり、餌・交尾相手の確保が困難になったりする危険性があ
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る。 

自分の複製を効率よく作り出すことができる遺伝子は、その数を増やしていき、自分

の複製を効率よく作り出すことができない遺伝子は、その数を減らしていく。遺伝子の

複製を効率よく作り出すということを、生物の立場から見れば、自分または自分の血縁

者の生存率・繁殖率が高いということなので、生物は、自分または自分の血縁者の生存

率・繁殖率を高めることにつながる行動をとる確率を高めるように進化してきたはずで

ある。 

繁殖率・生存率をできる限り高めるという観点からは、群れに残った場合の繁殖率・

生存率と群れを離脱した場合の繁殖率・生存率とを比較して、前者の生存率・繁殖率の

方が高ければ群れに残り、後者の生存率・繁殖率の方が高ければ群れを離脱するという

のが、「劣位体」にとっての合理的な選択となる。「劣位体」に群れから離脱されてしま

うと、群れの規模が小さくなってしまい、残された「優位体」は、捕食者に襲われやす

くなったり、餌の確保が困難になったりする。そのため、餌・交尾相手を独占せずに、「劣

位体」の群れからの離脱を防ぐのに最低限必要な餌・交尾相手を「劣位体」も得られる

ようにするというのが、「優位体」にとっての合理的な選択となる。「劣位体」にとって

の合理的な選択と「優位体」にとっての合理的な選択との均衡点は、「劣位体」が群れに

残った場合の繁殖率・生存率の方が群れを離脱した場合の繁殖率・生存率よりも少しだ

け高くなることである。したがって、群れをなして生活する動物は、このような均衡が

得られ、かつ、その均衡の中で自分の繁殖率・生存率ができる限り高くなるような行動

をとるように進化してきたはずである。 

人間も群れをなして生活する動物なので、男性はそのような行動をとるために必要な

心のメカニズムを遺伝的（生得的）に持っているはずである。それは、①アルファメイ

ルになりたいという欲求、②アルファメイルになろうとして闘う「闘争心」、③力に差が

ありすぎて、とても敵わないと思った相手に対しては、闘争心を抑えて、服従する「畏

怖の心」、④服従の態度を示す相手に対しては、攻撃を控え、利益を分け与える「温情の

心」などである。なお、「畏怖の心」をほとんど持たず、アルファメイルによる支配に抵

抗し続ける者や、「温情の心」をほとんど持たず、服従の態度を示す相手に対しても攻撃

を続ける者もいるようである。 

「畏怖の心」と「温情の心」によって成立する支配・服従関係を「畏怖型支配服従関

係関係」と呼び、「畏怖型支配服従関係関係」において支配的立場にあるものを「畏怖型

支配体」と呼び、服従的立場にあるものを「畏怖型服従体」と呼ぶことにする。「畏怖型

支配服従関係関係」は「非依存的支配服従関係」の一種である。 

「畏怖型服従体」が「畏怖型支配体」からできる限り多くの分け前を得るには、「畏怖

型支配体」の「温情の心」を刺激する必要がある。そのため、「畏怖型服従体」は「畏怖

型支配体」に対して、忠誠を示す行動をとることが多い。「畏怖型服従体」は「畏怖型支

配体」に対して、「頭を下げる、ひざまずく、身体を縮こめるなどの動作」（ポール・ブ
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ルーム著『喜びはどれほど深い？』P.257）をすることが多いが、これらの動作は、群れ

の中での順位を巡る闘いで敗れた動物がとる態度に由来しているのであろう。 

「畏怖型支配体」と呼ぶにふさわしい力を持っていない者が「畏怖型支配体」として

畏怖の対象とされていることがある。そのような偽物の「畏怖型支配体」を「畏怖幻想

型支配体」と呼ぶことにする。 

「畏怖幻想型支配体」がその立場を保持し続けるには、「畏怖型支配体」らしい外見を

整えることによって、他者に「この人は「畏怖型支配体」と呼ぶにふさわしい力を持っ

ている」という幻想（「畏怖幻想」と呼ぶことにする）を抱かせる必要がある。がある。

そのため、「畏怖幻想型支配体」は、威厳ある言動、気前の良い行動、配下の多さ、豪華

な衣服・装飾品・建物・乗り物、猛獣の形を模した武具などによって、虚勢を張ること

が多い。 

また、「畏怖幻想型支配体」が「畏怖型支配体」にふさわしい力を持っていないことが

ばれないようにするためには、「畏怖幻想型支配体」と一般人との間を分け隔てておくと

いう方法が有効である。例えば、ある組織集団において、一般の構成員が「畏怖幻想型

支配体」には容易には近づけないようにしておき――近づくと、たいした人間ではない

ということがばれてしまうことが多いから――、有能な代理者が行政・戦闘・経営等の

指揮をとったり、有能な代理者が「畏怖幻想型支配体」の命令と称するもの（実は、そ

の代理者が考えた命令）を構成員に伝えるようにしたり、「畏怖幻想型支配体」の前では

儀礼的に（一定の手順にしたがって）行動するように強制したり――儀礼的な行為に対

して、儀礼的に応じていれば、無能さがばれる危険性が小さくなるから――、有能な部

下が書いたシナリオ通りに「畏怖幻想型支配体」が行動・発言したりするといったよう

な方法である。 

戦闘能力の高低関係を利用した支配・服従関係としては、「畏怖型支配服従関係」は、

「威嚇型支配服従関係」や「賞罰型支配服従関係」に比べれば安定的ではあるが、不安

定さを残したものである。それは、「畏怖型支配体」が弱みを見せたり、「畏怖型服従体」

への分け前をけちったりすると、「畏怖型服従体」が連合して「畏怖型支配体」に闘いを

挑んだり、「畏怖型服従体」が他の「畏怖型支配体」の配下へと移ってしまったりするこ

とが多いからである。 

 

(8) 階統的畏怖型支配服従関係 

エティエンヌ・ド・ラ・ボエシは『自発的隷従論』（P.66-71）で、次のように述べて

いる。 

 

圧政者を守るのは、騎馬隊でもなく、歩兵団でもなく、武器でもない。…… 

ことはつねに次のように進展してきた。まず、五、六人の者が圧政者の信頼を得る。

次に、みずから彼に近づくか、彼に誘われて、共謀して残虐な行いにふけり、逸楽の
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場に同伴し、淫行のお膳立てをする。また、略奪したお宝のおこぼれにあずかる。…

…この六人は、みずからのもとで甘い汁をすう六百人を従え、自分たちと圧政者との

関係と同じような関係を、彼らの間に築く。そしてこの六百人は、六千人を登用し、

所領の統治や租税の管理に当たらせる。…… 

この六千人のあとに従う者たちの数は多い。この糸をずっとたどってみれば、圧政

者とこのような絆によって結ばれている者の数は、六千でも一万でもなく、何百万に

ものぼることがわかるだろう。……圧政者はこのつながりを利用しているのである。 

……圧政者たちから与えられる直接間接の好意、直接間接の恩恵のせいで、結局の

ところ、圧制から利益を得ているであろう者が、自由を心地よく感じる者と、ほとん

ど同じ数だけ存在するようになる。 

……王がみずから圧政者でると宣言したとたん、国のすべての悪、すべてのくず…

…が、獲物の分け前にあずかろうと、そのまわりに集まってきては彼を支え、その大

圧政者のもとで、自分たちが小圧政者となるのである。 

   …… 

   圧政者のまわりにいるのは、こびへつらい、気を引こうとする連中である。この者

たちは、圧政者の言いつけを守るばかりでなく、彼の望む通りにものを考えなければ

ならないし、さらには、彼を満足させるために、その意向をあらかじめくみとらなけ

ればならない。連中は、圧政者に服従するだけでは十分ではなく、彼に気に入られな

ければならない。彼の命に従って働くために、自分の意志を捨て、……自分を殺さな

ければならない。彼の快楽を自分の快楽とし、彼の好みのために自分の好みを犠牲に

しし、自分の性質をむりやり変え、自分の本性を捨て去らねばならない。 

 

  「畏怖型服従体」が連合して「畏怖型支配体」に闘いを挑むことを防ぐには、「畏怖型

服従体」が「畏怖型支配体」に示す忠誠の程度に応じて、「畏怖型服従体」に与える分け

前の量に差をつけることによって、「畏怖型服従体」間に“忠誠競争”を起こさせて、団

結を妨げるという方法が有効である。“忠誠競争”の下では、「畏怖型支配体」に示す忠

誠の程度が大きければ大きいほど多くの分け前を得られるので、「畏怖型支配体」の命令

に服従するだけでなく、「畏怖型支配体」が考えたり、感じたりして、欲していることを

推測して（忖度して）、「畏怖型支配体」から命令される前に、その意向に沿った行動を

とることまで必要になってくる。「畏怖型支配体」が考えたり、感じたりして、欲してい

ることを自分も同じように考えたり、感じたりして、欲することができれば、言い換え

ると、主体性を放棄して「畏怖型支配体」の心を自分の心にすることができれば（これ

は「エージェント状態」の一種である）、「畏怖型支配体」の意向に沿った行動を正確に

とることができるようになるので、そのようにできた「畏怖型服従体」が「畏怖型支配

体」から重用されて、“取り巻き”を形成するようになる。 

  「畏怖型支配体」から命令される前に、その意向に沿った行動をとることができるよ
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うになるためには、「畏怖型支配体」に日常的に接触していることが必要なので、“取り

巻き”を形成するという方法には人数的な限界がある。そこで、“取り巻き”の一人一人

が、自分たちの“取り巻き”を形成し、その“取り巻き”の一人一人がまた、自分たち

の“取り巻き”を形成するということを繰り返すことによって、階層化された“取り巻

き集合体”を形成するという方法が取られることになる。このような“取り巻き集合体”

では、最上位の者は「畏怖型支配体」の立場だけに立ち、最下位の者は「畏怖型服従体」

の立場だけに立つが、その中間に位置する者は、上に対しては「畏怖型服従体」の立場

に立ち、下に対しては「畏怖型支配体」の立場に立つ。このような“取り巻き集合体”

の構成員間に見られる支配服従関係を「階統的畏怖型支配服従関係」と呼ぶことにする。 

  「畏怖型服従体」が「畏怖型支配体」に示す忠誠の程度に応じて、「畏怖型服従体」に

与える分け前の量に差をつけるには、組織集団が構成員の生存に最低限必要な資源（食

料など）よりも多くの資源（余剰資源）を生産あるいは獲得できる状況に置かれていな

ければならない。余剰資源がない状態で、「畏怖型服従体」に与える分け前の量に差をつ

けると、「畏怖型服従体」の大多数が生存に最低限必要な資源を得られないことになり、

「畏怖型服従体」は生き延びるために、反乱を起こしたり、組織集団から離脱したりす

るからである。したがって、余剰資源を生産あるいは獲得できない組織集団では、「階統

的畏怖型支配服従関係」は成立しえない。 

 

(9) 虚構畏怖型支配服従関係 

実在しないものが「畏怖型支配体」であるという虚構が作り出され、その虚構上の「畏

怖型支配体」（「虚構畏怖型支配体」と呼ぶことにする）の“命令と称するものを捏造し

た者”が“それにだまされた者”を支配することがある。このような支配服従関係を「虚

構畏怖型支配服従関係」と呼ぶことにする。「虚構畏怖型支配服従関係」は「非依存的支

配服従関係」の一種である。 

神と人間の関係は「畏怖型支配服従関係」であり、神は「畏怖型支配体」であるとす

る宗教が多いが、神は実在しないので、実際には、神は「虚構畏怖型支配体」の一種に

過ぎない。そのため、そのような宗教では、信者に「神は実在し、「畏怖型支配体」と呼

ぶにふさわしい力を持っている」という幻想を抱かせる工夫と、神が「虚構畏怖型支配

体」に過ぎないことが信者にばれないようにするための工夫がなされている。例えば、「神

のみわざ」と称するもの（自然災害は神の怒りの現れであり、自然からの恵みは神の温

情の現れであるというようなこと）をでっち上げたり、豪華な神殿・神像を造ったり、「神

は人間が住む世界とは異なる世界に住んでいる」、「神の姿は普通の人間の目には見えな

い」というような話をでっち上げたり、普通の人では神には近づけず、困難な修行を経

た高位の聖職者だけが神に近づけると信じさせたり、高位の聖職者が神の言葉と称する

ものを伝えたり、神殿の中や神像の前では儀礼的に行動するように強制したりしている。 
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(10) 報恩型支配服従関係 

嶋田義仁氏は『異次元交換の政治人類学』で、次のように述べている。 

 

気前良く与えることによって支配する、というパラドックスに注目したモースの『贈

与論』が、次のように述べて……「……酋長と配下との間……には、……贈り物によ

って、身分階層制が設けられる。与えるということはかれらの優越性を示すことであ

り、……主人であることを示すことである。貰ってなんらのお返しをしないとか、あ

るいはより多くのお返しをしないということは従属することであり、家来や召使いに

なること、……より低い地位……に落ちることである」。（P.288-289） 

人間社会は根源的な不平等を前提として存在している……なぜなら人間には、狩り

の上手な者もいればへたくそもいる。……成人でも狩りで怪我して片手が不自由にな

ったのもいる。……女子供もいれば、老人もいる。人間が集団生活を営むということ

は、能力に違いのあるこうした様々な人間が一緒に生活するということである。……

等価交換に執着していたなら、こうした根源的な不平等は解決され得ない。等価交換

だけの世界なら、赤子や妊娠中出産直後の母親は何も得られず餓死するしかない。人

間社会はしかしこうした弱者に新しい可能性をみいだし、贈与を通じて、その生活を

保証するところから始まっているように見えるのである。（P.325-326） 

譲渡によって富の不平等は解消される。その日獲物を獲れなかった構成員も食べ物

にありつける。生産能力のない子供や、その力を失った老人も、食べ物にありつける。

そこには思いやりがある。しかしそれと同時に、精神の不平等が生じており、それが

政治的支配の基盤をなす……思いやりというのは与える側の心であり、与えられた側

には、精神的服従の心が生ずると考えるからである。それは感謝といっても同じであ

る。それゆえに、この譲渡は、正確には無償の譲渡ではなく、不平等関係をともなう

異次元交換だと私は理解する。（P.329） 

 

また、山内昶氏は『経済人類学への招待』（P.190）で、次のように述べている。 

 

贈物にお返しをしないと、対等な水平の関係が、優劣の上下関係にかわってしまい、

貰い手は贈り手に従属しなければならなくなってくる。このことをイヌイットは、「鞭

がイヌをしつけるように、贈物は人を奴隷にする」と巧みにいっていた。 

 

社会福祉制度等が無ければ、経済的な自活能力のない者は、財貨に余裕のある者から

の“援助＝贈与”に頼って生きていくしかないが、“援助＝贈与”に対して十分な返礼を

するだけの財貨や能力を持たない。彼・彼女に残された道は“相手に服従する”という

方法で返礼することだけである。逆の立場から言うと、相手に恩を着せ、報恩の心を持

たせることができれば、相手を支配することができるのである。このような「報恩型贈
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与交換」によって生じる支配・服従関係を「報恩型支配服従関係」と呼ぶことにする。「報

恩型支配服従関係」は「非依存的支配服従関係」の一種である。 

「報恩型支配服従関係」は利益を与えることによって相手を支配するという点では「褒

賞型支配服従関係」と同じであるが、「褒賞型支配服従関係」では、服従の動機が“褒美

が欲しい”という打算的なものなので、服従者はより少ない服従でより多い利益を得よ

うとするの対し、「報恩型支配服従関係」では、服従の動機が“受けた恩を返す”という

互酬性に基づいているので、服従者は受けた恩（援助）と服従との等価性を保とうとす

るという違いがある。その結果、「報恩型支配服従関係」では、「褒賞型支配服従関係」

が持つ欠点――服従者は褒美をもらうのに必要な最低限のことしかしなかったり、命令

に従ったことをしているふりだけをしたりする場合が多いこと、支配者やその部下が監

視していない時には命令違反やさぼりが横行すること――を免れることができる。「報恩

型支配服従関係」では、“ふりだけしたり、さぼったりする”と、服従者は“自分は互酬

性を守っていない”という罪悪感を抱くようになるので、“ふりだけしたり、さぼったり

する”ことを防げるのである。 

 

(11) 報恩型支配服従関係が発生することを防ぐ工夫 

昔から、人類は、組織集団内の平等性を維持するために、「報恩型支配服従関係」が発

生することを防ぐためのさまざまな工夫を行ってきた。丹野正氏は「シェアリング、贈

与、交換 ― 共同体、親交関係、社会」で、現在も狩猟採集生活を送っている組織集団

（中部アフリカに住むアカ・ピグミー）の行動様式について、次のように述べている。 

 

私は彼らから物をもらいサービスを提供されるたびに、いつもつい「ありがとう」

と言ってしまった。……私が毎日何回もメルシーと言うのを見かねたアカの年長者が、

次のように私に注意した。われわれは互いにメルシーと言うか。言わない。われわれ

はおまえにメルシーと言うか。言わない。おまえはわれわれが物をあげるそのたびに

メルシーと言う。言うな。われわれはおまえからもらって当然であり、だからメルシ

ーと言わない。おまえもわれわれからもらって当然なのだ。だからメルシーと言うな。

黙って受け取ればいいのだ。…… 

狩猟に出かけていた男たちが獲物を持ち帰ったとき……その肉は、解体ののち何人

にも分けられる。……その際彼らは、「これは私の肉であって、わたしがあなたにあげ

るのだ」というような表現をけっして口にしないし、そうした態度やそぶりをとらな

い。受け取る人もありがとうとはいわず、感謝のそぶりも見せない。 

 

この行動様式は、感謝の言葉を口にすることを禁じることによって、資源獲得能力に

劣る者が、組織集団内において劣位な立場に立たされたり、精神的に苦しんだりするこ

とを防ぎ、組織集団内の平等性を維持するために存在していると、私は考える。感謝の
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心を持つことの重要性を強調する道徳家ならば、狩猟採集民は感謝の心を持たない野蛮

人だと考えるかもしれないが、狩猟採集民は、感謝の心が報恩の心に転化し、報恩の心

が服従の心に転化することに気づいていたという点において、現代の道徳家よりも知恵

者である。 

「ありがとう」という感謝の言葉が持つ危険性に気づいている人は少ないのではない

だろうか。「ありがとう」とは、「有る」ことが「難い」ということ、つまり、滅多にな

い貴重なものであるという賞賛の言葉である。贈与を賞賛するということは、贈与した

相手を賞賛するということになり、その相手が自分よりも上位であると認めたことにな

る。時代劇で殿様から刀などを下賜された家来が「有難き幸せに存じます」と言う場面

が出てくることがあるが、これは正にそういう意味である。他方、日本人が好んで使う

「すみません」という言葉は、心が澄まない、つまり、気が晴れないという意味であり、

贈与した相手に「すみません」と言うのは、まだ返礼していないので気が晴れないとい

うことになる。この場合には、贈与に対する返礼を予定しているので、贈与した相手を

自分よりも上位であると認めたことにはならず、平等性が維持される。つまり、平等な

人間関係を維持するためには、「ありがとう」という言葉を使ってはならず、「すみませ

ん」という言葉を使い、必ず返礼すべきなのである。 

狩猟採集民の組織集団内と同様に、日本の家族内でも感謝の言葉を口にすることが少

ない。土井健郎氏は『「甘え」の構造』（P.136-142）で、次のように述べている。 

 

漱石の作品の中から、特に「坊ちゃん」の場合を取り上げて論じてみよう。坊ちゃ

んは……赤シャツの 中傷
ちゅうしょう

にかどわかされると、最初信頼していた山嵐を簡単に疑っ

てしまい、以前氷水を 奢
お ご

られた時の代金一銭五厘を無理矢理山嵐に返さずにはおれな

くなる。……彼のいうところを聞いてみよう。「……裏表のある奴から、氷水でも奢っ

てもらっちゃ、おれの顔にかかわる。……詐欺師
さ ぎ し

の恩になっては、死ぬまで心持がよ

くない。あした学校へ行ったら、一銭五厘返しておこう。おれは清から三円借りてい

る。その三円は五年たった今日までまだ返さない。返せないんじゃない、返さないん

だ。清は今に帰すだろうなどと、かりそめにもおれの 懐中
かいちゅう

をあてにしてはいない。お

れも今に返そうなどと他人がましい義理立てはしないつもりだ。こっちがこんな心配

をすればするほど清の心を疑るようなもので、清の美しい心にけちをつけると同じこ

とになる。返さないのは清を踏みつけるのじゃない、清をおれの 片
か た

破
わ

と思うからだ。

……」…… 

同じような状況で坊ちゃんと似た心境に逐
お

いやられる日本人は意外と多いのではな

かろうか。彼らはひとから好意を受けると、恐縮する。……このことは相手との関係

がよい限り問題ないが、いったん関係にひびが入ると、途端にそれが堪えられない負

担と変る。彼はこのままでは自分の自由が侵害されると感じ、何等かの方法で負債を

返さずにはおれなくなる。…… 
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彼はおそらく彼女に一度も口に出して感謝したことはなかったのではなかろうか。

彼女を彼の「片破れ」と思う彼にとって、そうすることはあまりに他人行儀なことだ

ったからである。……両者は一体関係にあり、であればこそ一方が他方に頭を下げて

礼をいうなどということがあり得ないのである。この心理は実は日本人すべてに通ず

る気持ではあるまいか。日本人は……関係が親しい者の間ほど、例えば夫婦とか親子

の間など、日常ほとんど感謝の言葉を口にすることがない。……遠慮のある他人の好

意に対しては負い目を感じ、一体感を持てる身内の好意に対しては平気でおられると

いう日本人の習性はわれわれにとって至極当然のことに思われる 

 

互酬性は相互に独立した主体間の関係であるから、両者が融合し一体化した場合には

互酬性は生じ得ないことになる。真に一体化した組織集団ならば、自他の区別がないの

だから、仲間のものは自分のものでもあり、自分のものは仲間のものでもあることにな

り（共産主義者が理想とする状況である）、他人からものをもらっても、それは当然のこ

とであり、感謝の言葉など口にする必要はないということになるはずである。家族の一

体性を好む日本人が感謝の言葉を口にすることが少ないのは、そのためである。 

狩猟採集民の組織集団にも個人の所有権に類似した観念があるように、現実には真に

一体化した組織集団など、どこにも存在せず、理念・理想に過ぎないのであるが、感謝

の言葉を口にして互酬性を露わにすることを禁じることによって、組織集団の一体性を

感じようとしているのである。家族の一体性を好む保守主義者が、家族の間でも感謝の

言葉を口にすべきだと主張していることがあるが、彼・彼女らは、感謝の言葉を口にす

ることが家族の一体感を損なうことであるということが分かっていないようである。保

守主義者は、家族内で感謝の言葉を口にさせることによって、家族内の平等性を壊し、

家族内に「報恩型支配服従関係」を持ち込みたいのかもしれないが。「共同体復古主義者」

の主張する共同体の一体性は、下位の者が上位の者の言いなりになることによって自分

をなくし、上位の者の手足（道具）になってしまうという権力構造を隠蔽するための偽

物の一体性に過ぎないのではないだろうか。 

狩猟採集したものを平等に分配する組織集団では、狩猟や採取の上手な人が「他人の

ために働くことがばからしくなってきた。もうやってられない」と思って手を抜いて、

組織集団の食料獲得能力が低下して、みんな飢えてしまうはずであるが、現実にはそう

ならなかった。それは、人間は狩猟採集や狩猟採集に類似する活動（スポーツ、買い物

など）を楽しいと感じる本能を持っているからだろう。 

進化心理学は、人間の心の基本的なあり方は、人類が狩猟採集生活を送っていた時代

に形成されたものであり、人類が農耕牧畜を始めてから、人間の生活環境は大きく変化

したが、この変化に適した進化をするのに要する時間はまだ経過していないので、現在

も、人類は狩猟採集生活に適した心を持ったまま生きていると指摘している。狩猟採集

生活に適した心を持っているということは、ほとんどの男性は狩猟をすることを好み、
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ほとんどの女性は採取（自生している果実、芋、草などの採取）をすることを好むとい

うことなので、仕事と遊びの区別がなく、狩猟採集を行うことが楽しいから狩猟採集を

行うという状況にあったと思われる。楽しんで狩猟採集を行っているのであれば、狩猟

採集で得た物を他の人に贈与しなければならなくなっても、狩猟採集を止めることはな

い。釣り好き人は、キャッチ・アンド・リリース（釣った魚を生きたまま元いた場所に

戻すこと）が義務付けられても、釣りを止めないのと同じことである。また、狩猟採集

では、短時間の活動で必要な食糧を確保することができるので、多少気まぐれに狩猟採

集しても大丈夫という面も大きい。 

ところが、農耕牧畜を始めると、そうはいかなくなってくる。農耕牧畜は人間の本性

に反する活動であり、農耕牧畜を楽しいと感じる人は少ない。このようなことを書くと、

家庭菜園を趣味にしている人がいるように、農耕牧畜を楽しいと感じ、娯楽として行う

人も多いのではないかという批判があると思うが、そのような批判をする人は、農業機

械、化学肥料、農薬等が整っている現代とそのようなものが全くなかった時代とでは、

労働の質・量が全く異なるということを忘れている。また、農耕牧畜では、食糧確保に

は長時間の計画的な労働が必要とされるので、気まぐれに働くというわけにはいかなく

なる。 

苦労して得た物をただで他人にくれてやるなどということは我慢のならないことであ

ろう。“組織集団は一体であるから、自分のものは他人のものでもある”などというイデ

オロギーを許せなくなってくるので、組織集団内で農耕牧畜で得たものを平等に分配す

ると、勤勉な者が「もうやってらんねえ」と思って手を抜いて、組織集団の食料獲得能

力が低下して、みんな飢えてしまう。 

人類は、農耕牧畜が始まってからも、組織集団の構成員間の平等を維持しようとして、

いろいろな工夫を行ったが、結局、貧富の差の拡大を止めることはできなかった。中根

千枝氏は『適応の条件』（P.163-164）で、次のように述べている。 

 

   私の調査したインド・アッサム州のガロ族は、きわめて民主的な社会組織をもって

いる。彼らは焼畑耕作に従事しているが、毎年、各家の耕地は、その人数に比例して

分配される。したがって、同じ労働投下をすれば、だれもが同じような割合でその収

穫をもつことができるはずである。しかし、なかには、なまけ者もいるし、働き者も

いる。また、作物の種類の選択や何をいつうえるかは、……その年の天候を想定して、

各人で決める……予測のよしあし、運のよしあし、などで結果は必ずしも同じではな

い。……十数年もたつと、非常に豊かな家が出て来たりする。……それが彼らの水準

から見て極度に達すると、その家を祝福し、その家長に勲章（銀の腕輪）を贈ろうと

いうことになる。日をえらんで、その儀式が行われるのであるが、その後がたいへん

である。全村の人々ばかりでなく、……あちらこちらの村から祝いに集まる人々のた

めに、酒と食事の饗応をするのである。……穀倉がカラになるまでというのであるか



 156 

ら徹底している。このために、その家長は輝かしい勲章ととりかえに、富をすべて失

い一文なしになってしまう。ここに「もてる者」をそのままに許さない社会のメカニ

ズムがある。この種の例は……多くの未開社会の報告にみられるところである。また、

これほど徹底していなくても、社会の上層にある者、水準をぬいている者が、巨大な

出費をしなければならないような（もしそうしなければ、そのステータスを保つこと

はむずかしい）しくみになっている社会は枚挙にいとまがない。 

 

組織集団内の贈与交換では、どの程度の返礼をすれば良いのかということはその組織

集団の慣習によって定まることなので、市場取引的な観点から見れば極めてアンバラン

スな交換である腕輪と饗応の交換がまかり通ってしまうのである。自分が生まれた組織

集団の中しか知らずに一生を終えるのであれば、このような慣習を不合理なものだと感

じることはないだろうが、異なる慣習を持った他の組織集団と接触を持つようになると、

慣習同士を比較することによって、自分が生まれた組織集団の慣習に不合理を感じる可

能性が生まれてくる。また、組織集団間で商品取引が行われるようになると、等価性を

シビアに考えるようになってくる。つまり、人々の生活圏が広まるにつれて、不平等の

拡大を防止する手段をとることが難しくなり、組織集団内の貧富の差が拡大していくの

である。 

人々の生活圏が広まった後も、キリスト教、イスラームなどの宗教は、返礼に関する

解釈を工夫することによって、不平等の拡大を防止しようとしている。伊藤幹治氏は「贈

与と交換の今日的課題」（井上俊ほか編『贈与と市場の社会学』所収、P.4-5）で、次の

ように述べている。なお、「阿部、1982」とは、阿部謹也著「ヨーロッパ・原点への旅―

―時間・空間・モノ」（『社会史研究』第 1号所収）のことである。 

 

ヨーロッパ社会では、阿部謹也によると、中世以降、教会に財を寄進することが善

行とみなされ、この善行によって罪があがなわれ、神の祝福や恩恵を受けることがで

きると考えられるようになった。そして、教会への贈与に対するお返しが、彼岸にお

ける救いという形を取るようになり、その結果、ヨーロッパ社会に現世的な無償の贈

与が成立したという（阿部、1982、56頁）。一方から他方への無償の贈与が、彼岸にお

ける救いを媒介にした神と人との間接的互酬性によって定着したということであるが、

教会への寄進のほかに、貧者に対する贈与もまた、来世での救いが期待される行為と

考えられていた。 

 

また、嶋田義仁氏は『異次元交換の政治人類学』（P.272-273）で、次のように述べて

いる。 

 

イスラーム世界の場合、貧乏人や子供、病人、イスラーム師、旅人に「喜捨」（サダ
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カ）を施すことが、イスラーム徒の義務であり、徳であると見なされている。……イ

スラーム世界には、「喜捨」する義務が一方にあり、他方には物乞いする権利がある。

もちろん……誰もが無分別に物乞いするわけではない。その権利の実際の行使者は、

子供と病人に限られているのが、実情だ。宗教的裏付けを得たイスラーム世界の物乞

いは、……堂々としている。ものをもっている人がもっていない人に施しをするのは

当然であり、施しをする人は天国での報いを受ける。施しをするのは施しを受ける人

のためというよりは、施しをする人のためではないか、施しをする人は喜びをもって

しかるべきである。それにこうして今施しをするならば、おまえが困っている時には、

皆が助けてくれるではないか。……コーラン学校のイスラーム師から、子供はそう教

えられているのである。 

 

キリスト教やイスラームでは、弱者への慈善活動や喜捨を、弱者への贈与ではなく、

善行という形での神に対する贈与と考え、神からの恩寵（来世での幸せなど）が返礼で

あると考えること、つまり、弱者との贈与交換を、神との贈与交換であるとみなすこと

によって、「報恩型贈与交換」が「報恩型支配服従関係」を生み出してしまうことを防ご

うとしているのであるが、現実にはあまりうまくいっておらず、キリスト教やイスラー

ムを信じる社会でも「報恩型贈与交換」が「報恩型支配服従関係」を生み出している。

例えば、中世ヨーロッパの封建制度や現代の企業の組織原理は「報恩型贈与交換」が「報

恩型支配服従関係」を生み出すことを利用したものである。宗教への信仰でも互酬性の

本能には勝つことは難しいのである。 

昔は、生け贄を殺したり、食物を焼いたり、川へ流したりすることなどが、神に供物

を捧げることであると考えられていた（人間が支配していたものを破壊して、二度と人

間が支配できないようにすることによって、そのものを自然に返すという発想）が、こ

れは、物的資源や人的資源の浪費（人的資源の浪費というのは、組織集団の構成員数を

減少させることによって、組織集団の生産力、戦闘力などを低下させること）でもある

ともに、非人道的な行為でもある（生け贄を殺すことは悪だと考える宗教や思想からす

れば非人道的だということで、生け贄を殺すことは正義だと考える宗教からすれば非人

道的ではないということになる）。キリスト教やイスラームは、慈善や喜捨などの善行を

神への供物とすることによって、資源の浪費や非人道的な行為を止めさせるとともに、

弱者救済をはかるという一石二鳥をねらったのであろう。教会への寄進を善行という形

での神への供物とみなすことによって、教会の収入を確保したという面の方が大きいの

かもしれないが。 

他人に親切にしておけば、めぐりめぐって、いつか必ず、どこからか良い報いが来る

ということを意味する「情けは人のためならず」ということわざがあり、このことわざ

には、返礼は、贈与した相手からではなく、その人以外の人や超自然的存在（仏や神な

ど）から来ると思わせることによって、返礼を期待しない純粋贈与を促進する機能があ
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る。このことわざは、仏教における因果応報のイデオロギーから派生したものであり、

人々が村落などの狭い共同体の中で一生を終えていた時代の生活実感にマッチしていた

ものであったと考えられるが、仏教に対する信仰が薄れ、かつ、人々が広い社会で生き

るようになった現代には通用しないであろう。 

なお、宗教団体が慈善活動を行う動機には、超自然的存在（神、仏など）との贈与交

換をするという動機だけではなく、慈善活動を行った相手が信者になってくれるかもし

れないという期待や宗教団体に対するイメージを高めるという目的もある。慈善活動を

受けた人が、その宗教団体に対して良いイメージを抱くようになり、自分が受けた恩義

を返すために自分にできることは信者になることだけあると思うようになるということ

は十分にあり得ることである。信者になるということは、信仰を広めたいと願っている

宗教団体にとっては最高の返礼である。 

 

(12) 封建型支配服従関係 

「準拠枠設定」（「3.人と人を結びつけているもの (15)準拠枠設定」参照）によって定

められた大枠内で継続的な「報恩型贈与交換」を行うことにより生じる支配服従関係を「封

建型支配服従関係」と呼ぶことにする。「封建型支配服従関係」の代表例は雇用契約と封

建制度である。「封建型支配服従関係」は「非依存的支配服従関係」の一種である。 

一般には雇用契約は契約であるとされているが、雇用契約は契約ではなく「準拠枠設

定」であると、私は考える。G.M.ホジソンは『経済学とユートピア』（P.214-216）で、

次のように述べている。 

 

生産過程は、予測できないこともある人間という行為者をともなっている。さらに、

生産過程は外的世界からの不確かな衝撃や混乱を受けやすい。……労働過程が複雑であ

り、また、主要な成果をあらかじめ予測することができないので、契約の条件を省略せ

ずにすべて書き出すことなど実際には不可能である。……雇用契約は一般に、完全また

は厳格な法律上の明細化より、むしろ信頼とか「ギブ・アンド・テイク」を当てにして

いる……強い社会的相互作用をともなっており、文化的およびその他の非契約的規範に

著しく依存している。……雇用主との論争で労働組合員が用いることのできるもっとも

攻撃的な手段の一つは、「規則どおりに労働すること〔順法闘争〕である。……杓子定

規なやり方で契約を実行し、……明文化されていない協力と善意から織りなされる文化

的規範を破壊することである。……同様に、もっとも危険で潜在的に反生産的な経営戦

略の一つは、雇用契約の詳細をすべて逐一文章で明確に表現しようとすることである。

このようなやり方は一般に失敗するが、それはある程度までは、そうした措置によって

言葉で表現し統制しようと試みる現象があまりにも複雑で予測しがたいからである。そ

のようなやり方はさらに、信頼と協力の基礎を掘り崩し、企業内に懲罰と怠惰が蔓延す

る対立的環境を作り出すことになる。……シュンペーターは、資本主義がそれ以前の封
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建時代から継承した忠誠や信頼といった規範に依存していることを強調した。……雇用

主は、雇用契約を通じて、労働の様式や仕方を統制する権力を手に入れる。 

 

詳細で具体的な業務マニュアルがある職種以外では、雇用契約に業務の内容をすべて

書き込むことは現実的には不可能であり、また、状況の変化に対応する必要もあるので、

雇用契約には業務・処遇の大枠だけが記載され、業務・処遇の詳細はその都度決めると

いう形をとらざるをえない。業務・処遇の詳細はその都度決めると言っても、雇った人

の方が雇われた人よりも経済的に優位な立場にいることが多いので、雇った人（あるい

は、雇った人の代理者）が裁量的判断に基づいて決定し、雇われた人はそれに従うとい

う一方的な関係、言い換えれば、雇われた人が雇った人に服従するという支配・服従関

係になることが多い。この支配服従関係が「封建型支配服従関係」である。雇われた人

が雇った人に服従するのは、“服従”という贈与をすれば、“昇給”・“昇進”・“解雇され

ない”という返礼が返ってくると期待しているからである。これは「報恩型贈与交換」

である。 

私は、雇用関係は封建関係が個人化したものであると考えている。封建制度では、主

君が諸侯の領地の安全を保障する（主君が諸侯に領地の支配権を与えるという形式をと

る場合が多い）代わりに、諸侯は主君に軍役等を提供する。軍役の内容は、両者の合意

によって、その大枠（動員人数、日数等）を定めていたが、どのような戦争になるかは

事前には分からないので、軍役の内容には不明確な面が残っていた。戦闘の際、諸侯は

主君の指揮命令に服する。諸侯が主君の指揮命令に服するのは、“服従”という贈与をす

れば、“恩賞”・“加増（領地を増やすこと）”・“封建関係を打ち切られない”というよう

な返礼が返ってくると期待しているからである。“軍役”を“業務”に、“恩賞”・“加増”

を“昇給”・“昇進”に、“封建関係を打ち切られない”を“解雇されない”に、それぞれ

読み替えれば、封建関係と雇用関係が類似していることが分かると思う。封建関係と雇

用関係の違いは、封建関係は、「世襲制永続的小規模集団」（構成員になる資格が親から

子へと世襲される永続的な組織集団のうち、構成員全員が顔見知りになることができ、

構成員間で頻繁な対面的コミュニケーションを行うことができる程度の規模のもの）同

士の関係であることから、世襲されるが、雇用関係は、個人と組織集団、あるいは、個

人と個人の関係であることから、世襲されないということだけである。 

学校への在学契約も、契約ではなく「準拠枠設定」であり、学校・教員と児童生徒・

学生との間に「封建型支配服従関係」が生じていると、私は考える。在学契約が契約で

あるとすると、学校・教員が、児童生徒・学生（あるいは保護者）の承諾なしに、裁量

的判断に基づいて一方的に、“教育内容の詳細を決める”、“成績を評価する”、“単位を認

定する”、“校則を制定する”、“懲戒する”等のことがなぜできるのか、その法的根拠が

うまく説明できず、部分社会論などの無理のある理論を用いなければならなくなる。児

童生徒・学生が学校・教員に服従するのは、“服従”という贈与をすれば、“良い成績を



 160 

つけてくれる”、“卒業させてくれる”、“退学させられない”というような返礼が返って

くると期待しているからである。 

私は、「準拠枠設定」の元祖は、夫婦や養子の関係を結ぶこと（縁組）であったと考え

ている。 

「準拠枠設定」において発生するトラブルの大半は、「準拠枠設定」によって定められ

た大枠内での個々の贈与交換において、贈与に対する返礼が不十分だとい不満から生じ

るものである。「戦で大手柄を立てたのに恩賞が少なすぎる」、「昇進・昇給が遅い。会社

への貢献が正当に評価されていない」、「怠けていないで、給料に見合った働きをしろ」、

「がんばってレポートを書いたのに、点数が低すぎる」というような不満である。①主

君・上司・教員が諸侯・部下・生徒の行動をすべてチェックすることは不可能であり、

②集団で業務を行った場合に個人の貢献量を割り出すことは困難なので、正当な業績の

評価などそもそも不可能であり、③「準拠枠設定」によって定められた大枠内での個々

の贈与と返礼には市場価格がないものが多く、その価値の評価は困難であり、また、④

「3.人と人を結びつけているもの (16)平等的公平性と比例的公平性」で述べたように、

人間には自分の貢献を高く見積もり、他者の貢献を低く見積もる心的傾向があるので、

もめ事が起きない方が不思議なのである。 

「封建型支配服従関係」では、服従者の支配者に対する“忠誠心”の必要性が強調され

ることが多いが、「封建型支配服従関係」における“忠誠心”の正体は、支配者との間の

「報恩型贈与交換」を維持したいという欲求に過ぎない。したがって、支配者に贈与をす

る意思や能力がないと分かると――例えば、恩賞が少なすぎる、この主君は無能だ、自分

の能力や業績が正当に評価されていない、この会社は経営状況が悪い、自分の成績が正当

に評価されていない、この教師は無能だなどと思うと――、“忠誠心”はなくなる。実際、

封建制度における主君と諸侯の関係は不安定であり、何人もの主君の下を渡り歩く諸侯も

多かった。アメリカ等の企業における雇用関係は不安定である。「報恩型贈与交換」に基

づく服従という返礼も“忠誠心”であるかのように見せかければ、返礼が大きく見えるの

で、“忠誠心”がある振りをし、支配者を権威ある者であるかのように祭り上げているだ

けなのである。 

なお、「準拠枠設定」によって定められた大枠内での長期継続的な贈与交換において、

支配者が“親のように世話をやく演技＝返礼を期待していない純粋贈与であるという演

技”をし、服従者が支配者に対して“子どものように甘える演技＝贈与を純粋贈与である

として受け取りありがたがる演技”をすれば、支配者と服従者との間に「親子擬制型信頼

関係」を作り出すことができ（「4.保護と依存 (6)相互依存関係と信頼関係」参照）、「封

建型支配服従関係」はある程度安定化する。「封建型支配服従関係」において、支配者と

服従者との関係を親子関係に擬することが多いのは、このためである。 
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(13) 虚構贈与型支配服従関係 

モーリス・ゴドリエは『贈与の謎』で、次のように述べている。 

 

   古代エジプト人にとって、ファラオは人間ではなく、人々の間の生き神だった。イ

シスとオシリスの兄妹相姦から生まれた彼は、あらゆる生き物……に生命を与える息

吹き、カーの唯一の源泉であり、エジプト人たちは、神々、とりわけファラオに生命、

豊饒、富裕を負うていると信じていた。そして、自分たちの労働力や自分たちの手に

よる生産物の贈与も、自分の身体、自分の子供の贈与でさえ、何ものもこの負債を帳

消しにできず、ファラオの恩恵に対するこの《お返しの贈与》が、ファラオをとりま

く祭司や戦士……によるエジプト農民のあれほど多くの支配＝搾取形態や様相として

現われ、われわれはそれを賦役、貢納、隷属と呼んでいるわけである。（P.45-46） 

宇宙を創造ないし造形し、支配しつづけている力……のせいで、人類は贈与と反対

贈与では対等性をもてない存在に対面したと結論しなければならない。そしてこれに

は少なくとも三つの理由がある。第一にこの超自然的な力は、人間が頼みもしなかっ

たのに自分のほうから望んで始原において人間に与えたのだから。第二にその力が与

えたもの、世界、生命、死に対して、人間は再贈与すべき等価の何ものをも持ってい

ないのだから。そして最後に、神々は受けとった時でさえ、与えている。受け入れる

という《恩寵》《善意》を垂れているからである。（P.260） 

 

また、山内昶氏は『経済人類学の対位法』（P.232）で、次のように述べている。 

 

未開王制では……臣下が一方的に女性や財を栄誉ある貢物として王にたてまつって

いた。というのも王は、先祖の霊をふくめた自然の象徴として、とりわけ自然の神秘

的な生命力の化身として共同体に対向し、マツリゴト（祭事＝政）をおこなっていた

からにほかならない。……目に見えない自然の無限の恩恵にたいしてはいかなる有限

な貢納や賦役もなお不足であり、極限では与え手の債権が債務となり、受け手の債務

が債権として想像される、イデオロギー的逆転が発生する。 

 

「2.世界モデルと無意識的信仰 (4)認知的流動性」で述べたように、人間には、人間

以外のものを擬人化して考える傾向がある。人間は自然から様々なものを得て生活して

いるが、これを擬人化して考えると、人間は自然から贈与を受けて生きていることにな

るので、互酬性にしたがえば、人間は自然に返礼しなければならないことになる。また、

人間は祖先が作った物、技術、制度等を利用して生活しているので、互酬性にしたがえ

ば、人間は祖先に返礼しなければならないことになる。そして、自然災害、病気などは、

人間が返礼を怠ったことに対する自然や祖先の怒りであると感じられる。そこで、日常

的に自然や祖先に返礼し、特に自然災害が起こった時や病気になった時には、自然や祖
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先への返礼が不十分だったと反省し、返礼を増やすことで自然や祖先の怒りを静めよう

とする。そして、宗教が、擬人化された自然や祖先が神や祖霊であり、自然や祖先への

返礼が神や祖霊への供物であるという虚構を作り上げたのである。 

王は神や祖霊の化身や代理者であるという虚構を作り上げて、それを国民に信じさせ

ることができれば、神・祖霊への供物を王が受け取ることができるようになり、実質的

に見れば国民から王への贈与であるものを、国民から神・祖霊への返礼であるかのよう

に誤解させることができるようになる。この誤解により、王は国民からの贈与に対して

返礼する必要がなくなり、国民から贈与されたものの一部を国民に贈与すれば、国民か

ら返礼として服従や支持を受けることができる。国民は、自分が王に贈与したものの一

部が返ってきただけなのに、王から新たな贈与があったと誤解して、王に服従したり、

支持したりするのである。 

このように“贈与があったという虚構”（「虚構贈与」と呼ぶことにする）を信じさせ

ることによって作り出される支配服従関係を「虚構贈与型支配服従関係」と呼ぶことに

する。「虚構贈与型支配服従関係」は「非依存的支配服従関係」の一種である。 

日本の戦国時代の武士団にも「虚構贈与型支配服従関係」が見られる。菅野覚明氏は

『武士道の逆襲』（P.132-142）で、次のように述べている。なお、「忠教」とは、『三河

物語』の著者である大久保忠教（通称：大久保彦左衛門）のことであり、「七代清兼」と

は松平家（後の徳川家）の七代目である清兼のことである。 

 

主君の身代わりとなって討死する。絶望的な敗軍の中で、逃げずに踏みとどまって

死ぬ。……こうしたことができるのは、……譜代の者以外にはないと忠教はいう…… 

主君が命じるのは、あくまでも戦うことであって、死ぬことではない。……戦えば

必ず死ぬというわけではないのだ。……武士たちだって、死ぬために走り回っている

わけではない。彼らはあくまで、戦って手柄を立て、生還して名利を得ることをめざ

して武器を振るっているのである。…… 

譜代衆が、通常の意味では対価を超えた無償の死を死ぬ理由は、主君の慈悲と情け

を知っているということであった。…… 

通常、主君が主君として家臣に与えるものは、働きに相応した知行や金銀である。

……それ以外のものを与え下す理由は、基本的にないのだ。だが、主君はときに、与

える理由のない者に対して、あるいは与える必要がないのに、何物かを与える場合が

ある。この、……通常の部分を超えた贈与のことを、『三河物語』は、「慈悲」という

言葉であらわしている。…… 

「重罪の御 咎
と が

」を受けて、本人はおろか妻子までもが死罪になって当然のようなケ

ースにおいて、親氏は、妻子のみならず本人の「一命」を許し、以前同様に召し抱え

つづけたという。……「是にすぎたる御慈悲、何かは御座候はんや」と、家来たちは

語り合う。…… 
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主君から、思いがけず通常以上の何かが与えられたとき、家来たちは日常の務めの

範囲内でそれに応えるすべを持たない。……そこで、家来たちは、……「身を捨て御

奉公」申し上げる覚悟へと駆り立てられていくのだ。…… 

「情」は、たとえばこんな風にあらわれる。 

 

七代清兼が、食事を召し上がっていた時のこと。突然、清兼は自分用の汁椀の中

身を空けて、一同にこれで酒を飲めといって差し出した。皆の者が畏れ入っている

と……清兼はこう言った。「なぜ飲まぬのだ。たまたま生まれ合わせてある者は主と

なり、ある者は家来となっただけのことではないか。……」……帰路、家来たちは

語り合った。この「御定器の御酒盃」と殿の「御 詞
ことば

」を思うに、たとえ宝物を山の

ように賜ったとしても、「この御情には替へ難し」。…… 

 

……実は、慈悲といい情けというものは、清兼が家来たちよりも圧倒的に強いとい

うそのことにおいて、はじめてあらわれてくるものなのだ。 

 

「(11)封建型支配服従関係」で述べたように、封建制度は互酬性による支配服従関係

であり、主君は家臣に対して「働きに相応した知行や金銀」を与えれば良いだけであり、

家臣は与えられた「知行に金銀」に「相応した」「働き」をするだけで良い。死罪になる

ところを許してもらったという場合は別にして、互酬性に従えば「身を捨て御奉公」す

る必要などどこにもない。家臣が「主君から、思いがけず通常以上の何かが与えられた

とき」に、その価値を過剰に評価して、「日常の務めの範囲内でそれに応えるすべを持た

ない」という幻想を抱き、その幻想によって、命を捨ててまで主君のために働こうとす

るのである。家来が主君からの贈与の価値を過剰に評価するのは、その主君の圧倒的な

強さに憧れているからである。戦国時代の武士の価値観では強さ（戦闘力）こそがすべ

てである。ポール・ブルームは『喜びはどれほど深い』（P.126-131）で、次のように述

べている。 

 

   有名人との接触が物の価値を高めることは、インターネットのオークション・サイ

ト、eＢＡyをほんの数分も眺めていれば分かる。…… 

……1996 年のオークションでは、大統領ジョン・F・ケネディのゴルフ・クラブが

77万 2500ドル、ケネディ家にあった巻尺が 4万 8875ドルで落札された。…… 

人がありふれた物に価値を見いだすのは他者もそれを高く評価するはずだと直感が

働くからだ、とする説がある。……高く転売できるだろう、あるいは……持っている

と言えば皆感心するはずと期待するためだ。…… 

物の値打ちを上げるのに一役買っていそうだが、説明としては不十分である。…… 

ジェームズ・フレイザーが著書『金枝篇』（筑摩書房）でいくつかの普遍的信念につ
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いて述べているが、そのひとつに“感染呪術”がある。……物理的な接触によって、

物に人の本質が宿るのだ。……その人の一面を実際に取り込んで保持するのである。

……有名人が身につけた衣類をオークションに出品すれば必ず売れる理由はここにあ

る。…… 

イェール大学の同僚ジョージ・ニューマン、心理学者ギル・ディーゼントルックの

二人とともに一連の実験を行い、……この肯定的感染説を検証してみた。被験者にま

ず、尊敬している存命中の有名人を挙げてもらった……。そして、その人物が所有し

使用していた特定の物、たとえばセーターを手に入れるのに、いくらなら出すかを尋

ねてみた。……一部の被験者には、セーターを入手しても、転売したり、所有してい

ることを他人に話したりしてはいけないと条件をつけたところ、付け値が幾分下がっ

た。してみると、セーターを欲しがる理由のひとつは、転売益ないしは自慢する権利

にあるということだ。残りの被験者には、セーターが手元に届く前に徹底的に殺菌消

毒されると話した。……払ってもいいと言う金額が 3 分の 1 近くも下がった……別の

実験では、売り物は有名人がプレゼントにもらったもので、実は一度も着用したこと

がないと話した。これも、セーターの魅力を薄れさせるに十分で、被験者たちは財布

の紐を締めてしまった。……私たちの実験では、当のセーターを着ることにどれほど

喜びを感じるものかも尋ねてみた。結果、購入したことを公言できなかったり、転売

できなくても、セーターを着たい気持ちに変わりはないと分かった。ところが、殺菌

消毒した、一度も手を通したことがないと分かると、予想どおり、着る気も失せてし

まった。 

 

「第 13 回 宗教・イデオロギー・道徳と教育」で詳しく説明するが、有名人が使って

いた物が高く売れるのは、それを買って自慢したり、転売益を得たりするためだけでは

なく、その物には“有名人を有名足らしめている能力”をその有名人に与えている霊魂

の分身が付着しており、その物を身につけることによって、その霊魂の分身が自分に乗

り移ってきて、自分もその有名人のような能力を持てるようになるはずだと、無意識の

うちに（非意識過程下で）期待しているからである。「2.世界モデルと無意識的信仰 (2)

非典型的宗教への無意識的信仰」で、“人に取り付いて、その人が悪いことをするように

仕向けたり、悪いことをするための能力を与えたりする霊魂（悪性霊力型霊魂）が存在

し、その霊魂は伝染する”という「非典型的宗教」について説明したが、“人に取り付い

て、その人が良いことをするように仕向けたり、良いことをするための能力を与えたり

する霊魂（「良性霊力型霊魂」と呼ぶことにする）が存在し、その霊魂は伝染する”とい

う「非典型的宗教」もあるのである。 

松平清兼が使っている汁椀で酒を飲めることに家来が感動したのは、“松平清兼に強さ

を与えている「良性霊力型霊魂」”の分身がその汁椀には付着しており、その汁椀に口を

触れることによって、その「良性霊力型霊魂」の分身が自分に乗り移ってきて、自分も
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松平清兼のような強さを持てるようになるはずだと、無意識のうちに期待したからなの

である。 

  相手から憧れられることによって、その相手と不等価交換をして、その相手から搾取

することができ、しかも、その搾取を美談に見せかけることができる。松平清兼は自分

が使っている汁椀で酒を飲むことを家来に勧めるだけで、家来の命を搾取し、しかも、

それを美談にできたのである。権力者にとって、これほどおいしい話はないであろう。 

 

(14) 保護型支配服従関係 

「保護型支配服従関係」は「依存的支配服従関係」の一種であり、Ａに、“自分は経済

力や戦闘能力に劣っているという意識”（「弱者意識」の一種）を持たせ、さらに、“自分

を経済的・武力的に保護でき、かつ保護し続けてくれるのはＢだけであるという意識”

（「保護・指導者認定」の一種）を持たせることによって、“Ｂに依存したいという欲求”

（「対支配者型依存欲求」の一種）を生じさせて、ＡをＢに服従させるという支配服従関

係である。“Ｂに依存したいという欲求”が満たされるためには、その欲求がＢによって

応えられる――ＢがＡを保護する――必要がある。ＢがＡの欲求に応えるのは、Ａが“保

護に値する人間”であると認めた場合だけである。自分がＢから“保護に値する人間”

として認められているか否かについて不安がある時には、Ｂからの承認を得たいという

欲求（「対支配者型承認欲求」の一種）が生まれ、Ｂの期待に応える行動をとって、Ｂか

ら承認の態度や言葉を得て安心しようとする。つまり、Ａは自発的にＢに服従するので

ある。 

「保護型支配服従関係」には「報恩型支配服従関係」が必ず伴っている。ＢがＡに与

える保護はＡへの贈与であり、その贈与に対して、Ａは返礼としてＢに服従していると

も考えられるからである。 

要するに、誰かに守ってもらおうをすると、その誰かによって支配されてしまうので

ある。依存が隷従を生み出すのである。他者の支配から免れ、自由になるためには、「弱

者意識」と「対支配者型依存欲求」を捨てて、「飢えて死ぬことになったり、犯罪者に殺

されることになったりするかもしれないが、それでも、他人に頼らず、自分のことは自

分で始末し、自分の身は自分で守る」という厳しい覚悟を持つことが必要である。これ

は国家間の関係でも同じである。日米安全保障体制によって、アメリカ合衆国に日本を

守ってもらおうとするから、アメリカ合衆国に従属してしまうのである。日本が真に独

立するためには、自衛力と自分の国は自分で守るという覚悟が必要である。 

Ａに「弱者意識」を持たせるには、Ａを経済的・武力的に弱体化させたり、Ａに“自

分は脅威にさらされているという意識”を持たせたりするという方法が有効であり、Ａ

に「対支配者型依存欲求」を持たせるには、Ａに“Ｂには強大な財力や武力があるとい

う意識”を持たせるという方法が有効である。 

国民を国家へ隷属させるために最も有効な方法は、国民をむち打ったり、国家に反抗
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する者を厳しく罰っしたりして、武力によって支配する「威嚇型支配服従関係」ではな

く、国民から自立して生活しようとする意欲や能力を奪い、国家からの経済的援助や国

家の警察力・防衛力に依存させる「保護型支配服従関係」である。そして、国民を国家

に依存させるのに最も有効な方法は、国家が国民の面倒をすべて見てあげることによっ

て、国民を精神的に幼児化させ、国民を“国家の赤子”あるいは“国家の飼い犬”へと

変えるというものである。クライブ・ブロムホールは『幼児化するヒト』（P.278-280）

で、次のように述べている。 

 

社会が裕福になればなるほど構成員がいつまでも幼稚であるような気がするのも当

然かと思われる。言い方を換えれば、国家が国民の生活のあらゆる側面に責任を負え

ば負うほど、国民それぞれが成熟した特徴を発達させなくてもよくなるのである。非

常に幼い年齢から必要なもの――食物、家、健康、娯楽――をすべて与えられている

ならば、成熟した行動、競争的な行動、自分本位の攻撃的な行動は発達させる必要が

ない。子どもらしく従順にしていることで褒美をもらえるのなら、そうした行動は褒

美が続くかぎり変わらないに違いない。……幼児化は……反社会的な成熟した行動を

互いに向けたら快適な措置を差し止めると脅すことによっても強化される。……そし

てさらに望ましいのは、「外部の権威」からの絶え間ない脅威と、支援が止められたと

きの恐ろしい結果をつねに思い出させるものをすべて利用することである。……幸福

と安全のあらゆる側面を政府に過度に依存する社会……過保護国家をつくったら、結

果は「幼稚園的精神構造」だ。……幼い段階で甘やかされて育った子犬は「永遠の子

犬症候群」にかかりやすい、飼い主に過剰に依存するようになった結果、異常事態に

きわめて弱く、過食症から関心を引くための麻痺症まで、さまざまな種類のノイロー

ゼを発症する。 

 

国民が国家に隷属することを望む保守主義者や右翼の中に、社会福祉の削減を主張す

る人がいるというのは不思議である。新自由主義者の口車に乗って、社会福祉を削減す

ると、国民は、国家は依存に値しない存在であると考える――「保護・指導者認定」を

しなくなる――ようになって、国家に反抗するようになってしまう。古代ローマ帝国は

「パンとサーカス」によってローマ市民を幼児化して支配したが、この方法は今でも通

用する。 

アメリカ合衆国で、全米ライフル協会（NＡtionＡl Rifle ＡssociＡtion）が、「人を

殺すのは人であって銃ではない」（Guns don't kill people; people kill people）をス

ローガンに、銃規制は自衛の権利を国民から奪うものであるとして、銃規制の動きに反

対していることに関して、銃を使った犯罪の横行を許す野蛮な主張であると感じている

日本人は多いと思う。しかし、私は、全米ライフル協会の主張はそれなりに筋が通って

いると考える。銃刀類の所持を禁止することによって、国民の自衛力は弱まり、警察に
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依存しなければ、犯罪等の脅威から身を守れないことになる。つまり、銃刀類の所持を

禁止することによって国民を弱体化させ、国民に「弱者意識」を持たせることによって、

国民を国家の警察力に依存させ、国民を支配しているのである。国民が“武装する権利”

を持てば、国民の国家への依存が弱まり、国家からの自由は増大する。ただし、銃を使

った自殺や犯罪は増加するだろう。自殺したいと思う人は身近に自殺の手段があると、

それに頼る傾向があり、誰かを殺したいと思う人は身近に殺人の手段があると、それに

頼る傾向があり、また、自分の手で首を絞めて人を殺すよりも、銃で人を殺すのことの

方が心理的抵抗が少ない。「人を殺すのは人であって銃ではないが、銃は人を殺すことを

容易にさせる」のである。要するに、“国家からの自由は増大するが、死傷者が増える”

という状況と、“自由の一部を失うが、死傷者が減る”という状況のどちらかが良いかと

いう選択の問題である。ジグムント・バウマンが『コミュニティ 安全と自由の戦場』

で指摘しているように、安全と自由は両立できないのである。 

 

(15) 保護威嚇型支配服従関係 

  マット・リドレーは『進化は万能である』（P.313-314）で、次のように述べている。 

 

 ケヴィン・ウィリアムソンが著書『終わりは近く、すさまじいことになる（The End 

is Near and it’s Going to be Awesome）』で主張しているように、組織犯罪と政府の……

根っこは同じである。つまり、政府とは、もとを正せばマフィアの保護恐喝の仕組み

なのである。暴力の独占権を主張し、市民を部外者の略奪から守る見返りに上前（税

金）をはねる。これがほぼすべての政府の起源であり、現在マフィアが行っている保

護恐喝はすべて、政府へと進化する過程にあるのだ。マフィアはもともと、財産権の

保障がなく、用心棒になりたい元兵士がうようよしていた、無法時代のシチリア島に

出現した。 

 

 ＢがＡに対して、圧倒的な武力・暴力を持っていることを見せつけたり、ほのめかし

たりした上で、「俺たちに貢物をすれば（あるいは、税金を納めれば、みかじめ料を払え

ば）、守ってやるが、貢物をしないとひどい目にあわせるぞ」と威嚇して、貢物等をさせ

るという支配服従関係を「保護威嚇型支配服従関係」と呼ぶことにする。Ａは、Ｂに対

して「弱者意識」を持つが、Ｂに対して「保護・指導者認定」をせず、「対支配者型依存

欲求」も持たないという点において、「保護型支配服従関係」とは異なる。そのため、Ａ

はＢに対して反感を持ち続け、力を蓄えて、反乱を起こそうとしたり、Ｂよりも強いＣ

が現れると、直ぐに貢納先をＣに変えたり、Ｂの力が及ばない所に逃げたりするという

ように、支配服従関係が安定しない。そのため、「マフィアが行っている保護恐喝」が「政

府へと進化する」には、「保護・指導者認定」をさせて、「対支配者型依存欲求」を持た

せるための工夫が必要となる。 
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(16) 保護幻想型支配服従関係 

安丸良夫氏は江戸時代の幕藩体制に関して、『日本の近代化と民衆思想』（P.435～436）

で次のように述べている。 

 

幕藩制社会は、夷狄・異端……・自然災厄・盗賊……などを＜他者＞として措定し、

強力的に排除する体制として構築されており、……強大な権力の基盤には、民衆の＜

他者＞にたいするひそかな恐怖があったと考えねばならないであろう。……個々の民

衆はもとより、……村共同体も、そうした＜他者＞を排除する役割を自立的に担うこ

とができず、＜他者＞の措定と排除とを幕藩権力にゆだねているのである。民衆のこ

の＜他者＞への恐怖→権力への恩頼には、もちろん、現実的な根拠もあったろう。戦

乱の中世では、いつ家が焼かれ、家財が掠奪され、女たちが凌辱され、稔った稲が敵

軍の手で刈りとられるかわからないし、領主による収奪も恣意的なものであったのに

たいし、平和を確保し小農維持政策をすすめる幕藩権力は、はるかに恩頼に値するも

のに見えたはずだからである。しかし、民衆のひそかな恐怖の大部分は、幻想上のも

のだったろう。というのは、民衆が経験的具体的に知っているのは、空間的には、村

共同体とその集りとしての地域社会を出でず、時間的には、せいぜい二、三世代以前

からのことにすぎないのに、この経験の外には、きわめて厖大なえたいのしれない不

可視不可触の世界があり、そうした経験知の外の世界は、可能的にはたえず恐怖の対

象であったと思われるからである。村共同体とその住民は、彼らの世界の弱小性と狭

隘性のゆえに、意識の底に＜他者＞にたいするひそかな恐怖をひめており、そのゆえ

に、強大な権力に恩頼しようとするのである。 

 

  幕府・藩の力が衰えた後も、幕藩体制は、①自分たちは敵（自分たちを脅かすもの）

に取り囲まれている、②自分たちには敵を撃退する力がない（弱者幻想）、③幕府・藩に

は敵を撃退できる力があり、自分たちを守ってくれる（保護・指導者幻想）、だから、④

幕府・藩の支配に服する以外に自分たちが生きのびる術はない、という幻想によって支

えられいたのである。幕末期に欧米諸国に対する幕府・藩の無力さが明らかになって、

人々がこのような幻想を捨て去ることによって、幕藩体制は崩壊した。 

このように、Ａに、“自分は経済力や戦闘能力に劣っているというという幻想”（「弱者

幻想」の一種）と、“自分を経済的・武力的に保護でき、かつ保護し続けてくれるのはＢ

だけであるという幻想”（「保護・指導者幻想」の一種）を持たせることによって、Ａに

“Ｂに依存したいという欲求”を生じさせ、Ａに“Ａは保護に値する存在であるという

承認をＢから得たいという欲求”（「対支配者型承認欲求」の一種）を持たせて、ＡにＢ

からの指示にしたがった行動やＢからの期待に応えようとする行動をとらせることによ

って、ＢがＡを支配するという方法を「保護幻想型支配服従関係」と呼ぶことにする。「保
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護幻想型支配服従関係」は「依存的支配服従関係」の一種である。Ａに「弱者幻想」を

持たせるには、Ａに“自分は脅威にさらされているという認識や幻想”を持たせたりす

るという方法が有効である。 

「保護幻想型支配服従関係」は、組織集団の構成員の組織集団への隷属、女性の男性

への隷属などにも見られる。例えば、男性に支配される女性は、自分は弱いので男性か

ら守ってもらわなくては生きていけないという幻想を抱くことによって、男性に隷属し

てしまうのである。無論、現在の社会・経済制度の在り方が女性を弱い立場に追い込ん

でいるという面がある。制度的に誰かを弱い立場に追い込むことによって、その誰かを

支配するという方法の典型が女性差別である。 

 

 (17) 権威への依存と多数派への同調 

人間には、自分で情報を集め、その情報を分析することによって現状を把握し、その

中で自分はどう行動すべきかを自分の頭で考えるということを避けて、“権威があるとさ

れている人間・組織集団・神仏（「権威体」と総称することにする）が言ったことや書き

記したこと（あるいは、言ったとされていることや書き記したとされていること）を鵜

呑みにしたり、「権威体」の言いなりになって行動したり、「権威体」の行動（あるいは、

行動したとされていること）を模倣して行動したりする傾向”や“自分の仲間だと思え

る人々（自分が属する組織集団の構成員、自分に類似した人々など）のうちの多数派（単

に「多数派」と呼ぶことにする）が持っている見解や「多数派」の行動に同調する傾向”

がある。前者の傾向を「権威への依存」と呼び、後者の傾向を「多数派への同調」と呼

ぶことにする。なお、「生まれながらの保守主義者」には、所属集団の伝統（「伝統権威」

と呼ぶことにする）に盲目的に従う傾向があるが、この傾向も「権威への依存」に含め

ることにする。 

人類が狩猟採集生活を送っていた時代には、その時代の生活に必要だった対面的コミ

ュニケーション（話し言葉を使うこと、頻繁な対面的接触のある相手との関係を円滑に

すること、場を盛り上げることなど）、狩猟採集、育児、戦闘、けが・病気の治療（薬草

に関する知識等）、説話等の口承（昔話、神話、生活に必要な知識、しきたりなどを記憶

して、皆の前で語るとともに、口伝えしていくこと）、歌・踊り、神懸かり、おしゃれな

ど（「狩猟採集生活必要事」と呼ぶことにする）がうまい人の行動パターンを観察して模

倣する（見よう見まねによって学習する）ことが「狩猟採集生活必要事」に必要な技能

（「狩猟採集生活必要技能」と呼ぶことにする）を身につけるための最上の戦略であった

ので、人類は、「狩猟採集生活必要事」や“「狩猟採集生活必要事」に類似したこと”の

うちのどれかを好きになり（複数のことを好きになることが多い）、その好きなことがう

まくできる人の行動パターンを観察して模倣することに喜びを感じる本能を身につけ、

その本能が「権威への依存」を生み出したのではないかと、私は考える。“「狩猟採集生

活必要事」に類似したこと”（「狩猟採集生活類似事」と呼ぶことにする）とは、狩猟・
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戦闘に類似したスポーツ、採取に類似した買い物・花摘み、育児に類似したペット飼育、

説話等の口承に類似した文学・話芸などのことである。「狩猟採集生活類似事」に必要な

技能を「狩猟採集生活類似技能」と呼ぶことにする。また、「狩猟採集生活必要事」と「狩

猟採集生活類似事」を総称して「狩猟採集生活関連事」と呼び、「狩猟採集生活必要技能」

と「狩猟採集生活類似技能」を総称して「狩猟採集生活関連技能」と呼ぶことにする。

なお、学問や科学技術を本能的に好きなる人が少数ながらもいるのは、狩猟採集、育児、

戦闘、けが・病気の治療などを行う際に、その方法の良し悪しを分析的に考え、新しい

方法を工夫する人が少数は必要であり、また、物語を作る技能が理論体系を作る技能に

転用できるからであろう。 

「狩猟採集生活関連事」のうちの何を好きになるかには男女差・個人差があり、その

男女差・個人差が狩猟採集民の集団内での分業を生み出していた。男女ともに好きな人

が多いのは、対面的コミュニケーション、歌・踊りであり、男性に好きな人が多いのは、

狩猟、戦闘とそれらに類似したことであり、女性に好きな人が多いのは、採集、育児、

おしゃれとそれらに類似したことであり、男女ともに好きな人が少ないのは、説話等の

口承、神懸かりとそれらに類したことのようである。多数の人間が狩猟採集、育児を行

わないと、狩猟採集民の集団は存続できなくなるが、説話等の口承や神懸かりは少数の

人間だけが行えば十分だからである。 

対処すべき問題に関する情報が十分には得られなかったり、問題への対処に専門的な

知識や技能を要したりする場合に、「権威への依存」や「多数派への同調」が生じること

が多いが、努力すれば必要な情報や知識を得ることができる場合にも、「権威への依存」

や「多数派への同調」が生じることがある。それは、①情報収集に要するコスト、②収

集した情報の意味を分析し、その意味を理解するために必要な知識を得るコスト、③収

集した情報を分析し、自分の頭で考えて行動を選択するために必要なコスト、④いろい

ろな方法を実際に試してみて最適な方法を探すという試行錯誤に要するコスト――これ

ら四つのコストを「現状把握と行動選択に要するコスト」と総称することにする――を

節約するためである、と、私は考える。したがって、「現状把握と行動選択に要するコス

ト」が小さい時には、「権威への依存」や「多数派への同調」は生じない。例えば、「雨

が降っているか否か」という現状の把握と、「傘をさすべきか否か」という行動の選択に

関して、「権威への依存」や「多数派への同調」をする人はほとんどいないだろう。 

センスを要するとされている選択に際して、センスの良い人だと思われたい（あるい

は、自分はセンスが良いと自己満足したい）場合にも、「権威への依存」や「多数派への

同調」が生じる。“センスの良い服を着ている”、“センスの良い音楽を聴いている”など

と思われたい場合、他人からどう見えるかが問題なので、自分のセンスではなく、「権威

体」や「多数派」のセンスに従った方が良いということになるからである。 

DVD 形式、pdfファイル形式などのように、同じ形式の商品を使う人の数が増えれば増

えるほど、その商品の便益性が高まる場合、ある商品の形式が一旦優勢になると、利便
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性の向上と利用者の増加が好循環を生み、その形式の商品の利用者が雪だるま式に増え

ていくということが起きる（「ネットワーク効果」と呼ばれている）。この場合には、「多

数派への同調」が合理的な選択になる。なお、ある体験をした（あるテレビドラマを見

た、あるスポーツの試合を見たなど）ということを友人等との会話での話題にしたい場

合にも、ネットワーク効果と同様の現象が起きる。 

  「権威への依存」や「多数派への同調」が生じるのには、責任逃れという面もある。

自分の判断で何かして失敗した場合に責任を問われたり、自責の念にかられたりするの

を恐れて、失敗の責任は「権威体」や「多数派」にあるのであって自分にはないと弁解

できるように、「権威体」や「多数派」の言うとおりのことをするのである。 

  なお、「権威体」や「多数派」の意見には賛同できないが、その意見に賛同しないこと

によって被る不利益（罰せられる、仲間はずれにされる、笑いものにされるなど）を恐

れて、その意見にしたがう場合もあるが、このような場合は、「権威体」や「多数派」が

持つ権力への服従であって、「権威への依存」や「多数派への同調」ではないと考える。 

  「権威への依存」は、「権威体」に服従しているということなのだが、「権威への依存」

をしている人には、自分が「権威体」に服従しているのだということの自覚がなく、自

分は“「権威体」から学んでいるのだ”、“「権威体」に導いてもらっているのだ”、“権威

体」に助けてもらっているのだ”などと思い込んでしまっていることが多い。さらに、「権

威体」は“善きこと”を示すことによって、私を“善き道”へと導くという贈与をして

くれているのだから、互酬性にしたがって、「権威体」に対して服従という返礼をする義

務があるとまで思ってしまい、「報恩型支配服従関係」が生じることもある。 

  問題となっている分野において自分よりも優れた能力を持っている人の言いなりにな

って行動したり、その人の行動を模倣して行動したりすれば、良い結果が得られること

が多いが、自分よりも劣った能力しか持っている人の言いなりになって行動したり、そ

の人の行動を模倣して行動したりすれば、悪い結果しか得られないことが多い。したが

って、問題となっている分野において卓越した能力を持っている人間・組織集団・神仏

が「権威体」であるとされるはずである。 

運動競技の勝敗やテストの点数のように、ある人間・組織集団の能力と彼・彼女らと

競い合う人間・組織集団の能力との優劣関係だけが結果を左右し、しかも、その結果が

短期的かつ明確に出る場合には、その人間・組織集団が卓越した能力を持っているかど

うかが容易に分かるが、そうでない場合の方が多い。多数の要因が絡み合って結果に影

響を与えたり、結果が出るまでに長い時間がかかったりする場合には、ある人間・組織

集団が卓越した能力を持っているかどうかを判断することは非常に困難である。現代の

ように高度に専門化した社会では、自分の専門以外の分野で、ある人間・組織集団が卓

越した能力を持っているかどうかを判断することはきわめて難しいし、自分の専門分野

でも、ある人の能力が卓越しすぎていると理解できない場合もある（凡人は天才を理解

できないことが多い）。 
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そのため、①周りの人々の多数（あるいは、その分野の専門家の多数）が、その人間・

組織集団は卓越した能力を持っていると言っているか否かという理由（これは、「多数派

への同調」でもある）、②伝統的に、その人間・組織集団は卓越した能力を持っていると

されてきたか否かという理由、③その人間は「権威体」の継承者である（弟子である、

子どもであるなど）か否かという理由、④その人間・組織集団は「権威体」らしい外見

（風貌、言葉遣い、所作、服装、学歴、所属組織、所属組織内での地位、家、事務所・

営業所・工場、宮殿・神殿など）を持っているか否かという理由などによって、ある人

間・組織集団が「権威体」と言えるかどうかを判断することが多い。 

その結果、「権威体」と呼ぶにふさわしい能力を持っていない人間・組織集団が「権威

体」であるとされていることが多くなる。そのような偽物の「権威体」を「幻想権威体」

と呼ぶことにする。「幻想権威体」の権威が偽物であることを立証するには、「権威体」

と呼ぶにふさわしい能力を持っていないことを証明する必要がある。そのため、「権威体」

と呼ぶにふさわしい能力を持っていないことを証明することが困難である場合には、「幻

想権威体」が偽物の権威を保持し続けることになる。 

「幻想権威体」が偽物の権威を保持し続けるには、「権威体」らしい外見を整えること

によって、他者に「この人は「権威体」と呼ぶにふさわしい能力を持っている」という

幻想（「権威幻想」と呼ぶことにする）を抱かせる必要がある。そのため、「幻想権威体」

は、職歴、学歴、受賞歴、弟子の多さ、上品な（あるいは、知的な）言動、上品な衣服・

装飾品、立派な建物・乗り物などによって、その身を飾り立てることが多い。 

また、「幻想権威体」が「権威体」と呼ぶにふさわしい能力を持っていないことがばれ

ないようにするためには、一般人が「幻想権威体」に近づけないようにしておき――近

づくと、たいした人間ではないということがばれてしまうことが多いから――、有能な

代理者が「幻想権威体」の言葉と称するもの（実は、その代理者が考えた言葉）を一般

人に伝えるようにしたり、「幻想権威体」の前では儀礼的に（一定の手順にしたがって）

行動するように強制したり――儀礼的な行為に対して、儀礼的に応じていれば、無能で

あることがばれる危険性が小さくなるから――、有能な部下が書いたシナリオ通りに「幻

想権威体」が行動したりするといったような方法が有効である。ただし、このような方

法をとると、有能な部下によって「補佐型支配」（後述）されてしまう危険性がある。 

昔の人が「権威体」（偉人、英雄など）であるとされていることが多いが、その実体は

「幻想権威体」である場合もある。死んだ人の能力を検証するには、その人の行動の記

録（文書、言い伝えなど）によるしかないのだが、時をさかのぼればさかのぼるほど記

録は乏しくなり、また、その信頼性が疑わしくなってくる。昔の人の能力に疑いを抱か

せるような文書が見つかっても、その人は「権威体」であったと信じている人は、「その

文書は捏造されたものだ」、「その文書はその人を嫌っていた人がその人を誹謗中傷する

ために書いたものだ」などと考えて、その人への信仰を維持し続けるだろう。 

実在しないものが「権威体」であるという虚構が作り出されることがある。この虚構
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上の「権威体」を「虚構権威体」と呼ぶことにする。「虚構権威体」の典型は神である。 

