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現現代代ににおおいいてて悪悪とと出出逢逢ううとといいううこことと 
――集団という状況下での“個”の営みに着目して―― 

 

長谷 雄太 
 

 

 

 

1．問題・目的 
 心理臨床の現場では，悪のテーマは頻繁に登場する。カウンセリングにおいても，「あの人

が許せない」「自分が悪いのかもしれない」といった人間関係や自己像に関するものに留まら

ず，歴史上の悲惨な出来事への言及や物語に登場する悪役の話など，悪が関わる話題が持ち出

されることは多い。しかし，こうした悪とは何か，という命題に明確な一つの答えを用意する

ことは非常に難しい。Spinoza(1677/1951)が「悪が悪とされるのは，ある様態の観点だけから

であり，我々は人間として，悪とはなにかをただ人間の観点から決めるに過ぎない」とし，

Jung（1958/1989）も「悪について語っているとき，それはある人がそう名づけたもの，ある

いはその人がそう感じたものについて語っている」と述べているように，意識に表れてくる悪

の存在は観測者の主観に依るところが大きく，その在り様が自在に変化し得るためである。こ

うした論では，特に人間が意識的に感じ取っている範疇において，“悪という存在”よりも主

体による“悪の認識”が先立つものとして考えられている。その意味で悪は主体にとって，認

識の対象となる客体性を持つもので，人間のこころの働きが前提となって存在するものである

と考えられる（長谷, 2020）。 

ただ，Jung（1934/1995）が集合的無意識を提唱したように，こころは個人を超えた集合的

な側面を持つ。個人は“個”であると同時に何らかの集団にも属しており，こころを扱う際に

は，個人のこころとして捉えると同時に，その個人が属する集団のこころの動きについても目

を向けなければならない。つまり悪について考える場合も，個人にとっての悪だけではなく，

個人の属する集団にとっての悪についても視野に入れる必要があると言えるだろう。また

Freud（1921/2006）は，集団という状況下において人間が通常とは異なる状態像を示すことを

批判的に論じている。実際，集団がこころに与える影響は大きく，悪について検討するうえで

も集団というテーマに沿って概観することは必要であろう。 

そして，その集団自体も時代や文化のような，より大きな流れに影響を受けている。河合

（2020）は，時代によって流行するこころの病が異なることに着目し，時代を経ても変わら

ず立ち現れる「こころの古層」の存在を指摘したうえで，人間のこころの在り方が時代の変化

とともに全体として変わっていく様子についても論じている。ここで，悪は人間のこころを前

提としている以上，時代の変化によってその在り方も変わるものだと考えられる。では，時代

の流れの中で悪を体験するにあたってどのような変化があるのか。それを検討するためには，

歴史の中で生じた重大な出来事や文化を振り返る必要があるが，それは種族としての人間とい
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う集団の営みに触れることでもあるだろう。こうした悪の時代性について，臨床心理学的な観

点から論じたものはあまり見られず，検討の余地が残る。よって本論では，集団において悪が

どのように生じ，それに対し個人がどう振舞うかについて概観し，そこから見える悪の時代性

について筆者なりの考察を加えることを目的とする。こうした課題に取り組むことは，虐待や

いじめのような暴力的な事象から、個人の体験する“嫌な出来事・存在”まで、多かれ少なか

れ悪が関わる問題に向き合わざるを得ない心理臨床に対し，一つの視点を提供することにつな

がると考えられる。 

 

2．悪と“力” 
（（1））悪悪のの多多次次元元性性ににつついいてて 

文頭にて悪の移ろいやすさについて指摘したが，悪は共通する性質も有している。中村

（1994）は，Ricoeur, P.の穢れや罪および罪責に着目した悪に対する考察を参考にして『〈悪〉

のトポイ・カタログ』を作成しており，それは（1）さかしま・捻じれ・カオス，（2）きたな

さ・穢れ・醜さ，（3）妖怪・悪鬼・悪魔・毒物・病原菌・毒虫，（4）暴力・権力・破壊・侵

犯・残酷・不正・犯罪・差別・裏切り・嘘・憎しみ，（5）痛み・苦しみ・病・ガン・エイズ，

の 5 段階に分けて構成される。さらに中村は，「〈悪〉とは，自然の一部としてのわれわれの活

動力を減少させるとともに，われわれのうちの秩序だった関係を解体し破壊させるもの」だと

して，悪に共通する作用としての「関係の解体」があるとした。実際，悪が様々な次元で秩序

の破壊を導くことは，多くの論者の中で共通したものであると考えられる。 

上述した『〈悪〉のトポイ・カタログ』に挙げられているものは，（1）から具象性が低いも

のから順に記述されているとされる。これらは，その多くが形や概念として，我々に認識され

る対象となっているものである。しかし，（1）に属する項目については中村も「つよく比喩

的にもちいるのでなければ，人間的な意味を持ちえない」としており，心理学的には悪よりプ

リミティブな，主体の認識以前にあるものとして扱うべきかもしれない。このように悪の論考

には，はっきりと形や概念として対象化できない次元のものが入り混じってくる。そもそも，

悪のもたらす「関係の解体」それ自体は結果であり，「関係の解体」を引き起こすのは実体の

ないエネルギーである。こうした非実体的な現象に対し，人間の捉えられる形や概念を付与す

る営みこそが悪を成立させているとも考えられる。太古から人間は，自らを苦しめる自然現象

を理解するために様々な信仰対象を成立させてきた。ゾロアスター教では疫病などの災害は悪

神アンラ・マンユが生むものだとされ，インド神話におけるヴリトラは干害を引き起こし，エ

ジプト神話において砂嵐はセトが生じさせると言い伝えられた。当時，突如降りかかる自然災

害の原因は，神のような超自然的な存在に起因するものとして認識され，そうすることで人々

は様々な事象との折り合いをつけていたと考えられる。ここでは悪神のような，人間の範疇で

は捉えきれないエネルギーを“有する存在”が生まれることで，人々は超自然的なエネルギー

を対象化して語ることができていたと言える。 

（（2））悪悪のの有有すするるエエネネルルギギーー 

では，このエネルギーとはどのようなものか。メラネシア地方に伝わるマナの概念は，こう

したエネルギーに近しいものだと考えられる。マナという概念を世界に広めた Codrington
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（1891）は，マナを「人間の通常の力を超越し，自然の共通法則の外側にあって，あらゆる

