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「悪の凡庸」が問いかけているもの
―ハンナ・アーレントへの私たちの回答―

２０１５年１１月２１日

島根県・みんなで考える人権講演会

Ⅰ．人類に対する犯罪―ヒトラーの権力掌握とホロコースト

（１）ヒトラーの台頭とその思想《ヒトラーとナチスの歩み》

①１８８９年４月２０日 オーストリア北端のブラウナウ（独バイエルンとの国境）

でヒトラー生誕（１３歳の時に税官吏の父が死亡、まもなく母も死亡し、困窮の孤

児）

②１６歳の時に画家を志望してウィーンに出て青年期を過ごす。古い画法でしか絵を

画くことができなかったヒトラーは、前衛表現に対する反撥・敵意・軽蔑の念を抱

きつつ、水彩画家として生計を立てるとともに、あらゆる分野の書物を貪欲に読む。

この時期に、反ユダヤ主義・人種主義理論に傾倒。

〔注〕ヒトラー世代前後の思想家・芸術家として著名なユダヤ人＝マルクス、ベル

ンシュタイン、カウツキー、トロツキー、ルカーチ、カール・リープクネヒ

ト、ローザ・ルクセンブルク、カフカ、ピカソ、シャガール、アインシュタ

イン 等々

③１９１２年にミュンヘンへ移住し、第一次世界大戦開戦後、すぐにバイエルン陸軍

連隊に編入。

④１９１８年１１月にドイツ革命勃発（スパルタクス・ブントのカール・リープクネ

ヒトやローザ・ルクセンブルクなどが活躍）で皇帝退位とともに敗戦。ヒトラーは、

新生国防軍に在籍し、反革命・反共主義の「ドイツ労働者党」に入党し活動。

⑤１９１９年１月にヴァイマル共和国成立。共和国成立前のベルリン１月闘争でリー

プクネヒトとルクセンブルクは反共・反革命義勇団により拘引・惨殺される。

当時世界でもっとも民主的と言われたヴァイマル憲法に対して、ヒトラーは、民主

主義そのものを原理的に否定し、その打倒を主張。

⑥１９２２年１月に「国民社会主義ドイツ労働者党」（ナチ党）がミュンヘンで第１

回党大会を開催し、ヒトラーが党首に就任（１９２１年に「ドイツ労働者党」は「国

民社会主義ドイツ労働者党」に改称し、党首のドレクスラーを追放し、ヒトラーが

既に党首に就任）。有名な「突撃隊」（ＳＡ）、「親衛隊」（ＳＳ）を整備し、義勇団

などを吸収して拡大強化）。

〔注〕ナチズムの基本理念＝社会的な身分や階級の別はあっても、ドイツ人は「ド

イツ民族民衆」として、そして一つの「国家」として結束し団結しなければ

ならないというもの
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《ナチ党（Nationalsozialistsche Deutsche Arbeiterpartei ）〔広辞苑〕》

国民社会主義ドイツ労働者党。ヒトラーを党首としたドイツの政党。第一次

大戦後に台頭、１９３３年政権を掌握、独裁政治を断行、反個人主義・反共

産主義・反ユダヤ主義を標榜して国内を再編成。対外的には、ヴェルサイユ

体制の破棄を目ざして再軍備を強行、オーストリアを併合して第三帝国を実

現したが、３９年ポーランドを侵略、第二次世界大戦を誘発。ユダヤ人大虐

殺を行うが、４５年ドイツ敗戦とともに崩壊。通称ナチス。

《ファシズム（fascism）の語源と意味〔広辞苑〕》

①狭義には、イタリアのファシスト党の運動、並びに同党が権力を握っていた

時期の政治的理念およびその体制。

②広義には、①と共通の本質をもつ傾向・運動・支配体制。第一次大戦後、多

くの資本主義国に出現（イタリア・ドイツ・日本・スペイン・南米諸国・東

欧諸国など）。全体主義的あるいは権威主義的で、議会政治の否認、一党独

裁、市民的・政治的自由の極度の抑圧、対外的には侵略政策をとることを特

色とし、合理的な思想体系を持たず、もっぱら感情に訴えて国粋的思想を宣

伝する。

【語源―棒束・束縛・団結・魅惑・魔力】

（２）「合法」的に実施された権力掌握とホロコースト

①ナチ党の国政への登場と進出

１．１９２４年国政選挙に登場

２．１９３０年９月の国政選挙で第２党に進出

３．１９３２年７月の国政選挙で第１党に躍進

〔注１〕誰がナチ党に投票したのか＝工業労働者である失業者ではなく、中間層・

職人階層・自営農民たちが投票。ナチズムは、予感的あるいは予防的危機

感をいわば未然に吸収し、組織化

〔注２〕ナチ党の政策＝❶失業解消、❷経済再建、❸ヴェルサイユ体制打破

②ヒトラー内閣の誕生（１９３３年１月３０日）

１．ヒンデンブルク大統領がヒトラー党首を首相指名

２．ヒトラー内閣は１２人の閣僚のうちナチ党員はわずかに２人＝フリック内務大

臣・ゲーリング無任所大臣）

《ヒトラーの首相就任演説》

『あの忌まわしい日（独革命勃発と敗戦）から１４年以上が過ぎました。国

内外から与えられたさまざまな約束に目をくらまされて、ドイツの民族民

衆が我々の過去の最高の遺産を、国をも、みずからの名誉をも、みずから

の自由をも、忘れ果て、それによってすべてを失ったあの忌まわしい日から。

あの裏切りの日以来、全能の神は、わが民族民衆への祝福をやめ給うたの

であります。反目と憎悪とが一挙に侵入しました。国民の統一が崩壊して
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政治的な利己主義と経済的な利害と世界観上の対立との混乱状態へと解体