神などの「虚構権威体」は実在しないのではないかという疑いを持たれると困るので、

そのような疑いを持たれることを防ぐために、ほとんどの宗教は「神は人間が住む世界

とは異なる世界に住んでいる」、「神の姿は普通の人間の目には見えない」というような

話をでっち上げている（そのような話をでっち上げた宗教だけが生き延びることができ

たと言った方が正確かもしれない）。また、あるものが存在しないということを証明する

ことが極めて難しいことを利用して、「神は実在しないと主張するのなら、その証拠を見

せてみろ」と居直る宗教家もいる。「存在しないことを証明できないものは存在する」と

いうめちゃくちゃな論法なのだが。 

「虚構権威体」は永続性の高い「権威体」である。実在しないものには近づくことは

できず、その能力を検証することができないので、「権威体」の地位から引きずり下ろす

ことが難しいからである。神の言葉とされているものにしたがって行動したのに酷い目

に遭ったという経験をした人が、神は無能だと主張しても、その神の権威を信じている

人たちは、「神の言葉の解釈を間違ったからだ」、「お前が無能だからだ」、「それは神が与

えた試練だ」などと反論し、追い詰められると「神の言葉の伝承過程で伝え間違いがあ

ったのだ」などと言い逃れることによって、神の権威への信仰を維持し続けるだろう。 

「虚構権威体」が持つ虚構の権威を利用することによって、自分たちには権威がある

のだと見せかける人間・組織集団（「虚構権威借用体」と呼ぶことにする）がある。「私

（たち）は神の声を聞くことができる（あるいは、聞いた）」、「私（たち）は神の代理者

である」というような妄想を抱いている（あるいは、そう言って人々を騙す）宗教家・

教団、「私は神の代理者である」、「私は神の子孫である」、「私は偉大な英雄の子孫である」

などと言って人々を騙す（あるいは、そういう妄想を抱いている）君主などである。 

①「権威体」の言行についての口頭伝承（言い伝え）――口頭伝承されている神話（神

や過去の英雄についての物語）など――、②「権威体」の言行を記録した文書――神の

言葉を記したとされている聖典、過去の偉人の言行録など――、③「権威体」が作った

思想や理論、④神意を探ることができるとされている方法によって得られた結果――

神明
しんめい

裁判
さいばん

（正しい者には神の加護があるという妄想に基づいた 盟神探湯
く か た ち

、鉄火
て っ か

、決闘

など）、占い・くじ（昔は神意を探る方法とされていた）、一味同心の決定など――が権

威を持つこともある。勝俣鎮夫氏は『一揆』で、次のような趣旨のことを述べている。 

 

一揆とは「「一味
い ち み

神水
しんすい

」という手続きをとり「一味
い ち み

同心
どうしん

」という連帯の心性をもつ

人びとの集団であった」（P.3）。「一味神水」とは、一揆に「参加する全員が神社の境

内に集合し、一味同心すること、その誓約にそむいた場合いかなる神罰や仏罰をこう

むってもかまわない旨を書きしるし、全員が署名したのち、その起請文を焼いて神水

にまぜ、それを一同がまわし飲みする」（P.28）という儀式であり、「神水を飲むとい

う行為は……神と人、人と人とのあいだを「一味同心」にすることであったといえ…
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…たんに誓約を破ったものは神罰をこうむるというだけのものではなく、それを遵守

して履行する人間は、そのかぎりで神と一体化しているという意識が存在した」

（P.32-33）。 

一揆の集会（衆議）ではメンバー全員が主体的に公正な意見を述べ尽くした後に一

人一票の単純多数決で議決され、その「一味同心」の「決定は「神慮」すなわち神の

意志にもとづくという観念」（P.23）が存在した。 

 

「権威体」の言行についての口頭伝承、「権威体」の言行を記録した文書、「権威体」

が作った思想や理論、神意を探る方法などによって得られた結果が持つ権威は、「権威体」

が持つ権威から派生したものなので、「権威体」の言行についての口頭伝承を「言行口承

型権威」と呼び、「権威体」の言行を記録した文書を「言行記録型権威」と呼び、「権威

体」が作った思想や理論を「思想・理論型権威」と呼び、神意を探る方法によって得ら

れた結果を「神意探索型権威」と呼び、それらを総称して「派生的権威」と呼ぶことに

する。なお、「派生的権威」の根拠となる「権威体」は虚構であることが多いので、「派

生的権威」の多くは「派生的虚構権威」である。 

口頭伝承されている神話は固定的なものではなく、語り手による改変によって、変化

するものである。語り手が時の権力者に気に入られようとして、その権力者の権力の維

持・強化に都合の良いように神話を改変することも多い。ウォルター・J・オングは『声

の文化と文字の文化』（P.106-107）で、次のように述べている。 

 

西アフリカの［語り部である］グリオ……熟練した口誦の語り手ともなると、かれ

らが伝えている伝承の物語をわざと変化させる。なぜなら、新しい聴衆や新しい状況

に合わせる能力や、あるいは、たんに［聴衆に］こびてみせる能力も、語りでの技量

の一部だからである。王家の一族に雇われた西アフリカのグリオなら、その雇い主に

気に入られるようにその朗誦に手を加えていくだろう……声の文化は［勝利者の立場

でものを見る］勝利者史観……をつよめる。 

 

「言行記録型権威」である教典や「思想・理論型権威」であるイデオロギーを正しく

解釈できる唯一の存在であると自称する宗教家、政党などが、その解釈の中に自分（た

ち）の意見を潜り込ませることによって、その教典やイデオロギーを信じる人々に対し

て自分（たち）の意見を押しつけることがある。このように「派生的権威」の解釈権を

独占することによって権力を握る者のことを「権威解釈型権力体」と呼ぶことにする。 

「言行記録型権威」や「思想・理論型権威」は抽象的で曖昧な表現がなされているほ

ど、解釈の余地が大きくなるので、「権威解釈型権力体」の権力は増大する。例えば、日

本人の多くが神聖視している「和を以て貴しと為す」というイデオロギーでは、どのよ

うな状態が「和」の状態であるかが極めて曖昧なため、組織集団内で優勢な者（力のあ
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る者）が、自分には利益になるが劣勢な者（力のない者）には不利益になる状態を「和」

の状態であると決めつけて、劣勢な者に忍従を強いるというようなことが起こる。 

昔からそうであるが、日本の学者、思想家、宗教家等は、自分独自の理論・思想によっ

ては「権威体」とは認められ難い傾向がある（ただし、外国人から「権威体」と認められ

た場合は別である）。外国人の理論・思想を日本人に紹介・宣伝して、その理論・思想を

「権威体」であると認めさせ、その思想・理論の説明者・解釈者という立場に立つことに

よって、外国の「権威体」のおこぼれを頂戴し、あわよくば「権威解釈型権力体」になろ

うとするだけである。その結果、日本では、訓詁学
く ん こ が く

（古典の字句の解釈、注釈をする学

問）が栄え、自分が独創的であると主張する学問や宗教は排斥されることになる。ただし、

独創的な理論・思想であっても、外来の理論の解釈という体裁にしてしまえば、排斥され

ない場合もある。外来の理論・思想の日本化とでも言うべき手法である。「専門学者は浄

土宗は仏教ではなく、浄土宗のような思想は仏教にはないという。……徳川時代に日本は

儒教の影響を徹底的にうけたそうだが、しかし、科挙の制度は取り入れていない。いわば

骨組みはどこかで骨抜きにされ、肉の部分は何となく溶解吸収され、結局は、儒教体制と

いう形にならずに消えてしまったという経過をたどっている」（山本七平著『「空気」の研

究』P.94）。これが日本の伝統的な独創性のあり方である。 

「多数派への同調」では、何をしている（あるいは、何を言っている）人が「多数派」

なのかを、どのようにして判定するのかという問題がある。構成員が少なく、構成員同士

が親密な組織集団では、「多数派」であるか否かの判定は容易であるが、構成員の数が多

い組織集団や構成員同士が疎遠な組織集団では、「多数派」であるか否かの判定は困難で

ある。「多数派」であるか否かの判定が困難な場合には、身近にいる人たちの言動、「権威

体」の言動、マスコミの報道、広告宣伝などに影響されて、「多数派」の言動ではないも

のを「多数派」の言動であると誤って判定してしまうということが良く起きる。また、そ

の誤りに基づく言動に同調してしまう人が雪だるま式に増えて、「多数派」を形成してし

まうこともある。ロバート・Ｂ・チャルディーニは『影響力の武器』で、次のように述べ

ている。 

 

バーテンダーは、よく、店を開ける前に何枚かのドル紙幣をチップ入れに混ぜておき

ます。それを前の晩の客が残していったチップに見せかけて、ただんだお金でチップを

払うのが、バーにふさわしい行動であるという印象を与えようとしているのです。……

キリスト教福音派の牧師は、聴衆の中にサクラを仕込んでおくことで知られています。

サクラは打ち合わせ通りに、決められた時間になると、前に進み出て証言と寄付をしま

す。 

広告主は、製品の「伸び率が最高」とか「一番の売れ行き」といったことを私たちに

強調したがります。……寄付を呼びかける番組のプロデューサーは、膨大な時間を費や

して、すでに寄付をした視聴者の氏名を読みあげ続けます。……「ご覧なさい。みんな
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寄付をしましたよ。寄付をするのは正しいことに決まっています」というわけです。ナ

イトクラブの経営者のなかには、店にまだ客を入れる余地がかなりあるのに、入場制限

をして、外に長い行列を作らせる人がいます。（P.191-192） 

シンガポールでの出来事です。数年前、ある地方銀行の顧客が、さしたる理由もなく

われ先にと預金を引き出しはじめました。……騒ぎの当日、予告もなしにバス会社のス

トライキが決行されたため、その銀行の前のバス停には、ふだんは見られないような大

きな人だかりができていました。通りがかりにそれを見た人びとは、みんなが倒産しそ

うな銀行から預金をおろそうとしているのだと勘違いし、自分も預金を引き出さなけれ

ばと、大慌てで列に並びました。そしてそれを見た別の通行人がまた並ぶ、という具合

で大騒ぎに発展したのです。（P.258） 

 

(18) 権威依拠型支配服従関係 

  特定の支配服従関係が、“それは神が定めたものであるから正しい”（「虚構権威体」に

よる正当化）、“それは昔からの伝統であるから正しい”（「伝統権威」による正当化）と

いうように、権威によって正当化される場合、その支配服従関係を「権威依拠型支配服

従関係」と呼ぶことにする。 

  「権威依拠型支配服従関係」の弱点は、その正当化の根拠となる権威を認めない者（他

の神を信じる者、無神論者、“生まれつきの進歩・革新主義者”など）には通用しないこ

とであるが、権威を認める者が多数派で、権威を認めない者が少数派である場合には、

権威を認める者からの迫害を恐れて、権威を認めない者も「権威依拠型支配服従関係」

にいやいや服することが多い。 

 

(19) 指導型支配服従関係 

  「指導型型支配服従関係」は「依存的支配服従関係」の一種であり、Ａに、“自分は知

的、技能的、道徳的のいずれか（以下では、「知的・技能的・道徳的」と表記することに

する）に劣っているという意識”（「弱者意識」の一種）を持たせ、さらに、“自分を知的・

技能的・道徳的に指導でき、かつ指導し続けてくれるのはＢだけであるという意識”（「保

護・指導者認定」の一種）を持たせる――このような意識を持たせることによって、Ｂ

はＡにとっての最良の「権威体」となり、持続的な「権威への依存」が生じる――こと

によって、“Ｂに依存したいという欲求”（「対支配者型依存欲求」の一種）を生じさせて、

ＡをＢに服従させるという支配・服従関係である。“Ｂに依存したいという欲求”が満た

されるためには、その欲求がＢによって応えられる――ＢがＡを指導する――必要があ

る。ＢがＡの欲求に応えるのは、Ａが“指導に値する人間”であると認めた場合だけで

ある。自分がＢから“指導に値する人間”として認められているか否かについて不安が

ある時には、Ｂからの承認を得たいという欲求（「対支配者型承認欲求」の一種）が生ま

れ、Ｂの期待に応える行動をとって、Ｂから承認の態度や言葉を得て安心しようとする。
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つまり、Ａは自発的にＢに服従するのである。 

  「指導型支配服従関係」には「報恩型支配服従関係」が必ず伴っている。ＢがＡに与

える指導はＡへの贈与であり、その贈与に対して、Ａは返礼としてＢに服従していると

も考えられるからである。 

学校教育における学校・教師と児童生徒との支配服従関係は「指導型支配服従関係」

と「封建型支配服従関係」とを組み合わせたものであることが多い。後述する「指導幻

想型支配服従関係」、「救済型支配服従関係」、「価値承認型支配服従関係」のいずれかと、

「封建型支配服従関係」、「虚構贈与型支配服従関係」のどちらかとを組み合わせたもの

である場合もある。 

学校における「指導型支配服従関係」を安定化させるには、児童生徒に“自分たちは

知的・技能的に劣っているという意識”と“自分たちを知的・技能的に指導でき、かつ

指導し続けてくれるのは学校・教師だけであるという意識”――私は、幻想に過ぎない

と考えているが――を持たせることによって、学校・教師に依存させる必要がある。そ

のために利用されているのが、“学校へ行かないと十分な知識や技能を身に着けることが

できないという神話”、言い換えると、“独学では十分な知識や技能を身に着けることが

できないという神話”である。この神話は、学校教育関係者が作り出したものであり、

幻想に過ぎない。子ども時代に勉強がよくできたという人だったら、“教科書や参考書を

読むだけで内容を理解できるので、教師の授業など聞く必要はない”、さらには、“分か

りきったことをくどくどと、しかも下手くそに説明する授業など時間の無駄だ”と考え

たことがあるのではないだろうか。そのように考えると、“自分たちを知的・技能的に指

導でき、かつ指導し続けてくれるのは学校・教師だけであるという意識”を持つことは

なく、“学校・教師は不要である”、さらには、“教師や学校は「自由で自主的な学び」を

奪う悪者である”と思うようになり、学校における「指導型支配服従関係」は崩れてく

る。 

学校における「封建型支配服従関係」を安定化させるには、児童生徒に学校・教師か

らの“贈与”である教育が価値の高いものであると思わせることが必要である。そのた

めに利用されているのが、“学力が向上すると、高い学歴・学校歴が得られるという事実”

と“高い学歴・学校歴を得ると、高所得になったり、高所得の人と結婚したりする確率

が高まるという事実あるいは幻想”である。これらの事実・幻想と“自分たちを知的・

技能的に指導でき、かつ指導し続けてくれるのは学校・教師だけであるという意識”が

組み合わさることによって、“学校でまじめに授業を受ける→学力が向上する→高い学

歴・学校歴を獲得できる→高所得になったり、高所得の人と結婚したりする”、“学校で

まじめに授業を受けない→学力が向上しない→高い学歴・学校歴を獲得できない→低所

得になったり、低所得の人と結婚したりする”という経路が存在しているという信仰が

生まれるのである。 

  “学校へ行っても学力が向上しないという現実”を突きつけられた児童生徒（いわゆ
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る「落ちこぼれ」）は、“自分たちを知的・技能的に指導でき、かつ指導し続けてくれる

のは学校・教師だけであるという意識”を持つことがないので、学校・教師に対して「対

支配者型依存欲求」を抱くことはない。彼・彼女らにとって学校は、“理解不可能な授業

を聞くふりをするという強制労働”を何の報酬（授業を受けたことによって得られる利

益）もなしに無理強いする強制収容所であり、教師は看守である。彼・彼女らには、学

校・教師と児童生徒との関係は「威嚇型支配服従関係」であると感じられるのである。

したがって、彼・彼女らが、学校・教師に反抗したり、授業や宿題をさぼったり、無気

力になったりするのは当然の結果である。学力が最低レベルの教育困難校（いわゆる「底

辺校」）の教員が、強制収容所の看守が囚人をむち打って秩序を維持するように、体罰に

頼ろうとするのもやむを得ない面がある。「威嚇型支配服従関係」では、体罰以外に秩序

を維持する手段はないのだから。体罰以外の罰を用いても効果はない。例えば、出席停

止処分にしたら、生徒が“学校へ行かなくても良くなった”と喜ぶだけである。出席停

止処分を乱発したら、学校に来る生徒がほとんどいなってしまう。しかし、体罰を用い

ると「(2)威嚇型支配服従関係」で述べような弊害が生じる。 

教育困難校の児童生徒に“自分たちを知的・技能的に指導でき、かつ指導し続けてく

れるのは学校・教師だけであるという意識”をもたせて、安定した「指導型支配服従関

係」を築くには、全員に同一内容を教育すべきだという形式的平等主義を捨てて、教育

困難校の教育内容をいわゆる「落ちこぼれ」が理解でき興味を覚えるものに変えるしか

方法がない。 

いわゆる「落ちこぼれ」が学校に通っているのは、「せめて高校だけは出てくれ」と親

に泣きつかれるか、「ぶらぶらしていなで学校へ行け」と親に怒鳴りつけられているから

である。親に対する「対親型承認欲求」だけが、彼・彼女を学校へと向かわせているの

である。彼・彼女らは“社会に出ると学歴・学校歴は関係ない。実力の世界だ”という

実力社会神話にすがって学校以外のことに価値を見いだすか、自分たちを「落ちこぼれ」

扱いする学校や低学歴者を差別する社会に対して戦いを挑むか、“親が高所得・高学歴だ

と子どもも高所得・高学歴になる確率が高いが、親が低所得・低学歴だと子どもも低所

得・低学歴になる確率が高い”という“格差の継承論”を信じて、低所得・低学歴の親

の元に生まれた運命を呪って人生をあきらめるしかない。 

  “学校へ行って学力が向上している”児童生徒でも、“学力向上のためには、学校より

も塾・予備校などの方が適しているのではないかという疑惑”や“公立学校には無能で

やる気のない教員が多いのではないかという疑惑”を抱くようになると、自分の学力向

上は塾に通ったことの成果だなどと考えるようになって、学校・教師に対して「対支配

者型依存欲求」を持たないようになり、学校における「指導型支配服従関係」は崩れて

くる。 
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(20) 指導幻想型支配服従関係 

  「指導幻想型型支配服従関係」は「依存的支配服従関係」の一種であり、Ａに、“自分

は知的・技能的・道徳的に劣っているという幻想”（「弱者幻想」の一種）を持たせ、さ

らに、“自分を知的・技能的・道徳的に指導でき、かつ指導し続けてくれるのはＢだけで

あるという幻想”（「保護・指導者幻想」の一種）を持たせることによって、“Ｂに依存し

たいという欲求”（「対支配者型依存欲求」の一種）を生じさせて、ＡをＢに自発的に服

従させるという支配・服従関係である。 

  「指導幻想型支配服従関係」には「虚構贈与型支配服従関係」が必ず伴っている。 

「指導幻想型支配服従関係」の典型例は伝統的な師弟論である。内田樹氏は『日本辺

境論』（P.142-149）で、次のように述べている。なお、「池谷裕二さんがわかりやすい例」

は、池谷裕二著『単純な脳、複雑な「私」』P.59-61に書かれているものである。 

 

   張良……は……黄石公
こうせきこう

という老人に出会い、太公望の兵法を教授してもらうことに

なります。ところが、老人は何も教えてくれない。ある日、路上で出会うと、馬上の

黄石公が左足に履いていた 沓
く つ

を落とす。「いかに張良、あの沓取って 履
は

かせよ」と言

われて張良はしぶしぶ沓を拾って履かせる。また別の日に路上で出会う。今度は両足

の沓をばらばらと落とす。「取って履かせよ」と言われて、張良またもむっとするので

すが、沓を拾って履かせた瞬間に「心解けて」兵法奥義を会得する…… 

弟子が師に向かって「先生、毎日便所掃除とか廊下の拭き掃除とかばかり飽きちゃ

いましたよ。いつになったらぼくに極意を教えてくれんですか。……」というような

督促をすることは許されません……というのは、師弟関係を起動させるために、師は

できる限り弟子から見て無意味と思える仕事をさせるに決まっているからです。それ

がいちばん効率的だから。……伝統的な師弟論はそう考えます。…… 

池谷裕二さんがわかりやすい例を挙げているので、それをご紹介しましょう。もし

好きな人がいて、その人を振り向かせようと思ったら、……「仕事を手伝ってあげる」

のではなく、「仕事を手伝わせる」。 

   「なぜかというと、仕事を手伝わされた相手は、こんな思考をたどります。……『ど

うして自分は手伝っているんだろう』……『そもそも嫌いな人になんか手を貸すはず

がない』『やはり自分はこの人が好きなのか』……そう思い至って、次第に手伝ってあ

げている相手を好きになっていくのです。これは無意識の心の作用です。一般に、自

分が取った態度が感情と矛盾するとき、起こってしまった行動自体はもう否定できな

い事実ですから、心の状態を変化させることでつじつまを合わせて、行動と感情が背

反した不安定な状態を安定させようとします。」 

   師弟関係においてもこれと同じ「つじつま合わせ」が行われます。師は何も教えな

い。少なくとも弟子の目に「意味がある」と思うことは何も教えない。……しかし、

師は澄まして「これが修業である」と言い張る。弟子は困惑します。困惑のあげくに、
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「先生が私に無意味なことばかりさせるはずがない。ということは、私は意味のある

ことをしているのだ。つまり、先生はあまりに偉大なので、そのふるまいが深遠すぎ

て、私には『意味』として察知されないだけである」というかなり無理のある推論に

しがみつくようになります。…… 

   張良の逸話の奥深いところは、黄石公が張良に兵法極意を伝える気なんかまるでな

く、たまたま沓を落としていた場合でも……張良は極意を会得できたという点にあり

ます。メッセージのコンテンツが「ゼロ」でも、「これはメッセージだ」という受信者

側の読み込みさえあれば、学びは起動する。…… 

   仮に師がまったく無内容で、無知で、不道徳な人物であっても、その人を「師」と

思い定めて、衷心
ちゅうしん

から仕えれば、自学自習のメカニズムは発動する。 

 

  私ならば、「毎日便所掃除とか廊下の拭き掃除とかばかり」させられると、「師匠は謝

礼に応じて教える義務を果たさないどころか、弟子にただ働きをすることまで要求する、

つまり、互酬性を守ろうとしない不誠実な人間である。この師匠は人にものを教える能

力と意欲を持っていないようだ」と考えて、その師匠に「お前は詐欺師だ。金を返せ。

訴えてやる」と吐き捨てるように言って立ち去り、その師匠の悪口を言いふらす。とこ

ろが、伝統的な師弟論では、“詐欺師”（幻想権威体）が“偉大な師匠”（権威体）である

ということになるらしい。 

  “詐欺師”のことを“偉大な師匠”だと誤解してしまうからくりは、この師匠は偉大

だという評判に自分が騙されたということに気づかないために（あるいは、騙されたと

思いたくないために）、この師匠は偉大だという信念と師匠が無意味と思えることを自分

にさせているという事実との矛盾に悩むことになり、私は無知で愚鈍なので「便所掃除

とか廊下の拭き掃除」が持つ教育上の深遠な意味が理解できないのだと「つじつま合わ

せ」をすることによって、この師匠は偉大だという信念を維持して、心の安定を得よう

とするところにある（認知的不協和の一種）。自分は無知であるという「弱者幻想」と師

匠は偉大であるという“「幻想権威体」への信仰”を膨らませることによって、この師匠

は偉大であるという信念を維持し、「便所掃除とか廊下の拭き掃除」は師匠からの価値あ

る贈与であると妄想しているのである。自分の信念に合致するものだけを認知し、合致

しないものを無視する心理的偏向である確証バイアス（信念維持のバイアス）によって、

師匠の詐欺師ぶりが見えなくなってしまっているという面もある。弟子に「つじつま合

わせ」の妄想を抱かせることができれば、弟子を雑用でこき使い続け、それを美談にす

ることができる。その上、師匠が何も教えなくても、弟子は沓を落として拾わせるとい

うような師匠の無意味な行為に勝手に意味を見いだして、自分の力で学んでくれて、そ

れを「師匠のおかげだ。師匠には返しきれない恩がある」と勘違いしてくれるのである。

これほどおいしい話は他にない。張良は黄石公から「太公望の兵法」を学んだのではな

く、自分の力で兵法を考え出して、その兵法が「太公望の兵法」であると思い込んだだ
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けなのである。 

中世ヨーロッパにも、この伝統的な師弟論に似たイデオロギーがあったようである。

ミシェル・フーコーは『全体的なものと個的なもの』（P.37）で、「カシウスの『共住修

道制度』の中には、修道僧が上司の最もナンセンスな命令を実行することによって自ら

の救いを見いだすといった教化的な逸話が多数見受けられます」と指摘している。 

  「仮に師がまったく無内容で、無知で、不道徳な人物であっても、その人を「師」と

思い定めて、衷心
ちゅうしん

から仕えれば、自学自習のメカニズムは発動する」というイデオロギ

ーは、“教師は、教師であることによって無条件に偉く、お前は無知なのだから、教師の

言うことに黙って従え”という明示的なイデオロギーと“学校にいる間に学んだことは

すべて、教師がいたおかげで学べたことなのだから、教師に感謝しろ”（言い換えれば、

自学自習したことも教師がいたおかげで学べたことなのだから教師に恩を感じろ、とい

うこと）という暗黙的なイデオロギーにその形を変え、日本の昔の学校で生き続け、教

師と児童生徒との間に「指導幻想型支配服従関係」を生じさせていた。このイデオロギ

ーは、「仰げば尊し我が師の恩……互いに睦し日ごろの恩 別るる後にもやよ忘るるな」

という『仰げば尊し』の歌詞に典型的に表現されている。 

  「指導幻想型支配服従関係」は不等価交換に支えられているので、近代的な個人同士

の等価交換を旨とする市場原理は天敵となる。 

 

(21) 補佐型支配服従関係 

土井健郎氏は『「甘え」の構造』（P.88-90）で、次のように述べている。 

 

   私はたまたま治療していたある患者の言葉にヒントを得て、それ以来、従来漠然と

日本精神とか 大和魂
やまとだましい

といわれたり、あるいはもっと具体的に 尊皇
そんのう

思想とか天皇制の

イデオロギーといわれているものが、実は甘えのイデオロギーとして解し得ることに、

確信を持つに至ったのである。 

   ……彼は……ある日次のようにのべた。「人間、子どもの時は親にたよっていて、大

人になれば自分にたよって生きるようになる。……僕はその途中で 躓
つまづ

いたと思うので

す。たよりたいと思うけれど、誰もたよらしくてくれない。……母親に代わる人がい

ればよいと思っていました。何でも打ち明けることができて、僕を泳がしてくれる人。

……」……「自分を 輔弼
ほ ひ つ

してくれる人がほしい。対外的には僕が責任を持つのですが、 

しかし実際には僕に助言と承認を与えてくれる人です。」彼がここで輔弼という……明

治憲法の用語を使ったのは、……かつては天皇についてだけ使われた輔弼という言葉

を自分にあてはめることによって、自分の内的欲求を表現するとともに、同時に天皇

の地位の心理的意味についても解明しているということができる…… 

   天皇は、諸事万般……周囲の者が責任を以て 万遺漏
ば ん い ろ う

なきよう取りしきることを期待

できる身分である。したがって天皇はある意味では周囲に全く依存しているが、しか
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し身分上は周囲の者こそが天皇に従属している。依存度からすれば天皇はまさに赤ん

坊と同じ状態にありながら、身分からすれば日本最高であるということは、日本にお

いて幼児的依存が尊重されていることを示す証拠とはいえないであろうか。天皇に限

らず日本の社会ですべて上に立つ者は、周囲からいわば盛り立てられなければならな

いという事実が存するが、これも同じような原則を暗示するものである。 

 

  「諸事万般……周囲の者が責任を以て万遺漏なきよう取りしきることを期待できる身

分」というのは、「周囲の者」が取りしきってくれているとおりに行動することに疑問を

抱かなければ、気楽な身分であるが、「周囲の者」が取りしきってくれているとおりに行

動することに疑問を抱くようになると、主体的に行動する自由を「周囲の者」によって

奪われた身分であることに気づく。「周囲の者」は、天皇に従属しているというポーズを

とり、天皇を奉るが、実は、自分たちが取りしきったとおりに天皇を動かすという点に

おいて、天皇を支配しているのである。このような支配服従関係を「補佐型支配服従関

係」と呼ぶことにする。「補佐型支配服従関係」は「依存的支配服従関係」の一種である。 

「補佐型支配服従関係」を実質的に見れば「指導型支配服従関係」である（「保護型支

配服従関係」としての側面もある）ということになるが、「指導型支配服従関係」では、

支配者が「権威体」であり、服従者は知的・技能的に劣っているということが喧伝され

るが、「補佐型支配服従関係」では、支配者が「権威体」であることは隠され、服従者こ

そが「権威体」であるとして奉る――言い換えれば、服従者を「虚構権威体」として扱

う――という違いがある。 

 

(22) 救済型支配服従関係 

「救済型支配服従関係」は「依存的支配服従関係」の一種であり、Ａに、①“Ａは悪

人（あるいは、罪人）であるという幻想”（「悪人幻想」と呼ぶことにする）と、②“Ａ

を悪の道から救い出せるのはＢだけであるという幻想”（「救済者幻想」と呼ぶことにす

る）とを抱かせることによって、ＢがＡを支配するという支配服従関係である。 

「救済型支配服従関係」の典型例は、「人間の本性は悪なので、自分の判断で行動して

いると、数々の悪行を犯してしまい、地獄に落ちる。あなた方は、何が正しい道である

か分からない“迷える子羊”なので、神や神の意思を伝える者（「神意伝達者」と呼ぶこ

とにする）に導きを求めるほかに救われる道はない。神や「神意伝達者」は、あなた方

を正しい道に導こうとして、貴い教えを下さっている。だから、神や「神意伝達者」に

従いなさい」と人々を騙して、「神意伝達者」を自称する聖職者、王、指導者などが人々

を支配するというものである。エーリッヒ・フロムは『自由からの逃走』（P.83-84）で、

次のように述べている。 

 

ルッターは、人間の性質には生まれながらの悪が存在すると仮定し、そのために人
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間の意志は悪にむかい、そのような人間も本性のままでは善行をすることはできない

と考えた。…… 

自分の努力ではどのような善もなしえない人間の腐敗と無力とを確信することが、

神の恩寵の成立する本質的な条件である。……「なぜならば、神はわれわれの正義と

知恵によってではなく、われわれのみしらぬ……正義と知恵とによって、われわれを

救おうとし給うからである。……正義は、もっぱら外部からやってくるものであり、

われわれとはまったく縁がないということが、教えられなければならない」。 

 

ミシェル・フーコーが言う「牧人権力（司牧者権力）」は、「救済型支配服従関係」、「保

護型支配服従関係」（あるいは、「保護幻想型支配服従関係」）、「指導型支配服従関係」（あ

るいは、「指導幻想型支配服従関係」）の三つを組み合わせた最強の「依存的支配服従関

係」である、と、私は考える。ミシェル・フーコーは『全体的なものと個的なもの』（P.14-41）

で、次のように述べている。 

 

個人と対象としながらしかもその個人を継続的、恒常的に支配するための政治技術

……個別化を行うものとしての権力はこれを牧人権力と呼ぼうと思っています。…… 

神聖者、王あるいは首長は羊の群れを従えた羊飼いである、とする考え方……エジ

プトのファラオンは……即位の日に……羊飼いの杖を受け取っていました。またバビ

ロンの君主は……「人々の羊飼い」なる称号を受ける権利をもっていました。一方、

神自身もまた人々を飼い場へとみちびき食べ物の確保に心をくだく羊飼いでありまし

た。…… 

キリスト教の考えでは、牧人は、……羊たちのすべての行動について、羊たちが行

う可能性のあるすべての善と悪について、羊たちの身におこるすべてのことがらにつ

いても心を配らなければならないのです。……羊の罪は、……羊飼いの責任に帰せら

れています。……牧人は、自らの群れが救いの道に至るのに手を貸すことを通して、

自分自身の救いをも見いだすことになります。…… 

ギリシア人の場合、……ある特定の誰か（医者、雄弁家、あるいは教育者）の意志

に従うことがあったとしても、……それはある特定の厳密に設定された目的の枠内で

のこと、たとえば病を治したり、能力を獲得したり、最良の選択を行ったりするため

なのでした。キリスト教においては、牧人との絆は、個別的な絆、個人的服従の絆で

す。牧人がその意志を遂行できるのは、それが法に適っているからというわけではな

く、もっぱら、牧人の意志とはもともとそういうもの――すなわち遂行されるべきだ

から遂行されるのだという前提にもとづいたものだったからです。……従属は徳なの

です。……ギリシア人にとって従属とはある目的に至る一時的な手段にすぎなかった

のですが、ここでは逆にそれ自体が目的となっているということなのです。 

羊飼いは群れの各構成員の物質的欲求について知っていなければならないし、必要
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があれば、それを満たしてやらねばなりません。また、群れの中で何が起こり、群れ

の各構成員が何をしているか、公の罪を含めて知っていなければならないのです。そ

れから最後に……各構成員の魂の中で起こっていることを知り、隠された罪を知りあ

て、聖性への道にきちんと進んでいるか知らなければならない…… 

こうした個別化された知識を確保するために、キリスト教は、……良心の究明と良

心の指導……を採用しました。……羊はある危険な状況を首尾よく越える必要がある

時だけおとなしく導かれていくわけではありませんでした。羊は四六時中導きを受け

ることになっていたのです。……もしそこから逃れようなどと試みたときには、必ず

や道に迷ってしまう運命にありました。……良心の究明の……目的は、自己の認識を

深めることなどではなく、良心の指導者に自己の全部を見せられるようにすること、

魂の奥底まで開いて見せられるようにすることなのでした。…… 

良心の究明、告白、指導あるいは従属といったこれらすべてのキリスト教の技術は、

ひとつの目的をもっていました。個人が現世において自己の「抑制」にむけて努力す

るよう導くことが、それです。抑制とは……現世と自己の放棄のことです。……別の

世界での生に道を与えるとされる死のことです。 

 

  羊飼い（牧人、司牧者）を教師とし、羊を生徒とすれば、共同体主義者である教育関

係者や保守的・右翼的な人々が教師と生徒との理想の関係として語るものが、キリスト

教における聖職者と信者との関係に類似していることに気づくであろう。「教師は、生徒

たちのすべての行動について、生徒たちが行う可能性のあるすべての善と悪について、

生徒たちの身におこるすべてのことがらについても心を配らなければならないのです。

生徒の罪は、教師の責任に帰せられています」（生徒が事件を起こした時の世間・マスコ

ミ等の論調）、「教師との絆は、個別的な絆、個人的服従の絆です」、学校では「従属は徳

なのです」（保守的・右翼的な人々の意見）、教師は「生徒の心の中で起こっていること

を知り、問題行動の原因を知りあて、人格の完成への道にきちんと進んでいるか知らな

ければならない」（生徒の心を理解することが必要だというイデオロギー）、「教師に自己

の全部を見せられるようにすること、心の奥底まで開いて見せられるようにすること」

（裸の付き合いを理想の人間関係と考える共同体主義者の意見）、道徳教育から「逃れよ

うなどと試みたときには、必ずや道に迷ってしまう」（保守的・右翼的な人々の意見）、「学

校教育の技術は、ひとつの目的をもっています。生徒が学校において自己の「抑制」に

むけて努力するよう導くことが、それです。抑制とは自己主張の放棄のことです。社会

に出てから立派な大人として生きる道を与えるとされる「主体性の死」のことです」（共

同体主義者が理想とする学校の姿）などである。共同体主義者である教育関係者や保守

的・右翼的な人々には、教師に「司牧者権力」を持たせることによって、生徒を教師に

完全に隷属させたいと考えている人が多いのであろう。 

しかし、人間の本性は善であるとする性善説が支配的な日本で、教師に「牧人権力」



 185 

を持たせることは不可能に近いであろう。柳治男氏は『＜学級＞の歴史学』で、次のよ

うに述べている。 

 

   フーコーが『監獄の誕生』で展開した規律権力……『全体的なものと個的なもの』

において……「司牧者権力」（翻訳では牧人権力）……二つの権力は、補完しあいなが

ら現代の学校の権力関係を支えている。このような学校組織を、I・ハンターは「司牧

型官僚制組織（pＡstorＡl ＢureＡucrＡcy）」と呼び、その特性を描き出した。……

子どもの動きをつぶさに観察し、彼らの中に悪の芽を見いだす教師は、罪を背負い、

卑小で無力な人間を救済するという新たな役割を備えることとなった。……教師・生

徒関係は……司牧関係という宗教的信念によって秩序化可能となる。……成績が上が

らないのは「私にいつも怠け心がある」とか「私は努力が足りない」という罪の意識

が生徒の中に芽生えれば、ことは円滑に進む。さらに、生徒の中に喜んで支配に従う

被虐的な自己否定の感情が喚起され、「怠け心に打ち勝つ自分」や「努力する自分」と

いう、抑制的自己イメージに酔うことによって、生徒は学校秩序の中に組み込まれて

いくのである。被虐愛の精神が醸成されれば、教師のさまざまな命令は、そのような

弱い自己を立ち直らせる正当な権力となる。逆に教師には、生徒を服従せしめること

を正当化する加虐愛の感情を呼び起こさねばならない。迷える生徒たちに、進むべき

道を示すことのできる牧人として、自己の位置を認知すれば、あとは円滑に進む。「自

己の行為は生徒の救済のためにある」という自負心は、教師をして積極的な教授活動

の担い手へと向けていく。（P.125-128） 

   学校秩序が安定するには、原罪意識を梃子にして、「自分は教師に導かれ、教わらな

ければならない未熟で怠惰な存在である」という自己確信を、生徒に持たせねばなら

ない。……原罪意識と自己抑制の文化そのものが存在しないわが国で、罪の意識を醸

成するには、ひと工夫が必要であった。それは、他の生徒には内緒で個別的な教師・

生徒関係を作り上げ、教師の期待に背く自分を負い目に感じるように仕向けることで

あった。「先生は自分の将来のことをこんなに心配してくれているのに、私が怠けたの

では申し訳ない」……という負い目に基づく罪の意識を生徒の中に生み出すことが、

教師にとってはもっとも必要だったのである。……しかしながら、……豊かな社会へ

と転じるにしたがい、「我が師」に負い目を感じるようなコード解読能力は、次第に弱

体化した。ひたすら快楽主義の道を模索し、励ましの言葉や説教を「余計なお世話」

としか受け止めることのできない子どもや若者には、負い目形成による秩序確保とい

う方策は通用しない。（P.182-186） 

 

  柳治男氏は、「「先生は自分の将来のことをこんなに心配してくれているのに、私が怠

けたのでは申し訳ない」……という負い目に基づく罪の意識を生徒の中に生み出す」と

述べているが、私は、それは「罪の意識」（つまり「悪人幻想」）ではなく、「先生は自分
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の将来のことをこんなに心配してくれている」という贈与をしてくれているのに、それ

に対して、自分は十分な返礼（努力して立派な人間になることなど）ができていないと

いう気持ち、言い換えれば、なんとかして恩に報いたいという“報恩の心”であると考

える。そのような“報恩の心”を生徒に抱かせることによって、「報恩型支配服従関係」

を成立させて、教師が生徒を支配しようとしているのである。しかし、柳治男氏が指摘

するように、現代の生徒は、教師からの励ましの言葉や説教を「余計なお世話」として

受け止め、教師からの贈与とは考えないので、「報恩型支配服従関係」を成立させること

ができないのである。 

欧米における子ども観は、子どもの本性は悪であると考える性悪説に立っている。山

本雅男氏は『ヨーロッパ「近代」の終焉』で次のように指摘している。 

 

イギリスには、“Children should Ｂe seen, Ｂut not heＡrd.”という諺がある。

「子供は見る者であって、その言葉に耳をかすものではない」という意味だ。ここに

は、彼らの子供に対する考え方が端的に表れている。つまり、子供は未熟なものとい

うだけでなく、不完全なもの、足らざるものという意識である。……大人のもつよう

な理性をいまだもっていないものと考えるのであろう。だからこそ、大人の理性を育

むためにも、子供を教化、訓育して理性化する教育が必要だと考えるわけだ。……動

物の飼育と子供の教育には共通したところがある。どちらも、対象とする動物や子供

に対して、根底のところで人間として認知していない。あるいは、より価値の低いも

のと見なしているところである。（P.135-138） 

子供のもつ本質は、大人の秩序性から自由なところにあり、それ自体が反秩序的な

ものとして存在するのだ。たとえば、幼児が食事をするとき、口の周りや衣服を汚し

ながら食事するが、これを汚いといって見とがめるのは大人の感覚であって、子供は

汚いという意識をもっていない。汚いという感覚は、排除の論理に立った、すぐれて

大人の感覚なのである。……「近代」の制度的な教育は、子供から反秩序的な本質を

奪うことを到達目標にし、子供の側も秩序のなかに自分の位置を見出すことに腐心し

てきたのではなかったか。（P.140-141） 

 

  欧米人は、子どもは「不完全なもの、足らざるもの」であるという「弱者幻想」と、「子

供のもつ本質は……反秩序的なもの」という「悪人幻想」を抱くことにより、子どもに

対して「牧人権力」を行使して、子どもの教育を「動物の飼育」のように行うことを正

当化しているのである。 

 

(23) 虐待型支配服従関係 

樫村愛子氏は「いじめの心理学化と集団における暴力（退行）の精神分析」で、次の

ように述べている。なお、「ハーマン（1992）」とは、J. L. HermＡn 著“TrＡumＡ Ａnd 
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Recovery”のことである。 

 

   「自分が悪い子だから」「ダメな子だから」虐待されいじめられていると思う子ども

は多く、それはハーマン（1992）が指摘するように、自分が悪いから虐待されると思

えば、努力してよい子になりさえすれば虐待されなくなるという希望をもてるからか

もしれない。 

そして、虐待を受けた子どもの心理療法では、自分自身のイメージを、「『間違った』

『醜い』『悪い』といった烙印を押されたものと同一化し」、「悪人や罪人、流人（泥棒、

やくざ、乞食）等、集団において忌み嫌われ排除される存在に自ら同一化する」傾向

がある。……あるいじめの被害者は「仲間に入れてもらうためなら、どんなことでも

した。本当に居場所がなかったから。でも結局無駄だった」と述べた。 

 

  「親的存在」から虐待されたり、いじめられたりしても、「親的存在」から離れたり、

嫌われたりしたら、自分は生きていけなくなると思い込んでしまって、「親的存在」から

逃れたり、自立して闘ったりする意欲をなくしてしまい、何をされても「親的存在」に

すがりつくことによって自分の命を守ろうとしているのであろう。そして、「親的存在」

から虐待されたり、いじめられたりしているにもかかわらず、「親的存在」に気に入られ

ようと行動しているという状況から生じる不快感情を低減するために、「「自分が悪い子

だから」「ダメな子だから」虐待されいじめられている」と思い込むこと、つまり、「悪

人幻想」を作り出すことによって、暴力的な依存対象に対して従順な行動をとっている

というマゾヒズム的な態度を正当化しているのである（認知的不協和の一種）。また、「努

力してよい子になりさえすれば虐待されなくなるちいう希望」、つまり、「暴力に耐えて

服従する」という贈与をすれば「良い子だという承認」という返礼が得られるだろうと

いう互酬性があるという幻想を抱くことよって、暴力的な依存対象に忍従するのである。

さらに、暴力的な依存対象に愛情という贈与をすれば、愛情という返礼をしてくれるだ

ろうという互酬性があるという幻想さえ抱くことさえある。これらの互酬性があるとい

う幻想や「悪人幻想」は、暴力的な依存対象から時々気まぐれに優しくされると、抱き

やすい。時々気まぐれに優しくされると、「優しい状態が依存対象の本来の姿であり、依

存対象が自分に暴力を振るうのは、自分が何か悪いことをして依存対象を怒らせたから

だ」というような幻想を抱いてしまうのである。クライブ・ブロムホールは『幼児化す

るヒト』（P.277）で、次のように述べている。 

 

アメリカの心理学者セオドア・リーク……は 50年以上前、人は極端な優しさと極端

な残酷さで自分を支配する相手に強く依存するようになることに気づいた……1955 年

にイヌを使って行われた画期的な実験が、この現象を……例証している。実験では、

三組の子犬がまったく異なる条件のもとで育てられた。一組目の子犬はつねに愛情と
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優しさを与えられた。二組目の子犬は、科学者に近寄ってこようとするたびに罰を与

えられた。そして三組目の子犬は、まったく一貫性がなく育てられた。ときには抱か

れたり撫でられたりするが、ときには理由もなく罰を与えられたのである。……三組

の子犬のうち、最も愛想がよく、最も依存的で、最も従順なのは三組目の子犬……だ

った。 

 

  相手に「悪人幻想」を持たせることによって自分の加害行為を正当化し、服従すれば

加害行為を止めてもらえるという互酬性があるという幻想を相手に抱かせることによっ

て、相手を奴隷化して支配するという支配服従関係を「虐待型支配服従関係」と呼ぶこ

とにする。この「虐待型支配服従関係」を利用している宗教がある。古代イスラエル人

は、紀元前 10世紀頃にパレスチナの地にヤハウェという名の神への信仰（ユダヤ教の原

型）を国教とする国家を作り、しばらくの間は繁栄していたが、やがて、周辺の大国に

攻撃され、支配下に置かれたり、奴隷化されたりするようになった。これは、自分たち

が信仰する神であるヤハウェが自分たちを守ってくれなかったという状況であるが、そ

のような悲惨な状況に陥っても、古代イスラエル人は「「なんでヤハウェは自分たちを守

ってくれなかったのか？」と恨むのではなく、「きっとわたしに至らないところがあった

から、ヤハウェが戒めたんじゃ。では、わしらの至らないところとはどんなところだろ

う」と健気に考え」（中村圭志著『信じない人のための＜宗教＞講義』P.32）、ヤハウェ

への信仰を捨てるどころか、ヤハウェへの信仰をますます強めていった。この古代イス

ラエル人の行動原理は、「自分が悪いから虐待される」と思い込み（悪人幻想）、「努力し

てよい子になりさえすれば虐待されなくなるという希望」を持っている子どもと同じで

ある。 

全知全能の神を信仰する宗教には根本的な問題がある。それは、「全知全能の神を信仰

し、その神が定めたとされる戒律を守って暮らしているのに、なぜ、自分は苦しい目に

遭うのか。なぜ、全知全能の神が救ってくれないのか」という疑問に答えることが難し

いという問題である。「それは、お前の信仰心が足りないからだ。もっと厳格に戒律を守

れ」と答えていてもきりがない。「お前が苦しい目に遭うのはお前の信仰が足りないから

だ、信仰を形で示せ」と言って、お金を巻き上げ続ける悪徳宗教もあるが。そこで編み

出されたのが、「すべての生き物には前世がある。お前が苦しい目に遭っているのは、お

前が前世で犯した罪の報いなのだ」という輪廻思想や、「人間は生まれながらにして罪を

背負っている。お前が苦しい目に遭っているのは、その原罪を贖い、魂を浄化させるた

めに、神様がお与えになった試練なのだ」という原罪思想である。 

私は、キリスト教における原罪思想（注：教派により原罪に対する考え方が異なる）

には、信者に「悪人幻想」を吹き込んで、「罪深き人間である自分は神から承認されてい

るのだろうか？」という不安を抱かせることによって、神への服従を強化しようとする

ねらいがあると考えている。 
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(24) 承認呈示型支配服従関係 

内田樹氏は『下流志向』（P.213-215）で、次のように述べている。 

 

   木下恵介の『二十四の瞳』という映画……を最近もう一度見直す機会があって、こ

れはびっくりしました。……大石先生という人がひどい先生なのです。女学校を出た

ばかりの若い先生で、教師としてはまったく無能で、教科書ぐらいは教えることはで

きるのですが、子どもに相談されてもろくに受け答えもできない。昭和の初めのこと

ですから、音楽学校に行きたいという生徒がいて、その子と一緒にお母さんにお願い

に行くのですが、お母さんが「駄目です」と言ったら、子どもに「やっぱり、駄目だ

って」って言うだけ、でおしまい。貧しい家の子どもがどこかに奉公に出されると言

っても、「かわいそう」と言って、ただ泣くだけなのです。……それが理想の先生のよ

うに描かれている。…… 

   でも、重要なのは、この「全然教師としての責任を果たせない先生」が戦前の日本

ではちゃんと教育者として機能していたという事実の方です。今だったら大学二年生

くらいの、まことに頼りない女の子に向かって、子どもたちは全身を委ねるようにぶ

つかってくる。それを大石先生は必死で受け止めようとする。受け止められないんで

すけれど、とにかく受け止めようとはする。それだけで教育はきちんと機能していた。 

  昔は先生が立派だったということを言う人がいますけれど、僕はそれは違うんじゃな

いかと思うんです。大石先生なんか、今の小学校に連れてきたら、たぶんあっという

間に学級崩壊してしまうほどに指導力のない先生です。でも、そんなか弱い女の子が

理想の教師たりえた。そういう師弟関係の力学がちゃんと昭和のはじめまでは機能し

ていた。個人の力量の問題じゃなくて、制度としてきちんと機能していた。 

 

  大石先生は、子どもからの相談に応える能力はなかったが、①子どもに共感して、子

どもととに悩み、苦しみ、泣いた。また、②大石先生には子どもの思いを受け止める能

力はなかったが、必死で受け止めようと努力した。さらに、③昭和初期の農・漁村にお

いては、学力の高低は大きな問題ではなかったので、大石先生に子どもの学力を向上さ

せる能力がなくても、問題にはならなかった。この三つのことによって、“無能な教師”

が“理想の教師”のように思えたのであると、私は考える。これは、「制度」や「師弟関

係の力学」の問題ではなく、個人の力量、「マコト主義」というイデオロギー、社会的背

景の問題である。 

  “師は、教師であることによって無条件に偉く、お前は無知なのだから、教師の言う

ことに黙って従え”というイデオロギーがあっても、「今だったら大学二年生くらいの、

まことに頼りない女の子」に権威があると思うことなど無理である。したがって、権威

によって子どもたちを服従させることはできない。その代わりに、大石先生は、子ども
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に共感して、“子どもとともに悩み、苦しみ、泣いてあげたという恩”を売ることで、子

どもから“理想の教師だ”という承認と“「先生の言うことを聞く”という服従を返礼と

して買ったのである。 

「音楽学校に行きたいという生徒がいて、その子と一緒にお母さんにお願いに行くの

ですが、お母さんが「駄目です」と言ったら、子どもに「やっぱり、駄目だって」って

言うだけ、でおしまい。貧しい家の子どもがどこかに奉公に出されると言っても、「かわ

いそう」と言って、ただ泣くだけ」という行動は、部外者の立場から見れば無価値なも

のであるということになるが、当の子どもの立場から見れば精神的に価値の高いもので

ある。音楽学校に行かせてもらえない子どもや奉公に出される子どもは親からの承認を

得られていないと思い込んで、「対親型承認欲求」が満たされず、精神的に苦しい状況に

置かれてている。大石先生はそのような子どもに共感することによって、「あなたの願い

は正しい」「あなたは価値ある存在です」という承認のメッセージを親に代わって送って

いるのであり、その承認のメッセージは、そのような子どもにとって価値の高い贈与な

のである。その子どもは承認という価値の高い贈与を受けて、大石先生に、“先生の言う

ことを聞く”という服従を返礼として返すことによって、「報恩型支配服従関係」が成立

しているのである。さらに、子どもが“自分に対して承認のメッセージを送ってくれて

いる大石先生は、自分を保護してくれている人である、親代わりの人である”という幻

想を抱くようになると、「保護幻想型支配服従関係」が成立する。このようなメカニズム

で生ずる支配服従関係を「承認呈示型支配服従関係」と呼ぶことにする。 

誰かから悩み事の相談を受けた場合の“適切な？”対応は、相手の言うことに「うん、

そのとおりだね」「その気持ち、分かる」などとひたすら同意し続けることである（女性

同士の付き合いでは、よく見られる光景である）。そうすると、相手は自分の価値を承認

してくれたと思い込んでくれて、好意を抱いてもらえる。相手に真剣にアドバイスしよ

うと思って、相手のいけないところなどを指摘したりすると、自分の価値を否定された

と相手に誤解され、反感を抱かれてしまう。確証バイアス（信念維持のバイアス）が、

自分の信念に反するアドバイスを聞くことを妨げるからである。児童生徒の悩み事に対

して同意し続けるしか能のない無能教師は児童生徒から好かれ、児童生徒の悩み事に対

して適切なアドバイスができる有能な教師は児童生徒から嫌われるという不条理なこと

が起こるのである。なお、私は、児童生徒に真剣なアドバイスをするなと言っているの

ではない。児童生徒に嫌われることを覚悟の上で、真剣なアドバイスをするのは立派な

ことだと思う。ただし、確証バイアスを乗り越えて、真剣なアドバイスの価値を理解し

てくれる児童生徒は少ないだろう。 

大石先生は「子どもとともに悩み、苦しみ、泣いてあげたという恩」を売ることによ

って、子どもから「理想の教師だ」という承認と「先生の言うことを聞く」という服従

を返礼として買おうなどとは、つゆほどにも思っていなかったはずである。そのような

“下劣な”ことを考えなかったおかげで、「子どもたちが求めているものを推察して、そ
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の求めているものを子どもたちにできる限り多く与えるように努力している」という誠

意を子どもたちに示しているという体裁をとることができたのである。 

つまり、大石先生は、「マコト主義」の信奉者が理想とする行動をとっているように見

えるために、「マコト主義」を信奉する子どもたちから「理想の教師」とみなされ、「マ

コト主義」を信奉する“伝統的な日本人”を感動させるのである。しかし、現在の日本

では、子どもたちは「マコト主義」から「マゴコロ主義」へと価値観を変えつつあるの

で、内田樹氏が指摘しているように、大石先生のようなことをしていると、学級崩壊を

招いてしまう（「１．集団主義 (9)世界観に影響された教育観」参照）。 

 

(25) 洗脳型支配服従関係 

  安丸良夫氏は『日本の近代化と民衆思想』で、次のように述べている。 

 

   勤勉、倹約、謙譲、孝行などは、近代日本社会における……日常的な生活規範であ

った。…… 

私が貧乏だとすれば、右の通俗道徳は私が勤勉等々でないからだと教え、私の家庭

が不和であれば、私が不孝等々だからだと教える。その結果、さまざまな困難や矛盾

は、私の生活態度＝実践倫理に根拠をもっているかのような幻想がうまれ、この幻想

のなかで処理されてゆく。このような幻想の虚偽性をみぬくことは、同時代のなかで

は極度に困難だった。なぜなら、一つには、人々は……こうした通念にあらかじめと

らえられていたからであり、いま一つには、私の貧乏等々はたしかにある程度まで私

の勤勉等々で解決可能であり、しかもそうした解決の実例を数多くの眼前にしている

からである。（P.12-14） 

こうした意識形態においては、……成功者たちは、道徳と経済の、そしてまたあら

ゆる人間的領域における優越者となり、敗者たちは、反対に富や幸福において敗北す

るとともに道徳においても敗北してしまう。そして、成功しようとすれば通俗道徳の

ワナにかかって支配秩序を安定化させることになってしまう。（P.16） 

資本主義の鉄の法則性からすれば、一人一人の民衆のどんなにはげしい勤勉や倹約

や忍耐も、あまりに微小な力に過ぎない。だから、勤勉、倹約、忍耐、実直などは、

あるばあいには中堅の自作農か小地主程度に人々を上昇させるが、ある場合には勤勉、

倹約等々にもかかわらず人々は没落せざるをえない。（P.84-85） 

 

  江戸時代後期の二宮尊徳、石田梅岩、大原幽学らの思想に始まり、戦前の日本政府に

よって推奨され、普及していた「通俗道徳」の理念から美辞麗句を取り除くと、その意

味するところは「支配者が示す“正しい生き方”に則って、一生懸命に働いたり、学ん

だりすれば、経済的に豊かになり、社会的地位も上昇するが、“正しい生き方”をしなか

ったり、怠けたりすれば、富や社会的地位を失う」ということであり、「“正しい生き方”
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とは、支配者に有利なようになっている社会体制の維持・発展に貢献する生き方のこと

である」と、私は考える。なお、「16．集団内の格差とその正当化 (4)因果応報信仰によ

る格差の正当化」で述べるように、「通俗道徳」は、「努力型因果応報信仰」により貧富

の格差を正当化するという機能も果たしていた。 

  “組織集団（国家、企業等）において支配的立場にいる者に有利なようになっている

社会体制（従属的立場にいる者の貢献によって得られた成果の一部あるいは大部分が支

配的立場にいる者によって搾取され、従属的立場にいる者が得ることができるのは残余

の部分だけであるという点で、支配的立場にいる者に有利なようになっている社会体制

など）の維持・発展に貢献する生き方”（「支配者に利する生き方」と呼ぶことにする）

を、そのような生き方であるということは隠して、「これは“道徳的に正しい生き方”や

“功利的に優れた生き方”であるから、そのような生き方をすべきである」と宣伝・教

育するとともに、富や地位を得ている者は、「支配者に利する生き方」に忠実に従ったか

ら、その富や地位を得ることができたのだと、彼・彼女及び“彼・彼女を知っている者”

に信じ込ませる社会体制を構築することによって、組織集団において従属的立場にいる

者に“「支配者に利する生き方」が道徳的に正しい生き方や功利的に優れた生き方である

という信念”（「支配者に利する信念」と呼ぶことにする）を抱かせるという方法によっ

て生じる支配服従関係を「洗脳型支配服従関係」と呼ぶことにする。なお、“富や地位を

得ている者は、「支配者に利する生き方」に忠実に従った褒美として、その富や地位を得

ることができたのだ”と思われてしまうと、「褒賞型支配服従関係」に転化してしまうの

で、その富や地位を得たのは、“自然なことである”、“当然の権利である”、“自由競争の

結果である”、“神の見えざる手によるものである”、“因果応報である”などと思わせる

必要がある。 

  支配者が変わって、今までとは異なる「支配者に利する生き方」が必要になった場合、

被支配者は新しい「支配者に利する生き方」を受け入れることに抵抗するので、旧来の

「支配者に利する信念」を捨てさせ、新しい「支配者に利する信念」を注入する“再洗

脳”に長時間を要することになる。ただし、支配者が変わっても“再洗脳”を必要とは

しない特殊な「支配者に利する信念」がある。それは、日本ではおなじみの“長い物に

は巻かれよ”と信念である。相良亨氏は『日本人の心』（P.101）で、次のように述べて

いる。 

 

アメリカの文化人類学者ベネディクトが『菊と刀』に、日本人捕虜の誠実なるもの

をあげている。それは西洋人には驚くべきことであるという。捕虜になった日本人は

まず殺せという。国際法上、殺せないというと、やがて、その捕虜が、日本への爆撃

機に乗って、爆撃の急所を教えることになったという。これが事実であるか否かは別

として、日本人の誠実は、拡大すれば、外国人にはこのようにうけとられる構造をも

つものであることは確かであろう。それは日本人の誠実が、理に対する誠実ではなく、
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状況に対する誠実であるからである。前におかれた人、前におかれた事、現におかれ

ている状況への誠実であるからである。状況が変われば、具体的な生き方は一変する

可能性があるのである。 

 

「日本人捕虜」は、“長い物”（勢力がある人や集団）が日本軍からアメリカ軍に変わ

ったので、“日本軍に利する生き方”を捨てて“アメリカ軍に利する生き方”を受け入れ、

「日本への爆撃機に乗って、爆撃の急所を教えることになった」のである。戦前の日本

政府は、学校・軍隊での教育、国家神道の布教などにより、日本人に天皇や政府への忠

誠心を植え付けようとし、その試みは成功したがに見えたが、実は失敗していたのであ

る。戦前の日本人が天皇や政府へ恭順の態度を示していたのは、日本人が古くから持っ

ていた“長い物には巻かれよ”と信念によるものであり、戦前の日本政府による教育、

布教によってもその信念は変わらなかったので、日本人はアメリカによる占領政策に素

直に従い、政治的態度を全体主義・軍国主義によるものから民主主義・平和主義による

ものへと一変させたのである。 

「洗脳型支配服従関係」では、支配者によって“洗脳された”服従者は、“自発的に”

「支配者に利する生き方」をしようとするようになり、「支配者に利する生き方」をうま

くできるようになることが“自己実現”であると誤解したり、「支配者に利する生き方」

に“生きがい”を見出したりしてしまう。礫川全次氏は『日本人はいつから働きすぎに

なったのか』（P.215-221）で、次のように述べている。 

 

日高晋は、……『日本経済のトポス』において、……「日本的経営」の本質は、従

業員の「参加意識」の形成にあったという。…… 

企業への「参加意識」を高めた労働者は、みずから進んで労働し、会社のために働

くことを「生きがい」と感ずるようになってくる。……日本の高度経済成長を支えた

のは、……働くことを「生きがい」と感ずる労働者の存在であったと言ってよいだろ

う。しかし、そうした中で、日本の労働者は、次第に「働きすぎる」ようになり、…

…「一家揃っての夕食」という光景が失われていったのである。…… 

日高晋のいう「参加意識」であるが、要するにこれは「自発性」ということになろ

う。労働者の「参加意識」を形成するということは、言い換えれば、仕事に対する労

働者の「自発性・自主性」の調達に成功したということである。…… 

「日本的経営」において労働者に求められる「自発性」の場合、労働者自身の意識

としては、文字通り「自発的」に労働しているわけで、だからこそ、働くことが「生

きがい」にもなるのである。しかし実は、それが企業から巧みに誘導された「自発性」、

企業に貢献するための「自発性」、企業に絡めとられた「自発性」にならざるをえない

という構造である。…… 

能力主義的管理とは、いわゆる「日本的経営」を克服する経営手法として登場した
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ものである。特に、克服の対象とされたのは、「年功序列賃金」であった。だとすれば、

その目指す方向は、「業績主義」でなければならなかった。しかし、実際には、本人の

「潜在能力」が問われ、集団内における協調性が問われ、「やる気」＝自発性が問われ

た。要するに、労働者の「業績」ではなく、労働者の「人格全体」が問われることに

なったのである。…… 

やる気＝「自発性」が人事考課の対象となり、それが処遇に反映されるということ

になると、労働者の意識に、おのずから変化が生じてくる。…… 

能力主義管理の下においては、労働者の「自発性」は、企業から「その提示を求め

られる」もの、企業に対して「それを持っていることを装う」ものというふうに変わ

らざるをえない。 

 

「支配者に利する生き方」にどれだけ忠実に従っているかという観点から構成員を評

価して富や地位の分配に差をつける（やる気＝「自発性」を人事考課の対象として、処

遇に反映させるなど）と、「支配者に利する生き方」に忠実に従っている“振り”をして

いるだけの人間が富や地位を得ているという不満が生じたり、自分も“振り”だけをす

るようになったりして、構成員が本物の「やる気＝「自発性」」を失ってしまい、組織集

団の業務遂行能力が低下して、組織集団の衰退・滅亡という結果を招くことがある。そ

れは、“「支配者に利する生き方」に忠実に従っているという態度を支配者に示したこと

によって、支配者からその褒美として富や地位を与えられたのだ”と思えるようになり、

「洗脳型支配服従関係」が「褒章型支配服従関係」に転化してしまって、「(3)褒賞型支

配服従関係」で述べた欠点（①服従者は褒美をもらうのに必要な最低限のことしかしな

かったり、命令に従ったことをしているふりだけをしたりする場合が多いこと、②支配

者やその部下が監視していない時には命令違反やさぼりが横行すること、③服従者が好

きで自主的に行っていたことでも、褒美をもらわないと行おうとしないようになること）

が生じるからである。 

日本の小・中学校（一部の高校でも）に導入されている観点別学習状況の評価にも同

様の問題がある。観点別学習状況の評価とは、各教科の成績を「関心・意欲・態度」「思

考・判断」「技能・表現」「知識・理解」などの観点から絶対評価するものである。戸田

忠雄氏は福井秀夫・戸田忠雄・浅見泰司編著『教育の失敗』「第 2 章 教育官僚制からの

脱却を！」（P.74-77）で、次のように述べている。 

 

 近年、内申書の成績分布が相対評価ではなく絶対評価に変わった……教科学力のパ

フォーマンスだけでなく、態度・意欲・関心など、学習に向かう心的姿勢まで評価の

対象となる。一生懸命努力しているが、報われない者を救済するために、テスト結果

だけでなく心的姿勢を評価するというのであろう。その趣旨の裏側には次のような陰

の問題が生じてくる。かりにテストの成績が良くても、教師から見て「努力している
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ように見えない」「言うことが生意気で気に入らない」「恭順の意を表さない」、このよ

うな生徒たち……は、悪い評定をつけられる可能性を秘めていることを意味する。つ

まり、テストによる結果より勉強の過程を重視すると、教師の恣意により評定される

ことがしばしば起こりうる。勉強（努力）している様子を……他者に見せたくないと

いう屈折した思春期心理は、この年頃に共通するものであるが、独立自尊の気風を持

つ子どもほど、このような心理状態になりがちだ。自分自身の努力過程を見せないの

は、他者へのパフォーマンスましてや強者（教師・親など）への迎合と見られること

に内心忸怩たる思いを持つからだ。 

 …… 

学ぶことの根底には、自ら考え問題意識を持つことが必要である……しかし、教室

のセンセイ君主の下では、懐疑よりも服従の精神を身につけ、羊のように大人しく不

合理なことにも異を唱えなくなる。…… 

賢い子どもは面従腹背の処世術を身につける。 

 

日本の小・中学校は、「支配者に利する生き方」に忠実に従っている“振り”をしてい

るだけの人間を大量生産しているということである。 

「洗脳型支配服従関係」には、いくつかの弱点がある。 

一つ目の弱点は、“洗脳”は失敗する場合が多いことである。人間の心は遺伝的に特定

の方向に向かって発達するようにできている――それが個性である――ので、どのよう

な方法を用いても、その人の本性（個性）に反する信念を抱かせることはできない。“洗

脳”が成功するのは、それが対象者の本性に合致する場合だけであり、本性に反する場

合には失敗する。また、支配者が押し付けようとしている信念が「支配者に利する生き

方」であることを見抜けるだけの知的能力を持っている人間を“洗脳”することはでき

ない。 

二つ目の弱点は、「洗脳型支配服従関係」によって秩序を保っている組織集団では、従

属的立場にいる者が「支配者に利する生き方」に従っているかどうかが最重要視され、

高い能力を持っていても「支配者に利する生き方」をしようとしない者を組織集団から

排除しようとするので、構成員の平均的な能力が低下してしまうという点である。上述

したように、知的能力の高い人間ほど、“洗脳”されにくいからである。 

三つ目の弱点は、「支配者に利する生き方」に忠実に従った者に間違いなく富や地位を

与えることは難しいので、「支配者に利する生き方」に忠実に従っているのに富や地位を

得られない者が「支配者に利する信念」を捨てて支配者に反抗したり、「支配者に利する

生き方」に従っている振りをしているだけの人間が富や地位を得ているという不満が爆

発したりして、組織集団が混乱に陥ることがあるという点である。 

四つ目の弱点は、「洗脳型支配服従関係」は、成長・発展している組織集団でしか機能

しえないという点である。「支配者に利する生き方」に忠実に従った者に富や地位を与え
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続けるには、組織集団が成長・発展し続けている必要があり、組織集団の成長・発展が

止まったり、衰退したりすると、「支配者に利する生き方」に忠実に従った者に富や地位

を与えることが困難になって、「支配者に利する信念」が揺らいでくるからである。例え

ば、高度経済成長期の会社人間的な生き方を“社畜”と呼んで批判する人が増えてきた

のは、日本の経済成長が止まってしまったために「支配者に利する信念」が揺らいでい

るからである。「支配者に利する信念」が揺らいでいるから、企業において、やる気＝「自

発性」を人事考課の対象として、処遇に反映させたり、公教育において、観点別学習状

況の評価を導入したり、道徳教育を強化して「通俗道徳」を教えようとしたりするので

ある。 

 

(26) 同調強制型支配服従関係 

「2.世界モデルと無意識的信仰 (10)マゴコロ主義、自生的調和信仰、同調型和合倫理」

で説明した支配服従関係である。 

 

(27) 自主規制型支配服従関係と自主規制型いじめ 

恒吉僚子氏は『人間形成の日米比較』で、次のように述べている。 

 

日本の小学校は……児童が「自発的」に集団に同調することが奨励され、自発的同

調を促すと思われる指導が好まれている。たとえば、掃除などでも、全員が協力して

掃除した結果、教室がきれいになり、勉強がしやすくなったと児童が感じて、「自発的

に」協力したくなるように配慮すべきだというようなことが言われる。……組織的に

設定された集団目標は、朝会や各種の掲示などによって……繰り返し学校成員に示さ

れ、目標を児童に内面化させようと多大な努力が払われている。そして、児童がそれ

らの目標を自分の価値として身につけ、自発的にそれに従い、集団目標の番人として

自分の友人たちを支持したり規制したりすることが、価値としても、小集団を使った

制度を通じても、奨励されている。（P.76-77） 

日本の児童は、放任された状態で自然に集団行動を営んでいるわけではない。特定

の目的や手順を伴った集団活動が制度化され、学級による話し合いが設定され、反省

会が組まれ……というように、構造的に、児童の行動は方向づけられているのである。

（P.80） 

「運動会、みんなで力をあわせてがんばろう」……スローガンの提案者が児童であ

るにもかかわらず、教師が提案したとしてもおかしくないような内容があるのはどう

してであろうか。……児童が提案する意見であるから、理論的には、……大人から見

て常識外れの提案が出てきてもよいはずである。児童たちが、「運動会は皆でさぼる日」、

などという合意に達してもよさそうなものである。しかし、実際は、教師の誘導のも

とで、児童が教師の意をくみ、大人が納得するような意見にまとめるのである。幼い
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子供相手に日本のこのような試みが機能するのは、大人の誘導のもとに、児童が教師

の考えていることをくみ、クラスの意見、班の意見……、と気遣いながら、大人でも

納得できるような提案を行う訓練がされていることによると思われる。（P.122-123） 

 

日本の小学校やその教師には、①“社会一般での善き生き方”という名目の“学校・

教師に利する生き方”を児童に押し付けることによって、児童との間に「洗脳型支配服

従関係」を成立させるとともに、②多数の児童が教師の意図を察知して、その意図通り

に先回りして行動してくれ、教師の意図を無視して行動する少数の児童に対しては、学

校・教師に従順な児童が、「おまえは空気を読めない奴だ」などと言って制裁を加えてく

れることによって、児童を支配するという支配服従関係を成立させることを期待してい

る者が多いということである。後者の支配服従関係を一般化すれば、組織集団の構成員

の多数が、支配者に気に入られることによって利益を得ることを目的に、支配者の意図

を察知して、その意図通りに先回りして行動することによって、その組織集団に支配者

の意図に沿った「いきおい」（場の空気、雰囲気、ノリ等）が生まれ、その「いきおい」

を無視して行動する少数の構成員に対しては、支配者に従順な構成員が「おまえは空気

を読めない奴だ」などと言って私的制裁を加えるという支配服従関係ということになる。

このような支配服従関係を「自主規制型支配服従関係」と呼び、「自主規制型支配服従関

係」において私的制裁として行われるいじめを「自主規制型いじめ」と呼ぶことにする。 

「自主規制型支配服従関係」は、前述した「洗脳型支配服従関係」に似ているが、「洗

脳型支配服従関係」における服従者は「支配者に利する信念」に従って「支配者に利す

る生き方」をするのに対して、「自主規制型支配服従関係」における服従者は「支配者に

利する信念」を抱いていないのに、支配者に気に入られようとして「支配者に利する生

き方」をするという点に違いがある。そのため、「洗脳型支配服従関係」における忠誠は

「支配者に利する信念」に対する忠誠になるが、「自主規制型支配服従関係」における忠

誠は“自分の支配者であると認めた相手”に対する忠誠になる。 

「おまえは空気を読めない奴だ」などと言って私的制裁を加えるというのは、支配者

の意図を無視したことに対して私的制裁を加えるのではなく、多数派に同調しないこと

（＝空気を読んで行動しないこと）に対して私的制裁を加えるという形をとるというこ

とである。例えば、教師に従順な児童が教師の意向を汲んで“自発的に”立案した行事

に参加・協力しない児童は、「一人だけさぼってずるい」（この言葉は、多数派に同調し

ないので、けしからんということを意味している）というような非難を浴び、仲間はず

れにされるという「自主規制型いじめ」にあうのである。“支配者に従順な多数派”によ

る“多数派に同調しない少数派”への私的制裁は、日中戦争・太平洋戦争当時の日本で

は激しいものとなった。内藤朝雄氏は『いじめの社会理論』（P.14-17）で、次のように

述べている。 
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全体主義社会では、中間集団が個人に対して過度な自治と参加を要求する。……た

とえば戦前の天皇教国家主義を考える場合、次の二つの側面の両方を視野に入れなけ

ればならない。 

①全体主義国家による人々への圧制的支配の側面。 

②自治と共同を煽り立てる制度・政策的な環境条件のもとで、民衆が、「われわれ」

の共同性あるいは共通善から離れているように思われる（あるいはそういうものと

してターゲットにされた）隣人をつるしあげ、ひどい場合には血祭りにあげる側面。

…… 

……戦時中に近隣関係が組織化され、さまざまなイベントとともに「公」に献身す

る共同体的様式が強制されたとき、いままで潜在化していた妬みや悪意が解き放たれ

た。…… 

ある 61 歳の女性は、隣組の防空演習や行事でいじめられていた母がストレス死した

体験を、新聞に投稿している（『朝日新聞』1991年 12月 2日）。…… 

 

父が英字新聞を読んでいたり、娘二人がミッション系の私立女学校に通っている

ことが、かっこうの口実にされたのでしょう。子供を産んだばかりの母なのに、水

をいれたバケツを持ってはしごを登らされ、町内のおじさんに怒鳴られながら、何

度も何度も屋根に水をかけていました。もともと心臓が弱かった母は、その秋、…

…亡くなりました。（中略）防空演習で普通のおじさんが、急にいばりだしたり、在

郷軍人が突然、権力をふるいだし、母が理由もなく怒鳴られているのを見て、非常

に不愉快でした。…… 

 

……上記事例が示唆するように、全体主義のさまざまな側面のうち、次の二つの側

面を両方視野に入れる必要がある。 

①空襲やアウシュビッツや特高（特別高等警察）のように国家が個人を直接圧殺す

る側面。 

②「われわれ」の「パブリック」への強制的な献身要求、そしてこの献身を自己の

アイデンティティとして共に生きる「こころ」の強制、さらに「パブリック」を離

れたプライベートな自由や幸福追求への憎悪、といったものが草の根的に沸騰する

共同体的専制の側面。 

 