事象に効果を及ぼすもの」としている。また，Van der Leeuw（1961/1979）はマナを電流にな

ぞらえており，あるものがマナを帯びると有益な，または危険な力が成立するが，マナは神的

なものではなく，常にある人物なり物なりと結びついているとした。つまり，何かが大きかっ

たり，強かったり，危険だったりすると，そこにマナがたくさんあると考えられるのである。

マナのような概念は，世界各地で発見されており，一説では日本でも広義の「もの」という概

念に影響を与えたとも言われる（中西, 2011）。そして，Van der Leeuw が電流として表現した

ように，マナには転移性・伝染性があるというのも大きな特徴である。Freud は『トーテムと

タブー』（1913/2009）において，「聖なる不浄」として表現されるタブーの源泉を独特の「魔

力」と評し，その力が他に伝播し得る可能性や，それ故の接触忌避の発生について論じた。さ

らに日本でも，中世の荘園における犯罪に対する刑罰として最もポピュラーだったのは，犯人

の荘園からの追放と，犯人の住宅の破却・焼却を組み合わせたものだったという（勝俣, 2019）。

これは，領内から犯人が残した負性を取り除こうとする営みと考えられるが，ここでは悪と認

識された犯人がその場を去っても残り続ける，目には見えない「ケガレ」が想定されている。

こういった「不浄」や「ケガレ」は，トポイ・カタログの（2）に相当するものだと考えられ

るが，これらは流体的で伝染性のある性質が想定されており，それが何か人間や物に宿るとい

う点も含めて，マナの性質に非常に近いものだと考えられる。中村も（2）に属するものは，

曖昧性が高く感覚的なものとして扱っている。そうした流体的なエネルギーについて，言葉で

捉えようとすること自体がパラドックスを抱えているとも考えられるが，本論ではあえて“力”

と表現し，悪と併せて考察していきたい。 

（（3））““力力””ののフファァルルママココンン性性 

ここで主体が何かを“悪い”ものとして認識するということは，悪という器を定位し，その

ものが持つ“力”をその器によって捉えるような営みだと考えられる。“力”について本論で

は，筋力などといった身体的なものから権力のような抽象的なものまで，様々な次元を包括し

た概念として扱う。ただそれぞれは，何らかの秩序を破壊し得る，つまり「関係の解体」の作

用を持ったものであること，そしてそれが主体の感覚では容易には捉えがたいという点で共通

している。さらにもう一点，この“力”はファルマコン（pharmakon）的な性質を有すること

も重要だと考える。ファルマコンとは，ギリシア語で薬と毒の両面的意味を持ち合わせる概念

である。毒性学の祖である Paracelsus も「その服用量こそが毒であるか，そうでないかを決め

る」としており，我々の状態を改善する“薬”は同時に我々を蝕む“毒”の性質を持ちうると

いうことをファルマコンという概念は表す。前述したセトが悪神として扱われると同時にキャ

ラバンの守り神としても祀られたり，インド神話や仏教に登場する夜叉が人間を喰らう悪の象

徴としての側面がある一方で，仏法を保護する善神と扱われたりするのは，こうしたファルマ

コン性に由来するものだと考えられる。このように“力”は，“暴力 force”のような破壊性と

して作用する一方で，“維持する力 strength”にも転換し得るものだと言える。そして逆説的で

はあるが，そうした“力”を持った悪自体がファルマコン的な作用をもたらしうる可能性を秘

めているとも考えられる。 

 

う集団の営みに触れることでもあるだろう。こうした悪の時代性について，臨床心理学的な観

点から論じたものはあまり見られず，検討の余地が残る。よって本論では，集団において悪が

どのように生じ，それに対し個人がどう振舞うかについて概観し，そこから見える悪の時代性

について筆者なりの考察を加えることを目的とする。こうした課題に取り組むことは，虐待や

いじめのような暴力的な事象から、個人の体験する“嫌な出来事・存在”まで、多かれ少なか

れ悪が関わる問題に向き合わざるを得ない心理臨床に対し，一つの視点を提供することにつな

がると考えられる。 

 

2．悪と“力” 
（（1））悪悪のの多多次次元元性性ににつついいてて 

文頭にて悪の移ろいやすさについて指摘したが，悪は共通する性質も有している。中村

（1994）は，Ricoeur, P.の穢れや罪および罪責に着目した悪に対する考察を参考にして『〈悪〉

のトポイ・カタログ』を作成しており，それは（1）さかしま・捻じれ・カオス，（2）きたな
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の 5 段階に分けて構成される。さらに中村は，「〈悪〉とは，自然の一部としてのわれわれの活

動力を減少させるとともに，われわれのうちの秩序だった関係を解体し破壊させるもの」だと

して，悪に共通する作用としての「関係の解体」があるとした。実際，悪が様々な次元で秩序

の破壊を導くことは，多くの論者の中で共通したものであると考えられる。 

上述した『〈悪〉のトポイ・カタログ』に挙げられているものは，（1）から具象性が低いも

のから順に記述されているとされる。これらは，その多くが形や概念として，我々に認識され

る対象となっているものである。しかし，（1）に属する項目については中村も「つよく比喩

的にもちいるのでなければ，人間的な意味を持ちえない」としており，心理学的には悪よりプ

リミティブな，主体の認識以前にあるものとして扱うべきかもしれない。このように悪の論考

には，はっきりと形や概念として対象化できない次元のものが入り混じってくる。そもそも，

悪のもたらす「関係の解体」それ自体は結果であり，「関係の解体」を引き起こすのは実体の

ないエネルギーである。こうした非実体的な現象に対し，人間の捉えられる形や概念を付与す

る営みこそが悪を成立させているとも考えられる。太古から人間は，自らを苦しめる自然現象

を理解するために様々な信仰対象を成立させてきた。ゾロアスター教では疫病などの災害は悪

神アンラ・マンユが生むものだとされ，インド神話におけるヴリトラは干害を引き起こし，エ

ジプト神話において砂嵐はセトが生じさせると言い伝えられた。当時，突如降りかかる自然災

害の原因は，神のような超自然的な存在に起因するものとして認識され，そうすることで人々

は様々な事象との折り合いをつけていたと考えられる。ここでは悪神のような，人間の範疇で

は捉えきれないエネルギーを“有する存在”が生まれることで，人々は超自然的なエネルギー

を対象化して語ることができていたと言える。 

（（2））悪悪のの有有すするるエエネネルルギギーー 

では，このエネルギーとはどのようなものか。メラネシア地方に伝わるマナの概念は，こう

したエネルギーに近しいものだと考えられる。マナという概念を世界に広めた Codrington
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3．集団の形成と維持 
（（1））自自然然ととのの折折りり合合いいとと集集団団形形成成 

古くから，人間にとって自らを脅かすほどの“力”を持っていたのは自然であった。自然そ

のものが，人間に恩恵をもたらすと同時に，時には容赦なく命までをも奪う，ファルマコン的

な“力”そのものであった。そして，そうした自然の“力”に対して，人間は集団を形成し，

文化を発展させる。Freud（1927/2011）は，文化が「人間の生が自分に備わる動物的な条件を

脱し，動物の生から区別される所以の総体」であり，「自然からわれわれを守るということが

文化の中心的な課題，本来の存在根拠」としている。実際人間は，文化を発展させる中で知識

や道具など様々な“力”を得て，自然の“力”の脅威をある程度遠ざけることができるように

なっていった。さらに Freud は，自然の持つ非人格的な力や運命には抗いようがないが，文化

が構築されていく過程で自然を擬人化することで，人間は自然に対する不安を心的に処理する

ことが可能となると考えた。これは前節で述べた，“力”を持つ神の成立する過程に通じ，人

間の範疇を超えた聖なる悪が生まれることで，人間は自然と折り合いをつけていたのである。 

 さらに Freud（1921/2006）は，個人と個人を互いに拘束する「接着剤」としてリビドーの存

在を指摘したように，集団がまとまりをもつこと自体に何らかのエネルギーが必要となる。天

皇が現人“神”と呼ばれ，メラネシアの部族の酋長には多くのマナが宿っているとされたよう

に，古代から集団の長に“力”を持つ者が選ばれるのは，その“力”が集団の維持に有用であ

ったからであろう。もしくは，長になることである種の“力”を得たとも言えるかもしれない。

しかしここで，集団が形成される際にその成員間で“力”の格差が出ることは必然である。そ

して，本来集団を維持するためにあった“力”は，持たざる存在にとって破壊的な働きが強く

なると，悪として対象化される可能性も出てくる。中村（1994）は集団における記述の中で，

「人々の根源的な欲求は，権力をおのれの手中に収めることにある」としたが，人間は“力”