していくありさまを見て、あらゆる身分で生活する何百万人もの最良のド

イツ人が、男女を問わず、この上なく深い悲痛の念に包まれているのであ

ります。』

③ヒトラー政権の歩み

１．１９３３年２月２８日 「民衆および国家の保全のための大統領緊急命令」（通

称「国会炎上命令」／共産党と社会民主党の一部を弾圧・禁止＝日本の治安維

持法と同質）

２．１９３３年３月５日 国会選挙（43.91%の得票率／過半数に届かず第１党）

３．１９３３年３月２１日 国会開会と同時に「民衆および帝国の苦難を除去する

ための法律」を上程（通称「全権委任法」／憲法の改変に関わる法律なので３

分の２の出席と出席議員の３分の２以上の賛成必要／このために「国会炎上命

令」により８７人の共産党議員を除外し、無断欠席議員は出席に算定）

４．同年３月２３日 審議と採決を行い、４４１対９４で「全権委任法」を可決

《「全権委任法」（全５条）の概要》

❶立法府である国会の基本的権限を剥奪し、行政府である政府が立法権限を

持つ。（第１条）

❷政府によって決定される法律は、憲法に違反することができる。（第２条）

❸法律は国会で決めるという憲法規定は、政府によって決定された法律には

適用しない。（第３条）

❹外国との条約締結についても国会の承認を必要としない。（第４条）

❺４年間の時限法（第５条）→無期限延長

５．１９３３年４月７日 「称号、勲章および栄誉賞に関する法律」（政府の決定

による選別で人間の平等権の剥奪）制定

６．１９３３年５月１９日 「国民的象徴を防護するための法律」（→７月２０日

付の帝国内務大臣通達で国民の生活慣習化）

７．１９３３年７月１４日 「遺伝性疾患のある子孫を予防するための法律」（断

種容認→不妊手術者３７万５千人／１９３８年から３歳未満の障害児安楽死が

実行＝「生きる価値のない存在」に適用）

８．１９３３年７月１４日 「帝国世襲農場法」（ドイツ民族民衆の血の源泉とし

ての農民維持）制定

９．１９３５年５月２１日 「兵役法」（アーリア人の血統である人物のみが防衛

軍において上官たり得ると規定）

10．１９３５年９月１５日 「ニュルンベルク法」（ユダヤ人差別の法律）ならびに

「帝国労働奉仕法」（労働忌避者は強制収容所に送致）ならびに「国旗法」（１

９３３年３月１２日の「国旗掲揚の暫定的規制に関する大統領の布告」の法制

化）の制定
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（３）ホロコーストの被害概要

①６００万人以上に及ぶユダヤ人虐殺

②５０万人以上に及ぶシンティ・ロマ民族の虐殺

③障害者、同性愛者、アルコール依存疾患者、双生児に至るまで虐殺

（４）ヒトラー政権下での戦死者

①ドイツ国内７２０万人以上（３２０万人は非戦闘員）

②外国人３０００万人

（５）戦後に「ヒトラー時代はよかった」と回想する人びとの理由への注目と反論

①ヒトラー時代肯定の理由

１．治安がよくなり安心して生活できたこと

２．積極的に社会参加できたこと

３．社会的差別がなくなったこと

４．社会的連帯が生まれたこと

②肯定理由への反論（池田浩士『ヴァイマル憲法とヒトラー』／岩波書店）

■『「全権委任法」を突破口にしてヒトラー政府が行ったヴァイマル憲法の破壊が、

ただ単に強制的な制度改変ではなく、国民の共感と自発性と共演とを誘導しつつ

なされる「改革」だったからです。国民がそれを「改革」として受け取ったから

です。』（P187）

■『ナチズムの政治は、人びとを魅了するところから始まりました。すでに見たと

おり、若い世代にとっては、ナチズム運動は古い因習を打破する文化革命の魅力

を持っていました。ヒトラーは、信念と実行力のある政治家として国民たちの一

部を魅了しました。彼が率いるナチスは、諸悪の根源はユダヤであることを簡明

な言葉で語り、彼らによって不当に奪われている労働の場をドイツ人に取り戻す

と熱狂的に宣伝しました。これに心を奪われたドイツ民族民衆は、自分で周りの

現実を見ることも考えることもやめたのでした。』（P222）

【注】大失業状況時のユダヤ住民は５６万４千人でドイツ総人口の６３００万人

の０．９％の人口率であり、大量失業とユダヤ人は現実的には無関係

■『現実には、ヒトラーは社会的差別をなくしませんでした。まったく逆に、法律

を制定して復活させられた「称号」や「勲章」によっても、団体内での位階によ

っても、もちろん軍隊内の階級によっても、国民を等級づけし差別化しました。

何よりも、「生きる価値のない存在」、「反社会分子」、家畜より以前に労働動物と

されて当然の「劣等人種」、等々の根底的な差別を国家社会の全体に制度化した

のです。ドイツ民族民衆は、なぜその現実を見なかったのでしょうか？

いまから考えると、ナチズムによる支配は、国民を立ち止まらせなかったことが

わかります。日常を埋め尽くした魅惑は、立ち止まって考えることをさせず、ひ

たすら人びとを前方に向かって走らせたのでした。いま走るのをやめれば、せっ

かくここまで来たことが無意味になってしまう。いやそれどころか、もっと悪い

状況になるかもしれない。―とにかく先へ先へとひたすら走り続けること。これ
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が、カフカのネズミが走る方向を変えられなかった理由の一つでした。もう一つ