「アウシュビッツや特高（特別高等警察）のように国家が個人を直接圧殺する」国家

は分かりやすい全体主義国家であり、そのような国家を人権無視の国家であるとして非

難することは容易である。同様に、児童生徒の行動を校則でがんじがらめに縛り付けて

自由を奪い、学校・教師に反抗する者には容赦なく体罰を加える学校は分かりやすい全

体主義の学校であり、そのような学校を人権無視の学校であると非難することは容易で



 199 

ある。 

しかし、日中戦争・太平洋戦争当時の隣組のように、隣組の普通の「おじさん」が国

家から高く評価されることを目的に、国家の意向を汲んで、国家の意向に沿わないと思

われる隣人に私的制裁を加える場合はどうであろうか。日中戦争・太平洋戦争の時には、

国家が特高、憲兵などを使って直接に国民に弾圧を加えたので分かりにくくなっている

が、特高や憲兵のようなものがおらず、国家が直接には手を下すことはなかったとした

ら、どうであろうか。このような場合、隣組や「おじさん」が全体主義的で人権を無視

しているという非難を浴びることはあっても、国家が全体主義的で人権を無視している

ということには気づきにくいであろう。「集団内同調型調和信仰」や「同調型和合倫理」

（「2.世界モデルと無意識的信仰 (10)マゴコロ主義、自生的調和信仰、同調型和合倫理」

参照）を抱いている人は、隣組の“和”を乱す“悪者”に対して制裁を加えているだけ

で、人権無視などではないと考えることが多いだろう。「おじさん」と同じように、国家

から高く評価されたいと思っている人（国家に対して「対支配者型承認欲求」を抱いて

いる人）ならば、そのように考えて、「おじさん」が行っている私的制裁に荷担するであ

ろう。このような隣組が全国どこにでもあれば、国民は国家の意向に従順に生活せざる

をえなくなり、その国家は、直接には国民に手を下すことなく、全体主義国家に近い状

態を実現でき、しかも、外国から人権無視が横行していると非難されることがあっても、

国民は“自発的に”そうしているだけだと弁解できる。「自主規制型支配服従関係」をう

まく利用すれば、全体主義社会に近い社会を作れるのである。現に、日本では、組織集

団の多くが「自主規制型支配服従関係」によって全体主義社会に近い状態になっている。 

組織集団の構成員の多数が支配者の意図を察知（忖度）して、その意図通りに先回り

して行動してくれるようになるには、彼・彼女らが「相互推察型至誠的世界モデル」を

持って「相互推察型マコト主義」を信奉するとともに（「2.世界モデルと無意識的信仰 

(11)至誠的世界モデル、(12)マコト主義、至誠的調和信仰」参照）、支配者に対して「対

支配者型承認欲求」を抱いている必要がある。「相互推察型至誠的世界モデル」では、「支

配者が自分（被支配者）に求めていることを推察して、“支配者から求められていること

をするという贈与”を支配者にすればするほど、支配者は“自分（被支配者）のことを

高く評価してくれるという返礼”をより多くしてくれる」ということになるからである。

したがって、「自主規制型支配服従関係」は、「相互推察型至誠的世界モデル」を持たず

「相互推察型マコト主義」を信奉しない相手や支配者に対して「対支配者型承認欲求」

を抱かない相手の間には成立しえない。例えば、子どもたちの間では「相互推察型マコ

ト主義」の信奉者が減り、「マゴコロ主義」の信奉者が増えているので、学校や学級では、

「自主規制型支配服従関係」が成立しにくくなってきている。また、“学校へ行っても学

力が向上しないという現実”を突きつけられた児童生徒（いわゆる「落ちこぼれ」）は、

学校・教師に対して「対支配者型依存欲求」を抱くことはない（「(19) 指導型支配服従

関係」参照）なので、学力が最低レベルの教育困難校（いわゆる「底辺校」）では「自主
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規制型支配服従関係」は成立しえない。 

「相互推察型至誠的世界モデル」を持ち「相互推察型マコト主義」を信奉している人

たちは、「支配者が自分（被支配者）に求めていることを推察して（忖度して）、“支配者

から求められていることをするという贈与”を支配者に多くする人間」のことを“気が

利く人間”と呼び、“気が利く人間”は、“いつも誠意を尽くしている人間”なので“有

能な人間”であり、“気が利かない人間”は、“まったく誠意を尽くさない人間”なので

“無能な人間”であると考えている。さらに、困ったことに、自発性とは気が利くこと

であると勘違いして、“気が利く人間”のことを“自発性に富んだ人間”と呼び、“本当

の意味で自発性に富んだ人間”（指示を待たずに、自分で判断して行動し、その結果に責

任を負う人間）のことを“自分勝手な人間”（「相互推察型マコト主義」によれば、誠意

を持たず、組織集団の和を乱す不心得者ということになる）と呼び、“無能な人間”であ

ると考えている人が多い。その結果、「相互推察型マコト主義」を信奉しない人が、「自

発性を発揮しろ」と言われて、本当の意味での自発性を発揮したら、「おまえは、自分勝

手な人間だ。無能だ」と評価されてしまい、どうすれば良いのか途方に暮れるというこ

とになってしまう。「あの上司は、自分の好き嫌いで人を評価している」と思うようにな

るかもしれない。本田由紀氏は『軋む社会』（P.250-252）で、次のように述べている。 

 

いざ学校をはなれる段階になったとき、……それまでの「いうことに従え」という

メッセージが、一転して「自分で決めろ」に変わるのです。……失敗は、あなたたち

の「意欲」や「コミュニケーション能力」がたりなかたせいにされるのです。 

でも、ここでいわれている「意欲」や「コミュニケーション能力」は、じつのとこ

ろ、企業が望むような考え方や意識を自発的に読み取り、先まわりして行動するよう

な資質にほかなりません。 

…… 

学校でも企業でも、そして家庭でも、いまは昔とくらべて若者の自発性や主体性を

ずっと重んじるようになっているかに見えます。しかし、その自発性や主体性は、あ

くまで教師や親、企業が考えている方向に沿ったものであることが求められているの

です。だから、若者が違う方向を目指すことを押さえつけるような風潮が学校や企業

にはあります。 

これは若者のなかに大きな混乱をもたらす「ダブルマインド」状態です。おとなは、

若者に自由を与えたかのように振る舞いながら、いつでも潜在的に、ものごとの正解

をちらつかせているのです。ふたつの相反するメッセージが同時に社会から若者に対

して発せらられている。だから、若者はどう反応していいのかわからない。 

 

(28) 主体性破壊型支配服従関係 

精神的な暴力を用いて人間の主体性を破壊し、四六時中ずっと命令や規則にしたがっ
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て行動することを強制し、自分独自の判断にしたがって行動する機会を奪うことによっ

て、その人間を恒常的な「組織の歯車状態」に陥らせ、支配する方法がある。この方法

により生ずる支配服従関係を「主体性破壊型支配服従関係」と呼ぶことにする。「主体性

破壊型支配服従関係」は、軍隊の大部分、一部の企業、一部の学校、一部の運動部・体

育会などで用いられている。ニコラス・ハンフリーは『内なる目』（P.184-192）で、次

のように述べている。 

 

アメリカの軍隊、および世界の他のあらゆる軍隊で実践されている基本的な訓練は、

「私」の感覚を意図的に弱体化させるよう目論まれている。……ピーター・ボルンは、

ヴェトナムへ従軍させるための新規兵を訓練する……手順について述べている。 

 

訓練の初めの２、３週間は、兵士を個人として特徴づけるのに役立つあらゆるも

のを肉体と言葉で罵倒し、恥辱を与え、たえず無視し、疑うことをもって特色と

する。頭は短く刈られ、個人的に思考する能力は冷笑され、日々のあらゆる瞬間

は細かくプログラムされ、スケジュール化される。 

 

そのような訓練の効果……は、兵士を情緒的に死んだ状態にすることである。彼自身

の自我は組織的に破壊される。彼はもはや、自らの感情を信頼せず、おそらくは信じ

ることすらしない。そこから先の彼は、……自己基準点をもてなくなるのだ。 

 

   上官および軍隊への尊敬の身振りは、新兵の卑屈で汚名に満ちた役割をたえず強

化しながら認識させる方法として強制的かつ継続的に必要とされる。……基本訓

練で教え込まれた服従は、他人の意見をあてにし受け入れる依存性へと効果的に

導く。自分自身の幸福および自らの行為の結果に対する責任は放棄され、つねに

上官の手に委ねられている。 

 

かくして、服従は兵士から自己批判を免除する。彼はもはや「彼の」行為について思

い悩まない。なぜなら彼の行為は「彼らのもの」となるからである。…… 

次に掲げるのは、……インタビューされた公式の記録である。この人物は、合衆国

海軍特別部隊の一員、スティーヴである。 

 

私はヴェトナムで行動に移るとき、心をよぎった唯一の思いは、まさに計画され

たとおりのこと、つまり共産主義者を殺すことだった。そして私は機械、きわめ

て効率的な機械になった。 

 

  軍隊における訓練のねらいは、兵士から自分の頭で考えて行動し、その行動の結果に
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責任を負うという主体性を奪い、兵士を何も考えずに上官の命令どおりに行動し、その

行動の結果に何らの責任も感じない完璧な“組織の歯車”、つまり、“プログラムどおり

に動くロボット”に変えることにある。兵士から自分の頭で考えて行動する能力を奪う

ために、「個人的に思考する能力は冷笑され、日々のあらゆる瞬間は細かくプログラムさ

れ、スケジュール化される」という精神的な暴力を用いるのである。戦争とは要するに

人殺しと物の破壊であるから、自分の行動の結果にいちいち責任を感じていたら、戦闘

行為ができなくなってしまう。“プログラムどおりに動くロボット”の行動の結果に責任

を負うのはプログラムを作った人間であり、ロボットではないということである。 

  学校での「主体性破壊型支配服従関係」の形成は、マイルドな形で行われることが多

い。柳治男氏は『＜学級＞の歴史学』で、次のように述べている。 

 

時間割というわれわれにはありふれた紙切れが示すことは、教科の好き嫌いや、優

先順位などに関する自己決定権を児童生徒に認めていたのでは、学校の一斉授業は成

立しないということである。児童生徒を無力化し、彼らから学習過程に関する自己決

定権を剥奪することによって、ようやく「学級」による教授活動は成立しうる。……

学校は、個々の生徒が日常的に社会と接触する際、自己のアイデンティティを確認す

るに必要なものを奪い取ったり、着用を制限したりする。例えば学校は、所持品検査、

身体検査、あるいは制服や身なりについての校則の制定という手続きを行う。さらに、

就学前あるいは就学後の調査を通じて、教師は児童生徒の成育歴、生活環境等の資料

を得ることにより、生徒の生活を丸裸にすることができる。……教室は、フーコーが

『監獄の誕生』で述べた、「一望監視装置（パノプチコン）」さながらに、教師によっ

て個々の生徒の行動が一度に監視される場である……生徒は自分の秘密を持つことが

制限され、多様な方法で教師の情報として蓄積されていく。逆に生徒の側が教師に関

する情報を得る機会は、ほとんどない。……かくして、自己の生活の細部まで知り尽

くされ、秘密を持つことができなかったり、自分のペースで生活をすることが承認さ

れなかったりした場合、人間は次第に無力化されていく他はない。（P.179-181） 

自分で選んだり決定したりすることができないことは、逆に見れば、指示どおりに

しか動かないことを意味する。「指示待ち人間」という、消極的な行動しかとりえない

若者の増加は、このような学級制に埋没した生活と深くかかわっているのであろう。

自分の意思で選択し、自分の意思で決定することを止めてしまい、完全に他人が定め

たレールの上に乗っただけの生活を長年継続してきた若者に、積極的な行動を求める

のがそもそも無理であろう。（P.189） 

 

「指示待ち人間」は、「自分の意思で選択し、自分の意思で決定すること」ができず、

「指示」という支配を自分から進んで受け入れる人間、つまり、“ロボット化された人間”

である。企業経営者・管理職の中には、今の若者は「指示待ち人間」ばかりで、使い物
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にならないという人がいるが、それは、彼・彼女らが「指示待ち人間」に詳細で明瞭な

「指示」を与えないからである。「指示待ち人間」は詳細で明瞭な「指示」を受ければ、

その通りに動いてくれる。おおざっぱで不明瞭な「指示」しか与えてくれないので、う

まく働けないだけである。「相互推察型至誠的世界モデル」を持ち「相互推察型マコト主

義」を信奉する（「2.世界モデルと無意識的信仰 (11)至誠的世界モデル、(12)マコト主

義、至誠的調和信仰」参照）企業経営者・管理職の理想の人間像である「“気が利く人間”

＝“言葉にして指示されなくても、企業経営者・管理職の意図を察知して、その意図通

りに先回りして行動してくれる人間”」ならば、詳細で明瞭な「指示」を与えなくても、

望むとおりに動いてくれるが、「相互推察型至誠的世界モデル」を持たず「相互推察型マ

コト主義」を信奉しない人間はそうはならないことが多い。「相互推察型至誠的世界モデ

ル」を持たず「相互推察型マコト主義」を信奉しない人間からすれば、“気が利く人間”

は、“ゴマすり人間”であり、軽蔑の対象なのである。 
 
９．集団の分類 

(1) ネットワーク集団と観念的集団 

集団は、個人によって構成される場合もあれば、組織集団によって構成される場合も

ある。集団を構成する単位となる個人または組織集団のことを「構成単位」と呼ぶこと

にする。 

社会学では、集団を組織集団（組織的集団）と非組織集団（非組織的集団）に大別す

ることが多い。組織集団とは組織化された（特定の目的を達成するために構成員の活動

を相互調整するシステムを持った）集団（家族、企業、国家など）のことであり、非組

織集団とは組織化されていない集団（群衆など）のことである。しかし、私は、組織集

団と非組織集団という区別だけでは不十分であり、「ネットワーク集団」と「観念的集団」

と呼ぶべきものも存在していると考える。 

「ネットワーク集団」は、「私たちは何らかの点において同質である」（血縁関係にあ

る、同じ言語を話す、同じ文化を持っている、同じ宗教を信仰している、同じ価値観を

持っているなど）という認識（虚構であってもよい）によって結びついており、その「構

成単位」同士は、互酬性等に基づく相互依存、協議・説得・脅迫・実力行使等による相

互調整、情報交換などの関係にある。 

日本で世間と呼ばれている集団は「ネットワーク集団」の一種である。中根千枝氏は

『適応の条件』（P.111-115）で、次のように指摘している。 

 

   日本の場合には、……社会生活において最も重要な意味を持つ人々は、……一定の

場を共有する……集団としての形をとりやすい。……その集団は……ソトに向かって

排他性をもち……人々は、この自己にとって第一義的な所属集団を“ウチ”とよんで

いる。……これを第一カテゴリーとよぶ。 
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この第一カテゴリーの集団を構成する人々は、自己にとって最も重要な意味をもつ

仕事をとおして形成される仲間である。この人々はほとんど毎日のように顔を合わせ

るのがつねである。……この第一カテゴリーに入る人々というのは、たとえば、農村

の場合であれば、昔からまとまりをもっていた部落の成員に相当する……都会であっ

たら、同じ職場で働く人々である（大きな会社などであったら一つの課を構成する人々

であり、商店であれば、同業の仲間、または同じ町内の人々である）。…… 

   この第一カテゴリーをとりまいて、第二カテゴリーが設定されている。……農村の

場合ならば、自分の……部落と関係の深い隣接地域の村々を包む範囲である。たとえ

ば、母や妻の里の人々、姉妹や娘たちの嫁ぎ先、それから同じ小学校、中学校に行っ

た仲間の散在している範囲、その他、仕事やムラの行事をとおして密接な関係をもつ

人々……などである。……さらに、さまざまな「知り合い」と呼ばれる人々を含む。

…… 

   日本人にとっては、この第二カテゴリーまでが自分と関係をもつ人々で、それ以外

は他人（ヨソのヒト）である。……ここでは……第三カテゴリーとよぶ。…… 

   日本人の仕事ならびに社会生活は、基本的にはすべて第一、第二カテゴリーの中で

営まれ、第三カテゴリーの人とは、その時々のビジネスでつながっているだけである。 

   

  中根千枝氏の言う「第二カテゴリー」の集団が「世間」であり、私が言うところの「ネ

ットワーク集団」である。中根千枝氏による「第一カテゴリー」、「第二カテゴリー」、「第

三カテゴリー」という区別は日本に特有なものではなく、昔は、世界のどこでもそのよ

うな区別があったと、私は考える。 

  「観念的集団」は、直接的なコミュニケーションがないにもかかわらず、同じ宗教、

思想、道徳、価値観などを信じることによって、行動様式が共通化された人々によって

構成される“観念上の集団”である。 

 

(2) 組織集団の独自分類 

組織集団は共同体（community）と結社（association）に大別されることが多いが、

現実に存在する組織集団には共同体と結社の中間的なものが多いので、共同体と結社と

いう二分類だけでは各集団の特性を十分には把握できない。そこで、本稿では、私独自

の分類を行う。 

第一に、①組織集団の「構成単位」の構成が固定的か、流動的かという観点（組織集

団間の移入・移出が多いか少ないかという観点）、②組織集団が「構成単位」の生活全般

に関与しようとする包括志向を持つか、「構成単位」の生活に関与するのは組織集団の事

業遂行に必要な範囲内にとどめべきだという限定志向を持つかという観点という二つの

観点から、組織集団を「共同体」、「公共体」、「共益体」、「結社体」の四つに分類する。「共

同体」は固定的かつ包括志向、「公共体」は固定的かつ限定指向、「共益体」は流動的か
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つ包括志向、「結社体」は流動的かつ限定志向である。 

組織集団の「構成単位」の構成が固定的というのは、全く変化がないということを意

味しているのではなく、「構成単位」になる資格が親から子へと世襲される（親が集団Ａ

の「構成単位」であれば、子も集団Ａの「構成単位」になる）場合のように、「構成単位」

の構成の変化が緩慢であるということを意味している。 

「共同体」と「公益体」は「構成単位」の生活全般に関与しようとする包括志向を持

つといっても、それは理念の問題であって、現実には、「共同体」や「公益体」による干

渉を受けずに「構成単位」が自律的に動ける生活領域が少しは残されている。 

「公共体」と「結社体」では、「構成単位」の生活領域を“私的な領域”（各構成単位

独自の領域）と“公的な領域”（複数の構成単位に共通な領域）にはっきりと分け、“私

的な領域”には「公共体」・「結社体」が干渉しないようにすることによって、「構成単位」

の「公共体」・「結社体」からの限定的な独立性・自律性を制度的に保障しようとする。「構

成単位」が個人であれば、個人に限定的な自由（「公共体」・「結社体」からの自由）があ

るということであり、「構成単位」が組織集団であれば、組織集団に限定的な自治権（＝

自由）があるということである。 

第二に、構成員全員が顔見知りになることができ、構成員間で頻繁な対面的コミュニ

ケーションを行うことができる程度の規模の組織集団を「小規模集団」と呼び、そのよ

うなことが不可能な規模の組織集団を「大規模集団」と呼ぶことにする。「小規模集団」

と「大規模集団」の境界は 150 人前後にある。ロビン・ダンパーは『友達の数は何人？ 

ダンパー数とつながりの進化心理学』（P.22-25）で、次のように述べている。 

 

 くわしい人口調査が行われた約 20の部族社会では、氏族や村といった集団の平均人

数は 153 人であることがわかった。…… 

ビジネス組織論では 1950年代からよく言われてきたことだが、組織の規模が 150人

ぐらいまでなら、ひとりひとりの顔がきちんとわかるレベルで仕事が回る。それ以上

になったら、序列構造を導入しないと仕事の効率は落ちる。…… 

ビル・ゴアは、世界で最も成功した経営者のひとりだ。……生産量を増やすとき、

彼は既存の製造設備を拡大するのではなく、工場を新設する道を選んだ。どれも従業

員 150人程度の工場だ。…… 

フッター派や……アーミッシュというと、厳しい宗教戒律にもとづいた独自の共同

体を形成し、農業に従事している人々だ。彼らの共同体の構構成員は平均 110 人、人

数が 150 人を超えると、共同体を二つに分けてしまう。構構成員同士の社会的圧力だ

けでは、行動をコントロールできないからというのがその理由だ。共同体をまとめて

いるのは仲間に対する義務感と相互依存だが、150人より大きい集団ではそれが効力を

失ってしまう。 
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第三に、「構成単位」がどれだけ入れ替わっても組織集団自体は存続すると観念されて

いるか、現在の「構成単位」の大半がいなくなれば、その組織集団ではなくなると観念

されているかという観点から、組織集団を「永続的集団」と「一時的集団」に分類する。

「永続的集団」には、「構成単位」になる資格が親（あるいは親の家族）から子（あるい

は子の家族）へと世襲される「世襲制永続的集団」と、世襲されない「非世襲制永続的

集団」がある。 

「永続的集団」では、「組織神格化教」が信仰されることが多い。「永続的集団」は半

永久的な命を持った生命体のようなものであり、「構成単位」はその生命体を構成する細

胞のようなものであるとみなされ、「構成単位」は「永続的集団」が永続できるように力

を尽くすべきであるとされるのである。他方、「一時的集団」では、「組織神格化教」が

信仰されることは少ない。その結果、「永続的集団」では「個人は集団のために存在する」

と考えられ、「一時的集団」では「集団は個人のために存在する」と考えられることが多

い。 

第四に、「構成単位」間に支配服従関係があるか否かかという観点から、組織集団を「階

統制集団」、「盟主制集団、」「平等制集団」、「平等偽装集団」に分類する。「階統制集団」

では、各「構成単位」がピラミッド型の支配服従関係に位置づけられる。「盟主制集団」

では、一つの「構成単位」だけが抜きん出た権力を持ち、他の「構成単位」同士は平等

である。「平等制集団」では、「構成単位」間に支配服従関係がないという意味において、

すべての「構成単位」が平等である。「平等擬製集団」は、「構成単位」間に支配服従関

係があるのに、そのことを隠し、「構成単位」間に支配服従関係がないという意味におい

て、すべての「構成単位」が平等であるかのように装っている組織集団である。 

第五に、「構成単位」同士が関係を結ぶことことによって、「生き方承認欲求」（自分の

生き方を他者に承認してもらいたいという欲求）を満たし合うことを主目的とするのか、

「構成単位」同士が関係を結ぶことによって、生活上のニーズ（物資の生産・流通・消

費、養育・教育、医療・介護、外敵からの防衛など）を満たし合うことを主目的とする

のかという観点から、組織集団を「承認志向集団」と「ニーズ志向集団」に分類する。

なお、「承認志向集団」が副次的に生活上のニーズを満たすこともあれば、「利益志向集

団」が副次的に「生き方承認欲求」を満たすこともある。 

 

(3) 家族型共同体と家族型公共体 

  家族とは、婚姻関係・血縁関係・養子縁組関係によって結ばれ、生活をともにする人々

が構成する組織集団であると定義できる。家族は、①一夫一妻制をとる一組の夫婦とそ

の未婚の子どもからなる「核家族」、②複数の核家族が親子関係によって結びついた「拡

大家族」（祖父母と同居する家族など）、③一夫多妻制や一妻多夫制をとる「複婚家族」

に分類できる。人類が狩猟採集生活を送っていた時代には核家族が基本であり、拡大家

族や複婚家族が増加したのは、人類が農耕牧畜を始めてからである。 
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  産業化以前の家族は、全員で農耕・牧畜に従事し、親が子どもを教育するというよう

に、構成員の生活全般に関与していることが多かったので、「共同体」であることが多か

ったが、産業化以後の家族は、親は企業に働きに行き、子どもは学校に勉強しに行き、

家庭では食事・入浴・洗濯・睡眠・娯楽等をするだけというように、構成員の生活の一

部にしか関与しないことが多いので、「公共体」であることがあることが多い。「共同体」

である家族を「家族型共同体」と呼び、「公共体」である家族を「家族型公共体」と呼ぶ

ことにする。「家族型公共体」の構成員は、企業、学校などの組織集団の構成員でもある

ことが多い、つまり、複数の組織集団に所属することが多い。 

なお、後述する「バンド型公益体」や「血縁型地域共同体」の中の家族は、構成員の

生活の一部にしか関与せず、家族の構成員は「バンド型公益体」や「血縁型地域共同体」

の構成員でもあるので、「家族型公共体」である。 

 

 (4) 順位制の群れ → 平等制集団 

  ジョナサン・ハイトは『社会はなぜ左と右にわかれるのか』（P.271-274）で、次のよ

うに述べている。 

 

   クリストファー・ベームは、……『森の中の階層制（HierＡrchy in the Forest）』

で次のように結論する。「ヒトは階層性に向かう生得的な傾向を持っているが、私たち

の祖先は、ここ数百万年のいずれかの時点で＜政治的な変化＞を遂げ、グループを支

配しようとする、最優位雄
ア ル フ ァ メ イ ル

の候補を集団で統制し、罰し、殺すことで平等主義者とし

て生きるようになった」と。 

   ……チンパンジーでさえ、地位の低い個体が結束してアルファメイルを倒し、時に

は殺すこともある。そのため、……アルファメイルは、……協力してくれる仲間を見

つけて、反抗を未然に防ぐ政治能力を身につけなければならない。 

   原人類の生活が、アルファメイル（および二、三個体の仲間）と、権力から締め出

されたその他多数のオスのあいだの、微妙な力のバランスの上に成り立っているとし

よう。そして全員に槍を持たせたとする。身体の力のみでは戦いの 帰趨
き す う

が決しなくな

ると、力のバランスが変化する可能性は高い。……初期の人類が槍を制作するように

なると、いばり散らすアルファメイルを誰もが殺せるようになった。…… 

   私たちの祖先は……アルファメイル候補による、他個体を支配しようとする攻撃的

な行動を特定しては、それに関するゴシップを流していた。それだけではアルファメ

イル候補を抑えられないまれなケースでは、武器を用いて倒させた。…… 

   とはいえ、人間の本性が突然変化して平等主義的になったわけではない。人は依然

として、可能なら他の人々を支配しようと試みていた。それよりむしろ次のように考

えるべきだろう。ゴシップの能力と武器を手にした人々は、ベームの言う「順位制の

逆転」を発達させ、下位のメンバーが結束してアルファメイル候補を抑制し、支配で
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きるようになったのだと……その結果生まれたのは、階層制への生得的な志向を持つ

個体間の協力によって築かれた、まだ脆弱な政治的平等主義であった。…… 

   政治的平等主義への移行を果たしたグループには、道徳……の発達においても大き

な飛躍があった。……グループの規範を尊重しない者や、いばり屋のごとく振る舞う

者は、避けられ、追放され、殺されることで、遺伝子プールから除去されていった。

かくして、遺伝子と文化的な実践（たとえば規範を守らない者を集団で殺害するなど）

は共進化してきたのだ。…… 

   ときに「リアクタンス」とも呼ばれる義憤は、アルファメイル（メスも含む）の示

す、他の個体を支配しようとするあらゆる攻撃的な行動によって引き起こされる（た

とえば、権威者に何を禁じられると、余計にその何かをしたくなることがあるが、そ

の感情が「リアクタンス」にあたる）。 

    

群れの中での順位を巡る闘いの勝敗は、普通の動物では、個々の身体的な力によって

決まるが、チンパンジーでは、複数のオスが連合して闘う場合があり、個々の身体的な

力だけではなく、連合者の数によって勝敗が決することが多い。そのため、チンパンジ

ーの群れのアルファメイルは、その地位を維持するために自分に従ってくれる配下を増

やすことが不可欠であり、配下を増やすためには、配下に獲物を分け与えたり、メスの

独占をあきらめて配下との交尾を許容したりするなどして“温情”を示し、配下との間

に「畏怖型支配服従関係」（「8.支配服従関係 (7)畏怖型支配服従関係」参照）を作り出

す必要がある。 

言語の使用は、アルファメイルを倒すための連合の形成を容易にする。例えば、言語

を使って、アルファメイルの悪口を流したり、連合への参加を募ったり、アルファメイ

ルを倒すための作戦会議を開いたりすることができる。 

武器は身体的な力の差による戦闘能力の差を縮める働きをする。身体的な力では負け

ていても、武器をうまく使いこなせれば勝てるようになるのである。また、連合者の多

いアルファメイルでも、一人で武器を持たずにいる時に不意打ちをかければ殺すことが

できるようになる。 

“弱者連合”の結成、言語の使用、武器の使用によって、人類が作る組織集団では、

アルファメイルがその地位を保つのが難しくなるので、その地位を安定化させるには、

「階統的畏怖型支配服従関係関係」を作り出すなどの工夫が必要となる。しかし、「8.支

配服従関係 (8)階統的畏怖型支配服従関係」で述べたように、余剰資源を生産あるいは

獲得できない組織集団では、「階統的畏怖型支配服従関係」は成立しえない。 

狩猟採集民の集団が徹底した平等主義をとるようになったのは、気候変動により乏し

くなった食料を平等に分け合わなければ生き延びることができないというような状況に

頻繁に置かれたため、「階統的畏怖型支配服従関係」が成立しえなかったからではないだ

ろうか。ジョナサン・ハイトは『社会はなぜ左と右にわかれるのか』（P.337）で、次の
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ように述べている。 

 

アフリカの気候は、十四万年前から七万年前の期間、激しく変動していた。温暖期

と寒冷期、雨量の多い時期と少ない時期が交替するにつれ、食料事情も変化し、恒常

的に飢餓が広がっていたと考えられる。七万四〇〇〇〇年前に起きた、インドネシア

のトバ火山の大噴火は、地球の気候をわずか一年で劇的に変えたと言われている。原

因は何であれ、この時期のいずれかの時点で、ほとんどすべての人類が死滅したのは

確かのようだ。今日生きているあらゆる人間は、人類史上一回または数回発生した、

このような壊滅的なできごとを生き延びた数千人の子孫なのである。 

彼らはどうやって生き残ったのだろうか？……地球上の食料の九五パーセントが一

夜にして消滅し、ほとんど誰もが二か月以内に餓死する運命のもとに置かれたとする。

……そうなった場合、一年後には誰が生き延びているだろうか。町でもっとも体格が

よく腕力のある粗暴な人間か？ それとも、グループを形成して協力し合い、残り少

ない食料を独占し、隠し、分け合うことに何とか成功した人々だろうか？ 

 

アルファメイルになろうとする欲求などの利己的な欲求や身内びいきの欲求を抑え、

食料などの資源を組織集団内で平等に分かち合うには、分かち合いを強制するメカニズ

ムが必要であった。狩猟採集民の組織集団では、血縁者以外の者に対しても気前よく振

る舞うことが推奨され、また、食料を平等に分配するための方法が定められ、その方法

を守らなかったり、けちな振る舞いをしたりした者は、他の構成員から非難され、行動

を改めるように求められ、言うことを聞かない場合には、組織集団から追放されたり、

殺されたりすることもあった。利己的な欲求や身内びいきの欲求の強い者が追放された

り、殺害されたりすることによって、子孫を残せなくなり、そのような強い欲求を生み

出す遺伝子が淘汰されて、人類が生得的に持つ利己的な欲求や身内びいきの欲求は弱ま

ったと考えられる。ニコライ・ウェイドは『宗教を生み出す本能』（P.54-55）で、次の

ように述べている。 

 

狩猟採集民の平等主義は消極的選択ではなく、積極的に維持されるシステムである。

たえず挑戦されているからだ。ときおり強い個人が出てきて、集団を支配しようとす

る。しかし決まって抵抗勢力が現れ、集団内のほかのメンバーが彼らを嘲笑ったり、

その命令を無視したりする。もし強者が支配を維持しようとすれば、敬遠されるか、

集団から追放されることさえある。あまりに威圧的であれば殺される。…… 

狩猟採集民社会においてつねに脅威となるのは、優秀な狩人である。その功績によ

って集団を支配しようとするからだ。そのため狩猟採集民は、すべての肉は分配され

なければならないというルールを設ける。自慢や出し惜しみは社会的にまちがった行

為であり、ただちに非難される。…… 
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未開農耕民も、社会の調和を乱す者の殺害に踏みきる。成功して周囲に妬まれたり、

つき合いづらかったりするだけでも、調和を見出したと判断される。……焼畑農業を

おこなうツェンバガ族で、近所より明らかにすぐれた豚や畑を持つ者は、敵に密告さ

れることがある。……敵に呪術で殺してもらうのだ。 

 

「8.支配服従関係 (7)畏怖型支配服従関係」で述べたように、「順位制」をとる群れを

作る動物のオスはアルファメイルになろうとする欲求とそのために闘おうとする闘争心

を持っているが、闘いに敗れてアルファメイルになれなかったオスでは、その闘争心が

アルファファメイルに対する敵愾心に転化し、平等制集団では、その敵愾心が“アルフ

ァメイル候補者”（アルファメイルになろうとする素振りを見せる者やアルファメイルに

なりうる能力を持つ者）に対しての妬みの感情に転化し、“アルファメイル候補者”に対

する攻撃行動を引き起こすのではないだろうか。ディラン・エヴァンズは『一冊でわか

る 感情』（P.60-61）で、次のように述べている。 

 

   妬みは、私たちの公正感において、そして、より公平な社会を築くことに私たちを

動機づけることにおいて、決定的に重要であるかも知れない……「妬みは民主主義の

礎である」とバートランド・ラッセルは書いている。妬みは、まさにそうした機能を

果たすべく進化してきたと考えるのは理に適っている。私たちの祖先が狩猟採集民と

して小さな群れをなして生活していた、人間の進化の道筋の大部分において、それは、

行き過ぎた不平等を防ぐことにおいてきわめて大切な役割を果たしてきたのである。 

 

妬みの感情が平等主義や民主主義を生み出したのである。私には、不平等な社会、非

民主主義的な社会を肯定する人間ほど、妬みを非道徳的な感情であると決めつけ、妬み

を抱かないようにすべきであると主張する傾向があるように思える。それは、自分がア

ルファメイルのような立場、つまり、財力、権力等において優位な立場にいることを正

当化するためであろう。「私に対して妬みを抱くな」と言っているのである。 

なお、狩猟採集民の集団では、集団内で食料を平等に分配しても生き延びることがで

きないような飢餓状態にさらされた時には、集団が家族単位に分裂し、家族単位で、さ

らには個人単位で生き残りをはかるようになる。クリストファー・ボームは『モラルの

起源』で、次のように述べている。 

 

   資源の乏しい環境に対処するいくつかの狩猟採集社会……彼らは集団を作らずに、

家族単位で食料をあさり回る （P.103） 

栄養状態が悪化していくと、……身内びいきの傾向が、血縁以外と分かち合う利他

的傾向を完全に打ち負かすようになる。そして欠乏が飢餓に発展すると、……家族内

でも根底にあるエゴイズムが身内びいきの傾向を打ち負かしはじめ、……核家族のな
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かでさえ分かち合うことが激減しかねないのだ。極端な場合には、家族内の共食いさ

え起こることがあり、その主な例は北極圏に見られる。だが、人間はエゴイズムの傾

向が非常に強く、身内ぎいきの傾向はそこそこ強く、利他的傾向は比較的弱いことを

考えると、ほかのどこでも、狩猟採集民は切迫した餓死の危機に直面すれば、ほぼ同

じ行動をとるものと予想できる。（P.337） 

   ある程度の状況では、親が乏しい食料を子どもと、あるいは親同士……で分かち合

うことが生殖の上で有利に働いたかもしれないが、もっと差し迫った状況になると、

逆に分かち合わないほうが生存の点で理にかなったにちがいない。……ある事例で、

自分の子どもを食べた親たちは、その行為を次のように正当化していた。子どもに食

べさせるために親がみずから命を絶ったとしても、野生の獲物が元どおりに戻ったと

きに、子どもはまだ狩りで暮らしていけないだろう。しかし、親が子どもを食べて生

き延びれば、少なくとも新たに子をもうけて血筋を残すことはできる、というのであ

る。（P.339） 

 

(5) バンド型公益体と血縁型公共体 

人類が狩猟採集生活を送っていた時代、人々は、血縁・姻戚関係にある複数の家族が

核になり、それに血縁・姻戚関係のない家族が疑似的な血縁関係を結んで加わることに

よって、60～180人程度の規模の組織集団を作り、その組織集団の「構成単位」である家

族あるいは個人は、３つ程度の共住集団（バンドやホルドと呼ばれている）に分属して

いた。前者の組織集団は「公益体」の一種なので、「バンド型公益体」と呼ぶことにし、

後者の共住集団は「公共体」の一種なので、「血縁型公共体」と呼ぶことにする。「バン

ド型公益体」は、季節ごとに食糧資源を求めて、一定範囲内を移動しながら、共同して、

狩猟採集活動を行い、その成果物を構成員に平等に分配することによって、自給自足に

近い生活を送り、また、共同で野獣や他の「血縁型公共体」に属する「バンド型公益体」

の襲撃などから身を守っていた。ロビン・ダンパーは『人類進化の謎を解き明かす』で、

次のように述べている。 

 

  狩猟採集民社会の……１５０人の規模を持つ……共同体……はたいてい一定の土地

または特定の資源（永続的な水源や神聖とされる場所）へのアクセス権を持つ群れだ。

これらの人びとは、通過儀礼などの儀式のために多くは一年に一度集まる。（P.64） 

たいていの考古学者は、考古学的記録から読み取れる共同体は……野営集団（バン

ド）だと指摘する。また社会人類学では、こうした野営集団を現代の狩猟採集民の基

本的な社会単位だと伝統的に考えてきた。野営集団の規模はおおむね３０～５０人で、

その土地の環境と集団を構成する人びとの経済的事情によって異なる。……しかし、

……民族誌学的な証拠によれば、狩猟採集民の野営集団（バンド）はじつはヒトの社

会組織の基本単位ではない。その理由はバンドがごく不安定な集団だからだ。個体や
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家族が頻繁に出入りするため、これらの小集団の構成員は数カ月単位で変わる。重要

なのは、ある家族が別の野営集団に加わるとき、かならず同じ１５０人の共同体（結

束の強い共同体つまり氏族）内の小集団を選び、まったく別の共同体のバンドに加わ

ることはめったにないことだ （P.72-73） 

  狩猟採集社会の多くで交換ネットワークがあったことは知られている。たとえば、

アフリカ南西部のジュホアシンのあいだでは、ハロとよばれる「象徴的な」贈り物を

交換することによって、広範囲に分散した互助的ネットワークが形成される。この贈

り物を交わした者どうしは、自分の土地の条件が悪化した際には相手に受け入れても

らうことで助けあう。……ハロ交換は原則的に同じ共同体（１５０人のレベル）に属

する人のあいだで行われる……人びとはふつう自分と同じ共同体（１５０人の層）の

人の結婚は避け、近隣の共同体の人（５００人の延長層の相手）と結婚すると言われ

てきた。……この層はほぼ顔見知りと考えている人（……言語に依存する……不定期

の関係を結ぶ人）から成るのだ。（P.276-280） 

 

農耕社会における「血縁型地域共同体」（「(15)血縁型地域共同体」参照）は、“組織集

団の「構成単位」の構成が固定的であるという特徴”と“組織集団が「構成単位」の生

活全般に関与しようとする包括志向を持つという特徴”を持っていたが、狩猟採集社会

では、前者の特徴は「血縁型公共体」が持ち、後者の特徴は「バンド型公益体」が持つ

という分担がなされていた。クリストファー・ボームは『モラルの起源』（P.314-315）

で、次のように述べている。 

 

あらゆる狩猟採集社会と同様、クン族にも個人間のもめごとを表現するローカルな

文化様式がある。最初は、……ささいな口論だ。……次に「ザ」と呼ばれる性的侮辱

の応酬がなされるようになる…… 

男はつねに毒矢をもち歩いているので、……「ザ」の段階に達すると、いきなり攻

撃されて命を奪われてもおかしくない状況になる。こうしたことが起こると集団は分

裂しやすくなる。……狩猟採集民のあいだでも、相手から離れることは争いを解決す

る最善策となる。彼らは移動生活をしているうえに、どの集団で暮らすかについては

自由に選べるため、物理的に離れることはとても効果的な戦略になるのだ。 

農地に縛られている部族民の場合は、荷物をまとめて移動するとなると、はるかに

犠牲が大きくなる。……首長の特権で争いを解決するほうが効果的になる。 

 

「バンド型公益体」が「不安定な集団」で「個体や家族が頻繁に出入りする」のは、

集団内に生じた争いを当事者が物理的に離れることによって解決したり、深刻な争いが

生じることを予防するためではなかったかと思われる。言語や生活様式が異なる組織集

団へ移動することには大きな困難を伴うが、同じ「血縁型公共体」内の「バンド型公益
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体」であれば、言語や生活様式が共通であり、また、年に一度の儀式を通じて顔見知り

になっているので、移動することが容易である。狩猟採集社会では、「バンド型公益体」

が“組織集団が「構成単位」の生活全般に関与しようとする包括志向を持つという特徴”

を持ち、「血縁型公共体」が“組織集団の「構成単位」の構成が固定的であるという特徴”

を持つという分担がなされているが、これは、集団で生活することに必然的に伴う争い

を解決する方法としては、合理的なものだったのである。人々が土地に縛られる農耕社

会になると、このような方法がとれなくなり、両者の特徴を兼ね備えた「血縁型地域共

同体」（「(15)血縁型地域共同体」参照）が誕生すると、集団内の争いを強制的に解決す

る権力が必要となり、集団内の平等性が崩れてきたのである。 

「共同体復古主義者」は、「共同体」を組織して定住生活をすることが、人間の本性に

適した生き方であると考えているようであるが、それは間違っている。人間の本性に適

した生き方は、狩猟採集社会のように「個体や家族が頻繁に出入りする」「不安定な集団」

を組織して移動生活をすることである。 

「バンド型公益体」は階統的な組織構造を持たず、狩人であるある成人男子は政治的

に平等であり、「バンド型公益体」の運営方針は民主的な話し合いによって決められてい

たが、狩人ではない女性の政治的地位は「バンド型公益体」により異なっていた。寺島

秀明氏は、河合香吏編『集団 －人類社会の進化』「8 章 「今ここの集団」から「はる

かな集団」まで 狩猟採集民のバンド」（P.192-196）で次のように述べている。 

 

 狩猟採集民の特性として明らかになってきたのは、個人と家族の自立……や行動の

自由、そして個人間の平等性の強調である……狩猟採集社会では「強制」ということ

がない……他人に命令されることを嫌い、他人に命令することも避ける。……バンド

の流動性もそこを源泉としている。あるバンドに所属するのも、また、そこから出て

いくのも個人の選択であり、個人の決断である。…… 

 バンドに集う者たちは、集まっているというそのこと自体によって「われわれ意識」

をもつ。それはまた「私たちは同じ」という意識である。…… 

 さらに、「同じ」であることは「平等」ということである。……狩猟採集民は他の人

びととの同一性・一体性を強く求める人びとであり、他人と協働すること、他人と分

かち合うことを好み、他人を差別したり自分が差別されることにはたいへん敏感であ

る。……平等感覚に基づく協働とシェアリングはバンド内に強い一体感を生成させ、

メンバー間の結びつきを強化し、ひいてはより強固な平等関係を創出する。 …… 

 「同じ」という語は「家族」ということばに置き換えられ、「私たちはみな家族」と

なる。……共に暮らすという共通の経験が人々を家族にする。もちろんこれは狭い意

味での家族とか父系集団を意味するものではない。 
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(6) 組織集団の規模の拡大 

人類が、狩猟採集生活を送っていた時代から、戦争を頻繁に行っていたのかどうかと

いう問題については、見解が分かれている。狩猟採集民は、その日にとってきたものを

その日のうちに食べるという生活をしており、財産をほとんど持っていないので、他集

団を襲っても奪うべきものがほとんどない。狩猟採集のための縄張りを奪い合うという

事態が考えられなくもないが、そのような事態が生じるのは、気候の悪化などにより、

食糧を豊富に得られる場所が限定された場合だけであろう。 

狩猟採集民は一カ所に定住せず、移動することが多いで、他の組織集団の縄張りを奪

うことを考える前に、他の組織集団と競合しない場所に移動することを考えたはずであ

る。人類はアフリカで誕生した後、世界各地へとその生息域を拡げていったが、それは、

人口の増大によって、組織集団が分裂し、新しくできた組織集団が、既存の組織集団と

縄張りが競合しない場所へと移動していったことによると考えられる。人類が、他集団

を襲って奪う価値のある財産（耕地、灌漑設備、穀物、家畜など）を持つようになった

のは、農耕・牧畜を始めてからである。 

農耕・牧畜を開始して、しばらくの間は、食糧生産力の増大によって食糧資源を奪い

合う戦争の必要性が低下したが、その後の人口増加によって、再び食糧不足が起こり、

農地、家畜などを奪い合う戦争が頻繁に起こるようになったと考えられる。 

要するに、「戦って手に入れるべき何かがあり、戦う以外に手だてがないときにしか、

戦争はあまり起きない。ほかに選択肢がないのでなければ、戦いを頻繁にしたり長く続

けたりして資源を浪費するのは、進化論的に筋が通らないのである」（スペンサー・ウェ

ルズ著『パンドラの種』P.154）。 

武器の性能に大差のない時代では、戦闘員の数の多さが戦争の勝敗を左右するので。

組織集団の規模が大きいほど有利になる。組織集団の規模の拡大は、①複数の組織集団

が連合して「平等制結社体」や「平等制公共体」を作るという方法、②複数の組織集団

がその中で抜きん出た力を持つ組織集団を盟主にして連合し「盟主制公共体」を作ると

いう方法、③組織集団間で戦い、負けた組織集団が勝った組織集団の支配に服し貢納の

義務を負う、あるいは、弱小な組織集団が強大な組織集団の傘下に入って貢納の義務を

負うことにより身を守る、というようなことを繰り返して、複数の組織集団を階統的に

組織化することによって「階統制公益体」を作るという方法の、いずれかによってなさ

れれた。 

なお、戦争のための連合の「構成単位」となり、戦争を頻繁に行う組織集団は、「(8)

平等制集団 → 階統制集団」で述べるように、「平等制集団」から「階統制集団」に変化

する傾向がある。 

 

(7) 平等制集団 → 階統制集団 

大人数で戦争や土木・建築工事を実施しようとすると、分業を行う必要が出てくる。
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分業化するには、作業を分割して、それぞれの分担を決め、個別作業間の調整を行うこ

とが必要である。作業内容が固定的で、かつ、時間的な余裕があれば、分割・分担・調

整を話し合いによって決めることもできるが、短時間で作業内容を変更する必要がある

場合には、分割・分担・調整を話し合いによって決めていては手遅れになってしまうの

で、誰かが指揮・監督者となって、分割・分担・調整を短時間で専決することが必要に

なってくる。短時間で作業内容を変更する必要がある場合の典型は戦争であり、戦争で

は、指揮・監督者の能力が極めて重要である。そのため、戦争を頻繁に行う組織集団の

構成員は、指揮・監督する者と指揮・監督される者にわかれ、「階統制集団」になる傾向

がある。村上泰亮氏、公文俊平氏、佐藤誠三郎氏は『文明としてのイエ社会』（P.236）

で、次のように述べている。 

 

   軍事集団は、明確な一定の目標をめざして迅速に決定を下す必要がある。したがっ

て、歴史的にみて、分業とそれに基く機能的 階統制
ヒエラルヒーー

の最も古い例が、軍事集団である。

遊牧民族も単純な遊牧段階ではとりたてて明確な機能的組織をもたなかったが、農耕

地帯への進入をめざしていわゆる騎馬民族化すると共に、明確な階統制を発達させる

ようになった。たとえば匈奴については、万騎→千長→百長→什長といったような見

事な指揮系統がみられたという。東国武士の原イエの場合にも、惣領（家督）→庶子

→一族・家子→郎党→所従・下人といったような階統構造がみられるが、それはまさ

しく、司令官→部隊長→将校→騎兵→随従歩兵という軍事的階統にほかならなかった

とみられる。そのような階統構造が、開墾や灌漑などの土木工事にも有効に転用され

たのであろう。 

 

(8) 平等制結社体 → 平等性公共体 → 盟主制公共体 

 笠谷和比古氏は『士（サムライ）の思想』で、日本の戦国時代の武士の政治体制の変

化に関して、次のように述べている。 

 

  鉄砲伝来は戦争の形態を変化させるとともに、政治体制の大きな変革をもたらした。

鉄砲は……戦争の性格を騎射中心のものから機動戦、集団戦を基本とするものに変化

させ、戦争を大規模化していった。…… 

  このような戦争の形態の変化に伴って、諸国の武士領主（在地領主）たちは、軍事

組織の拡大に迫られた。武士領主たちは互いに抗争する一方では、相互に同盟を結び、

外部からの侵略者に対して共同で抵抗し、また地域内の水利や境界をめぐる紛争は非

武力的に、話し合いで解決することを契約した。……彼らの同盟組織は「国人
こくじん

一揆
い っ き

」

ととなえられていた。 

しかしこの国人一揆における単なる「衆中談合」だけでは、戦国時代の激しい政治

的、軍事的状況を乗り切ることはできなかった。衆中の決定を無視して行動する者、
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自己の都合で戦線を離脱したり、抜け駆けや裏切り・内通をおこなう者に対して効果

的な統制を施し、衆中の全体を規律化しうるような組織的改編が求められた。 

集団の中枢部への権力集中、集団成員の役割分化と階層的な序列づけ、指揮・命令

系統の一元化、賞罰の条件づけによる命令や決定の貫徹、これらによって特徴づけら

れるタテ型組織を構築する必要があった。…… 

そのような組織を作ることをためらったり、拒否したものは、敗北して淘汰されて

いった。…… 

右の過程を……戦国大名毛利氏の場合について、見てみよう。…… 

安芸国には毛利と同様、鎌倉幕府の御家人の流れをくむ在地領主……が 蟠踞
ばんきょ

してい

た。 

彼らは……同盟を取り結んだ。……安芸国の国人一揆と称せられるものである。 

その中でも……毛利元就は、卓越した武将、統率者として安芸国の在地領主（国人）

たちの信頼を獲得して、彼らの同盟の盟主としての地位を確立していった。（P.11-13） 

毛利氏は……国人領主たちの一人なのであり、ただ国人領主たちの第一人者という

意味でのみ大名主君であるに過ぎなかった。国人領主たちの一揆型構造が解消される

ことなく、……残存しているのである。…… 

内なる一揆構造を解消するまでには至らない。それは……いずこの戦国大名家にお

いても同様である。（P.21-23） 

 

また、村上泰亮氏、公文俊平氏、佐藤誠三郎氏は『文明としてのイエ社会』（P.353）

で、次のように述べている。 

 

  国人一揆の出発点は、個々の戦闘ごとに結集する「臨時的結合」にすぎながったが、

内乱の継続の中で、しだいに恒常的な連合に発展していった。 

 

 戦後時代の国人（武士領主）は、鉄砲伝来による戦争の大規模化に対処するために、

先ず、流動的な連合である「平等制結社体」を作り、戦乱の継続に対処するために、そ

れを固定的な連合である「平等制公共体」に変化させ、さらに、連合の固定化により「構

成単位」である国人間の紛争を強権的に仲裁する必要性が高まったこと――流動的な連

合であれば、紛争の調停案に同意できなけば、連合から離脱するということが容易にで

きたが、固定的な連合では、連合からの離脱者をできる限り減らす必要があるので、調

停案を強制する権力が必要となってくる――と、戦闘技術の高度化により戦闘指揮の重

要性が高まったことに対処するために、平時には紛争の仲裁者であり、戦時には戦闘指

揮者である“盟主”を戴く「盟主制公共体」へと変化させたのである。このような変化

は、日本の戦国時代だけでなく、世界各地、各時代にも見られるものである。 
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(9) 畏怖型階統制公共体 

「階統的畏怖型支配服従関係」（「8.支配服従関係 (8)階統的畏怖型支配服従関係」参

照）によって「構成単位」が結びついている「階統制公共体」を「畏怖型階統制公共体」

と呼ぶことにする。 

あからさまな武力を背景にした「階統的畏怖型支配服従関係」は被支配者の反抗を招

きやすく不安定なので、「階統制公共体」では、「階統的畏怖型支配服従関係」を、“神々

の階統制（ヒエラルヒー）”を示す神話によって正当化することが多い。ランドル・コリ

ンズは『脱常識の社会学』（P.76）で、次のように述べている。 

 

国々が互いに他国を攻略しあうようなときには、被征服国の神々はしばしばやおよ

ろずの神々のなかにくみ入れられ、征服国を代表する神に従属する低次の宗教勢力と

なる。征服国の神々は通例、……天上の王者中の王者として表象される。 

 

現世の「構成単位」間の階統制は神々の階統制の反映であるというイデオロギーであ

る。日本の古代朝廷もこのようなイデオロギーを利用して、支配の正当化を行った。天

皇の氏神（祖先神）である天照大神（アマテラスオオミカミ）を頂点とし、天皇にした

がう各氏族（ウジ）の氏神をその下に位置させる“神々の階統制”を正当化する神話を

捏造することによって、氏族間の上下の身分差を正当化したのである。中村圭志氏は『信

じない人のための＜宗教＞講義』（P.159-160）で、次のように述べている。 

 

古事記は日本列島において語られていた太古の神話をそのままに書き写したもので

はありません。古事記が編纂されたのは八世紀初頭であり、……天皇を中心とする政

治制度が確立したのですが、なんで天皇家がそんなに偉いのかを念入りに描いた官製

の大河ドラマを制作する必要があった。……高天原という日本版オリュンポスの頂の

ようなところから、太陽神アマテラスの系譜の半神半人の一族が地上に降りてきて、

日本列島のリーダーを名乗った。スサノヲ（アマテラスの弟）の系譜には大国主とい

うローカルな神がいて、これが天孫ファミリーに国土を譲った―― 出雲の大国主が

大和の政権に国譲りをしたのは、地方が中央に服属した、ということのヴィジュアル

な表現なのでしょう。……「神道」を制度的なピラミッドだとイメージしますと、て

っぺんに来るのは天照大神ないし天皇であり、底辺部分は村々の神事や個々の家の屋

敷神様の信仰を経てもろもろの民俗的伝統へと溶け込んでいます。ピラミッドを建設

したのは古代朝廷です。古代朝廷は「仏教」という救済理論と「律令制」という統治

機構と「記紀神話」という権威のロジックを導入し、日本列島に「秩序」と「構造」

をもたらしました。 

 

被支配者は、支配者が捏造した“神々の階統制”を、なぜ受け入れるのだろうか。被
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支配者は、自分たちが支配者との戦いに敗北し、搾取されているのだという屈辱感を和

らげるために、支配者に有利な“神々の階統制”は自然なものであると、無理にでも思

い込む必要があるからであろう。精神分析学の用語を用いると、防衛機制として合理化

するということである。また、支配者の方でも、被支配者から搾取しているのだという

負い目から免れるために、自分たちに有利な“神々の階統制”は自然なものであると、

無理にでも思い込む必要があるのである。 

キリスト教やイスラームのような一神教の場合には、“神々の階統制”などありえない

のではないかという指摘があると思うが、一神教の場合には、“唯一の神”が「構成単位」

間の階統制を定めたのであるというイデオロギーが用いられる。 

 

(10) 封建型階統制公共体 

「封建型支配服従関係」（「8.支配服従関係 (12)封建型支配服従関係」参照）によって

「構成単位」が結びついている「階統制公共体」を「封建型階統制公共体」と呼ぶことに

する。一般には、「封建制度（feudalism）」と呼ばれているものである。 

封建制度は中世ヨーロッパと平安時代後半から江戸時代までの日本に見られる。ヨーロ

ッパと日本の封建制度は、血縁原理によらない組織化を志向するところに特色がある（と

は言っても、血縁原理に頼っていた面もある）。封建制度では、主君（日本では、「武士団」

の棟梁）が諸侯（日本では、「武士団」）の領地の安全を保障する（主君が諸侯に領地の支

配権を与えるという形式をとる場合が多い）代わりに、諸侯は主君に軍役等を提供する。

なお、封建制度下における主君（棟梁）や諸侯（武士団）は、個人ではなく「世襲制永続

的小規模集団」である。 

 

(11) 階統制公共体の構成単位の自律性 

「階統制公共体」において階統的な秩序の中で最高位に位置する組織集団は、絶対的

な権力を持っているわけではなく、他の組織集団に対し、貢納・軍役等の義務を課し、

限定的な介入を行う程度の権力しか持っていない。下位の組織集団は上位の組織集団に

対して貢納・軍役・賦役等の義務を負っているが、個々の組織集団はかなりの程度、自

治的に運営されており、上位の組織集団が下位の組織集団の運営に介入することは少な

いのである。山本七平氏は『日本人と組織』（P.74-75）で、次のように述べている。 

 

幕末……の日本の組織なるものを、最も正確に理解していたのは、アーネスト・サ

トウであろう。……彼は、……西欧の中央政府と徳川幕府が、基本的には全くの異質

の存在であることを、正確にみていた……日本と条約を結ぼうとすれば、その相手は

徳川幕府しかない。では、その幕府と条約を結べば、その条約は全日本を拘束するの

か？ そうではない……その効力は幕府の領土、すなわち天領にしか及ばないのが原

則である。……幕府と友好的な藩は、それを受け入れるかもしれないが、幕府は原則
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として、他藩の領内に干渉できず、日本人、外国人を問わず、その人間がその領内に

入ることを許可する権限は領主のみがもつ権限であって、大藩を調査しようと思えば、

幕府とてスパイを潜入させねばならない。まして、その領内での居住・営業・出入港

等の許可権は、すべて領主が握っており、幕府はこれをいかんともしがたいからであ

る。そして徳川家も原則的には一諸侯であり、建前では他の諸侯と同格であって、単

に「武家の棟梁」にすぎず、幕府も果たして中央政府なのか、徳川藩の政府なのか、

その性格が明確ではない。では、これら諸侯の上にあるもの……だれかと問われれば

天皇家しかない。天皇家は将軍を任命し、また諸侯のさまざまな「役」や「位階」も、

幕府の奏請で天皇家から任命される。では、この天皇家が日本の中央政府なのか。実

はそうではない。天皇家は権威をもっているが、何の権力ももっていない。……日本

国の中央政府はどこにあるのか――いや、そういうものは存在していないのだ、とサ

トウは記している。 

 

最高位に位置する組織集団がどの程度の権力を持っているかは国や時代によって異な

り、江戸時代の日本では、最高位に位置する組織集団の権力が弱く、また、天皇家とい

う権威と幕府という権力が分かれていたという点で特殊ではあるが、それは程度問題で

あり、「階統制公共体」においてはどこでも、欧米の近代主権国家における中央政府のよ

うなものは存在しなかった。 

 

(12) 家型共同体 

「イエ神格化教」（「5.組織神格化教 (11)イエ神格化教」参照）の信者及び“信者では

ないのに信者であるかのように振る舞うことを信者たちから強制されている人々”を構成

員とする「家族型共同体」を「家型共同体」と呼ぶことにし、その中でも、非血縁者を構

成員に加えることに抵抗の少ない「家型共同体」を「イエ型共同体」と呼ぶことにする。 

「家型共同体」は従属民、被雇用者、奴隷を使役することがあるが、彼・彼女らは「家

型共同体」の構成員ではない。「家型共同体」とその従属民からなる組織集団は「階統制

公共体」であり、「家型共同体」とその被雇用者からなる組織集団は「階統制結社体」で

ある。奴隷は、家畜と同様の存在であると考えられていたので、組織集団の「構成単位」

になる資格がなかった。 

状況の変化に応じて迅速かつ柔軟に対処すること必要な戦闘行為や経済行為を頻繁に

行う「家型共同体」は「階統制集団」や「盟主制集団」になり、そのような行為をほとん

ど行わない「家型共同体」は「平等制集団」になる傾向がある。 

「階統制家型共同体」や「盟主制家型共同体」では、その構成員の忠誠心の究極の対象

は“神格化された家の霊魂”であり、「家型共同体」の長である家長ではない（後述する

「イエ擬制型公共体」でも同様である）。家長も、家という疑似生命体を構成する器官の

一つに過ぎないので、家長がその役割を十分には果たさない場合には、「家型共同体」の
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存続・繁栄のために追放すべきであるということになるのである。例えば、江戸時代の大

名家（藩）には、「主君 押
お し

込
こ め

」という慣行があった。「主君押込」とは「大名家（藩）に

おいて藩主に悪行、暴政が重なり、これに 諫言
かんげん

するも聞き入れられない場合、家臣団（家

老・重臣層）の手で藩主を監禁し、改心のための猶予期間をおいたのちに、改心困難と見

なされた時はこれを隠居せしめ、その実子を含む新藩主を擁立していくという主君廃立行

為」（笠谷和比古著『士（サムライ）の思想』P.44）である。 

 

(13) イエ擬制型公共体 

「イエ型共同体」の構成員同士の結び付きは、形式的には、血縁関係や疑似血縁関係に

よっているが、実質的には、一体感、強固な相互信頼、運命共同体意識頼によって支えら

れている面が大きい。菅野覚明氏は『武士道の逆襲』（P.124）で、次のように指摘してい

る。 

 

ただ血がつながっているという理由だけで、「水も洩らさぬ団結」ができるわけでは

ない。……「頼もしき家来」は、血縁者であるから頼もしいのではない。本当の理由は、

子や養子であるなら、お互いが空気のように感じられるほどの長い時間を、喜び悲しみ

を分かち合いながら、共に行動してきたということにある。重要なのは、共に過ごす時

間である。逆にいえば、苦楽を共にする時間の長ささえあれば、実際に血がつながって

いるかどうかは問題ではないのである。 

 

武士の「イエ」では、①長年にわたる同調行動の繰り返しが一体感を生み出し、②長年

にわたる助け合い（贈与交換）の繰り返しが「親子擬制型信頼関係」を生み出し、③自分

が属する「イエ」の栄枯盛衰が自分の栄枯盛衰につながることが運命共同体意識を生みだ

すことによって、「水も洩らさぬ団結」が作り出されていたのであり、血縁関係や疑似血

縁関係の有無は大きな問題ではなかったのである。 

したがって、①長年にわたる同調行動の繰り返し、②長年にわたる助け合いの繰り返し、

③自分が属する組織集団の栄枯盛衰が自分の栄枯盛衰につながることという条件を満た

すことができれば、血縁関係の擬制に頼らなくても、“イエ的な組織集団”を作ることが

できる。「疑似イエ」の代表例は、新卒一括採用、終身雇用、年功序列などの特徴を持つ

日本的経営をとる企業である。なお、「疑似イエ」は、「イエ」的な雰囲気を持つことによ

って、その結束を強化しようとすることがある。例えば、日本的経営をとる企業には、社

内旅行、社内運動会、社員食堂、社宅、保養施設等を使って、「イエ」的な雰囲気を作り

出そうとしたところが多かった（現在では、減少しているが）。 

村上泰亮氏、公文俊平氏、佐藤誠三郎氏は『文明としてのイエ社会』（P.380-383）で、

次のように述べている。なお、「後期大イエ」とは江戸時代の大名家のことである。 
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後期大イエの家臣となった武士たちのうち、上中層は知行地を与えられ（「地方
じ か た

知

行」）中下層は俸禄……を与えられていた……が、両者とも原則として城下町への常住

を義務づけられていた。つまり地方知行受給者といえども知行地から空間的に切り離さ

れてしまったのである。しかも一般に知行地は……数カ所にわたって分散的に与えられ

た……このような状態では、家臣たちが自己の知行地を経営することは実質的に不可能

であった。その上多くの場合、家臣の経営権にはさまざまな法的規制が加えられていた。

……こうして……知行地はもはや所領としての意味を失い、一定額の収入を保障するも

の、つまり俸禄と事実上同じものに転化してしまった。……家臣たちの原イエ型組織は、

その経営基盤を奪われてしまったのである。…… 

知行地の経営権を奪われて実質的な俸禄受給者に転化し……武士たちは、後期大イエ

に参加し、武・文官としての役割を占める以外に、存続の方途をもはや持たなかった。

彼らの生活は今や大イエに決定的に依存していたのである。…… 

家臣のイエもそれぞれに「開祖」以来の直系継承意識を強く持っており、将来にわた

って永続すべきものとひろく考えられていた。……イエ型組織の特性を多少とも保持し

ていた家臣の家のことを、以下「小イエ」と呼ぶことにする。 

小イエの永続性にたいする期待は、……大イエのゼロ成長化と相まって、知行および

それと結びついた家格の世襲化をもたらした。……小イエは大イエにたいする先祖の勲

功の記憶と大イエによる世禄授給への感謝の意識とに結ばれていた。 

 

戦国時代の大名家は、武士の「イエ」である武士団を「構成単位」とする「封建型階統

制公共体」あるいは「盟主制公共体」であり、個々の武士団は、所領という自立の基盤を

持っていたので、「封建型階統制公共体」や「盟主制公共体」を離れても何とか生きてい

くことができたが――その結果、大名家や他の武士団に攻め滅ばされることはあったが―

―、江戸時代の大名家の家臣である武士団は所領という自立の基盤を奪われて、大名家を

離れては生きていくことができなくなり、大名家に依存して生きるようになってしまった。

その結果、大名家とその家臣からなる組織集団である「大イエ」は、①長年にわたる同調

行動の繰り返し、②長年にわたる助け合いの繰り返し、③自分が属する組織集団の栄枯盛

衰が自分の栄枯盛衰につながることという条件を満たすようになり、“イエ的な組織集団”

となったのである。 

「イエ型共同体」は構成員が生活全般（生産・消費・防衛・生殖等）を共にする「共同

体」であるが、江戸時代の「大イエ」は生産・防衛（統治と軍事）を共にするだけであり、

「小イエ」は消費・生殖（家庭生活）を共にするだけなので、「大イエ」も「小イエ」も

「共同体」ではなく「公共体」である。「大イエ」は日本型経営をとる企業に近いものに

なり、「小イエ」は企業に依存して生活するサラリーマン家庭に近いものになったのであ

る。この結果、構成員の生活時間は「大イエ」での仕事の時間と「小イエ」での家庭生活

の時間に分割された。 
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「大イエ」や「小イエ」は、「イエ型共同体」でのイデオロギーや習慣を引き継いでい

るので、「大イエ」も「小イエ」もその構成員に対してその生活時間のすべてを捧げるよ

うに求める傾向があり、「小イエ」の構成員は、「大イエ」と「小イエ」という二つの組織

集団からの両立不可能な要求に引き裂かれることになるはずであるが、この問題は顕在化

しなかった。なぜならば、「小イエ」は、「大イエ」から与えられる知行・俸禄と「大イエ」

内の家格を世襲し、そのことによって「小イエ」の構成員の生活が保障されていたからで

ある。「大イエ」によって「小イエ」がつぶされてしまうと、知行・俸禄と家格を世襲で

きなくなり、「小イエ」の現在の構成員だけでなく子孫までも路頭に迷うことになってし

まう。そうならないためには、「大イエ」にひたすらに忠誠を示す必要があり、そのため

には、「小イエ」での生活をある程度までは犠牲にするのもやむを得ないということにな

り、滅私奉公するようになったのである。知行・俸禄と家格の世襲制により、「小イエ＝

私」をある程度までは犠牲にして、「大イエ＝公」に尽くすことが、「小イエ＝私」の存続・

繁栄につながるということが、「大イエ」と「小イエ」という二つの組織集団間の矛盾を

顕在化させなかったのである。 

日本的経営をとる企業は、知行・俸禄と家格の世襲制がなくなった「大イエ」である（世

襲制が残っている企業もあるが）。「大イエ」タイプの企業で働く従業員の家族は「小イエ」

である必要がなくなり、普通の家族になる。「小イエ」では、知行・俸禄と家格の世襲が

生産・戦闘手段と生産・戦闘技術の保持・継承の代用品となることによって、何とか「イ

エ」的な形を保っていたのであるが、その代用品すらなくなれば、「イエ」的な形を保て

なくなるからである 

「大イエ」タイプの企業では、企業と従業員の家族という二つの組織集団間の矛盾が顕

在化してくる。企業で働く親が家庭生活の時間を犠牲にして滅私奉公で働いて昇進しても、

その地位を子どもが引き継げるわけではないので、子どもにとってはあまり意味がない。

親の給料が増えて、多少生活が豊かになるという程度である。親が働き過ぎて過労死され

たら、家族は悲惨な目に遭う。大名家の家臣が名誉の戦死を遂げたら、その子孫は加増等

の恩恵を被るが、企業の従業員が過労死しても、企業は何もしてくれず、家族は困窮する。

江戸時代の大名家の実情に合わせて作られた滅私奉公というイデオロギーを、実情が全く

変わってしまった現代においても信じている人は愚かであると、私は思う。 

「大イエ」タイプの“イエ的な組織集団”を「イエ擬制型公共体」と呼ぶことにする。

また、「イエ型共同体」と「イエ擬制型公共体」を総称して「イエ型集団」と呼ぶことに

する。 

「イエ擬制型公共体」の規模が大きくなると、構成員間の対面的接触が乏しくなり、長

年にわたる同調行動の繰り返しと長年にわたる互酬的行動の繰り返しという条件を満た

すことが困難になり、自分が属する組織集団の栄枯盛衰が自分の栄枯盛衰につながること

によって生まれる運命共同体意識だけが、「イエ擬制型公共体」の構成員同士を結び付け

るという状態に陥ってしまう。大規模な「イエ擬制型公共体」が、部・局、課・室、支部・
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支店などを単位として分裂してまい（いわゆるセクショナリズム）、小規模な「イエ型集

団」を「構成単位」とする「ムラ型集団」（「(18)ムラ型集団」参照）のようになってしま

うことも多い。このような状態に陥った組織集団を「イエ・ムラ混合型集団」と呼ぶこと

にする。 

運命共同体意識は、外部にライバルを想定して、危機感を煽った方が高まるので、「イ

エ擬制型公共体」には、どこかにライバルを求めて、激しい競争を行う傾向がある。 

運命共同体意識だけでは結束力としては弱いので、大規模な「イエ擬制型公共体」では、

①構成員同士の類似性によって、構成員は同質であるという虚構を生み出し、その同質性

を血縁関係（血のつながりによる同質性）の代用品とすることによって結束力を強化しよ

うとしたり（「3.人と人を結びつけるもの」参照）、②構成員に“普通の宗教”や企業理念

であるかのように装った「イエ神格化教」を信仰させようとしたりする傾向がある。 

日本型経営をとる企業では、従業員同士の類似性を高めるために、同じようなタイプの

人間ばかり、しかも同調行動を好む人（一般には、「協調性の高い人」と呼ばれている）

を採用し、さらに、同調行動という贈与をして集団に対する忠誠心を示せば、昇進・昇給

という返礼を受けられるという互酬性を用いて、同調競争を促しているとことが多い。同

調競争が行き過ぎると、組織的集団の存続に無関係な領域にまで同調が拡大して、上司が

ラーメンを食べようと言い出したら、みんなでラーメンを食べ、ゴルフをしたいと言い出

したら、みんなでゴルフをするというような事態が生じてしまい、公私混同が起こること

がある。内藤朝雄氏は『いじめの社会理論』（P.266）で、次のように指摘している。 

 

仕事や勉強をすること（公）と「なかよく」すること（私）を峻別する社会システム

のなかで、はじめて個の人格権が保障される。「なかよく」しなければ仕事や勉強にな

らない社会では、生きていくために「へつらう」、つまり上位者や有力なグループに自

分の生のスタイルを引き渡さざるをえない。 

 

企業の従業員の中には、同調したくて同調しているのではなく、同調性（一般には、「協

調性」と呼ばれている）があるふりをした方が得だから同調しているという人も多いので

はないだろうか。また、新卒一括採用と企業内内教育の組み合わせによって、その企業独

特の社風や仕事の流儀を身につけさせること、同調しない者や異質な者をいじめること、

社員食堂で一緒に食事をとること、制服を着用させることなども、従業員同士の類似性を

作り出すための方策である。 

なお、所属が頻繁に変わる大企業等の部署では、構成員間の対面的接触の時間が短くな

るため、仕事が終わった後、みんなで飲みに行ったり、つき合い残業をしたりするという

ような同調の儀式を行う（近年、減少してきているが）ことによって、同調行動の回数を

増やして、部署の構成員の結束を強めようとしている。 

大規模な「イエ擬制型公共体」での結束を構成員間の同調による類似性の創出に頼ると、
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構成員の個性が押しつぶされてしまう。構成員の個性が押しつぶされてしまうと、異質な

もののぶつかり合いによって生じる創造的な革新ができなくなって硬直化し、環境の変化

に対応できなくなって、衰退していくことになる。大規模な「イエ擬制型公共体」は、構

成員に過剰な同調を強いる、つまり、一致団結して努力させるため、何をすれば自分たち

が繁栄できるかという方向性が明確であり、環境が固定的な状況下では、繁栄を謳歌でき

るが、環境が変化しても、旧来の方針どおりのことを一致団結して続けるために、無駄な

（あるいは有害な）努力を積み重ねることになってしまい、滅亡への道を歩むことになる。

環境の変化に気づき、旧来の方針の変更の必要性を主張する者は、異端者として「イエ擬

制型公共体」から追い出されるか、無能であると決めつけられて窓際へと追いやられる。 

  

(14) 本家分家型公共体 

  村上泰亮氏、公文俊平氏、佐藤誠三郎氏は『文明としてのイエ社会』で、次のように

述べている。 

 

「原イエ」の基本型は、十一世紀後半から十二世紀にかけて東国に成立した「開発領

主とその一族郎党所従」からなる集団の中に見出される。原イエとは、律令国家の支配

体系……から事実上独立したテリトリー……を中核とする開拓農場としての私領の上

に築かれた一種の共同経営体である。原イエは、開墾・定着農耕・狩猟などの点で十分

な自活力を保有すると同時に、他の諸集団……との間に発生する対立に対処しつつ私領

の防衛と拡大を果すための軍事力をも持たねばならなかった。かくて、原イエは、一方

では土着の農耕民の一部を自己の隷属民（所従・下人）化して農業生産や軍事行動の安

定的基盤を作ると共に、他方ではその指揮権者（惣領）を頂点とした軍事的（および経

営的）階統構造を機能的に構築する必要があった。（P.305） 

初期の原イエをそれ以降の他のイエ型集団から区別している特質……は、その分裂増

殖性である。鎌倉期の原イエは分割相続を原則とし、所領に代表される物的手段まで含

めた分家が行われていた。しかし「庶子」を家長とするこれらの分家は、本家と並ぶ独

立の主体となったのではなく、祭祀や軍事については「惣領」（すなわち本家）の指揮

権下にあって一体となって行動した。……分裂増殖した同根の分家群は、ばらばらの存

在とはならず、その中に本家－分家の階統的な役割・身分構造と集団全体としての集権

的な意志決定機構――集権的になされる意志決定・行動の範囲は比較的限定されてはい

たが――を分化させたところの、一個の複合主体としてとどまることが多かった。これ

が原イエのもつ「惣領制」あるいは「同族団組織」と呼ばれる特質にほかならない。

（P.309） 

 

「イエ」は拡大の余地（未開拓の土地、市場など）がある時には、嫡子以外の二、三男

や子飼いの家来、奉公人に財産を分け与えて分家や別家をたてさせることによって分裂増
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殖するが、拡大の余地がない時には、嫡子単独相続となり、嫡子以外の二、三男は他家に

養子に行くか、生涯を部屋住み（独立せずに居候扱いで親や兄の家にとどまっている者、

要するに飼い殺し）として送るかしかなくなる。分家や別家は本家から完全に独立するの

ではなく、利害が共通する重要な事柄については、共同して行動する。したがって、本家

と分家・別家は一つの「公共体」として結びついていると言える。本家と分家・別家とを

「構成単位」とする「公共体」を「本家分家型公共体」と呼ぶことにする。 

「本家分家型公共体」では、分家・別家は本家の子であるという親子関係を擬制し、共

通の祖先を祭ることによって、「本家分家型公共体」が一つの「イエ」であるかのような

体裁を整えて、本家と分家・別家との間の上下関係的な結びつきを維持しようとしている

が、私は、上下関係的な結びつきを実質的に支えているのは、本家が分家・別家に財産や

暖簾を分け与えたという贈与に対して、分家・別家が本家の支配に服するという返礼をす

るという互酬性に基づいた「封建型支配服従関係」であると考える。したがって、実質的

に見ると、「本家分家型公共体」は「封建型階統制公共体」の一種であるということにな

る。 

 

(15) 血縁型地域共同体 

  治水・灌漑技術が進歩して、耕地が安定化すると、農業は、①人間を特定の土地に縛

り付ける、②多数の人々が協同して土地に労力と資源を投じる必要があり、その土地か

ら多数の人々が利益を受ける、という特徴を持つようになる。開墾し、灌漑し、施肥し

た耕地には多大な労力と資源が投じられており、その耕地を捨てて余所へ移るというこ

とは、投じた労力と資源を捨て去るということである。発達した市場経済を生きている

現代人の感覚からすれば、耕地を適正価格で売買すれば、投じた労力と資源を捨て去ら

なくても済むではないかということになるが、市場経済が未発達な時代には、そのよう

なことは不可能だったのである。また、土木工事用の機械等がなかった時代には、灌漑

や治水は、多数の人々が労力を提供し合って、共同で行う必要があり、その灌漑や治水

の結果、一定地域内にある複数の耕地が潤されたのである。 

このような農業の特徴は、組織集団の在り方に影響を及ぼし、一定地域内に住む人々

が「共同体」を形成するようになった。一定地域内に住む人々が形成する「共同体」を

「地域共同体」と呼ぶことにする。人類が狩猟採集生活を送っていた時代は、人間が特

定の土地に縛り付けられるというようなことがなかったので、他の「バンド型公益体」

へと自由に移り住むことができたが、農業が始まり、その技術が進歩するとともに、次

第に人間が土地に縛り付けられるようになり、その結果、特定の「地域共同体」にも縛

り付けられるようになり、組織集団間の移動の自由を失ったのである。 

  組織集団間の移動の自由が失われたことにより、組織集団内のもめ事の解決が困難に

なるという問題が生じた。狩猟採集民の「バンド型公益体」では、「バンド型公益体」内

でのもめ事が話し合い等では解決不能なレベルに達すると、当事者のうちのどちらかが
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同一の「血縁型公共体」に属する他の「バンド型公益体」へと移り住むことによって、

