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１．はじめに

　本論文は、権力の強制の下に置かれた個人の心理と行為の考察を試みる。主たる分析の対象

として、アジア太平洋戦争後に行なわれたいわゆる B C 級戦犯裁判1の一つにおいて死刑判決

を受け、絞首刑に処せられた河村参郎（シンガポール警備司令官）の遺文2を取り上げる。

　第２節では、まず河村参郎が死刑判決を受けたシンガポール華僑粛清事件の概要を、林博史

1 戦争犯罪をＡ級、Ｂ級、Ｃ級に区別するのは、連合国が開設した東京裁判での呼称である。もとよりこれは
「平和に対する罪」「通例の戦争犯罪」「人道に対する罪」に対応するが、Ｂ級とＣ級の判別は事実上難しい
ことから、現在の研究文献等では「B C 級」と一括することが多い。イギリスの軍事法廷の場合、Ａ級に該
当するのが「Major War Crimes 主要戦争犯罪（重戦争犯罪）」であり、Ｂ級とＣ級に該当するのが「軽戦
争犯罪 Minor War Crimes」である（林 1998, 4；茶園 1995, 201）。本論文では一般によく知られた「B C 級」
の呼称を用いることにする。なおＡ級、Ｂ級、Ｃ級に分ける呼称慣行は、極東国際軍事裁判所の設立を準備
する書面等での段落分けに由来する便宜的なものである。（戸田 2008, 33）

2 河村参郎の獄中日記、英軍司令官宛意見書、家族宛書簡は、1952年に『十三階段を上る』という表題の下
にまとめられ、辻政信の緒言を付して、亜東書房から刊行された。この種の遺文集は、『きけわだつみのこ
え』や『世紀の遺書』がそうであるように、原著者以外の手による編集作業を経て刊行されるものであるか
ら、本文の扱いには注意が必要である。だが、河村の『十三階段を上る』について、管見のかぎりで本文に
改変等があるとの意見はない。ただし、英軍司令官宛意見書の冒頭部分の戦犯裁判の目的等に関する記載に
は、1946年９月に収監されて後、情報から遮断された人物（河村参郎）の書いたものとしては、冷戦状況
の的確すぎる洞察が含まれるようにも感じられた。編集による文言の改変が無いことを確認したいところで
ある。本論文は、河村の行文に繰り返し現われる言葉や思考を手がかりにして、現行の刊本によって解明し
うるかぎりでの河村参郎の心理と思想とを探る、という姿勢で書かれている。
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の研究にそって摘示する。そして主として河村の獄中日記の記載から、同事件と裁判に関する