のもとに集まると同時に，それぞれが“力”を渇望する。さらに Freud（1930/2011）が，人間

について「生まれ持った欲動の相当部分が攻撃傾向」だとするように，その渇望は破壊へと転

じ得る。さらなる“力”を得るために，“力”を使うのである。その“力”は，“力”を誘導す

る「避雷針」（長谷, 2020）としての機能をもつ悪へと向けられるが，集団の長がその悪であっ

た場合，集団は内側から崩壊の危機に瀕する。これは，歴史の中で繰り返される革命や内紛な

どに見られる構図とも言えるだろう。 

（（2））集集団団をを維維持持すするる方方略略 

こうした事態を防ぎ，集団を安定した状態で保つためにはさまざまな対策が必要となる。代

表的なものとしては，集団の外に敵を持つことが挙げられる。つまり，集団の外に悪を生み出

すことで「避雷針」とし，“力”を集団の外に流すのである。古くは，この集団外の悪は自然

が担っていた役割だったのではないかと考えられる。そして，集団の規模が膨れ上がり，文化

の発展とともに自然と向き合うことに余裕が出てきた時，自然に向けていた“力”が集団の内

側に向かないように，人間は次なる悪を定位する。こうした様子について Freud は，多くの文

化の中で迫害の対象となってきたユダヤ人が各民族の結束や安定に貢献してきたと述べ，

MacDougall（1920）も集団にとって，ライバルを作ることが成員のこころの生活の水準を引

き上げるとしている。ただ，集団の外に敵を作るということは，外からも敵として認識される
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ということであり，結局何らかの“力”に集団が苛まれることには変わりはない。こうした

“力”を昇華していく一つの手段として，各集団に根差した祭事が考えられる。アンデス地方

のティンクや，スペインのラ・トマティーナ，日本でも神輿をぶつけ合う喧嘩祭りなど，祭と

いう形で“力”を放出させる様子は世界各地で見られる。これらは，単に攻撃欲求の発散とい

った個人水準の問題に留まらず，集団の持つ“力”の調整に一役買っているとも言えるだろう。 

もう一点，集団の安定を図るための方略として，集団内の同質性を高めることが考えられる。

人間は何かしら同じものを共有することで，集団を形成している。しかし，それぞれは全て

“同じ”なのではなく，同時に“ズレ”ている。そして集団を自壊させ得る“力”の衝突は，

何かしら互いに“ズレ”を抱えた存在同士で行われる。ある主体にとっての敵や悪とは，“ズ

レ”の性質を本来的に有しているものと言えるだろう。その“ズレ”を少なくすることは，衝

突そのものを未然に防ぐことにもつながる。前述した集団の外に悪を定位するという方略も，

集団の成員が共通の悪を認識し，“力”のベクトルが斉一化するという点で，同質性を高める。

それぞれの文化において共有される伝統や風習も，同様の働きを持つと言えるだろう。また

MacDougall は，集団をより高度なものとするためには，一定の持続性や成員それぞれの役割

など，組織化が行われる必要があるとした。ここでは，本来一つの全体性を有する個人が集ま

ってできる集団が高度に組織化されることで，個人は集団を機能させる部分となる。つまり，

同質性を高めるということは，集団そのものを過不足の無い一つのマクロな主体として成立さ

せようとする営みであると考えられる。 

また逆に，集団の同質性が損なわれる“ズレ”は構成員にある種の不安や恐れを生む。

Klein（1946/1985）は，乳幼児にとって不快をもたらす「悪い乳房」が表れたとき，完全であ

った「良い乳房」のまとまりも崩れ，主体は不安を体験するとした。この「悪い乳房」はまさ

に，主体の欲求や本能とは“ズレ”た存在であろう。そして集団においても“ズレ”は，自身

のまとまりを崩壊させる恐れや不安を伴うものと考えられる。さらに本来集団の同質性は，外

部にある悪に対抗するために高められているものでもあった。その集団の“力”が減衰するこ

とは，集団の構成員がより大きな悪の脅威にさらされる感覚を生み，さらに集団内での不安は

高まる。このように“ズレ”は，人々の原初的な恐れや不安に密に関わるものと言えるだろう。 

 

4．集団における“個”の諸相 
（（1））集集団団とと人人間間のの““暴暴力力”” 

人間は，それ自体が全体性をもった“個”であると同時に，集団という主体の一部でもある

という二重性を抱えながら生きなければならない。ここで，人間は集団という状況においてし

ばしば通常とは異なる様子を見せる。例えば，社会心理学の分野では集団の意思決定について

多くの研究が行われてきており，集団における決定が個々の決定よりも極端になる，集団極性

化現象が示されている。Asch（1951/1969）による同調行動の実験などは，いかに多くの人間

が個人の判断よりも集団の意向に従うかを如実に示している。集団において個人の感覚は偏り，

歪まされ得るのである。これは没個性化とも言われ，Le Bon（1895/1993）は集団の心理につ

いて叙述する中で，「個人として獲得してきたものは集団の中ではその輪郭がぼやけ，それに

伴い個人の独特さも消え失せていく」と述べた。これは集団として均一性を保っていくために

 