暴力沙汰になることを避けていたが（「(5)バンド型公益体と血縁型公共体」参照）、農耕

民の「地域共同体」では、そのような解決方法をとることができない。そのため、農耕

民の「地域共同体」では、「地域共同体」内の和を保つことの重要性が強調されるととも

に、「地域共同体」内のもめ事を仲裁する権限を持つ者が登場したり、もめ事を解決する

ためのシステムを整えたり、もめ事を仲裁する権限を持つ者が登場したりするようにな

る。もめ事を仲裁する権限を持つ者の登場は、「地域共同体」の「構成単位」の平等性を

崩す原因となる。 

  他人同士よりも、血縁者同士の方が、もめ事は生じにくく、もめ事の解決も容易であ

る。そのため、初期の「地域共同体」は、「リニージ（lineage）」のように、血縁関係あ

るいは擬似的な血縁関係にある人々によって組織される「共同体」（「血縁型地域共同体」

と呼ぶことにする）であることが多かった。なお、「血縁型地域共同体」の「構成単位」

は家族ではなく個人である。「血縁型地域共同体」の「構成単位」である個人は、「血縁

型地域共同体」と「家族型公共体」という二つの組織集団に所属している。 

  近隣にあって親和的な関係にあり、同じ言語を使う複数の「血縁型地域共同体」は、「ネ

ットワーク集団」としてのまとまりを持っていた。このような「ネットワーク集団」を

「地縁的ネットワーク集団」と呼ぶことにする。「地縁的ネットワーク集団」には、自分

たちの祖先は同じだという虚構を信じることによって、そのまとまりを保っていたもの

――氏族（クラン、clan）と呼ばれているもの――が多かった。村上泰亮氏、公文俊平

氏、佐藤誠三郎氏は『文明としてのイエ社会』（P.57-58）で、次のように述べている。 

 

   リニージとは、はっきりと具体的に系譜を確かめうるような共通の祖先から単系を

たどる子孫の集団で、数世代の深度をもっている。……リニージが神話上の共同祖先

をもつという意識で結びつけられたものが氏族である。 

   ……氏族を二つに分けて考えたい。一つは、「単純クラン」……もう一つは、「成層

クラン」…… 

   農業社会初期に発生するクランは、単純クランである。単純クランでは、リニージ

の構造は互いによく似ている。そして共祖意識と共同祭祀以外には、それらのリニー

ジを統合する明示的な政治・行政システムをもたない。具体的にいえば、強制的な権

力をもった首長や族長会議などをもたないのである。…… 

   相互牽制と相互扶助の微妙なネットワークによって均衡させられている…… 

   このような氏族でもある種の 首長
チ ー フ

が出現しないわけではない。臨時的な 軍事首長
ウ ォ ー チ ー フ

はしばしばみられるし、祭祀主宰のための長老や調停のための首長の例もみられる。

とはいえ、共同祭祀はそれ自体では権力を生み出さないし、調停の首長にも特別の権

力はなく、彼らは、相互牽制のネットワークが最終的に作り出す「満場一致
コ ン セ ン サ ス

型」均衡

を誘導する存在、その均衡を象徴する存在にすぎない。 
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(16) 地縁型地域公共体 

「血縁型地域共同体」では、血縁関係により人々が結びついているので、規模の拡大

に限度がある。そのため、武装勢力による攻撃から「血縁型地域共同体」を守ったり、

大規模な灌漑設備、道路などを作り維持したりすることが困難である。強大な武装勢力

（国王、領主など）との間で、その保護を受ける代わりに、農産物の一部を貢納する（年

貢を納めるなど）というような「報恩型支配服従関係」（「8.支配服従関係 (10)報恩型支

配服従関係」参照）を結べば、そのような問題は解決するが、それでは、国王、領主な

どからの搾取を受け続けることになる。歴史的に見ると、武装勢力からの搾取を甘受し

て、強大な武装勢力と「報恩型支配服従関係」を結ぶ「血縁型地域共同体」（あるいは、

「家族型共同体」）が多かったが、「血縁型地域共同体」を家族単位に分裂させて「家族

型共同体」となり、近隣にある「家族型共同体」同士で連合して、「公共体」（「地縁型地

域公共体」と呼ぶことにする）を作って、武装勢力からの攻撃に対処したり、大規模な

灌漑設備を作り維持したりすることによって、自立性を守ろうとしたり、国王、領主な

どとの間の「報恩型支配服従関係」から脱して自立しようとする「血縁型地域共同体」

もあった。なお、「血縁型地域共同体」を家族単位に分裂させるのは、「地縁型地域公共

体」という地縁的結びつきによって、共同防衛や共同作業ができるようになれば、血縁

的結びつきによって共同防衛や共同作業を行う必要性が乏しくなるからである。 

日本の惣村や村落（ムラ）は、農業を営む「家族型共同体」が連合して作った「地縁

型地域公共体」である。村上泰亮氏、公文俊平氏、佐藤誠三郎氏は『文明としてのイエ

社会』で、次のように述べている。なお、「原イエ型主体」とは武士団のことであり、「大

イエ」とは戦国時代・江戸時代の大名家のことである。 

 

室町期の畿内では、……公領や荘園内の田地の私物化を通じて、名主層の独立自営

農民化も徐々に進んでいた。しかし畿内では、これらの名主層が武力……を持ち、一

族や非血縁の成員を取り込んで経営規模を拡大していくといった原イエ型主体の形成

傾向は、比較的稀にしかみられなかった。むしろ個々の経営体の規模は比較的小さな

ままで、名主（本名）の一族・所従たちの「新名」・「脇名」としての自立化が承認さ

せれることが普通であった。いわゆる「惣百姓」の形成がそれである。 

惣百姓たちは、水利や防衛の必要をめぐって、より上位の集団の形成を試みなかっ

たわけではない。だがその種の集団化は、血縁よりも地縁的結合を主とする形で行わ

れた。それは同時に、余所者を排除し、また、惣百姓以外の農民との間に身分の差を

設けるものでもあったが、惣百姓相互の間では、階統的な役割・身分構造は発達せず、

むしろ平等主義的な色彩が強かった。しかし、集団としての共有（惣有）財産の形成

や、メンバーおよび集団それ自体の行為規則（惣掟）、メンバー相互間の紛争の処理シ

ステム（自検断）、対外的な行為の一体化（年貢の地下請）などの制度化が徐々に進ん
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でいくにつれて、一個の主体と呼ぶにふさわしいものが出現してきた。これが惣村で

ある。 

当時の畿内に対しては、……（地頭、御家人や、一部の悪党たち）による蚕食の試

みが既に進んでいたという事情も、考慮されてしかるべきだろう。集中居住している

惣百姓たちが、地縁的結合に基いて、自らの経営体を防衛しなければならない必要は

切実であり、……こうした傾向は、……畿内が戦場化する機会が増すにつれて、いっ

そう強められた。それと共に、個々の惣村はさらに連合して、また国人たちや宗教組

織とも連帯したりして、より大きな上位主体（たとえば「国一揆」ないし「惣国」）を

形成しようとする試みも見られるようになる。しかし、……惣村ないしその上位主体

は、けっきょくは大イエとの競争に敗れ、その半自治的な下位主体（ムラ）として組

み込まれていくことになる。（P.347-348） 

後期大イエにおいては、……直接生産者の役割は刀狩りによって武装解除された農

工商身分が担当した。大イエは彼らを一種の半自治的な下位主体に組織し、家臣団に

よる管理の対象とした。これが「ムラ」であり「マチ」である。…… 

貢租・夫役の第一次的責任は、ムラにあり、個々の農民の家にはなかった。……大

イエは、ムラ内部の秩序や利害対立については、それ大イエ自体の秩序や利益を脅か

さないかぎり、介入せず、ムラの自治に委ねていた。（P.384-385） 

 

「地縁型地域公共体」は、その成立事情から、元々は国家権力や領主権力からの自立

を志向していたが、その後、国家権力や領主権力に従属して、自立性を部分的に失った

ものも多い。日本の惣村も、大名権力に従属して、その自立性を部分的に失い、村落と

なった。 

古代ギリシアのポリスも「地縁型地域公共体」の一種である。増田四郎氏は『都市』

（P.59-65）で、次のように述べている。 

 

   ポリスをつくるという必要は歴史的にはまだはっきりたどれないけれども、おそら

くは……フェニキアあたりの都市国家の影響と、……小さい外敵を防禦するというふ

うな軍事的防衛の必要が起ってきたのではないかと考えられる。……ポリスをつくる

ということ……は……聚住すなわちシノイキスモスという形式で行われている……農

村で農地を持っているところの地主が……耕地を奴隷および従属の民にまかせて、…

…都市に住み込む。……完全な市民である限り、原則として地主であって、同時にま

たそれは武器をとる資格を持った戦士なのである。……その戦士の家には奴隷をいる

し、その他従属民が使われているが、しかし、市民権を持った者というのは……その

地主的、戦士的な特権階級である。……土地の所有にはいくら差があっても、市民権

を持つという限りでは平等な立場で集まったものである。従って、特権階級相互の間

は恐ろしくデモクラティックな考え方が支配している。…… 
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   ポリスを作ると同時にギリシアではポリスの守護神というものをつくる。つまり、

今まで自然発生的な血のつながりから起ってきた祖先崇拝というものにかわって、そ

れにプラスして、しかも新たにシティーの共同体の神という考え方がでてきたわけで

ある。…… 

  

中世ヨーロッパでは、それまで行商的な活動をしていた商工業者が、無主の土地（封

建領主の支配が及んでいなかった地域）に集まって住むようになり、封建領主からの自

立を目指して「自由都市」と呼ばれる「地縁型地域公共体」を作るという特殊なパター

ンが見られた。増田四朗氏は『都市』（P.209-210）で、次のように述べている。 

 

11、2世紀になると、ヨーロッパの各地に商業復活の機運が熟してきた。商工業者の

集落が、封建貴族の保護下にある城下町やブルクの近くに、それとは別個の原理をも

って成立してきた。……そしてこの地区の経済力が増大してくると、大商人の指導下

に封建貴族たる都市領主への反抗・暴動がおこり、封建家臣群さえも排除して、商工

業者のみの都市共同体を築くに至った。……ヨーロッパの都市は、封建的支配の排除

を目的とした反抗を通じ、市民が自己防衛のために武器をもって立ち、平等の立場で

誓約を行って結成された特殊法域……であったということができる。……自由都市と

呼ばれるものは、まさにこのような性格の都市なのである。 

 

  近くに住む者同士で連合したのは、協力し合わなければ、生産・消費活動を維持でき

ないという利害関係があったり、外敵からの防衛が困難となって、生存が脅かされたり

するからである。「地縁型地域公共体」の本質は、生産・消費活動と防衛活動を協力して

行うことにあり、地縁による結びつきは付随的なものに過ぎない。農業が土地に縛られ

た産業であったり、防衛には一定の地域を守るという面があったりしたために、近くに

住む者同士が協力し合うことが必要があり、そのために連合したのであり、近くに住ん

でいるからという理由だけで連合したのではない。なお、「地縁型地域公共体」の住人の

結束を強化するために、住人が同じ「親的神」（村落における氏神、ポリスにおける守護

神など）を信仰することが多い。 

  外敵からの防衛には迅速な意思決定が必要なので、ポリスや自由都市のように外敵か

らの防衛の必要性が高い「地縁型地域公共体」は、選挙で選んだ指導者の指示に従う、

多数決の結果に従うなど、迅速な意思決定を可能にするメカニズムを持つが、日本の村

落のように外敵からの防衛の必要性が低い「地縁型地域公共体」は、そのようなメカニ

ズムを持たず、全員一致でないと意思決定ができないので、根回しに時間を要して、な

かなか物事が決まらないという状態に陥ることが多い。 
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(17) ムラ型地域公共体 

日本の伝統的な農村地域では、農家が集まって、村落――部落が正式名称であるが、同

和問題を連想させることから、その使用が避けられ、村落と呼ばれることが多い――とい

う「地域公共体」を作っている。村落は、行政区画上の村とは異なり、行政区画上の村の

中には多数の村落がある。 

西南日本には講組結合の村落が多く、東北日本には同族結合の村落が多かった。講組結

合と同族結合というのは、福武直氏による分類であり、ほぼ同等の農家同士の連合が講組

結合であり、地主である本家と小作である血縁・非血縁の分家間の主従的な結合が同族結

合である。講組結合の村落を「ムラ型地域公共体」と呼び、同族結合の村落を「本家分家

型地域公共体」と呼ぶことにする。「ムラ型地域公共体」は「地縁型地域公共体」の一種

であり、「本家分家型地域公共体」は「本家分家型公共体」の一種である。 

「ムラ型地域公共体」は、同一地域で同じ仕事（農業など）をしているという点で同質

な「家族型共同体」同士が、共同して仕事（田植え、用水の維持・管理、道ぶしんなど）

をする必要性から、連合してできたものであり、各「家族型共同体」は平等であることを

建前にし、「ムラ型地域公共体」の運営方針は「家族型共同体」の代表者同士の話し合い

によって決められ、産土神
うぶすなかみ

（その土地に生まれた人を守護する神）、鎮守
ちんじゅ

（その土地を守

護する神）、氏神
うじがみ

（元々は氏族の祖先を神として祭ったものであるが、中世以降、氏神の

周辺に住む人々を守護する神に変わり、鎮守・産土神と同一視されるようになった）など

の「ムラ型地域公共体」共通の「親的神」を祭る儀式・行事を共同で行うことなどによっ

て、結束を強化している。 

きだみのる氏は『にっぽん部落』で、戦前から戦後にかけて住んでいた東京都の(旧)

恩方村（(現)八王子市）にある「ムラ型地域公共体」（きだみのる氏は「部落」と呼んで

いる）やそれ以外の村落の生活についていろいろなことを指摘しているが、それらをまと

めると、次のようになる。 

 

① 「部落の生活で根幹的に大切なことは……部落が何事につけても一つに纏まること

だ」（P.8）。「部落の理想は老若男女を問わず銭こを稼ぎ、貯金し財産をふやすこと

で、機会があれば他人をひんむく快をとるのも辞せない」（P.154）。部落の住人の心

情は「狭い土地に縛りつけられ、どこにも行けずに代々この土地で暮らして、お互

いに他人をひんむき他人を凌ごうと油断なくやって来たんだ。他人の不仕合わせに

は赤飯を炊き、他人の仕合わせは呪いながらな」（P.98）という言葉に良く表れてい

る。 

② 部落の住人の行動には二つの型がある。一つは「集団反射」（集団起源の反射運動）

あるいは伝統に支えられたもの、もう一つは個人の損得勘定に支えられたものであ

る。例えば、食糧不足のときに、きだみのる氏が、子どもが熱を出して、卵でなら

ご飯を食べるというので、卵を分けて欲しいと頼むと、困ったときはお互い様、お
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金はいらないと言っていた人が、オムレツでも作ろうと思っているので卵を分けて

欲しいと頼むと、突然欲張りに変わって、最高の闇値（闇市での値段）を要求して

くる。 

③ 「集団反射は部落の幾世紀もの生活の間に生活の必要から生まれたもので、これは

しつけを通じて子供の親から、子供組、青年組のつき合いを通じ年長者から教え込

まれ、部落の誰にも植えつけられている。生活の必要から生まれていても長い時代

の流れのうちに新しく生まれた生活の必要とぶつかり、どの面からも必要のないも

のは除かれ 或
あるい

は調整されたり、徐々に消滅」（P.155）する。 

④ 部落に住むには、殺傷するな、他人の家を燃やすな、盗人
ぬすっと

するな、部落の恥を外に

さらすなという四つの掟を守らなければならない。これらを破ると村八分になるの

が原則である。 

⑤ 冠婚葬祭や病気に祝いや香典や見舞いをもらうと、金額や品物の値段を記録してお

き、くれた家に同様のことがあったとき、正確に同じ金額を金や物でお返ししなけ

ればならない。。 

⑥ 部落の住人は公平、平等などに敏感である。 

⑦ 部落の住人には、「世話役」（あるいは「親方」）と世話される「平
ひ ら

」の区別がある。

部落の住人の頼み事を厭な顔もせず聞いてやると、自然に住人の信頼が集まり、そ

の人の言うことなら聞くようになり、「世話役」に祭り上げられる。「世話役は主と

して部落の慣習或は集団反射に従って部落を運営し、恣意的に支配することは原則

として難しい」（P.155）。「世話役」は「平」に命令的な表現は使わず、ものを頼む

ときには「……してもらえめえか」というように希望的な表現をする。頼みごとの

内容が部落の伝統、慣行にそったものであれば、それだけで平はしたがう（世話役

にしたがっているというよりは、伝統にしたがっている）。伝統にしたがっていない

場合には、説得が必要であり、「平」がしたがうのは、「世話役」からふだん受けて

いる世話に対する恩返しである。「聞く義理があるからその人のいうことを聞く」

（P.167）ということではあるが、当人たちはそのような理屈以前の感情雰囲気的な

ものだと思っている。ここから感情雰囲気的な要素がなくなると、服従は買うべき

もの売るべきものという「インスタント義理」になり、選挙での買収や饗応につな

がる。 

⑧ 一人の世話役が世話してまとめてゆける家の軒数は 10～15 軒で、その規模の部落

が多い。 

⑨ 部落議会（部落の意思決定の場）では、各家から世帯主が 1名ずつ参加して、決議

には全会一致を要する。全会一致になる見込みがなければ決はとらない。部落で一

番嫌われる悪は部落を割ることなので、7割が賛成なら、残り 3割の人はつき合いの

ために自分の主張をあきらめて賛成するのが「昔からの仕切り」である。どうして

も少数派が折れない時には、決をとらずに、少数派の説得を続け、説得に成功して
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から決をとる。部落議会で決めることは各家の損得になる問題が多いので、多数決

で決めると、恨みを残し部落の円滑な運営を妨げることになる。「部落は平等で位階

がないから命令のない世界である。しかるに多数決とは多数派が少数派に対する拘

束或は命令を含んでいるので部落や村方には向かないのだ」（P.82）。 

⑩ 他の家の悪い点を指摘すると、その家の人に恨まれるという恐怖から、部落の住人

の口は重い。世話役は平に落ち度があれば、指摘し、助言するのが役目だが、恨ま

れるのを厭がってこの役目を他人に押しつけようとする。 

⑪ 部落と部落の関係は、部落内の家と家の関係に似た競争と敵視の関係にある。他部

落に負けたり、笑われたりするのを好まない。部落の住人にはよそ者の頼みを聞く

習慣はない。部落外の人が部落内の人にいうことを聞いてもらいたかったら、世話

役を通す必要があり、いうことを聞かせる相手に日当を払うとなお良い。 

⑫ 部落の住民の政府に対する姿勢は、「政府も部落のことにつべこべ口出ししねえで

もらいてえな」「駐在の世話になるときにゃあ、こっちから出かけるから、それまじ

ゃあ放っといてくれたらいいのよ」（P.179）「国っておれら下々から銭を取り立てる

仕組みだんべえ」「政府は部落のために何もやっちゃあくれねえや」「おれらはいつ

も上っ方たちに利用されてるんだわ」（P.180-181）というようなものである。 

⑬ 部落の住民にとって、国の法は外国といってよい集団が押しつけきた定めに過ぎな

い。例えば、選挙違反、脱税、贈賄、賭博、密漁等は部落では犯罪と思われない。

他人から損害を受けたときにいちいち警察に届けないで自分で報復することを好む。 

 

「狭い土地に縛りつけられ、どこにも行けずに代々この土地で暮らして、お互いに他

人をひんむき他人を凌ごうと油断なくやって来たんだ。他人の不仕合わせには赤飯を炊

き、他人の仕合わせは呪いながらな。先祖からの代々のうらみや怒りが部落に深けえ根

を張り合っているのも無理はねえやな」という言葉は「ムラ型地域公共体」の本質を良

く表していると思う。「土地に縛りつけられ、どこにも行け」ないから、隣近所の人たち

と協力し合う以外に生きる道がない。そのためには、「先祖からの代々のうらみや怒り」

という本音を隠し、隣近所の人たちと仲の良い振りをしなければならなかったのである。

「ムラ型地域公共体」の「構成単位」である「家族型共同体」同士は、「お互いに他人を

ひんむき他人を凌ごうと油断なく」やるというような競争と、「他人の不仕合わせには赤

飯を炊き、他人の仕合わせは呪」うというような敵視の関係にあったのであり、「ムラ型

地域公共体」は「共同体復古主義者」が理想とする“人々が絆で結ばれて一体化した共

同体”などではない。昔の日本人には郷土愛があったというのは、「共同体復古主義者」

が抱いている“美しい幻想”に過ぎない。“協力し合わなければ生産活動（農業、漁業等）

を維持できないという経済的利害関係”と“「ムラ型地域公共体」の住人が共同で祭って

いる氏神等への信仰心”が「ムラ型地域公共体」の分裂を防ぎ、表面的な仲の良さを演

出していたに過ぎないのである。したがって、協力し合わなければ農業生産を維持でき
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ないという経済的利害関係がなくなり、氏神等に対する信仰心が無くなれば、「ムラ型地

域公共体」は分裂し崩壊するはずである。戦後の日本で、「ムラ型地域公共体」が解体し

ていったというのが、その証拠である。 

私は、「ムラ型地域公共体」の諸制度は、「部落が何事につけても一つに纏まること」と

「部落の理想は……銭こを稼ぎ、貯金し財産をふやすことで、機会があれば他人をひんむ

く」ことという両立困難な課題に何とか折り合いをつけることを目的にしてできている、

と考える。言い換えれば、「ムラ型地域公共体」の諸制度は、自分の利益の最大化を目指

す「家族型共同体」同士が、「家族型共同体」の独立性・自律性をできる限り保持しつつ、

永続的な協力関係を持つにはどのようにすれば良いのかという課題に対する一つの答え

なのである。「家族型共同体」を個人に置き換えれば、「ムラ型地域公共体」の諸制度は、

自分の利益の最大化を目指す個人同士が、個人の独立性・自律性をできる限り保持しつつ、

永続的な協力関係を持つにはどのようにすれば良いのかという課題に対する一つの答え

ということになり、欧米において民主主義と法治主義が果たしている機能に類似した機能

を果たしていることになる。 

「ムラ型地域公共体」の住人の生活領域は、“ムラが介入できる領域＝ムラの公共的な

領域”と“ムラが介入できない領域＝「家族型共同体」が自由に行動して良い領域”には

っきりと分けられている。そして、“ムラの公共的な領域”は「「集団反射」（集団起源の

反射運動）あるいは伝統に支えられ」、“「家族型共同体」が自由に行動して良い領域”は、

「家族型共同体」の「損得勘定に支えられ」、ている。「「集団反射」（集団起源の反射運動）

あるいは伝統」というのは慣習のことであるが、「ムラ型地域公共体」の慣習や掟によっ

て規制されている生活領域が“ムラの公共的な領域”であり、慣習や掟によって規制され

ていない生活領域が「家族型共同体」が自由に行動して良い領域である。 

「ムラ型地域公共体」の秩序を保たせているものは、①「ムラ型地域公共体」の掟と慣

習、②「ムラ型地域公共体」の他の住人の恨みを買い、報復されるという恐れ（最後には

村八分になり、生きていけなくなるという恐れ）による自己抑制、③「家族型共同体」間

の互酬性である。 

「ムラ型地域公共体」は、「家族型共同体」同士は平等でなければならないという理念

を持っている。そのため、贈与を受けたら直ぐに同程度の返礼をすることで「報恩型支配

服従関係」が発生するのを防ごうとするが、「家族型共同体」間の資源・能力の格差等が

原因で、どうしても返礼できない場合があり、「世話役」と「平」との間に「報恩型支配

服従関係」が発生してしまう。しかし、「世話役」と「平」との間には支配服従関係があ

ることをあからさまに認めてしまうと、平等性の理念に反することになるので、「「世話役」

は「平」に命令的な表現は使わず、ものを頼むときには「……してもらえめえか」という

ように希望的な表現をする」のである。 

「ムラ型地域公共体」には外敵からの防衛の必要性がほとんどないので、迅速な意思決

定を可能にするメカニズムを持たず、全員一致で物事を決めようとする。 
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(18) ムラ型集団 

  「ムラ型地域公共体」は、①「構成単位」は政治的に平等である――各「構成単位」

が組織集団の運営に関して同等の影響力を持ち、「構成単位」間に支配服従関係がない―

―いう建前を守るために、組織集団の運営に関する決定には全員一致を必要とし、組織

集団で指導的立場にある者は、「構成単位」に指示するのではなく、「構成単位」の世話

をするのだという態度を取らなくてはならない、②「構成単位」間に「同調強制型支配

服従関係」がある、③「構成単位」同士で協力し合わなければ生産・消費活動を維持で

きないので、「構成単位」同士は互酬性に基づく協力関係にある、という三つの特徴を持

っている。この三つの特徴を持つ組織集団を「ムラ型集団」と呼ぶことにする。 

「ムラ型集団」は「構成単位」間に地縁的なつながりがなくても作ることができる。

例えば、法人化前の国立大学は部局（学部、大学院、研究所等）を「構成単位」とする

「ムラ型集団」であり、部局は講座（教授、準教授、助教等からなる研究室）や教員を

「構成単位」とする「ムラ型集団」であった。学長や部局長は「ムラ型地域公共体」の

世話役に相当する役割を担っていた。 

 

(19) 地縁型地域公共体の解体 

工業は農業に比べると土地に縛られることが少ないが、交通・通信手段が未発達な時

代には、労働者・原材料・商品等の移動に要する時間・費用の制約から、土地に縛られ

ることがあった。しかし、交通・通信手段が発達するにつれて、工業は、土地からどん

どん自由になってゆき、地域、そして、国家の枠を越えて、グローバル化してきた。 

産業化は、近くに住む者同士で、消費生活において協力する必要性も乏しくさせる。

生活に必要な物資は、企業が作り、流通させるので、お金さえあれば、生活に必要なも

のはほとんど買うことができるので、隣近所で物の貸し借りや物々交換をするというよ

うなことが必要なくなるからである。また、サービス業を担う企業が発達してくると、

子育て、介護、冠婚葬祭などにおいて、隣近所同士で協力し合う必要性が乏しくなって

くる。 

また、近代国家（地方自治体を含む）は、警察、消防、社会保障、学校、上下水道、

道路、港湾などを整備して、従来は「地縁型地域公共体」が担っていた住民の安全確保、

教育、インフラ整備の役割を肩代わりするようになってきた。 

生産のためにも、消費のためにも、安全確保のためにも、インフラ整備のためにも、

近くに住む者同士で協力し合う、言い換えれば、相互依存する必要性が乏しくなれば、

近くに住む者同士で「地縁型地域公共体」を作る必要性は乏しくなり、「地縁型地域公共

体」は解体に向かう。共同の必要性がほとんど無いのに、近くに住んでいるという理由

だけで「地縁的地域公共体」を作って、それによる規制によって自由を奪われことを不

愉快に感じる人がいるからである。鴻上尚史氏は『「空気」と「世間」』（P.154）で、次
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のように指摘している。 

 

経済的な共通項、つまりはっきりとした利害関係がなくなれば、集団として動く意

味はありません。そして、地域共同体……はゆるやかに崩れ始めたのです。……町内

会や地区会の人たちが、「集まりが悪い」とか「地区意識が薄い」と嘆いても、それは

しようがないことで、……なんの利害もなく、また将来の利害も予測できない地域の

人たちに対して、身内意識を持てというのは無理というものです。もちろん、共同で

不審者に対する防犯にあたるとか、地域の将来を考える、というのは、立派な利害関

係なのですが、いまひとつ、緊急性が薄く、集まる動機、心をひとつに合わせる動機

になりにくいのです。 

 

日本において、「地縁型地域公共体」の解体が進んだのは高度成長期である。農村から

の都市への青少年の流出（本人から見れば、遅れた農村からの脱出）や挙家離村が相次

ぎ、また、農業が機械化されて、田植え・収穫などにおいて協力し合う必要性が乏しく

なり、兼業化によって村落の行事への参加が困難になって、村落内の家同士の結び付き

が希薄化した。この時、農村から都市への青少年の脱出を手助けすることによって、村

落の解体を速めたのが学校である（「17．学校と地域公共体の関係の変化 (2)地域公共体

から頼りにされる学校」参照）。 

産業化と近代国家化によって、「地縁型地域公共体」が担ってきた機能は、消費活動と

子どもの養育を担う核家族、生産・流通活動を担う企業、安全確保・教育・インフラ整

備を担う国家・地方自治体、残余の部分を担う組織集団（町内会、子ども集団、NPOなど）

という４つの組織集団によって分割されて担われるようになり、人びとの生活領域が、

家庭領域、経済領域、政治領域、社会領域の４つに分かれたと理解することができる。 

 

(20) 国民国家型公共体 

  「国家神格化教」（「5.組織神格化教 (12)国家神格化教」参照）の信者及び“信者では

ないのに信者であるかのように振る舞うことを信者たちから強制されている人々”を構

成員とする「公共体」を「国民国家型公共体」と呼ぶことにする。 

「国民国家型公共体」は、その国の国民の子どもとして生まれると国籍を取得できる

ことからして（その国の領土内で生まれると国籍を取得できるという出生地主義をとっ

ている国もあるが、出生地主義でも、その国の国民の子どもとして生まれて国籍を取得

するというパターンが大部分を占めている）、「世襲制永続的大規模集団」であり、他国

に移民して、その国の国籍を取得することが制限的であるということと、国民の生活へ

の関与は必要な範囲内にとどめべきだという限定志向を持っているということからして、

「公共体」である。 
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(21) ムラ国家型公共体 

明治政府は、日本は皇室を宗家（本家のこと）とする一大家族であり、天皇は宗家の家

長であり、臣民は宗家の分家である、あるいは、天皇は家長であり、臣民は天皇の赤子で

あるという家族国家観を用いて、政府の国民に対する支配力を強めようとしたが、失敗し

た。家族国家観は、日本という国を一つの「本家分家型公共体」にすることによって明治

政府の国民に対する支配力を強化しようとしたイデオロギーであるが、分家とされた“臣

民の家”は、本家とされた天皇（あるいは政府）から財産を分け与えられたというような

贈与を受けたことがないので、互酬性の原理に基づけば、分家とされた“臣民の家”には

本家とされた天皇（あるいは政府）の支配に服するという返礼をする義理（義務）はない

ことになるという根本的な問題があったからである。 

私は、明治政府が、①通貨・取引制度・度量衡の統一などを行って国民経済圏を作り出

し、②対外戦争を遂行したり、欧米諸国による植民地化の危険性を喧伝したりし、③天皇

を 現人神
あらひとがみ

とする国家神道を作って、国家神道への信仰を国民に強制したことによって、

日本という国全体が一つの「地縁型地域公共体」になるという意図せざる結果が生まれた

と考えている。「(12)地縁型地域公共体」で、近くに住む者同士で連合したのは、協力し

合わなければ、①生産・消費活動を維持できないという利害関係があったり、②外敵から

の防衛が困難となって、生存が脅かされたりするからであり、「地縁型地域公共体」の住

人の結束を強化するために、③住人が同じ「親的神」を信仰することが多いと指摘したが、

①日本が一つの経済圏になったので、国民すべての間に経済的利害関係が生じるようにな

り、②対外戦争の遂行や植民地化の危険性の喧伝によって、国民が国家防衛の必要性を意

識するようになり、③国家神道の強制によって、国民が共同で天皇を「親的神」として崇

めるようになったので、明治政府は、はからずも、日本全体が一つの「地縁型地域公共体」

になるための基盤を作り出したと言えるのである。 

村上泰亮氏、公文俊平氏、佐藤誠三郎氏は『文明としてのイエ社会』で、次のように

述べている。 

 

   戦後の日本は、国家のレベルにおいて、欧米型民主主義との習合を果しつつ、イエ

型集団を成員とするムラ型社会として運営されてきたといってよいだろう。国家レベ

ルにおける意思決定は、多数決というよりも（多数決の暴力！）満場一致という形…

…で行われるべきものであった。ムラ型社会には本来――たとえばイエ型集団に比べ

て――利害の分裂を調整する能力が狭くかつ弱く、停滞的になり易いという問題点が

ある。しかし戦後日本においては、追いつき型産業化の合意が悲願といえるほどに強

かったために――たとえば不慮の天災にあった農村が一丸となって復興に努力すると

きのように――内部分裂が表面化することがなかった。……ムラ型民主主義の欠点は

1970年代の始めまでは露呈することがなかったのである。（P.547） 

   問題の所在が多くの人に明らかになったとしても、私的利害の衝突を含む改革が、
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ただちに実現する保証はない。改革によって損害を蒙るグループは、当然改革に反対

する。反対の声がおさまるのは、改革を要求する声が世間の大勢を占めるという「空

気」が醸成された場合に限られる。そのような空気が醸成されるためには、多くの場

合、強烈なショックが必要とされる。大事故・災害のような国内的大事件、あるいは、

外国の恫喝ないし攻撃・占領といった非常事態の発生は、そのようなショックの例で

ある。（P.566） 

 

第二次世界大戦後の日本では、国家防衛の必要性の意識が薄らぎ、国家神道の強制が禁

止されて、国民を一つにまとめる機能を失い、それらに代わって、経済的利害関係と“経

済成長への信仰”（国民が一丸となって、焼け野原から復興し、経済成長に尽力して、先

進国に追いつくべきであり、経済が成長すると国民全員が幸せになれるという信仰）が国

民を一つにまとめるための手段となり、日本全体が一つの「ムラ型地域公共体」になった。

国家規模での「ムラ型地域公共体」を「ムラ国家型公共体」と呼ぶことにする。 

経済成長が止まれば、“経済成長への信仰”がなくなり、国民の結束が弱くなる。また、

貧しくなっていく組織集団では、各「構成単位」が自分（たち）の既得権益だけは守ろう

として、醜い争いをする傾向がある。これが、現在の日本が置かれている状況であり、日

本は分裂解体へと向かっているのである。右翼・保守主義者は、この分裂解体の危機を日

本人の絆や連帯感が薄れモラルが低下したというような形で感じ取って、「国家神格化教」

の布教のために愛国心教育や道徳教育の強化を主張したり、天皇を「親的神」として崇め

る国家神道を布教しようとしたり、周辺国からの武力攻撃の危険性を喧伝することによっ

て、国民に国家防衛の必要性を意識させようとしたりしている。 

日本全体が一つの「ムラ型地域公共体」だとすると、日本の政府（統治機構）は世話役

のようなものだということになる。「(11)ムラ型地域公共体」で述べたように、「ムラ型

地域公共体」では、皆の頼み事をいやな顔をせずに聞いてやる人に信頼が集まり、その人

の言うことならと聞くようになって、世話役に祭り上げられるのだが、“日本ムラ”の政

府は、勝手に世話役を名乗っているだけであり、皆の信頼を集めてはいない。そのため、

日本人が政府に対して持つ認識は、「政府も部落のことにつべこべ口出ししねえでもらい

てえな」「国っておれら下々から銭を取り立てる仕組みだんべえ」「おれらはいつも上っ

方たちに利用されてるんだわ」（きだみのる著『にっぽん部落』P.179-181）というよう

なものになる。日本人にとって、政府とは、自分たちが作り運営するもの（国民主権）で

はなく、勝手に世話役面して、あれこれ指図してきて、自分たちが属する組織集団が自律

的に動こうとするのを邪魔してくる厄介者なのである。 

 

(22)  一時的結社体と法人型結社体 

「結社体」は、元々は、特定の一時的な目的を達成するために、人と人（あるいは、組

織集団と組織集団）が契約を結んで連合し、その目的を達成したら解散するという「一時
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的集団」であった。そのような「結社体」を「一時的結社体」と呼ぶことにする。「一時

的結社体」では、契約相手である「構成単位」の個性が重視される――彼・彼女が、特定

の生産・戦闘技術を持っているから、特定の生産・戦闘手段を持っているから、信用でき

る人物だから、契約を結んだというようこと――ので、「構成単位」が入れ替わってしま

うと、連合の維持が困難となる。例えば、目的達成に不可欠な生産・戦闘技術や生産・戦

闘手段を持っている人が「結社体」から抜けてしまうと、目的を達成できなくなってしま

う。 

その「構成単位」が入れ替わっても永続する「結社体」を作るには、“生産・戦闘手段

と生産・戦闘技術の保持主体としての法人が存在し、法人は、その構成員や管理人からは

独立した人格なので、構成員や管理人が変わっても同一性を保ち続ける”という法的擬制

（「５．組織神格化教 (11) イエ神格化教」参照）をした上で、法人と個人（あるいは、

法人と組織集団）が契約を結ぶことによって、永続的な目的と、その目的達成に必要な生

産・戦闘手段と生産・戦闘技術とを持った「結社体」を作るという法制度を創設する必要

があった。このような法制度によって作られた永続的な「結社体」を「法人型結社体」と

呼ぶことにする。法人が生産・戦闘手段と生産・戦闘技術を持っていれば（実際には、「５．

組織神格化教 (11) イエ神格化教」で述べたように、「法人型結社体」の構成員間で生産・

戦闘技術が継承されていくということであるが）、目的達成に不可欠な生産・戦闘技術や

生産・戦闘手段を持っている人が「結社体」から抜けてしまうと、目的を達成できなくな

ってしまうというようなことが無くなるのである。 

 

(23) 封建的法人型結社体 

「8.支配服従関係 (12)封建型支配服従関係」で述べたように、私は、企業との雇用契

約や学校との在学契約は契約ではなく「準拠枠設定」であり、“企業と被雇用者との関係”

や“学校・教員と児童生徒・学生との関係”は、封建関係が個人化したものであり、「封

建型支配服従関係」が生じていると考えている。このように、法人と「構成単位」との

「準拠枠設定」により「封建型支配服従関係」が生じている「法人型結社体」を「封建

的法人型結社体」と呼ぶことにする。 

身分制社会を市民革命によって倒して、平等な近代社会が生まれたという風に言われて

いるが、私は、それは真っ赤な嘘であると考えている。市民革命が行ったことは、「封建

型階統制公共体」を構成する「世襲制永続的小規模集団」を破壊して、個人を「世襲制永

続的小規模集団」から独立させることによって、個人を「世襲制永続的小規模集団」に付

随する身分から解放した（一般的な言い方をすれば、身分の世襲制を廃した）ことである。

「世襲制永続的小規模集団」から独立した個人は、企業と雇用契約という名の封建関係を

結ぶことによって、新たな封建制社会が生まれた。雇用契約は、この封建関係を、対等な

者同士が契約を結んで労働力を取引するという水平な関係（市場取引）に偽装することに

よって、平等な社会が実現したかのような錯覚を与える役目を担っている。資本主義社会
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は、偽装された封建制社会なのであり、真に平等な社会を実現するためには、「封建的法

人型結社体」の結成を禁じる必要がある。 

 

(24) 生き方呈示型集団 

  「6.個人主義 (1)二尊主義による個人の自立」で述べたように、一神教かつ世界宗教

であるキリスト教とイスラームは、「世襲制永続的小規模集団」ごとに異なっていた「親

的神」を抹殺することにより、それまで“「世襲制永続的小規模集団」の「親的神」”に

向けられていた「対親的神型依存欲求」を“唯一の神”へも向けさせ、“唯一の神”を“親

代わり”とする兄弟姉妹も同然の信者たちを構成員とする「宗教型集団」を作り出すこ

とによって、「世襲制永続的小規模集団」の枠を越えて人々が結びつくことを可能にしよ

うとした。“唯一の神”は「宗教型集団」の「親的神」なのである。 

  「親的神依存教」・一神教・「組織神格化教」は、“「親的神」・唯一の神・「組織霊魂」

は、特定の生き方を善き生き方であるとして信者に示しおり、その善き生き方に従った

者を現世あるいは来世で救済することを約束されている”という妄想を信者に抱かせる

ことによって、信者に安心感を与えるとともに、信者の生き方を共通化するという機能

（「宗教型生き方呈示機能」と呼ぶことにする）を果たしている。 

「宗教型集団」は、組織集団である場合もあれば、「観念的集団」である場合もある。 

「理性信仰」（「1.集団主義 (3)理性信仰」参照）は、“理性を持つ仲間からなる集団”

あるいは“同じ「理性的思考成果物」を信じる仲間からなる集団”という「観念的集団」

（「理性型集団」と呼ぶことにする）を作り出すことによって、人々が所属している“実

体的な組織集団”の枠を越えて人々が結びつくことを可能にするとともに、“理性的な判

断に基づいて生きることや「理性的思考成果物」（思想等）が示す生き方に従って生きる

ことが理性的な生き方であり、皆が理性的な生き方をするようになれば、理想の社会が

実現する”という妄想を信者に抱かせることによって、信者に安心感を与えるとともに、

信者の生き方を共通化するという機能（「理性型生き方呈示機能」と呼ぶことにする）を

果たしている。なお、“理性的な判断に基づいて生きること理性的な生き方である”と信

じている場合には、個人によって理性的な判断が異なってしまって、信者の生き方がば

らばらになってしまうことがある。 

  「第 13回 宗教・イデオロギー・道徳と教育」で詳しく説明するが、私は、“道徳信仰”

とでも呼べる信仰があり、その“道徳信仰”は、“同じ道徳を信じる仲間からなる集団”

という「観念型集団」（「道徳型集団」と呼ぶことにする）を作り出すことによって、人々

が所属している“実体的な組織集団”の枠を越えて人々が結びつくことを可能にすると

ともに、“道徳が示す生き方に従って生きることが善き生き方であり、皆が道徳的な生き

方をするようになれば、理想の社会が実現する”という妄想を信者に抱かせることによ

って、信者に安心感を与えるとともに、信者の生き方を共通化するという機能（「道徳型

生き方呈示機能」と呼ぶことにする）を果たしていると考えている。 
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本稿では、「宗教型集団」、「理性型集団」、「道徳型集団」を総称して「生き方呈示型集

団」と呼び、「宗教型生き方呈示機能」、「理性型生き方呈示機能」、「道徳型生き方呈示機

能」を総称して「生き方呈示機能」と呼ぶことにする。 

 

(25) 承認志向型集団 

宗教を信仰しない者にとっては、「宗教型生き方呈示機能」は“自分の生き方を選択す

る自由”を奪うものであり、理性を信仰しない者にとっては、「理性型生き方呈示機能」

は“自分の生き方を選択する自由”を奪うものであり、道徳を信仰しない者にとっては、

「道徳型生き方呈示機能」は“自分の生き方を選択する自由”を奪うものである。宗教

も理性も道徳も信じないで、自由に生きることを望む者には、どのように生きるべきか

を何者も示してくれないことになる。彼・彼女は、自分の心の赴くままに生きることが

正しい生き方であると考える「マゴコロ主義者」（「2.世界モデルと無意識的信仰 (10)マ

ゴコロ主義、自生的調和信仰、同調型和合倫理」参照）になる。 

土井隆義氏は『友だち地獄』で、次のように述べている。 

 

現代の若者たちが、ものごとの価値判断を行う場合に、ともかく自分はどう感じる

のか、その直感のようなものに根拠を置こうとする傾向を強めている……「私が本当

に感じているものは何なのか」、それこそが、自らの態度を決めるさいのもっとも重要

な判断基準なのである。（P.115） 

学校の廊下を走っている生徒に教師が注意をすると、「いけない理由は何ですか、こ

んなに広くて気持ちのよい場所なのに」と、まったくもって率直な反応が返ってくる

ことが近年は増えているという（『毎日新聞』朝刊、2000 年 5月 13日）。（P.114-115） 

近年のこのようなメンタリティの変化は……R・ベラーの言葉を借りて、「善いこと」

（Ｂeing good）から「いい感じ」（feeling good）への評価基準の変転といってもよ

い（……『心の習慣』……）。自分の感情や行為が妥当なものであるか否かは、……か

つては社会的な基準に照らして決まる度合がそれなりに高かった。しかし、いまや自

分の生理的な感覚や内発的な衝動に照らして決まる度合のほうがはるかに高まってい

る。（P.117-118） 

言葉によって作り上げられた思想や信条が、時間をこえて安定的に持続しうるのに

対して、自らの生理的な感覚や内発的な衝動は、いまのこの一瞬にしか成立しえず、

まったく刹那的なものである。……直感に根拠づけられた純粋な自分は、一貫性を保

ち続けることが難しくなる。その時々の気分に応じて、自分の根拠も揺れ動くからで

ある。だから、彼らは、その不安定さを少しでも解消し、不確かで脆弱な自己の基盤

を補強するために、身近な人びとからの絶えざる承認を必要とするようになる。…… 

かつての若者たちが……孤独にも強く、むしろ孤高にふるまうことすら可能だった

のは、自分の判断に客観的な色彩を与えてくれる社会的な根拠を自己の内面に取り込
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んでいたからである。その根拠が、つねに一定方向を示しつづける羅針盤の役割を果

たして、彼らの自律性を支えてくれていたからである。だから、たとえ周囲の人びと

から自分だけが浮いてしまおうとも、「我が道を突き進んでいく」と宣言することがで

きた。いわば一般的・抽象的な他者による承認を感じとることができていたので、具

体的な他者からの承認を現在ほどには強く必要としなかったのである。（P.120-122） 

 

「マゴコロ主義者」には、“自分の心の赴くままに生きることに何の迷いも持たない者”

（「強いマゴコロ主義者」と呼ぶことにする）と、“自分の心の赴くままに生きることを

望みながらも、自分の生き方が他者の生き方と異なっていると不安を覚える者”（「弱い

マゴコロ主義者」）がいる。“他者との同調を嫌う人間＝生まれつきの個人主義者”は「強

いマゴコロ主義者」になることができるが、“他者との同調を好む人間＝生まれつきの集

団主義者”は「弱いマゴコロ主義者」になってしまう。土井隆義氏が問題にしているの

は「弱いマゴコロ主義者」の行動である。 

「弱いマゴコロ主義者」は、自分の生き方が他者の生き方と異なっていると不安を覚

えるので、自分の生き方を周囲の人間に肯定してもらって、安心感を得たいという「生

き方承認欲求」を持っている。そのため、「弱いマゴコロ主義者」は、同じような生き方

をしている人間同士で群れて「承認志向型集団」を作ろうとする。しかし、人間の心は

常に揺れ動くものであるから、「マゴコロ主義者」の生き方も常に揺れ動き、同じような

生き方をしている人間同士で群れたはずなのに、いつのまにか、異なる生き方をしてい

る人間同士の集まりになってしまったということが頻繁に起こる。そのため、「マゴコロ

主義者」を構成員とする「承認志向型集団」は分裂・解体しやすい傾向を持っている。

また、全く同じ生き方をしている人間はほとんどいないから、同じような生き方をして

いる人間同士で群れたつもりでも、付き合っているうちに、細かな点での生き方の違い

が表面化して、対立が起こり、「承認志向型集団」が分裂・解体することもある。 

 

(26) 限定的承認志向型集団 

「承認志向型集団」は分裂・解体しやすいという問題を解決するには、自分の生き方

の一側面だけ共通していると思われる者同士で集まり、その限定的な側面に関してだけ、

限定的で短時間の付き合いをし、それ以外の側面には触れないようにすることによって、

各自の生き方の全体的な違いや生き方の変化を表面化させないように配慮した集団（「限

定的承認志向型集団」と呼ぶことにする）を作るという方法がある。複数の「限定的承

認志向型集団」に所属することができれば、自分の生き方が周囲の人間から肯定されて

いると思い込むことができる。原田曜平氏は『近頃の若者はなぜダメなのか』で、次の

ように述べている。 

 

数年前から東京では、学校や所属がばらばらの若者たち（高校生くらいの年齢）が
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渋谷などに集まって遊ぶ、といった動きが出てきています。私は彼らを「新・渋谷系

の若者たち」と呼んでいます……みんな、可愛いとか、かっこいいとか、お洒落だと

か、友達が多いとか、自分のどこかにある程度自信を持っていて、だからこそ、学校

内ではなかなか見つからない学外のイケている者を求め、渋谷に集まって夜な夜な遊

ぶのです……彼らの出会いは、たとえばある学校の文化祭でたまたま友人に会ったと

きに、その友人と一緒にいる子とメアド交換をし、メールのやり取りをしているうち

にいつの間にか仲良くなったり、クラブに行って友達の友達と仲良くなったりと、…

…さまざまなところで発生します。そして、最初数人だけだった……集まりにそれぞ

れが面白い友人を連れて来るうちに、いつの間にか規模が拡大し、グループを形成す

るようになるのです。……彼らを見ていて面白いと思う点は、彼らの「家庭環境」も

「偏差値」も「地域」も、まったくばらばらだということです。（P.201-203） 

 私が……マーケティング調査を担当したときの話です。その調査は、高校生数人に

……ビデオカメラを持たせ、……生活のすべてを撮影してもらう、といったものでし

た。……ある女子高生の生活に私の目は釘付けになりました。……部活後、彼女は原

宿の美容院に行き、美容師さんに髪を切られながら恋愛相談をします。美容院後、…

…他校の女子と渋谷で会い、小一時間、カフェでおしゃべりをして過ごします。カフ

ェ後、新宿に電車で移動し、また別の学校の女友達と、ウィンドーショッピングやプ

リクラ撮影をします。新宿後、彼氏と池袋で会い、ファミレスで一緒にご飯を食べま

す。彼氏と別れた後、電車で地元の駅に戻り、……地元友達（おそらくフリーター）

と会い、一緒に漫画喫茶に入ります。……1時間単位でいる街が変わり会う人が変わる

という神出鬼没な生活を……彼女は送っているのです。……そのときの気分に合った

街に行き、そのときの気分に合った友人と過ごしているのです。（P.209-212） 

 

「新・渋谷系の若者たち」の「「家庭環境」も「偏差値」も「地域」も、まったくばら

ばらだ」というのは、彼・彼女たちは、自信を持っている「自分のどこか」（つまり、自

分の生き方の一側面）に関して他者からの承認を得るために、「自分のどこか」に関して

共通している人と集まっているからではないかと思われる。「自分のどこか」とは無関係

な「家庭環境」、「偏差値」、「地域」などに触れると、対立が生じ集団は分裂してしまう

ので、それらのことは関心外のこととしなければならないのである。 

限定的で短時間の付き合いでは、相手の全体像を把握することができないので、“自分

がこうすれば、相手はああするだろう”、“こういう場面では、相手はああするだろう”

というような、状況に応じた相手の言動の予測が困難である。特定の状況下では常に同

じパターンの言動を取るように固定してもらえれば、この困難を解消することができる。

言動のパターンを固定化するには、“キャラ化”が有効である。漫画やアニメの登場人物

は“まじめキャラ”、“へたれキャラ”、“癒しキャラ”、“ＫＹ（空気読めない）キャラ”

などのように分かり易く定型化・固定化されていることが多いが、集団内での構成員の
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言動のパターンが“○○キャラ”というように定型化・固定化されていれば、他者の言

動を予測することが容易になり、コミュニケーションを取りやすくなるのである。そし

て、“○○キャラ”が自分の生き方の特定の側面に近いものであれば、自分の生き方の特

定の側面が他者によって肯定されていると、ある程度は感じることができる。このよう

な“キャラ化”を「限定的キャラ化」と呼ぶことにする。 

自分の生き方の一側面だけに関してであっても、物理的に接触可能な人々の中から共

通の生き方をしている人を見つけ出すのは困難である。そこで、インターネットの力を

借りることによって、「観念的集団」である「限定的承認志向型集団」（「限定的承認志向

型観念的集団」と呼ぶことにする）を作り出すという方法が取られることがある。「限定

的承認志向型観念的集団」では、対面接触を伴う「限定的承認志向型集団」よりも、よ

り限定的で短時間の付き合いになるので、「限定的キャラ化」が徹底される。鴻上尚史は

『「空気」と「世間」』（P.203-205）で、次のように述べている。 

 

「世間原理主義者」……は、「古き良き日本」に帰ろうと、伝統的な日本の素晴らし

さや日本人が失ってしまったかけがえのない「世間」を語り続けます。そして、反日

的な言動を見つければ大挙して押し寄せ、道徳心と正義感に燃えて、ブログを炎上さ

せます。…… 

彼らは、伝統的な「世間」の良さを語るだけでは、精神的な満足は得られないので

す。伝統的な「世間」を感じるためには、他者を攻撃する必要があるのです。 

なぜなら、「世間原理主義者」がネット上で作り上げている「世間」は、実体を持っ

た「世間」ではないからです。…… 

自分を支えて欲しいと意識的に作り上げられた「世間」なのです。…… 

意識的に作られた「世間」では、常に自分がその「世間」に属していると確認しな

ければなりません。…… 

「世間」に所属していることを証明する一番確実な方法は、その「世間」を否定す

るようなことを言っている人を攻撃することです。 

 

「世間原理主義者」とは、私が言う「共同体復古主義者」に似た人々のことであるが、

ここで、鴻上尚史氏が問題にしているのは「世間原理主義者」の中でもネット右翼と呼

ばれている人々である。ネット右翼の多くは右翼団体のような組織集団には属さず、イ

ンターネット上の掲示板などを活動の拠点にしている。ネット右翼は、ネット右翼が反

日的であると考える書き込みなどに対して集団的・集中的に攻撃することを常としてい

るが、ネット右翼の主張は非常に画一的で、単純明快である。つまり、ネット右翼は、

画一的で演技が容易な“ネトウヨキャラ”を演じているのである。 

「12.いじめ (7)魔女狩り型いじめ」で述べたように、集団が一体であるという幻想は

集団の構成員の同質性という虚構によって支えられており、その虚構は、自分たちとは
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“異質な他者”を措定し、その“異質な他者”を蔑視し、攻撃することによって支えら

れている。ネット右翼が作る「限定的承認志向型観念的集団」は観念上の集団に過ぎな

いので、自分たちの集団が一体であるという幻想に浸るには、その虚構を強化せねばな

らず、そのため“異質な他者”である「反日的な言動」をする者への蔑視・攻撃が過激

なものになる。「我々は奴らのような下賤な連中とは異なる高貴な人間である」という具

合である。 

 

(27) 承認幻想型集団 

  （学校の）学級や職場などに拘束されている時間帯には、複数の「限定的承認志向型

集団」に所属することによって、自分の生き方が周囲の人間から肯定されていると思い

込むという方法が使えないので、学級や職場の構成員同士で「承認志向型集団」を作る

必要があるが、学級や職場という限られた範囲内では、自分と同じような生き方をして

いる人間を見つけ出すことは難しい。そこで、①各自の生き方に深くは立ち入らないこ

とで、生き方の違いを表面化しないようにし、②皆で同調して行動することで、「僕たち

は同じように考えているし、同じ価値観を共有して、同じことで泣いたり笑ったりする、

結びつきの強い全体だよね」（菅野仁著『友だち幻想』P.81）などと思い込んで、各自の

生き方を相互承認しているという幻想に浸るという方法をとる集団（「承認幻想型集団」

と呼ぶことにする）が作られることが多い。 

各自の生き方に深くは立ち入らないことで、生き方の違いを表面化しないようにする

関係を、土井隆義氏は『友だち地獄』（P.7-10）で「優しい関係」と呼んでいる。 

 

白岩玄の小説『野ブタ。をプロジュース』は、……今日の高校生たちが繰り広げる

人間関係の駆け引きと、その繊細な心理のあやを巧みに描いた作品である……クラス

メートたちの多くは、互いの人間関係を円滑にこなしていくため、……たえず場の空

気を読みながら、友人とのあいだに争点をつくらないように心がけている。…… 

対立の回避を最優先にする若者たちの人間関係を……「優しい関係」と呼んでおき

たい。それは、……大平健が指摘するように、他人と積極的に関わることで相手を傷

つけてしまうかもしれないことを危惧する今風の「優しさ」の表われだからである（『や

さしさの精神病理』……）。それはまた、他人と積極的に関わることで自分が傷つけら

れてしまうかもしれないことを危惧する「優しさ」の表われでもある。…… 

現在の若者たちは、……千石保が「マサツ回避の世代」とも呼ぶように、「優しい関

係」の維持を最優先にして、極めて注意ぶかく気を遣いあいながら、なるべく衝突を

さけようと慎重に人間関係を営んでいる（『マサツ回避の世代』……）……しかし、こ

のような互いの相違点の確認を避ける人間関係は、その場の雰囲気だけが頼りの揺る

ぎやすい関係でもある。だからそこには、薄氷を踏むような繊細さで相手の反応を察

知しながら、自分の出方を決めていかなければならない緊張感がたえず漂っている。 
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……しかし彼らは、その人間関係から撤退する選択肢をもちあわせていない。なぜ

なら、たとえ息苦しいものだとしても、その人間関係だけが、彼らの自己肯定感を支

える唯一の基盤となっているからである。 

 

  「薄氷を踏むような繊細さで相手の反応を察知しながら、自分の出方を決めていかな

ければならない緊張感がたえず漂っている」のは、「承認幻想集団」には、同調の基準点

となる人、言い換えると、その場の空気、雰囲気、ノリ等を操作・支配する力を持つ「空

気支配者」がいないからである。「承認幻想集団」に「空気支配者」がいると、他の構成

員が「空気支配者」の生き方に縛られることになり、各自の生き方を相互承認している

という幻想に浸るという機能を果たせなくなってしまうのである。鴻上尚史氏は『「空気」

と「世間」』で、次のように述べている。 

 

   テレビのお笑い番組を見ていると、お笑い芸人さんが「空気を読め！」と叫ぶ場面

に出会います。…… 

   それぞれの番組は、……誰が番組を仕切っているのか、明快な構造になっています。

……その番組に出た人たちは、その司会者が求める笑い、求める情報、求めるテンポ

を考えます。…… 

   番組の「空気」とは、司会者である大物芸人が作り、決定するものなのです。（P.10-12） 

   小学校高学年から中学校で広く行われている「順番に来るいじめ」は、大物司会者

がいないのに、みんな必死で「空気」を読もうとするから、生まれるのじゃないかと、

僕は思っています。…… 

   特定のボスがいなくて、ただ平均的な人間が集められているクラスは、大物司会者

がいないまま、若手芸人だけが 30人以上出演しているテレビ番組と同じです。…… 

   人間が集まっている以上、そこには、なんらかの「空気」らしきものが生まれます。

……なんとなく元気になったり、落ち込んだり、騒がしくなったり、静かになったり

するムードが出現するのです。 

   けれど、番組・クラスの方向性も決まっていなければ、大物司会者もいないので、

そのムードはくるくると変わります。誰かの発言で「空気」は決まるように見えて、

すぐ次の誰かの発言で「空気」は変わります。…… 

   そんな時に、「空気を読め！」と言えるはずがないのです。いえ、そもそも、そんな

不安定な「空気」を読むこと自体が不毛なことだと言えるのです。（P.16-18） 

 

  鴻上尚史氏は、クラスを大物司会者がいないテレビ番組に例えているが、「11.学級生

徒集団 (3)学級生徒集団の分裂とスクールカースト」で述べるように、スクールカース

トがあるクラスでは、カースト上位の者が大物司会者の立場にいる。大物司会者がいな

いテレビ番組のようなものになってしまって、「順番に来るいじめ」が行わるのは、クラ
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ス内にできる「承認幻想集団」である（「12.いじめ (8)魔女狩りごっこ型いじめ」参照）。

「承認幻想集団」の構成員は、くるくると変わる「空気」を読むという不毛な努力を続

け、「空気」を読むことにちょっとでも失敗すると「空気を読め！」と非難され、「順番

に来るいじめ」のターゲットにされてしまうという精神的に苦しい状態に置かれるが、

自分の「生き方承認欲求」を満たしてくれているという幻想に浸ることができる“唯一

の場”（本当はそうではないのだが、そうだと思い込んでしまっている）である「承認幻

想集団」を抜け出すことはできないというジレンマに追い込まれる。 

 

(28) 演技承認型集団 

  各自の生き方の違いを表面化しないようにするには、他者の生き方を否定するような

言動をとることによって対立が生じることを避ける必要がある。しかし、他者の生き方

の全体像を理解することは不可能に近いことなので、他者の生き方を否定するような言

動を避けることは極めて難しい。この困難を乗り切るために、“キャラ化”が使われるこ

とがある。ただし、ここで使われる“キャラ化”は、上述した「限定的キャラ化」とは

異なる“キャラ化”であり、組織集団内での力関係等によって自分に押し付けられた生

き方――それは、自分が本当に望んでいる生き方とは異なることが多い――を集団内で

演じるという“キャラ化”（「演技的キャラ化」と呼ぶことにする）である。 

  学校・学級、会社・職場、仲間集団などで、自分が本当に望んでいる生き方に近い“キ

ャラ”を演じることができれば、自分の生き方が周囲の人間から肯定されていると感じ

ることができるが、それでは、学校、会社、仲間集団の方針と衝突したり、他の構成員

との連携が取れなかったりしてしまうことが多いので、組織集団内での力関係等によっ

て、特定の「演技的キャラ」が押し付けられてくるのである。そして、その「演技的キ

ャラ」をうまく演じることができれば、他の構成員から高く評価され、「対仲間型承認欲

求」や「対組織霊魂型承認欲求」を満足させることができる。その「演技的キャラ」を

うまく演じることができず、他の構成員から非難されても、それは、演じ方が下手だと

いう非難であって、自分が本当に望んでいる生き方を否定されたことにはならない。こ

のような集団を「演技承認型集団」と呼ぶことにする。 

「演技承認型集団」に属していると、「自分は集団の中でいつも演技しており、他者か

ら承認されているのは、その演技であり、本当の自分ではない」という“満たされない

思い”と「本当の自分が失われゆく」という喪失感を抱くことがある。鴻上尚史は『「空

気」と「世間」』（P.209-210）で、次のように述べている。 

 

電車に乗っていると、女子高生の集団が乗り込んできます。彼女たちは、楽しそう

に会話します。やがて、駅で一人二人と降りていきます。僕は、手を振って降りてい

った女子高生の顔を窓越しに見ます。彼女たちは、ホームを歩き始めると、笑顔が瞬

間的に消えます。本当に会話が楽しかったのなら、笑顔はゆるやかに消えるはずです。
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…… 

二人になり、一人がホームに降り、電車が発車した瞬間、車内に残った女子高生の

笑顔は、一瞬で真顔になります。それは、彼女が本当には笑っていなかったという証

拠です。 

嫌な接待の後、相手がタクシーに乗って走り去った瞬間、一瞬で笑顔が消えること

と同じです。本当に楽しいデートの時は、笑顔はゆっくりと消え、甘い切なさが残り

ます。 

けれど、それでも、一人よりは安心するからこそ、女子高生は集うのです。ずっと

一人よりは、無理して笑い、仮面の微笑みを身につけた方が、生きやすいと多くの日

本人は思っているはずです。 

 

10．子どもの仲間集団 

(1) 子ども集団内での遊び＝学習 

  私は、子どもが仲間集団を作って遊ぶのは、元々は、遊びを通じて学ぶためであった

と考えている。 

人々が一つの「世襲制永続的小規模集団」内で生まれてから死ぬまで暮らしていた時

代には、「世襲制永続的小規模集団」内の子どもたちは男女別に仲間集団を形成していた

（ただし、人数が少ない「世襲制永続的小規模集団」では男女別に分かれない）。その仲

間集団は年齢に幅がある子どもたちによって構成されており、「年長の子どもたちが年少

の子どもたちの面倒を引き受け、年少の子どもたちは年長の子どもたちを観察すること

で適切な行動を学習」（ジュディス・リッチ・ハリス著『子育ての大誤解』P.224）して

いた（「第 8回 能力の個人差 14.集団社会化」参照）。年齢に幅がある子どもたちによっ

て構成される仲間集団を「異年齢型子ども集団」と呼び、同年齢の子どもたちによって

構成される仲間集団を「同年齢型子ども集団」と呼び、「異年齢型子ども集団」と「同年

齢型子ども集団」を「こども集団」と総称することにする。 

  日本の伝統的な村落も同様であり、青少年は、子供組、若者組、娘組に属することに

よって、村落での生活に必要な技能の一部と慣習（しきたり）を学んでいた。佐藤守氏

は「年齢階梯制について －若者組を中心に－」で、次のように述べている。 

 

   若者組の内部組織も……年齢的な序列によって、それぞれの役割分担が決められて

いた。……若者組は村落内の各種の労働、消防、夜警、警察、葬式などの役割を分担

し、さらに入り会い林野や地先漁場の管理統制、氏神祭典行事の下請け、盆踊りなど

を通じて、村落内における伝統的な行動様式の総体としての文化を受け継いでいくも

のであった……そこでは、……村八分や制裁をとおして、村の掟や仕来たりに対する

恭順や絶対的な服従が求められ、伝統的な行動様式の枠内でのみ、若者たちの自由が

許されていたにすぎない……伝統的な行動様式に従って行動することは、その村落に
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おいて生きていくための唯一の方法であったといえよう。……若者組の組織や秩序は、

家族共同体の延長、ないし、その擬制化された形態をとっている…… 

   生涯の最初の発達段階は子供組として……組織された。伝統的に子供は数え年七歳

から十五歳ごろの年齢の者と考えられていた。子供組の主たる機能は、ムラの祭祀行

事のある部分を主宰したり、独自の立場から参加したりすることにある。……彼らの

独自の世界は遊びであって、その遊びの内容はムラびとの世界からの模倣によって獲

得したものである。つまり、……ムラの生活伝承を遊戯化して受け継いだのが子供組

の行事である。それ故、子供組の組織の多くは、若者組や中老組の組織や祭祀形式の

模倣となり反映となる。そして、子供組はムラの共同生活に必要な訓練を受ける最初

の教育機関であった。 

第二の発達段階は若者組として組織され、そこで一人前のムラびとの資格を得るた

めに正式な陶冶を受けることになる。若者組の年齢の範囲は凡そ十五歳から二十五歳

前後までにわたっていて、その内部組織は年序別に細分化され、漸進的に村落体制の

中に組みこまれていく。 

 

  「世襲制永続的小規模集団」では、生活に必要な技能と慣習は記号化（明文化、理論

体系化）されておらず、技能と慣習の学習のほとんどは、言葉を用いた教育によってで

はなく、他者（主として年長者）の行動を観察し、その行動を自分なりに解釈し、その

解釈に基づいて試行錯誤してみるという方法によって行われていた。「見よう見まね」に

よって学習していたということである。 

「世襲制永続的小規模集団」では、子どもは親をはじめとする大人たちから学ぶこと

はほとんどなかった。いわゆる“家庭の教育力”や“地域の教育力”は貧弱だったので

ある。ジュディス・リッチ・ハリスは『子育ての大誤解』（P.121-126）で、次のように

述べている。 

 

   私は人類学の資料を多く読んできたが、そこで伝統的な部族社会もしくは村落社会

における子ども時代に関して、私の得た印象を紹介させていただこう。…… 

日中は母親がおんぶしたり腰にぶら下げたりして連れて歩き、夜は母親と一緒に寝

る。…… 

新たな赤ちゃんが生まれる頃には……上の子は母親の腕の中から永久に追放され…

…る。…… 

二歳半から三歳の子が母親の腕の中から追放されると、たいていは年上のきょうだ

いがその子の面倒を見ることになる。……兄や姉は自分が近所の子どもと遊ぶときに

は弟や妹を引き連れていく。…… 

母親の腕を独占できていた期間は……身体的な面でも十分世話されていたが、その

間に教えられたことは皆無に等しかった。伝統的な社会で生きる親は、赤ちゃんに…
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…言われたことを理解する力があるとは考えないのだ。そのため、親は子どもに話し

かけようともしないし、しゃべり方を教えようともしない。…… 

ドイツの動物行動学者イレネウス・アイブル＝アイベスフェルトは次のように語っ

ている。 

 

    三歳児になると遊びの輪に仲間入りするようになり、このような遊びの輪の中で

こそ子どもは真の意味で育てられる。年長の子が遊びのルールを説明し、他人の物

を取り上げたり攻撃的になったりするようなルールを守れない子には注意をうなが

す。……子ども同士で遊ぶことで、何が他人を怒らせ、どのルールに従うべきかを

学習していく。これは人人が小さな集団を形成して生活する文化のほとんどに共通

する現象である。 

 

   とりわけ男の子は、仲間と過ごしてばかりで、家庭で過ごす時間はごく少ない。…

… 

伝統的な社会の親は……子どもを褒めることなどめったにない。子どもが間違った

行動をとれば、親はその子どもを叩く……か、からかうか、おばけや「怖いおじさん」

や怖い動物が来るよと脅したりする。…… 

私たちの社会の子どもたちは、何をどのように行うべきなのか、自分の行動のどこ

が間違っているのかに関する説教を延々と聞かされる。言葉による説明も、言葉によ

るフィードバックも文字のない社会ではめったに見られない。 

 

日本の伝統的な村落も同様であった。広田照幸氏は『日本人のしつけは衰退したのか』

（P.26-32）で、次のように述べている。 

 

   村で共通したルールが、しつけの基準となっていた。 

……子供組・若者組のような同年齢集団や親戚・隣人など周囲の人を含めた大きな

ネットワークが、全体として、しつけや人間形成の機能を果たしていた。子供のしつ

けは親の責任だ、という観念もかつての村では希薄であった。…… 

耕地や生計の途が限られていた現実においては、子供の問題よりもむしろ労働－生

産の問題こそが人々の中心的な関心事であった。……乳幼児の世話は一人前の労働能

力を持たない老人や年長児にまかせてしまうほどの「つまらない仕事」でしかなかっ

た。…… 

徳岡秀雄の指摘は興味深い（徳岡「庶民家族におけるしつけ」）。庶民家族において

は、「基本的生活習慣の形成」や「行儀作法」は、きびしくしつけられることはなかっ

たものの、「労働のしつけ」はきびしくなされたというのである。 

……家業の技能伝達だけは、家の存続にストレートにかかわる課題であったために、
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子供に対してきびしくなされていた……食事のときに手を洗わなくても別に親は何も

言わなかったが、仕事の後で鍬を洗っておかないとひどく叱られた、といった具合で

ある……。 

 

  村落では、親が子どもに対して行ったことは、乳児期の世話（祖母や姉・兄に押し付

けられることも多かった）と家業の技能継承だけで、村落での生活に必要な行動様式や

技能の大半は、「異年齢型子ども集団」の仲間から学んでいたのである。広田照幸氏は、

「子供組・若者組のような同年齢集団や親戚・隣人など周囲の人を含めた大きなネット

ワークが、全体として、しつけや人間形成の機能を果たしていた」と述べているが、親

戚・隣人などの大人たちも親と同様に「子供の問題よりもむしろ労働－生産の問題こそ

が人々の中心的な関心事であった」はずであり、他人の子どもの人間形成に計画的に関

わり合っている余裕などないはずである。親戚・隣人などの大人たちは、親と同様に、

場当たり的に子どもを叱っていただけではないだろうか。ただし、村落では「村で共通

したルール」があったので、どの大人もその「村で共通したルール」に則って子どもを

叱っていたという意味では、子どものしつけに一貫性があったと思われる。 

「世襲制永続的小規模集団」において、子どもが大人からではなく、「異年齢型子ども

集団」の年上の子どもから学ぶのは、その方が容易だからではないだろうか。年齢に大

きな差があると、「世界モデル」に大きな違いがあるため、他者の行動の意味を解釈する

ことに困難を伴うが、年齢にあまり差がないと、「世界モデル」にあまり違いがないため、

他者の行動の意味をを容易に解釈することができるからである。 

同年齢や年下の子どもからではなく、年上の子どもから学ぶのは、年上の子どもの方

が「世襲制永続的小規模集団」での生活に生活に必要な技術に優れていたり、「世襲制永

続的小規模集団」の慣習に詳しかったりすることが多いからである。「異年齢型子ども集

団」内で、年上の子どもは、年下の子どもにとっての「権威体」（「子ども集団内権威体」

と呼ぶことにする）となり、「権威への依存」が起こっているのである。この年上の子ど

もが持つ権威と「異年齢型子ども集団」のしきたり（慣習）によって、「異年齢型子ども

集団」の秩序は維持されている。 

「異年齢型子ども集団」での遊びは、その集団が属する「世襲制永続的小規模集団」

で大人たちが行っていることを、子どもでも容易かつ安全にできるように、簡略化し、

危険な要素を取り除くことによって、遊戯化したものである。そして、子どもの年齢が

上がるにつれて、遊びは大人たちの行っていくことに近づいていくようになっている。 

遊びを通じて学べるのは、「狩猟採集生活関連技能」（「8.支配服従関係 (17)権威への

依存と多数派への同調」参照）だけである。例えば、取っ組み合い・追いかけっこ・ス

ポーツなどで狩猟・戦闘に必要な技能を身につけ、ままごと・人形遊び・ペット飼育な

どで育児・料理に必要な技能を身につけ、買い物ごっこ・花摘み・昆虫採取などで買い

物・採取に必要な技能を身につけ、積み木・プラモデルなどで物作りに必要な技能を身
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につけ、おしゃれ遊びでおしゃれに必要な技能を身につけている。テレビゲーム、アニ

メ、漫画は、これらのものをテーマにしたものが多い。D.F.ビョークランドとＡ.D.ペレ

グリーニは『進化発達心理学』で、次のように述べている。 

 

   私たちが種として文明の影響を受けて生活してきたのは、わずか 1 万～1 万 2000 年

にすぎず、自然淘汰が私たちの心に実質的な影響を与えるほど長くはない。そうする

と、私たちの現在の遺伝子構造は、過去の狩猟採集生活に適応するようにできている

可能性が高く、今日の私たちに適応しているかどうかは分からない。……現代のヒト

の心が、遊牧しつつ狩猟採集生活をおくっていた小集団が直面した問題を解決するよ

うに進化してきたことを考えると、……学校で子どもに教えることの多くは、私たち

の祖先が直面したことのない課題を教えるという意味で「不自然」である。たとえば、

ヒトはおそらく何万年もの間言語を用いてきたが、読むことはほんの数千年しかさか

のぼることのできないスキルであり、ようやく今世紀に、地球上に暮らす大多数の人

が読み書きできるようになったところなのである。……デイヴィッド・ギアリーは、

進化する上で選択された認知能力、たとえば言語などを「生物学的一次的能力」と呼

び、この一次能力にもとづいているものの、主に文化によって創り出された能力、た

とえば読みなどを「生物学的二次的能力」と呼んだ。（P.27） 

   生物学的二次能力は……生物学的一次能力をその進化の基盤となった能力とは別の

目的で用いることによって生じたものである。……生物学的一次的能力については、

子どもたちは自発的に練習をし（周りにある物に名前をつける、少量のものを数える

など）、その習得速度や最終到達レベルに個人差が認められる場合もあるが（たとえば、

言語障害により達成が障害される）、ほとんどの子どもは大人に教えられなくとも「エ

キスパート」のレベルに到達する。それに対し、生物学的二次的能力の獲得速度と最

終到達レベルには、非常に大きな個人差が存在する。文字の読解や計算などの生物学

的二次的能力の練習は、説得されたり、強要されたりしなければ取り組まない子ども

も多い。（P.133-134） 

 

  「生物学的一次能力」は、私が言うところの「狩猟採集生活関連技能」のことである。

「生物学的一次能力」については、子どもは自発的に学ぶので、「子ども集団」内での遊

びで自然に身につけることができていた。人類が農耕牧畜を始めてから、狩猟採集生活

に必要な技能以外の技能である「生物学的二次能力」も身につけることが必要になって

きたが、「生物学的二次能力」については、自発的に学ぼうとする子どもは少ない。その

ため、「子ども集団」内での遊びで自然に身につけることはできず、別の方法で学ぶ必要

が出てくる。近代化・産業化前の社会では、家業に必要な「生物学的二次能力」は親か

ら学ぶという形をとるのが基本であり、やや高度な技能は徒弟修行で学んでいた。子ど

もが親から学ぶ方法や徒弟修行の方法は、見よう見まねによる学習である。 
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  「生物学的二次能力は……生物学的一次能力をその進化の基盤となった能力とは別の

目的で用いることによって生じた」というのは、育児と狩猟の技能を応用して、家畜を

育てる技能を身につけるというようなことであるが、読み書きの技能を身につけるため

には、かなりの飛躍が必要である。メアリアン・ウルフは『プルーストとイカ 読書は

脳をどのように変えるのか？』で、人間の脳は、先天的には、文字を読み書きできるよ

うにはなっていないので、読み書きを学ぶことによって、本来は、読み書きのためのも

のではなかった脳領域・神経回路を、読み書きための脳領域・神経回路に作り変える必

要があると指摘している。そのため、読み書きを学ぶことはかなり困難なことであり、

読み書きを学ぶための専門の教育機関などが必要になってくる。これが、学校教育の起

源であり、その後、学校教育は「生物学的二次能力」全般の教育を担当するようになり、

後述する「異年齢型子ども集団」の消失により、「生物学的一次能力」の教育まで要請さ

れるようになってきた。 

   