河村本人の幾つかの思考の筋道を取り出す。

　第３節では、戦犯裁判一般においてしばしば係争点となる「上官の命令の申し立て（the 

plea of superior orders）」に関し、河村の事案との関わりを記し、連合国が戦犯裁判に臨んだ

際の方針一般について概観する。ここでは、命令にもとづく軍事行動における個人意志の位置

づけが、連合国の法哲学的な共通認識としてどのような変遷をたどり、第二次世界大戦後の戦

犯裁判に臨む段階で、どのような結論に到っていたのか確認される。

　第４節は、本論文の第一の主要な論点を述べる。この節では、権力の下での行為において、

個人がどのような心理的葛藤を体験し、どのような心的機制において行為を発動するのか、考

察する。これは法的な扱いとは独立の、哲学的な分析として行なわれる。この考察によって、

私たちは、河村参郎の心理と行為を、法廷における審理よりも立ち入って理解することが可能

になる。中心となる着想は、軍司令官の命令下における河村の行為を、軍事行動のシナリオに

従う演技的な行為として理解する、ということである。演技的行為においては、演技者の、個

人としての〝素の〟心的状態と、役柄としての演技上の心的状態とが、相反するものでありな

がら無矛盾に両立する。この特異な心理のあり方は、権力の下に置かれた人間の心理と行為の

一つの特徴であると考えられる。

　第５節では、丸山眞男の論文「軍国支配者の精神形態」を取り上げて、批判的に考察する。

丸山の論文は、Ａ級戦犯を「弱い精神」と名付け、軍国支配者の自己欺瞞と矮小性をえぐり出

したものとして有名である。しかし、私たちは、Ａ級戦犯を「弱い」と特徴づけることが意味

を成さない、という結論を得る。Ａ級戦犯は、私たちの解釈によれば、主体として弱いとか強

いとか言い得る存在ではない。本質的に、彼らは演技者なのであった。

　第６節では、作田啓一の論文「死との和解」における戦犯の責任の論理の考察を取り上げ

る。作田の考察は、B C 級戦犯が、戦犯裁判において連合軍の意図した近代的な主観責任と個

人責任の論理とは別の文脈で、自らの行為の責任を引き受けた、ということを明らかにしてい

る。作田の考察から、私たちは、「いけにえ」あるいは「犠牲」という概念が、日本人戦犯の

心理と行為を理解する上で決定的な意味をもつという示唆を得る。

　第７節は、本論文の第二の主要な論点を述べる。この節では、「いけにえ」および「犠牲」

という概念を、まず宗教人類学の古典に即して概観する。次いで、そこから得られた犠牲とい

う行為類型の論理的構造を、戦犯の「いけにえ」としての自覚に適用することを試みる。犠牲

の物語に本質的に含まれる虚構性が、いけにえの相反する心的態度（死の拒否と死の受容）に

即して分析される。自分たちは国家再建のためのいけにえであるという戦犯の意識は、こうし

て犠牲の物語の本質的な虚構性を内に含んだものとして理解されることになる。

　第８節は、全体のまとめである。権力による強制の下に置かれたとき、個人は自分の感情や

事実認識が属する現実世界から引きはがされ、権力によって強制された感情や事実認識の世界
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に移し入れられる。個人はしばしば自分の感情や認識を一部否定して一種の自己放棄を遂行し

ないと、権力の設定した世界に参入することができない。ここに権力の下での心理と行為に、

ある種の演技的な性格が生まれる原因がある。この演技性を脱却することはきわめて困難であ

ることが予想される。

２．シンガポール華僑3粛清事件と河村参郎

2.1.　事件と裁判の概要
　シンガポール華僑粛清事件とは、アジア太平洋戦争の初期に、日本陸軍によって組織的に遂

行されたシンガポールの中国系住民の虐殺事件である4。殺害された者の総数は、1942年２月

21日頃から25日頃までの第一次粛清5と２月28日頃から３月３日頃までの第二次粛清6を合わ

せると、５千人を下回ることはありえない。これは戦犯裁判において被告人側が認めた数であ

る（林 2007, 156ff.）。シンガポール側の推計によれば、総数は５万人に達するとも言われる

（林 2007, 165）。事件の性質上、このように被害者数は幅のある推定にならざるをえないが、

日本軍による住民の計画的殺害があったこと自体に疑いの余地はなく、後の裁判でも殺害の事

実の存否に争いはなかった。

　この虐殺事件は、殺害を免れた人々の言葉を通じ、当時すぐにシンガポールとマレー半島一

帯の住民の広く知るところとなり、イギリス軍はじめ連合軍もほどなくその情報を得た（林 

2007, 221ff.）。日本の敗戦後、イギリス軍の捜査を経て、被疑者の逮捕とシンガポールへの身

柄の送致、そしてイギリス軍軍事法廷での戦犯裁判２件が行なわれた（林 2007, 226ff.）。同一

事案の裁判が２件になったのは、被告人１名のシンガポールへの送致が遅れたためと推定され

ている（林 2007, 230）。

　1947年３月10日から４月２日に行なわれた第一の裁判の判決は、被告人７名全員が有罪、

うち２名が死刑、他の５名が終身刑であった。死刑となったのは、全体を統轄したシンガポー

ル警備司令官の河村参郎（陸軍少将、事件当時）、および実行部隊を統轄した第２野戦憲兵隊

3 「華僑」は中国本土以外に居住する中国系住民を指すが、現代では、「華人」という呼称の方が多く用いられ
るとのことである（林 2007, 17）。本論文では、事件当時の記述に関しては「華僑」を用い、必要に応じて