の理由は、ネズミが一人で走っていたことです。』（P223-224）

Ⅱ．「悪の凡庸（陳腐）」でハンナ・アーレントが提起したもの

（１）ハンナ・アーレントの生き様（１９０６年－１９７５年）

①ハンナ・アーレントの生育・活動略歴

１．１９０６年１０月１４日 ドイツのハノーヴァーでユダヤ系ドイツ人として生

誕。両親は、社会主義者で「知的職業」（弁護士・医者）に就く「上層中産階

級」の家庭で育つ。

２．マーブルク大学でハイデガー、ハイデルブルク大学でヤスパース、フライブル

ク大学でフッサールに師事し、実存主義哲学を究明。２２歳で『アウグスチヌ

スにおける愛の概念』で学位取得。

３．１９３３年 ナチズムが勝利したドイツからフランスのパリに亡命。ユダヤ人

の若い避難民をパレスチナに移住させるための活動に従事。

４．フランスの敗北により、「ドイツからの避難民」として強制収容所に収容。

５．１９４１年 強制収容所から脱出し、アメリカ政府発行のビザを入手し、アメ

リカに亡命。

６．１９５１年 アメリカの市民権を取得（ドイツからの亡命以降２０年近く「国

家の法の保護の外」で「国籍喪失という非人間的状態」で生活）。本格的な著

作活動の開始。

７．１９６５年 『イエルサルムのアイヒマン―悪の陳腐さについての報告』出版

②ハンナ・アーレントの主要著作

１．『全体主義の起源』（１９５１年）〔邦訳本１９７２年〕

２．『人間の条件』（１９５８年）〔邦訳本１９７３年〕

３．『過去と未来の間で』（１９６１年）〔邦訳本１９７０年〕

４．『革命について』（１９６３年）〔邦訳本１９６８年〕

５．『イエルサルムのアイヒマン』（１９６５年）〔邦訳本１９６９年〕

６．『暗い時代の人びと』（１９６８年）〔邦訳本１９７２年〕

７．『暴力について』（１９６９年）〔邦訳本１９７１年〕

《ユダヤ人問題とシオニズム運動》

紀元７０年の「ユダヤ戦争」により、ローマ帝国によりエルサレムが占領

されユダヤ人国家が崩壊し、ユダヤ人は流浪の民となり世界に分散し、２千

年におよぶ迫害と苦難の歴史を刻む。とりわけ、欧州では９世紀以降各地で

迫害が続き、２０世紀にナチズムによるホロコーストが惹起。

１８８１年以来の露におけるポグロム（ユダヤ人迫害）や１８９４年の仏

におけるユダヤ人への冤罪である「ドレフュス事件」などの反ユダヤ主義の

露骨な台頭を契機に、ユダヤ人の中でシオニズム運動が興隆。
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シオニズム運動とは、ユダヤ人の故地・聖地であるエルサレムのシオンの