3．集団の形成と維持 
（（1））自自然然ととのの折折りり合合いいとと集集団団形形成成 

古くから，人間にとって自らを脅かすほどの“力”を持っていたのは自然であった。自然そ

のものが，人間に恩恵をもたらすと同時に，時には容赦なく命までをも奪う，ファルマコン的

な“力”そのものであった。そして，そうした自然の“力”に対して，人間は集団を形成し，

文化を発展させる。Freud（1927/2011）は，文化が「人間の生が自分に備わる動物的な条件を

脱し，動物の生から区別される所以の総体」であり，「自然からわれわれを守るということが

文化の中心的な課題，本来の存在根拠」としている。実際人間は，文化を発展させる中で知識

や道具など様々な“力”を得て，自然の“力”の脅威をある程度遠ざけることができるように

なっていった。さらに Freud は，自然の持つ非人格的な力や運命には抗いようがないが，文化

が構築されていく過程で自然を擬人化することで，人間は自然に対する不安を心的に処理する

ことが可能となると考えた。これは前節で述べた，“力”を持つ神の成立する過程に通じ，人

間の範疇を超えた聖なる悪が生まれることで，人間は自然と折り合いをつけていたのである。 

 さらに Freud（1921/2006）は，個人と個人を互いに拘束する「接着剤」としてリビドーの存

在を指摘したように，集団がまとまりをもつこと自体に何らかのエネルギーが必要となる。天

皇が現人“神”と呼ばれ，メラネシアの部族の酋長には多くのマナが宿っているとされたよう

に，古代から集団の長に“力”を持つ者が選ばれるのは，その“力”が集団の維持に有用であ

ったからであろう。もしくは，長になることである種の“力”を得たとも言えるかもしれない。

しかしここで，集団が形成される際にその成員間で“力”の格差が出ることは必然である。そ

して，本来集団を維持するためにあった“力”は，持たざる存在にとって破壊的な働きが強く

なると，悪として対象化される可能性も出てくる。中村（1994）は集団における記述の中で，

「人々の根源的な欲求は，権力をおのれの手中に収めることにある」としたが，人間は“力”

のもとに集まると同時に，それぞれが“力”を渇望する。さらに Freud（1930/2011）が，人間

について「生まれ持った欲動の相当部分が攻撃傾向」だとするように，その渇望は破壊へと転

じ得る。さらなる“力”を得るために，“力”を使うのである。その“力”は，“力”を誘導す

る「避雷針」（長谷, 2020）としての機能をもつ悪へと向けられるが，集団の長がその悪であっ

た場合，集団は内側から崩壊の危機に瀕する。これは，歴史の中で繰り返される革命や内紛な

どに見られる構図とも言えるだろう。 

（（2））集集団団をを維維持持すするる方方略略 

こうした事態を防ぎ，集団を安定した状態で保つためにはさまざまな対策が必要となる。代

表的なものとしては，集団の外に敵を持つことが挙げられる。つまり，集団の外に悪を生み出

すことで「避雷針」とし，“力”を集団の外に流すのである。古くは，この集団外の悪は自然

が担っていた役割だったのではないかと考えられる。そして，集団の規模が膨れ上がり，文化

の発展とともに自然と向き合うことに余裕が出てきた時，自然に向けていた“力”が集団の内

側に向かないように，人間は次なる悪を定位する。こうした様子について Freud は，多くの文

化の中で迫害の対象となってきたユダヤ人が各民族の結束や安定に貢献してきたと述べ，

MacDougall（1920）も集団にとって，ライバルを作ることが成員のこころの生活の水準を引

き上げるとしている。ただ，集団の外に敵を作るということは，外からも敵として認識される
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は，合理的で効率的な状態とも言えるのかもしれない。 

しかし同時に，こうした様子は破滅的な結果をも招き得る。歴史の中で繰り返される戦争や

紛争は，まさに集団と集団との“力”の応酬である。本来，人間は自らを守るために文化を発

展させ，“力”を増強させていった。特に大きな影響を与えたのは，科学の台頭であろう。科

学的な知見によって，これまで神や超自然的な“力”によるものと捉えられていた自然現象が，

人間の理解できるものに変化していく。そしてそれを扱えるようになり，人間の“力”として

還元される。当然，自然の脅威が全て無くなるなどということはあり得ないが，“力”を持っ

た悪は自然という舞台から少しずつ姿を消していく。自然現象に対し，悪を定位する必要が薄

れてくるのである。こうして悪の在り方は変容し，次に悪となるのは“力”をもった人間その

ものだったのだろう。これにより，集団の“維持 strength”に使われていた“力”が，自分と

同じ種族である人間に向けられる“暴力 force”のニュアンスを持つものに転換していく。そ

して，“暴力”の応酬は，人間という種族に死をもたらす。Freudが後期の理論において，人間

の本質に「死の本能」を想定せざるを得なくなったのも，そうした人間の自己破壊的な営みが

影響を与えたと考えられる。ただ，本来こうした破滅へ向かう営みは，何らかの方法で抑制さ

れてしかるべきである。しかし，先述したように集団という条件下では，人間の“個”の在り

方に様々な変容が起こる。Freud は第一次世界大戦という未曽有の戦禍の中で，その変容の様

子を見つめ続けた一人であった。Freud は，集団における人間の振る舞いについて『集団心理

と自我分析』（1921/2006）の中で，「知的な働きが弱体化し情動性に静止がきかなくなるとか，

自制したり猶予したりする能力が欠如するといった特徴，感情を表出する際にすべての制限を

踏み外し，行為として完全に放散しようとする傾向，またこれに類する一切のことが，心の活

動のより初期の段階への退行の見誤りようのない像を示している」とし，「集団化した個人へ

の転落」と批判的に叙述している。ここで「集団化した個人」は，個人よりも劣っており，退

化したものとして捉えられている。さらに，集団内では個人の情動が昂進する様子は，Le Bon

や Freud だけでなく多くの論者によって叙述されており，そうした特徴も相まって集団化にお

いて人間の“暴力”に対するストッパーが機能しなくなっていく。 

（（2））歴歴史史的的にに重重要要なな出出来来事事ににおおけけるる““暴暴力力”” 

ここでは人間の“暴力”が表れる代表例をいくつか挙げながら，何が人間のこころに起こっ

ているのかについて検討したい。 

①①ナナチチズズムム 

 多くの論の中で，悪や暴力の象徴として扱われるものの代表として，第二次世界大戦下にお

けるナチス，およびヒトラーが挙げられる。ヒトラーは民衆の抑制を外し“暴力”へと促す権

力者の側面を持つ。人間が権力の前で服従的な態度に傾倒することを示したミルグラム実験

（Milgram, 1963）が，「実験室のナチズム」（岡本, 1986）と揶揄されることもあるのは，ナチ

ズムの権力的暴走の側面を捉えてのことだろう。1933 年にヒトラーがドイツの首相となって

以降，ナチ党は様々な思想・政策を展開した。その一つが，「強制同一化 Gleichschaltung」で

ある。これは，唯一の指導者（Führer）が，統一的に生き，統一的に考える民族共同体

（Volksgemeinschaft）を指導する体制を作り上げるためのもので，ナチ党によって行動のみな

らず，思想・感情といった内的な側面まで統制をしようとしたものである。これは，先述した
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集団内の同質性を引き上げる過激な手段と言える。その政策の中でナチ党は，アーリヤ人は優

生民族である一方で，ユダヤ人やロマ族，アフリカ人などは劣性であるとして迫害を行った。

集団の中において，自らより劣るとみなした民族を悪として“力”を向けたのである。人間は

何か権力という“力”を持ったものから，役割として“力”を向ける対象を指定されると，

“個”ではあり得なかった水準の“力”を対象に向けて発揮する。これは，権力者という“力”

を持った存在に抵抗することは，自身の秩序の崩壊につながり得るという恐れを生むと同時に，

その権力者に従い同一化することで自身もその“力”を得られるという感覚に基づくものだろ

う。しかし，先述した悪が“力”を有するものという観点からこの事象を見ると，劣性で“力”