「中国系住民」等も用いる。
4 シンガポールの華僑虐殺事件については、シンガポール政府の口述史局による聞き取り記録や、イギリスの

国立公文書館所蔵の裁判関係書類のほか、中国語、英語、日本語の文献が多数がある。林博史の一連の研究
（林 1992；林 1998；林 2007）は、これら多くの資料と現地調査とにもとづくものである。シンガポールの
粛清事件については林 2007が詳しい。林 1992はマレー半島全域の華僑虐殺の事実経過を扱い、林 1998は
それらの事件に関わるイギリスの戦犯裁判体制の研究である。また林 1998の211‒227には、シンガポール
事件の事実経過および裁判過程について、簡にして要を得た記述がある。本論文も事実関係については基本
的にこれら林の研究に依存する。

5 シンガポール警備隊によって市内を対象に行われた（林 2007, 66）。
6 近衛師団（師団長、西村琢磨中将）によって郊外地域を対象に行われた（林 2007, 66）。
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長の大石正幸（陸軍中佐、事件当時）である。遅れて1948年３月に行なわれた実行部隊の士

官１名に対する第二の裁判の判決は、終身刑であった7。（林 1998, 211；林 2007, 233f.）

　この虐殺を立案したと見られる陸軍第25軍の参謀たちや、華僑「掃蕩作戦」8の命令を河村

警備司令官に与えた第25軍司令官山下奉文は、この事件で裁かれることはなかった。参謀の

うちにはその後戦死または事故死した者、ソ連に抑留中だった者、あるいは関与の少なかった

者もある（林 2007, 195ff.）。だが、積極的関与が疑われる参謀の一人、辻政信は敗戦後ただち

に潜行、逃亡して逮捕を免れた（林 2007, 194）。一方、山下司令官は別件によりマニラの米軍

軍事法廷で死刑判決を受け、1946年２月にすでに死刑執行されていた（林 2007, 193）。

　以下、河村の遺文の検討に必要とされる範囲で、事件の事実経過をもう少し立ち入って見て

おく。

2.2.　敵性華僑の「掃蕩作戦」の命令と実行
　真珠湾攻撃と同日の1941年12月８日未明、日本軍はマレー半島東北海岸のコタバルに、沖

合から奇襲上陸を行なった。上陸後、日本軍はマレー半島を南下、翌1942年１月31日には半

島最南端のジョホールバルに到達し、これを占領する。次いで２月８日に対岸のシンガポール

島への上陸作戦を開始、２月15日にイギリス軍は降伏し、シンガポールは日本軍の占領下に

置かれることとなった。なお、すでにシンガポール攻略戦の途上で、イギリス軍への華僑義勇

軍の協力を疑った日本軍は、防空壕に待避中の華僑一般住民の虐殺を行なった（半藤他 2010, 

145；林 2007, 26‒30）。

　河村参郎少将（以下、「河村」と言う）は、第25軍隷下の第５師団（師団長、松井太久郎中

将）の歩兵第９旅団長だったが、イギリス軍の降伏直後の1942年２月17日付けでシンガポー

ル警備司令官に任命され、第25軍の直接の指揮下に編入される。そして、翌２月18日午前10

時に軍司令部において、山下司令官から華僑を対象とする「掃蕩作戦命令」を受ける。この命

令の内容を、以下、後日チャンギー監獄に勾留中の河村が、留守宅の家族に送った手紙（1947

年２月15日執筆）の言葉によって示す9。

　　「……山下将軍は、厳然たる態度で私〔河村〕に対し、

　　　　「軍は他方面の新なる作戦のため、急いで多くの兵力を転用しなければならない。然

るに敵性華僑は至る所に潜伏して、我が作戦を妨害しやうと企図してゐる。今機先を

7 ただし、本件にかぎらず、死刑以外の戦犯受刑者は、平和条約発効後に、有期刑、終身刑を問わず恩赦また
は減刑の措置を受け、すべて釈放されている（林 1998, 285‒292）。

8 シンガポール華僑粛清事件は、第25軍司令部の認識としては英軍降伏後の残敵の「掃蕩作戦」であるとさ
れた。以下、日本軍の命令等に言及する文脈では、「掃蕩作戦」「華僑掃蕩作戦」等の語を用いることがあ
る。