丘に戻り、ユダヤ人国家の再建をめざす運動。戦後１９４８年に米英の支援

のもとにユダヤ人国家であるイスラエル共和国が成立。それにより、パレス

チナ難民が発生し、現在においても深刻なパレスチナ問題が継続。

但し、シオニズム運動においては、政治的・宗教的・文化的諸潮流が存在

し、国際的にも排他的な人種差別の一形態としての批判があるなどシオニズ

ムをめぐる激しい論争・対立が存在。

（２）アドルフ・アイヒマンの経歴と人物像の概略

①アドルフ・アイヒマンの経歴

１．１９０６年３月１９日 ドイツ・ゾーリングンで生誕。

２．１９３２年４月１日 オーストリア・ナチ党に入党（当時は石油会社に勤務）。

３．１９４１年１１月 親衛隊中佐に昇任（最終階級）。

４．１９４２年１月２０日 「ユダヤ人問題の最終解決」（ホロコースト）を決定

したベルリン・ヴァンゼー会議に議事録作成担当者として出席。

５．会議終了後にゲシュタポ・ユダヤ人課長に就任し、ヨーロッパ各地からユダヤ

人をポーランドの絶滅収容所へ列車輸送する最高責任者に着任。

６．１９４２年３月 絶滅収容所への移送開始。

７．１９４５年 ドイツの敗色が濃くなると、親衛隊全国指導者のハインリヒ・ヒ

ムラーはユダヤ人虐殺停止の命令を出すが、アイヒマンはそれに従わずハンガ

リーで任務を継続（戦闘命令回避の自己防衛）。

８．戦争終結後に、アメリカ軍に一時拘束されるが、捕虜収容所から脱出。ドイツ

国内からイタリアへと逃亡。１９５０年７月１５日に偽名（＝リカルド・クレ

メント）を使ってアルゼンチンに渡航。

９．１９６０年５月１１日 イスラエル諜報特務庁（モサド）によってアルゼンチ

ンで拉致され、イスラエルに連行。

10．１９６１年４月１１日 イエルサレムで裁判開始（「人道に対する罪」「ユダヤ

人に対する罪」「違法組織に所属していた犯罪」など１５の犯罪で起訴）。

11．１９６１年１２月１５日 死刑判決（翌年６月１日未明絞首刑執行）。

②公判におけるアイヒマンの弁明

１．（ユダヤ人迫害について）「大変遺憾に思う」。

２．（自身の行為について）「命令に従っただけ」。「私の罪は従順だったことだ」。

３．（ホロコーストについて）「一人の死は悲劇だが、集団の死は統計上の数字に過

ぎない」。

４．（死刑判決に対し）「無罪」と抗議。

４．（処刑前の最後の言葉）「ドイツ万歳、オーストリア万歳、そしてアルゼンチン

万歳」。

（３）『イエルサルムのアイヒマン』が提起した「悪の凡庸（陳腐）」

①アイヒマン裁判で問われたこと（裁判の性格と裁きの対象）
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■『アイヒマン裁判に対する異議には三つの種類があった。第一は、ニュールンベ

ルグ裁判に対して唱えられ、今またくりかえされているもので、アイヒマンは遡

及的な法のもとに、しかも勝者の法廷によって裁かれるという異議だった。第二

はエルサレム法廷のみに向けられた異議で、この法廷の裁判資格を問題にするか、

もしくは拉致という事実をこの法廷が無視したことを問題にしていた。そして最

後のもっとも重大なものは、アイヒマンが〈人道に対して〉ではなく〈ユダヤ人

に対して〉罪を犯したという起訴理由そのものに対する、従って彼がそれによっ

て裁かれる法律に対する異議であり、この異議はこれらの罪を裁くにふさわしい

法廷は国際法廷のみであるという論理的結論にみちびいた。』（P197）

■『１９３５年のニュールンベルク法は、多数民族のドイツ人がユダヤ人少数者に

対して以前からおこなっていた差別を合法化した。国際法によれば、彼らの少数

民族法が国際的に認められた少数民族条約や協定に定められている権利ならびに

保障に従うかぎり、ドイツ国民がそれに該当すると見る住民中のいかなる部分を

少数民族と宣言しようとも、それは主権あるドイツ国民の権利だった。』（P207）

■『新しい罪、人道に対する罪―〈人間の地位に対する〉、あるいは人類の本性そ

のものに対する罪という意味における―が出現したのは、ドイツ国民はドイツ国

内にユダヤ人がいるのを好まないだけではなく、ユダヤ民族全体を地球上から抹

殺することを願っていると宣言したときだった。追放とジェノサイドとは、二つ

とも国際的罪ではあるが、はっきりと区別されなければならない。前者は隣国の

国民に対する罪であるの対して、後者は人類の多様性、すなわちそれなしには〈人

類〉もしくは〈人間性〉という言葉そのものが意味を失うような〈人間の地位〉

の特徴に対する攻撃なのだ。

イェルサレムの法廷が人種差別、追放、ジェノサイドの三者のあいだに差異が

存することを理解していたとすれば、自己の直面する最高の罪、すなわちユダヤ

民族の肉体的絶滅というものは、ユダヤ人の身において為された人道に対する罪

だったこと、ユダヤ人憎悪と反ユダヤ主義の長い歴史から説明し得るのは罪の性

格ではなくその犠牲者の選択のみであることが、たちまちあきらかになったこと

だろう。犠牲者がユダヤ人だったというかぎりで、ユダヤ人の法廷が裁判をおこ

なうことは正当であり妥当であった。が、その罪が人道に対する罪だったかぎり

では、それを裁くには国際法廷が必要だったのだ。』（P207）

■『つまり、イスラエルにとってこの裁判の持つ古今未曾有の特徴は、（イェルサ

レムがローマ人によって破壊された紀元７０年以来）ここにはじめてユダヤ人は

自分の民族に対しておこなわれた罪を裁くことができるようにということ、ここ

にはじめてユダヤ人は保護や裁きを他者に求めたり、人権などという当てになら

ない美辞麗句に頼ったりしないですむということだったのである。たとえばイギ

リス人はイギリス人だとしてその権利を守り、その法律を押通すが、それだけの

力のない民族のみがこの人権なるものを楯に取るのだということを、ユダヤ人以

上によく知っているものはなかった。』（P209）

■『要するにイェルサレム法廷の失敗は、ニュールンベルク法廷の設置以来充分に

知られており、後半に論議もされて来た次の三つの基本的論点を把握し得なかっ
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たことにあった。すなわち、勝利者の法廷では公正が欠けるか否かの問題、〈人