を持たないとされる民族が悪とされることは矛盾を抱えているように感じられる。ここでは，

“弱さ”がナチ党の築く全体性を解体する脅威を持っていたのではないだろうか。つまり，ア

ーリヤ人という“強い”存在で構成されマクロな主体としてドイツを成立させる中で，“弱い”

他民族はドイツという主体を損なうものとして体験されていたと考えられる。逆説的ではある

が，“強い”存在にとって“弱さ”は，“強い”存在の全体性や秩序を破壊する“力”を持って

おり，認められないものだったのであろう。このようにナチズムは，自らの万能的な“強さ”

の感覚が崩れることへの恐れから生じたとも考えられる。そして，国民はその“強さ”に同一

化して恐れを共有し，集団という大きな主体と同様の対象に悪を定位したのである。 

②②魔魔女女狩狩りり 

 次に、16 世紀末ごろから 17 世紀にかけて盛んに行われた魔女狩りについてはどう考えられ

るのだろうか。それ以前もいわゆる魔女に対する刑罰の執行は存在したが，あくまで魔女とさ

れるものが犯した反社会的行為に対する処置であった。しかし，次第に魔女の存在そのものを

駆逐しようとする動きに転換していく。ここで魔女狩りでは，男女や貴賤の区別なく告発の対

象となっており，必ずしも集団における権力の後押しを受けるものではなかったことも特徴で

あろう。Cohn（1975/1999）は，魔女狩りが既存の関係を切断するための方策として機能して

いた点を指摘している。例えば，これまで肯定的な感情を抱いていた相手に対して，何らかの

形で拒否的な態度を示した時，拒否を行った側は報復を予想し不安を覚える。そこには拒否を

してしまった罪悪感も含まれる。そうした状況において，相手に魔女という悪の烙印を押すこ

とで，自らの中に悪が存在するという感覚を和らげることができる。高森（1994）は，魔女

狩りにおける告発者は相手を拒絶したという外的現実やそれに付随する罪意識，抑うつという

心的現実に耐え得ないどころか，相手からの迫害感や自己存在を脅かすほどの不安として体験

されているとした。その結果相手に損傷を与えることは，さらに相手から利息付きの迫害感が

回帰してくることでもあり，循環運動に陥ってしまう。魔女裁判では，魔女が“加害者”で告

発を行うものが魔女の“犠牲者”であったが，実のところその立場は反転してしまっている。

そうした状態が蔓延した要因として，魔女狩りは集団下で行われた現象であり，Freud が論じ

たように個人の心の水準がより原初的な段階へ下がっていたとも考えられる。さらに，迫害者

に湧きおこった不安という“力”は伝染し，集団の特性で情動が昂進することで，告発された

魔女は告発者以外の人間にとっても脅威となる悪として認識されやすくなり，そうした流れが

恒常化してしまったのではなかろうか。 

 これらの例はどれも，異なる時代・場所で生起した出来事である。そして，どの事象でも一

 

は，合理的で効率的な状態とも言えるのかもしれない。 

しかし同時に，こうした様子は破滅的な結果をも招き得る。歴史の中で繰り返される戦争や

紛争は，まさに集団と集団との“力”の応酬である。本来，人間は自らを守るために文化を発

展させ，“力”を増強させていった。特に大きな影響を与えたのは，科学の台頭であろう。科

学的な知見によって，これまで神や超自然的な“力”によるものと捉えられていた自然現象が，

人間の理解できるものに変化していく。そしてそれを扱えるようになり，人間の“力”として

還元される。当然，自然の脅威が全て無くなるなどということはあり得ないが，“力”を持っ

た悪は自然という舞台から少しずつ姿を消していく。自然現象に対し，悪を定位する必要が薄

れてくるのである。こうして悪の在り方は変容し，次に悪となるのは“力”をもった人間その

ものだったのだろう。これにより，集団の“維持 strength”に使われていた“力”が，自分と

同じ種族である人間に向けられる“暴力 force”のニュアンスを持つものに転換していく。そ

して，“暴力”の応酬は，人間という種族に死をもたらす。Freudが後期の理論において，人間

の本質に「死の本能」を想定せざるを得なくなったのも，そうした人間の自己破壊的な営みが

影響を与えたと考えられる。ただ，本来こうした破滅へ向かう営みは，何らかの方法で抑制さ

れてしかるべきである。しかし，先述したように集団という条件下では，人間の“個”の在り

方に様々な変容が起こる。Freud は第一次世界大戦という未曽有の戦禍の中で，その変容の様

子を見つめ続けた一人であった。Freud は，集団における人間の振る舞いについて『集団心理

と自我分析』（1921/2006）の中で，「知的な働きが弱体化し情動性に静止がきかなくなるとか，

自制したり猶予したりする能力が欠如するといった特徴，感情を表出する際にすべての制限を

踏み外し，行為として完全に放散しようとする傾向，またこれに類する一切のことが，心の活

動のより初期の段階への退行の見誤りようのない像を示している」とし，「集団化した個人へ

の転落」と批判的に叙述している。ここで「集団化した個人」は，個人よりも劣っており，退

化したものとして捉えられている。さらに，集団内では個人の情動が昂進する様子は，Le Bon

や Freud だけでなく多くの論者によって叙述されており，そうした特徴も相まって集団化にお

いて人間の“暴力”に対するストッパーが機能しなくなっていく。 

（（2））歴歴史史的的にに重重要要なな出出来来事事ににおおけけるる““暴暴力力”” 

ここでは人間の“暴力”が表れる代表例をいくつか挙げながら，何が人間のこころに起こっ

ているのかについて検討したい。 

①①ナナチチズズムム 

 多くの論の中で，悪や暴力の象徴として扱われるものの代表として，第二次世界大戦下にお

けるナチス，およびヒトラーが挙げられる。ヒトラーは民衆の抑制を外し“暴力”へと促す権

力者の側面を持つ。人間が権力の前で服従的な態度に傾倒することを示したミルグラム実験

（Milgram, 1963）が，「実験室のナチズム」（岡本, 1986）と揶揄されることもあるのは，ナチ

ズムの権力的暴走の側面を捉えてのことだろう。1933 年にヒトラーがドイツの首相となって

以降，ナチ党は様々な思想・政策を展開した。その一つが，「強制同一化 Gleichschaltung」で

ある。これは，唯一の指導者（Führer）が，統一的に生き，統一的に考える民族共同体

（Volksgemeinschaft）を指導する体制を作り上げるためのもので，ナチ党によって行動のみな

らず，思想・感情といった内的な側面まで統制をしようとしたものである。これは，先述した
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様に迫害者自身が恐れや不安といった自らの内的秩序を破壊し得る情動的な“力”に苛まれて