(2) 異年齢型子ども集団の消失 

日本では、学校教育が始まってからも、高度成長期までは、地域の異年齢の子どもた

ちによって構成される「異年齢型子ども集団」が存続して、学校の学級で同年齢の子ど

もたちによって構成される「同年齢型子ども集団」と共存していた。この時期の子ども

たちは、地域の「異年齢型子ども集団」での教育と学校での教育を並行して受けており、

地域の「異年齢型子ども集団」での教育を地域社会の教育と呼ぶならば、“地域社会の教

育力”が高かった時期である。また、高度成長期までの日本では、「異年齢型子ども集団」

の中で身につけた「生物学的一次能力」が重要となる仕事（農林水産業、職人など）も

多く、学校での勉強が苦手な子どもにとって、「異年齢型子ども集団」は学校では満たさ

れない「承認欲求」が満たされる場であった。 

高度成長期に、地域の「異年齢型子ども集団」が激減したが、その原因として、都市

化と自動車の増加による遊び場の減少、兄弟数の減少、塾・稽古事による子どもの多忙

化、遊びの種類が増えて異年齢の子どもでは趣味が合わなくなってしまったことなどが

指摘されている。 

地域の「異年齢型子ども集団」が消失すると、子どもたちは、学校の学級等で同年齢

の子どもたちによって構成される「同年齢型子ども集団」にだけ属するようになる。「同

年齢型子ども集団」では、年少の子どもが年長の子どもの行動を見よう見まねによって

学習するということができなくなるので、同年齢の子どもの中で、遊びに必要な技術・

行動様式や大人になってからの生活に必要だと子どもたちが思い込んでいる技術・行動

様式を、それらの技術・行動様式に優れている子どもから学ぶようになる。そのような

子どもは、「同年齢型子ども集団」内で、他の子どもたちにとっての「子ども集団内権威

体」となり、「権威への依存」が起こるのである。 

昔と違って現在では、遊びを通じて学べる「生物学的一次能力」が重要な仕事が減っ
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てきており、また、大人になってからの生活に必要だという子どもたちの思い込みはピ

ント外れのことが多い。その結果、「同年齢型子ども集団」では、子どもたちは、将来の

生活に不要なものを多く学び、将来の生活に必要なものの多くを学ばないことになるの

で、大人の目からは“子ども集団の教育力”が低下しているように見える。 

“子ども集団の教育力”が低下すると、生活に必要な技術と行動様式の教育を親や学

校が担当する必要が出てくるが、親や学校は十分な対応ができていない。このことが、

家庭の教育力が低下したという主張の原因になっていると、私は考える。昔は「異年齢

型子ども集団」が子どものしつけの大半を担っていたのだということを知らずに、親が

子どものしつけを担っていたのだ誤解している人々が、家庭の教育力が低下したと騒ぎ

立てているだけなのである。 

人々が一つの閉鎖的な「地域公共体」の中で一生を終えていた時代（「地域公共体」が

「世襲制永続的小規模集団」であった時代）には、その「地域公共体」の大人たちの行

動様式は共通しており、その「地域公共体」に属する「異年齢型子ども集団」はその大

人たちの行動様式を子ども向けにアレンジしたものを自分たちの行動様式としていたの

で、「異年齢型子ども集団」の行動様式は「地域公共体」のどの大人から見ても好ましい

ものであった。しかし、「地域公共体」の閉鎖性が崩れて、人々があちこちに移り住むよ

うになると、地域内の大人たちの行動様式は多様化する。「子ども集団」は、多様化した

大人たちの行動様式のいずれかをアレンジして自分たちの行動様式とするので、大人か

ら見れば、自分が好ましいと考えている行動様式とは異なる行動様式を採用している「子

ども集団」が多数存在していることになり、子どもたちのモラルが低下したように思え

てしまう。なお、大人同士でも、自分が好ましいと考えている行動様式とは異なる行動

様式を採用している大人が多数存在していることになり、大人たちのモラルが低下した

ように思えてしまう。 

 

(3) 子ども集団への依存本能 

  前述したように、人々が一つの「世襲制永続的小規模集団」内で生まれてから死ぬま

で暮らしていた時代には、自分が所属する「世襲制永続的小規模集団」で生活するため

に必要な技術や行動様式を、「世襲制永続的小規模集団」内に一つだけある（男女別に分

かれていることが多いが、男子にとっても、女子にとっても、その一つだけということ

なる）「異年齢型子ども集団」内で学んでいたので、その「異年齢型子ども集団」に所属

できないということは、大人になってからの生活に必要な技術や行動様式を身につけら

れなくなるということである。そのため、人類は、その進化の過程で、「子ども集団」に

依存する本能を身につけたと考えられる。ジュディス・リッチ・ハリスは『子育ての大

誤解』で、次のように指摘している。 

 

私たちの祖先が狩猟採集民であった頃……年齢に幅がある子ども集団では、年長の
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子どもたちが年少の子どもたちの面倒を引き受け、年少の子どもたちは年長の子ども

たちを観察することで適切な行動を学習した。……幼い少年たちは年長のお兄ちゃん

から荒い扱いを受けても、お兄ちゃんと一緒にいることを好む。（P.224） 

 

  「子ども集団」への依存本能によって、「子ども集団」内でいじめられても、その「子

ども集団」にしがみつき、離れられないという現象が起きる。理性的に考えれば、その

「子ども集団」を離れても生きていくことができるのに、人々が一つの「世襲制永続的

小規模集団」内で生まれてから死ぬまで暮らしていた時代に形成された本能が、その「子

ども集団」を離れては生きていくことができないという感情を起こさせ、「今、このグル

ープでうまくいかないと、自分はもう終わりだ」（土井隆義著『友だち地獄』P.17）と思

わせるのである。「子ども集団」を離れても生きていけるようになったのは、学校等が「子

ども集団」に代わって教育を行うようになってからであり、また、他の「子ども集団」

に移籍することができるようになったのは国民国家化以降のことなので、遺伝子が変化

するには不十分な時間しか経過していないのである。 

 

(4) ティーンエイジャー集団と大人集団・教師集団との対立 

ジュディス・リッチ・ハリスは『子育ての大誤解』で、次のように述べている。 

 

   集団社会化説――子どもたちは自分自身を仲間たちで形成される集団の一員とみな

し、自らの行動をその集団の規範に合わせて調整する、さらにその集団は自らの集団

を別の集団と対比させた上で、その別の集団とは異なる規範を採用する （P.328） 

進化の過程で私たちは幼い子どもを愛する二つの理由が与えられた。彼らが私たち

の遺伝子を運んでくれるから、そして彼らは小さくてかわいいからだ。ティーンエイ

ジャーを愛する理由は、遺伝子を運んでくれる、その一つだけだ。大人並みの大きさ

になり、……思春期の子どもたちを見ても、育ててあげたいという本能はもはや呼び

覚まされない。彼らにとっても私たちはさほど必要ではなくなる。少なくとも彼らが

過ごす環境においては、親なしでやっていけるのだ。子どもと大人という年齢集団し

かない場合、両集団間の敵対心は一方が依存し、他方がいたわり慈しむことで消沈す

る。ところが、ティーンエイジャーが独自の集団をもつと、……大人とティーンエイ

ジャーの間に敵対心が萌芽しうる。（P.337） 

子どもたちが文化の改変者になることはない。まだまだコツを覚える最中にあり、

十分独立していないからだ。大人も文化の改変者にはなりえない。現状を維持しよう

とするからだ。文化を改変できるのは十代後半から二十代前半で独自集団をもつ人々

だ。集団性により、親や教師の世代とは一線を画したいという気持ちが駆り立てられ

る。……彼らは違う行動、違う思想を受け入れ、新語を造語し、斬新なファッション

も生み出す。（P.340） 
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大人が思春期の子どもに及ぼすことができる力は限られている。ティーンエイジャ

ーたちは独自の文化を構築するが、それは仲間集団ごとに異なる。彼らが大人文化の

どの部分を取り入れどの部分を放棄するのか、そして新しく独自に考案するものがど

ういうものであるか、私たちには予測もつかなければ、それを決めることもできない。

とはいえ私たちは無力ではない。大人たちは彼らの文化にとっての主要情報源――メ

ディア――を管理する立場にある。（P.349-350） 

 

  子どもがまだ幼い頃は、大人に依存し、その保護を受けていなければ、生きることが

できず、大人には、幼い子どもを可愛いと思い、保護しようとする本能があるので、「子

ども集団」との間には「保護型支配服従関係」や「指導型支配服従関係」が成立し、「子

ども集団」と“大人集団”・“教師集団”が敵対関係に入ることは少ない。ただし、子ど

もには置かれた状況に応じて行動様式を使い分ける傾向があるので（大人も同様である

が）、家庭内では親の言い付けを守るが、家庭外では無視し、学校内では教師の言い付け

を守るが、学校外では無視するという場合がある。 

思春期を迎えた子どもは、大人による保護をあまり必要としなくなって、自立心が芽

生え、また、大人たちは、思春期を迎えた子どもを小さくて可愛いものと思えなくなっ

てきて、ティーンエイジャーによって構成される「子ども集団」（「ティーンエイジャー

集団」と呼ぶことにする）と“大人集団”・“教師集団”が敵対関係に入り、「集団対比効

果」（「3.人と人を結びつけるもの (9)類似性と集団対比効果」参照）が働くようになる

ことが多い。「ティーンエイジャー集団」は自分たちの独自性を示すために、“大人集団”・

“教師集団”の文化、規範、慣習等に反抗するようになり、自分たち独自の文化、規範、

行動様式等を作り出し、それらにしたがうようになるのである。 

このような「ティーンエイジャー集団」の“大人集団”・“教師集団”への反抗は、文

化や行動様式の革新をもたらし、社会を変化させる。「ティーンエイジャー集団」がおと

なしくなって“大人集団”・“教師集団”のいいなりになるような社会は、革新能力を失

い停滞する社会になる。 

「ティーンエイジャー集団」に大人や教師が作った規範や慣習を守らせようとする場合

に、規範や慣習を遵守した場合には報酬を与え、違反した場合には罰則を与えるという「賞

罰型支配服従関係」に頼る方法があるが、それでは、表面的な服従を得ることしかできず、

大人や教師が見ていないところでの反抗を強化するだけである。大人や教師がティーンエ

イジャーにとっての「権威体」となって、「指導型支配服従関係」を成立させるのが良策

であるが、これは容易なことではない。永山彦三郎氏は『現場から見た教育改革』

（P.161-162）で次のように指摘している。 

 

学校でやんちゃをやっているような子だって、本当にサーフィンが好きになって、

そのおもしろさに気がつけば、自然とその道でがんばっている大人たちを尊敬するこ
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とになる。その大人たちのいうことにはきちんと耳を傾けることになる。…… 

ある分野において功績をあげた者に対する尊敬、という意味において、今の子ども

たちはそういうことに、けっこう無条件で感服する。…… 

教員と生徒の関係がギクシャクしはじめたのは、この部分の欠落が大きい。簡単に

いってしまえば、生徒は教員という肩書きだけでは尊敬しなくなったのだ。…… 

教員が生徒に尊敬されることはある。しかしその主導権は……生徒の心のうちにあ

る。その生徒がその教員のなかに尊敬に値する何かを見つけた時、はじめて、その教

員はその生徒にとっての師となり、リスペクトの対象となる。 

   

  「8.支配服従関係 (17)権威への依存と多数派への同調」で述べたように、人類は、「狩

猟採集生活関連事」のうちのどれかを好きになり（複数のことを好きになることが多い）、

その好きなことがうまくできる人の行動パターンを観察して模倣することに喜びを感じ

る本能を持っており、その本能が「権威への依存」を生み出していると、私は考えてい

る。「狩猟採集生活関連事」のうちの何を好きになるかには男女差・個人差があり、男女

ともに好きな人が多いのは、頻繁な対面的接触のある相手との関係を円滑にすること、

場を盛り上げること、歌・踊りであり、男性に好きな人が多いのは、狩猟、戦闘とそれ

らに類似したことであり、女性に好きな人が多いのは、採取、育児、おしゃれとそれら

に類似したことである。 

なお、狩猟採集、育児、戦闘、けが・病気の治療などを行う際に、その方法の良し悪

しを分析的に考え、新しい方法を工夫する人が少数は必要であり、また、物語を作る技

能が理論体系を作る技能に転用できるので、学問や科学技術を本能的に好きなる人は少

数ながらもいる。したがって、学校で学問的・科学技術的知識を学ぶことを本能的に好

きになる人は少数派であるということになる。その少数派以外のティーンエイジャーが、

学問的・科学技術的知識を学ぶことを自分にとって必要だと思えるようになるには、大

人の言うことを鵜呑みにするか、理詰めで考えるかする必要があるが、「マゴコロ主義」

を信奉するティーンエイジャーは、自分の本能が生み出す感情にしたがうことを良しと

するので、そうはならない。 

以上に述べたことから、学校の教師を「権威体」と認め、心服するティーンエイジャ

ーは数少ないということが分かる。学問的・科学技術的知識を学ぶことが好きな少数派

のティーンエイジャーでも、塾や予備校の講師の方が学校の教師よりも優れた「権威体」

であると考えたり、教科書や参考書を「思想・理論型権威」であると考えたりする者が

結構いる。学校の教師よりも、塾や予備校の講師の方が教え方がうまいと考えたり、学

校の授業を受けなくても、教科書や参考書を読むだけで理解できるので、教師の説明を

聞くのは時間の無駄だと考えたりするということである。 

子どもが好きになることが多いスポーツ、おしゃれ、場の盛り上げ、歌・踊りなどに

優れた技能を持つ大人であれば、それらが好きな子どもにとっての「権威体」となるこ
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とができるが、普通の大人には無理である。がティーンエイジャーを心服させ、言うこ

とを聞かせることなどほとんど不可能である。 

 
11．学級生徒集団 

(1) 学級共同体言説 

教育学等では、学校の学級に属する担任教師と児童生徒を構成員とする集団を「学級

集団」と呼ぶことが多いが、私は、教師を除いて考察する必要があると考えるので、学

級に属する児童生徒を構成員とする集団を「学級生徒集団」と呼ぶことにする。 

柳治男氏は『＜学級＞の歴史学』（P.21-23）で、次のように述べている。 

 

学校では、教師と生徒の関係が、単に職務遂行上の限定的関係を超え、日常生活の多

様な場面で、多彩な内容を含んで展開する、包括的性格を備えており、……仲間作りや

集団作りというように、児童生徒相互の人間関係が、もっとも重要な課題とされる場合

が多い。……清掃活動や給食……誕生会、お楽しみ会、クラス対抗競技など、さまざま

な活動が「学級」に抱え込まれる。これらの活動が重層的に組み合わされて、「学級」

を一つの自己完結的な生活の場としている。……教師と生徒の濃密な人間関係を作り上

げる「学級」とは、……家族共同体とも非常に似通ってくる。…… 

「学級」が共同体的性格を強く持っているということはさらに、このような性格を強

化するための……教育言説が存在するという特徴に連なってくる。それは、……二つの

言説に大別することができる。一つには「学級共同体言説」であり、他の一つは「教師・

生徒一体性言説」である。 

「学級共同体言説」とは、「学級は一つの共同体であるべきだ」という……言説であ

る。……共同体言説は、「支え合い」、「仲間」、「なかよし」、「励まし」、「思い出作り」

等の暖かいイメージを……生み出し、児童生徒の集団への帰属意識を高めようと試みて

きた。……教師も生徒も生活を共有し、同じ活動をし、価値観をも共にすべきとする理

念が強調されている。…… 

「学級共同体言説」は、教師と生徒との社会的距離をできるだけ縮めようとする「教

師・生徒一体性言説」と共に語られる。……教師と生徒の距離がなくなり、緊密な関係

が生まれ、親子関係や兄弟関係にも匹敵するような親密さを実現することが、教師論と

して展開され、また、そのようなメッセージを伝達する「学園ドラマ」や「教師物」が、

テレビや映画で次々と放送される。 

 

「学級共同体言説」と「教師・生徒一体性言説」を信じる教育関係者は、“仲が良く、

皆で一緒に行動する家族”を理想の共同体であると考えて、学級をそのような共同体に

したいと考え、そのような共同体は、教師と児童生徒が誠意をもって心を通い合わせれ

ば、実現できると考えているようである。「相互推察型至誠的世界モデル」と「至誠的調
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和信仰」を持った「共同体復古主義者」なのである（「2.世界モデルと無意識的信仰 (11)

至誠的世界モデル、同(12)マコト主義、至誠的調和信仰」参照）。 

しかし、学級を仲の良い家族のようにすることは容易なことではない。「3.人と人を結

びつけているもの (8)血縁関係、疑似血縁認識」で述べたように、仲の良い家族が多い

のは、遺伝的に（生得的に）仲良くなるようになっているからである（ただし、遺伝だ

けではなく、環境の影響も受けるので、仲の悪い家族も結構ある）。遺伝的に仲良くなる

ようにはなっていない非血縁者同士を家族のように仲良くさせるには、「疑似血縁認識」

を持たせる、人工的に構成員同士の類似性を作り出す、内集団ひいきを利用する、単純

接触効果を利用する、同性同士でも身体的接触を頻繁に行わせる、「親子擬制型信頼関係」

を作り出す、一体感を持たせる行事を実施する、運命共同体意識を持たせる、「親的神依

存教」を信仰させる、「組織神格化教」を信仰させるなどの方法（「3.人と人を結びつけ

ているもの」、「4.保護と依存」、「5.組織神格化教」参照）がある。しかし、1年間という

短期間（もっと長期間の場合もあるが）の付き合いでしかなく、他の学級との関係を悪

化させることができず、同性愛を奨励しているのでないかという批判を恐れ、宗教への

信仰を強制できない学級でも使える方法は、①人工的に構成員同士の類似性を作り出す

ことと、②一体感を持たせる行事（一緒に歌ったり、踊ったりするなど、皆で同時に同

じ行動をする行事）を実施することだけである。 

人工的に構成員同士の類似性を作り出す方法には、①構成員の言動のパターンを似さ

せる方法と、②構成員の姿形を似させる方法（同じ服を着せる、同じ鞄を持たせる、同

じ髪型をさせるなど）がある。構成員の言動のパターンを似させる方法には、①構成員

間の同調を奨励する方法、②規則で事細かく構成員の言動の規制する方法、③物理的に

特定の行動しかとれないようにする方法がある。物理的に特定の行動しかとれないよう

にする方法というのは、同じ教室に入って、同じ椅子に座り、同じ机に置いた同じ教科

書を読んで、同じ教師から授業を受け、学校給食で同じものを食べることしかできない

ようにするというような方法である（規則で行動を規制しているという面もあるが）。 

構成員の姿形を似させる方法や規則で事細かく構成員の言動の規制する方法を多用す

ると、管理教育だという批判を浴びるので、構成員同士の同調行動を奨励・強制する方

法と物理的に特定の行動しかとれないようにする方法が好まれている。学校における児

童生徒同士の同調行動の奨励・強制は、“協調性を育む教育”という名目で行われている

（「2.世界モデルと無意識的信仰 (10)マゴコロ主義、自生的調和信仰、同調型和合倫理」

参照）。 

「3.人と人を結びつけているもの (4)共感による同調」で述べたように、家族、自分

が属する組織集団の仲間、好意を抱いている相手などに対しては、自動的に（半ば無意

識のうちに）行動や感情の同調が生じるが、他の組織集団の構成員、自分が属する組織

集団の構成員であっても仲間だと思っていない人、敵意を抱いている相手、競争相手な

どに対しては、自動的には同調が生じない。「学級生徒集団」の場合、他の児童生徒のこ
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とを仲間だと思っていなかったり、敵意を抱いていたり、競争相手だと思っていたりす

ることがあるので、自動的な同調が生じる範囲は一部に限られることになる。 

 

(2) 友情演技強制学級 

  菅野仁氏は『友だち幻想』で、次のように述べている。 

 

   学校というのは、とにかく「みんな仲良く」で、「いつも心が触れ合って、みんなで

一つだ」という、まさにここで私は「幻想」という言葉を使ってみたいのですが、…

…「友だち幻想」というものが強調される場所のような気がします。…… 

   私は教育大学に勤めていますので、仕事柄、小中学校の先生方とお話をする機会も

多いのですが、……「子どもたちというのはみんな良い子たちだから、教師がサポー

トさえすれば、みんな一緒に仲良くできるはず」という前提で頑張っているようなの

です。 

   どの学校でも、やはり「いじめゼロ」を目指しています。そのためのプランを伺う

と、「それにはみんなで一つになって」とか、「人格教育に力を入れて、心豊かな子ど

もたちを育てたい」「みんなで心を通い合わせるような、そんな豊かなクラスを作って

いきたいと思っているんです」と熱く語られます。（P.64-66） 

   子どもが「○○ちゃんていうムカつくやつがいる」と家でふと漏らしたときに、「そ

の子にもいいところはあるでしょう。相手のいいところを見てこっちから仲良くする

努力をすれば、きっと仲良くなれるよ」というのは一見懐の広い大人の意見ですよね。

（P.71） 

とにかくフィーリングを一緒にして、同じようなノリで同じように頑張ろうと。そ

れがクラス運営の核になっていたのが、これまでの学級や学校の考え方でした。「僕た

ちは同じように考えているし、同じ価値観を共有して、同じことで泣いたり笑ったり

する、結びつきの強い全体だよね」という感じです。（P.81） 

 

  “みんな仲良し”とはどのような状態であり、どのような方法によって実現できると

考えるかは、人によって異なる。「共同体復古主義者」は、「僕たちは同じように考えて

いるし、同じ価値観を共有して、同じことで泣いたり笑ったりする、結びつきの強い全

体だよね」という状態（「同質型調和状態」と呼ぶことにする）が“みんな仲良し”の状

態であると考え、「友愛幻想家」は、価値観を異にする児童生徒同士が、互いの価値観を

尊重し合いながらも、心を通い合わせ、相互信頼の絆を結んでいる状態（「異質型調和状

態」と呼ぶことにする）が“みんな仲良し”の状態であると考える。「理性信仰」を持つ

者は、皆が理性的に物事を考えて、理性的に話し合えば、“みんな仲良し”の状態が実現

すると信じ、「自生的調和信仰」を持つ者は、学級内の調和を乱す“悪者”を改心させれ

ば、自然に“みんな仲良し”の状態が実現すると信じ、「集団内同調型調和信仰」を持つ
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者は、皆が学級内での物事の「いきおい」（場の空気、雰囲気、ノリ等）に乗るようにす

れば、“みんな仲良し”の状態が実現すると信じ、「相互推察型至誠的調和信仰」を持つ

者は、皆が誠意を尽くして話し合い、行動すれば、“みんな仲良し”の状態が実現すると

信じている（「2.世界モデルと無意識的信仰」参照）。「子どもたちというのはみんな良い

子たちだから、教師がサポートさえすれば、みんな一緒に仲良くできるはず」という意

見は「自生的調和信仰」に基づいたものであり、「相手のいいところを見てこっちから仲

良くする努力をすれば、きっと仲良くなれるよ」という意見は「相互推察型至誠的調和

信仰」に基づいたものである。 

「同質型調和状態」は、はじめから「世界モデル」、思考方法、価値観が基本的な部分

で共通している者の間、つまり、同じ宗教、思想、学問などを学習してきた者の間や、「世

襲制永続的小規模集団」の中だけで一生を送る人々の間でしか実現できない。実現できる

と思っている人は、「同調強制型支配服従関係」によって生じた“弱者・少数派が自分の

意見・欲求等を抑えて、強者・多数派に同調することによって生じた秩序”を見て、「同

質型調和状態」であるという幻想を抱いているに過ぎない。また、「1.集団主義 (3)理性

信仰」で述べたように、「世界モデル」、思考方法、価値観の基本的な部分が異なる者の間

では、相互理解は極めて困難なので、「異質型調和状態」の実現は不可能に近い。したが

って、学級を“みんな仲良し”の状態にすることは不可能に近い。 

実現不可能な“みんな仲良し学級”を実現することを夢見た教師が、「相手のいいとこ

ろを見てこっちから仲良くする努力をすれば、きっと仲良くなれるよ」という妄言を児童

生徒に吹き込み、この妄言に騙された児童生徒――「相互推察型至誠的調和信仰」や「同

調型和合倫理」を抱いていると、騙されやすい――は、「みんなとうまくやっていけるよ

うに自分の性格を変えなければ」と思い、自分の「こころを直そう」（内藤朝雄著『いじ

めの社会理論』P.134-135）と努力する。しかし、気に入らない人と仲良くできるように、

自分の心を直すことは不可能に近い。好き嫌いは、本能的な感情や過去の経験に基づく部

分が大きく、努力して変えられる部分は少ないからである。その結果、「協調性のない自

分ではだめだ」（内藤朝雄著『いじめの社会理論』P.136）と自分を責めることになってし

まう。 

自分の「こころを直そう」とは思わない児童生徒は、「先生の見ている前ではわきあい

あいと振る舞って……クラスの一体感を「演出」してみせ」（菅野仁著『教育幻想』P.63）

ることが多い。“みんな仲良し学級”を実現しようとすると、“友情演技強制学級”になっ

てしまうことが多いのである。 

 

(3) 学級生徒集団の分裂とスクールカースト 

  土井隆義氏は『キャラ化する / される子どもたち』（P.9）で、次のように指摘してい

る。 
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いまの学校では、クラスの一体感がなくなってきているとよくいわれます。最近の

中高生たちは、数人程度の小さなグループに分かれ、その閉じられた世界のなかで日

常生活を営んでいるからです。グループの内部だけで人間関係が完結してしまってい

るために、たとえ同じクラスの人間であっても、グループが違えば別の世界の人間に

なってしまうのです。 

彼らは、「格が違う」とか「身分が違う」などと形容して、グループ相互の上下関係

に過剰なほど気をつかいあっています。そして、格や身分が違う人たちのグループと

は、……なるべく交友関係を避けようとします。いわゆるスクール・カーストです。

……昨今のクラスは、このカーストによって複数の層に分断されているために、一つ

のまとまりとして成立しづらくなっているのです。 

……言葉づかいや立ちふるまい方、はてはファッションに至るまで、グループ間で

その流儀を異にしています。そして、グループの違う人たちの真似をすることはほと

んどありません。 

 

「9.集団の分類 (25)承認志向型集団」で述べたように、「弱いマゴコロ主義」を信奉

する子どもが増えている。「弱いマゴコロ主義」を信奉する児童生徒は、自分の生き方が

他の児童生徒の生き方と異なっていると不安を覚えるので、自分の生き方を周囲の児童

生徒に肯定してもらって、安心感を得たいという「生き方承認欲求」を持っている。そ

のため、「弱いマゴコロ主義」を信奉する児童生徒は、同じような生き方をしている児童

生徒同士で群れて「承認幻想型集団」を作り、自分の生き方と異なる生き方をしている

児童生徒と関わることをできる限り避けようとする。その結果、「学級生徒集団」が多数

の「承認幻想型集団」に分裂し、それらの集団は、相互に無視・非干渉の立場をとるこ

とを原則とし、必要やむを得ない場合以外は関わりを持たないようするという状況が生

まれるのである。なお、「強いマゴコロ主義者」は、「承認幻想型集団」への所属を必要

とは感じないので、孤立することが多い。 

「弱いマゴコロ主義者」は「修正型自生的世界モデル」を抱いているので、やむを得

ず、自分（たち）の生き方と異なる生き方をしている児童生徒とも関わりを持たなけれ

ばならない場に置かれ、なおかつ、その場でどのように行動すべきかを児童生徒が決め

ることができる場合には、その「学級生徒集団」の「いきおい」（場の空気、雰囲気、ノ

リ等）を作り出す力を持つ「承認幻想型集団」（「上位承認幻想型集団」と呼ぶことにす

る）が、「いきおい」を作り出し、その「いきおい」に他の「承認志向型集団」が従うこ

とによって、行動方針が決まる。「修正型自生的世界モデル」と「自生的調和信仰」では、

現在の物事の「いきおい」に従わないと、“悪者”扱いされてしまうので、「学級生徒集

団」の「いきおい」を作り出す力を持たない「承認幻想型集団」（「下位承認幻想型集団」

と呼ぶことにする）は、「上位承認幻想型集団」が作り出した「いきおい」が気に食わな

い（自分たちの真心に反している、自分たちの生き方に反しているなど）ものであって
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も、仕方なく従うという「同調強制型支配服従関係」が生じているのである。スクール

カーストとは、「上位承認幻想型集団」と「下位承認幻想型集団」との間の「同調強制型

支配服従関係」のことであると、私は考えている。 

なお、「自生的調和信仰」を抱いていない児童生徒には、「自生的調和信仰」を抱いて

いる児童生徒から「空気を読めない奴（ＫＹ）だ」と非難され、攻撃されることを恐れ

て「いきおい」に従う者もいれば、恐れないで「いきおい」に従わない者もいる。「強い

マゴコロ主義者」は、スクール・カーストを認めず、「いきおい」を無視するので、「上

位承認幻想型集団」と敵対関係になることが多い。 

このようにして、「学級生徒集団」内で児童生徒の大多数が「同調強制型支配服従関係」

に服している時、教師を含めて外部の人間には、児童生徒が仲良くしているように見え

るが、本当は仲が悪いという状態が生じている。「上位承認幻想型集団」の構成員は学級

での生活に満足し、「下位承認幻想型集団」の構成員は学級での生活に不満を抱き、「強

いマゴコロ主義者」は「上位承認幻想型集団」とそれに追随する「下位承認幻想型集団」、

さらにはそれに迎合する教師に対して怒りを覚えているという状態が生じているのであ

る。 

「学級生徒集団」も「同年齢型子ども集団」の一種なので、大部分の児童生徒には、

遊びに必要な技能・行動様式や大人になってからの生活に必要だと思い込んでいる技

術・行動様式を、それらの技術・行動様式に優れている児童生徒（「学級生徒集団内権威

体」と呼ぶことにする）から見よう見まねによって学ぼうとする、言い換えると、「学級

生徒集団内権威体」の言動に同調しようとする心的傾向がある。 

遊びに必要な技術・行動様式や大人になってからの生活に必要だと思い込んでいる技

術・行動様式には個人差があるので、誰を「学級生徒集団内権威体」と認めるかに関し

ては個人差がある。子どもには自分が好きなものは大人になってからの生活に必要なも

のだと思い込んでしまう傾向がある――人類が狩猟採集生活を送っていた時代には、そ

れで正解であった――ので、「狩猟採集生活関連技能」を本能的に好きなり、「狩猟採集

生活関連技能」は大人になってからの生活に必要なものだと思い込んでしまう子どもが

多い（「8.支配服従関係 (17)権威への依存と多数派への同調」参照）。ただし、「狩猟採

集生活関連技能」のうちのどれを好きになり、必要だと思うかには個人差があり、人気

のある「狩猟採集生活関連技能」と人気のあまりない「狩猟採集生活関連技能」とがあ

る。男女ともに人気があるのは対面的接触が頻繁にある相手とうまく付き合っていくの

に必要な技術・行動様式や場を盛り上げるのに必要な技術・行動様式であり、男の子に

人気があるのはスポーツに必要な技術・行動様式であり、女の子に人気があるのはおし

ゃれに必要な技術・行動様式のようである。 

人気のある技術・行動様式に優れている児童生徒を構成員とする「承認幻想型集団」

は、多数の児童生徒から「学級生徒集団内権威体」と認められて、多くの同調者を集め、

「学級生徒集団」の「いきおい」を作り出す力を持つようになることが多いので、スク
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ールカーストの上位に位置づけられて「上位承認幻想型集団」となり、あまり人気のな

い技術・行動様式に優れている児童生徒を構成員とする「承認幻想型集団」は、同調者

を集めることができず、「学級生徒集団」の「いきおい」を作り出す力を持つことができ

ないので、スクールカーストの下位に位置づけられて「下位承認幻想型集団」になるの

だと、私は考えている。なお、容姿の良し悪しも、「学級生徒集団」の「いきおい」を作

り出す力に付加的に影響しているようである。斎藤環氏と土井隆義氏は「若者のキャラ

化といじめ」で、次のように述べている。 

 

斎藤 ……カースト上位というのは要するにコミュニカティヴで笑いも取れて異性関

係も活発で、広義のヤンキー性に近い要素を相当含んでいる。 

 ……私が「広義のヤンキー性」という言葉を適用するのは、美意識としての「ヤン

キー的なもの」に対してですね。反知性主義的でコミュニカティヴなキャラクター、

仲間や家族との「絆」や、おのれの生き様を大切にする傾向、ある種の集団主義を背

景にした「夢」や「気合」を原動力とする文化ですね。 

…… 

斎藤 ……若者にとってコミュニカティヴであることは、空気を読んで笑いが取れる

かどうかで大きく決定づけられます。論理的思考力やディベート能力などにはあまり

関係がない。…… 

土井 要するに、場を盛り上げる能力があるということですね。……それこそが彼ら

にとってのコミュニケーション能力なんですよね。…… 

斎藤 ムードメーカーであり、クラスをコントロールして回す役ですね。 

 

また、鈴木翔氏は『教室内
ス ク ー ル

カースト』（P.145-163）で、次のように述べている。 

   

「スクールカースト」で上位に位置づけられるグループに所属している生徒には、

いくつかの共通点が存在していることがわかります。…… 

にぎやかで、声が大きく、バスで後ろの席を占領する…… 

気が強く、仕切り屋…… 

「男ウケ」「女ウケ」がいい――異性の評価が高い…… 

若者文化へのコミットメントが高い――女子は容姿に気を遣う…… 

男子は運動ができるイケメン 

 

12.いじめ 

(1) 隷属強制型いじめ 

  サイモン・バロン＝コーエンは『共感する女脳、システム化する男脳』（P.77-83）で、

次のように述べている。 
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   リッチ・サヴィン・ウィリアムズが、サマーキャンプに参加したティーンエイジャ

ーを対象にして行った注目すべき研究を紹介したい。…… 

   キャンプに到着した子どもたちは年齢もさまざまな知らない者どうしで男女別のキ

ャビンに入れられる。そして、このキャビンの中で社会的序列の形成が始まるのだ。

序列を作るための戦略には男女に関係なく利用されるものもある。たとえば、キャビ

ンの中の誰かを嘲ったり、悪口を言ったり、悪いうわさを流したりすることである。

…… 

   このような意地の悪さ（つまり共感傾向の弱さ）を持つ子どもほど高い地位を得て、

支配権を握ることになる。…… 

   しかし、……男女に共通するのはせいぜいここまでで、むしろ両者のやり方は違い

のほうが大きい。 

   ……男の子のグループにはキャビンに着くとすぐに支配権を握るための行動に出る

子どもが現れる。……何をするかというと、キャビンの中の誰かに狙いを定めていじ

めるのだ。言葉でからかうだけでなく、手も出す。それもわざとほかの子どもたちが

見ているところでやる。…… 

   男の子のキャビンでは、いったんいじめの対象が決まると、ほかの（序列の低い）

メンバーも襲いかかり、その子を最下位に置こうとする……そうすることでその子よ

りも高い地位を確保するためだ。社会的な序列は一度決まったらそのままというもの

ではない。誰もが少しでも上の順位を得ようと常にチャンスをうかがっているのだ。

いじめられている子に共感していられるはずがない。少しでも弱みを見せれば叩きの

めされる。…… 

   サマーキャンプ……に見られる現象は、学校でも会社でも、……社会のさまざまな

場面にそのままあてはまることが多い……このような社会集団には必ずリーダーが現

れ、そのリーダーが自分の地位を守るためにいじめられ役を作ることは珍しくない。 

 

組織集団内に「畏怖型支配服従関係」や「階統的畏怖型支配服従関係」を成立させる

ことによって、支配的立場に立とうする（アルファメイルになろうとする）目的で、自

分よりも弱いと思われる相手を攻撃し、服従の態度を示すことを要求するというタイプ

のいじめを「隷属強制型いじめ」と呼ぶことにする。「男の子のキャビン」でのいじめは、

この「隷属強制型いじめ」である。「隷属強制型いじめ」は、自分の力を誇示することに

よって、逆らおうとする者を減らすために、「わざとほかの子どもたちが見ているところ

で」行われる。 

「9.集団の分類 (4)順位制の群れ→平等制集団、(7)平等制集団→階統制集団」で述べ

たように、“弱者連合”の結成、言語の使用（アルファメイルの悪口を流すなど）、武器

の使用によって、人類が作る組織集団では、アルファメイルがその地位を保つのが難し
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いので、戦争を頻繁にはしない組織集団は「平等制集団」に向かう傾向を持つ。また、「８．

支配服従関係 (7)畏怖型支配服従関係」で述べたように、組織集団内で不利な立場に立

たせられる「畏怖型服従体」が組織集団を離脱しないのは、組織集団に残る方が得か、

組織集団を離脱した方が得かという損得勘定の結果なので、組織集団を離脱した方が得

な場合には、「畏怖型支配服従関係」や「階統的畏怖型支配服従関係」によって支配され

た組織集団は解体へと向かう。 

したがって、他の集団とのけんか（戦争の疑似行為である）を頻繁に行う不良グルー

プ以外の「子ども集団」は「平等制集団」に向かう傾向を持つはずである。また、「隷属

強制型いじめ」を受けている場合、その「子ども集団」を離脱した方が残るよりも得な

ことが多いので、「隷属強制型いじめ」を行っている「子ども集団」は解体に向かうはず

である。しかし、男の子が作る「子ども集団」では「隷属強制型いじめ」が頻発してい

る。その理由は、①“弱者連合”を結成してアルファメイルに対抗するという方法があ

ることに気づかない場合が多いこと、②“弱者連合”を結成してアルファメイルを攻撃

したり、アルファメイルの悪口を流したりすると、教師等によって、それらはいじめで

あるとされてしまうこと、③“協調性を育む教育”という名目で行われている“強者・

多数派への同調を促す教育”（「2.世界モデルと無意識的信仰 (10)マゴコロ主義、自生的

調和信仰、同調型和合倫理」参照）によって、アルファメイルによる支配に抵抗して闘

おうとする意欲が乏しくなっていること、④アルファメイルによる支配に抵抗して闘お

うとする意欲が乏しい子どもが「隷属強制型いじめ」のターゲットにされていること、

⑤「子ども集団」への依存本能によって、「子ども集団」内でいじめられても、その「子

ども集団」にしがみつき、離れられないという現象が起きる（「10．子どもの仲間集団 (3)

子ども集団への依存本能」参照）こと、⑥転校が難しいため、「子ども集団」から離脱し

ても、アルファメイルによる攻撃から逃げられないことにあると、私は考える。 

「隷属強制型いじめ」の被害者は「虐待型支配服従関係」の服従者に似た心理状態に

なることがある（「8.支配服従関係 (23)虐待型支配服従関係」参照）。「子ども集団」へ

の依存本能によって、「今、このグループでうまくいかないと、自分はもう終わりだ」（土

井隆義著『友だち地獄』P.17）と思い込んでしまって、所属集団を離れたり、加害者と

闘おうとする意欲をなくしてしまい、何をされても加害者に服従することによって自分

の身を守ろうとする。そして、加害者からいじめられているにもかかわらず、加害者に

気に入られようと行動しているという状況から生じる不快感情を低減するために、「自分

には協調性がないからいじめれているのだ」などと思い込むことによって、加害者に対

して従順な行動をとっているというマゾヒズム的な態度を正当化する。また、加害者に

対して“服従する”という贈与をすれば、加害者から“暴力を振るわれない”という返

礼が得られるだろうという互酬性があるという幻想を抱くことよって、加害者に服従す

る。これらの互酬性があるという幻想は、加害者から時々気まぐれに優しくされると、

抱きやすい。 
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(2) 恐喝型いじめ 

  「暴力を振るわれたくなければ、○○をよこせ」というようなタイプのいじめを「恐

喝型いじめ」と呼ことにする。山脇由貴子氏は『教室の悪魔』（P.80）で、次のように述

べている。 

 

   被害者は殴られたくなくて、いじめられるのが怖くて、必死にお金を貢ぎ続ける。

……そしてお金を渡すことで殴られないと、ほっとする。しかし、この時点で被害者

は恐怖のあまり正常な判断ができなくなっている。恐喝され続けること自体がいじめ

なのに、「お金を渡せばいじめられずに済む」と思い込んでいる。被害者が加害者に許

してもらうべき理由など存在しないのに、「お金を渡すから許して欲しい」と思ってし

まっている。それは加害者の「金を持ってくれば許してやる」という言葉によるある

種の洗脳である。 

 

現代社会では、他者に暴力を振るわないというのは通常の状態なので、暴力を振るわ

ないということは贈与にはならない。ところが、日常的に暴力を振るわれていると、暴

力を振るわれないことが贈与であるという幻想が生じる。この幻想は「隷属強制型いじ

め」の被害者が抱く「加害者に対して“服従する”という贈与をすれば、加害者から“暴

力を振るわれない”という返礼が得られるだろうという互酬性があるという幻想」と同

様のものである。「恐喝型いじめ」では、この幻想を利用して、暴力を振るわないことの

返礼として、金品を要求しているのである。 

「隷属強制型いじめ」でも被害者に金品を要求することがあるが、「隷属強制型いじめ」

は、相手を支配することによって、支配欲を満たすことが主目的であるが、「恐喝型いじ

め」は、相手から金品を巻き上げることによって、利益を得ることが主目的であるとい

う違いがある。 

 

(3) 同調強制型いじめ 

サイモン・バロン＝コーエンは『共感する女脳、システム化する男脳』で、次のよう

に述べている。 

 

女の子は、……お互いが利益を得るような友人関係を築くことを望み、親密さを表

現したがる。…… 

女の子は友人との関係がうまくいっているかどうかをいつも気にかけ、関係が破綻

したらどうしようと思っている……そのため、「絶交」が相手を脅すときの切り札にな

る。「これをしてくれないなら、もうあんたなんか友だちじゃないわ」という具合に。

（P.86-87） 
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親しい友人を大勢持っていれば、状況が悪くなったときに助け合う仲間がいること

になる。……子どもに自分の目が届かないようなときにもほかの仲間が見守ってくれ

る。捕食者が襲いかかろうと狙っているのは、もっとも幼く弱い者……だということ

を忘れるわけにはいかない。（P.223） 

男性……は自分が生まれた集団にとどまり、女性……は配偶者のコミュニティに移

動する傾向が見られる。……血縁のない他人とゼロから人間関係を築くためには、尊

重し合い、対等に接するよう、よほど神経を使う必要がある。共感がよく働かない女

性は、義理の家族に受け入れられ、彼らの援助を受けられるようになるまでに大変な

苦労をしなければならなかっただろう。（P.226-227） 

 

私は、大部分の女性には、①仲間とうまく同調（模倣・共感・相互補完）できる女性

が優れた女性であり、うまく同調できない女性は劣った女性であると思ってしまう、②

相手に同調することと、相手と贈与交換すること（相手のために何かしてあげたら、向

こうもこちらのために何かしてくれるというようなこと）が友情や愛情であると思って

しまう、③集団でいないと不安でたまらなくなる、という遺伝的・生得的な心的傾向（「同

調的集団志向」と呼ぶことにする）があるが、「同調的集団志向」を持たない女性も少数

ではあるがいると考えている。人類が狩猟採集生活を送っていた時代に、①女性同士で

協力して子育てを行っていたこと、②男性や野獣による暴力から自分や子どもの身を守

るために、女性は集団を作ることや強い男性と一緒にいることで対抗していたこと、③

女性は結婚の際に、生まれた「バンド型公益体」を離れ、他の「バンド型公益体」へ移

っていたことが「同調的集団志向」を生み出した原因ではないかと思われる。なお、日

本の男性に仲間との同調にこだわる人が多いのは、「自生的調和信仰」への「無意識的信

仰」や“協調性を育む教育”という名目での“強者・多数派への同調を促す教育”の成

果であって、遺伝的な「同調的集団志向」によるものではない。 

ジョディス・リッチ・ハリスは『子育ての大誤解』で、次のように述べている。 

 

   ある 11歳の少女は、もし彼女が集団のタブーを破り、学校で男の子の隣に座ろうも

のなら何が起きるかを研究者に話した。「友だちをなくします。皆私を軽蔑するように

なるんです」（P.217） 

「注意構造」……集団の個々人は誰の言葉に耳を傾けるのか。何をすべきかを迷っ

たときに、誰に助言を求めるのか。……人と違うということで痛い目にあうのは注意

構造の中層部や下層部に位置する人たちだ。上層部にいる人は模倣しない。彼らこそ

模範なのだから。 

   ……注意構造は……女子集団の方が顕著かもしれない。なぜなら模倣されるのは行

動だけでなく、服装や髪形もその対象となるからだ。上層部にいる女子にはたとえば

いつ冬服から夏服に切り替えるかといったことを決定する権限が与えられている。も
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し注意構造の下層部に位置する、すなわちあまり人気のない女子たちが、上層部の女

子たちが既に半袖に切り替えているのにまだセーターを着て登校しようものなら、そ

れは気恥ずかしいみっともないこととみなされる。……まったく同じ日に切り替える

しかない。そのためには相当な時間を受話器片手に情報収集のために費やさなければ

ならない。（P.223-224） 

   女の子は男の子のように、相手にに対して敵対心をむき出したりはしない。敵に仕

返しをするのなら、自分の友人にも相手に対する敵対心をいだかせるようにする。女

の子の集団のリーダー的存在には危険がひそんでいる。生意気だ高慢だ言われるよう

になるかもしれないからだ。女の子は友人をこき使うのを嫌う。彼女たちは協調性と

交替に何かをすることを重んじるからだ。 

仲間たちと一緒のとき、男の子は強靭さを、女の子はやさしさを誇示する。（P.288） 

 

  女性が作る仲間集団では、①「下層部」にいる人が「上層部」にいる人の行動や服装

を模倣したり、「下層部」にいる人が「上層部」にいる人に調子を合わせたりする、②模

倣したり、調子を合わせたりしない者は、仲間とうまく同調できない劣った女性である

とされ、仲間から軽蔑されて、いじめられたり、集団から追放されたりするというメカ

ニズムによって、同調が行われることがある。このようなメカニズムによって行われる

いじめを「同調強制型いじめ」と呼ぶことにする。 

「同調強制型いじめ」は、「8.支配服従関係 (27)自主規制型支配服従関係と自主規制

型いじめ」で説明した「自主規制型いじめ」に似ているが、「自主規制型いじめ」では、

支配者に気に入られて利益を得ることを目的に、支配者に同調し、同調しない者をいじ

めるのに対して、「同調強制型いじめ」では、「権威への依存」によって同調が生じ、「同

調的集団志向」によって同調しない者をいじめる。したがって、構成員間の支配服従関

係が明確で、構成員が「相互推察型マコト主義」を信奉している仲間集団では「自主規

制型いじめ」が起き、そうではない「仲間集団」では「同調強制型いじめ」が起きる。 

誰が「上層部」に位置し、誰が「下層部」に位置するかは、その人に、他者が模倣し

たくなるような権威があるか、ないかによって決まる。女の子が作る「子ども型集団」

の場合には、スクール・カーストと同様に、遊びに必要な技能・行動様式や大人になっ

てからの生活に必要だと思い込んでいる技術・行動様式に優れている女の子が「権威体」

となり、「上層部」に位置するのが原則であるが、力のある男の子に言うことを聞かせる

能力を持っていることも重要である。人類が狩猟採集生活を送っていた時代、女性は、

強い男性と一緒にいることによって、他の男性や野獣による暴力から自分や子どもの身

を守っていたことの名残ではないかと思われる。ということで、女の子が作る仲間集団

では、“やさしい、面倒見がいい、美人である、かわいい、愛想がいい、上品である、清

楚である、男の子にもてる、ファッションセンスがいい”ように見える（本当にそうか

どうかは関係ない。本当にやさしければいじめなどしないはずである）女の子が「上層
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部」に位置することが多いことになる。どの要素を重視するかは、仲間集団の構成員が

抱いている価値観によって異なる。思春期になるまでは、男の子に持てるかどうかは関

係ないというように、年齢による変化もある。 

サイモン・バロン＝コーエンは『共感する女脳、システム化する男脳』（P.80-82）で、

次のように述べている。 

 

優位に立っている女の子は序列の低い子どもが言ったことをわざと無視する。……

相手にほとんど、あるいはまったく注意を向けないことで、その子に自分が人から見

えなくなったように感じさせ、何の価値もない存在だと思わせることができる。…… 

女の子が支配的な地位を得るために行う言葉を用いた戦術は、ふつう間接的な形を

取る。一つ例を挙げると、誰かに「ナプキンであの子の口のまわりを拭いてあげたほ

うがいいわよ」と言うのだ。一見相手を気づかっているように見えながら、実はまわ

りのその子のだらしなさを印象づける結果になる。…… 

このような行為はなにげなく行われ、いつのまにか片方が優位に立ち、もう一方は

愚かに見えるようになっている。……もっともよく使うのは、悪いうわさを広める―

―社会的に孤立させる――ことである。……わざと間違った情報を流す方法も利用す

る。…… 

女の子が誰かをおとしめたいと思ったら、できるだけ自分が表に出ることは避け、

いじめっ子といわれずにすむ方法を考える。相手から抗議されても「怒らせるつもり

はなかったの」「（目を合わさないのは）わざとじゃないわ」と弁解できるようにして

おく。いじわるをしながらでも「いい人」という評判を失わないためだ。…… 

意地の悪い人だと思われたら、つき合いたがる人などいなくなる。だからいじわる

をしていることは誰にも気づかれないようにしなければならない。 

 

「同調強制型いじめ」は、所属集団の構成員が抱いている価値観によると“劣った女

性である”であるかのように見せかけることによって、被害者の所属集団内での地位を

低下させることが主目的あるから、被害者が、“やさしくない、面倒見が悪い、ブスであ

る、かわいくない、愛想が悪い、下品である、清楚ではない、男の子にもてない、ファ

ッションセンスが悪い”かのように見える方法で行われる。 

「同調強制型いじめ」で加害行為を行う場合には、“やさしい、面倒見がいい、かわい

い、清楚であるというような体裁”を保たなければならない。そうしないと、仲間集団

内での地位が低下してしまう。そこで、直接には手を下さず、誰かをそそのかしていじ

めさせる、悪口を流す、隠れて被害者の衣服等を汚したり、隠したりする、隠れて被害

者の机等に落書きしたり、ゴミを入れたりするというような陰湿な方法でいじめが行わ

れる。また、仲間集団から追放しようとする場合でも、皆で被害者を無視することによ

って、被害者が“自発的”に仲間集団から出ていくのを待つという方法がとられること
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が多い。 

女の子が行ういじめで物理的暴力が少ないのは、女性は暴力的であってはならないと

いう社会通念（あるいは、暴力的な女性は男性にもてないという現実）に影響されてい

る面もあるようである。デブラ・ニーホフは『平気で暴力をふるう脳』（P.200）で、次

のように述べている。 

 

適切な状況で観察すれば、人間の女性をふくむメスはオスよりも攻撃的でないわけ

ではなく、ただ違った攻撃性をもっていることがわかるだろう。たとえば女性は攻撃

性をあまりあからさまにしない。社会的非難と報復される苦痛から身を守るために、

女性は世間の関心を引きにくい目立たない方法と犠牲者（たとえば子ども）を選ぶ。

…… 

ペンステート大学のキャサリン・Ｅ・フードとノースカロライナ大学の研究者たち

がおこなった長期調査によれば、……十歳時には男女とも意見がぶつかるとおおっぴ

らに、拳固や足で、あるいは侮辱的な言葉を使って決着をつけようとする。だが十三

歳になるころには、女の子は怒鳴ったり殴ったりはしなくなる。教師たちは女の子が

成熟して平和な市民になったのだと考える。だが、女の子自身に聞いてみれば、戦術

が変わったことがわかる。物理的暴力のかわりに、仲間はずれ、意地悪、うわさ話、

陰口などの感情的暴力が用いられるようになる。女の子の攻撃的行動は、フードの言

葉を借りれば消えたのではなく、「地下にもぐり、親しくない仲間やおとなには見えな

く」なっただけだ。 

 

なお、「上層部」を模倣したり、調子を合わせたりしない者を“いけにえ”にして、後

述する「魔女狩り型いじめ」が行われることがある。その場合には、集団的熱狂の中で、

“やさしい、面倒見がいい、かわいい、清楚であるというような体裁”を保たなければ

ならないということや、女性は暴力的であってはならないという社会通念は忘れ去られ

て、被害者に直接、物理的暴力を振るうようになる。 

 

(4) たかり型いじめ 

  前述したように、女性同士の友情関係では、相手のために何かしてあげたら、向こう

もこちらのために何かしてくれるという贈与交換が重要である。贈与交換では、贈与と

返礼が等価であることが原則であるが、市場取引されていないもののを贈与したり、返

礼したりする場合には、その価値が判然としないため、等価性が崩れてしまうことがあ

る。この等価性の崩れを利用して、相手から搾取するタイプのいじめを「たかり型いじ

め」と呼ぶことにする。 

「たかり型いじめ」には、女性同士では、友だちでいること自体が贈与であるという

幻想を相手に持たせることによって、相手から搾取するいうタイプのものが多く、男女
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間では、恋人でいること自体が贈与であるという幻想を相手に持たせることによって、

相手から搾取するいうタイプのものが多い。加害者は「友だちだったら、これくらいし

てくれたっていいでしょ」「俺のことが好きだったら、これくらいしてよ」というような

感じで被害者に無茶な要求をし、被害者は、その要求を断ると、友情関係や恋愛関係が

壊れてしまうと恐れて、要求に応じてしまうのである。そのような関係は友情関係や恋

愛関係とは呼べない代物なのだが、一人でいることを恐れる人や恋に恋している人は、

そのような関係でも友情関係や恋愛関係であると思い込んでしまうようである。 

 

(5) 自主規制型いじめ 

  「8.支配服従関係 (27)自主規制型支配服従関係と自主規制型いじめ」で説明したいじ

めのタイプである。 

 

(6) 加入儀礼型いじめ 

  ロバート・Ｂ・チャルディーニは『影響力の武器』（P.145－146）で、次のように述べ

ている。 

 

   1959 年……エリオット・アロンソンとジャドソン・ミルズという二人の若い研究者

は、「何かを得るために大変な困難や苦痛を経験した人は、苦労なく得た人よりも、得

たものの価値を高く見積もるようになる」のではないかと考え、自分たちの見解を検

証することにしました。……アロンソンとミルズは「性に関する討論グループ」に入

るのにとても恥ずかしい加入儀礼に耐えた女子学生たちが……討論グループのメンバ

ーと討論の内容は、とても価値があると自ら確信するようになっていたことを見いだ

しました。彼らが討論グループのメンバーをできるだけ価値がなく、面白くなく思わ

れるように稽古させていたにもかかわらずです。ずっと緩やかな加入儀礼を経験した

女子学生や加入儀礼を経験しなかった女子学生たちは……グループに対して断然低い

評価をしました。続いて行われた別の研究でも、やはり結果は同じでした。……加入

儀礼の一環として、強い電気ショックを受けた女子学生ほど、新しく加入した集団と

その活動は面白く、知的で、望ましいと確信していました。 

   これで、なぜ加入儀礼が嫌がらせや過酷な試練、さらには殴打までもが行われるの

か、その理由が見えてきたと思います。……そのような行為が集団の存続に欠かせな

いからやっているのです。じつに奇妙な話ですが、そのような試練によって、これか

らメンバーになる人は、その集団をより魅力的で価値があると思うようになっていく

のです。……忠実で献身的なメンバーが入ってくれば、集団の結束、そして存続の可

能性も大幅に高まります。実際、五十四の部族の文化を調べたある調査では、最も劇

的で厳格な加入儀礼をもつ部族が、最も強く団結しているという結果が出ています。

…… 
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   ……ウィリアム・スタイロンは、自身がアメリカ海兵隊で経験した、強制収容所の

ような「訓練の悪夢」の辛さについて詳しく述べた後、その訓練の効果について次の

ように証言しています。 

 

    海兵隊員だった知り合いはみんな、あの苦しい訓練のおかげで、自分が強く、勇

敢で、よりよい人間に生まれ変わったと思っている。 

 

  組織集団に新たに加入しようとしている人（あるいは、加入したての新人）に対して、

過酷な肉体的・精神的苦痛を与えて、それに耐えた者だけ加入を許す（あるいは、耐え

られなかった者を追い出す）という“加入儀礼”や“新人いじめ”は世界中で昔から行

われ、多数の死傷者を出してきた。政府等が“加入儀礼”や“新人いじめ”を禁じ、取

り締まっても、“加入儀礼”や“新人いじめ”を根絶することができない。それは、“加

入儀礼”や“新人いじめ”を受けると、その組織集団を「より魅力的で価値があると思

うようになって」（それは、「何かを得るために大変な困難や苦痛を経験した人は、苦労

なく得た人よりも、得たものの価値を高く見積もるようになる」心的傾向があるからで

ある）、「集団の結束、そして存続の可能性も大幅に高ま」るからであるというのが、ロ

バート・Ｂ・チャルディーニの分析である。 

  私は、このロバート・Ｂ・チャルディーニの分析は不十分であると考える。「集団の結

束、そして存続の可能性も大幅に高ま」る主たる理由は、“加入儀礼”や“新人いじめ”

によって、「私たちは、他の人間よりも優れた人間である。なぜならば、過酷な試練を乗

り越えることができた人間だからだ」というような“エリート意識”を抱くようになり、

この“エリート意識”が、「私たちは、エリートという点において同質である」という意

識と「私たちが属する組織集団はエリートによって構成された集団なので、他の組織集

団よりも優れている」という意識を生み出すからではないだろうか。 

 

(7) 穢れといじめ 

「第 13 回 宗教・イデオロギー・道徳と教育」で詳しく説明するが、「“悪（組織集団

の秩序を脅かすこと）”、“不潔さ（不衛生さ）”、“外見の醜さ”、“生物の病気・死（本来

の意味での 穢
け が

れ）”は全て「悪性霊力型霊魂」が原因であるとする教義」（「穢れ信仰」

と呼ぶことにする）を持つ宗教への信仰によって、それらが混同されて、「悪者は不潔で

ある」、「悪者は外見が醜い」、「不潔なものは悪者である」、「不潔なものは外見が醜い」、

「外見が醜いものは悪者である」、「外見が醜いものは不潔である」などと、半ば無意識

のうちに考えている人が多い。このような混同は、①“悪”、“不潔さ”、“外見の醜さ”、

“腐乱した死体”、“外見を醜くさせる病状”のいずれにたいしても嫌悪感を抱くことと、

②人に対する好感や嫌悪感がその人の属性（外見、行動パターン、声、においなど）の

一部によって生じ、一度生じた好感や嫌悪感がその人に対する評価の全てに影響を与え
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てしまう（好感を抱いた相手の行動は全て良いように思え、嫌悪感を抱いた相手の行動

は全て悪いように思えてしまう）という心理的偏向（「ハロー効果」と呼ばれている）が

原因となって生じているのではないかと思われる。「穢れ信仰」では、「悪性霊力型霊魂」

そのものと、「悪性霊力型霊魂」に取り付かれた状態を穢れと呼んている。 

「穢れ信仰」では、「悪性霊力型霊魂」は、接触や近接によって、「モノ」（人間、動物、

植物、集団、自然物、人工物など）から「モノ」へと伝染すると考える。これは、伝染

病からの類推ではないかと思われる。 

日本古来の民俗信仰は「穢れ信仰」を持っており、日本古来の民俗信仰に否定的な日

本人でも「穢れ信仰」を無意識のうちに抱いている人が多い。例えば、食肉加工、し尿

処理等を職業としている人に対する差別が行われることがあるのは、動物の死に関わる

と穢れる、し尿に近づくと穢れるという妄想によるものである。犯罪者の家族に対する

差別が行われることがあるのは、穢れは接触・近接するものに伝染するので、犯罪者の

穢れが家族に伝染し、家族も穢れてしまっていると無意識のうちに思えてしまうからで

ある。野球部の部員の誰かが非行をしたら、甲子園出場を辞退するというような“連帯

責任”も、同様の妄想に基づいている。犯罪者や自殺者が住んでいた家や部屋に住むこ

とを嫌がる人が多いのは、そのような家や部屋は穢れており、そこに住むと自分も穢れ

てしまうと無意識のうちに思えてしまうからである（「2.世界モデルと無意識的信仰 (2)

非典型的宗教への無意識的信仰」参照）。 

日本語には、「穢れ信仰」に影響されたものが多い。例えば、“汚い”という言葉は、“悪

い”という意味でも、“不衛生である”という意味でも、“外見が醜い”という意味でも

用いられる。“不潔である”という言葉は“悪い”という意味でも、“不衛生である”と

いう意味でも用いられる。このような言葉の用い方が「穢れ信仰」を助長しているので

はないだろうか。 

「穢れ信仰」を持っていない「典型的宗教」を「意識的信仰」している人でも、「穢れ

信仰」を無意識のうちに抱いていることが多い。例えば、後述するように、「穢れ信仰」

を表向きには持たないプロテスタンティズム（キリスト教の新教）を「意識的信仰」し

ているドイツ人でも、「穢れ信仰」を無意識のうちに抱いていて、それをナチスに利用さ

れ、ユダヤ人虐殺に加担してしまった。 

いじめでは、「穢れ信仰」が利用されることが多い。いじめのターゲットにした児童生

徒を、不潔であると見えるようにさせることによって、“穢れた悪者”であるかのように

見せかけるのである。山脇由貴子氏は『教室の悪魔』（P.87-88）で、次のように述べて

いる。 

 

Ｒ君は学校で汚いもの扱いをされている。Ｒ君のものをゴミ箱に捨てられるだけで

はなく、クラスメイトはＲ君の机のうえや机の中にゴミを捨てる。…… 

給食の時間になると、……クラスの誰かがＲ君のパンを床に落とし、踏みつけ、「拾
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って食えよ」と言う。……ゴミがＲ君の給食の皿に入れられる。ゴキブリが入れられ

る時もある。犬の糞を入れられた事もあった。…… 

汚いもの扱い、バイ菌扱いは、最もよくあるいじめのパタンである。…… 

加害者達が、……「汚いものを食べる」ことを 執拗
しつよう

に迫る。……被害者は、自分が

これ以上ひどい目にあわないために、……少量であろうとも口にする。……加害者達

は、「汚いものを食べた」ことでさらに被害者を汚いもの扱いする。 

 

迫害の対象を、不潔であると見えるようにさせることによって、“穢れた悪者”である

かのように見せかけるという手口は、ナチスによるユダヤ人虐殺でも用いられている。

ポール・ブルームは『赤ちゃんはどこまで人間なのか』（P.227-228）で、次のように述

べている。 

 

ナチスのプロパガンダでは、ユダヤ人は不潔で、社会に伝染病を蔓延させる存在と

して描かれ、ドブネズミ、ゴミ、病原菌、感染源などとされた。…… 

大量虐殺を行なう抑圧者側がとる作戦の一つは、被抑圧者に、見る人に嫌悪感を抱

かせるような行為や外見を強いることだ。……ナチスはユダヤ人をきわめて非衛生的

な状況――強制収容所や、それよりはましなゲットー――に追い込んだ上で、彼らの

不潔さについて満足げに語っている。プリモ・レヴィはユダヤ人がトイレに行くこと

を禁じられたときの様子について記している。 

 

   「護送にあたった SS（ナチス親衛隊の隊員）は、プラットホームや線路の真ん中な

どで、どこでもいいからうずくまる男女を見てあからさまに笑い、ドイツ人の乗客

は露骨な嫌悪感を示した。彼らがこんな運命を課せられるのも無理はない、彼らの

振る舞いを見てみるがいい、彼らが人間ではなく動物であることは火を見るより明

らかだ、と」 

 

 テレンス・デ・プレは、強制収容所で生き延びた人の多くは、獣のように扱われて

もなお、自分の体をできるだけ清潔に保つことにより自分に対しても他者に対しても

品位を失わないように努めた人だったと主張する。 

 

ナチスは、ユダヤ人を「ドブネズミ、ゴミ、病原菌」などと呼んで、人間扱いしなか

った。それは、いじめや迫害の対象を人間扱いせずに、“有害動物・汚物・病原体”扱い

することによって、“いじめや迫害の対象に「「苦しそう」などと共感して、残虐な行為

をすることを思い止まること”を阻害するためである。殺虫剤をかけられて足をばたば

たさせているゴキブリを見て、苦しそうと共感する人はほとんどいない。レイチェル・

ハーツは『あなたはなぜ「嫌悪感」をいだくのか』で、次のように述べている。 
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前頭島皮質は、切断されている身体の一部や詰まってあふれているトイレの写真を

健常者に見せた時や、ゴキブリを食べることを想像するように指示した時や、嫌悪感

を示す顔を見せた時に最も活性化する場所であることが、数々の脳の画像実験で示さ

れてきた。（P.92） 

他者への共感は、相手への理解やつながりがなければ成り立たない。たとえばある

グループが非人間的に扱われ、「ゴキブリ」「ネズミ」などと呼ばれていたら、私たち

も相手の接点がなければ害虫であるかのように対応し、人間として考えないようにな

ってしまう。そうなると彼らへの嫌悪感は、抽象化して個々人に対する判断をしない

まま、彼らと物理的に触れたらこちらが汚染してしまうという嫌悪感に変わってしま

う。……プリンストン大学が実施したある実験で、高齢者、肢体不自由者、ドラッグ

中毒者、ホームレスの写真を見ている時の、被験者の脳をスキャンした。高齢者と身

体が不自由な人の写真を見た時には、社会と人に関することを処理する働きのある脳

の部位――内側前頭前皮質が活性し、前頭島皮質も同様に活性化した。こうした人々

の写真は嫌悪感を抱かせたが、同時に哀れみの感情も引き起こされ、被験者はこれら

の写真に写った人々を人間とみなしていた。逆に被験者がドラッグ中毒者とホームレ

スを見た時には、内側前頭前皮質には活性がみられず、前頭島皮質だけが活性してい

た。さらに、ドラッグ中毒者とホームレスを見た被験者の脳は、嘔吐物や流していな

いトイレの写真を見た時と同じように活性化した。つまり、ドラッグ中毒者とホーム

レスは人間よりも下の存在とみなされ、文字どおり不快な「もの」を見ていると認知

された。（P.323-324） 

 

嫌悪を示す顔を見せた時に前頭島皮質が活性化するというのは、嫌悪感は、共感によ

って“伝染”していくということである。他者が嫌悪を示す表情をしているのを見たり、

嫌悪を意味する言葉を発するの聞いたりすると、ミラーニューロンの働きにより、自分

がその表情をしたり、その声を発したりしているかのように脳内でシミュレートし、そ

の表情や声と結びついている嫌悪感を自分も抱いてしまうのである（「3.人と人を結びつ

けているもの (4)共感による同調」参照）。そのため、汚物を見ているかのような表情を

したり、「おまえ、むかつくんだよ」「おまえを見ていると吐き気がする」などと言った

りしながら、被害者をいじめると、そのいじめを見ている人も、その被害者に嫌悪感を

抱き、その被害者は“穢れた悪者”であると思うようになってしまって、そのいじめに

加わるか、そのいじめを肯定するかしてしまう。被害者の苦痛の表情や声に共感しても

よさそうなものだが、その共感は、被害者を“有害動物・汚物・病原体”扱いすること

によって阻害される。 

いじめのターゲットの家族が犯罪者である、売春している、ギャンブル中毒であるな

どというような噂を流すことがあるが、それは、穢れは近くにいるものに伝染するとい
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う妄想を利用したものである。 

なお、「穢れ信仰」への「無意識的信仰」は、①容姿が醜い人はいじめられやすく、容

姿が美しい人はいじめられにくい、②汚い服を着ている人はいじめられやすく、きれい

な服を着ている人はいじめられにくい、③口臭、ワキガ臭等がする人はいじめれやすく、

しない人はいじめられにくい、④学校のトイレで排便するといじめられるなどの現象を

生じさせことがある。 

内藤朝雄氏は、宮台真司・藤井誠二・内藤朝雄著『学校が自由になる日』（P.205-207）

で、次のように述べている。 

 

   戦前の日本で、太古の日本原住民が生きていたとされる原始的な神道は、全体主義

勢力が個人主義を排斥するのに都合よいしかたでエセ哲学的に解釈されました。この

新しく創作された「伝統」としての原始神道を＜神道＞と呼び、その論理形式を参照

してみましょう。 

   ＜神道＞によれば日本原住民は、その場その場のお祭り騒ぎのノリで団結する、感

情融合的な共同体を生きていました。そして規範の準拠点を、カミのままに（唯神）

ということにおいていました。カミとは、共同生活の局面局面で感じられる雰囲気の

メリハリ（ノリ）を、そのまま人を超えた畏怖の対象として焦点化したものです。…

… 

   モーセの十戒の場合、規範の準拠点は、その時その時のみんなのこころの動きを超

えた普遍的な水準にあります。このような秩序において、付和雷同は「わるい」こと

です。 

   それに対して＜神道＞では、……ノリへの付和雷同は「よい」ことです。というよ

りも、その場その場のノリへの付和雷同こそが人倫のかなめであり、人と人の間を生

きる人間の 証
あかし

です。付和雷同しない者は、くらく汚い穢れ（＝ノリ涸れ）た、非人間

的な存在です。…… 

これと同じように、中学生たちの小社会では、仲間集団のノリや「みんなの気持ち」

の盛り上がりそのまま規範の準拠点になっています。……彼らの小社会では、ノリな

がらであれば何をやっても許されるが、「みんなから浮いて」いれば何をやっても許さ

れません。…… 

いじめで人が死んだときですら、加害グループは「どうしていじめたのか」と尋ね

られて、「おもしろかったから」とか「遊んでた」といったふうに答えることがありま

す。……ここで「遊んだだけだよ」というときの遊びは、……「自分たちなり」のノ

リの秩序に従いながらノリを生み出す、きわめて重要な祭政一致の営為（カミ事）で

もあります。「みんな」の遊びに逆らうことは強烈なタブーであり、遊びであればすべ

てが許されます。 
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  内藤朝雄氏は「原始的な神道は、全体主義勢力が個人主義を排斥するのに都合よいし

かたでエセ哲学的に解釈され」た主張しているが、この主張は間違っている。神道は曖

昧模糊とした宗教であり、神道とは何かということについては議論があるが、「原始的な

神道」を日本古来の民俗信仰と捉えるならば、「原始的な神道」は元々、「エセ哲学的に

解釈され」たようなものであった。「2世界モデルと無意識的信仰 (9)自生的世界モデル、

同(10)マゴコロ主義、自生的調和信仰、同調型和合倫理」で述べたように、日本古来の

民俗信仰の信仰の根幹には、「修正型自生的世界モデル」と、それに基づく「自生的調和

信仰」がある。また、いじめの全てが「「自分たちなり」のノリの秩序に従いながらノリ

を生み出す、きわめて重要な祭政一致の営為（カミ事）」なのではない。いじめには宗教

性のあるものとないものがある。宗教性のあるいじめは「組織集団の“和”を乱す“悪

者＝「悪性霊力型霊魂」に取り付かれた者”の“「悪性霊力型霊魂」を取り除く＝穢れを

清める”ことによって、組織集団の“和”を回復しようとする宗教儀式」（「いじめ的清

め儀式」と呼ぶことにする）である。前述した「隷属強制型いじめ」、「恐喝型いじめ」、

「同調強制型いじめ」、「たかり型いじめ」、「加入儀礼型いじめ」には宗教性はない。 

「いじめ的清め儀式」が穢れを清める宗教儀式であるならば、神社における清め払い

の儀式やカトリック教会における悪魔払いの儀式のように非暴力的なものになるはずだ

から、暴力的ないじめが清め儀式であるはずがないという指摘があるかと思うが、それ

は、神社やカトリック教会が、清め儀式から暴力性を取り除いたからである。昔の清め

儀式には、火であぶる、水に沈める、熱湯をかける、体を叩きまくる、傷つけて血を流

させる、爪を抜くなど暴力的なものが多かった。火や水（特に熱湯）には穢れを清める

力があり、体を叩きまくれば「悪性霊力型霊魂」を叩き出すことができ、血や爪には「悪

性霊力型霊魂」が宿っていると信じられていたのである。 

「いじめ的清め儀式」は、いじめを行っている児童生徒（の無意識）にとっては神聖

な宗教儀式なので、“いじめを止めさせようとする＝宗教儀式を妨害しようとする”者に

対しては（無意識に起因する）怒りを覚える。異教徒や無神論者から見て暴力的な宗教

儀式であっても、その宗教の信者にとっては神聖な儀式であるということが結構ある。

内藤朝雄氏は、宮台真司・藤井誠二・内藤朝雄著『学校が自由になる日』（P.204）で、

次のように述べている。 

 

   「いじめ」をしているある女子中学生は教員に抗議する。「いじめは良くないと思う

が…やっている人だけが悪いんじゃないと思う。やる人もそれなりの理由があるから

一方的に怒るのは悪いと思う。その理由が先生から見てとてもしょうもないものでも、

わたしたちにとってはとても重要なことだってあるんだから先生たちの考えだけで解

決しないでほしい」。…… 

   中学生たちが「自分たちなり」の秩序を、「わたしたちにとってはとても重要なこと」

として生きているのが見て取れます。……「自分たちなり」の秩序に介入して「わる
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い」理念を押しつけてくる大人たちに対して、彼らは本気で怒り、憎しみをもって立

ち向かいます。 

 

  なお、無視したり、仲間外れにしたりするタイプのいじめには、“穢れた者”に取り付

いている「悪性霊力型霊魂」に自分たちも取り付かれないようにするため、“穢れた者”

に近づかないようにするという、「穢れ信仰」に基づく発想に影響されている面がある（「2.