9 この手紙は、河村参郎『十三階段を上る』（亜東書房 1952）の第３章に収録されている。
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制して根底より除かなければ、南方の基盤たるマレイの治安は期せられない。警備司

令官は最も速やかに市内の掃蕩作戦を実施し、これ等の敵性華僑を剔出処断し、軍の

作戦に後顧の憂いなきやうにせよ。細部は軍参謀長の指示によれ。」

　　と。それに引続いて、鈴木（宗作）軍参謀長から、実行の具体的方策について詳しい指示

を受けた。即ち、掃蕩日時、敵性華僑の範囲、集合、調査要領、処断方法に亘つたが、特

に右の結果、敵性と断じたものは即時厳重に処分（死刑）せよと指示された。私は流石に

即時厳重処分の語に対し、驚かざるを得なかつた。私の質問に対し鈴木参謀長は之を遮

り、釈明して曰く「本件は種々意見論議もあるだろうが、軍司令官に於てこのやうに決定

されたもので、本質は掃蕩作戦である。命令通り実行を望む」との事であつた。

　　　このやうにして本命令の絶対性は確言されたのである。私は軍人たる以上謹んで本命令

を拝受し、それを実行するより外なく、またその通りに実行したのである。（河村 1952, 

163‒164．「…」、（…）は原文。〔…〕は引用者。原文の旧字は新字に改めた。以下同じ。）」

上に「即時厳重処分の語に対し、驚かざるを得なかつた」とあるとおり、敵性と見なされた占

領地域の住民を、裁判等を経ずに厳重処分（殺害）することは、日本軍の軍規にも違反する行

動である。河村自身、同じ手紙の後の部分で次のように述べている。

　　「本来これ等の処断は、当然軍律発布の上、容疑者は、之を軍律会議に付し、罪状相当の

処刑を行うべきである。それを掃蕩作戦命令によつて処断したのは、形式上些か妥当でな

い点がある（河村 1952, 167）」

だが、「軍人として多年養われた服従の精神（河村 1952, 165）」から、この命令を「批議拒否

する事（同上）」はできないと考え、河村は「その通りに実行した（河村 1952, 164）」のだっ

た。

　命令内容およびその授受の経緯は、林博史によって、河村の事件当時の日記（以下、「河村

日記」と言う10）と法廷証言の記録（以下、「河村証言」と言う11）を含む他の多くの史料にもと

づき、復元されている。命令の内容や軍司令部でのやりとりなど、基本的には上の河村の手紙

の記述と変わらない。補足すれば、第一次の「掃蕩作戦」の期間は２月21日、22日、23日と

され、期間の延長は認められなかったこと。作戦の対象は、①元義勇軍兵士、②共産主義者、

10 河村日記は、英国の国立公文書館所蔵の裁判関係資料から林博史が発見したもの。筆者は未見だが、華僑粛
清事件当時を含む陣中日記らしい。河村 1952（河村参郎『十三階段を上る』）に収録されているチャンギー
監獄収監中の「獄中日記」とは別物。河村日記はその一部の抜粋がＡ級戦犯を対象とする東京裁判に証拠資
料として提出された。しかし、林博史の研究によると、東京裁判に提出された抜粋には、華僑粛清事件当時
のシンガポールの治安をより悪く見せる改竄がある、とのことである。（林 1998, 224；林 2007, 215）