いると考えられる。そして，恐れや不安といった“力”は伝染するため，広がる前に何らかの

対象に押しとどめて，切り離してしまおうとする。このように人々は，“悪い”対象と戦って

いる一方で，自らの恐れや不安を処理しようとしていると言える。そうした過程の中で，人間

は自身の持つ“力”を用いることとなるが，集団下において人間はより未熟な形で“力”を表

出してしまう。さらに，個人は自身の破壊的な“力”を誘導する悪を定位する際，集団という

大きな主体の影響を強く受ける。対象を悪として定位するという主体的な営みを，集団に委ね

てしまうのである。 Fromm（1968/2018）は，「ヒューマニズムの重荷から逃れようとする悲

劇的な試みのなかで，自分を失うこと」が悪に通ずるとし，人間が主体的に選択する自由を維

持することの重要性を論じた。この自由が維持されない場合，結果として“悪い”自体に発展

しやすい。ここで集団による悲劇を防ぐためには，何らかの方法で主体性や“個”の感覚を維

持したり，取り戻したりするプロセスが重要になると考えられる。 

 

5．悪と影について 
（（1））悪悪とと影影のの関関係係ににつついいててのの一一考考察察 

“個”を取り戻す，獲得していくプロセスには，Jung のいう“影 shadow”の概念が重要に

なってくると考えられる。影とは「その個人の意識によって生きられなかった半面，その個人

が認容しがたいとしている心的内容」（河合, 1967）であり，Jung（1928/1995）は「生きた形

態は塑像として見えるためには深い影を必要とする。影が無くては，それは平板な幻影にすぎ

ない」と述べる。そして河合は，人間は影の否定的側面に直面し同化していくことで，影の中

に肯定的な側面を見出すことができるようになっていくとした。こうした影は，本論でこれま

で述べてきた悪と近似した概念であるようにも感じられる。影と悪の関係性について

Guggenbühl（1980/2018）は，Jung の理論をもとに影には個人的な影・普遍的な影・元型的な

影の 3 つの心理学的構造があるとしたうえで，元型的な影が悪と呼び得ると論じた。ここで個

人的な影や普遍的な影は何かしら二次的なものであり，光があればこそ影が存在するという形

で，もう一方の側面と本質的には独立していないものである。一方で元型的な影は，それ自体

が独立したものであり，それ以上には何かに帰することのできない破壊性を備えている。これ

は先に述べた 2 つの影とも結びついて，その影にエネルギーを与えるものではあるが，違った

ものとして捉えられるものだと考えられる。ここで「元型的な影＝悪」は，根源悪や絶対悪と

も言えるものだろう。しかし，Jung（1959/1989）が，「元型的な影＝悪」そのものは「原理」

でありヌミノースな性質を持つため，人間の知るところではないものとしており，それは実体

を持つものではなく，言葉という枠に当てはめ固定化してしまうことも憚られる。そうした意

味で，これまで述べてきた主体の認識に立ち現れてくる悪は「元型的な影＝悪」と通ずるもの

であるが，本論では元型的な影を〈悪〉と表現することで次元を分けて論じたい。 

では，個人的な影や普遍的な影は悪なのであろうか。確かに悪は，個人や集団という主体に

とって認めがたい否定的な事象そのものであり，影との間に関連があることは間違いないだろ

う。ただ，筆者は影と悪の間には，視点の多層性において違いがあると考える。まず，ある主

体が影の存在に気付くためには，光が当たる部分の反対側に目を向ける必要がある。そして，
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目を向けた先には，光の当たらない暗い部分があることを知る。ただこの時点で，主体はその

暗いものが影だと分かるわけではない。主体はさらに，自らの足元からその暗がりが伸びてい

ることに気付いて，それが自らとつながる影であると認識する。つまり影という事象を捉える

ためには，メタ的で第三者的な視点が重要と考えられる。一方の悪は，主体にとってのこの暗

がりそのものだと筆者は考える。悪とは，主体から“ズレ”たものとしての性質があると述べ

たが，近くにある暗がりが自らとつながっているとは認識には思い至らない，その段階に悪は

存在するのではなかろうか。そうした意味で，改めて悪は主体の主観的な視点に基づくもので

あると考えられる。 

（（2））悪悪のの持持つつ可可能能性性 

ここで，光が当たらない暗がりがあると気付く，つまり悪の存在を知るという段階も心理学

的には非常に重要であると考えられる。河合（1998）は，“良い”と“悪い”の区別が生じる

ことで，自他の区別や意識と無意識の間の区別が成立し，両極に広がった世界が広がることが

可能になるとしている。Klein（1946/1985）の理論においても，赤ん坊の体験する原初的で区

別のない世界に，“良い”乳房と“悪い”乳房の区別が生じ，それは後の対象関係にも引き継

がれていく。さらに河合は，既存の悪い対象が否定されるのではなく，主体による否定の作用

が悪い対象を生み出すとしている。そもそも暗がりは何かが光を遮断・否定すること生まれ，

それは主体の能動的な営みが悪に先行するものであることを象徴しているとも考えられる。 

そして，先に挙げたナチズムや魔女狩りはまさに普遍的な影と言えるが，それは第三者であ

る我々がその時代・集団を振り返り，光の当たる部分と暗い部分の両方が見え，同時に何らか

の結びつきを持っていることを知るからこそ影と表現できる。しかし，当事者たちにとっては

どうだったのだろうか。ナチ党は失業者の再雇用や経済的復興など，ある面では成功を収めて

いる。そうした面が強調された状況で，他民族に投影された“弱さ”が自らと結びついたもの

だと感じられる国民がどれだけいたのだろう。魔女狩りも同様である。魔女に見える隣人は，

自らの不安によって作り出されていると正確に認識している人はほとんどいなかったと考えら

れる。実際，当事者の主観的観点のみでは否定的な側面が自らとつながっている可能性に気付

くことは難しい。もしくは，悪のような破壊的なものとつながっていることを認めること自体

に抵抗が生じるのである。ここで，心理学的な意味で悪と関係を持とうとするということは，

悪と自らの間のつながりを認識し，影として取り組んでいこうとするという営みとも言えるか

もしれない。この影に主体が取り組むことは，悪の有していた“力”に曝される苦しみを伴う

ことでもあるが，成功すればその“力”を取り入れて自身の可能性を広げ，“個”としての全

体性の獲得につながる。 

 悪は世界を広げる極点となり，さらに影への取り組みに通ずるものとしての役割がある。た

だ，本当に主体にとって危険で遠ざけておくべき“力”を悪として切り離すことも，人間のこ

ころが持つ安全を確保するための機能である。そのため，全ての悪が自らの影に通ずるという

よりは，悪の一部が影への可能性を秘めていると考える方が良いかもしれない。さらに，集団

において個人は何を否定するか，悪をどのように定位するかという選択の自由を集団に委ねて

しまう可能性がある。長谷（2021）は犯罪現象について考察する中で，個人の主観的体験に

基づく悪と，集団のようなマクロな主体の要請する道徳や倫理を背景に持つ悪の二重性を指摘

 