道に対する罪〉の有効な定義、この罪を犯す新しいタイプの犯罪者についてのは

っきりした認識がそれである。』（P211）

■『けれどもイェルサレム裁判は審理や判決のどの箇所においても、人種集団―ユ

ダヤ人であれポーランド人であれジプシーであれ―全体の殲滅はユダヤ人もしく

はポーランド人もしくはジプシーという民族に対する罪以上のものだったかもし

れず、国際秩序のみならず人類全体がこれによって重大な損害を蒙り危険に見舞

われたかもしれないということには触れなかったのである。』（P212）

②アイヒマン裁判の最大の論点―「悪の凡庸（陳腐）」＝無思想性・想像力欠如の罪

■『アイヒマン裁判で問題になったより広汎な論点のなかで最大のものは、悪をお

こなう意図が犯罪の遂行には必要であるという、近代の法体系に共通する仮説だ

った。おそらくこの主観的要因を顧慮すること以上に文明国の法律が誇りとする

ものはなっかったろう。この意図がない場合、精神異常をも含めてどんな理由に

よるにせよ善意の弁別能力がそこなわれている場合には、われわれは犯罪はおこ

なわれていないと感じる。「大きな犯罪は自然を害い、そのため地球全体が報復

を叫ぶ。悪は自然の調和を乱し、罰のみがその調和を回復することができる。不

正を蒙った集団が罪人を罰するのは道徳的秩序に対する義務である」（ヨサル・

ロガト）という命題をわれわれは拒否し、そのような主張を野蛮とみなす。にも

かかわらず私は、アイヒマンがそもそも裁判に附されたのはまさにこの長いあい

だ忘れられていた命題にもとづいてであるということ、そしてこの命題こそ実は

死刑を正当化する究極の理由であるということは否定できないと思う。或る種の

〈人種〉を地球上から永遠に抹殺することを公然たる目的とする事業にまきこま

れ、そのなかで中心的な役割を演じたから、彼は抹殺されねばならなかったので

ある。』（P213-214）

■『アイヒマンという人物の厄介なところはまさに、実の多くの人が彼に似ていた

し、しかもその多くの者が倒錯もしていずサディストでもなく、恐ろしいほどノ

ーマルだったし、今でもノーマルであるということなのだ。われわれの法律制度

とわれわれの道徳的判断基準から見れば、この正常性はすべての残虐行為を一緒

にしたよりもわれわれをはるかに慄然とさせる。なぜならそれは―ニュールンベ

ルク裁判でくりかえしくりかえし被告やその弁護士が言ったように―、事実上

hostis generis humani であるこの新しい型の犯罪者は、自分が悪いことをしている

と知る、もしくは感じることをほとんど不可能とするような状況のもとで、その

罪を犯していることを意味しているからだ。』（P213）

■『私が悪の陳腐さについて語るのはもっぱら厳密な事実の面において、裁判中誰

も目をそむけることのできなかった或る不思議な事実に触れているときである。

アイヒマンはイヤゴーでもマクベスでもなかった。しかも〈悪人になって見せよ

う〉というリチャード三世の決心ほど彼に無縁なものはなかったろう。自分の昇

進にはおそろしく熱心だったということのほかに彼には何らの動機もなかったの

だ。そうしてこの熱心さはそれ自体としては決して犯罪的ものではなかった。勿

論彼は自分がその後釜になるために上役を暗殺することなど決してしなかったろ
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う。俗な表現をするなら、彼は自分のしていることがどういうことか全然わかっ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ていなかった。まさに想像力の欠如のために、彼は数ヶ月にわたって警察で訊問
、、、、、、