11 これも英国国立公文書館所蔵資料から林博史が発見したもの。筆者は未見。

5

（ 5 ）



名古屋大学文学部研究論集（哲学）

③略奪者、④武器を持っていたり隠していたりする者、⑤日本軍の作戦を妨害する者、治安と

秩序を乱す者ならびに治安と秩序を乱すおそれのある者、とされたこと。具体的には、すべて

の中国系住民を指定した場所に集め、抗日分子を選別し、秘密裏に処分するものとされたこ

と。等々である。河村は作戦期間があまりに短く、かつ対象の⑤は選別困難であることなどを

訴え、⑤の扱いは河村に任せるとの答を鈴木軍参謀長から得ている（林 1998, 213‒218；林 

2007, 54‒58）。

　命令を受けて後、河村は、この作戦のため増加配属された参謀12および憲兵隊長大石正幸に、

「掃蕩作戦」を実行するための警備隊命令を作成させる。実行の手順としては、五つの憲兵隊

が市内を担当し、二つの歩兵大隊が隣接する市外地域を担当して、計七地区で住民の検問を行

ない、抗日分子を選別し、処刑するという手はずとなった。

　極めて短期間に70万人余と推定される市民をわずか200人程度の憲兵で検問する（林 2007, 

63）のである。実行部隊を指揮し、終身刑となった大西覚（憲兵中尉、当時）が戦後の著書で

認めたように、選別が困難を極めたことは想像に難くない（大西 1972, 72）。その選別の実態

は、林 2007が、中国系住民からの戦後の聞き取り記録13や戦犯裁判での証言等にもとづき、

各部隊の担当地区ごとに再現している（林 2007, 69‒113）。

　それによれば、ある地区では集められた住民に対し、例えばシンガポールの華僑の有力者で

抗日運動の指導者の陳嘉庚（タンカーキー）を知っているか、蒋介石と汪兆銘のどちらが好き

か、といった質問がなされたという。陳嘉庚を知っていると答えると選別された。汪兆銘（日

本の傀儡政権の長）でなく蒋介石が好きだ、と答えると選別された。また、中国に支援金を出

したことのあるもの、あるいは教員の職にあるもの、といった人々も危険人物と目され、選別

された（林 2007, 77‒78）。ある憲兵曹長への戦後のインタビューによれば、「とにかくインテ

リのやつを人相と服装だけでパッパッとやっとるから……あれだけの短い期間では取り調べも

できんですわ」14とのことである。これら種々の記録から「きわめていい加減な方法・基準で

選別し殺害したこと（林 2007, 105）」は明らかである。

　裁判に証拠として提出された河村の宣誓供述書（1946年11月５日付）によれば、

　　「私ガ軍司令部カラ受ケ取ツタ命令ハ最モ広イ意味ノ用語デアツテソノ内容ハ警備隊地区

全中国人ヲ特定ノ集合地ヘ集結セシメ42年２月21日ニ之ヲ篩ニカケテ23日迄ニ好マシク

ナイモノヲ処分スベシト云フノデアリマス。ソノ次ノ粛正及ビ之ニ随伴スル射撃ガ実行サ

レタノハ事実デアリマス。此ノ事件ガ起コツタノハ２月ノ最後ノ週ダツタト思ヒマス。

12 林忠彦少佐、1944年に飛行機事故で死亡（林 2007, 197）。
13 シンガポール口述史局の行なった聞き取り調査。シンガポール国立公文書館においてテープを聴くこと、お

よび証言録を読むことができるという。（林 2007, 18‒19）
14 東京大学教養学部国際関係論研究室『インタヴュー記録Ｄ 日本の軍政２』２～３頁。林 2007, 95の引用か