様に迫害者自身が恐れや不安といった自らの内的秩序を破壊し得る情動的な“力”に苛まれて

いると考えられる。そして，恐れや不安といった“力”は伝染するため，広がる前に何らかの

対象に押しとどめて，切り離してしまおうとする。このように人々は，“悪い”対象と戦って

いる一方で，自らの恐れや不安を処理しようとしていると言える。そうした過程の中で，人間

は自身の持つ“力”を用いることとなるが，集団下において人間はより未熟な形で“力”を表

出してしまう。さらに，個人は自身の破壊的な“力”を誘導する悪を定位する際，集団という

大きな主体の影響を強く受ける。対象を悪として定位するという主体的な営みを，集団に委ね

てしまうのである。 Fromm（1968/2018）は，「ヒューマニズムの重荷から逃れようとする悲

劇的な試みのなかで，自分を失うこと」が悪に通ずるとし，人間が主体的に選択する自由を維

持することの重要性を論じた。この自由が維持されない場合，結果として“悪い”自体に発展

しやすい。ここで集団による悲劇を防ぐためには，何らかの方法で主体性や“個”の感覚を維

持したり，取り戻したりするプロセスが重要になると考えられる。 

 

5．悪と影について 
（（1））悪悪とと影影のの関関係係ににつついいててのの一一考考察察 

“個”を取り戻す，獲得していくプロセスには，Jung のいう“影 shadow”の概念が重要に

なってくると考えられる。影とは「その個人の意識によって生きられなかった半面，その個人

が認容しがたいとしている心的内容」（河合, 1967）であり，Jung（1928/1995）は「生きた形

態は塑像として見えるためには深い影を必要とする。影が無くては，それは平板な幻影にすぎ

ない」と述べる。そして河合は，人間は影の否定的側面に直面し同化していくことで，影の中

に肯定的な側面を見出すことができるようになっていくとした。こうした影は，本論でこれま

で述べてきた悪と近似した概念であるようにも感じられる。影と悪の関係性について

Guggenbühl（1980/2018）は，Jung の理論をもとに影には個人的な影・普遍的な影・元型的な

影の 3 つの心理学的構造があるとしたうえで，元型的な影が悪と呼び得ると論じた。ここで個

人的な影や普遍的な影は何かしら二次的なものであり，光があればこそ影が存在するという形

で，もう一方の側面と本質的には独立していないものである。一方で元型的な影は，それ自体

が独立したものであり，それ以上には何かに帰することのできない破壊性を備えている。これ

は先に述べた 2 つの影とも結びついて，その影にエネルギーを与えるものではあるが，違った

ものとして捉えられるものだと考えられる。ここで「元型的な影＝悪」は，根源悪や絶対悪と

も言えるものだろう。しかし，Jung（1959/1989）が，「元型的な影＝悪」そのものは「原理」

でありヌミノースな性質を持つため，人間の知るところではないものとしており，それは実体

を持つものではなく，言葉という枠に当てはめ固定化してしまうことも憚られる。そうした意

味で，これまで述べてきた主体の認識に立ち現れてくる悪は「元型的な影＝悪」と通ずるもの

であるが，本論では元型的な影を〈悪〉と表現することで次元を分けて論じたい。 

では，個人的な影や普遍的な影は悪なのであろうか。確かに悪は，個人や集団という主体に

とって認めがたい否定的な事象そのものであり，影との間に関連があることは間違いないだろ

う。ただ，筆者は影と悪の間には，視点の多層性において違いがあると考える。まず，ある主

体が影の存在に気付くためには，光が当たる部分の反対側に目を向ける必要がある。そして，
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している。先にも述べたように，悪を定位する権利を放棄した“個”の中では，自らの体験や

イメージから生み出された悪が，集団に設定された悪に覆い隠されてしまう可能性がある。す

ると，個人が自らの影に取り組む道のりもより険しいものになるのである。このように，集団

を前提として存在する個人が影の問題に取り組むことは「無限の量の水から，自分の掌の大き

さに合わせて，一すくいの水をすくいとることを意味している」（河合, 1976）と言えるだろう。 

 

6．現代日本と悪の関わり 
（（1））現現代代ににおおけけるる集集団団のの特特徴徴とと““個個””のの反反応応 

ここまで，集団の特性やその中での個人のこころの様相を，悪や“力”と関連させて論じて

きた。本節では，現代の日本という文化や集団の特徴に触れつつ，その中で悪の問題はどのよ

うに扱われているのか検討していきたい。 

まず，これまでの歴史でも人間に“力”を与えてきた科学は大きく前進し，特に情報文化は

飛躍的に発展した。人間はインターネットを通じて，物理的な距離を超えてコミュニケーショ

ンを取れるようになり，多種多様な情報を得られるようになった。これは心理的なつながりの

機会が増え，生活を豊かにするという可能性を秘めているが，これまで以上に容易に，かつ無

限に集団が形成されるようになったとも考えられる。田熊（2021）は現代社会では，人々の

間の境界が弱まり他者性が弱まっていることに触れ，心理療法の展開において重要となる対立

構造が生まれない問題についても論じている。さらに河合（2020）は，グローバル化し高度

にシステム化された社会で，個人の責任や主体性の意味が弱くなってきているとし，そうした

主体性の弱さが現代の心理療法場面で多く見られることを指摘している。こうした背景には，

これまで言及してきた集団が“個”を弱める作用が少なからず影響しているのではなかろうか。 

そして，野間（2012）はこうした発展の背景でリスク管理とマニュアル化が進み，逆説的

にリスクに対するマニュアル外の対応力が脆弱になり，未知なものに対する特有の「警戒」が

起こるとした。実際，吉岡（2018）現代人が「毒を避け有益なものだけを摂取すべくコント

ロール可能である」という幻想に支配されているとし，「『毒』のレッテルを貼られたものはひ

たすらに排除され，身体にいいもの，『安心安全』なものだけを残そうとする傾向が，現代社

会においてはとても強い」と述べるように，現代日本では否定的なものを遠ざけようとする姿

勢は頻繁に見られる。近年では，実際の犯罪状況の変化とは関係ないにもかかわらず，ある犯

罪が急速に社会問題化していくモラル・パニックという現象も見られ，社会に長期的な影響を

及ぼしている。こうした動きは，少年法改正や厳罰化の流れにも通じるものと言える。さらに，

2019 年に開催されていた「表現の不自由展」が世論の流れで中止に至ったことも，現代社会

が否定的なものの存在そのものを先んじて抑圧する動きを象徴しているように考えられる。 

こうした流れの中で，人々は徹底的に悪を失くそうと試みているようにも感じられる。人間

は“力”を得たためそれも可能だ，という幻想に支配されているのかもしれない。ただ，こう

した動きの背景には，自らに迫ってくる“力”への恐れや不安があると考えられる。誰とでも

つながることができる情報文化によって，人々の間の境界が薄れることは，そうした“力”の

伝染可能性を飛躍的に向上させる。そして，その“力”から自分たちを守るために集団と同一

化し，“力”の発生源と“思われるもの”を徹底的に除去しようと動く。しかし，現代特有の
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境界の無さにより，悪として切り離そうとしても切り離せないジレンマを生み，強迫的な潔癖