世界モデルと無意識的信仰 (2)非典型的宗教への無意識的信仰」参照）。「あいつはばっ

ちい。近づくとバイ菌が移るぞ。近づくな」ということでである。 

 

(8) 外集団蔑視型いじめ 

血縁関係による結合に頼らない組織集団では、組織集団が一体であるという幻想は組

織集団の構成員の同質性という虚構によって支えられている（「3.人と人を結びつけてい

るもの (8)類似性と集団対比効果」参照）。同質性の虚構は「私たちは皆○○である」と

いう虚構の形をとることが多いが、「私たちは皆××ではない」という虚構の形をとるこ

ともある。「私たちは皆××ではない」という虚構は、自分たちとは“異質な他者”を措

定し、その“異質な他者”を蔑視することによって支えられている。「我々は奴らのよう

な下賤な人間とは異なる高貴な人間である」というような意識である。 

組織集団の構成員間に軋轢が生じ、結束が乱れた時、“異質な他者”を共同で攻撃し、

その熱狂的同調の中で一体感を覚えたり（「5.組織神格化教 (4)一体感」参照）、同質性

を確認することで、組織集団内の和を回復するということがよく行われている。そして、

“異質な他者”が“所属集団の和を乱しているから”、“劣等な人間であるから”、“劣等

な人種・民族であるから”、“汚いから”、“臭いから”、攻撃したのだと主張することが多

い。これは、脳の無意識の領域が「“異質な他者”は、“組織集団の和を乱すから穢れて

いる”、“劣等な人間であるから穢れている”、“劣等な人種・民族であるから穢れている”、

“汚いから穢れている”、“臭いから穢れている”。それらの穢れを清めるために、攻撃す

る必要がある」と考え、その考えが、脳の意識の領域に「“異質な他者”は、“所属集団

の和を乱しているから”、“劣等な人間であるから”、“劣等な人種・民族であるから”、“汚

いから”、“臭いから”、攻撃すべきである」という考えとして浮上してくるからである。

例えば、1983年に横浜市で、不良少年グループがホームレスを襲撃する事件が起きた際、

警察の取調べに対して、彼らは「横浜の地下街が汚いのは浮浪者がいるせいだ。俺たち

は始末し、町の美化運動に協力してやったんだ。清掃してやったんだ」と供述している

が、この供述は「ホームレスは汚く、臭いから穢れている。その穢れによって横浜の地

下街が穢されている。俺たちは、ホームレスを襲撃することによって、その穢れを清め

ようとしたのだ」という無意識の考えの反映である。 

「3.人と人を結びつけているもの (9)内集団ひいき」で述べたように、人間には、自

分たちが属する「内集団」をポジティブに評価し、自分たちが属さない「外集団」をネ
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ガティブに評価することによって、「内集団」の構成員をひいきにし、「外集団」の構成

員を差別するという「内集団ひいき」の傾向があるので、“異質な他者”であると決めつ

けらるのは、他の組織集団（外集団）の構成員である場合が多い。例えば、学級内では、

「上位承認幻想型集団」の構成員間に軋轢が生じ、結束が乱れた時、「下位承認幻想型集

団」の構成員を “異質な他者”として蔑視し、共同でいじめることによって、自分たち

の一体性・同質性を確認するということがよく行わている。このように、「外集団」の構

成員を “異質な他者”として蔑視し、共同で攻撃することによって、自分たちの一体性・

同質性を確認するというタイプのいじめを「外集団蔑視型いじめ」と呼ぶことにする。 

 

(9) 魔女狩り型いじめ 

  他の組織集団の構成員を“異質な他者”として蔑視することは、その組織集団と敵対

関係になることを意味するので、避けなければならないことがある。例えば、現代の国

際社会では国家間の戦争はできる限り避けなければならないし、“みんな仲良く”をモッ

トーとする学校では、他の「学級生徒集団」、「承認幻想集団」、“教員集団”等と表だっ

て敵対することは禁じられている。このような場合、組織集団の構成員のうちの誰かの

わずかな異質性に着目し、その異質性を大げさに言い立てることによって、その人を“異

質な他者”に仕立て上げ、その“異質な他者”を皆で蔑視することで、自分たちの一体

性・同質性を確認するということが行われる。そして、組織集団の構成員間に軋轢が生

じ、結束が乱れた時に、その原因を“異質な他者”に押し付け、その“異質な他者”を

“悪者＝穢れた者”として共同で攻撃し、その熱狂的同調の中で一体感を覚えたり、同

質性を確認することで、組織集団内の和を回復しようとする。このようなメカニズムが

典型的に見られたのが、魔女狩りである。間庭充幸氏は『日本的集団の社会学』（P.48-50）

で、次のように述べている。 

 

   集団の周辺に排斥された異端者に向かって集団の全エントロピー（蓄積された抑圧

といってもよい）が投入され、異端者が実質以上の“悪人”として表象されるとき―

―逆に、それに反比例して集団の浄化がはかられる――その異端者を「いけにえ」と

いう。いけにえは、これまで潜在化していたメンバーの悪を一身に投影され、またメ

ンバー間の葛藤を収拾する格好のはけ口となる。 

ジラールによれば、いけにえの発生－終熄過程には四段階がある。①共同体内の伝

統的価値が乱れてアノミー化し、個々人の敵対関係が強まる。②特定の表徴をもった

少数者がその原因としてやり玉にあげられる。③これに対して、集団暴力が行使され

る。④その結果、共同体は浄化し平常に回復する。この原理は古今東西同じだという。

…… 

   J・ミシュレによれば、魔女をつくり出す重要な要因として、女たちの嫉妬、男たち

の貪欲などがあり、「あれは魔女だ」という言葉が発せられるだけで、誰でも憎悪の対



 280 

象となり殺された。魔女は多くは女性（文字通り女ばかりではなかった）、一人暮らし、

風変わり、毒舌家、怒りっぽい、赤目の人、斜視、アバタ肌の人などがなりやすかっ

た。…… 

   いけにえは……集団のけがれを一身に引き受ける不浄のイメージと、集団を浄化す

る神聖なるイメージの二重性をもっている。…… 

いけにえは……歴史の流れに則していえば、中世キリスト教世界での“魔女”、ナチ

ズムにおける“ユダヤ人”、米マッカーシズムの中の“アカ（狩り）”、天皇制下の“国

賊”、また今日の偏差値社会の“落ちこぼれ”などである。…… 

   日本の場合におけるいけにえ（異端も含めて）の作られ方について簡単に触れてお

こう。……同質的なものの包摂に向けて常に強い競争が働いている……そしてその競

争に負けたもの、あるいは競争から下りたもの、さらに競争の資格をもたないものが

いけにえ化されやすい。このことはいいかえれば、集団への同調（集団がもつ価値へ

の同質化）が競争的に行われることを意味する。 

 

  普通のいけにえは、神に何かをしてもらうためには、その代償として、人間や動物の

命を神に捧げなければならないという互酬性の発想に基づいているが、「魔女狩り型いじ

め」における“いけにえ”は、そのようなものではない。「穢れ信仰」では、組織集団に

混乱が生じるのは、組織集団そのものや組織集団の構成員に「悪性霊力型霊魂」が取り

付いているからであるとされる。その「悪性霊力型霊魂」を組織集団そのものや組織集

団の構成員から引き離して、“いけにえ”に取り付かせ、“いけにえ”を火あぶりにした

り、追放したりすることによって、組織集団そのものや組織集団の構成員の穢れを清め

るという宗教儀式が「魔女狩り型いじめ」なのである、だから、「魔女狩り型いじめ」に

おける「いけにえは……集団のけがれを一身に引き受ける不浄のイメージと、集団を浄

化する神聖なるイメージの二重性をもっている」のである。 

  組織集団の構成員間に軋轢が生じ、結束が乱れた時に、その原因を“異質な他者”に

押し付け、その“異質な他者”を“悪者＝穢れた者”として共同で攻撃し、その熱狂的

同調の中で一体感を覚えたり、同質性を確認することで、組織集団内の和を回復しよう

とするタイプのいじめを「魔女狩り型いじめ」と呼ぶことにする。 

  なお、学校的な価値観からすれば、優れているとされる特徴を持った子どもが、「まじ

めすぎる」、「いい子ぶっている」、「がり勉」などと言われて、“いけにえ”にされること

がある。まじめすぎる子どもや勉強ができすぎる子どもは、ふまじめすぎる子どもや勉

強ができなさすぎる子どもと同様に、子どもの標準から外れているので、“異質な他者”

になりうるのである。 

  頻繁に「魔女狩り型いじめ」を行っている組織集団の構成員は、いつ自分が“いけに

え”にされても不思議ではないという恐怖に囚われる。“いけにえ”にされないためには、

他の構成員との異質性を少しでも示してはならないと、「集団への同調……が競争的に行
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われる」。この“同調競争”の形は組織集団のタイプや信仰している宗教などによって異

なるが、「修正型自生的世界モデル」と「自生的調和信仰」を「無意識信仰」している日

本の「学級生徒集団」では、「上位承認幻想型集団」（の構成員）の言動に対する“同調

競争”が行われることが多い。そして、「魔女狩り型いじめ」は、他の児童生徒との同質

性を示す“絶好の機会”なので、児童生徒は競って“いけにえ”に対する攻撃を加える

ことになる。 

なお、日本では、マスコミ、インターネット等を通して、不祥事を起こした（あるい

は、そう決めつけられた）政治家、芸能人などの有名人を“いけにえ”にした「魔女狩

り型いじめ」が行われることが多い。日本国は分裂状態にあると思っている人が多いか

らであろう。 

 

(10) 魔女狩りごっこ型いじめ 

  組織集団の構成員の誰かを“いけにえ”にして「魔女狩り型いじめ」を行うと、その

構成員は自ら出ていくか、追放されるかすることが多いので、「魔女狩り型いじめ」を行

うたびに構成員の数が減っていくことになる。したがって、少人数の組織集団で「魔女

狩り型いじめ」を頻繁に行うと、構成員の数が減りすぎて、組織集団として存続できな

くなってしまうということが起こりかねない。そこで、少人数の組織集団では、“異質な

他者”が組織集団から出ていかないように工夫されたいじめが行われる。それには、①

「魔女狩り型いじめ」を儀礼的に形式化して、その毒を抜いたタイプのいじめ（「魔女狩

り型ごっこ型いじめ」と呼ぶことにする）と、②「“異質ではあるが、穢れていない他者”

＝“道化的な存在”」を“いじられ役（いじられキャラ）”にして、皆でからかって、笑

いものにするというタイプのいじめ（「笑いもの型いじめ」と呼ぶことにする）という二

つのタイプがあると、私は考えている。 

「魔女狩りごっこ型いじめ」では、“空気を読んでいない行動”をとった人を皆で無視

するいうような非暴力的な方法でいじめが行われ、いじめ被害者が「自分勝手なことし

て、ごめんなさい」とでも加害者側に謝罪すれば、いじめは終わるという“行事”を繰

り返すことによって、組織集団の構成員の同質性が確認される。堀裕嗣氏は『スクール

カーストの正体』で、次のように述べている。 

 

   現代のいじめの顕著な特徴として、いじめ被害者が特定の生徒ではないということ

がよく言われる。男女を問わず、小グループ内において、……いじめ被害者がころこ

ろと移り変わるのだ。（P.95） 

スクールカーストが同程度の者ばかりで構成される小グループでは、フラット関係

の維持こそが最優先される。そうした場合、基準も方向性をないままに、ただ話題が

盛りがる方向に進めば「空気を読んだ発言」となり、盛り上がらない方向に進めば「空

気を読めない発言」となる。…… 
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「空気の読めない行動」として断罪……みんなが盛り上がっている話題について「そ

の話のなにがおもしろいの？」と言ったとか、みんが盛り上がっている場にあとから

加わって「ねえねえ聞いて。昨日おもしろことがあったの」とその場の空気を断ち切

って話題を転換しようとしたとか、その程度の行為に過ぎない （P.119-121） 

 

  組織集団の「いきおい」（場の空気、雰囲気、ノリ等）を作り出す力を持つ「空気支配

者」がいる“不平等な”組織集団では、「空気支配者」の言動に同調していれば“空気を

読んでいる”ということになるので、“空気を読んだ言動”を取ることが容易であるが、

「空気支配者」がいない“平等な”組織集団では、何が「いきおい」かがはっきりしな

ので、“空気を読んだ言動”を取ることが難しい。そのため、“空気を読んでいない”と

他の構成員から非難される言動が多くなり、組織集団の構成員のほとんど全員が「魔女

狩りごっこ型いじめ」の“いけにえ”候補になってしまう。 

 

(11) 笑いもの型いじめ 

“異質ではあるが、穢れていない他者”には、その“異質性”によって組織集団の構

成員の同質性を確認させる働きがあるが、“穢れていない”ので、嫌悪感を催させず、攻

撃や追放の対象にはならない（＝「いじめ的きよめ儀式」の対象にはならない）。人間に

は、“異質であり、穢れているもの”（＝有害な異物）には嫌悪感を覚え、攻撃を加えた

り、離れたりしようとし、“異質ではあるが、穢れていないもの”（＝無害な異物）には

優越感を覚え、笑いものにする心的傾向があるからである。そして、“異質ではあるが、

穢れていない他者”を皆で笑いものすると、構成員間の緊張が緩和され、連帯感が生ま

れる。ロビン・ダンパーは『友達の数は何人？』で、次のように述べている。 

 

   エンドルフィンは内因性オピオイドの一種で、モルヒネやアヘンと化学的な構造が

とてもよく似ている。いわば脳が自前でつくる鎮痛剤であり、さほど強くはないが慢

性的な痛みのときに作用する。……鈍い痛み － 一般にジョギングなどの習慣的な運

動や、精神的なストレスから来る － はエンドルフィンが関与するのだ。（P.57） 

   共有される笑いには、連帯感を生み出す驚異的な力がある。…… 

マルク・ファン・ヴェットのチームは、被験者にあらかじめ金を持たせておき、そ

れを別の人に分けさせるという実験を行った。ふつうなら赤の他人よりも、自分の友

人に多くの金を提供するのだが、コメディのビデオをいっしょに見て大笑いしたあと

は、ちがいがなくなった。…… 

エンドルフィンの分泌をうながすのにいちばん効果的なのは、笑うことなのだ。た

だしそれは腹の底から涌きあがる大笑いであって、……控えめで礼儀正しい笑いでは

ない。なぜ、エンドルフィンが放出されるのかというと、大笑いをするときは筋肉を

たくさん使って胸郭をふくらませるからだろう。（P.61-62） 
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  昔から、どの国の祭りでも、“道化役”が登場して、“異質ではあるが、穢れていない

他者”を演じて、笑いものにされるという行事が行われ、現在では、テレビのバラエテ

ィ番組に“いじられ役（いじられキャラ）”が登場して、“異質ではあるが、穢れていな

い他者”を演じて、笑いものにされるという行事が行われている。そのような行事には、

組織集団の構成員間の緊張を緩和し、連帯感を生み出す働きがあるからであろう。しか

し、そのような行事では、「“異質ではあるが、穢れていない他者”は“人間以下の存在

＝ペットのようなもの”だから、大けがをしたり、死んでしまったりしても、いいだろ

う」と無意識のうちに思われて、やると面白いからという理由で、“危険ないじり”の対

象にされてしまうことがある。例えば、テレビのバラエティ番組で“危険ないじり”が

行われ、“いじられ役”が大けがをすることがある。そして、学校での「笑いもの型いじ

め」でも“危険ないじり”が行われることがある。加藤芳正氏は『なぜ、人は平気で「い

じめ」をするのか？』（P.245-246）で、次のように述べている。 

 

   ある中学校での出来事です。プールの傍らに何人かの生徒がいました。その様子を

遠くから目撃した一人の生徒は、彼らの様子に、直感的に違和感を持ちました。……

子どもたちが、生唾を飲み込むような緊張感をただよわせて、たたずんでいたからで

す。……先生は急いで彼らのところに行ってみました。すると、一人の男の子が足に

重りをつけられた状態でプールに沈められており、決められた時間がくれば引き上げ

るという、いじめともゲームとも解釈できるような行為が行われていたというのです。 

 

“いじられ役”は、からかわれ、笑いものにされることに耐える必要があるのだが、

なぜ、そのような立場に甘んじるのだろうか。片岡洋子氏は「いじめのなかの子どもた

ち」（教育科学研究会編『いじめと向き合う』所収、P.26-27）で、次のように述べてい

る。 

 

   男子生徒にとっては、いじめの被害者であると周囲から見られるのは屈辱的でしょ

う。自分が「弱い」と思い知らされるからです。それよりは「いじられキャラ」のほ

うが自分を受け入れられます。いじりとは相互了解にもとづく親しい関係の一つであ

って、いじられるという役割を求められ応えているのだ周囲に見せることでプライド

は保たれます。…… 

   「いじり」の中にいる子どもたちに、やっていることは暴力ではないかと指摘して

も否定するでしょう。ごまかすつもりではなく、そういうつきあいかたをよしとする

友だち関係だと本気で思っているからです。そして、そんなつきあいの友だちでも、

友だちがいなくて孤立するよりもましなのです。 
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(12) 空気読め型いじめ 

「11.学級生徒集団 (3)学級生徒集団の分裂とスクールカースト」で述べたように、や

むを得ず、自分（たち）の生き方と異なる生き方をしている児童生徒とも関わりを持た

なければならない場に置かれ、なおかつ、その場でどのように行動すべきかを児童生徒

が決めることができる場合には、「上位承認幻想型集団」が、「いきおい」（場の空気、雰

囲気、ノリ等）を作り出し、その「いきおい」に「下位承認幻想型集団」が従うことに

よって、行動方針が決まる。「修正型自生的世界モデル」と「自生的調和信仰」では、現

在の物事の「いきおい」に従わないと、“悪者＝穢れた者”扱いされてしまうので、「下

位承認幻想型集団」は、「上位承認幻想型集団」が作り出した「いきおい」が気に食わな

いものであっても、仕方なく従うのであるが、「修正型自生的世界モデル」と「自生的調

和信仰」を抱いていない児童生徒は、「自生的調和信仰」を抱いている児童生徒から「空

気を読めない奴だ」と非難され、いじめられることを恐れて「いきおい」に従う者もい

れば、恐れないで従わない者もいる。 

「上位承認幻想型集団」にとって、自分たちが作り出した「いきおい」に従わない児

童生徒は自分たちの権威を認めない邪魔な存在である。そこで、自分たちが作り出した

「いきおい」に従わない児童生徒を「学級生徒集団」の“和”を乱す“悪者＝穢れた者”

であると決めつけ、その穢れを清める「いじめ的清め儀式」（「空気読め型いじめ」と呼

ぶことにする）を主催しようとする。それに成功すれば、邪魔な存在を叩きつぶすと同

時に、自分たちの地位を他の児童生徒に確認させることができる。ただし、失敗すると

地位の低下を招いてしまう。 

「空気読め型いじめ」は成功率が高い。「上位承認幻想型集団」が主催する「いじめ的

清め儀式」は「学級生徒集団」の現在の「いきおい」であるとされ、その「いじめ的清

め儀式」に参加しないと、“悪者”であると決めつけられて、新たないじめのターゲット

にされてしまう危険性がある。そうされたくなければ、「長い物には巻かれよ」とその「い

じめ的清め儀式」に参加するしかないので、「学級生徒集団」のほぼ全員がその「いじめ

的清め儀式」に参加してしまうのである。 

 

(13) 八つ当たり型いじめ 

どの学級へ所属するかは、学校側から強制され、児童生徒側に選択の自由がないのが普

通である。そのため、嫌な人（嫌悪感を抱く相手）が所属学級にいても、逃げ出すことが

できず、所属学級が変わるまで、“仲良しごっこ”を演じ続けなければならない。内藤朝

雄氏は『いじめの社会理論』（P.131-132）で、次のように指摘している。 

 

学校に集められた若い人たちは、少なくともそれだけでは赤の他人であるにもかか

わらず、深いきずなで結ばれているかのようなふりをしなければならない。……学校

では、だれが大切な他者でだれが赤の他人なのかを、……自分の「こころ」で決める
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ことが許されない。……集団生活を通じた「こころ」の教育は学校の業務に含まれて

おり、どういう「こころ」が好ましい「こころ」であるかは、学校が決める。「学校の

みんな」になじめない「こころ」は、学校の赤の他人を家族のように感じる「協調性

のある集団適応的」な「こころ」へと無理やり教育される。 

……生徒は学校に強制収容され、グループ活動に強制動員され、いじめや生活指導

で脅されながら、「親密なこころ」をこじり出して群れにあけわたす「こころ」の労働

を強制される。……生徒は……感情奴隷であるといえる。 

 

嫌な人と“仲良しごっこ”を演じなければならないというのは、自然な感情を強引に抑

えつける行動であり、嫌な人に対する怒りを生じさせる。「誰と生々しいつき合いをし、

誰と冷淡なつき合いをするかを自己決定できない場合、「いやなやつ」の存在は耐え難い

苦痛」（内藤朝雄著『いじめの社会理論』P.131）になり、「いやなやつ」に攻撃を加え、

排除しようとする。「お前さえいなければ、こんな嫌な思いをしなくてもすむのに」とい

うことである。 

好きでも嫌いでもない人と“仲良しごっこ”を演じるのも、嫌な人と「仲良しごっこ」

を演じることに比べれば程度は低いが、自然な感情を抑えつける行動である。この場合に

生じる怒りは、自分の怒りを向けるべき相手が分からない怒りである。自分を苦しめてい

るのは、他の児童生徒ではなく、「学級共同体言説」を信奉している教師なのだが、その

ことが分からないまま、むかつき、いらだち、相手かまわずに八つ当たりしようとする。

そして、八つ当たりを正当化するために、八つ当たりする対象に、「いじめられるに値す

る人間なのだ」というレッテルを貼ろうとする。山脇由貴子氏は『教室の悪魔』で、次の

ように指摘している。 

 

多くのいじめのパタンで、加害者達は被害者が「いじめられるに値する人間なのだ」

という理由を作ろうとする。……因果関係は完全に逆転している。にもかかわからず、

加害者達の心の中でいじめが正当化されてしまう。（P.69） 

いじめられる側に原因があるからいじめられるのでもない。誰でも被害者になり得る

し、誰でも加害者になり得る。……些細なきっかけで、そのターゲットは替わり、次々

と移行してゆくのだ。（P.106） 

一度、いじめが始まると、そこに存在する全員が参加すること強要される。言葉では

なく、雰囲気が作られるのである。……全員を参加させることで、大人に発覚するのを

防ぐ。そして同時に、全員を参加させることで自らの罪悪感を薄め、悪を正義に変える。

……参加していないとみなされた人間は、裏切り者の烙印を押され、次の被害者になる。

（P.109-111） 

加害者となってしまう子ども達は確かに怒っている。けれど実は、彼ら自身、何に、

誰に怒っているのかわからずにいる。その怒りは今までの人生で、彼らの心の中に蓄積
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された怒りに過ぎない。対象は一人ではなく、特定の人間でもない。表現できなかった

「過去の怒り」である。……加害者側にまわる子ども達は、自分の心の中で破裂寸前に

まで膨れ上がった怒りの風船に自分自身が脅かされている。常に自分を苛立たせ、落ち

着くかなくさせるその風船をどうにかしたいのだ。……攻撃しているうちに、自分は以

前から被害者に対して怒っているのだ、と錯覚していく。自分をこれだけ怒らせたのだ

から、攻撃されて当然だと理屈が逆転してしまう。（P.166-167） 

 

いじめの正当化は、「修正型自生的世界モデル」と「自生的調和信仰」に基づいて行わ

れることが多い。誰かが「学級生徒集団」の“和”を乱す“悪者”であると決めつけら

れ、彼・彼女の穢れを清める儀式として、いじめを行うことが正当化されるのである。

誰かを“悪者”であると決めつける際には、「(5)穢れといじめ」で述べた“不潔である

と見えるようにさせることによって、悪者であるかのように見せかけるという方法”が

用いれることが多い。 

 

(14) 因果応報信仰によるいじめの正当化 

小坂井敏晶氏は『社会心理学講義』（P.116-118）で、次のように述べている。なお、

「Lerner & Simmons, 1966」とは、「Lerner, M. J, & Simmons, C. H., “OＢserver’s 

reＡction to the ‘innocent victim’ :CompＡssion or rejection?”, JournＡl of 

PersonＡlity Ａnd SociＡl Psychology, 4, 1966, p.203-210」のことである。 

 

   メルヴィン・ラーナーの研究を参照します（Lerner & Simmons, 1966）。……ストレ

スにさらされる人々の異常行動を早期発見するための研究……こんな口実の下に、隣

室にいる人の様子をマジック・ミラーで観察しながら分析して欲しいと被験者に依頼

し、女性（実はサクラ）を電気ショックで拷問する場面に立ち会わせる。……女性が

苦痛を受ける時間の長さを変え、彼女に対して被験者が抱く感情が左右されるかを調

べました。結果は、10 分間だけ拷問を受けた場合よりも 20 分間苦しんだ場合の方が、

女性がより悪い印象を持たれました。何故でしょうか。 

   世界は正義に支えられているという世界観あるいはイデオロギーを考慮に入れなけ

れば、この現象は説明できないとラーナーは考えました。天は理由なく賞罰を与える

はずがない。善をなせば、必ずいつかは報われる。欺瞞や不誠実には、いずれしっぺ

返しが待っているにちがいない。因果応報・信賞必罰の原則が我々の現実世界を律し

ていれば、将来の生活に対する不安感は和らぎます。…… 

   話の筋道を逆にしましょう。悪いことをしなければ、罰を受けないのが本当ならば、

現実に不幸な目にあった人は何か悪いことをしたはずです。……拷問を受けて苦しん

だのは、この女性が愚鈍だからだ、実験者の言うことを守らなかったからだ。そう思

い込むことで彼女の不幸が正当化される 
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「善をなせば、必ず報われる。だから、報われている人は、善をなした人である。悪

をなせば、必ず罰せられる。だから、罰せられている人は、悪をなした人である」とい

う信仰（「賞罰型因果応報信仰」と呼ぶことにする）によれば、「無実の人が罰せられる

ことはない」ということになってしまう。「賞罰型因果応報信仰」は、「無実な人でも罰

せられることがある」という社会の現実に反した信仰なので、「賞罰型因果応報信仰」を

抱いているかと質問すると、ほとんどの人は、そのような非現実的な信仰など抱いてい

ないと答えるだろう。ところが、無意識のうちに「賞罰型因果応報信仰」を抱いている

人は多いということを、メルヴィン・ラーナーの研究が示しているのである。「賞罰型因

果応報信仰」は、人類が狩猟採集生活をしていた時代の「バンド型公益体」の秩序維持

に有効だったので、遺伝的に（生得的に）抱くようになっているのかもしれない。少人

数の組織集団で生まれてから死ぬまで一緒に暮らしているという状況では、悪いことを

すれば、ほとんどの場合、仲間にばれてしまうからである。 

この「賞罰型因果応報信仰」が、いじめの“無意識的な正当化”に用いられることが多

い。「「学級生徒集団」の“和”を乱す“悪者”は、必ず、罰としていじめられる。だから、

いじめを受けている児童生徒は「学級生徒集団」の“和”を乱す“悪者”である」と無意

識のうちに考えてしまって、その無意識での考えが意識での考えに影響を及ぼし、無実の

相手をいじめているうちに、「その相手は最初から“悪者”であり、“悪者”だからいじめ

ているのだ」と思い込んでしまうのである。山脇由貴子氏は『教室の悪魔』で、次のよう

に指摘している。 

 

恐ろしいのは、被害者がいじめられる理由は加害者達によって作られたものにもかか

わらず、作り出した加害者達が、自分たちが作ったフィクションだということを忘れて

しまうということである。最初からあった事実のように思い込んでしまうのだ。……集

団ヒステリーの一種である。だから加害者達は本心から言う。「汚い」「キモイ」「うざ

い」「死ねば？」。何の罪悪感もなく、ただ事実を告げているという感覚で。（P.113） 

 

13．いじめ以外の集団的病理現象 

(1) 承認欲求の自己目的化による自己破壊 

  シャンカール・ヴェダンタムは『隠れた脳』（P.188-204）で、次のように述べている。

なお、「隠れた脳」とは「気づかないうちに私たちの行動を操るさまざま力……無意識の

バイアス」（P.11）のことである。 

 

   アリエル・メラリから聞いたところによると、第二次世界大戦末期、日本海軍中将

の大西瀧次郎が初めて特攻隊の志願者を募ったとき、彼は戦闘機の操縦士を並ばせて

こう言ったという。「今や日本を救うには、我々がこの身を犠牲にするしかない。しか
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しこれが無謀な命令であることはわかっている。だからこの作戦への参加を望まない

者は、一歩前に出よ」 

「当然ですが、前に出る者はいませんでした。これは集団の圧力です。隣に立ってい

るのは、ともに戦っている仲間たちです。人はまわりの人の意見をとても重要視しま

す、彼らから臆病者と呼ばれたくはないでしょう」 

 小集団の力学は、何が正常な行動で何がそうでないかについて、人間の信念をひっ

くり返す力がある。（P.189） 

   毎日の生活の中で、私たちはいくつもの違う方向に引っ張られている。矛盾する責

任、衝突する意見、そして言葉の違う文化は生活のストレスにもなるが、単眼的な思

考にならずにすむという面もある。自爆攻撃実行者のトンネルに入り込むと……外の

世界から引っ張られることがなくなってしまう。中にいる人間にとっては、トンネル

が世界のすべてとなる。……自爆攻撃犯を異常な狂信者と考えるのは、私たちの正常

の基準を彼らの行動に当てはめているためだ。しかしトンネルの中の世界はひっくり

返っている。私たちの基準は通用しない。（P.201-202） 

   隠れた脳は周囲からの承認と、行動の意義を求める。そして小さな集団には、その

ような承認と意義を与える力がある。それは企業のエリート幹部、若い海兵隊員、テ

ロリスト組織、そして理想に燃える人々を危険なところに送る伝道師などに共通して

いる。意識的なレベルでは、勇敢な兵士も、理想主義の伝道師も、行動の動機につい

て愛国心、奉仕、信仰などをあげるかもしれない。しかし無意識のレベルでは、彼ら

はみな同じものに突き動かされているのだ。自分より大きいものの一部になりたい、

自分が特別な存在だと思いたい、その存続と安定が自分の命より大切な集団の一部に

なりたいという衝動だ。（P.203-204） 

 

  「5.組織神格化教 (7)擬道具化」で述べたように、資源獲得と外敵からの防衛を共同

で行うことによって各人が利益を得るために組織集団という人々の関係性を作ったはず

なのに、「組織神格化教」を信仰するようになると、“個人は、組織集団の利益を守るた

めに存在しており、その組織集団の永遠の繁栄のためには命をかけてでも尽くすべきで

ある”という転倒した（手段が目的になってしまった）イデオロギーが生まれることが

多く、そのイデオロギーに則った行動をとる人がいるが、「組織神格化教」を信仰してい

なくても、同様の状態が生じることがある。 

「4.保護と依存 (8)仲間依存型弱者幻想と対仲間型承認欲求」で述べたように、“自分

は弱いので一人では生きていけない。自分が属する組織集団の仲間からの助けが必要不

可欠である”という「仲間依存型弱者幻想」・「仲間依存型弱者意識」を抱いている場合、

何らかのきっかけで自分が所属集団の他の構成員から“ともに助け合う仲間”として認

められているか否かについて不安を抱くようになると、“他の構成員からともに助け合う

仲間として認められたい”という「対仲間型承認欲求」が生じ、他の構成員の期待に応
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える行動をとって、構成員から承認の態度や言葉を得て安心しようとするのであるが、

他の構成員の期待に応える行動をとるという手段が自己目的化してしまって、他の構成

員から要求に従って。自分を犠牲にしたり、傷つけたりする行動をとってしまうことが

あるのである。内藤朝雄氏は『いじめの社会理論』（P.136）で、次のように述べている。 

 

   南日本のある中学校に、クラスメイトから「（勉強の）ベンちゃん」と呼ばれる勉強

熱心な女生徒がいた。彼女は「友だち」のノリから浮き上がり、周囲からギスギスし

ら圧迫を受けていた。彼女は……「協調性のない自分ではだめだ」「みんなとなかよく

交われるような自分になりたい」とまじめに悩んだ。そしてこの悩みにつけ込んだ「学

校の友だち」は、悪意をこめて彼女を壊そうとした。つまり「友だち」は、彼女に売

春をさせた。彼女は「みんなと仲良くできない。まじめなかたい自分を壊す」ために

売春をし、妊娠し中絶した。…… 

   個人の自由を憎む右翼や左翼の共同体主義者たちは、自由がいきすぎて共同体とそ

の規範意識が解体し、その結果若い人たちの売春（援助交際）が流行ると主張する…

…しかしミドルティーンにかぎっていえば、……学校で身についたピア・プレッシャ

ーに屈従する習性にひきずられて売春（援助交際）する人の方が多いと思われる。そ

の意味では学校共同体主義こそが売春の温床であるともいえる。 

 

  「仲間依存型弱者幻想」に囚われしまった「（勉強の）ベンちゃん」は、「対仲間型承

認欲求」を抱き、「学校の友だち」からの承認を得ようとして、「自分を壊」してしまっ

たのである。売春を是とする仲間集団は、特攻や自爆テロを是とする組織集団と同様に、

社会の多数派の価値観からすれば異常な価値観に支配された組織集団である。しかし、

その組織集団の中に入り込んでしまい、外の世界が見えなくなると、その異常な価値観

が正しいもののように思えてしまい、その異常な価値観に従ってしまう。「学校での仲間

集団というトンネルに入り込むと……外の世界から引っ張られることがなくなってしま

う。中にいる人間にとっては、トンネルが世界のすべてとなる。……売春を要求する友

だちを人でなしだと考えるのは、私たちの正常の基準を彼女らの行動に当てはめている

ためだ。しかしトンネルの中の世界はひっくり返っている。私たちの基準は通用しない」

のである。 

  「（勉強の）ベンちゃん」が複数の組織集団に所属し、「矛盾する責任、衝突する意見、

そして言葉の違う文化」にさらされていれば、「単眼的な思考にならずにす」み、売春を

要求してくる「友だち」の異常性に気付き、その仲間集団から脱出し、他の組織集団で

「対仲間型承認欲求」を満たそうとして、売春という自己破壊を免れたであろう。そう

いう意味では、少人数の「承認幻想型集団」の中に閉じこもるという今の子どもたちの

主流の生き方は危険である。 

「（勉強の）ベンちゃん」は、教師をはじめとする大人たちから吹き込まれた「一人で
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いるのは良くない。みんなと仲良くすべきだ。そのためには、協調性が大切だ」という

集団主義的な価値観の犠牲者であるという面もある。もし、「（勉強の）ベンちゃん」が

「人間は一人でも生きていける。無理して相手に調子を合わせる必要はない」という個

人主義的な価値観を持っていれば、自分を壊してしまうことはなかったであろう。 

 

(2) 集団的熱狂型祭事の暴徒化 

狩猟採集民の組織集団では、皆が集まって、長時間、太鼓などのリズムに合わせて、

歌い、踊り続けたり、幻覚を起こす薬草を用いたりして、トランス状態になるという集

団的祭事が定期的に行われ、集団的熱狂の中で「我々は一体だ」という幻覚を見ていた

（「5.組織神格化教 (4) 一体感」参照）。集団的熱狂の中で、「我々は一体だ」という幻

覚を見る祭事を「集団的熱狂型祭事」と呼ぶことにする。日本の伝統的な村落で行われ

ていた祭りは「集団的熱狂型祭事」の一種である。 

平等な社会から階統的な社会に変わるにつれ、民衆が行う「集団的熱狂型祭事」は儀

礼化（形式化）によって無害化されたり、抑圧されたりして、支配者や聖職者の威厳を

示すことを目的とする厳粛な集団的儀式が主流を占めるようになっていった。それは、

日頃の鬱積した不満を爆発させた民衆が集団的熱狂に駆られて暴徒化し支配者や聖職者

を攻撃するようになることを恐れたからである。安丸良夫氏は『日本の近代化と民衆思

想』（P.393-398）で、次のように述べている。なお、「オージー」とは“orgy”のことで

あり、飲めや歌えの乱痴気騒ぎという意味である。 

 

オージー的な祭りのなかには、暴れ祭や悪口祭のようなものがふくまれていた……

中世ヨーロッパにおいて、権力者への自由な罵倒をおこなう祝祭だったという「狂気

の祭典」……を想起させる。……祭礼のみこし……は、……神威を媒介とした集団的

熱狂の形態をとって、共同体の日常性においては不可能なような大衆的批判をおこな

うものであって、日頃から憎まれていた家や強欲な家が被害をうけた…… 

オージー的な祭りは、前近代社会において広汎に存在するものであったこと、そこ

では、日常の生活者としての自己が放擲されて、人々は熱狂する集団と融合して日常

の社会制度や規範の外へでてしまうこと、そのさいに、日常的には抑圧させられ屈折

させられていた欲求や感性が爆発的に表現されて、それが世なおし的な意味をもはら

みうること、そうして、いったんそうした集団的熱狂がはじまると、誰もそれにさか

らえないことなどは、興味ぶかい事実である。……また、それがしばしば共同体の祭

りとして既存の社会制度のなかにとりこまれて、社会的には無害なものに転化させら

れていたのである。後者の意味では、オージー的なものは、鬱屈した欲望や憤りのう

さばらしないしカタルシスであり、その意味では社会体制を維持してゆくための安全

弁であったろう。…… 

百姓一揆も世直し的な踊りや共同体の祭りも、この世界の共同性の非日常的なとり
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もどしであり、そのなかには、共同性に敵対的なものの膺懲という意味がこめられて

いた。しかし、一揆は、この世界の敵対性を人々に開示するてんで、祭り的オージー

的諸形態とは異なっており、そのゆえに支配秩序の側からはけっして容認されえない

ものだった。 

 

  「集団的熱狂型祭事」は、“「共同性に敵対的なものの膺懲」＝「魔女狩り型いじめ」”

を伴うことが多いが、他の組織集団の構成員を“異質な他者”として攻撃することもあ

る。江戸時代においては、攻撃対象が“農民の組織集団”である村落内に止まっている

間は、封建秩序にとっての脅威ではない「祭り」として許容されていたが、“武士の組織

集団”や“町人の組織集団”に攻撃が及ぶようになると、封建秩序を脅かす「百姓一揆」

として弾圧の対象になったのである。 

  「集団的熱狂型祭事」の無害化は現代の方が徹底している。スポーツの試合でひいき

のチームをみんなで応援することで一体感を得たり、ロックやアイドルのコンサートや

クラブ（ディスコ）などで一緒に踊ることで一体感を得たりしている。基本的に無害な

代わりに（サッカーでのフーリガンのように暴徒化する場合もあるが）、その場限りの一

体感に過ぎず、効果は薄い。 

 

(3) 幼稚園化した組織集団 

「共同体復古主義」を一言で表すと「私も天皇のような立場に立ちたい」という思想

であり、個人主義を一言で表すと「私は天皇のような立場などには立ちたくない」とい

う思想であると、私は考える。「天皇のような立場に立ちたい」というのは、「天皇にな

りたい」ということではなく、「諸事万般……周囲の者が責任を以て万遺漏なきよう取り

しきることを期待できる身分……周囲に全く依存しているが、しかし身分上は周囲の者

こそが……従属している。……まさに赤ん坊と同じ状態」（土居健郎著『「甘え」の構造』

P.89）にある立場に立ちたいということである。 

  “天皇のような立場”に立つためには、“責任を以て万遺漏なきよう取りしきってくれ

る周囲の者”が必要なので、全員が“天皇のような立場”に立つことはできないように

思えるが、近代化前の社会では、全員が“天皇のような立場”に立つ方法があった。そ

れは、自分が属する組織集団の慣習と互酬性に基づく相互扶助を“責任を以て万遺漏な

きよう取りしきってくれる周囲の者”にするという方法である。閉ざされた「世襲制永

続的小規模集団」の中で皆が変化のない生活を送っているという状態では、その「世襲

制永続的小規模集団」の昔からの慣習に従って生きていれば、「世襲制永続的小規模集団」

ではほとんど何の問題を起こらず、万遺漏ないということになる（実際には、自然災害、

伝染病、他の共同体からの攻撃などの問題があったが）。「世襲制永続的小規模集団」の

慣習が「責任を以て万遺漏なきよう取りしきってくれる」のである。互酬性に基づく相

互扶助では、“天皇のような立場”と“責任を以て万遺漏なきよう取りしきってくれる周
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囲の者の立場”に交互に立たなければならないという問題があるが、相互扶助において

“責任を以て万遺漏なきよう取りしきる方法”は慣習によって決まっているので、自分

の頭を使う必要はない。 

要するに、昔の「世襲制永続的小規模集団」の構成員は、自分で情報を集め、その情

報に基づいて自分で考えて判断し、その判断に基づいて行動し、その行動の結果に責任

を持つという“大人の生き方”をする必要がなく、自分では情報を集めず、自分では考

えず、自分では判断せずに、「組織集団」の慣習に基づいて行動し、その行動の結果には

責任を負わないという“幼児の生き方”をすることができたのである。つまり、昔の「世

襲制永続的小規模集団」――「共同体復古主義」がいうところの“古き良き日本の共同

体”――は幼稚園や保育所のようなものであり、「共同体復古主義」の願いは、幼稚園・

保育所という“甘えの支配する世界”の中で幼児のように生きることである。 

“幼稚園化した組織集団”にとっての最大の脅威は、慣習を異にする他の組織集団で

ある。慣習を異にする組織集団やその組織集団の構成員と付き合う際には、何も考えず

に自分が属する組織集団の慣習に基づいて行動するという“幼児の生き方”を貫くこと

ができず、自分で情報を集め（相手の組織集団の慣習を調べるなど）、その情報に基づい

て自分で考えて判断し、その判断に基づいて行動し、その行動の結果に責任を持つとい

う“大人の生き方”をすることを迫られるからである。“大人の生き方”を迫られること

から逃れるためには、組織集団を閉ざして他の組織集団と付き合うことを止めるか、自

分たちの組織集団の慣習を他の組織集団に押しつけることによって、慣習を共通化する

しかない。江戸時代の日本は前者の方針をとって日本を海外に対して閉ざしたばかりで

なく、藩ごとや身分ごとに閉ざされた社会であった。明治、大正、敗戦までの昭和時代

の日本は後者の方針をとり、天皇の権威を利用することによって、江戸時代の武家の慣

習（イエ社会の慣習）を“醇風
じゅんぷう

美俗
び ぞ く

”（人情に厚く美しい風習）であると決めつけて、

修身教育などによって日本国民全員に押しつけようとしたばかりが、植民地支配した

国々の人々にまで押しつけようとした。日中戦争・太平洋戦争期に海外侵略を正当化す

るために日本が用いたスローガンである「八紘
はっこう

一宇
い ち う

」は世界を一つの家にするという意

味であるが、その真の意味は世界を一つの幼稚園にするということであると、私は考え

る。世界中の人々が、精神的に幼児化して、唯一の“幼稚園化した組織集団”に依存す

るようになり、その“幼稚園化した組織集団”の唯一の“醇風美俗”に従って行動する

ことによって、“みんなで仲良く暮らしていける世界”、それが、戦前の日本の支配層が

理想とした世界であり、現在の「共同体復古主義者」が理想とする世界である。そして、”

幼稚園化した組織集団“は、「皆が仲良くして助け合う学級が理想の学級だ」と考える教

育関係者が理想とする世界でもある。 

なお、“みんなで仲良く暮らしていける世界”というのは理念の問題であって、現実に

は植民地支配した国々の人々を弾圧し、搾取した。そもそも、“幼稚園化した組織集団”

は、そこでの支配的な慣習になじめない者や、主体的に行動する自由を求める個人主義
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者にとっては抑圧的なものである。 

個人主義者には他人から言われたとおりに行動することに反発する傾向があるので、

自分は、“責任を以て万遺漏なきよう取りしきってくれる周囲の者”によって支配されて

いるのだということに気づく。だから、個人主義者は「私は天皇のような立場などには

立ちたくない」と思い、誰にも依存しない自立した生き方を望むのである。“幼稚園化し

た組織集団”は、構成員を暖かく包み込み世話するというポーズをとるが、実は、構成

員の行動を慣習という型にはめ込むことによって、構成員を支配している。 

 

(4) ワン・セット主義 

 中根千枝氏は『タテ社会の人間関係』で、次のように述べている。 

 

  日本人による「ウチ」の認識概念は、「ヨソ者」なしに「ウチの者」だけで何でもや

っていける、というきわめて自己中心的な、自己完結的な見方にたっている （P.49） 

  分業（ここでは社会的分業を意味する）とは、いうまでもなくＡ集団がＡ製品を、

Ｂ集団がＢ製品をと、おのおの一定の専門とするものをお互いに社会に供給し、これ

ら集団間の相互交換によって、全体が運営されていくという構造をもつものである。 

この分業の志向が強いと、それぞれが一定の役割をもつ集団がお互いに緊密な相互

依存の関係にたち、社会全体が集団間を結ぶ複雑なネットワークの累積によって、一

つの大きな有機体として社会学的に統合されることになる。…… 

ところが、日本的現象は、Ａ社でもＡ・Ｂの製品を、Ｂ社でも同じようにＡ・Ｂの

製品を製造する……前者のように分業の志向が強い場合には、Ａ・Ｂはお互いになく

てはならぬ相互依存関係にありうるのに、後者の場合には、反対に、お互いに敵・邪

魔者となるのであって、Ａ・Ｂはそれぞれ孤立の方向をとる。 

この日本的現象は、日本社会のあらゆる分野にみられる。……さまざまな産業分野

をもっていたかつての財閥の構成など、この日本的現象をまことによく実現したもの

であった。また、財閥が解体したとはいえ……特定の異なる企業となかば独占的（単

一的）な関係を結ぶことによって、かつての財閥の構成を反映している。 

このようにして、その一群、一群が明確な集団を形成し、極端にいえば自己完結的

なワン・セットを構成しているのがつねである。他の集団を必要とせず何もかも自分

のところでできるわけで、構造的に、まさに分業精神に反する社会経済構成というこ

とができる。 

……総合大学と称する教育機関の増大なども、このワン・セット主義をよくあらわ

すものであろう。（P.107-109） 

 

  「ワン・セット主義」は「日本的現象」ではなく、「階統制公共体」の「構成単位」で

ある組織集団の特徴である。「階統制公共体」の「構成単位」である組織集団は、上位の
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組織集団等からの干渉を排して、できる限り自治的に運営しようとする志向を持つが、

そのためには、自給自足であることが望ましいのである。他集団から援助を受けると、

その集団との間に「報恩型支配服従関係」が生じてしまうからである。「ワン・セット主

義」が「日本的現象」であるかのように見えるのは、日本が「ムラ国家型公共体」にな

った現在でも、日本が「階統制公共体」であった時代の考え方が残っているからである。 

  日本の学校の多くも、「ワン・セット主義」に囚われている。大学の多くは、総合大学

となり、大学院を持ち、教員を自給する（自分の大学・大学院出身者を教員とする）こ

とを目指し、小・中・高等学校は、生徒指導・生活指導、給食・食育、健康診断・衛生

指導、部活動、遠足・修学旅行、学芸会・文化祭、運動会・体育祭などを行い、児童生

徒の生活全般を覆い尽くそうしている。 

  「ワン・セット主義」をとる組織集団は、他の組織集団と連携して何かをする必要が

あまりない――必要性を感じないと言った方が正確かもしれない。必要性があっても、

その必要性に気づかないことが多いのである――ので、孤立し閉鎖的になる。他の組織

集団と連携して何かをする機会が乏しいと、その組織集団の構成員は、自分たちの組織

集団を中心とした狭い範囲の社会（ネットワーク集団）しか知らず、その狭い範囲の社

会の常識が日本すべての常識であると勘違いすることになる。 

学校や教員に対して、「学校は閉鎖的であり、教員は学校という狭い世界しかしらない

世間知らずである」という批判がなされることが多いが、この批判は、共同体的な組織

集団とその構成員すべてに当てはまる批判である。批判している方も「狭い世界しか知

らない世間知らず」である。「世間知らず」とは、「自分が属している世間のことは知っ

ているが、他の世間のことは知らない人」のこと、つまり、「他の世間知らず」であり、

日本人のほとんどが「他の世間知らず」である。異なった「世間」（ネットワーク集団）

に属する「世間知らず」同士が、「おまえは世間知らずだ」と罵りあっているというのが、

今の日本の姿である。 

  「内集団ひいき」も組織集団間の連携の阻害要因になる。「自分たちよりも劣った組織

集団と連携しても何のメリットもない。自分たちのやり方の方が優れているのだから、

相手は自分たちのやり方に合わせるべきだ」などと考えてしまい、連携を拒否したり、

連携での主導権争いをしてしまったりするのである。 

  集団間分業を前提とし、特定の限定された機能しか果たさない組織集団によって構成

される社会では、他の組織集団と連携することが必要不可欠となるので、「社会全体が集

団間を結ぶ複雑なネットワークの累積によって、一つの大きな有機体として社会学的に

統合される」ことになる。 

 

14．集団の方針決定と秩序維持の方法 

(1) 超越的存在からの強制という虚構 

ニコライ・ウェイドは『宗教を生み出す本能』（P.54）で、次のように述べている。 
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   人類学者による現在の狩猟採集社会の研究から判断して、その社会はきわめて平等

主義的だったはずだ。狩猟採集民は指導者や首長を持たず、命令は誰も出したがらな

いし、受けたがらない。……ときおり強い個人が出てきて、集団を支配しようとする。

しかし決まって抵抗勢力が現れ、集団の他のメンバーが彼らを嘲笑ったり、その命令

を無視したりする。もし、強者が支配を維持しようとすれば、敬遠されるか、集団か

ら追放されることさえある。あまりにも威圧的であれば殺される。 

  

「平等主義的」で「指導者や首長を持たず、命令は誰も出したがらないし、受けたが

らない」狩猟採集民の「バンド型公益体」は、どのようにして、「バンド型公益体」の運

営方針を決定し、秩序を維持していたのであろうか。大村敬一氏は、河合香吏編『集団 

－人類社会の進化』「５章 集団のオントロギー 「分かち合い」と生業のメカニズム」

（P.101-122）で、要約すると次のような趣旨のことを述べている。 

 

   カナダ極北圏に住むイヌイトの人びとは、野生生物も人間のような姿形をした魂を

持っており、その魂は不滅だが、魂が新たな身体に再生するためには、魂がまとって

いる身体（肉）を人間たちに自主的に贈ることが必要であり、かつ、身体を贈られた

人間たちが、その野生生物に敬意を払いながら、その身体を独り占めすることなく、

他の人たちと分かち合って食べ尽くすことが必要である、と信じている。このような

信念に基づくと、野生生物が人間にその身体を贈るかどうかは野生生物の気持ち次第

ということになり、人間が食べ物を得るためには、野生生物の身体を分かち合って食

べ尽くすことによって、野生生物にその身体を贈るよう誘惑することが必要であると

いうことになる。これは、野生生物が人間に対して、狩りの獲物は独り占めせずに他

の人びとと分かち合えと命令しているということでもある。 

   食べ物を独り占めしようとして奪い合うことを本性とする人間が、他の人びとと食

べ物を分かち合うようになるためには、強制が必要である。このような強制を集団の

中の誰かがしてしまうと、その集団は強制した者によって支配される集団になってし

まい、対等な関係の集団ではなくなる。したがって、対等に協調して行為する集団が

生成するためには、イヌイトのように、協調のために必要な強制を集団の外部からの

ものとする必要がある。集団の外部とは、例えば、神のような超越的な存在である。

実際には野生生物はイヌイトに食べ物を分かち合えと命令などしていないが、そのよ

うな命令があるのだという表象を全員が共有することによって、分かち合いのメカニ

ズムは機能している。 

 

  単純に考えると、対等な者同士が話し合って合意に達することができるならば、“組織

集団の構成員以外の存在”からの強制がなくても、皆で協調して行動できる（共同作業、
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取引などができる）ように思える。しかし、話し合いを行うためには、話し合いの方法

や話し合いに用いる言語が組織集団内で共通化されている必要があるので、話し合いの

方法や言語が“組織集団の構成員以外の存在”から強制される必要がある。話し合いの

方法や言語を話し合って決めるなどと言っていると、その方法や言語を決める話し合い

の方法や言語を決める話し合いが必要になって……、という具合に無限に遡ってしまい、

何も決まらないからである。 

話し合いにより合意に達しても、その合意事項が守られなければ意味がない。人類が

持つ互酬性（互恵性）の本能が合意事項を守らせる働きをする（「3.人と人を結びつけて

いるもの (10)互酬性（互恵性）」参照）が完璧ではないので、両者に合意事項を守るこ

とを強制する仕組みが必要になってくる。合意事項を守らせる方法として昔から用いら

れてきたものは四つある。 

一つ目は、「約束を守らない奴には実力行使あるのみ」というような自力救済であるが、

これでは、報復合戦になってしまう。 

二つ目は、神のような“超越的な存在”が人間を監視していて約束を守らない者を罰

するという虚構を信じるという方法である。このような信仰を持つ者の間では合意事項

を守ることを神に誓うという儀式を行うことによって、合意事項を守ることをさらに確

かなものにすることが多い。 

三つ目は、相手が合意事項を守らなければ、その相手とは二度と共同作業・取引等を

しない、さらには、合意事項を守らなかったことを知った第三者もその相手とは共同作

業・取引等をしなくなる、要するに、“合意事項を守らなかった者を組織集団内で除け者

にする”という慣習を持つという方法である。このような慣習を持つ組織集団内では、

除け者にされることを怖れる者は合意事項を守ろうとするが、除け者にされることを怖

れない者には効果がないので、この方法は完璧なものではない。そもそも、この仕組み

がうまく機能するためには、組織集団内で慣習が自分たちには左右できない絶対的に正

しいものであると認識されている必要があるが、これは、慣習が神が定めた戒律のよう

なものになっているということである。慣習が神が定めた戒律のようなものになるメカ

ニズムについては後述する。 

四つ目は、合意事項が守られているどうかを審査して、合意事項を守っていない者に

損害賠償を命じたり、刑罰を与えたりする機関（裁判所など）を作るという方法である

が、この方法では、その機関の構成員が自分の意見を他者に強制する権限、さらには、

反抗する者を制圧できるだけの武力を持って優位な立場に立つことになり、組織集団の

構成員同士が平等ではなくなってしまう。 

結局、「平等制集団」内で安全な共同作業・取引等を行うためには、“組織集団の構成

員以外の存在”から合意事項を守ることを強制されているか、そうされているという虚

構を信じるかすることが必要なのである。 

そもそも、どれだけ話し合っても合意に達することができないという場合も多い。「１．
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集団主義 (3)理性信仰」で述べたように、「徹底的に話し合えば、必ず分かり合える」と

いうのは幻想に過ぎない。人々が一時的な関係を結ぶだけで良いのであれば、合意でき

なければ別れるか戦うだけだということで済むが、人々が継続的な関係を結ぶ必要があ

る組織集団内では、合意できなければ別れるか戦うだけだという方法では、組織集団は

分裂したり紛争状態に陥ったりしてしまう。 

  話し合っても合意に達することができなければ、多数決で決めれば良いではないかと

いう指摘があるとと思うが、多数決を用いると、構成員の平等性を維持できなくなって

しまう。多数決とは結局のところ、多数派の意見を少数派に強制するということであり、

多数派が少数派を支配することになるからである。案件ごとに多数派と少数派の構成が

入れ替わるはずだから、永続的な支配服従関係は生じないという指摘もあると思うが、

イデオロギー、信仰、価値観、利害関係などに影響される案件では、多数派と少数派の

構成が固定化され、多数派による少数派の支配が永続しているという現象が民主主義を

とる国家で多々見られる。 

  多数決による決定に従うことを約した者だけで組織集団を作るという方法があるでは

ないかという指摘もあると思うが、そのような契約によって作られた組織集団を平等な

組織集団とは言うことができるだろうか。契約によって支配に服従しても、服従は服従

である。また、そのような契約では国家のような「世襲的永続集団」を作ることができ

ない。親が多数決による決定に従うことを約していても、子どもがその契約に縛られる

いわれなどないからである。 

  結局、「構成単位」間に支配服従関係がないという意味において平等な組織集団である

「平等制集団」は、その“組織集団の「構成単位」以外の存在”からの強制がなければ、

その方針を決定し、秩序を維持できないのである。しかし、“組織集団の「構成単位」以

外の存在”からの強制があるということは、組織集団がその“「構成単位」以外の存在”

によって支配され、「構成単位」の自由が奪われるということである。“「構成単位」以外

の存在”が人間や他の組織集団だと、組織集団内の平等性は維持されても、組織集団外

との平等性が損なわれてしまう。人間同士が平等であるためには、“「構成単位」以外の

存在”は人間であってはならないのである。そこで、人類は、“「人間を越えた知恵と力

を持つ組織集団の「構成単位」以外の存在”（一般には、神、天、祖霊などと呼ばれてい

るが、本稿では「超越的存在」と呼ぶことにする）がいて、「超越的存在」は人々が善き

生活を送るために必要な命令を下しており、「超越的存在」は人間には抵抗不可能な力で

命令違反者を罰することができる」という虚構を持つ宗教を創り出した。そのような宗

教を信仰する者にとっては、「超越的存在」は「虚構権威体」かつ「虚構畏怖型支配体」

として人間を支配する存在であり、人間は「超越的存在」により等しく支配されている

という意味において平等となる。神の前ではすべての者が平等だということである。ニ

コラス・ウェイドは『宗教を生み出す本能』で次のように述べている。 

 



 298 

   狩猟採集民のあいだで進化した宗教は、賢い約束事を作った。その約束事によって、

社会は集団として知恵（存続のためにどう行動すべきかという知恵）を、神から授け

られたものとすることができた。さらに通過儀礼と集団での舞踏を通して、すべての

人が神のルールにしたがうことを固く誓い、神の懲罰を怖れるようになった。警官隊

や、刑務所の看守や、裁判官……のいない初期社会は、宗教によって社会を結束させ、

見えない統治機関の命令を守らせたのである。（P.19） 

小さな社会では、法の執行役を引き受ける者はまわりの敵意を買う。犯罪者やその

親族からの復讐がありうことは言うまでもない。……ドミニク・ジョンソンは、最近

の一連の論文のなかで、どの共同体にも、超自然界の代理者という形式の、非常に効

果的な懲罰システムがあると指摘している。世界じゅうの社会で、神や祖先の霊は人々

が法やタブーを守っているかどうかを注視しているとされる。現世、来世、またはそ

の両方で、神はかならず違反者を罰する。……超自然の懲罰システムは、原始社会に

多大な利益をもたらした。懲罰というありがたくない仕事を誰も引き受ける必要がな

くなり……法律の制定は不要だった。罪とそれに対する罰は宗教儀礼のなかで示され、

信者はみなそれを心に留めた。警察もいらなかった。信者はみずから行動を規制し、

罪を犯せば神の懲罰が下ると怖れていた。超自然界からの懲罰が想像の産物にすぎな

いとしても、人々がそれを怖れているかぎり抑止力を失わないし、怖れのもとも豊富

にあった。多くの原始社会の信仰システムでは、神の懲罰は病や災害という形で誰の

目にもはっきりと示される。不運にみまわれた者は、自分の悪行のためにそうなった

と信じた。（P.62-63） 

宗教は、平等主義の共同体がみずからを統治する効果的な手段として生まれた。

（P.108） 

   ロイ・ラパポートの見解によれば、宗教行動は、言語による欺瞞行為への対抗手段

として、言語と歩調を合わせて発展してきた。初期の社会に内在する最大の脅威は、

たかり屋や詐欺師のような、他人から受け取りはするものの返礼をしない人々だった。

……いかなる中央権力も存在しなかった原始社会では、“規範は神聖化することによっ

て、確実に尊重されるようになる。神聖さはこのように、ほかの世界の人々にとって

の政治力と同等に機能する”。……世俗的な発言は嘘でありうるが、儀礼的な状況でな

された発言は真実と見なされ、万が一真実でないことが判明すれば、超自然的存在か

ら制裁が下る。神聖さは通常、洞窟や洞穴、神殿、大聖堂など、特別なシンボルを飾

った聖なる場所で儀礼をとりおこなうことによって生じる。（P.220-221） 

 

「超越的存在」がいるという虚構によって「平等制集団」の秩序を維持するという方

法には欠点が三つある。一つ目は、「超越的存在」がいるという虚構を信じない“無神論

者”や、組織集団の多数派が信じる「超越的存在」とは異なる「超越的存在」を信じる

“異教徒”にはこの方法が通じないため、“無神論者”や“異教徒”を組織集団から排除
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したり迫害したりすることが多いことである。二つ目は、「私は神の子孫である」「私は

神の代理者である」などと言って民衆を騙す君主や「私は神の声を聴いた」「私は神の声

を聴くことができる」というような妄想を抱いた宗教家等が、神が存在するという妄想

を抱く人々に「これは神意である」という名目で命令を下すことによって、支配服従関

係が生まれる危険性があることである。三つ目は、「超越的存在」からの命令という虚構

が絶対化されて、人々の行動パターンが固定化されてしまい、状況の変化に柔軟に対応

することができなくなってしまったり、制度改革や技術革新ができなくなってしまった

りする危険性が高いことである。 

狩猟採集民の「バンド型公益体」などでは、舞踏などによってトランス状態に入れば

誰でも“神の声”の聴くことができるという虚構によって神を利用した支配服従関係が

発生することを防いでいた。誰でも“神の声”を聴くことができるとすると、異なる内

容の“神の声”を聴いた（という妄想を抱いた）人たちの間でどれが真の“神の声”な

のかを巡って争いが生じるおそれがある。そのような時には、占い、くじなどによって

神意を問う（ことができという妄想を抱く）ことによって、争いを解決していたが、多

数決の結果が神意であるとして争いを解決するという方法もあり、日本の一揆では、そ

のような方法が用いられていた。 

 

(2) 自然な秩序という虚構 

丸山眞男氏は「肉体文学から肉体政治まで」（杉田敦編『丸山眞男セレクション』所収）

で、次のように述べている。 

 

  Ｂ 近代社会の形成というのは当然に中世的な秩序をこわしていく面と、その廃墟の

中から新しい市民社会を建設して行く面と二つあるね。……それが遂行されるため

の思想的前提として、凡そ社会の秩序なり制度なり慣習なり、要するに人間をとり

まく社会的環境がすべて人間の産物であり、人間の知性の力で変えて行けるものだ

という自覚が生まれて来ることが第一だろう。 

  Ａ そりゃ当たり前のことじゃないか。 

  Ｂ ところがこれが中々当たり前のことじゃない。中世のように人間が出生や身分に

よって位階的に位置づけられ、社会関係が固定しているところじゃ、そういう人間

の社会的環境がちょうど山や海や星や月と同じような自然的実在性を帯びて人間を

囲繞しているんだ。本来一定の目的をもった制度でも、それが環境のなかに沈殿す

ればするほど、所与として、つまりつくったものではなく自然に出来たものとして

しか意識されず、従って何の目的でそういう制度であるかということも問題にされ

ない。（P.195-196） 

  Ｂ 人間がつくるものはつくられるや否やそれは既につくられたものとして人間の環

境のなかに編入されて行く。それが環境として固定すればするほど、それだけ質量



 300 

性を増して自然的実在に近く位置をしめる。（P.200） 

 

  一つの「世襲制永続的小規模集団」の中で生まれてから死ぬまで暮らしていた時代の

普通の人々は、自分が属する「世襲制永続的小規模集団」の伝統的なあり方の根幹的な

部分については、それを“自然なもの”であると考え、別のあり方があり得るなどとは

思いもしなかった。そうは思わない少数の異端者もいたが、そのような異端者は変人・

狂人扱いされていた。なお、「世襲制永続的小規模集団」の伝統的なあり方の根幹的な部

分の全てが、“自然なもの”であるとされたわけではなく、“「超越的存在」が定めたもの”

であるとされるものもあった。伝統的なあり方を守るために人間の本能的欲求（食欲、

性欲等）を抑えることが必要である場合（つまり、本能的欲求のせいで、伝統的なあり

方が自然なものとは思えない場合）や、伝統的なあり方を守ることが「世襲制永続的小

規模集団」の存続にとって極めて重要である場合には“「超越的存在」が定めたもの”と

いう虚構が用いられ、それ以外の場合には、“自然なもの”という虚構が用いられていた。 

この時代の人々が伝統にしたがっていたのは、伝統に権威があると考えていたからで

はなく、伝統を“人間の力では変えることができない自然な秩序”あるいは“「超越的存

在」が定めた秩序”であると考えていたからである。 

  この時代にも変化がなかったわけではない。しかし、その変化は非常にゆっくりした

ものであり、いつの間にか変わっていたというようなものであった。そして、人々は、

変化したということに気づかずに、「昔からそうであった」と思い込んでしまっていた。

物事を急激に変えるためには、「超越的存在」から「そのように変えろ」という命令を受

けたというような虚構が必要であった。“人間の力では変えることができない自然な秩

序”であっても、“「超越的存在」の力では変えることできる”と考えていたのである。 

  なお、日本人は特殊で、“自然な秩序は”は、静態的なものではなく、「つぎつぎにな

りゆくいきおい」によって変化し続けていると考えていた（「2.世界モデルと無意識的信

仰 (9)自生的世界モデル」参照）。 

 

(3) 多数決 

勝俣鎮夫氏は『一揆』で、次のような趣旨のことを述べている。 

 

一揆とは「「一味
い ち み

神水
しんすい

」という手続きをとり「一味
い ち み

同心
どうしん

」という連帯の心性をもつ

人びとの集団であった」（P.3）。「一味神水」とは、一揆に「参加する全員が神社の境

内に集合し、一味同心すること、その誓約にそむいた場合いかなる神罰や仏罰をこう

むってもかまわない旨を書きしるし、全員が署名したのち、その起請文を焼いて神水

にまぜ、それを一同がまわし飲みする」（P.28）という儀式であり、「神水を飲むとい

う行為は……神と人、人と人とのあいだを「一味同心」にすることであったといえ…

…たんに誓約を破ったものは神罰をこうむるというだけのものではなく、それを遵守
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して履行する人間は、そのかぎりで神と一体化しているという意識が存在した」

（P.32-33）。 

一揆の集会（衆議）ではメンバー全員が主体的に公正な意見を述べ尽くした後に一

人一票の単純多数決で議決され、その「一味同心」の「決定は「神慮」すなわち神の

意志にもとづくという観念」（P.23）が存在した。 

 

一揆以外の日本の「平等制集団」では多数決は嫌われ、全員一致（という立前）が好

まれる傾向にあるが、それは、多数決では少数派は何の見返りもなしに多数派の意思に

服従させられることになり、互酬性に反するからであると、私は考える。きだみのる氏

は『にっぽん部落』（P.166）に「おらあ村長さんのいうことを聞く義理はねえんだわ。

何の世話にもなってねえもの」という村落の住民の言葉を載せているが、この言葉をも

じって言うと、「おらあ多数派のいうことを聞く義理はねえんだわ。何の世話にもなって

ねえもの」というのが少数派の言い分になる。 

  服従の見返りなしに多数派の意見に少数派を従わせるためには、何らかの方法で多数

派の意見を、「超越的存在」からの命令と同視しうるものに変えるか、「なりゆき」や「い

きおい」に変えるかする必要がある。一揆では「一味神水」の儀式によって多数派の意

見が「神慮」という「超越的存在」からの命令とされるので、少数派の不満が抑えられ

るのである。 

  欧米では、多数派の意見は神意であるという虚構を用いていないのに、少数派が不満

を言わずに多数派の意見にしたがうことが多いのはなぜかという問題がある。欧米人は

「多数決の結果にしたがうことが正義だ」というイデオロギーを信仰しているか、「理性

的に思考すれば神のように正しい判断ができるはずだが、人間は不完全な生き物なので、

どれだけ理性的に思考するように努めても、必ず誤りが含まれてくる。各自の理性的思

考の過程を批判的に検討し合い、誤りを指摘し合えば、誤りが徐々に減っていき、人々

の意見は一つの正しい判断に収束していくはずだが、人間は不完全な生き物なので、そ

うなるという保障はない。批判的検討の結果、多数が同意できる意見は最も誤りが少な

い可能性が高いので、その意見にしたがう方が良いだろう」というようなことを考えて

いるのかのどちらかだろう、と私は思う。欧米人は神の代わりに多数決や理性を信仰す

ることによって、「平等制集団」の秩序を維持しようとしているのである。日本人には、

このような「多数決信仰」や「理性信仰」を持たない人が多いので欧米流の多数決を受

け入れられず、また、「一味神水」のような信仰を捨て去ったので、全員一致に固執する

のである。ただし、全員一致と言っても、それは立前に過ぎす、現実には、「平等制集団」

の「構成単位」の意見が全員一致するということは稀であり、ある程度のところで少数

派が折れて全員一致という体裁を取り繕うというのが一般的である。 

多数決には、多数派による少数派への迫害を招く危険性がある。少数派への迫害を防

ぐために、欧米人は、自然権・自然法という虚構を創り出した。すべての人間は生まれ
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ながらにして一定の権利を持っており（神から与えられた権利であると考える人もいる）、

その権利は国家によって与えられた権利ではないから、国家は侵害してはならないとい

う虚構と、人類に普遍的かつ不変の法がある（神から与えられた法であると考える人も

いる）という虚構である。自然権・自然法は、人間が定めたものではないという虚構に

よって神聖視され、人間に自発的服従を促すものだから、「超越的存在」の一種であると

言える。自然権・自然法という虚構によって、最小限ではあるが、少数派の利益が多数

派の横暴から守られている。 

日本人には、“自然権・自然法信仰”を持たない人が多いので、「自生的調和信仰」に

基づいて、少数派は組織集団の和を乱す悪者なので、少数派を迫害することは正しいこ

とであると考えている人が多い。 

 

(4) イエ型集団における持分的秩序 

笠谷和比古氏は『士（サムライ）の思想』（P.67-82）で、要約すると次のようなことを

述べている。 

 

江戸時代の大名家（藩）では政策や法令の制定に際しては、多くの場合、末端の実務

役人の側から問題提起をなし、政策案を起案したうえで、その可否の伺いを上位の役人

に提出し、これを支配体系を遡って順次上位にあげて裁可を求めていくという稟議型方

式が一般化していた。また重要案件を藩主や家老クラスの上級役人の側から提起する場

合でも、これを配下の実務役人に諮問して、その意見に従う形で問題を処理していく体

制がとられていた。 

おそらく、大名家（藩）における組織としての意思決定は、例えば、藩主（1人）が

50、一門・家老（5 人）が 6、中老（10 人）が 3、物頭（20 人）が 2、平士（100 人）

が 1、下士層（500 人）が 0.1 といったように、身分階層の序列に比例する形でそれぞ

れが意思決定力の「持分
もちぶん

」というようなものを持ち、どのような組み合わせであれ、「持

分」総和 300 の過半数ないし相対的多数を獲得した成員グループの意向が大名家の進路

を決定するというようにモデル化できる。 

このような日本型組織の「持分」的秩序の下では、成員間に権利、発言力のうえでの

不平等、格差が存在しており、しかもそれが組織内の身分階層的な序列に比例する形で

見られるが、弱小の者も自己の「持分」に基づく固有の力に依拠することによって、組

織の意思決定に対して主体的、能動的に参与することが可能な仕組みになっている。 

日本社会で物事の決定のあり方として多くの場合に採用されるのは、「話し合いによ

る決定」である。「話し合いによる決定」とは、つまるところ投票（無記名）とそれに

よる多数決型決定を回避することに他ならないが、この回避は必然的に成員がそれぞれ

具体的に有している、勢力や支配力（「持分」的な力）に応じた発言力が作用すること

を意味している訳であり、成員各自の「持分」的な力が攻めぎ合う中で物事の決定がな
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されることを意味するのである。 

そこでは差別、格差を含んだ成員各自の諸力が戦い合い、取り引きをし、お互いに応

分の犠牲を提供しながら、そして長老の徳の力による調整がなされていくのであり、そ

うすることによって、最終的な決定に到達するような性格のものである。そこでは多数

決型決定に見られるような勝者と敗者の区別はあいまいなものとなり、参加成員のほと

んどが応分の見返りを期待できるものとなっている。「話し合いによる決定」は必然的

に「全員一致型の決定」となる所以のものである。 

 

私は、「イエ型集団」（「9.集団の分類 (13)イエ擬制型公共体」参照）の構成員の「持分」

は、株式会社における株式のようなものであり、集団の利益の分配（給料、俸禄等）を受

ける権利（以下では「自益権」と呼ぶことにする）と集団の意思決定に対する影響力（以

下では「発言力」と呼ぶことにする）からなり、「持分」の量は、集団に対してどれだけ

の貢献をしてきたかという「累積的な貢献量」によって決まるのが原則である、と考える。

これは、集団に対して「貢献」という贈与をすると、集団から「持分」という返礼が返っ

てくるという互酬的関係である。構成員が持つ「持分」の量は、ピラミッド型の階統的な

（ヒエラルキー的な）序列構造における地位の上下によって示されるのが原則であるが、

年功序列や身分世襲制という建前を守るために、構成員が持つ「持分」の量と地位の上下

が乖離する場合もある。この乖離は「発言力」において生じることが多く、「自益権」に

おいて生じることは少ない。中根千枝氏は『タテ社会の人間関係』（P.81-82）で、次のよ

うに述べている。 

 

仕事の運ばれ方をみていると、同じ職場で同じ賃金を受けている者のなかでも、より

能力のある者がより多くの仕事、またはより重要な仕事を負担させられるというように、

ある程度の片よりがみられるのがつねである。仕事がより重く与えられている者が、そ

の不公平にあまり不平をいわないのは、自分の能力が認められているという満足感、誇

りに裏付けされているためではなかろうかと考えられる。そして会社などでは、それが

往々にして昇進につながるということになれば、いっそうそうした実際上の不公平は容

認されることになる。 

 

企業内で同等の地位であっても他の成員「より多くの仕事、またはより重要な仕事」を

担当するということは、企業内で同等の地位の者が平均的に持つ「発言力」よりも大きな

「発言力」を持てたということであり、また、企業に対する「貢献量」を増やしやすいポ

ストに就いたということ、つまり、将来の昇進に有利なポストに就いたということである。

これは、企業は「イエ型集団」であるべきだと考える立場から見れば、賃金額に見合う仕

事よりも多くの（あるいは、困難な）仕事をするという贈与に対して、「発言力」を増や

すという返礼と将来の昇進に有利なポストに就けてあげたという返礼を受けたという互
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酬的関係であるが、企業は「結社体」であるべきだと考える立場から見れば、不等価交換

――ただ働きをさせるという搾取――である。企業は「イエ型集団」であるべきだと考え

る立場に立つ人は、企業の永続性を信じ、自分はそこで長期間働くと考えるがゆえに、長

期的な互酬性（贈与に対する返礼が返ってくるのに時間がかかる）を問題にするのに対し、

企業は「結社体」であるべきだと考える立場に立つ人は、転職を当然と考えるがゆえに、

短期的な互酬性（贈与に対する返礼が返ってくるのが早いこと）を問題にするのである。 

内田樹氏は『下流志向』（P.158）で「今の若いサラリーマンの中には自分の方が同僚よ

りも困難な仕事を与えられると、それを自分の能力に対する評価としてではなく、単なる

迷惑として受け止める傾向があります」と指摘しているが、それは、「今の若いサラリー

マン」は、企業は「イエ型集団」ではなく「結社体」であるべきだと考える傾向があるか

らである。自分が属する企業の栄枯盛衰が自分の栄枯盛衰につながるという運命共同体意

識を持っていると、企業内における自分の「発言力」が増えたということは、自分の才覚

で企業を繁栄させる可能性が増え、その結果、自分も繁栄する可能性が増えたということ

になるので、「発言力」が増えることには大きな価値があり、また、重要・困難な仕事を

担当させられたということは企業からの承認を得たということになり「対組織型承認欲

求」を満たすことになるが、企業との関係は労働の提供量に応じた賃金の支払いを受ける

という契約関係に過ぎないという考え方からすれば、企業が繁栄しようが、衰退しようが

自分には関係のないこと――企業が衰退して労働の提供量に応じた賃金の支払いが受け

られなくなれば、転職すれば良いだけのこと――なので、「発言力」が増えることにはあ

まり価値がないということになり、また、将来の昇進の可能性というような曖昧なものに

もあまり価値がないということになる。 

「イエ型集団」では、自分の担当外でもあっても周りの人の仕事を手伝うことを当然視

する傾向があるが、そうなる理由は二つあると、私は考える。第一に、周りの人の仕事を

手伝うことによって、自分の集団に対する「貢献量」が増えるので、集団内での自分の「発

言力」が増し、将来「自益権」が増えるかもしれないという利益が得られる。第二に、周

りの人の仕事を手伝うことによって、集団の構成員から「あなたは価値ある存在である」

という承認が得られるので、「対仲間型承認欲求」を満たすことができる。つまり、「イエ

型集団」内での“美しい助け合い”は、損得勘定の結果に過ぎないのである。「20.人々が

支え合う社会を作る方法?」で述べるように、血縁者同士でなければ、特別な場合（信仰

による場合など）を除いて、何の見返りもなしに他人の仕事を手伝うというような純粋贈

与（無償奉仕）は行われない。 

江戸時代の大名家では、勲功はそれをあげた個人のものではなく、その個人が属する「小

イエ」のものであり、「小イエ」はその構成員の変化とは無関係に存続すると考えられて

いたために、祖先の「累積的な貢献量」（勲功）が子孫に引き継がれることになり、世襲

制になっていたのだと、私は考える。また、日本的経営をとる企業が年功序列になるのは、

企業への所属期間が長いほど、企業への「累積的な貢献量」が大きくなることが多いから
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だと、私は考える。成果主義は「一時点だけでの貢献量」を見、能力主義では「一時点だ

けでの貢献量」から能力を推し量るが、年功序列は「累積的な貢献量」を見るので、年功

序列の下では、年をとって能力の低下した人が高い地位を占めたり、中途採用された人が

能力以下の処遇しか受けられないというようなこと――成果主義や能力主義では許され

ないこと――が起こる。その結果、「イエ型集団」では、無能な人間が高い地位を占める

ことが多くなるが、無能な人間には集団内で同等の地位の者が平均的に持つ「発言力」よ

りも小さな「発言力」しか与えられない場合が多い。名誉職や窓際族である。 

「イエ型集団」における意思決定は株主総会における株式数による多数決のような方

法――「持分量」による多数決――はとらずに、稟議や諮問という方法をとる。しかし、

稟議や諮問という方法は形式的な手続きに過ぎず、実質的な意思決定は持分的秩序の下

での多数派工作によってなされている。自分の提案に賛同するように他の構成員を説得

して、説得された構成員の「持分量」の合計が圧倒的多数になるまでもっていこうとし

（「イエ型根回し」と呼ぶことにする）、それに成功すれば、自分の提案が「イエ型集団」

における「いきおい」（場の空気、雰囲気等）となり、説得されなかった者もその「いき

おい」に従わざるをえなくなって、全員一致の体裁が整えられるのである。そして、「組

織神格教」を信仰している場合には、その「いきおい」は「組織霊魂」の意思であると

される（「5.組織神格化教 (9)組織の歯車状態と責任逃れ」参照）。「イエ型根回し」には

時間を要するために、「イエ型集団」では意思決定に長い時間がかかることになる。 

「イエ型根回し」では、地位の高い人は地位の低い人に対して、一対一の関係では圧

倒的な「発言力」を持つが、地位の低い人々に手を組まれて抵抗されると負ける場合が

出てくる。明治維新期に下級武士が長州藩等の実権を握ったことや、第二次世界大戦前

の陸軍において若手将校の暴走を上層部が抑えられなくなった「下克上」は、その典型

例である。河合隼雄氏は『母性社会日本の病理』（P.28）で、次のように述べている。 

 