ら。
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（茶園 1995, 130‒131）」

とある。このように、選別された住民を殺害した事実は、河村自身がはっきり認めている。以

下次節では、主として河村 1952の第一章の獄中日記にもとづいて、逮捕から裁判を経て刑死

までの経過を記しておく。なお以下で日記とあるのは、すべてこの獄中日記のことである。

2.3.　華僑粛清事件の裁判と河村参郎
　河村は、1946年９月14日土曜日未明、広島県安芸郡海

カイ

田
ダ

市
イチ

の自宅で就寝中のところ、MP

数名と日本の警官２名によって逮捕された。家宅捜索の後、呉の留置所を経て、東京の巣鴨拘

置所に身柄を送られる。MP らに踏み込まれた段階で、「私は多分シンガポールの華僑事件で

あらうと直感した（河村 1952, 8／1946年９月14日）15」とある。河村自身に「掃蕩作戦」への

関与が戦争犯罪に問われうるとの自覚はあった。

　巣鴨に送られた９月15日に、シンガポールの華僑事件について訊問を受ける。その後は仏

印関係の訊問を２回受けている（９月17日、同19日）。シンガポール攻略戦後に、河村はイン

ドシナ駐屯軍参謀長に任じられているから（河村 1952, 著者略歴）、その職務に関わるものと

推定されるが、具体的な内容は分からない。９月28日、巣鴨を出て30日に岩国に着く。巣鴨

を発つ段階では、まだどこに送られるのか不明である。出発後に目的地がシンガポールである

と徐々に分かる。10月４日に飛行機で岩国を発ち、上海、香港、サイゴンを経由して、10月

９日にシンガポールに到着。翌10日にチャンギー監獄に収監された。途中10月８日サイゴン

で約２時間にわたる訊問を受けている。「軍参謀長時代に、夢にも知らなかつた我が将兵の非

行、悪業を知らされたのには驚かざるを得ない。真か、偽か？ ただ唖然たるのみ。（河

村 1952, 21／1946年10月８日）」

　日記1946年10月22日に以下の記載がある。

　　「私の問題は、実に判然としてゐる。自分の意志によつてやつた事ではなく、命令に対す

る服従の責任だけであるから。要は英軍の誠意と、復讐と、対華僑政策がどれ程反映する

かによつて決定される問題であり、その結果がどのやうにならうとも、当時の情況では、

自分以上に妥当な結果をもたらし得たものは、恐らく無からうと自ら信ずるだけに、顧み

て何等の疼
〔ママ〕

〔疚〕しい心がない。（河村 1952, 26‒27／1946年10月22日）」

軍命令に従ったのみであって、自らの意志ではなく、したがって個人として責任を問われるべ

き問題ではない、という見解は、以後一貫して変わらない。公判における弁護人の防禦方針

15 河村の獄中日記からの引用は、河村 1952の頁数に加え、必要に応じて日付を西暦で連記する。
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も、「命令不実行の不可能なる論点に立ちて、緊急避難論を以て対抗しよう（河村 1952, 73／