社会への機運が高まっているのではないか。従来日本人は「空気」のような流動的な“力”に

馴染み深く（山本, 1977），かつ敏感な性質を持っており，そうした影響も無視できない。 

（（2））消消ええかかかかっったた悪悪にに出出逢逢ううとといいううこことと 

一方で，日本人は自我と影の共存を許し，その「かげり」を楽しむことができる民族でもあ

った（河合,1976）。ただ，吉岡（2018）は現代社会が「善か悪か」といった二元論的な思考様

式に強く条件づけられていると指摘しており，「かげり」に浸る余裕が失われてきているとも

考えられる。しかし，そうした二元論的思考様式で生まれた悪の中に，どれほど個人の体験に

基づいた悪が存在するのだろうか。先に述べたように，情報文化の発展によって集団化は容易

になった。個人が悪だと感じているものも，そうした集団が悪として定位したものに個人が主

体を投げうって同一化した結果である可能性は高い。集団は，法律やルール，マナーや常識と

いった形で枠組みを大量に作成し，その基準から外れたものは悪になるという，形骸化された

記号的な悪が蓄積されていく。しかし本来，悪を見出すという行為は主体の能動的な営みであ

り，既存の枠組みに当てはめることで成立するものではない。しかし，主体性の弱まりを特徴

の一つとする現代では，大量の記号的な悪に埋もれてしまった自分由来の悪を探し出すこと自

体が難しくなっているとも考えられる。 

これまでも述べてきた通り，悪とは主体が何らかの“力”を体験し，その体験に基づいた個

人の反応の結果として生じるものである。河合（1991）は，「私」の体験そのものであり，

「私」以外には，「私」が表現しない限り知り得ないものをイメージとし，それは生命力に満

ちているとした。個人にとっての悪は，本来そうしたイメージと密接に通じるもので，個人を

破壊せしめんと“力”を放つ“生きた”ものであろう。では，集団によって記号化された悪で

あふれる現代において，個人がイメージに基づく悪を見出すためには何が必要なのだろうか。

ここで，2 節において述べたファルマコンの概念が重要になってくると筆者は考える。ファル

マコン性に基づいた感覚では，悪を単なる“悪い”ものとしては扱わない。これは，悪の否定

的な性質自体を否定する営みでもある。これは現代で多く見られる，悪の存在自体を否定しよ

うとする動きとは異なるものである。まず我々は，否定性を否定することを目指すことで，自

らを取り巻く悪自体を解体し，社会に渦巻く“力”が何か感じ取らなければならない。それは

これまで述べてきたように，自身の恐れや不安のような本質的には内的な“力”に還元される

ものかもしれない。そして，その先には個人にとってどうにも否定しきれない否定性を有した
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罪が急速に社会問題化していくモラル・パニックという現象も見られ，社会に長期的な影響を

及ぼしている。こうした動きは，少年法改正や厳罰化の流れにも通じるものと言える。さらに，

2019 年に開催されていた「表現の不自由展」が世論の流れで中止に至ったことも，現代社会

が否定的なものの存在そのものを先んじて抑圧する動きを象徴しているように考えられる。 

こうした流れの中で，人々は徹底的に悪を失くそうと試みているようにも感じられる。人間

は“力”を得たためそれも可能だ，という幻想に支配されているのかもしれない。ただ，こう

した動きの背景には，自らに迫ってくる“力”への恐れや不安があると考えられる。誰とでも

つながることができる情報文化によって，人々の間の境界が薄れることは，そうした“力”の

伝染可能性を飛躍的に向上させる。そして，その“力”から自分たちを守るために集団と同一

化し，“力”の発生源と“思われるもの”を徹底的に除去しようと動く。しかし，現代特有の
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として悪を定位してきた。そして，人間の文化や科学の発展とともに自然の“力”はかつてよ

り弱まってきたように体験されてきたかもしれない。しかし近年，日本では震災や各地で起こ

る豪雨災害など，改めて自然はその“力”を我々に示してきている。そうした自然の“力”に

直面することは苦しみを伴うが，ある一方では形骸化しつつある悪の脅威に代わって，我々に

本質的な悪の性質を示しているのかもしれない。当然，本論で現代の多様な悪を網羅できたと

は言えず，個々の詳細な検討は今後の課題としたい。 

また，現在猛威を振るっている新型コロナウイルスは，その極小さゆえに捉えきれず流動的

な“力”の水準にあるものだろう。慢性的にその“力”が蔓延する中で，日本では感染者がま

るで悪いかのように謝罪する場面も少なからず見られる。また，感染を恐れ，過剰な規範意識

を掲げる人々が周囲の人間に攻撃的な態度を示す様子は“自粛警察”として揶揄もされる。こ

の様子は，かつての魔女狩りのような悲劇に通じる危険を抱えているようにも感じられる。し

かし，ウィルスというものはそもそも人間と共生するファルマコン性を持ったものであること

にも目を向けねばならない。こうした“力”が蔓延した世の中では，人々に恐れが生じ，悪が

乱立しやすい。我々は人類全体として，自らにとって“生きた”悪とは何か，ひいては真に

〈悪〉とは何かという課題に直面させられている最中なのかもしれない。 
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現現代代ににおおいいてて悪悪とと出出逢逢ううとといいううこことと 
―集団という状況下での“個”の営みに着目して― 

長谷 雄太 

本論では，集団における悪の働きやその時代性について検討を行った。まず，悪の背景には認

識の範疇では捉えきれない“力”があると考えられ，その“力”と関係を作っていくための器

としての悪の機能が想定された。そして集団は，従来自然が持っていたその“力”に対峙する

ために形成されたものだと考えられるが，集団化の過程で人間の心的機能は退行し，暴力性が

問題になることが分かっている。その背景には，“力”への恐れから集団に同一化して，悪の

定位さえも集団というマクロな主体に委ねてしまう機序が考えられた。さらに，悪と影の異同

について論じる中で，いかに個人が主体的体験に基づく悪を見出していくかが重要であり，そ

のためには，個人が自らの周りに存在する悪の持つ否定性を否定することが必要であると考え

られた。それは，個人の成熟への契機を有する生命力あふれる悪との出逢いに通じ，臨床場面

においても有意義であることが示唆された。 

 

 

Connecting with badness in modern times: from the viewpoints of 
human activity of “an individual” in a group 

NAGATANI Yuta 
This article reviews the functions of badness in a group, and considers the influence by the change of 

time. First, it is assumed that there is a “power” that cannot be captured with our cognition in the 

background of badness. It is suggested that badness functions to maintain the connection with “power”. 

People organized groups to confront nature, but it became clear that they can degenerate into primitive 

psychological structures with violent characters in the group. It is because people have the mechanism 

that invests the group with a right of establishing own badness to escape from the threat of “power”. In 

the argument of badness and shadow, it is important to discover the badness that an individual has 

subjective experience. In addition, furthermore, an individual needs negating the negativity in badness 

around him to mature. These are meaningful in clinical situations that an individual seizes an opportunity 

to have a relationship with viable badness with development of mind. 

 

キキーーワワーードド：悪，集団，現代性 

Keywords: badness, group, modernity 
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