に当たるドイツ系ユダヤ人と向き合って坐り、自分の心の丈を打ち明け、自分が

ＳＳ中佐の階級までしか昇進しなかった理由や出世しなかったのは自分のせいで

はないということをくりかえしくりかえし説明することができたのである。大体

において彼は何が問題なのかをよく心得ており、法廷での最終陳述において、「〔ナ

ツィ〕政府の命じた価値転換」について語っている。彼は愚かではなかった。完

全な無思想性―これは愚かさとは決して同じではない―、それが彼があの時代の

最大の犯罪者の一人になる素因だったのだ。このことが〈陳腐〉であり、滑稽で

あるとしても、またいかに努力してみてもアイヒマンから悪魔的な底の知れなさ

を引き出すことは不可能だとしても、これは決してありふれたことではない。死

に直面した人間が、しかも絞首台の下で、これまでいつも葬式の際に聞いて来た

言葉のほか何も考えられず、しかもその〈高貴な言葉〉に心を奪われて自分の死

という現実をすっかり忘れてしまうなどというようなことは、何としてもそうざ

らにあることではない。このような現実離反と無思想性は、人間のうちに恐らく

は潜んでいる悪の本能のすべてを挙げてかかったよりも猛威を逞しくすることが

あるということ―これが事実イェルサレムにおいて学び得た教訓であった。しか

しこれは一つの教訓であって、この希有の現象の解明でもそれに関する理論でも

なかったのである。

無思想性と悪とのこの奇妙な相互関連を検討することよりも一見複雑のように

見えるが、実はそれよりはるかに単純なのは、実際ここで問題になっているのは

いかなる罪か―しかもこの罪は先例のないものと万人が認めているのだが―とい

う問題である。これまで知られていなかった罪を定義するためにわざわざ持ち出

されたジェノサイドという概念も、或る点までは適用可能であるが、それだけで

充分だというわけには行かない。その理由は単に、民族全体の殺戮ということは

先例のないことではないということだ。古代においてジェノサイドは一般的であ

ったし、また植民と帝国主義の世紀には成功不成功の程度はさまざまだがこの種

の試みの例はいくらでもある。〈行政的殺戮〉という言葉のほうが適切かもしれ

ない。』（P221-222）

■『この問題は法律的に捉えることが実際上甚だ困難であるため、イェルサレムで

は適切には論ぜられなかった。私たちは結局のところアイヒマンは最終的解決の

機械の中の〈ちっぽけな歯車〉にすぎなかったという弁護側の主張と、アイヒマ

ンが事実上の原動力だったことが判明したとする検察側の主張を聞いた。私自身

はイェルサレム法廷の判事たちと同じく、この理論のどちらも重要視していなか

った。この歯車論全体が法的には無意味であり、従ってアイヒマンという〈歯車〉

にどれだけの重要性を与えるかなどということは全然どうでもよかったからであ

る。』（P222）

■『全体主義的支配の本質、またおそらくすべての官僚制の性格は、人間を官吏に、

行政装置のなかの単なる歯車に変え、そのようにして非人間化することであると

いうことは、政治学および社会学にとっては勿論重要な問題である。また、官僚



- 10 -

―支配として知られているものの実態である人間不在の支配について長々と有益

な論議をおこなうこともできよう。ただはっきりと理解しておかねばならないの

は、裁判においてはこれらの要因は犯行の情状でであるかぎりにおいてのみしか

考慮され得ないということだ。―たとえば窃盗の場合犯人の経済的苦境は斟酌さ

れるが、しかしそのことをもって窃盗の罪が宥されたり、ましてその罪が不問に

附されたりすることはないのと同様である。近代的官僚制は別としても、現代の

心理学および社会学の影響で、われわれにはあれこれの決定論的観点から行為者

のその行為についての責任をうやむやにしてしまう習慣がつきすぎているのは事

実である。しかし一見人間の行動をより深く見極めているかに見えるこの説明が

正当か不当かは議論の余地がある。しかし争う余地のないのは、このような見地

に立脚してはいかなる裁判も不可能だということ、そしてこのような理論によっ

て判断すれば、裁判運営そのものが時代遅れとまでは言わぬにせよきわめて非近

代的な制度であるということだ。ヒットラーは法律家たることが〈不名誉〉とな

る時代がドイツに来るだろうと言ったが、このとき彼は完璧な官僚制という彼の

夢にあくまでも忠実だったにすぎない。

私の見るかぎりでは、法律学がこれら一連の問題を扱うために利用し得る範疇

は二つしかなく、私の考えではその二つともこれらの問題に扱うには甚だ不充分

なものでしかない。それは〈国家行為〉という概念と〈上からの命令による〉行

為という概念である。ともかくこの二つのみが、この種の裁判において通常弁護

側から持出される範疇なのだ。』（P223）

■『この論法を有効にアイヒマンの場合に適用しようとするならば、アイヒマンは

完全にここで要求されている判断能力の枠のなかで行動していた。すなわち彼は

原則に則って行動し、与えられた命令が〈明白に〉適法であるか否かを検討した

ものと考えなければならない。彼は自分の〈良心〉にうったえる必要はなかった。

自国の法律に精通していない人間ではなかったから―というわけである。ところ

が実は彼の場合はまさにその正反対だったのだ。』（P225-226）

■『以上のことは、国家機構によって組織された行政的殺戮という事実を扱うため

には、現在の支配的法体系も慣用されている法律上の概念も不充分であることを

証明する多くの事例のうちの一つに過ぎない。』（P226）

③アイヒマン裁判の教訓―いかなる状況下でも善悪を弁別する能力を堅持すること

■『けれどもまだ一つの根本問題が残っている。これはすべてのこの種の戦後裁判

に底流としてあったものだが、あらゆる時代を通ずる中心的な道徳的問題の一つ、

すなわち人間の判断力の性格と機能に触れるものだから、ここでこれについて述

べておかねばならない。〈法律上の〉罪を犯した者を裁くこれらの裁判において

われわれが要求したことは、人間はたとい自分自身の判断しか頼るものはなくて

も、しかもその判断が周囲の人々すべての一致した意見と逆らうものであっても、

善悪を弁別する能力を持っていなければならないということだった。』（P226）

（３）当初批判にさらされた「悪の凡庸（陳腐）」論

①批判の理由
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１．歴史的な怪物としてのナチズムを免責する論理