タテ社会においては、下位のものは上位のものの意見に従わなければならない。し

かも、それは下位の構成員の個人的欲求や、合理的判断を抑える形でなされるので、

下位のものはそれを権力者による抑圧と取りがちである。ところが、上位のものは場

全体の平衡状態の維持という責任上、そのような決定を下していることが多く、彼自

身でさえ自分の欲求を抑えねばならぬことが多いのである。 

このためまことに奇妙なことであるが、日本では全員が被害者意識に苦しむことに

なる。下位のものは上位のものの権力による被害を嘆き、上位のものは、下位の若者

たちの自己中心性を嘆き、ともに被害者意識を強くするが、実のところは、日本では

すべてのものが場の力の被害者なのである。 

この非個性的な場が加害者であることに気がつかず、お互いが誰かを加害者に見立

てようと押しつけあいを演じているのが現状であると言えよう。 
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「イエ型集団」には、「持分」を持つ正規の構成員と「持分」を持たない非正規の構成

員がいる。欧米の企業を基準にして言うと、正規の構成員は株主兼従業員のようなもので

あり、非正規の構成員は単なる従業員である。三戸公氏は『「家」としての日本社会』

（P.38-40）で、次のように述べている。 

 

家の成員は、家族と非家族とからなる。…… 

家族とは、家の一員としての処遇を受け、家族としての意識をもつ者であり、非家族

成員は家経営において、経営体に長期あるいは短期において参加して働くことはあって

も、家族として認知されず、その処遇を受けない者である。 

家族として認知され、家族としての処遇を受ける者とは、家の繁栄が即その成員の繁

栄であり、家の衰退が即衰退となる者を言う。いわば運命共同体の一員である。 

……非血縁者を家族とすることはどの国の家共同体においてもかつて見られた現象

ではあるが、家の維持・繁栄のために非血縁家族を広範に加えることに、極めて寛容で

あったのが日本の家の特徴であった。 

……町家の場合は、……非血縁者も「子供」として幼時より抱えられ、丁稚、手代、

番頭と取り立てられた。……中途採用者は「中年者」と呼ばれ非家族として処遇され、

……子供として丁稚から手代・番頭と進んだ者が別家を起こす可能性をもったのに対し

て、その可能性をもたなかった。…… 

現在、日本の企業において、従業員はあきらかに家族と非家族とに分類することがで

きる。社員と非社員との区別である。…… 

社員は家族的成員として、家の盛衰・威信をともにし、家の繁栄に応じて給与・ボー

ナス・福利施設を享受する。だが、非家族成員は家族ではないから、景気変動の波ある

いは会社の状況の如何に応じて、容易に増減されることになる。彼ら非家族成員たるパ

ート・アルバイト・臨時工らは、その会社の家族的成員たる社員とは全く違った処遇を

受け、労働市場において成立している企業横断的賃金水準のもとに賃金を受け取る。そ

れは、家族的成員たる社員が、会社の格＝家の格に応じて企業別の賃金格差がある給与

体系のもとに支払われている給与とは、全く異なるものである。 

 

(5) ムラ型集団における隠された持分的秩序 

與那覇潤氏は東島誠・與那覇潤著『日本の起源』で、次のように述べている。 

 

   宮本常一が『忘れられた日本人』で描いた、丸一日だらだら雑談しながら疑似的な

全会一致で物事を決める寄合システム……リーダーによる作為ではなく、あたかもお

のずから自然と決まった「かのように」、村落の意思決定を偽装する技術です…… 

   つまり、「自然であるかのように見える秩序を作為して、しかしそれが作為であるこ

とは忘れて自然だと思い込む」という、すごくねじれたことを日本人はやりたがる。
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…… 

「さも自然に見える」という点が日本社会の暗黙の掟で、露骨に自然に見えないこ

とをやると嫌われる。（P.219-220） 

「本当は作為なのだけど、一見自然に見せかけることで、社会秩序に対する不満を

起こさせず、みんなで共存するしくみ」こどが、権力集中を生み出さない日本社会の

起源にある…… 

日本人論や日本文化批判とは、ほぼすべて同じことを主張してきたのだと思います。

作為ではなく自然のように見えているがゆえに、日本人全員が拘束されてしまう何か

があるのだけと、しかしあまりにも自然すぎるせいで、その正体がわからなくて（イ

ンテリには）居心地がわるい。…… 

そういう融通無碍で軟体動物のようにネトネトした社会規範を、……山本七平は「空

気の支配」と言い、中根千枝は「場の論理」と言い、……阿部謹也は「世間の原理」

と言ってそれぞれに探求した。（P.226-227） 

 

「本当は作為なのだけど、一見自然に見せかけることで、社会秩序に対する不満を起

こさせず、みんなで共存するしくみ」の正体は、「ムラ型集団」（「9.集団の分類 (18)ム

ラ型集団」参照）における隠された持分的秩序であると、私は考える。「ムラ型集団」は

「構成単位」の平等を立前としているので、「構成単位」の「持分」は平等なはずである

が、現実にはそうではない。鳥越皓之氏は『家と村の社会学』で、次のように述べてい

る。 

 

   村落でもっとも重要な決議機関である村落の総会には、家の代表者の全員がでてく

る……といっても、強大な地主層がいる村落や家格差のはげしい村落では全員が自由

に発言できたわけではない。大阪のある農村の戦前のはなしとして聞いたことだが、

「地主たちが会場に入ってくるまでは、みんな田んぼのカエルのようにうるさく騒ぎ

まわっていますが、地主たちが部屋に入ってくるだけで、シーンとしずかになったも

んです」といっていた。……このように発言力の強弱がみられるばあいがすくなくな

かった。 

 

  「イエ型集団」での各構成員の「発言力」は、前述したように、その者の組織集団に

対する累積的な貢献量に比例するが、「ムラ型集団」での各「構成単位」の「発言力」は

基本的には「構成単位」間の「報恩型支配服従関係」によって決まり、その「構成単位」

が持つ権威が付加的に作用する。「構成単位」間の「報恩型支配服従関係」によって「発

言力」の多寡が決まるというのは、日頃から世話になっている相手に対しては、その相

手の意見は間違っていると思った場合でも、その相手の意見に賛同することによって利

益を与えられることを期待したり、反対することによって利益を奪われたりすることを
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おそれて、賛同することが多い、「長いものには巻かれよ」ということである。きだみの

る氏は『にっぽん部落』（P.173）で、次のように述べている。なお、「親方」というのは

村落の親方役・世話役のことで、「平
ひ ら

」というのは村落の一般構成員のことである。 

 

   親方のところで「平が親方のいうことを聞くのは聞く義理があるからよな」といっ

てみた。すると彼は「聞く義理か、そうよな、煎じつめれば、そうかもしれねえがな

よ。それより一つ手前だよ。理屈じゃあねえんだから」といった。彼は理屈以前の感

情の雰囲気といいたいのだ。……人徳ということばが鮮明に生きてくるのはこんな感

情雰囲気の中だ。……人格者というのもそうだ。 

   部落がうまくいくとき親方や世話役は平から愛慕敬慕され平は前者から可愛がられ

ていると表現してよいだろう。こうして平は自然に親方のいうことを聞き、親方も平

のいうことを叶えてやる。これは人為的に組織されていないところでの上下のつなが

りだ。 

 

「報恩型支配服従関係」は、構成員の平等という「ムラ型集団」の理念に反すること

だから、その存在を隠蔽しなければならない。例えば、村落では、「報恩型支配服従関係」

を「親方や世話役は平から愛慕敬慕され平は前者から可愛がられている……こうして平

は自然に親方のいうことを聞き、親方も平のいうことを叶えてやる」関係だと思い込む

ことによって、その存在を隠蔽している。 

話が逸れるが、「ムラ型集団」や「イエ型集団」では、「徳のある人」「人格者」という

のは道徳的に優れたことをする人のことではなく、「ムラ型集団」の場合は自分に、「イ

エ型集団」の場合は自分の所属集団に利益をもたらしてくれる人のことである。「ムラ型

集団」の場合は他者に、「イエ型集団」の場合は他集団に損害を与えても、自分や所属集

団に利益をもたらしてくれる行動が道徳的に正しい行動であると考えていると言った方

が良いのかもしれない。「ムラ型集団」では利己主義が道徳的に正しいこととされ、「イ

エ型集団」では「自分が属する組織集団の利害だけを考えて行動し、他の組織集団の利

害は無視すること」（利所属集団主義とでも呼ぶべきもの）が道徳的に正しいこととされ

るということである。例えば、自分が属する企業の利益のために、政治家や公務員に賄

賂を贈ったり、談合行為をしたり、企業に不都合な情報を隠蔽したりする人も、その企

業の構成員から見れば「人格者」であり、贈賄・談合行為・情報隠蔽が行われているこ

とを告発して企業に損害を与える人は「非人格者」である。 

「ムラ型集団」では、日頃から世話していないため、「報恩型支配服従関係」にない相

手に言うことを聞かせようと思ったら、その相手に何らかの贈与をして、言うことを聞

かせるか、「俺の言うことを聞かないと後で酷い目に遭わすぞ」ということをほのめかし

て相手を黙らすか、する必要がある。買収、饗応、脅迫などである。 

公式の会議等の場で、日頃から世話しているにもかかわらず自分の意見に賛同しない
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相手に「日頃から俺の世話になっているということを忘れるな。言うこと聞け」という

趣旨のことをほのめかしたり、日頃から世話していない相手を買収・饗応・脅迫したり

して言うことを聞かせると、各「構成単位」が平等な「発言力」を持っているという体

裁を崩すことになるので、そのようなことは事前の根回しの段階で行わなければならな

い。「ムラ型集団」における根回しの方法は「イエ型集団」における根回しの方法とは異

なるので、「ムラ型根回し」と呼ぶことにする。きだみのる氏は『にっぽん部落』（P.170）

で、次のように述べている。 

 

   村長さんが下の部落の停留所で降りるところに行き会った。 

   ――どけえ行くのよ、ときくと、 

   ――村議会がうまく一本に纏らねえんで、了解運動に降りて来たんだわ。 

   ――了解運動って説明で解る人間じゃああるめえ。つまりは酒か銭こか女だんべや。

そんな仕事よくやるな。 

   ――おめえは批評家だからそんなことをいっていられるが、実務のわしはそんな高

見の見物ですましちゃいられねえだよ。 

   ……二日後の村会は全会一致だった。…… 

   隣り部落の村議のユーさんに会ったならば「裏面工作に走りまわった杜さんは“五

百円で意見を変える村議もいる”といっとったが、あれは気違えだよ。そんなことを

いいふらすなんてなあ」といった。 

 

  これは第二次世界大戦後まもない頃の話であるが、現代の日本でも、やり方がスマー

トになっただけで、「ムラ型根回し」の基本は同じである。 

「ムラ型根回し」は、実質的に見ると、優勢な者が、劣勢な者に賛同の見返りに利益

供与をしたり（あるいは約束したり）、賛同しないと利益を奪うぞと脅したりして、自分

たちに有利な案への賛同を取り付け、圧倒的多数派を形成して、反対派を黙らせるとい

うことである。利益を奪うぞと脅すと、相手が根に持って、抵抗を続けたり、組織集団

の分裂を招いたりする危険性があるので、脅迫は避けられ、利益供与が乱発される傾向

がある。そのため、「ムラ型集団」の構成員は贈収賄を悪いことだとは考えない傾向があ

り、そのような考え方が、構成員が平等な「発言力」を持つ民主政の実現を妨げている。

橋場弦氏は『賄賂とアテナイ民主政』（P.175）で、古代アテネの民主政に関して次のよ

うに述べている。 

 

役人と政治家の汚職事件はあとを絶たない。われわれはそれを非難するが、その一

方で、盆暮れや冠婚葬祭の贈答を、社会生活にとって重要な儀礼と考えてもいる。だ

がどちらの本質も、返礼を期待した贈与であることにかわりはない。（P.12） 

贈収賄が富の力によって市民団の意思決定を歪曲することであるならば、それを放
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置することは、貧富にかかわらず全員が均等に政治参加の権利をあたえられるという

民主政の根本原則を揺るがすことになる。だからこそ、アテナイ民主政は贈収賄に対

して、きびしい態度をけっしてゆるめなかったのである。（P.175） 

 

「ムラ型根回し」において、優勢な者が、劣勢な者の賛同を取り付けるために、一部

譲歩することもあるが、それは、まさに一部の譲歩に過ぎず、主要な点については、利

益供与や圧力によって、自分たちの意見を押し通している。しかし、この実質を表に出

すと、「ムラ型集団」では「構成単位」が平等だというのは建前に過ぎないということが

露呈されてしまうので、公式な議決の場では、事前の根回しなどなかったという振りを

し、劣勢な者は“その場の空気”を読んで自発的に優勢な者の案に賛成したのだという

体裁を整える。このような行動をとるのはそれが不文律になっているからであり、この

不文律により、「ムラ型集団」では「構成単位」が平等だというのは虚構に過ぎないのだ

ということが隠蔽される。この不文律を破ると「あれは気違えだよ」と言われ、仲間は

ずれにされてしまう。 

「ムラ型根回し」がうまくいかない場合には、「これは今回限りの措置ということにす

るので、我慢してほしい」と言って反対派を説得しようとすることがある。「今回限りと

いうことであれば、自分たちの損になることであっても、「ムラ型集団」の結束維持のた

めには我慢するしかない」などと反対派に思わせて、抵抗を和らげようとする戦術であ

る。反対派がこの戦術にまんまと引っかかって、その場限りの措置であったはずのもの

が、いつのまにか、前例として尊重されるようになり、やがて、慣例（しきたり）とし

て「構成単位」を拘束する力を持つようになってしまうということがよくある。「ムラ型

集団」では、「構成単位」を長期的に拘束する明文の規則や計画が少なく、“今回限りの

措置”、前例、明文化されていない慣例が多いのは、この戦術が多用された結果であろう。 

「ムラ型根回し」に失敗した場合には、何回か会合を開いて、反対派に言いたいこと

を言わせて（いわゆる“ガス抜き”）、反対派に賛同する者が少ないこと、つまり、反対

派の意見は“その場の空気を読んでいない”ものであり、このまま反対を続けると仲間

はずれにされるということを思い知らせて、反対派を引き下がらせる。反対派が仲間は

ずれになることをおそれて引き下がるのは、「ムラ型集団」から出て行くと大きな不利益

を被ると考えるからである。したがって、「ムラ型集団」から出て行っても大きな不利益

を被らない場合には、この方法は通用せず、多数派の意見を強行すると、「ムラ型集団」

の分裂を招いてしまう。なお、“ガス抜き”には、反対派に“言いたいことを言わせ、そ

れを根気強く聞く”という贈与をすることによって、“引き下がる”という返礼をさせる

という互酬性の面もある。 

少数派が「ムラ型集団」から出て行くと、少数派だけでなく、多数派も不利益を被る

「ムラ型集団」では、「こういう状態になったら、少数派が折れるべきだ」という不文律

がある場合もある。きだみのる氏は『にっぽん部落』（P.82）に、次のような村落の住民
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の言葉を載せている 

 

多数決つうなあ決戦投票だんべえ。ここいらで決めるのはわが身の損得になる問題

が多いんだわ。だから負けた方は論には負けるし銭はふんだくられるし、仲よしも向

こうにつくでは、どのくれえ口惜しいか解るめえ。だからその恨みが何時までも忘れ

られずに残らあ。それじゃあもう部落はしっくり行かなくなる……部落議会じゃあ…

…十中七人賛成なら残りの三人は部落のつき合いのため自分の主張をあきらめて賛成

するのが昔からの仕切りよ。どうしても少数派が折れねえときにゃあ、決は採らずに

少数派の説得をつづけ、説得に成功してから決を採るので、満場一致になっちもうの

よ。それに数が少ねえもの。部落が仲間割れしちゃあ少数派は元より多数派も茶飲み

に行く家の数がへってうまかねえもの。 

 

劣勢な者が“その場の空気を読んで、それに従う”という行動を実質的に見ると優勢

な者に屈服したということになるのだが、「修正型自生的世界モデル」（「2.世界モデルと

無意識的信仰 (9)自生的世界モデル」参照）に基づいて“その場のなりゆきやいきおい

によって、自然にそうなったのだ”と思い込むことによって、屈辱感を和らげている。 

“その場のなりゆきやいきおいによって、自然にそうなったのだ”という虚構は、優

勢な者の責任逃れにも用いられる。優勢な者が自分の意見を“その場の空気”にするこ

とに成功して、皆がその意見にしたがって行動したところ、皆が損害を被ったというよ

うな場合に、優勢な者は自分の意見の間違いにより皆に損害を与えたという責任から逃

れるために、自分が“空気作り”を主導したことを忘れ（無視して）、“その場のなりゆ

きやいきおいによって、自然にそうなったのだ”という弁解をするのである。「ムラ型集

団」は総無責任体制に陥る傾向がある。 

優勢な者に有利な案が自分にとっても良いものであると思い込めば、屈辱感は更に薄

まる。精神分析の理論で説明すると、防衛機制として合理化をするということである。

優勢な者は、劣勢な者に圧力をかけて黙らせたのだという負い目から免れるためには、

自分に有利な案は劣勢な者にとっても良いものであると思い込む必要がある。優勢な者

に有利な案が劣勢な者にとっても良いものであると思い込ませたり、思い込んだりする

ためには、その案を正当化する根拠があった方が良い。類似した事例が以前にもあって、

その時はこのようにしてうまくいったのだから、今回もこうすべきだというように、前

例を根拠とする方法が最も強力であるが、前例がない場合や前例通りにすることが自分

の不利益になる場合には、別の根拠を示す必要がある。 

根拠を示す際に、問題となっている事柄を分析して、その実態を正確に把握した上で、

「こうすればこうなるだろう。ああすればああなるだろう」という予測を行い、その予

測の結果を比較考量して、この案が総合的に見て最善だということを示すというような

ことが行われることは稀である。なぜなら、①このような分析を行うには多くの労力・
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時間・費用が必要だからであり、②このような分析を行ったり、その結果を理解したり

するためには、高度な知的能力が必要だが、そのような知的能力を持っている人――「説

明で解る人間」――は少ないからであり、③このような分析を行うと、優勢な者が提示

している案が、優勢な者には有利だが劣勢な者には不利だということが露呈してしまう

ことが多いからである。分析の結果を理解できるだけの知的能力のない人に分析の結果

を示そうとすると、「難しい理屈をくだくだ並べ立てやがって。おれをだまそうとしてい

るのか」というような反感を買ってしまい、逆効果になってしまうこともある。構成員

が平等であることを理念とする「ムラ型集団」では、構成員の能力も平等であるという

虚構を守らなければならないので、その虚構を突き崩すようなことをすることは許され

ないのである。そのため、根拠を示す方法として好まれるのは、単純明快でもっともら

しい理屈をでっち上げたり、所属集団が置かれている状況を自分に有利なように解釈し

たり、自分の提案がもたらすだろう結果のうち、皆に利益をもたらす面だけを取り上げ、

不利益をもたらす面を隠したりするという方法である。劣勢な者は、屈辱感を和らげる

ために、優勢な者に有利な案が自分にとっても良いものであると無理にでも思い込もう

としているのだから、いい加減な根拠でも良いのである。 

「ムラ型集団」の“外部の権威”が根拠として利用されることが多い。例えば、「欧米

では○○しているから、私たちも○○すべきである」というような根拠付けである。根

拠として利用される権威は、自分たちの所属集団の“外部”にあるものでなければなら

ない。その理由は二つある。一つ目の理由は、所属集団内に権威が存在することを認め

ると、「ムラ型集団」の「構成単位」は平等であるという理念が崩れてしまうということ

である。所属集団の“外部の存在”だから、自分たちとは別格の能力を持っている、つ

まり、権威があると認めても、「ムラ型集団」の「構成単位」は平等であるという理念は

崩れないのである。二つ目の理由は、“外部の権威”の言うことは「ムラ型集団」内の利

害関係に左右されていないと思えるということである。「ムラ型集団」の構成員は、本音

では、自分たちの所属集団には私利私欲で動く利己主義者しかいないと思っているので

ある。優勢な者が自分の利益を増やしたり、守ったりするために、互酬性による力関係

で劣勢な者を黙らせる「持分的秩序」の中で生きていれば、そう思うようになるのは当

然のことである。 

要するに、「ムラ型集団」では、物事は「構成単位」の力関係によって決まるのである

が、そのことが露わになってしまうと、「構成単位」の平等という理念が崩れてしまうの

で、どのような手段を用いてでも隠蔽されなければならないのである。「イエ型集団」で

は、構成員が不平等であることを当然のこととしているので、「持分的秩序」に支配され

ていることを隠さなくても良いが、「ムラ型集団」では、構成員が平等であることを理念

としているので、「持分的秩序」に支配されていることは隠されなければならないのであ

る。 

劣勢な者が、問題となっている事柄を分析して、その実態を正確に把握した上で、「こ
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うすればこうなるだろう。ああすればああなるだろう」という予測を行い、その予測の

結果を比較考量して、優勢な者の案は最善なものではく、自分の案が最善なものだとい

うことを示したらどうなるであろうか。このような行為は、「ムラ型集団」の「隠された

持分的秩序」を破壊する行為なので、「理屈では割りきれないこともあるよ」「そこをな

んとか」と穏やかにたしなめられ、それでも黙らないと「くだらない理屈をくだくだ言

ってんじゃねえ。出て行け」と怒鳴られ、仲間はずれにされてしまう。その結果、「ムラ

型集団」では、問題となっている事柄を分析して、その実態を正確に把握した上で、最

善の策を探すという努力がなされなくなり、周囲の状況の変化にうまく対応できずに、

衰退・滅亡への道を歩むということが多くなる。「ムラ型集団」は、変化の乏しい安定し

た社会では生き長らえることができるが、変化の激しい社会では生き延びることができ

ないのである。 

中根千枝氏は『タテ社会の力学』（P.141-144）で、次のように述べている。 

 

   日本人は、自分たちの社会が力学的に規制されているということを、無意識に体得

しているのではなかろうか……なぜならば、社会的評論……というものが、あまりに

も観念的なもので、現実の上をうわすべりしていることと、そうしたあり方を、むし

ろ当然のことのように受けとめているからである。…… 

実情にメスを入れて方法を論ずるのではなく、「こうあるべきだ」という謳い文句や、

「こうすべきだ」という主張の吐露に力点がおかれるのが、日本における社会評論の

特色である。実態をどのようにしたら、どこまで改善できるか、また、できないか、

という実態の把握をもとにした具体的方策に関する問題は、彼らの関心の枠外におか

れているようにみえる。…… 

「××のこれからのあるべき姿」とか、「望ましい××像」などというテーマが出さ

れ、ジャーナリズムにおける議論、さまざまなシンポジウム、政府への答申にいたる

まで、多くの人々のエネルギーと時間がさかれるのだが、その結果は、山のように積

まれた印刷物・書類が残り、一方、実態は旧態依然といったことが、くり返しくり返

し行なわれる。どうして、こうしたことがあきもせず行なわれつづけるのか……それ

は、こうした一連の観念論の横行は、日本社会を装う一種の衣裳であるということで

ある。力学的規制ならびに動きというものは、ちょうどヌードのようなもので、それ

に着せる衣裳が道徳的観念論である。衣裳は人体をひきしめ、保護すると共に、その

欠陥を補ったり、“馬子にも衣裳”で、よい衣裳は実体をひきたてもする。衣裳は実体

にそって動くが、実体とはまったく別のものであるように、観念的な議論や意見の表

明は、現実にそってはいるが、両者は一体でもないし、交わってもいないのである。 

 

  「9.集団の分類 (21)ムラ国家型公共体」で述べたように、日本という国は、「ムラ国

家型公共体」なので、「隠された持分的秩序」に支配され、物事は「構成単位」の力関係



 314 

によって決まる。そのことを中根千枝氏は「社会が力学的に規制されている」と表現し

ているのである。 

  「ムラ型集団」の「構成単位」の数が多くなればなるほど、「ムラ型根回し」を担う者

の負担が大きくなり、終には、「ムラ型根回し」が不可能という状況に陥って、意思決定

ができなくなってしまう。そのため、大規模な「ムラ型集団」では、①「イエ型集団」

が連合して小規模な「ムラ型集団」を作り、その小規模な「ムラ型集団」が連合して中

規模な「ムラ型集団」を作り、その中規模な「ムラ型集団」が連合して大規模な「ムラ

型集団」を作るという方法――このような方法によって作られる「ムラ型集団」を「重

層的ムラ型集団」と呼ぶことにする――によって、大規模な「ムラ型集団」の直接の「構

成単位」の数を減らす、②先ず、小規模な「ムラ型集団」内で根回しをして意思を決定

し、次に、小規模な「ムラ型集団」の世話役同士で根回しして、中規模な「ムラ型集団」

の意思を決定をし、最後に、中規模な「ムラ型集団」の世話役同士で根回しして、大規

模な「ムラ型集団」の意思を決定をする、③上位の段階での根回しで妥協が必要になっ

たら、世話役は下位の段階に戻って再度根回しをすることによって、「ムラ型根回し」を

担う者の数を増やして、一人当たりの負担を減らすという方法が取られることが多い。 

この方法には、①根回しに多くの時間を要して、意思決定が遅くなってしまう、②根

回しに多大な労力を要するので、方針転換を避けて、現状を維持しようとする、③方針

転換しようとしても、妥協に妥協を重ねなければならないので、大きな方針転換ができ

ない、という欠点がある。このような欠点を避けようとして、大規模な「ムラ型集団」

の世話役に大きな権限を与えると、「ムラ型集団」の「構成単位」は平等であるという理

念に反することになり、また、その世話役は、個々の小規模な「ムラ型集団」やその構

成単位である「イエ型集団」の実情に精通していないことが多いので、その実情を無視

した見当違いの決定・指示を行ったり、的外れな改革を強行しようとしたりして、各「構

成単位」やその下部の「構成単位」が反発して、その世話役の言うことを聞かなくなっ

て、「重層的ムラ型集団」が分裂してしまったり、その世話役の見当違いの決定・指示や

的外れな改革により「重層的ムラ型集団」が機能不全に陥って、衰退・滅亡へと向かう

危険性がある。 

法人化前の国立大学は、講座（教授、準教授、助教等からなる研究室）や教員が連合

して小規模な「ムラ型集団」である部局を作り、部局が連合して大規模な「ムラ型集団」

である大学を作るという「重層的ムラ型集団」であった。そのため、①意思決定の遅さ、

②現状維持志向、③大きな方針転換ができないこと、が問題視されていた。そのため、

2004年の国立大学の法人化や、2014 年の学校教育法と国立大学法人法の改正により、学

長の権限が強化されたが、学長は、個々の部局や講座の実情に精通していないことが多

いので、その実情を無視した見当違いの決定・指示を行ったり、的外れな改革を強行し

ようとしたりして、各部局や講座が反発して、学長の言うことを聞かなくなって、大学

が分裂してしまったり、学長の見当違いの決定・指示や的外れな改革により大学が機能
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不全に陥ってしまったりする危険性がある。 

 

(6) 一君万民論 

與那覇潤氏は東島誠・與那覇潤著『日本の起源』で、次のように述べている。 

 

戦前なら「元老や政党は私利私欲で動いているが、聖上
せいじょう

は公明正大だ」という一君

万民の幻想があり （P.91-92） 

いまも日本人にはどこか、法で守ってもらえるのは「どうせ一部の有力者の既得権

のみだ」と思っている節があります。（P.95） 

上杉慎吉 E

うえすぎしんきち

A……の天皇主権説は、……私的利害を代表する「党派」という不純な媒介

物によって議論が歪められる議会とは異なり、あまねく庶民の民意や心情を AE酌 E

く

Aみとっ

てくださる天皇陛下こそが完全なる公共性の担い手……たりえるのだと。（P.237） 

戦前以来、日本の極右と極左は「議会主義の否定」という点では意外と似通ってい

るのです。……議会で代表されるのは多数の意志であって全体の意志ではなく、さら

に人々を心服させる天皇による徳治と異なり、もっぱら権力による威嚇で秩序を維持

するしくみだから、そもそも間接民主制自体が 欺瞞
ぎ ま ん

だという信念があるのですね。

（P.238） 

 

「ムラ型集団」での「隠された持分的秩序」による意思決定の経験を踏まえれば、“議

会で代表されるのは優勢な者たちの利益であって全体の利益ではなく、……優勢な者の

力を背景とした利益供与と圧力で秩序を維持するしくみだ”と思えてくるので、「間接民

主制自体が欺瞞だ」ということになる。そして、「ムラ型集団」で優勢な者たちの横暴に

苦しめられている（と感じている）劣勢な者たちの中には、「あまねく庶民の民意や心情

を酌みとって」、優勢な者たちの私利私欲を抑え、劣勢な者たちの利益を守ってくれる「公

明正大」な「超越的存在」によって支配された「一君万民」の世界で生きることを夢見

る人たちが出てくる。一君万民論というのは、ただ一人の君主にのみ権威と権力があり、

君主以外の人はみな平等だというイデオロギーである。一君万民論では、君主は普通の

人間を越えた知恵と力を持つ「超越的存在」であるとされる。例えば、日本の「極右」

は天皇を神格化して、現人神
あらひとがみ

であるとする。君主が現人神であるという虚構は、日本以

外の国でも昔は広く見られたものである。おそらく、現人神としての君主には、人とし

ての霊魂と神としての霊魂の両方が宿っているので、人でもあり神でもあると信じられ

ていたのであろう。 

精神的に幼児化した人類が、母親に全面的に依存して生きる幼児のような生活を大人

になっても続けたいという気持ちから、母親の代わりに君主に全面的に依存して生きる

ことを願い、また、行状の良悪、能力の有無、美醜、健康状態などに関係なく、どのよ

うな子どもであっても平等に愛し、あらゆる危険から子どもを守り、子どもの欲求を察
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して、それをかなえてくれるという理想化された母親像が理想化された君主像に転化し

た結果、生まれたのが一君万民論である、と、私は考える。理想化された母親像が現実

の母親の姿からはかけ離れたものであるように、理想化された君主像は現実の君主の姿

からはかけ離れたものなので、一君万民論には私利私欲に走る君主や特定のイデオロギ

ーに凝り固まった君主による独裁を招く危険性がある。完全に公明正大な人間などいる

はずがない。 

保守的・右翼的な教育関係者の中には、教師を一君、児童・生徒を万民とする一君万

民の学級を作ることを夢見ている人たちがいる。現在の教育問題は、教師の権威が揺ら

いでいることが原因なので、教師が権威を取り戻せば、ほとんどの教育問題は解決する

というようなことを主張する人たちである。このような主張をする人たちは、権威者は、

他の人がその人に権威があると認めるから権威者であり、一君は、他の人がその人は普

通の人間を越えた知恵と力を持っていると認めるから一君であるということを忘れてい

る。教師のことを権威者や一君と認める児童・生徒や保護者はほとんどいないであろう。 

 

15．役割分担 

(1) 本能的役割分担 

マット・リドレーは『やわらかな遺伝子』（P.338-339）で、次のように述べている。 
 

人間の意識は、都会というジャングルではなく、更新世のサバンナに合うように作

られている。そのはるかに平等な世界では、だれもが同じチャンスに恵まれ、才能が

各人の仕事を決定していただろう。狩猟採集民の一団のなかで、四人の少年少女が…

…遊んでいるとしよう。オグ……は、自分にリーダーの資質があることに気づきだし

ている――新しい遊びを提案するとその意見が尊重されるからだ。……イズは、自分

が話をすると他人が笑ってくれることに気づいていた。オブは……ウサギを獲る網を

作るのにかけては、天賦の才能を持っているようだ。一方イク……の仲間は彼女の動

植物を見分ける能力を信頼しだしている。……大人になるころには、オグはもはやリ

ーダーシップを発揮するのに天性の才能だけに頼ってはおらず、仕事として学習して

いる。イズは、部族の吟遊詩人となる訓練を積み、……オブは……どんな道具も上手

に作れる。そしてイクは、科学知識の権威となっている。 
本来、才能の遺伝的な差異は、ごくわずかなのだろう。あとは訓練の成果なのだ。

とはいえ、その訓練自体が一種の本能に頼っている。思うに、それはヒトだけが持つ

本能で、何万年ものあいだに自然選択によって思春期のヒトの脳に植えつけられ、子

どもの耳にこうささやきかけているのではないだろうか。得意なことをどんどんやり、

苦手なことは嫌がりなさい。……ある種の遺伝子群は、あなたにある種の欲求を与え

る。あなたが仲間よりも何かが得意だ気づくと、その何かに対する欲求が激しくなる。

習うより慣れよというわけで、やがてあなたは仲間のなかで何かのスペシャリストと
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して自分の地位を切り開く。 
 
「第 8 回 能力の個人差」で述べたように、人類は、進化の過程で、長い間、組織集団

を作り、協力しながら、狩猟採集生活を送ってきた。そして、狩猟採集生活に適した役

割分担を自然にとれるように、人類は、“自分の得意なことが好きになり、見返りを期待

しないで、その好きなことをする本能”を持ち、得意で好きになる対象が、組織集団の

維持・繁栄に必要なものにバランス良く割り振られて生まれてくるように進化した。こ

の進化の結果、人々が自然にとる役割分担を「本能的役割分担」と呼ぶことにする。 
“得意で好きなこと”の分布は、狩猟採集生活に適したものなので、「本能的役割分担」

は、農業社会、工業社会、情報社会には適していない。農業社会、工業社会、情報社会で

は、「狩猟採集生活関連事」（「8.支配服従関係 (17)権威への依存と多数派への同調」参照）

への需要が低下するため、“得意で好きなこと”を担当できる人が少なくなり、“得意でも

好きでもない役割”を構成員に押し付けることが必要になってくるのである。“得意でも

好きでもない役割”を押し付けられた人は、仕事を苦行である感じる。そのため、“得意

でも好きでもない役割”でも果たそうとする意欲を持たせるメカニズムが必要になってく

る。後述するように、農業社会では、宗教によって、自分が担当している役割は宿命的な

ものであると思わせるというメカニズムが用いられ、工業社会、情報社会では、“得意で

好きな人は少ないが、需要の多い職種の報酬や社会的評価を高くすることによって、志望

者を増やす”というメカニズムや、“他の職種に就けなかった者に対して、得意で好きな

人は少ないが、需要の多い職種に就くか、失業するかを選ばせる（他に就ける仕事がない

から、仕方なしに、その仕事に就くということ）”というメカニズムが用いられている。 
後者のメカニズムには、お金や社会的評価では、本能に打ち勝つことは難しいという欠

点がある。「お金よりも、自分の夢をかなえることの方が大切だ」「自己実現のために、が

んばり続ける」などと言って、“得意で好きな役割”を担当できるようになるための無駄

な努力を続け、自分の人生を台無しにしてしまう人が結構いる。そのような人は、スポー

ツ、芸能の分野に多い。また、報酬や社会的評価の高い職業に就いている人でも、「自分

が本当にやりかったのは、こんな仕事ではない」と思っている人が結構いる。 
 

(2) 宿命的役割分担 

  デイヴィッド・リースマンは『孤独な群衆』（P.229-231）で、次のように述べている。 
 
   数世紀にわたって、レバノンの農民たちはアラブの騎馬民族にいためられつけてき

た。だが、侵略を受け、略奪を受けてもこれらの農民たちは再び土地を耕すのである。

そして、その結果また略奪を受けるというようなことをくり返してきているのだ。…

…あきらかに農民たちは自分たちも騎馬民族になれるのだなどとは夢にも考えたこと

がなかったからである。また逆に略奪者たちもあきらかに、自分たちもまた農耕民に
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なれるのだ、などとは夢にも考えなかったのである。……伝統指向的な社会では自分

の性格なり、役割なりを変えることができるのだという観念はほとんど存在していな

いのだ。…… 
   技術が進歩すればするほど、かなり多くの人間は自分たちを自分以外の人間として

想像することができるようになってくる。…… 
   ルネッサンスという歴史的事件……別段「農耕民」である必要はもはやない。自分

は「遊牧民」になることだって出来るのだといった人間たちが現れはじめたのである。 
 

  人類が農耕牧畜を始めてから、近代化・産業化するまでの間に生きていた人々は、組

織集団内で自分が担当している役割や、組織集団間の役割分担において自分が属する組

織集団が担当している役割の基本的な部分は、宿命的なものであり、原則として、変え

ることができないものであると、宗教の力によって信じこまされることが多かった（そ

の典型はカースト制度である。）。役割に必要な能力（あるいは、その能力を与える霊魂）

は親から子へと代々受け継がれる、役割は神が定めたものである、役割に必要な能力は

神から授かったものである、役割は前世での行いよって決まるなどである。 

  山内昶氏は『経済人類学の対位法』（P.97-98）で、次のように述べている。 

 

   アフリカ人のパーソナリティを研究したＲ・バスティドによると……彼らはまず自

己を、息子、夫、父、首長といって社会関係のなかの立場によって……規定する。個

人とは……自己がその中に挿入されている何ものかの関係によって規定されるものに

ほかならない。「それぞれの社会的地位はある役割と結びつき、この社会的地位が、あ

る態度、行動を規定し、それゆえ行為を成型し、この行為をこえてさらに情動や心性

を成型する。」……アフリカ社会では、個人間の相互関係ではなく、役柄間の相互関係

が一つの秩序を形成しているわけである。 

 

また、丸山眞男氏は「肉体文学から肉体政治まで」（杉田敦編『丸山眞男セレクション』

所収）で、次のように述べている。 
 
   前近代的なペルソナリズムと近代社会の「人間の発見」とはどうちがうのかといえ

ば、前者において尊重される「人間」とは実は最初から関係をふくんだ人間、その人

間の具体的環境ぐるみに考えられた人間なんだ。……ある人間の他の人間に対する支

配力とか影響力とかが、地位とか身分とか家柄とか「顔」とか、要するに伝統によっ

て聖化された権威に依存している……人間がはじめから「関係を含んだ人間」として

しか存在しえないからこそ、その「関係」は関係としての客観的表現をとらない。…

…だからそこでは人間と人間が 恰
あたか

もなんらの規範をも媒介としないで、なんらの面倒

なルールや組織をも媒介としないで「直接」に水入らずのつきあいをしているように
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見える。実は抑圧と暴力が伝統化されているために意識されないだけのことなのだが

……。近代社会のように人間がその固定的環境から分離し、未知の人間相互の間に無

数のコミュニケーションが行われるようになれば、既知の関係を前提とした伝統や

「顔」はだんだん用をなさなくなる。だから客観的な組織やルールが「顔」に代り、

人間相互の直接的感性的関係がますます媒介された関係に転化するという面を捉えれ

ば、近代化というのは人格関係の非人格化の過程ともいえる （P.199-200） 
 

組織集団内で自分が担当している役割は宿命的なものであると信じていると、強制さ

れなくても、構成員は自分の役割として伝統的に（慣習的に）要求されている行動をと

るようになり、組織集団内で自然に役割分担がなされ、組織集団間でも同様のメカニズ

ムで自然に役割分担がなされる。そのようにしてできる役割分担を「宿命的役割分担」

と呼ぶことにする。「宿命的役割分担」では、構成員間の関係は、行動の自由を持った人

間同士が自由に結ぶ関係ではなく、伝統的に固定された役割を果たす人間同士の伝統的

に固定された不自由な関係となる。しかし、そのような関係を持っている人間には、伝

統的に固定された不自由な関係であるという自覚はなく、自分たちは、自然に役割を果

たす人間同士の自然な関係を結んでいる、言い換えれば「水入らずのつきあいしている」

と思っている。 

 

(3) 設計的役割分担 

  「宿命的役割分担」では、技術の進歩や環境の変化に応じて役割分担を素早く変更す

るということができなかった。“神の啓示”を受けたという妄想を抱いた人間とそれを信

じる人々が登場して、「これは神の意志である」という名目で伝統的な制度を作り変える

まで気長に待つ必要があったのである。そのような状況を変えたのが、西欧における「改

造型機械的世界モデル」の登場である（「2.世界モデルと無意識的信仰 (17)改造型機械

的世界モデル」参照）。「改造型機械的世界モデル」によって、伝統的な制度であっても、

人間の力で作り変えることができるのだという考えが生まれ、技術の進歩や環境の変化

に応じて、役割分担を設計して、変更するようになったのである。そのようにしてでき

た役割分担を「設計的役割分担」と呼ぶことにする。「設計的役割分担」の典型は、官僚

制である。 

「設計的役割分担」では、各個人・各集団に割り当てられる役割の具体的内容が規則・

マニュアル等で詳細に明文化されている場合もあれば、明文ではおおざっぱな規定しか

なく、先例・慣行等にしたがって役割を果たしてく必要がある場合もある。前者を「強

い設計的役割分担」と呼び、後者を「弱い設計的役割分担」と呼ぶことにする。 

「設計的役割分担」にはいくつかの欠点がある。一つ目は、人知の限界から、役割分

担の設計に失敗して、うまく機能しない場合が多いことである。組織集団が大規模化し

たり、組織集団の業務が複雑化したりすればするほど、そういう失敗は多くなる。うま
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く機能している大規模集団では、「弱い設計的役割分担」をしたり、構成員が、現場での

実情に応じて、設計とは異なる（明文の規則に反した）役割分担をしたりしていること

が多い。 

二つ目は、「強い人工分業体制」では、自分の行動が規則・マニュアル等でがんじがら

めに縛られて、自律性を失い、組織の歯車やロボットにされてしまったように感じられ

て、不満を持つことである。「宿命的役割分担」でも、役割を果たすために必要とされる

行動が伝統的な慣習でがんじがらめに縛られていて、自律性を奪われているのだが、そ

のような行動をとることが自然なことであると信じているので、不満を持たなかったの

である。 

三つ目は、「強い人工分業体制」では、役割間の相互関係が規則・マニュアル等でがん

じがらめに縛られて、人と人との関係が機械的なものになってしまうということである。

ファストフード店におけるマニュアルどおりの接客がその典型である。 

「1.本能的役割分担」で述べたように、産業社会では、“得意で好きなこと”を担当で

きる人が少なくなり、“得意でも好きでもない役割”を構成員に押し付けることが必要に

なるため、“得意で好きな人は少ないが、需要の多い職種の報酬や社会的評価を高くする

ことによって、志望者を増やす”というメカニズムや、“他の職種に就けなかった者に対

して、得意で好きな人は少ないが、需要の多い職種に就くか、失業するかを選ばせる”

というメカニズムが用いられている。その副作用として、苦手な役割、嫌いな役割、報

酬の低い職種、社会的評価の低い職種に就かされた人が、不満を持って、やる気をなく

したり、組織集団の権力者に反抗したり、社会のあり方に反抗したりすることがある。

また、“得意で好きな人は少ないが、需要の多い職種”に就く人が能力・適性に乏しい人

ばかりになることがある。これが、四つ目の欠点である。 

四つ目の欠点を克服するには、役割の割り当てを正当化できるイデオロギーが必要と

なる。イデオロギーとして用いられることが多いのは、“人間の能力・適性には多様性が

あるので、組織集団の構成員に各自の能力・適性に応じた役割を担わせると、その組織

集団の業務遂行能力は高まるが、能力・適性を無視した役割分担をさせると、業務遂行

能力は低下するというイデオロギー”（「多元的能力観」と呼ぶことにする）と“人間の

能力の高低は、努力の多寡によって決まるというイデオロギー”（「努力神話」と呼ぶこ

とにする）。 

「多元的能力観」には、産業社会では、「狩猟採集生活関連事」への需要が低下するた

め、“得意で好きなこと”を担当できる人が少なくなり、“得意でも好きでもない役割”

を構成員に押し付けることが必要になってくるので、全員をその能力・適性に応じた役

割に就かせることは不可能であるという根本的問題がある。「多元的能力観」は実現不可

能な絵空事に過ぎないのである。 

「多元的能力観」が実現できたとしても、それには欠点が二つある。 

一つ目の欠点は、能力・適性を正確に測定することは極めて困難なことので、能力・
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適性に応じた役割分担をさせることに失敗したり、希望する役割を担うための能力・適

性に欠けると判断された人が、自分の能力・適性を正当に評価されていないという不満

を持ったりすることが多いことである。 

二つ目の欠点は、役割の違いによって社会的評価や報酬に高低がある理由を説明でき

ないことである。例えば、医師という職種や看護師という職種の中で、個人によって社

会的評価や報酬に高低がある理由を説明できるが、医師の方が看護師よりも社会的評価

や報酬が高い理由を説明できない。医師という職種に必要な能力と看護師という職種に

必要な能力は異なるものなので、両者の間に価値の上下の差はつけられないはずである。 

役割の違いによって社会的評価や報酬に高低がある理由を説明するには、“質的に異な

る能力であっても、その価値を一元的・直線的に序列化できるというイデオロギー”（「一

元的能力観」）が必要である。能力主義やメリトクラシーと呼ばれているイデオロギーは、

「多元的能力観」に基づく主張と、「一元的能力観」に基づく主張をご都合主義的に使い

分けている。 

新古典派経済学の支持者ならば、「労働者の賃金は限界価値生産性によって決まる。“限

界価値生産性＝生産物価格×限界生産性（労働者を 1 人追加雇用した時に得られる、単

位時間当たりの追加的な生産物（財とサービス）の量）”なので、限界価値生産性は、生

産物価格（＝商品価格）に左右され、生産物価格は消費者からの需要によって決まる。

したがって、医師の報酬が看護師の報酬よりも高いのは、医師の限界価値生産性が看護

師の限界価値生産性よりも高いからであり、そうなるのは、医師が提供するサービスに

対する需要の方が、看護師が提供するサービスに対する需要よりも大きいからだ。この

ように、質的に異なる能力を要する職種でも、その需要によって、その商品的価値を決

めることができるので、職種の違いによって報酬に高低があることは、「多元的能力観」

とは矛盾しない」と主張するかもしれない。しかし、病院に行く人は、医師、看護師等

が協力して、一体として提供する医療サービスを受けに行くのであり、病院に診療代を

払う際に、この分は医師が提供したサービスに対するものであり、この分は看護師が提

供したサービスに対する分であると分けることはないので、医師が提供するサービスに

対する需要と看護師が提供するサービスに対する需要のどちらが大きいかなど判断でき

ないはずである。このことを一般化すると、ある会社が生産した商品を購入する人は、

その商品の生産に関与した職種Ａの社員に対する分は○○円、職種Ｂの社員に対する分

は××円、……と分けて支払うことはないので、職種Ａの社員の限界価値生産性は○○

円、職種Ｂの社員の限界価値生産性は××円、……になるというような判定はできず、

職種Ａの社員の賃金は○○円、職種Ｂの社員の賃金は××円、……にすべきだとは言え

ないということになる。したがって、社員の給料は、「一元的能力観」に基づいて、経営

陣が恣意的に決めているのである。 

「努力神話」に基づくと、「自分が希望する役割に就けなかった人は、努力が足りなか

ったからである。社会的評価や報酬は努力の多寡によって決まる。職種Ａの社会的評価
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や報酬が高いのは、職種Ａに必要な能力を獲得するのに多大な努力を要するからだ」と

いうことになる。しかし、「第 8 回 能力の個人差」で述べたように、人間のさまざまな

能力の上限は遺伝によって決まっており、いくら努力しても、その上限を超えることは

できないというのが残酷な現実である。「努力神話」の支配下では、報酬が高い職種に必

要な能力の遺伝的な上限が低い人は、「怠け者だから、貧乏になったのだ。もっと努力し

ろ」という言葉に苦しめられ、報酬が高い職種に就いている人は、「私が高い報酬を得て

いるのは、努力のたまものである」と言って、高い報酬を得ていることを正当化できる。 

 

(4) 市場的役割分担 

個人や組織集団が商品（財とサービス）を市場で自由に取引することによって生じる

分業を「市場的役割分担」と呼ぶことにする。 

市場経済を信奉する人たちは、「市場的役割分担」によって、①個人や組織集団は、自

分（たち）が得意とする（生産性の高い）分野の商品の生産に専門化するので、社会全

体の生産効率（生産性）が高まるとともに、イノベーションが促進される、②個人や組

織集団は、その商品生産能力に応じた報酬を受け取ることができると主張する。しかし、

この主張は、①人々が得意とする職種の分布は、人々が需要する商品の生産・流通に必

要な職種の分布と一致している、②人々は商品の使用価値を正しく評価し、その評価に

基づいて、商品を購入しているという非現実的な仮定に基づいているので、間違ってい

る。 

「(1)本能的役割分担」で述べたように、“得意で好きなこと”の分布は、狩猟採集生

活に適したものなので、農業社会、工業社会、情報社会で必要とされる職種の分布とは

一致していない。そのため、多数の人が、市場の需要に応じるために、“得意でも好きで

もない”分野の商品の生産に専門化せざるを得ない羽目に陥る。 

亀田達也氏は『モラルの起源』（P.29-38）で、次のように述べている。 

 

優れているとか美味しいという評判につられて、本当はあまり優れていない商品が

雪だるま式に売れてしまい、しばらく経って冷静になって振り返ると「あの流行はい

ったい何だったのか」と不思議に思う、などという例は、決して稀なものではないで

しょう。…… 

文化市場……でのヒットソング、ベストセラー、ヒット映画は、平均的な作品に比

べて数万倍もの売り上げになることが知られています。この現象は「スーパースター

現象」と呼ばれています。…… 

サルガニクらは、なぜ売上げの極端な偏りや、予測の困難さが生まれるのかを検討

するために、インターネット上に、若者を対象とする音楽ダウンロードサイトを開設

しました。サイトには、……未知のアーティストの未知の曲が多数載っています。サ

イトを訪れた人は、……試聴の結果を星一つから星五つまでの尺度で評定したのち、
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希望するならば、その曲をダウンロードすることができます……1 万 4000 人を超える

若者がサイトを自主的に訪問しました。 

このインターネット実験では、二つのシチュエーションが設定されました。一つ目

のシチュエーションでは、サイトを訪れた人はほかの人たちの情報はいっさいなしに、

自分の耳だけを頼りにどの曲をダウンロードするかについて決定します。これを「個

人条件」での実験と呼ぶことにしましょう。もう一つのシチュエーションでは、それ

ぞれの曲のこれまでのダウンロード回数と平均評価が画面に表示されており、……こ

れらの社会情報を参考にすることができます。……これを「社会条件」での実験と呼

びます。…… 

サルガニクに言い方を借りれば、「個人条件で人気の曲は社会条件でひどい売上げに

ならない。不人気の曲も社会条件で大ヒットしない。しかし、それ以外のいかなる現

象も社会条件では起こり得る」という結果でした。これを文化市場での言葉に言い換

えると、「本当にすばらしい作品は大コケはしないし、本当にひどい作品が大ヒットす

るということもないが、それ以外はなんでもあり得る」……（つまり、傑作が平均以

下しか売れないこともあるし、凡作が大ヒットすることもあるということです）。…… 

まわりの評価と自分の評価が食い違うとき、ヒトは往々にして、まわりの評価に合

わせた行動をしがちです……評価の独立性が保てない場合には、エラーの連鎖にスト

ップがかかりません。 

 

「8.支配服従関係 (17)権威への依存と多数派への同調」で述べたように、“対処すべ

き問題に関する情報が十分には得られない場合”、“問題への対処に専門的な知識や技能

を要する場合、「現状把握と行動選択に要するコスト」が大きい場合”、“センスを要する

とされている選択をする際に、センスの良い人だと思われたい（あるいは、自分はセン

スが良いと自己満足したい）場合”、“ある体験をしたということを友人等との会話での

話題にしたい場合”に、「権威への依存」や「多数派への同調」が生じることが多い。そ

して、「多数派」であるか否かの判定が困難な場合には、身近にいる人たちの言動、「権

威体」の言動、マスコミの報道、広告宣伝などに影響されて、「多数派」の言動ではない

ものを「多数派」の言動であると誤って判定してしまうということが良く起きる。また、

その誤りに基づく言動に同調してしまう人が雪だるま式に増えて、「多数派」を形成して

しまうこともある。 

文化市場における商品需要は、“対処すべき問題に関する情報が十分には得られない場

合”、“センスを要するとされている選択をする際に、センスの良い人だと思われたい（あ

るいは、自分はセンスが良いと自己満足したい）場合”、“ある体験をしたということを

友人等との会話での話題にしたい場合”にあたることが多い。膨大な数の楽曲、小説、

映画等を全て試してみることなど不可能なので、どうしても、マスコミが取り上げてい

るもの、派手に宣伝しているもの、友達との間で話題になっているものなどを聴いたり、
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読んだり、見たりするという「権威への依存」や「多数派への同調」が生じてしまう。

その結果、優れた作品であっても、マスコミが取り上げず、宣伝もしないために、埋も

れてしまったり、凡庸な作品であっても、マスコミが取り上げたり、派手に宣伝したり

したたに、ヒットしたりすることがある。 

「傑作が平均以下しか売れないこともあるし、凡作が大ヒットすることもある」とい

う現象は、文化市場ほど極端ではないにしても、他の商品市場でも起きる。そのような

場合には、「人々は商品の使用価値を正しく評価し、その評価に基づいて、商品を購入し

ている」とは言えない。 

市場経済は、「有能な努力家が貧乏になることはないし、無能な怠け者が金持ちになる

ということもないが、それ以外はなんでもありうる」という経済である。 

 

16．集団内の格差とその正当化 

(1) 平等的公平性と比例的公平性 

  ジョナサン・ハイトは『社会はなぜ左と右に分かれるのか』（P.224）で、次のように

述べている。 

 

   誰もが公正さに配慮しているが、それには大きく分けて二種類がある。左派は、公

正を平等としてとらえる場合が多いが、右派は比例配分として考える。比例配分を重

視する公正さとは、「結果が不平等になろうと、報酬は各人の貢献の度合いに応じて配

分されるべきだ」と見なすことである。 

 

人々が共同して働いた結果得られた物をどのように分配すれば公平になるかというこ

とに関しては、二つの考え方がある。一つは、平等に分配すれば公平になるという考え

方で、もう一つは、各人の貢献の割合に応じて分配すれば公平になる――貢献が多い人

には多く配分し、貢献が少ない人には少なく配分すれば、公平になる――という考え方

である。前者のような公平性の捉え方を「平等的公平性」と呼び、後者のような公平性

の捉え方を「比例的公平性」と呼ぶことにする。「平等的公平性」の典型例は共産主義で

あり、「比例的公平性」の典型例は資本主義である。 

  「比例的公平性」は「応報性」（「3.人と人を結びつけるもの (17)報復性と応報性」参

照）から派生した考え方であると、私は考える。貢献が多い人にも、貢献が少ない人に

も平等に配分すると、「応報性」の原理の下では、貢献が少ない人は貢献が多い人の損失

によって不当に利益を得たということ（貢献が少ない人は貢献が多い人から贈与を受け

たも同然であるということ）になるので、貢献が少ない人は貢献が多い人にその不当利

益相当分のもの（贈与を受けたも同然のものと同程度のもの）を返す必要があるという

ことになるからである。 

「平等的公平性」は組織集団存続のために生み出された考え方であると、私は考える。
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第一に、組織集団内で「比例的公平性」を貫くと、年少、高齢、障害、病気などが原因

で労働能力の乏しい人は、わずかな配分にしかありつけず、飢え死にしてしまう。それ

では、その組織集団の存続が怪しくなってしまうので、労働能力の乏しい人にも、生存

に必要な分は配分する必要が出てくるのである。 

第二に、「比例的公平性」を貫くには、各人の貢献の割合を正確に割り出すことが必要

であるが、そのような計算は困難な場合が多い。また、人間には、自己の貢献を過大に

見積もり、他者の貢献を過少に見積もる傾向がある。榎本博明氏は『<私>の心理学的探

求』（P.94-95）で、次のように述べている。 

 

自己は、あらゆる情報を公平に扱うのではなく、情報を自分に都合よく歪めて解釈

する根強い傾向をもつ。こうした自己の性質に対して、グリーンウォルドは、自分に

都合のよいように情報操作を行う全体主義的統治者になぞらえて、全体主義者として

の自己という言い方をしている。 

全体主義者としての自己は、つぎの三つの情報操作戦略を用いる。 

①自己中心性 自己がその出来事において実際以上に中心的な位置を占めているか

のように知覚する傾向。……自分が能動的な役割を演じたことがらほど想起されやす

いし、自分が中心的役割を果たさなかったことがらは記憶から漏れやすい。…… 

②ベネフェクタンス 成功に際してはその手柄を自己のものとし、失敗に際しては

その責任を否認する傾向。……だれがどの程度の貢献をしたかが明確でない共同作業

においては、うまくいったときは自分の功績を積極的に評価するのに対して、うまく

いかなかったときにはその責任をパートナーに押しつける傾向があることが、実験的

に示されている。 

 

貢献の割合を巡って紛争が生じるのは必然的なことなのである。貢献の割合を巡る紛

争が原因で組織集団が分裂してしまうことを防ぐために、各人の貢献の割合を無視して、

平等に分配することが必要な場合も多い。 

  「比例的公平性」は、人間の本能である「応報性」から派生した考え方なので、強力

であるが、「平等的公平性」は、自分の子どもやそれに類似した者に対する「対子型保護

欲求」（「4.保護と依存 (1)母性・父性の対象の拡大」参照）以外は本能的裏付けを持た

ない制度的・思想的・宗教的産物なので、脆弱であり、「平等的公平性」を維持するには、

制度による強制やイデオロギー・宗教への信仰を必要とする。 

 

(2) 農業の開始による年長者優位の確立 

  人類が農業を始めてから、「世襲制永続的小規模集団」内では年長者が優位な立場に立

つようになった。山内昶氏は「親族から王へ」で、次のように述べている。 

 



 326 

   遅延収益システムでは、各生産細胞が収穫した農産物を一旦村落の倉庫にプールし、

必要に応じて管理者である長老の手によって再分配……される仕組みの長老制……が

発生しやすい。耕地、種子、農耕技術や知識は先祖が……励んできた過去労働の蓄積

の賜物であり、この先行世代からの恩恵的贈与に対して年少者は負い目を負い、その

負債を相互性に基づいて返済しなければならないからである。年長者は逆にこの債権

を梃子として土地の区割りを決定したり、若年労働力をコントロールしたり、プール

された一部の備蓄を諸々の名目で私的に流用して残余を再分配する権利を保有するこ

とになる。……後行者が現に生き暮らしてゆけるのも先行者が与えてくれた贈与のお

陰だから、この返済しきれない負債のために若年層は長老層に頭が上がらず、不満が

あっても口にしてはならず、従順にその統制に服さなければならない。……しかし…

…年長者と年少者は階級区分ではなく、単なる年齢によるランク区分にすぎず、従っ

て年少者も……順送りに年長者になるのだから、剰余労働の収奪でも搾取でもなかっ

た。それどころか、進上された共同寄託物を私的に横領し、再分配の水路を介して気

前よく下方に逆流させない利己的な長老は、誰も自分の言葉に耳を傾けてくれず、人々

の信頼と支持を失ない、時には「皆が平等であるべきだ」という理由から殺されるこ

とさえあった。 

 

  人類が狩猟採集生活をおくっていた時代の生産・消費形態は、狩ってきた動物や採取

した植物を直ぐに食べるというような「即時収益システム」であったが、農業が始まる

と、田畑を作り、そこで農作物を長い時間をかけて育てることによってストックした食

糧を計画的に食べていくというような「遅延収益システム」に変わった。「遅延収益シス

テム」では、「世襲制永続的小規模集団」の先人・年長者が開墾しれくれた畑に、先人・

年長者がとっておいてくれた種子をまき、先人・年長者が作ってくれた道具を使って、

先人・年長者から学んだ技術を用いて育てるというように、若年者は先人・年長者から

様々な贈与を受けて生活している。互酬性にしたがえば、若年者は先人・年長者に対し

て返礼しなければならないことになり、その返礼として、祖先崇拝と年長者への服従が

行われるようになり、農業を営む「世襲制永続的小規模集団」内では年長者が優位とな

る。 

  日本では、このような年長者優位の意識は、「能力平等観」・「努力主義」（「第 8 回 能

力の個人差 2.能力平等観と努力主義」参照）と結びついて、「イエ型集団」への所属期

間が長いほど、「イエ型集団」の存続への貢献量が大きくなることが多いので、所属期間

が長い者ほど優遇されるべきであるという年功序列のイデオロギーとして現れている。

日本の企業や学校の運動部・体育会において、年功序列や先輩・後輩関係が強固なのは、

日本の企業や運動部・体育会が「イエ型集団」だからである。成果主義は一時点だけで

の組織集団への貢献量を見るが、年功序列は組織集団への累積的な貢献量とその累積的

な貢献から若手が受けている利益を見ようとするのである。 
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  年功序列には、組織集団内での知識・技能の伝達をスムーズにさせる働きがある。平

山朝治氏は『イエ社会と個人主義』（P.209）で、次のように述べている。 

 

   年功序列の下ではある程度年齢の離れた後輩が先輩を追い越して出世することはな

いため、先輩は自分の知識・技能を後輩に教えてその能力の向上を助けても、自分の

不利益とはならず、むしろ有能な後輩に恩を着せ、自分の戦力として活用できるよう

になるので、知識・技能の先輩から後輩への継承がスムーズに行われるようになる。

逆に年功序列を全く無視した能力主義の人事を行うと、有能な後輩は自分のライバル

となるので、知識・技能を後輩に盗まれないように先輩は警戒を怠らなくなってしま

う。年功序列は、企業内 OJT による知識・技能の教授の師弟関係を、昇進において弟

子が師に追いつき、追い越すことがないことを保証することによって円滑化するため

の制度である。 

 

  年功序列が、組織集団内での知識・技能の伝達をスムーズにさせる働きをするのは、

業務に必要な知識・技能が明文化・理論体系化されておらず、暗黙知（ある活動を行う

際に脳内で働いているが明示的に意識化されていない手続き的知識、潜在記憶）として、

従業員の頭の中にだけある（あるいは、体に染みついている）ため、知識・技能を習得

するためには、後輩が先輩の弟子になって、先輩の仕事の仕方を見て、まねをする以外

に方法がない場合である。業務に必要な知識・技能が完全に明文化・理論体系化される

と、業務マニュアル等を読むことによって知識・技能を習得できるようになるので、先

輩の弟子になって知識・技能を習得する必要がなくなり、年功序列が知識・技能の伝達

をスムーズにさせる働きは失われる。ただし、業務に必要な知識・技能が完全に明文化・

理論体系化することや、誰が読んでも理解できる業務マニュアルを作ることは極めて困

難なことなので、業務マニュアル等にあいまいな部分や理解困難な部分が残っている限

り、先輩の後輩に対する優位は失われない。 

  学校で教えられる知識・技能は明文化・理論体系化されてはいるが、完全とは言いが

たいものであり、また、誰が読んでも分かるような教科書・参考書等はどこにも存在し

ない。この不完全さが、教師の生徒に対する優位性を生みだしている。教科書・参考書

等を読むだけでは理解できないから、教師に頼らざるを得なくなり、教師が権威を持つ

のである。したがって、教科書・参考書等を読むだけで理解できる能力を持った生徒に

とっては、教師は権威なき者どころか、不要な存在である。 

 

(3) 戦争の激化による男性優位の確立 

  ランドル・コリンズは『脱常識の社会学』（P.74-75）で次のように述べている。 

 

原始的な農耕（または栽培）を行う部族社会……では、女性の役割がたいへん重要
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である場合が多い。これらの部族の多くは、（子どもが名前と財産を母方から継承する）

母系制、あるいは（夫が少なくともある期間、妻の家で妻の家族とともに暮らす）妻

方居住制をとる。女性はまた、経済において中心的な役割を果たす。織物や陶器づく

りのような手仕事だけでなく、農作業の大半も女性が行なう。こうして、富の大部分

が女性によって生産される。……女性は宗教儀式においても重要な役割を演じる。…

…とはいえ男性も、これらの社会において必ずしも従属的な地位にあるわけではなく、

とりわけ政治と戦争において重要な役割を演じている。 

 

男性優位を生み出したのは、共同体間・部族間・国家間での戦争の激化である。男性

の方が女性よりも戦闘力が高く、戦争の際に女性は男性に守ってもらう必要があったか

ら、男性優位となったのである。ニコライ・ウェイドは『宗教を生み出す本能』（P.278-279）

で、次のように述べている。 

 

ボウルズは、激しい戦闘の時代は、気候変動が大きかった更新世の氷河期の終わり

ごろに始まったと推測する。2 万年前から 1 万 5000 年前まで続いた最終氷期最盛期の

あいだ、氷河がヨーロッパと東アジアを覆い、人の住める土地が少なくなったので、

人類の集団は互いに生存をかけて戦ったのだろう。 

 

(4) 因果応報信仰による格差の正当化 

  「12.いじめ (9)因果応報信仰によるいじめの正当化」で「善をなせば、必ず報われる。

だから、報われている人は、善をなした人である。悪をなせば、必ず罰せられる。だか

ら、罰せられている人は、悪をなした人である」という「賞罰型因果応報信仰」につい

て説明したが、「因果応報信仰」には別のタイプもある。古代インドでの「過去世での行

いに応じて、現世での境遇が決まり、現世での行いに応じて、来世での境遇が決まる」

という信仰を「輪廻
り ん ね

型因果応報信仰」と呼び、日本人に信者が多い「努力は必ず報われ

る。だから、報われている人は、努力した人である。怠ければ、必ず惨めな境遇に陥る。

だから、惨めな境遇にいる人は、怠けた人である」という信仰を「努力型因果応報信仰」

と呼び、欧米人に信者が多い「有能な人は必ず成功する。だから、成功している人は、

有能である。無能な人は必ず失敗する。だから、失敗している人は、無能である」とい

う信仰を「能力型因果応報信仰」と呼ぶことにする。 

これらの「因果応報信仰」は、組織集団内の格差を正当化するととに、格差が生じて

いる真の原因を隠ぺいする機能を持っている。安丸良夫氏は『日本の近代化と民衆思想』

（P.12-140）で、要約すると次のような見解を述べている。 

 

   封建社会末期の日本では、封建権力と商業高利貸資本の苛酷な収奪によって農村の

荒廃が進み、また、商品経済発展にともなって没落する商家が増えたが、このような
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困窮の原因を私欲、奢侈、遊芸、博打、親不孝、不和などの生活態度に求め、そのよ

うな生活態度を自己形成・自己鍛錬の努力によって改め、勤勉、倹約、孝行、忍従、

正直、献身、敬虔などの通俗道徳を実践すれば、困窮から救われ、富や幸福がもたら

されると説く民衆思想が石田梅岩、二宮尊德、大原幽学、中村直三などによって唱え

られ、普及していった。 

この民衆思想によって、貧富は天命だとする儒教・仏教の宿命論が打破され、人間

の主体的な努力の無限の可能性に対する信念が広汎な民衆のうちにめざめ、その過程

で噴出した社会的人間的エネルギーが日本近代化の原動力となった。しかし、通俗道

徳的自己規律の実践は、現存の支配体制の内部でのささやか上昇を可能にすることに

よって支配体制を下から支える役割をはたし、社会体制の非合理なカラクリを見えに

くくするものであった。民衆思想の精神主義が、すべての困難が自己変革・自己鍛錬

によって解決しうるかのような幻想をうみだし、この幻想によって、客観的世界（自

然や社会）が主要な探求対象とならなくなり、国家や支配階級の術策を見ぬくことが

きわめて困難となったのである。また、民衆思想においては、富や幸福をえた人間は

道徳的に優れているからそうなったのだとされ、貧乏で不幸な人間は道徳的に劣って

いるからそうなったのだとされる。この自己責任の論理が、貧富の差をうみだす経済

社会体制に対する批判の目をとざし、現実の経済社会的な秩序は道徳的人格的な秩序

であると意識させ、貧困と不幸はみずからの罪によるという罪障観さえうみだした。 

明治 20年代以降に通俗道徳的秩序原理が修身教育や官製国民運動によってくりかえ

し宣伝され、自明の社会通念として普遍化してゆくと、どのような問題もその通念を

通して処理しうるかのような幻想が成立し、かつて民衆生活の実態に適応していたヒ

ューマンな性格は失われ、欺瞞的、偽善的、独善的なものに転化し、道徳的実践を自

己目的化する態度が強められ、状況やプロセスのリアルな分析はすべて放棄されるよ

うになった。 

 

安丸良夫氏が言う「民衆思想」「通俗道徳」の根幹は「努力型因果応報信仰」であり、

「孝行、忍従、正直、献身、敬虔」という徳目は儒教倫理や「相互推察型至誠的世界モ

デル」に基づいたおまけのようなものに過ぎないと、私は考える。そして、「民衆思想」

「通俗道徳」は「穢れ信仰」の影響も受けており、「“貧しい人”＝“怠け者”＝“道徳

的に劣った人”＝“罪人”＝“穢れたもの”」という妄想を多数の日本人に抱かせ、貧し

い人々に対する差別を助長するととに、社会保障の充実の妨げになってきた。 

 

(5) 中流幻想による身分差の隠蔽 

阿部謹也氏は『西洋中世における個人（人格）の成立に関する予備的考察』（P.21）で、

次のように述べている。 
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ヨーロッパ中世社会は……封建体制によっても担われていたのであって、そこでは

各々の人間は仲間集団を作り、仲間団体の法にのみ服することになっていた。貴族、

騎士、市民、農民、手工業者のそれぞれはその身分の中では多少の上下はあれ原則と

して対等な仲間として位置づけられていたのである。そこでは支配と服従も双務契約

関係として捉えられ、君主と家臣の関係も忠誠という絆で結ばれているだけでなく、

君主も家臣と結んだ契約に拘束されていたのである。 

 

封建時代の日本もヨーロッパ中世社会とほぼ同様の状況にあった。村落（ムラ）は領

主に年貢を納める義務を負っていたが、領主が村落の運営に対して口出しすることは少

なかった。西南日本に多かった“講組結合の村落＝「ムラ型地域公共体」”は、各家の平

等を理念として、各家の代表者の話し合いによって自治的・民主的に運営されていた（東

北日本に多かった同族結合の村落はそうではない）。 

“身分制社会＝「階統制公共体」”においては、人々は自分が生まれた「世襲制永続的

小規模集団」や身分的に近い「世襲制永続的小規模集団」の構成員とだけ付き合って一

生を終える――身分的に近い「世襲制永続的小規模集団」によって構成される「ネット

ワーク集団」内だけで生活する――のであり、身分的に離れた「世襲制永続的小規模集

団」は自分とは無縁の世界であった。また、「世襲制永続的小規模集団」のうちの多数を

占めていた「地縁的地域公共体」は「構成単位」の平等を理念としていた。その結果、

身分制社会において多数を占めていた「地縁的地域公共体」の住人は、身分的に近く隣

接する（それは生活環境が類似していることを意味する）「地縁型地域公共体」によって

構成される「ネットワーク集団」という比較的平等な世界の中だけで生活していたので

ある。中根千枝氏は『タテ社会の力学』（P.146-148）で、次のように述べている。 

 

「余暇開発センター」……で出している月刊誌『ロアジール』（1977年 11月号）に

「中流意識」としておもしろい記事がのっている。 

 

 経済企画庁が「国民生活白書」で、日本人の 9割が中流意識をもっていると発表

したとき、マスコミは一様に“ナンセンス！”とたたいた。…… 

 余暇開発センターのある調査員が、次のような報告をしている。 

 麻布 笄
こうがい

町のお屋敷街で、“あなたの家は、社会階層のどのランクだと考えます

か？”と質問してまわった。 

 返ってくる答えのほとんどが“中流の中”。 

 “それでは、上流階級とは、どのへんだと思いますか？”とたずねると、“元華族

のような人たちでしょうね”ということだった。 

 次に、麻布の商店街の住民に同じ質問をした。 

 “自分たちは、中の中。上流階級は、笄町のお屋敷に住んでいるような人たち”
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という答えである。 

 次に、いわゆる下町の江東区に行き、やはり同じことをたずねた。 

 “私たちは、中の中。上流は、港区に住んでいる人”ということだった。 

 このように、相対的な中流意識をパーセンテージで現したときに、日本人の 90パ

ーセントが中流だとするのは、無意味なことだ。…… 

 

この「中流意識」こそ……日本の社会構造をよく反映している。実はこの自己中心

的な相対的・社会学的認識というものは、今日の日本だけでなく、……身分制のあっ

たころにも、基本的には存在したものと思われる。江戸時代の武士たちがいかに相対

的な家格の順位にこだわったかはよく知られているところであるし、同様に、農民の

あいだでも、村内における家の格付けは最も関心のあるものであった。彼らの生活意

識としては、武士と農民などということより、同類の中の違いの方が、はるかに重要

な関心事であったといえよう。第一、両者の社会的接触の場などというのはなきに等

しかったのであるから。 

 

また、栗田哲也氏は『なぜ「教育が主戦場」となったのか』（P.236-237）で、次のよ

うに述べている。 

 

実は貧乏人と中流と上層では、昔は生活意識から、文化から、お金の消費額に至る

まで何から何まで差があった。しかし、その事実は《同じような階層の人にしか視線

をあてないこと》によって封印されていた。…… 

日本では《昔（一億総中流といわれたころ）は厳然とした階層があり階層社会だっ

た》。しかし、人々は同じような階層の人とのみ社会をつくっていたために、差異が目

立たなかった。だからみな一億総中流という幻影を抱いていた。しかるに、現在の日

本は《階層が壊れ、むしろ階層的には平等になった》。ところがいまや階層が壊れる過

程で、階層同士が交じり合った。そのために、身の回りを見回すと、生活レベルは昔

よりもはるかに均質でなく見えてしまう。そこで《おやまあ、一億総中流時代は終わ

っちゃったのかね》ということになったのではないだろうか。 

 

中根千枝氏は「「中流意識」こそ……日本の社会構造をよく反映している」と指摘して

いるが、私は「中流意識」は、上述した身分制社会一般の社会構造を反映したものであ

り、日本人が長い間「中流意識」を持っていたのは、日本が、長い間、身分制社会的な

構造を残してきたからであると考える。日本人は、自分が属する“「ネットワーク集団」

＝世間”しか見ずに、それがすべてだと思い込み、自分が属する「ネットワーク集団」

内での小さな格差だけにこだわることによって、日本全体では「世襲制永続的小規模集

団」間に大きな格差があるというということに気づかずに、「中流意識」という幻想を抱
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いていたのである。近年、日本人の「中流意識」が崩れつつあるが、それは、身分制社

会的な構造が崩れ、日本全体が一つの「ムラ国家型公共体」になって、「構成単位」間の

平等という理念を意識するようになり、また、「世襲制永続的小規模集団」と“身分的に

近い「世襲制永続的小規模集団」によって構成される「ネットワーク集団」”とが解体し

て、身分的に離れていて今まで無縁の世界の住人だった人々とも付き合うようになり、

それらの人々と自分とを比較するようになったからである。 

 

17．学校と地域公共体の関係の変化 

(1) 地域公共体と対立する学校 

  「5.組織神格化教 (12)国家神格化教」で述べたように、欧米での国民国家化は、伝統

的な「世襲制永続的小規模集団」（伝統的な「地域公共体」など）を破壊することによっ

て行われた。そして、「世襲制永続的小規模集団」の破壊作業における精神面を担ったの

が学校教育である。学校教育では、「世襲制永続的小規模集団」の言語・文化・慣習・技

能を打破すべき因習とみなし、全国的に統一された言語・文化・行動様式・知識を教え

ることによって、自分が生まれた「世襲制永続的小規模集団」から離れても生きていけ

る人間である“近代的個人”を育成した。 

「第 4回 教育の経済効果（その２）」で述べたように、公教育における学校は、①「声

の文化」の「人間の生活世界に密着した」「状況依存的であって、抽象的ではない」認識

と思考（具体的思考）を「文字の文化」の「外界を記号によって抽象化した理論モデル

を用いた」「状況依存的ではない、形式論理的な」認識と思考（抽象的思考）に改造する

こと、②工場や官僚制的組織における労働に必要な時間厳守、機械的なリズムで働くこ

と、命令に対する従順さ、規律正しさなどの行動様式を身につけさせること、③産業化・

民主化された社会で生産・消費し、政治的判断をするために必要な情報を伝達する能力、

伝達された情報を理解する能力を育成すること、④「共通の言語」、「共通の文化」、「共

通の歴史」なるものを習得させ、「私たちは○○人である」という虚構を信じ込ませるこ

とによって、産業化・国民国家化に奉仕したのである。これらのことは、伝統的な共同

体の構成員の思考様式である「具体的思考」、行動様式である「時間にルーズであること」

「自然なリズムで働くこと」「自律的に働くこと」、学習方法である「観察と模倣による

学習」（見よう見まね）、地域固有の伝統文化などに反するものであった。 

伝統的な「地域公共体」から見れば、学校は、子どもたちに仕事や生活の役に立たな

いことを教える場であり、また、子どもという労働力を「地域公共体」から奪うもので

もあったので、産業化初期においては、学校と「地域公共体」は、子どもの教育に関し

て対立関係にあった。 

  「9.集団の分類 (21)ムラ国家型公共体」で述べたように、明治政府は、日本は皇室を

宗家（本家のこと）とする一大家族であり、天皇は宗家の家長であり、臣民は宗家の分

家であるという家族国家観を用いて、政府の国民に対する支配力を強めようとしたが、
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学校教育は、児童・生徒に家族国家観を押し付ける役割を担っていた。そのため、日本