２．同胞であるユダヤ人に対する裏切りの論理（ホロコーストへのユダヤ人協会の

関与の指摘）

３．ドイツ国民全体を反ユダヤ主義とする論理

②批判の一知半解性

１．アレントは、アイヒマンを「人道に反する罪」を犯したとして告発。

２．アイヒマン自身の人物像は、「悪しき意図や残忍な動機は認められず、善悪を

判断するだけの思慮分別を欠いている浅薄な人間」であり、これを「凡庸な悪」

としてアレントは指弾。（この「悪」は、社会に蔓延し、誰でも犯しかねない

から「凡庸」というのではないことをアレントは強調）

３．アレントが注目したのは、定言命令を遵奉するアイヒマンであり、彼に認めら

れた人間最高の特質である思慮の欠如こそ政治を破壊する「全体主義」の根だ

という認識。（無思考性こそが罪）

４．同時に、民族や国民の枠組みを超えて、全体主義や差別構造を支えているもの

への冷徹な事実認識を踏まえた問題解決への人間のあり様をアレントは提示

５．姜尚中『悪の力』（集英社新書）での言及

■『この記録（「イェルサルムのアイヒマン」）の中でアーレントは、アイヒマン

は、ホロコーストに関与し、数百万人のユダヤ人を強制収容所へ移送するにあ

たって指導的な役割を果たしたにもかかわらず、陳腐な悪の代表だと言い切っ

ているのです。…（引用文略）…彼女の報告では悪の陳腐さは、このアイヒマ

ンの思想のなさとして暴露されているわけです。つまり陳腐な悪とは、思慮の

欠如であり、そして想像力の欠如であるということです。その思想のなさとい

う病が集団殺戮を生みだす遠因ということになります。ただ、この恐ろしい病

の根は私たちの中にもあります。私たちは、その病を、原罪を、死の欲望を、

暴走させずに生きていくことができるでしょうか。』（P111-112）

③『帝国の慰安婦―植民地支配と記憶の闘い』（朴裕河／朝日新聞出版）の韓国内

発禁処分問題への留意―「悪の凡庸」論批判との同質性

■『慰安婦問題と歴史問題を考えるのは、戦争と構造的支配がいまなお続いてい

て、貧困で弱い人々が動員される現実がいまだ続いているからである。国家が

国民を、男性が女性を、大人が青少年を、戦争に利用するのはやめるべきだ。

民族の違いや貧困という理由だけで他者を支配し、平和な日常を奪ってはなら

ないという新たな価値観を、慰安婦問題の解決に盛り込みたい。

不和は日韓の保守を右傾化させ、冷戦的思考は基地を存続させる。そのよう

な現在の状態を抜け出さない限り、日本の軍国主義を批判してきた人たちが、

結果的にアジアを軍事大国にするだけだ。日韓の基地問題を解決するためにも、

日韓の連携は必要だ。真の〈アジア連帯〉は、日本の帝国主義に先んじて始ま

った西洋の帝国主義と、彼らが残している冷戦的思考を乗り越えることで可能

になる。そのときアジアは初めて、西洋を追いかけてきた〈近代〉を乗り越え

ることにもなるだろう。』（P313-314）
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（４）実存主義者・ハイデガーのナチズムへの拝跪と一線を画したものは何か

①ハンナ・アーレントが師事したハイデガーの実存主義思想の特徴

《実存主義哲学》（ウィキペディア）

実存主義は、普遍的・必然的な本質存在に相対する、個別的・偶然的な現実

存在の優越を主張、もしくは優越なっている現実の世界を肯定してそれとの

かかわりについて考察する思想である、とされる（「実存は本質に先立つ」）

本質をないがしろにするような思想的なものから、本質はこうだが現実はこ

うであり、本質優位を肯定せずに、現在の現実をもってそれをどう解決して

いくべきなのかを思索的に考えたもの。本質を積極的に認めない傾向がある

ため、唯物的、もしくは即物的になり、本質がみえなくなってしまう極端な

思想も生まれる土壌にもなる。また悲観的な発想にもなりがちとなっている

②全体主義と実存主義・虚無主義の親和性

１．ジュリア・クリステヴァ『ハンナ・アーレント講義』(青木隆嘉訳／論創社)

■『たしかにハイデガーは『形而上学とは何か』（１９２９年）や総長だった時

期までのテキストでは、プラトンの『国家』を受け入れています。神話や歴史

や悲劇に特徴的な散漫な話し方を無視するのと同じように、ハイデガーはアリ

ストテレスが認めるようなプラクシスにみられる対立関係や複数の人々の関与

は無視するわけです。その結果、行為が思索のうちに独我論的にまとめあげら

れてしまうばかりか、プロネーシスに取って代わった独我論的なソピアが公的

領域にまで移し込まれています。したがって公的領域そのものがハイデガーに

よっては、いつも調整を必要とする複数の人々の暫定的な関係として考えられ

るどころか、むしろ全員一致の神秘的激情の領域として考えられています。つ

まり公的領域は単独の人間の領域であり、民衆が単独の人間として考えられる

領域だというわけです。…複数性や節度や暫定性への無関心がこうした根源的

思索の特徴ですが、そのためにそういう思索は、必然的に専制的思想となり、

極端な場合には独裁的行動や全体主義体制を生みだすことになります。』

（P26-27）

２．ルカーチ『ニーチェからヒトラーまで、非合理主義とドイツの政治』

■『ニーチェの超人思想がヒトラーによって奇怪な実現をみている』ことを指摘

■『ナチズムの怪物性は、ニーチェの「真理はどこにもない、すべてのことは許

される」というニヒリズム的・生哲学的命題に俗流ダーヴィニズムの「適者生

存」とが結びつき、それが帝国主義時代の広告術と宣伝で大衆社会に持ち込ま

れた』

３．川崎修『ハンナ・アレントと現代思想 アレント論集Ⅱ』（岩波書店）

■『かくして、ハイデガーは、人間の他者との関係、社会的関係を適切に定式化

することができなかったとアレントは結論する。…以上の叙述のように、「実

存哲学とは何か」においては、アレントは、ハイデガーの思想の中に、人間の

共存理論化への決定的な欠落を見出し、かつ、そこに、彼のナチズムへのコミ

ットメントとの連関を示唆している。』（P20-21）
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③ハンナ・アーレントを支えた根本思想

１．個人の尊厳と複数性（人類性・共存性）が人間的実践の条件

■『敢えて言えば、アーレントは各人にそれぞれの差異があることを明らかにし

て、〈人物〉としての自分の独自性をなくそうとするおそれのある運動やグル

ープに呑み込まれないように自衛することにしたのです。「複数性が人間的実

践の条件であるのは、われわれが人間であるという点ではみな同じであるのに、

誰も過去、現在、未来のどの人とも同じではなかったというのが事実だからで

ある」。全体主義からの教訓としてこれにまさるものがあるでしょうか。』

（P72-72）

■『アーレントが考える〈人類〉は「幅広い考え方」の能力、共通感覚の伝達可

能性の能力からなるものである以上、それは〈言語〉と同一とみても間違いで

はないからです。〈人類〉と〈言語〉が〈存在〉のアーレント版なのです。』（P88）

２．「赦しと約束」の思想が政治実践の基礎

■『赦しは人に与えられるものであって、行為に与えられるものではない。殺人

や窃盗を赦すことはできない。赦すことができるのは殺人者や泥棒に限られる。

何かを赦すのではなく誰かを赦そうとするとき、赦しは愛の行為であることが
、、 、、

明らかになる。もっとも、愛があろうとなかろうと、赦すというのは相手のこ

とを配慮すればこそやれることである。正義は全員が平等であることを求め、

犯された行為を裁くが、赦しでは不平等が強調され、人びとが評価の対象とな

る。その点では違っていても、赦しと裁きは「同じコインの裏と表」であり、

「裁きには赦しの可能性が開かれている」というわけです。』（P80）

■『もう一方でこれとは対照的に、未来が不確実で人間の活動が予測不可能であ

ることに対して、人間に安定ともたらし、救いを与えるのが約束です。約束に

よって安定がもたらされ人間が救われるのは、自由を犠牲にし自己や他者を支

配することによって安全を求めようとする欲求が約束によって抑えられるから

です。約束がなされると、安全を求めるために自分を抑制したり時間を守らな

いというようなことはなくなるわけです。……アーレントは夢のような約束満

載の全体主義的プロパガンダによる疑似予言者的な世論操作を告発したことが

あります。アーレントは、明日への約束には慎重で、脆弱極まる人間世界には

「ごくわずかな予言可能性」しか認めません。要するに、そういうものは非常

に限られた約束であって、条約や契約のように「安全性の確かな里程標を立て

ることのできる」明らかに相互契約的な約束です。ここで助けになるのが法律

です。』（P84-85）

■『政治的実践は生誕にひとしく新たなるものの出現を保護するものですが、ハ

ンナ・アーレントは政治的実践について幻想をいだいていたわけではありませ

ん。アーレントはわたしたちに、つねに赦しと約束を忘れずに、現実について

考え現実において生きることを求めています。赦しと約束こそ、まさに最高の

政治実践の基礎にほかならないからです。』（P91）

３．ユダヤ人としての当事者性にもとづく反差別主義
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Ⅲ．今を生きる私たちの回答―人間への尊敬を基底にした思考の継続

（１）「茶色の朝」を迎えないための個人の役割（日本における危うい現状に抗して）

①自明性から脱却すること

②思考停止を拒絶すること

③思考の根本軸を確立すること―「人間を尊敬すること」「人類への信頼と信念」

（２）平等の原則を前提とした民主主義の根本を血肉化

①「人間を尊敬することによって自ら解放」する思想

②ヘイトスピーチに対する司法判断の思想的根拠

③民主主義の根本原理

１．人民主権が本質（立憲主義、代表議会制等は本質から導かれる基本的属性）

２．人民平等が前提（平等の原則が侵される場合には一定の自由権を制限）

３．抵抗権と対話の継続が担保力（多数決や集団認識は真理・正義を担保せず）

④人権に対する懐疑的なハンナ・アーレントの真意

■『現代では、かって歴史や自然にゆだねられていた役割は事実上「人類」に引き

継がれている。すなわち「人類」を規制的理念としなければならないあたらしい

状況が生じている。このあたらしい状況とは、人間が諸権利を持つ権利、あるい

は人類に属するという各人の権利は、人類自体によって保障されなければならな

いことを意味している。これが可能かどうか。いいかえれば、「人類」を普遍的

な法的権威の源泉とすることができるか。

アーレントは「われわれの経験」では人権は無意味な「抽象」であり、今後の

政治の実際に有効な解決に役立つことができるかどうかは大いにうたがわしい、

と否定に傾いた語調でのべているが、彼女がいいたいのは、自然に変わって「人

類」が「人権」を現実に保障する関係になることができるか、という問いであり、

その関係を政治的実践によってきずき上げる努力なしに、お題目として「人権」

をとなえることは偽善だ、ということである、と私は読んだ。』（花崎皋平／『増

補 アイデンティティと共生の哲学』／平凡社）

以 上

（文責 谷元昭信）