の学校教育は、欧米のように、産業社会の中で生きる“近代的個人”の育成を目指すも

のではなく、“産業社会の中で生きていくために必要な知識を与える教育”と“「イエ型

集団」の中で生きていくために必要な行動様式を身につけさせる教育”が混合されたも

のになった。学校の「授業で展開されている内容はまったく西欧近代的だが、生活・規

律・秩序といった学校の身体性は西欧近代的なものではない」「ジャパンローカルの教師

たちは頭は西欧近代的で、身体性は日本土着的である」（諏訪哲二著『プロ教師の見た教

育改革』P.170-171）というような状況が生まれたのである。教科の内容は、産業社会の

中で生きていくために必要な知識の教育が中心であり、西欧近代的なものが多いのに、

生活指導、学校行事、部活動等は、「日本土着的」なもの――「日本土着的」と言っても、

それは「イエ型集団」的なものであり、「ムラ型集団」的なものではない――なのである。

そのため、農業・漁業を営む「ムラ型集団」である村落の住民から見れば、学校教育は

生活の役に立たないものだった。 

 

(2) 地域公共体から頼りにされる学校 

産業化が進行してくると、農業は低所得で割に合わない仕事になってくる。その時、

学校は、「遅れた」「地域公共体」からの脱出装置となり、学校は「地域公共体」（特に子

ども）から頼りにされる存在へと変貌する。日本で、このような変化が起こったのは、

経済の高度成長期である。広田照幸氏は『日本人のしつけは衰退したのか』（P.108-110）

で、次のように述べている。 

 

   農村部の学校は、50 年代後半から 70年代初頭までの高度成長期に、かつてないほど

地域の人々から頼りにされる存在になった。……学校は子供の将来の進路を具体的に

保証してくれる装置になった。……貧しく停滞した旧来の生き方とは別の可能性が、

進学によって開けてくる……受験勉強はたとえ苦しくとも、明るく希望に満ちあふれ

たものであった。……切実な進学の思いをもった、地方の子供たちにとって、学校は

ほとんど唯一頼りにできる存在であった。……学校での集団生活の訓練や言葉づか

い・礼儀作法の習得なども、それまでになく重要な意味を持つことになった。村で通

用してきたルールとは異なる、都会での仕事の上での振るまい方や、組織内で規則に

従って行動することの訓練など、就職先での集団生活に適応できるようなパーソナリ

ティや礼儀作法が子供たちに必要になってきた。それは、それまで狭い世界で黙々と

土に向かい合ってきた親たちにはなかなか教えられないものであった。……解体しつ

つある地域共同体、急激な社会変化にとまどう「遅れた」家族、親世代とは異なる生

き方を余儀なくされる子供たち……新しい社会の中でうまくやっていく機会と知識や

技術とを子供たちに提供することで、学校は親からも子供からも信頼と支持を得るこ

とができた。いわば＜学校の黄金期＞であった。 
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  ＜学校の黄金期＞は、欧米のように、学校が「地域公共体」の破壊装置になった時期

である。しかし、それは、欧米のように“近代的個人”を育成することによってではな

く、「ムラ型集団」に適合的な人間を「イエ型集団」に適合的な人間に作り替えることに

よって行われた。平等的な「ムラ型集団」の中で生きてきた人間は、他者から命令され

ることを嫌ったり、人目が盗めたら遠慮なく自分の取り分を増やそうとしたりするため、

階統的な「イエ型集団」である“日本的経営をとる企業”にうまく適応できないからで

ある。 

「ムラ型集団」に適合的な人間を「イエ型集団」に適合的な人間に作り替えるために

は、「ムラ型集団」に適合的な教育を行っている「異年齢型子ども集団」や家庭での教育

内容を時代遅れものであるなどと否定して、学校が教育機能を独占する必要があった。

その結果、「子供たちの生活において、時間的にも心理的にも学校の占める比重が家庭や

地域社会に比して高く」「日常の生活におけるしつけ、学校外での巡回補導指導など、本

来家庭や地域社会で担うべきであり、むしろ家庭や地域社会で担った方がよりよい効果

が得られるものを学校が担っている現状」（文部省中央教育審議会『21世紀を展望した我

が国の教育の在り方について（第一次答申）』）が生まれた。 

 

(3) 社会の変化について行けない学校 

高度成長によって「地域公共体」が崩壊し、バブル崩壊後に日本企業の「イエ型集団」

的性質が弱まってくると、日本の学校の「イエ型集団」的な性質を後進的なものと考え

る人が増えてきて、外部からの批判にさらされるようになってきた。広田照幸氏は『日

本人のしつけは衰退したのか』で、次のように指摘している。 

 

経済の未曾有の高度成長を経て、……学校は「社会の進歩・改善」という物語とは

切り離された存在になってしまった……かつて「旧慣の克服」という進歩的意味を含

んでいた生活指導や集団訓練は、単に生徒たちを集団としてコントロールするための

保守的な意味のものになった。しかも、気がついてみると学校の生活指導や集団訓練

は、時代から半歩ぐらい遅れた存在になっていた。……学校が旧態依然たる「集団的

行動」を生徒に強制しているうちに、社会の側では……仕事の個人化や個別化が進ん

でしまった。集団の中で他人の命令に従って画一的に行動できることよりも、明確な

個性と自主的な判断力を持つほうが、社会の中でのサバイバルに有利な状況が生まれ

てきていたのである。時代を先読みする敏感な親たちの目には、旧来の学校の生活指

導は、不要で抑圧的なものと映ることになる。（P.119-120） 

しつけや集団訓練を学校がおこなうことに関しては、子どもに自由を与えようとす

る親と、規律の中におこうとする親との間で、賛否は明確に対立している。70 年代後

半ごろから表面化してきたのは、自由や自主性を重んじるしつけ観に立ち、親こそが
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子供の教育の責任者であるという意識を持った親たちによる、「教師はわが子に余計な

ことをするな」という声である。体罰や変な校則で子供を縛りつけることへの抗議は

もちろんのこと、中には、集団訓練や礼儀作法の教え込みなども不要視する親さえも

登場してきた。……その一方で、きびしい校則を作ってもっと生徒を取り締まれとか、

逸脱傾向の生徒たちを体罰をしてでも静かにさせろといった要求を学校に突きつける

親たちも、存在している。世論調査で多数派を占めるのは、実はこうした親たちであ

る。彼らは、わが子が非行グループに巻き込まれたり、一部の生徒たちのせいでわが

子が受験勉強に集中できなくなることを危惧している。……親たちの多様で矛盾した

要求に直面して、学校側がどうしていいかわからず困惑する状況がしばしばみられる

時代になっているといえる。（P.131-133） 

 

  個人主義的でリベラルな思想を持っている親は「教師はわが子に余計なことをするな」

と要求し、集団主義的・保守的な思想を持っている親は「きびしい校則を作ってもっと

生徒を取り締まれ」と要求する。個人主義者・リベラリストから見れば、集団主義者・

保守主義者は自由と個性を抑圧する全体主義者であり、集団主義者・保守主義者から見

れば、個人主義者・リベラリストは権利ばかり主張して義務を果たそうとしない利己主

義者である。両者ともに、相手がなぜそのような思想を持っているのか理解できず、話

も通じないので、両者が妥協点を見出すことは不可能であろう（「１．集団主義 (3) 理

性信仰」参照）。 

「親たちの多様で矛盾した要求に直面」した時に学校が取り得る方法は大別して二つ

ある。一つ目は、しつけに関して異なった立場に立つ複数の学校を作り、どの学校に進

学するかを親や本人に選ばせる方法である。二つ目は、しつけは学校の役目ではない、

家族や地域社会の役目であると主張して、放り投げる方法である。いずれの方法も学校

の現状を変える方法であり、現状を変えることを正当化する理屈が必要になる。 

一つ目の方法は、画一的な教育を望む人々が反対するだろう。また、人口が少ない地

域では実現困難である。 

二つ目の方法は、個人主義者・リベラリストには歓迎されるだろうが、集団主義者・

保守主義者からは無責任の極まりだという非難を浴びるだろう。この非難から免れるた

めには、しつけは、本来、家庭や地域社会が担うべき役割なのに、家庭や地域社会の教

育力が低下したために学校が担わざるを得ない状況になっているという“神話”を作り

だし、家庭や地域社会の教育力を向上させることによって、しつけの担当を学校から家

族や地域社会に移していこうと主張するという方法がある。文部省中央教育審議会の『21

世紀を展望した我が国の教育の在り方について（第一次答申）』（1996 年 7 月 19 日）は、

次のように述べている。 

 

教育は、言うまでもなく、単に学校だけで行われるものではない。家庭や地域社会
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が、教育の場として十分な機能を発揮することなしに、子供の健やかな成長はあり得

ない。…… 

無責任な放任や過保護・過干渉が見られたり、モラルの低下が生じているなど、家

庭の教育力の低下が指摘されている。……基本的な生活習慣・生活能力、豊かな情操、

他人に対する思いやり、善悪の判断などの基本的倫理観、社会的なマナー、自制心や

自立心など［生きる力］の基礎的な資質や能力は、家庭教育においてこそ培われるも

のとの認識に立ち、親がその責任を十分発揮することを望みたい。…… 

都市化や過疎化の進行、地域における人間関係の希薄化、モラルの低下などから、

地域社会の教育力は低下していると言われている。……何より大切なことは、……地

域の大人たちが手を携えて、子供たちを育てていく環境を醸成することであると考え

る。…… 

日常の生活におけるしつけ、学校外での巡回補導指導など、本来家庭や地域社会で

担うべきであり、むしろ家庭や地域社会で担った方がよりよい効果が得られるものを

学校が担っている現状がある……家庭や地域社会での条件整備の状況も勘案しつつ、

家庭や地域社会が積極的に役割を担っていくことを促していくことが必要である。 

 

  “地域共同体？”の再建と“伝統的な家族？”の復活を願う「共同体復古主義者」に

とって、地域社会と家庭の教育力の強化という提案は魅力的である。彼・彼女らは、子

どもたちの教育のために、「地域の大人たちが手を携え」ることが、“地域共同体？”の

再建の第一歩となると考えるのである。 

 

18．学校・家庭・地域社会が連携する必要があるのか 

(1) 理論と現実を結びつける 

文部省中央教育審議会の『21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について（第一次

答申）』（1996 年 7月 19 日）などでは、家庭と地域社会の教育力を強化しなければならな

い理由については一応の説明があるのに、学校・家庭・地域社会が連携しなければなら

ない理由については明確な説明がない。「［生きる力］は、学校において組織的、計画的

に学習しつつ、家庭や地域社会において、親子の触れ合い、友達との遊び、地域の人々

との交流などの様々な活動を通じて根づいていくものであり、学校・家庭・地域社会の

連携とこれらにおける教育がバランスよく行われる中で豊かに育っていくものである」

「［生きる力］をはぐくんでいくためには、学校で組織的・計画的に学習する一方、地域

社会の中で大人や様々な年齢の友人と交流し、様々な生活体験、社会体験、自然体験を

豊富に積み重ねることが大切である」と述べられている程度である。 

これらの文章から推察すると、学校における理論的学習（理論的知識）と家庭・地域

社会における体験的学習（実践的知識）が相互作用的に結びつく、つまり、学校で学ん

だ理論的知識に関係する事柄を家庭・地域社会で体験することによって理論的知識を現
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実に適用する方法を学ぶことと、家庭・地域社会で体験した事柄を学校で理論的に考え、

理解することによって、「生きる力」が身につくので、学校と家庭・地域社会が連携する

ことによって、学校における理論的学習と家庭・地域社会における体験的学習の調整を

図る必要があるということかもしれない。笹井宏益氏は「学校・家庭・地域の連携協力

の基本原理にかかる考察」（日本社会教育学会編『学校・家庭・地域の連携と社会教育』

所収、P.12）で、次のように指摘している。 

 

もともと学校教育は、……体系的・理論的に知識や技術等を伝えることを主眼とす

る教育のやり方であって、そこで使われるリソースは基本的に模擬的（レプリカ）で

あり、そこでのガバナンスは学校を単位として計画的かつ自己完結的に行われてきた。

いいかえれば、学校教育においては、ホンモノを利用して子どもたちを指導したり、

異質な価値を導入しながら特定のメッセージを伝えたりすることは、伝統的・一般的

には行われてきておらず、もしそれを行おうとする場合には、外部のリソースを活用

したり、生活の本拠地である地域との関係を強化したりする必要があった。 

 

学校で教える知識は、現実の世界を抽象化した理論モデルであり、現実とのつながり

が見えにくくなっているものが多い。そのため、学校で学ぶ知識は実際の生活には役に

立たないという世間からの批判を浴び、学校で学ぶことに意義を見いだせない子どもが

多数いる。そこで、地域社会での体験学習により、理論的知識と現実とのつながりが見

えるようになれば、そのような批判が減り、学校で学ぶことに意義を見いだす子どもが

増えるはずだということだと思うが、そう簡単には事は進まないだろう。地域社会で体

験できることには限りがある。また、理論的知識と現実との間に十分なつながりをつけ

ようとすると、体験のために多くの時間を割かねばならなくなり、学校で教えることが

できる知識の量が減ってしまい、学力が低下してしまったではないかという批判を浴び

ることになるだろう。 

 

(2) ばらばらの方が良いのでは 

柳治男氏は「地域社会と学校の論理的媒介としての教育の分業化」で、次のように指

摘している。 

 

各集団間において子どもへの接触の仕方をめぐる対立が存在し、社会的規範が異な

り、分担能力が不安定であるとき、それらの諸混乱を調整せねばならぬのは他でもな

い、子ども自身である。社会的判断力の弱さ故にその能力を伸ばすべく教育を受けね

ばならない子どもが、各集団による教育活動を判断し、整理し、なおかつ統一しなけ

ればならない。……個々の教育集団、機関が可能な限り相互に緊密なる連携を保ち、

且つ集団間の役割配分に共通の確認が存在する場合……子どもにとって大人による働
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きかけはハーモニーを保ち、分裂的危機は最小限に留められる。しかし……個々の教

育集団が相互の連絡なしに、そしてまた共通の価値意識を持たぬままに、無秩序に教

育活動を展開する場合……種々雑多な不協和音の連続が、子どもの発達に危機的状態

をもたらすことは言うまでもない。 

 

おそらく、学校・家庭・地域社会の連携の必要性を唱えている論者は、このような考

えは自明の真理であり、説明するまでもないことだと思っているのだろうが、学校、家

庭、地域社会のそれぞれが異なった価値観の下に、異なった方針で子どもに教育を行う

ことが本当に「子どもの発達に危機的状態をもたらす」のだろうか。子どもは、「ある状

況で学習した考え方や情報が、必ずしも別の状況で使えるとは限らない」（ジュディス・

リッチ・ハリス著『子育ての大誤解』P.92）ということを理解しているので、学校、家

庭、地域社会のそれぞれが異なった価値観の下に、異なった方針で子どもに教育を行っ

ても、普通の子どもは、学校、家庭、地域社会で異なった行動様式をとることによって、

分裂した状況に対応することができる。例えば、移民の子どもは、学校と家庭（あるい

は、マイノリティーが作るコミュニティ）で異なる文化の下に、異なった方針による教

育を受けることになる場合が多いが、彼・彼女は、状況に応じて 2 つの文化を使い分け

たり、2つの文化を融合したりする。子どもの心は大人が思っている以上に柔軟である。 

広田照幸氏は『教育には何ができないか』で、次のように指摘している。 

 

「地域ぐるみの子育て」や「学校と地域の一致・協力」といった前提からの議論が

なされるかぎり、異論や少数の異端者は排除されていくことになる。……「協力」や

「連携」などでの美名での、価値的同質化の圧力が働いてしまいがちである。……日

本の現状を見るかぎり、もっと個の自立性や、価値観の多様性や少々の無秩序さを、

許容する寛容さが必要なように思われる。未来の社会には多様な選択肢が待っている。

誰もが後ろ向きの保守的道徳家や、集団の和を至上の価値にする共同体主義者のよう

なスタンスで教育を論じたら、未来の選択肢が、いびつなものになってしまう。……

多くの人は、意見の対立や、価値観の違いが存在することは、好ましくないように考

えているが、私にいわせると、むしろ逆である。多様に対立する意見や価値観が存在

し、それらが最終的な一致には到達しないものの、理性的な判断の総和によって妥協

と決定が成り立つのが、価値の多元性を容認する健全な市民社会の姿であろう。目標

を共有した姿や、調和的な分業を描く「連携論」などは、価値や見解の対立を前提に

した、リベラルな民主主義の理念とは、ずいぶんかけ離れたものになっている 

（P.18-19） 

1998（平成 8）年の中教審答申でも、「地域の大人たちが率先してあいさつ運動、環

境浄化活動、交通安全活動、防災活動などの地域ぐるみの啓発活動に取り組むことを

大いに推奨したい」と述べられている。こうした、「地域ぐるみ」という発想は、価値
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観の多様性を保障する「家庭の自律性」や「市民的自由」を原理的に掘り崩すものと

なりかねない……「連携」のない状態をプラスに評価してもよいのかもしれない。…

…学校と家庭と地域社会とが、同じ価値観を共有して子どもを処遇していこうとする

と、その価値観になじめない子どもには、ものすごく息苦しい社会になってしまう。

……学校がイヤな子どもには家庭が、家庭がイヤな子どもには学校が、安心できる居

場所になることをめざした方がよい……学校でも家庭でもつらい思いをしている子ど

もには、選べる居場所（＝避難場所）を地域の中に用意しておくのがよい （P.122-124）。 

 

これからの社会は創造性が最も大切になる社会である（「第 12回 暗黒の情報社会と教

育」参照）。創造性は、多様な考え方のぶつかり合いや、異端的な考え方の中から生まれ

てくるものであり、創造的な人間は、多様な考え方や、異端的な考え方を受け入れるこ

とができる人間である。学校、家庭、地域社会のそれぞれが異なった世界観・価値観の

下に、異なった方針で子どもに教育を行えば、そのような創造的な人間を育成すること

ができる可能性がある。「地域社会の各関係者（例えば、学校、家庭、社会教育団体、地

域社会において活動する企業、NPO等）が、子どもたちの「生きる力」等をその地域で具

体的にどのように育成するのか、そのために地域社会でどのように仕組みをつくってそ

の教育力を向上させていくのか等について、当該地域社会におけるニーズを踏まえ課題

の認識や目標を共有化する」「緊密に連携・協力して地域社会が一体となって地域の教育

課題に取り組む」（文部科学省中央教育審議会『新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方

策について ～知の循環型社会の構築を目指して～（答申）』）ことは、多様性と異端を

排除し、子どもたちから自由な思考と創造性を奪うものである。 

「共同体復古主義者」は、「学校・家庭・地域社会の三者が、……連携・協力して子ど

もの教育に責任を持ち、適切に役割分担する」「教育共同体」（文部科学省中央教育審議

会『新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について（中間報

告）』）が、「地域でどのような子どもを育てるのか、何を実現していくのかという目標（「子

ども像」）を共有」（文部科学省「学校運営の改善の在り方等に関する調査研究協力者会

議」『子どもの豊かな学びを創造し、地域の絆をつなぐ ～地域とともにある学校づくり

の推進方策～』）して、その共有した「子ども像」に合致した子どもに仕立て上げること

を夢見ているのかもしれない。 

「共同体復古主義者」が夢見る「教育共同体」では、学校、家庭、地域社会が同一の

世界観・価値観を共有して、それを子どもたちに共同して押し付けることによって、子

どもたちに特定の生き方を強要し、多様な生き方を選ぶ自由を奪う危険性がある。これ

は、「思想・良心を形成する自由」（西原博史著『良心の自由と子どもたち』P.108～119

参照）を侵害する思想統制の一種である。ただし、マスコミ、インターネットなどを通

じて、「教育共同体」外から、異なる世界観・価値観が流入して来て、子どもたちがそれ

らに影響されることを防ぐことは困難なので、完全な思想統制は実現できない。有害情
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報を子どもたちから遠ざけるという名目で、マスコミ、インターネットなどに対する規

制が行われ、「教育共同体」が国家レベルにまで拡大した時、そこに生まれるのは、全体

主義国家であり、進歩なき停滞の時代である。 

 

(3) そもそも連携できるのか 

  森田誠氏と野平慎二氏は「学校・家庭・地域社会の連携に関する考察」で、次のよう

に指摘している。 

 

   連携論議の前提となっているのは、学校が正しく情報を開示し、説明責任を果たす

ならば、家庭と連携が図れるし、地域社会もいわば「一枚岩」となって学校をサポー

トしてくれるという、ある種の楽観論である。ところが、現実には、学校教育に対す

る、あるいは子どもの教育の対する親の関心には、かなりの濃淡の差や方向性の差が

ある。また、地域住民どうしの共同性や連帯の意識は必ずしも高くないし、また地域

社会の一員としての自覚ないしは地域社会への帰属意識も十分に高いとは言えない。

そしてそのような地域社会における学校に対する理解も、残念ながら深くはない。…

…優れた連携の実践事例は、そのほとんどが、学校の意向と保護者や地域社会の意向

とが一致した希有な事例であると考えられ、必ずしも一般化できるものではないとい

えよう。……規制緩和（通学区域の自由化）によって学校を自由に選択できるように

なると、家庭は地域社会から切り離され、地域はいわば解体し、学校と地域社会との

連携はむしろ困難になる。 

 

  「学校・家庭・地域社会の連携論」は、地域の住民が「地域公共体」としてまとまっ

ていて、その地域の子どもたちがみな同一の学校に通っているという、現実にはほとん

どない状態を前提にして、学校・家庭・地域社会の意見が一致し「一枚岩」になると、

何の根拠もなしに決めつけている。学校・家庭・地域社会が連携への努力を積み重ねて

いるうちに、地域の住民が一つにまとまり、「地域公共体」が再建されると考えているの

かもしれないが、そのように事が運ぶ可能性はほとんどない。自分の子どもがその学校

に通っていなければ、学校・家庭・地域社会の連携に関心を示すことはまずないし、自

分の子どもがその学校に通っていても、連携に反対したり、無関心で協力しない人も多

いだろう。その結果、地域の一部の人たちだけが、「学校・家庭・地域社会の連携事業」

に参加し、その事業によって、地域の人々が一つにまとまったという自己満足を抱き、

そのままとまりが拡大していくという、ほとんどあり得ないことを夢見るという現状が

生まれている。 

  他の組織集団と連携したいという真摯な動機が生まれるのは、自分たちの組織集団に

“何か足りないもの”があり、それを他の組織集団に補ってもらう必要があると考えて

いる場合である。学校、家庭、地域社会のそれぞれが、自分たちには「何か足りないも
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の」があり、それを学校、家庭、地域社会のいずれかに補ってもらう必要があると考え

ているならば、学校・家庭・地域社会の連携などというようなスローガンを掲げなくて

も、学校、家庭、地域社会は自発的に連携しようとするはずである。学校、家庭、地域

社会が自発的に連携しようとしないのは、学校と家庭が「自分たちは自己完結的で自立

的な組織集団でありたい」と願い（「13.いじめ以外の集団的病理現象 (4)ワン・セット

主義」参照）、「外部からの干渉を排除するには、何か足りないものがあっても自分たち

で何とかすべきだ」と考えており、地域社会には組織的まとまりがないからである。そ

のような考えに囚われた組織集団は、連携しなければ生きていけないという状況に追い

込まれない限りは、連携しようとはしない。例えば、日本の伝統的な村落（「ムラ型地域

公共体」）において「家族型共同体」同士が連携していたのは、「家族型共同体」同士で

手伝い合うという連携をしなけば、農業を営むことができなかったからであり、農業の

機械化等によって、他の「家族型共同体」に手伝ってもらわなくても農業ができるよう

になってくると、村落としてのまとまりは崩れてきた（「9.集団の分類 (19)地縁型地域

公共体の解体」参照）。 

 
19．「新しい公共」と新自由主義 

  「新しい公共」は、2009 年に民主党の鳩山政権が使い始めて有名になった言葉である

が、この言葉が意味する思想はそれ以前からあり、例えば、イギリス労働党のブレア政

権での「第三の道」も「新しい公共」の一種である。「新しい公共」やそれに類似する言

葉も以前から使われており、菅原敏夫氏は「「新しい公共」の政策課題 －「新しい公共」

の原理と民主党の政策－」で、「新しい公共という言葉の使用例は、遡れる範囲では（記

憶でも）、1990年 2月 8日に開催された第 3回「地方新時代・全国市町村シンポジウム」

のテーマ、「新しい公共の創造を目指す－市民と行政の接点を探る」であったと思われる。

……90 年代半ばになると、阪神・淡路大震災をきっかけに、ボランティア活動、NPO が

注目される。それらにかかわって、新しい公共や新しい公共性、公共性の空間といった

表現がなされるようになる」と述べている。 

教育関係でも、「新しい公共」という言葉は以前から使われており、例えば、文部科学

省中央教育審議会の『新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方

について』（2003 年 3 月 20 日）では、これからの教育の目標の一つとして「新しい「公

共」を創造し、21 世紀の国家・社会の形成に主体的に参画する日本人の育成」を掲げ、

「個人の主体的な意思により、自分の能力や時間を他人や地域、社会のために役立てよ

うとする自発的な活動への参加意識を高めつつ、自らが国づくり、社会づくりの主体で

あるという自覚と行動力、社会正義を行うために必要な勇気、「公共」の精神、社会規範

を尊重する意識や態度などを育成していく必要がある」と指摘している。 

「新しい公共」とは何かということに関して、「新しい公共」円卓会議の『「新しい公

共」宣言』には、次のように書かれている。 
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   人々の支え合いと活気のある社会。それをつくることに向けたさまざまな当事者の

自発的な協働の場が「新しい公共」である。……これは、古くからの日本の地域や民

間の中にあったが、今や失われつつある「公共」を現代にふさわしい形で再編集し、

人や地域の絆を作り直すことにほかならない。……少子高齢化が進み、成熟期に入っ

た日本社会では、これまでのように、政府がカネとモノをどんどんつぎ込むことで社

会問題を解決することはできない……これから、「新しい公共」によって「支え合いと

活気のある」社会が出現すれば、ソーシャルキャピタルの高い、つまり、相互信頼が

高く社会コストの低い、住民の幸せ度が高いコミュニティが形成されるであろう。さ

らに、つながりの中で新しい発想による社会のイノベーションが起こり、「新しい成長」

が可能となるであろう。日本には古くから、結・講・座など、さまざまな形で「支え

合いと活気のある社会」を作るための知恵と技術があった。「公共」は「官」だけが担

うものではなかった。各地に藩校が置かれていた一方、全国に一万五千校あったとい

われる寺子屋という……民の教育システムがあったなど、多様な主体がそれぞれの役

割を果たし、協働して「公共」を支え、いい社会を作ってきた。……しかし、明治以

降の近代国民国家の形成過程で「公共」＝「官」という意識が強まり、中央政府に決

定権や財源などの資源が集中した。……地域は、……自らが公共の主体であるという

当事者意識を失いがちだ。……グローバリゼーションの進展にともなって、学力も人

生の成功もすべてその人次第、自己責任だとみなす風潮が蔓延しつつある。一人ひと

りが孤立し、国民も自分のこと、身近なことを中心に考え、社会全体に対しての役割

を果たすという気概が希薄になってきている。日本では「公共」が地域の中、民の中

にあったことを思い出し、それぞれが当事者として、自立心をもってすべきことをし

つつ、周りの人々と協働することで絆を作り直すという機運を高めたい。……「新し

い公共」……では、「国民、市民団体や地域組織」、「企業やその他の事業体」、「政府」

等が、一定のルールとそれぞれの役割をもって当事者として参加し、協働する。……

人間の中にもともと存在する、人の役に立つこと、人に感謝されることが自分の歓び

になるという気持ちと、そうした気持ちに基づいて行動する力。それを持っている人

間は、公共性の動物だといえるかもしれない。「新しい公共」では、国民は「お上」に

依存しない自立性をもった存在であるが、それと同時に人と支え合い、感謝し合うこ

とで歓びを感じる。 

 

  19 世紀末に始まる福祉国家化・社会国家化の流れは、国家が担う仕事を増加させ、財

政規模を拡大させたが、先進国で 1970年代（日本では、1990年代）に経済の低成長が常

態化するようになってくると、財政赤字が累積化するようになり、福祉国家・社会国家

の維持が困難になってきた。また、経済のグローバル化の進展により、国際的な経済競

争が激化し、社会保障は経済の競争力を削ぐものであるという考えが広がってきた。こ



 343 

のような流れの中で、市場原理の貫徹、規制緩和、社会福祉の削減、個人の自立などを

主張し、低福祉・低負担・自己責任を旨とする「小さな政府」を目指す新自由主義（ネ

オリベラリズム、neoliＢerＡlism）が台頭してきた。新自由主義は、福祉国家化による

政治領域の拡大を批判し、政治領域を縮小して、縮小した部分を経済領域と家庭領域に

委ねようする思想といえる。 

  経済領域は個人や家族が持つ資源（財力など）と能力が物を言う世界なので、新自由

主義の下では、資源や能力の乏しい弱者の生活は困難となってしまう。しかし、国家に

よる弱者への支援を維持・拡大すると、財政規模が拡大して、企業の税負担が大きくな

り、税負担が商品価格に転嫁され、グローバル化した経済における価格競争力が低下し

て、売り上げが落ち、不景気となり、弱者への支援に必要な財源が確保できなくなって

しまい、結局、弱者への支援を削減せざるをえない羽目に陥ってしまう。このジレンマ

を解決する手段として提案されたのが、「新しい公共論」である。 

  「新しい公共論」は、国や地方自治体が公共的な責務から逃れることを正当化するた

めに、市民が公共の直接の担い手となるという主体的・参加型の民主主義を実現するこ

とによって、中央政府・地方自治体が一元的に統治する体制から、地域コミュニティ、

NPO、地方自治体、中央政府などの多元的な主体が共同統治する体制への移行するのだと

いう、もっともらしい理屈を作り上げている。例えば、地方分権推進委員会の最終報告

『分権型社会の創造：その道筋』は、次のように述べている。 

 

   国と地方公共団体の財政の危機的状況はその深刻さの度合いを深めてきている。…

…行政サービスの取捨選択の方途を地域住民に問いかけ、その判断に基づいて、歳出

の徹底した削減を図るという地道な努力の積み重ねが必要である。……地方自治とは、

元来、自分たちの地域を自分たちで治めることである。……自己決定・自己責任の原

理に基づく分権型社会を創造していくためには、住民みずからの公共心の覚醒が求め

られる……公共サービスの提供をあげて地方公共団体による行政サービスに依存する

姿勢を改め、コミュニティで担い得るものはコミュニティが、NPO で担い得るものは

NPO が担い、地方公共団体の関係者と住民が協働して本来の「公共社会」を創造してほ

しい 

 

  この論理構成を教育分野に当てはめてみると、「教育サービスの取捨選択の方途を家

庭・地域住民に問いかけ、その判断に基づいて、学校をスリム化していくことが必要で

ある。子どもの教育は、本来、家庭や地域社会が担うべきものである。自己決定・自己

責任の原理に基づく教育を実現していくためには、子どもの教育に対する家庭・地域社

会の責任を自覚することが求められる。教育サービスの提供をあげて学校に依存する姿

勢を改め、家庭が担い得るものは家庭が、地域社会が担い得るものは地域社会が担い、

学校と家庭・地域社会が連携して本来の教育を実現してほしい」という風になるだろう。
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「学校・家庭・地域社会の連携」は、「学校のスリム化」が第一の目的であり、「学校の

スリム化」による教育力の低下を防ぐための手段として、「学校・家庭・地域社会の連携」

という名目で、家庭と地域社会の教育力の強化を提言しているのではないかという疑い

を抱かざるを得ない。 

なお、「新しい公共論」には、少子高齢化によって高齢者福祉のための財源確保が困難

になってきていること、また、地域共同体の解体や核家族化によって、要介護者を抱え

た家庭や一人暮らしの老人の暮らしに困難が生じるようになってきたり、孤独感に悩ま

されるようになってきたりしていることへの対応を「新しい公共」に期待しているとい

う面もある。 

  新自由主義が個人あるいは家族に自立・自己責任を求めるのに対して、「新しい公共」

論は“人々が自主的に作り、参加する組織集団”に自立・自己責任を求める。弱者は個

人・家族単位では自立困難だが、集団単位で支え合えば自立可能になるという発想であ

る。「新しい公共」論は、政治領域の縮小を社会領域の拡大によって補おうする思想と言

える。「新しい公共」論が目指す社会体制は、人々が「世襲制永続的小規模集団」内で助

け合って生きていた国民国家形成前・産業化前の社会体制（「古い公共」と呼ぶことにす

る）に似たものである。 

「新しい公共」と「古い公共」の違いはどこにあるのかと言うと、「古い公共」では、

自分を支えてくれる組織集団は、生まれによって所属が定められ、生活全般を覆い尽く

す機能を果たす「世襲制永続的小規模集団」であったのに対し、「新しい公共」では、自

分を支えてくれる集団は、ボランタリー・アソシエーション（VoluntＡry ＡssociＡ

tions）や新しく作られた地域コミュニティなどの“人々が自主的に作り、参加する組織

集団”であるという点である。ボランタリー・アソシエーションとは、限定的な目的を

果たすために市民が自発的に作った結社であり、NPO などの組織形態をとるものである。

新しく作られた地域コミュニティとは、伝統的な「地縁型地域公共体」が解体した地域

において、まちづくり運動などによって新たに作られた地域コミュニティのことである。

この新しい地域コミュニティは、伝統的な「地縁型地域公共体」と比べて、どこが違う

のかは明確ではないが、伝統的な「地縁型地域公共体」は閉鎖的で構成員の個性を抑圧

するものであるが、新しい地域コミュニティは開放的で構成員の個性を尊重するもので

あるとする人が多いようである。 

「新しい公共」のあり方として、①目的が異なる複数のボランタリー・アソシエーシ

ョンが地域で活動することによって、地域住民の様々な需要を満たすという体制、②地

域コミュニティが地域住民の需要を包括的に満たすという体制、③地域コミュニティが

地域住民の基礎的な需要を満たし、付加的な需要についてはボランタリー・アソシエー

ションが担当するという体制の３つが考えられ、どの体制をとるかによって、「新しい公

共」の姿は相当異なったものになると思うのだが、「新しい公共」論者がどの体制を望ん

でいるのかはっきりしない。どの体制をとるかは、各地域が自主的に選べば良いという
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趣旨かもしれないが。 

そもそも、「新しい公共」円卓会議の『「新しい公共」宣言』を読めば分かるように、「新

しい公共論」の主張には文学的表現が多く厳密性に欠け、はっきり言わせていただくと、

理論的な詰めが甘いと思う。また、「新しい公共論」の主張は、論者によって相当程度の

違いがある。そのため、本稿で述べている「新しい公共論」は、あくまでも私が解釈し

た「新しい公共論」であり、私の解釈は間違っているという人がいるかもしれない。 

 
20．人々が支え合う社会を作る方法？ 

(1) 互酬性の弊害 

「新しい公共」や「古い公共」が機能するためには、人々が助け合い、支え合う必要

があるが、「友愛幻想家」や「共同体復古主義者」は、互酬性（互恵性）の規範に期待を

寄せ、「お互い様の心を育てて、絆を作る」などと言って、互酬性の規範を教育する必要

性を主張する人がいる。しかし、「「３．人と人を結びつけているもの (10)互酬性（互恵

性）」で述べたように、ほとんどの人が本能に導かれて自然に取るようになる行動様式な

ので、わざわざ教育する必要はない。そもそも、互酬性は、強者から弱者への支援を妨

げるものであり、人々が支え合う社会を実現するためには、互酬性の発動を抑える必要

がある。 

「8.支配服従関係 (10)報恩型支配服従関係」で述べたように、互酬性は、同等の資源・

能力を持つ者の間では、互助機能をうまく果たすが、持てる資源・能力に格差がある者

の間では、互助機能をうまく果たせずに、一方向の依存・従属、支配－被支配の関係を

生み出してしまう。弱者は強者の慈悲にすがってしか生きていくことができず、弱者は

強者に隷属するのである。 

「3.人と人を結びつけているもの (12)互酬性（互恵性）」で述べたように、人間には

互酬性に行動しない相手に対して怒りを覚える本能がある。特に、日本では、贈与を受

けたことに対して十分な返礼ができないと、その人は“穢れる”という信仰（「穢れ信仰」

の一種）があり、そのため、他人からの支援を受けてばかりいる弱者は“穢れた者＝悪

者”であるとみなされ、差別・迫害の対象とされる傾向がある（「12.いじめ (7)穢れと

いじめ」参照）。 

弱者への支援を「地縁型地域公共体」内での人々の助け合いに頼ると悲惨な事態を招

くことは、広田照幸氏が『日本人のしつけは衰退したのか』（P.36）で紹介している次の

ような実例が示している。 

 

私生児として生まれ、五歳で子守奉公に出され、雇われ先で酷使・虐待され、結局

芸者になった増田小夜……は、みんなの残したご飯を食べ（残らなければひもじさを

我慢した）、物置の隅に眠り、子供にも大人にもいじめられ、冬の寒い中でもはだしで

子守をさせられた。……十二歳のときに奉公先から芸者屋へ売り飛ばされたという。 
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返礼するための資源も能力も持たなかった増田小夜氏は、互酬性の支配下においては、

「子守奉公」という名の奴隷になるという返礼をすることによってしか生きる道がなく、

“穢れた者”として、村落の住人からいじめられたということである。 

差別・迫害の対象にならない場合でも、「地縁型地域公共体」の住人からの支援の質や

量が低すぎることがある。クリストファー・ボームは『モラルの起源』（P.228）で、次

のように述べている。 

 

山岳地方のセルビア人部族を調査していたある日、……80 歳の女性が、二本の頑丈

そうな杖をついて急ぎ足で私の前を通り過ぎながら、大声で独りごとを言って不満を

ぶちまけていた。自分には親族がひとりもいなくなってしまったので……毎日あちこ

ちの家を渡り歩かなければならないというのだ。人々は（利他行動の）習慣によって、

彼女が来れば食べ物とひと晩の寝床を与えないとはいけないとは思うのだが、頼られ

るようになるのは嫌なので、だれもふた晩目は泊めてあげようとはしなかったからで

ある。 

 

このような互酬性が持つ弊害の発生を防ぎ、人々が助け合い、支え合う社会を実現す

るための方法として私が思いつくのは、①「何が返礼と言えるか」に関する解釈を変え

る、②間接互酬性を利用する、③自分の考えや行動に関して一貫性を保ちたいという人

間心理を利用する、④支援対象に対する共感を利用する、⑤血縁関係にあると錯覚させ

る、⑥「自分の得意なことが好きになり、見返りを期待しないで、その好きなことをす

る本能」を利用する、⑦感謝の言葉を禁じる、⑧教育などによって、純粋贈与が喜びと

なる心（無償奉仕の精神）を持たせるという８つの方法である。 

 

(2) 返礼に関する解釈を変える 

一つ目の方法で実際に用いられているのは、超自然的存在（神、仏など）との贈与交

換という信仰、ボランティアは自己実現だというイデオロギー、ボランティア活動をす

ると大学の単位が取れる、進学・就職などで有利になるという制度である。 

超自然的存在（神、仏など）との贈与交換という信仰に頼る方法については、「8.支配

服従関係 (11)報恩型支配服従関係が発生することを防ぐ工夫」で述べた。 

ボランティアは自己実現だというイデオロギーを利用するというのは、例えば、「ボラ

ンティア活動を通じて未知の世界を体験し、そこで新たなことを学び、自分は成長した。

それが返礼だ」「ボランティア活動をする中で友人ができた。それが返礼だ」などと考え

る方法である。橋本鉱市氏と石井美和氏は「ボランティアと自己実現の社会学 －その

接合にみる言説・政策・理論・個人－」で、次のように述べている。 
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現在では「ボランティア」は他者や社会のためではなく自分の「自己実現」ために

行うものという言説が主流となっている。……「自己実現」としてのボランティア言

説は、ボランティア普及のためのロジックになっている……ボランティア自身にとっ

ての学びや経験の場としてボランティアをとらえ、対象者にとっての利益や社会貢献

よりも、学びに伴う「楽しさ」や「充実感」を強調するボランティア言説を総称して

「自己実現としてボランティア言説」ととらえることができるだろう。 

 

  ボランティア活動をすると大学の単位が取れる、進学・就職などで有利になるという

制度は、そのような利益を得る目的でボランティアをした場合に、それがボランティア

に値するか疑問である。そもそも、行動の一貫性を求める人間心理（「(4)一貫性を求め

る人間心理を利用する」参照）からして、そのような利益を得る目的でボランティアを

した人は、そのような利益を得られなければ、ボランティアをしなくなるであろう。 

 

(3) 間接互酬性を利用する 

二つ目の方法は間接互酬性（「3.人と人を結びつけているもの (16)間接互酬性」参照）

を利用する方法であるが、間接互酬性では、できる限り少ない贈与で、できる限り効果

的な宣伝を行うことが必要なので、間接互酬性に過剰な期待を寄せることはできない。 

企業の社会貢献活動は間接互酬性目当ての宣伝活動である場合がほとんどであろう。

そもそも、宣伝活動の域を超える社会貢献活動は、株主や従業員の利益を害する行為で

ある。 

 

(4) 一貫性を求める人間心理を利用する 

  三つ目の方法は、自分の考えや行動に関して一貫性を保ちたいという人間心理を利用

する方法である。そのような心的傾向がある理由はよく分かっていないが、一貫性を保

つことが、周囲の人々の信頼を得ることにつながるからではないかなどと言われている。 

  一度でも無償奉仕活動の依頼に応じると、２回目以降の無償奉仕活動の依頼を断りに

くくなる。２回目以降の依頼を断ると、行動に一貫性がなくなり、自分は利他的な人間

であるという信念にも反することになるからである。そこで、「フット・イン・ザ・ドア・

テクニック」と呼ばれるセールスの手法を利用して、無償奉仕活動に誘い込むことがで

きる。最初は、断りにくい些細な無償奉仕活動の依頼から始めて、次第に、依頼内容を

大きくしていくのである。そうすると、相手は、無償奉仕活動という泥沼にはまり込み、

抜け出せなくなってしまう。無償奉仕活動に対して泥沼という言葉を使うのはけしから

んと言う人もいると思うが、無償奉仕活動も一定の限度を超えると、自分や家族の生活

を犠牲にすることになるので、泥沼と言えると私は考えている。 

  なお、この方法は、他人の心をコントロールして無償奉仕活動をさせる方法なので、

好ましいものではないと私は思う。 
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(5) 支援対象に対する共感を利用する 

  四つ目の方法は、支援対象に対する共感を利用する方法である。他者の苦しみに共感

して、自分も苦しみを感じると、不快になるが、他者の喜びに共感して、自分も喜びを

感じると、心地よい。そこで、自分の苦しみを和らげ、さらに、喜びも感じたいという

利己的な動機から、他者を助けるという利他的な行動をとるのである（「３．人と人を結

びつけているもの (4)共感による同調」参照）。 

共感が生じる対象には限界がある。「3.人と人を結びつけているもの (4)共感による同

調」で述べたように、共感は、他者すべてに対して生じるものではなく、家族、自分が

属する組織集団の仲間、好意を抱いている相手などに対して生じるものであり、他の組

織集団の構成員、自分が属する組織集団の構成員であっても仲間だと思っていない人、

敵意を抱いている相手、競争相手などに対しては生じない（ただし、女性は多少の共感

を示す）。 

共感が本格的に生じるには、相手が苦しんだり、喜んだりしている姿を見たり、声を

聞いたりする必要がある。人づてに話を聞いただけで共感するには、相手の状況を想像

するという意識的な努力が必要であり、想像だけに基づく共感には力強さや切迫感が欠

けている。 

マイケル・S・ガザニガは『人間らしさとは何か？』で、次のように述べている。 

 

 人間の脳には、苦痛を観察するときにも経験するときにも反応する領域がある。…

…しかし感覚的な痛みの知覚（「ああ、痛い！」）と、情動的な苦痛の知覚、たとえば

痛みの予感とそこから生まれる不安（「きっと痛いだろうことはわかっている。もう、

さっさと終わればいいのに。ああ、いったいいつ痛みがやってくるんだろう」）とは別

のようだ。脳スキャンによると、苦痛の観察者と受け手の両方で、苦痛の情動的な知

覚によって活性化する脳の部位に活動が見られた……が、感覚的な経験によって活性

化する領域での活動は、受け手のほうにしか見られなかった。これは良いことだ。大

腿骨を折って固定してもらっているときに、手当てをする医療補助者自身にも麻酔が

必要になるなどご免だろう。……彼には脚の痛みを理解してほしいが、自分も動けな

くなるほど痛みを感じてほしいわけではない。 （P.244） 

 人は自分が知っていたり信じていたりすることを、他者も知っていたり信じていた

りすると考えがちだし、他者の知識を買いかぶる傾向もある。……他者に対する私た

ちの初期設定モードは、自分特有の視点に偏っているようだ。……もし、空腹、疲労、

喉の乾きといって身体的欲求を伴う状況で他者がどう感じるか訊かれたら、あなたは

おもに、自分が同じ状況でどう感じるかという推測に基づいて予想する。……この自

己本位の認識は……社会的判断の誤りを招きかねない。（P.273） 
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要するに、共感によって、相手が抱いている感情（苦しみなど）を推測できるが、そ

の感情の原因となった感覚（痛みなど）を自分が感じることはなく、相手のことを良く

知らない場合の共感は「自分が同じ状況でどう感じるかという推測に基づいて」いるの

で、自分とは立場が異なる人や自分が未経験の事態に置かれている人に対して共感する

ことは困難であり、また、誤解が生じることがある、ということである。「3.人と人を結

びつけているもの (5)相互補完による同調」で述べたように、相手に関する「他者モデ

ル」を持っていない場合には、相手を自分と同じような人間だとみなしてしまう、つま

り、「自己モデル」を「他者モデル」の代わりに用いるか、相手を性別、年齢などでカテ

ゴリーに分けて、「若い男性とは一般にこういうものだ」というようなステレオタイプを

「他者モデル」の代わりに用いてしまい、相手が抱いている感情の推測を誤ってしまう

のである。 

  以上に述べたことから、共感が支援につながるためには、支援の相手が苦しんでいる

状況を目にし、その相手を自分たちの仲間であると認識することが必要であり、さらに、

適切な支援が行われるためには、自分が経験したことのある状況と同様の状況、あるい

は、自分の経験から類推できる状況に相手がいることが必要である。共感による支援の

輪を拡げるためには、仲間意識を拡げるとともに、様々な事柄を経験させることが必要

である。また、支援の相手が目の前にいない時には、その相手が苦しんでいる状況をで

きる限りリアルな物語風で映像メディア等を通じて伝えることが必要である。 

ただし、仲間意識を拡げることには限界がある。ビクター・S・ジョンストンは『人は

なぜ感じるのか？』（P.262～263）で、次のように述べている。 

 

   人間は、大集団の中にいる個人を赤の他人だと見なすが、小さな集団ほど親しい友

人や親戚からなるグループだと思うものだ。……集団のサイズが 120人以下になると、

ヒトは集団外の論理から集団内の論理に切り替えるようである。 

 

なお、「私たちの脳は、動物の心理も私たちの心理と同じだと考えるように配線されて

いる。……とくに人間にとてもよく似ている動物は自分たちと同じ考え方をすると思っ

ている」（マイケル・S・ガザニガ著『人間らしさとは何か？』P.371）ので、動物を自分

たちの仲間だとみなすと、動物が苦しんでいるので見て共感し、助けようとすることも

ある。ただし、動物を自分たちの敵だとみなすと共感は起こらず、残虐なことを平気で

する。例えば、野良ネコやハトには共感し、餌をあげる人がいるが、ゴキブリやハエに

は共感が起こらず、平気で叩きつぶす。ゴキブリやハエは病原体（細菌、ウィルス、寄

生虫など）を運搬し撒き散らす害虫だから叩きつぶすのだと言うのかもしれないが、野

良ネコやハトだって病原体を運搬し撒き散らしている。このような外見に基づく「動物

種差別」が起こるのは、人間は自分に似た姿形をした動物は自分の仲間であると考える

ことができるか、自分とはかけ離れた姿形をした動物を自分の仲間だとは考えられない
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ことと、ネコやハトは人間から見てかわいい姿形をしているが、ゴキブリやハエは人間

から見てかわいくない姿形をしていることによる。人間には、小さな子どもの姿形に似

たものをかわいいと感じ、かわいい姿形をしたものを守り育てたいという欲求を抱くと

いう本能があるが、その本能が小さな子どもに似た姿形をしたネコやハトにも向かうの

である。 

 

(6) 血縁関係があると錯覚させる 

五つ目の方法は、血縁関係の無い者の間に、親子の関係、兄弟姉妹の関係などの血縁

関係があると錯覚させ、疑似血縁認識を持たせるという方法である。 

「3.人と人を結びつけているもの (7)血縁関係、疑似血縁認識」で述べたように、動

物は血縁者同士で助け合うように進化してきている。親子や兄弟姉妹のように血縁関係

が強い場合には、喜んで純粋贈与を行う場合もある。 

したがって、血縁関係の無い者の間でも、親子の関係、兄弟姉妹の関係などの血縁関

係があると錯覚させることができれば、これらの者の間で純粋贈与を行わせることがで

きる。この方法は、“家族的で暖かい人間関係にあふれた共同体”の“復活？”を夢見る

「共同体復古主義者」が好む方法である。 

  人間は熟知性によって、血縁関係があるかどうかを判断していると考えられている。

小さな集団で子どもの頃から一緒に暮らすと、血縁関係が無い者の間にも疑似血縁認識

が生まれるということである。人類が狩猟採集生活を送っていた時代の「バンド型公益

体」もそのような集団だったので、構成員間の純粋贈与が可能だったのである（「バンド

型公益体」の構成員の多くは親戚であるが、純粋贈与を行わせるためには、親戚という

だけでは不十分で、兄弟姉妹のような強い血縁関係が必要である）。組織集団の規模が大

きくなるほど、一緒に過ごした期間が短くなるほど、疑似血縁認識は脆いものになる。

疑似血縁認識を持たせることによって純粋贈与を行う心を持たせるという方法には限界

があるのである。「共同体復古主義者」の一部が理想とする「人々が家族同然の絆で結ば

れて、支え合って生きていく、暖かい国家共同体」は、人間の本性に反しているために、

実現不可能な夢想に過ぎない。 

  疑似血縁認識を持たせようとして、「日本という国は一つの大きな家族です。私たちは

みな親子であり、兄弟姉妹です。だから、みんな仲良くして、助け合いましょう」とい

うような教育を行っても無駄である。生理的に嫌悪感を覚える相手と仲良くできるはず

がない。会ったこともない人のことを兄弟姉妹だと思えるはずがない。愛情や友情は自

然に生まれてくるものであり、教育によって作り出すことはできないし、ましてや強制

して生まれるものではない。 

 

(7) 見返りを期待しないで、好きなことをする本能を利用する 

六つ目の方法は、人が趣味的に行っていることの成果の分け前にあずかろうとする方
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法である。例えば、リーナス・トーバルズ（Linus Torvalds）が彼の協力者とともに Linux

という OS（コンピュータを作動させるための基本的なソフトウェア）を開発して、オー

プンソース（コンピュータソフトのソースコードを公開して、誰でも使用でき、誰でも

改良できるようにすること）として無償で公開・配布していることは有名であるが、彼

らは、リーナス・トーバルズの著作の題名にあるように、『それがぼくには楽しかったか

ら』という理由だけで、このような行動をとったと思われる。オープンソース運動を行

っている人たちは、お金を稼ぐために好きでもない仕事をするよりも、自分の好きな分

野で、何かを創り出したいという情熱に駆られ、周りの人の評価を励みにして仕事をし

た時に、人間は最大の能力を発揮できるという信念を持っているようである。自分の好

きなことをしている時、仕事は楽しいものとなり、娯楽と区別できなくなる。 

「第 8 回 能力の個人差 13.才能の差異を増幅する本能」で述べたように、人間には、

「自分の得意なことが好きになり、見返りを期待しないで、その好きなことをする本能」

があると思われる。この本能を上手く利用すれば、見返りを期待しない「純粋贈与」を

行わせることができるが、「得意で好きなこと」の分布が狩猟採集生活に適したもの、つ

まり、狩猟活動（現代では、スポーツなどが代用になっている）や採取活動（現代では、

買い物などが代用になっている）に偏ったものであり、現代の産業社会には適しないと

いう問題がある。釣り好きの人が釣ってきた魚を分けてもらって食べ、買い物依存症の

人が買ってしまった不要な服を分けてもらって着るという程度では、生活を維持できな

いのである。また、「得意」といっても、それは主観的な認識の問題であるから、下手な

ピアノ演奏を聴かされる、まずいクッキーを食べさせられるというようなありがた迷惑

になる場合もある。 

ただし、コンピュータソフトのような情報財では、その複製に要する費用が極めて小

さい（インターネットなどを通じて容易に無償配布できる）ので、コンピュータソフト

を作ることが「得意で好きな人」が少人数しかいなくても、世界的な需要を満たすこと

ができる。 

 

(8) 感謝の言葉を禁じる 

純粋贈与による弱者支援が実現できたとしても、支援を受ける弱者は、“「ありがとう」

などの感謝の言葉を述べ続けなければならないが、誰からも感謝の言葉を受けることが

ない”という状況に置かれ、「対仲間型承認欲求」が満たされないという精神的に苦しい

立場に追い込まれしまういう問題がある。また、感謝の心が報恩の心に転化し、さらに、

報恩の心が服従の心に転化して、「あなたからは返しきれない恩を受けたので、あなたの

ためなら何でもします。どのような命令にも従います」という具合に、支配と服従の関

係が発生する怖れもある。 

「8.支配服従関係 (11)報恩型支配服従関係が発生することを防ぐ工夫」で述べたよう

に、「バンド型公益体」の中には、感謝の言葉を口にすることを禁じることによって、資
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源獲得能力に劣る者が、集団内において劣位な立場に立たされたり、精神的に苦しんだ

りすることを防いでいるところがある。 

 

(9) 教育などによって無償奉仕の精神を持たせる 

無償奉仕の精神を持たせるという八つ目の方法は、「共同体復古主義者」が好んで口に

する方法である。この方法をストレートに行おうとすると、人々が特定の心を持つよう

に教育するということになり、憲法第 19条が保障する「思想・良心の自由」に反するの

ではないかという問題がある。西原博史氏は『良心の自由と子どもたち』（P.108-112）

で、次のように述べている。 

 

日本の議論では、学校教育の中で特定の意識を子どもに押しつけることが憲法 19条

に抵触するかどうかについて……共通認識があるわけではない。……学校教育の中で

特定の考え方が押しつけられた時、子どもや親がどこまで思想・良心の自由に訴えて

防御できるかを問う。ところが、この問題の立て方自身が不適当だという批判がある。

＜思想・良心の自由は、ある程度成熟して自分なりの信条が固まった段階で初めて口

にすることができる。それに対してまだ未成熟で、自分なりの考え方が固まってもい

ない段階では、大人たちからさまざまなものを学ぶことこそ必要なのであって、思想・

良心の自由に基づいて学校側の提供する教育内容を退けられるような立場にはない＞

という批判である。……いくら良心の自由が保障されていても、国家が「正しい」良

心内容の判定を独占できるところでは、その保障に何の意味もない。そして、国家が

正しさの判定を独占するのは、国家が人格形成の過程で「正しい」良心内容に向けた

教育を押しつける場合である。つまり、発達期に自由に自分なりの内容を持った良心

を形成できるかどうかが、良心の自由がその名に値する形で存在するかどうかの試金

石となる。これは、思想の自由に関してもあてはまる。 

 

国家が特定の思想・良心を押しつける教育を行い、それが成功した場合（完全な洗脳・

マインド・コントロールなど不可能なので、実際には失敗すると思うが）、その国家では、

すべての国民が同一の思想・良心を持つようになる。そのような国家に思想・良心の自

由があると言えるだろうかということである。 

特定の価値観の押し付けではなく、子どもが「主体的」に道徳心（内心的価値）を形

成することを支援する道徳教育を行っているだけだから、「思想・良心の自由」は侵害し

ていないという主張もありうる。子どもたちの「主体的」な道徳心の形成を適切に支援

すると、子どもたちは自発的に無償奉仕の精神を身につけるようになるというような理

屈になるであろう。しかし、価値中立的な支援などあり得ないし、また、子どもたちが

主体的に人格を形成すると、無償奉仕の精神を身につけない。“無償奉仕＝純粋贈与”は、

人間の本性である互酬性に反するからである。 
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無償奉仕の精神を身につけさせる方法で最も人気があるのは、「ボランティア活動を一

度経験すれば、ボランティアの意義とボランティア活動の喜びが分かるから、とにかく

ボランティア活動を体験させましょう」という方法であり、「友愛幻想家」にはボランテ

ィア体験の推進を主張し、「共同体復古主義者」にはボランティア体験の義務化を主張す

る人が多い。文部科学省中央教育審議会の『青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等

について（答申）』は、次のように述べている。 

 

今日、いじめ、暴力行為、ひきこもり、凶悪犯罪の増加など青少年をめぐり様々な

問題が発生し、深刻な社会的問題となっている。こうした問題の背景には、様々な要

因が考えられるが、思いやりの心や社会性など豊かな人間性が青少年にはぐくまれて

いない現実とともに、他者を省みない自己中心的な大人の意識や生き方、さらには様々

な社会的課題に対し行政だけでは適切に対処できないという状況等が深くかかわって

いる。……「奉仕活動・体験活動」は、人、社会、自然とかかわる直接的な体験を通

じて、青少年の望ましい人格形成に寄与する。大人にとっても、家族や周囲の人々、

地域や社会のために何かをすることで喜びを感じるという人間としてごく自然な暖か

い感情を湧き起こし、個人が生涯にわたって、「より良く生き、より良い社会を作る」

ための鍵となる。国民一人一人が「奉仕活動・体験活動」を日常生活の中で身近なも

のととらえ、相互に支え合う意識を共有し活動を重ねていくことができるような環境

を、皆で協力して作り上げていくことが不可欠であると考える。 

 

この中央教育審議会の答申では、関係者の主観的認識に基づいて、青少年には思いや

りの心が欠けており、大人は自己中心的なので、暴力行為の増加などの問題が発生して

いると決めつけ、ボランティア活動を推進すれば、相互に支え合う意識が生まれ、問題

が解決すると決めつけているが、このようなイデオロギーは、ボランティア活動を体験

することを義務化すべきであるという主張へとつながる。『教育改革国民会議報告 －教

育を変える１７の提案－』は、次のように提案している。 

 

◎奉仕活動を全員が行うようにする  

 ……これからは、与えられ、与えることの双方が、個人と社会の中で温かい潮流を

つくることが望まれる。……思いやりの心を育てるためにも奉仕学習を進めることが

必要である。 

提言 

（１）小・中学校では２週間、高校では１か月間、共同生活などによる奉仕活動を行

う。…… 

（３）将来的には、満１８歳後の青年が一定期間、環境の保全や農作業、高齢者介護

など様々な分野において奉仕活動を行うことを検討する。 
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ボランティア活動を体験することを義務化すると、「強制されたボランティア」という

自己矛盾に陥り、ボランティアとは言えない強制労働になってしまうという批判がある

のだが、「ボランティア体験義務化論者」は批判を意に介さないようである。 

そもそも、「(4)一貫性を求める人間心理を利用する」で述べた一貫性を保ちたいと望

む人間心理からすると、一度、強制されてボランティア活動をした人は、２回目以降も

強制されなければボランティア活動をしなくなる可能性がある。自発的にボランティア

活動をすると、一貫性に反することになってしまうからである。また、強制は、強制さ

れたものに対する憎しみを生み出す可能性がある。 

学校において子どもたちに奉仕の精神を持たせようとする教育が行われ、しかも、そ

の学習成果が評価された場合の弊害を考えてみる。学校で老人介護の奉仕活動が行われ、

老人の下の世話をする際に、嫌悪の感情をあらわにした子どもがいたとしよう。その子

どもは、奉仕の精神を持たないとして最低評価をつけられ、「私は奉仕活動を嫌だと思う

「悪い心」を持っています。奉仕活動を楽しいことだと思う「善い心」を持てるように

自分を高めたいと思います」というような反省文を書かされるかもしれない。老人の下

の世話をすることが喜びであると思う心を持つことは人間の本性に反することであるか

ら、子どもたちは、教科化された「道徳」で良い成績を取るためには、老人介護の際に

楽しいふりをしなければならないことになる。この時、子どもたちは、心の自由を奪わ

れた「感情奴隷」（内藤朝雄氏が『いじめの社会理論』（P.132）で用いている言葉）にな

る。「感情奴隷」にされた子どもたちは学校教育に恨みを抱くようになり、その恨みが奉

仕活動に対する憎しみを生み出すだろう。皮肉なことに、子どもたちに奉仕の精神を持

たせようとする教育が、奉仕活動に対する憎しみを生み出してしまうのである。 

 

(10) 道徳的社会改造論者 

「2.世界モデルと無意識的信仰 (18)教育観」で述べたように、人間の心は遺伝的に特

定の方向に向かって発達するようにできているので、人間の本性に反する心を教育等に

よって持たせることはできない。。したがって、人間の本性に反する心を国民に持たせる

ことを前提にした政策は必ず失敗する。このことは、旧ソビエト連邦の失敗を見れば、

明らかである。社会問題を解決するためには、人間の本性をうまく利用したシステムを

作ることが必要である。市場経済は利己主義と互酬性という人間の本性をうまく利用し

たから成功し、マルクス主義は利他主義と純粋贈与という人間の本性に反することを強

制しようとしたから失敗したのである。 

「道徳的改造型教育観」に基づいて、道徳教育、ボランティア体験などの人格教育に

よって、子どもたちに助け合いの精神等を身につけさせれば、人々が助け合って暮らす

理想の社会が実現できるという幻想を抱いている人たち（「道徳的社会改造論者」と呼ぶ

ことにする）が、その主張を実現しようとすると、旧ソビエト連邦での失敗と同様の失
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敗をするであろう。 

「道徳的社会改造論者」は、国民の心を道徳的なものに作り変えることによって、“善

い国”（「道徳的社会改造論者」の価値観による“善い国”であって、他の人にとっての

“善い国”であるかどうかは分からない）に変えようと考えて、学校教育によって子ど

もたちに奉仕の精神などの“善い心”（「道徳的社会改造論者」の価値観による“善い心”

であって、他の人にとっての“善い心”であるかどうかは分からない）を持たせようと

するだろう。日本では既に行われている。しかし、それは、人間の本性に反することな

ので、必ず失敗する。学校教育で失敗すると、「道徳的社会改造論者」は、学校教育だけ

では子どもたちが育つ環境を十分にはコントロールできなかったことが原因だと考えて、

学校と家庭・地域社会が連携して、子どもたちに“善い心”を持たせる教育としつけを

行おうとするだろう。日本では既に試みられている。しかし、これも、人間の本性に反

することなので、必ず失敗する。そうすると、「道徳的社会改造論者」は、マスコミの悪

影響があるからだなどと主張し始めて、マスコミに統制を加えろと主張し始めるだろう。

その結果、例えば、テレビをつけると、奉仕の精神を称揚する道徳的な物語ばかり見さ

せられるというようなことになる。ここまで来ると独裁国家での思想統制と変わらなく

なってしまうと思うのだが、「道徳的社会改造論者」は、誰もが善いと考える“善い心”

を持たせようとしているのであり、独裁者のように独善的な考えで“善い心”と称する

ものを持たせようとしているのではないと主張するだろう。しかし、誰もが善いと考え

る“善い心”などと言うものがあるのだろうか。「道徳的社会改造論者」の独善に過ぎな

いのではないか。 

 

(11) 非常時規範 

  東日本大震災の際に示された人々の助け合い、支え合いに、人々を結びつける絆を見

て、そのような絆を強化すれば、人々が支え合って生きる社会を日本に実現できると考

えている人が多い。例えば、稲葉陽二氏は『ソーシャル・キャピタル入門』（P.1～3）で、

次のように述べている。 

 

   2011 年 3月 31 日の東日本大震災は、あまりの惨事に言葉もないが、唯一の救いは震

災後、日本中が労りと優しさに包まれたことであろう。……見ず知らずの人への「信

頼」、自分ばかりが得をしようと思わず、「お互い様だから」と譲り合う互酬性の規範、

そして人々の間の絆が見事に示された。……大災害の中で世界中の人々を感動させた

日本人の協調的な行動、その背後にある「信頼」「お互い様の規範」「ネットワーク（絆）」

こそが、……社会関係資本である。 

 

  しかし、東日本大震災の際に示された人々の助け合い、支え合いは「非常時規範」の

なせるわざであり、日本社会に特有のものではなく、また、平時に同様の助け合い、支
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え合いが行われると期待することはできない。広瀬弘忠氏は『人はなぜ逃げおくれるの

か』で、次のように述べている。 

 

   一瞬の間といってもよいほどの短い期間、……過酷な災禍を生きのびた人びとの間

に、ホッと安堵する気分と、一瞬の至福感にも似たよろこびの感情が涌き上がること

がある。この段階を多幸症段階と呼んだり、災害後のユートピアと呼んだりする。…

…災害は私たちの身近な環境を激しく変えてしまう。心身に傷を負ったり、家財をう

しなったりするこの変化に、適応して生きていかなければならない。災害時には、そ

れまであたりまえであった規範が背後にしりぞき、自然発生的に芽生えてくる非常時

規範と呼ばれる新しい社会的なルールがとってかわる……この新しいルールの特徴は、

個人の勝手な自由を抑えて平等化をはかる、ということである。災害を経験した人び

との間に、束の間ではあるが、運命共同体の意識が涌き上がってくる。このような親

密な感情を互いに共有することで、相互に助けあう行動が強く触発されるのである。

それまでは弱肉強食で、強いものが弱いものをきびしく支配する社会でも、この非常

時規範のもとでは、災害の被害を受けることの少なかったものが、大きな被害を受け

たものを助け、強壮なものが弱者に庇護の手を差しのべる愛他行動が誘起されるので

ある。……この非常時規範は、……災害後のユートピア段階を契機に誕生する社会規

範で、被災者の間に災害を生きのびた強烈な喜びがあり、運命共同体意識がある限り

において保持される比較的に短命な規範である。長くても１～２週間程度しかつづか

ない。そして、そのあとは、急速に日常の社会規範がこれにとってかわるのである。

（P.41～47） 

   災害の渦中でも、被災者の間に運命共同体意識があって、自分の身を危険にさらし

てほかの被災者の救援活動に参加する人びとはめずらしくない。……災害や事故など

の非常事態に直面して、目の前に、生命の危機にさらされている人がいて、その人を

救うことができるのは、自分以外にないという場合には、非常時規範が働く。とっさ

に自分の身の危険を冒しても、他者を助けようという衝動が生まれる。……この行動

形態は、私たち自身の認知・行動システムに内在し、プログラム化されていて、自分

自身は災害や事故に巻きこまれていなくても、それを間近で見て、自分以外に救える

人がいないような場合には、緊急作動して、「汝、この人を救うべし」と命じる。（P.178

～180） 

 

  災害の渦中や災害の発生後しばらくの間は、同じ災害に遭った人々の間に運命共同体

意識が芽生え、一時的な共同体が生まれ、相互に助け合うのである。非常時にはそのよ

うな行動をとることによって生存率が高まるので、人類はそのような行動を本能的にと

るように進化したと考えられる。この本能は非常事態への対応のためのものなので、平

時には機能しない。 
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  災害の発生後に人々が生き残りをかけて争い、暴動・掠奪などが起こる国・地域があ

るので、非常時に一時的な共同体を作り助け合う本能などないのではないかという反論

があると思うが、そのような国・地域では、災害発生前から人々の間に憎悪の感情や不

信感があり、それらの感情が運命共同体意識の発生を妨げるとともに、日頃からの恨み

を晴らす絶好の機会が到来したという思いを生み出すのである。 
 
21．善意強制社会と透明な社会 

  「20.人々が支え合う社会を作る方法？」で述べた方法はすべて何らかの限界を持って

おり、弱者が必要とする福祉サービスをすべて純粋贈与（無償奉仕）でまかなうことな

ど不可能である。また、ボランティア活動をする人によってサービスの質・量が異なり、

公平性を維持することが難しくなる。すべての人が同等の資源と能力を持つ平等な社会

を前提としない限り、「新しい公共」や「古い公共」の前には互酬性（互恵性）という巨

大な壁が立ちはだかり、福祉国家の肩代わりをさせることなどできないのである。人々

の持てる資源を平等にすることは制度的に可能だが、能力を平等にすることは今のとこ

ろ不可能である。「第 8 回 能力の個人差」で述べたように、個人の能力には遺伝が大き

く影響しているので、教育や家庭環境の改善によって能力を平等化することは不可能な

のである。人々の持てる資源と能力に格差がある状態のままで、「新しい公共」や「古い

公共」を人々の自発的な意志に任せて実施すると、互酬性の働きにより、弱者を隷属的

な立場に追いやったり、大きな不平等を是認してしまったりすることにつながってしま

う。「新しい公共」や「古い公共」は、福祉国家の目が行き届かない事柄を補完する程度

にとどめておく方が無難である。 

  「新しい公共」や「古い公共」が理想とする社会を無理に実現しようとすると、その

社会は、①人々に「善意」（無償奉仕の精神、すべての人を愛する心など）を持つことを

強制し、しかも、その「善意」のあり方を一つの型にはめこもうとする「善意強制社会」

や、②「自分の恥かしさや惨めさを友人に晒すとともに、友人とのあいだの距離をすべ

て取り払い、あらゆる遠慮をかなぐり捨てて友人の生活や心の中に大胆に土足で踏み込

んで」（清水真木著『友情を疑う』P.162）いく「透明な社会」になってしまう。 

「善意」を持つことを強制しなければ、誰からも「善意」を受けることができない人

間は生きていくことができず、「善意」のあり方を一つの型にはめこまなければ、公平性

を維持できないからである。「善意」を持つことを強制しなくても、奉仕活動をすること

を強制するだけで良いのではないかという意見もあるかと思うが、嫌々ながらする奉仕

活動では、人の見ていない所で手抜きが行われ、また、奉仕対象者に対する陰湿ないじ

めが横行する。嫌な相手の存在が自分を苦しめている原因であるという思いを抱いてし

まい（お前さえいなければ、こんな嫌な思いをしなくてもすむのにと考えてしまい）、嫌

な相手に復讐し、排除しようとするからである。 

  「善意強制社会」では、奉仕活動の際に少しでも嫌な表情を見せると、その人は「善
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意」を持たない悪人とされ、心を矯正するための施設に収容され、再教育を受けること

になるだろう。奉仕活動の対象者も、他人の「善意」を引き出せるような「感謝の心」

を持つことを強制される。「感謝の心」が足りないと判断されると、その人は「感謝の心」

を持たない悪人とされ、心を矯正するための施設に収容され、再教育を受けることにな

るだろう。 

  「善意強制社会」は、表面的には、すべての人が「善意」と「感謝の心」を持ち、支

え合って生きている理想郷であるが、現実には、「善意」があるふりと「感謝の心」があ

るふりをすることを強制され、心の自由を失った「感情奴隷」（内藤朝雄氏が『いじめの

社会理論』（P.132）で用いている言葉）が住む反理想郷である。 

  「4.保護と依存 (7)弱さをさらけ出せる関係」で述べたように、相手が自分の“弱さ”

をさらけ出してくれないと、相手が何を必要としているかがよく分からず、うまく助け

ることができない。また、自分の“弱さ”を相手にさらけ出して助けを求めるというこ

とは、「あなたは、私の弱みに付け込んで攻撃してくるような人間ではなく、私を助けて

くれる人間だと信じている」という承認のメッセージを相手に送ることになるので、「親

子擬制型信頼関係」の形成が促進される。したがって、互いに自分の“弱さ”を全てさ

らけ出すという「透明な関係」を持てれば、互いに適切な方法で助け合う“強い絆”が

生まれる。このような「透明な関係」を全ての人々の間で持てれば、全ての人々の間に

互いに適切な方法で助け合う“強い絆”が生まれる。しかし、このような「透明な社会」

にはプライバシーが全くなく、常に他者から、行動だけでなく、心までもが監視されて

いる“究極の牢獄”でもある。 

清水真木氏は『友情を疑う』で、次のように述べている。 

 

人類の歴史の中で、構成員の善意や自発的な活動をあてにする社会というものが存

在したことはない。構成員の善意をあてにし始めると、その社会は必ず滅亡するはず

である。善意に基づく行動は、公平への配慮を欠いているために、公共の空間を支配

ている社会的な正義（公正）の原則を動揺させ 腐蝕
ふしょく

させるからである。（P.183-184） 

他人の善意や好意に頼らなければ生きていくことができない社会とは悪しき社会で

あり、したがって、ルソーが理想として描いたような、誰もが「友人」であり、誰も

がたがいに直接助け合うような「透明」な社会とは悪夢のような社会である……私た

ちにとって大切なことは、……構成員の善意をあてにしなければ成立しないような

鬱陶
うっとう

しい社会、友人の有無が生活の質を左右するような親しさの牢獄にしてはならな

いという決意を持つことである。善意をあてにせざるをえないような親しい知り合い

など一人も持たず、しかも、幸せな生活を享受することができる社会こそ、人間らし

い社会……である。（P.187） 

 

また、齋藤純一氏は『公共性』（P.67）で、次のように指摘している。 
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国家が媒介する非人称の連帯のメリットはまず、人称的な関係（世話する者と世話

される者）につきまとう依存・従属の関係が廃棄されるという点にある。「国家の世話

になる」人びとは、特定の誰かの世話になっているわけではないがゆえに、（少なくと

も権利上は）誰かへの遠慮ゆえに声を呑み込む必要はない。……さらに、この非人称

の連帯、自発的な連帯ではなく強制的な連帯であるというメリットももっている。あ

る人がどれほどの嫌われ者であろうと、また「世間」から見てどれほど「異常」な振

舞いをしていようと、その人は生きるための資源を権利として請求することができる。

この強制的連帯は、自発的なネットワーキングが排除する人びとをもカヴァーするこ

とができる。 

 

  贈与交換や善意（純粋贈与）に基づく人格的（人称的）な関係には、個別事情に対応

できるというメリットはあるが、「個人的な同情・恩恵・恩寵・感謝の念」という恣意性

がつきまとうというデメリットがある。市場経済が、互酬性を契約関係（物の売買等）

として非人格化（非人称化）することによって、ものの交換に個人的恣意性が介在する

余地を排除しようとし、福祉国家が、「愛や憎しみおよび一切の純個人的な感情的要素、

一般に計算不能なあらゆる非合理的な感情的要素を、職務の処理から排除」した「人に

よる偏頗のない・したがって厳に「没主観的」」（マックス・ウェーバー著『支配の社会

学Ⅰ』P.93-94）で非人格的な官僚制による再分配を受ける権利を人権として保証するこ

とによって、弱者への支援に個人的恣意性や「依存・従属の関係」が介在する余地を排

除しようとしたことの意義は大きい。個人的恣意性を排除した非人格的な支援は、個別

事情を考慮しない画一的な支援であり、“他人行儀で冷たい人間関係”かもしれないが、

贈与交換や善意に基づく人格的な関係が“家族的で温かい人間関係”から“憎しみに溢

れた敵対関係”に転化した場合に比べれば、優っている。愛憎の感情を持った人間を相

手にするよりも、“感情のないロボット”を相手にする方が気楽ということもある。また、

“感情のないロボット”は互酬性を意識せず、支援対象に返礼や感謝の言葉を求めるこ

とがないので、支援を受ける人が負い目を感じることが少なくなる。 
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