1947年２月27日）」というものである。河村は「一旦軍司令官が決裁し、部下に命令された以

上、それは飽くまで軍司令官の責任であり、その命令は、不可侵の信念に立ちてこそ、皇軍の

真価を発揮出来るものである。それを根拠とすればこそ、受令者に罪はないとの結論が生れる

（河村 1952, 74／1947年２月28日）」と述べる。すでに見たとおり、判決は有罪、絞首刑だっ

た。しかし、河村自身の確信が変わることはなく、死刑判決確定後に作成された英軍司令官宛

の「意見書」でもこの考えは再度強く主張される。この点は、後に立ち入って考察する。

　1946年10月26日には、英軍将校からかねて作成を命じられていた（1946年10月11日）マ

レー戦史の草稿が出来たとの記載があり、さらに「敵性華僑の掃蕩作戦に筆を進めるとき、当

時の軍の方針が厳に失した事を痛感せざるを得ない（河村 1952, 29／1946年10月26日）」とあ

る。すでに見たとおり、命令を受けた時点で、河村は「即時厳重処分の語に対し、驚かざるを

得なかつた（上掲）」のであり、また河村の質問を遮って軍参謀長の口からは「本件は種々意

見論議もあるだらうが（上掲）」との言葉が発せられている。命令の妥当性そのものを、河村

自身が完全に納得しているわけではなかった。前段の個人責任の問題と併せて、この点につい

ても、後に考察する。

　1946年11月５日には宣誓供述書１通が作成され、これに署名している。これについては、

軍事法廷で弁護の任に当たった弁護人黒瀬正三郎所持の手書き書面の写し（写真製版）が、茶

園 1995に収録されている。すでに一部を引用したとおり、これは華僑殺害の事実があったこ

とを認めるものであるが、さらに次のような供述も記録されている。

　　「警備隊地区カラ射殺サレタ犠牲者ノ数ハ私ハ4000カラ5000ト見積モツテ居リマス。師団

地区デ大量虐殺サレタ数ニツイテハ何モ知リマセン。（茶園 1995, 131）」

「師団地区」の件は、近衛師団（師団長、西村琢磨中将）の担当したシンガポール郊外におけ

る第二次粛清のことを指すものと思われる。警備隊の担当地区における第一次粛清で殺害数

4000人から5000人である。第二次粛清と合わせて総数が5000人を下回ることはまずない16。

　河村は死刑を覚悟している。他の事案で死刑判決があったことを仄聞し「他人の運命は、や

がて我が身にふりかかるであらう（河村 1952, 27／1946年10月25日）」、そして「総べては運

命と観ずる以外にはない（同）」、あるいは「これから絞首台上に登る我が身（河村 1952, 54／

1947年１月２日）」、また起訴直前には「絞首台上に登る最後の瞬間まで、この身を大切にし

なければならぬ（河村 1952, 68／1947年２月15日）」といった言葉がある。とはいえ、タイ緬

鉄道建設の責任者石田中将に有期刑（10年）の判決があったことを知り、「責任者必ずしも死

16 シンガポール華僑粛清事件の被害者総数については、林 2007, 155‒166を参照のこと。なお、本論文の関心
の範囲では、数千人に及ぶ殺害の事実に争いがないことが確認できれば足りる。

8

（ 8 ）



権力の下での行為（田村）

刑に非ずとの証左として心嬉しく感ずる（河村 1952, 43／1946年12月１日）」との文言も見ら

れる。

　1947年２月11日、近日中に起訴と判明し、弁護士と初めて会っている。加久田、黒瀬、藤

岩の三弁護人が、河村はじめ同一事案で起訴される７名の被告人の弁護を担当するのである。

なお公判期間中の日記を見ると、「弁護側の冒頭弁論に入り、語学の関係上、英側「アドヴァ

イザー」ウエイト大尉が日本側に代わつて熱弁を以て陳述した。内容は判らないが、その誠意

ある陳述には感銘するものがある。（河村 1952, 80／1947年３月20日）」とある。ウェイト大

尉は「長く東京で教鞭を取つた人（同）」とあり、英軍が言語上の困難を配慮して、弁護側の

ために相応の手立てを講じたことが分かる。

　1947年２月21日に呼び出しがあり、起訴状を受け取る。被告人は、西村琢磨（中将、近衛

師団長）、河村参郎（少将、シンガポール警備隊司令官）、大石正幸（中佐、第二野戦憲兵隊

長）、横田昌隆（中佐、憲兵）、城朝龍（少佐、憲兵）、大西覚（中尉、憲兵）、久松春治（中

尉、憲兵）の７名である17。河村は次のように記している。

　　「その要点は、命令であつたとしても、その時期、場所、方法の選定に責任がある。且つ

具体的虐殺の例を挙げ、之が監督の責任を追及し、戦時法規、慣習の違反であるといふ。

当然来るべきものが来たといふに尽きる。（河村 1952, 72）」

この言葉は起訴状と証拠抜粋18に対応している。起訴状は、起訴事実を述べた後、証拠抜粋で、

山下司令官よりの命令内容、各部隊の命令系統、各部隊の担当地区、各地区における射殺の事

実及び人数、予定される検事側証人名などが述べられている。公判では、これらの事実関係に

ついては基本的に争わず、防禦方針として「命令不実行の不可能なる論点」により「緊急避難

論」で対抗するという方法をとるに至ること（河村 1952, 73／1947年２月27日）、命令を実行

したのであるから受令者に罪はないと河村が考えていたこと（河村 1952, 74／同28日）等に

ついては、すでに述べた。

17 同一事案について水野銈治（少佐、憲兵）が遅れて起訴され、1948年３月に裁判を受けた（林 2007, 211）。
判決は終身刑。また城朝龍の名は、茶園 1995, 15の和文起訴状には無いが、同，182の、タイプされた英文
起訴状には、手書きで JYO TOMOTATSU と書き加えてある。河村は「東京から更に六十人が到着、その
中に城憲兵中佐も含まれてゐる（河村 1952, 74／1947年３月３日）」と記している。城朝龍のシンガポール
送致は、起訴の時点よりもやや遅れたようである。

18 起訴状と証拠抜粋は、茶園 1995, 15‒25で見ることができる。ただし、茶園義男の編集した B C 級戦犯に関
する多数の資料集は法務省の資料をもとにしていると見られるが、「イギリスの裁判記録に照らし合わせて
みると、起訴理由概要の内容は実際の起訴状とかなり食い違っている（林 1998, 19）」とのことである。だ
が本論文の論点に関して言えば、シンガポールの事件について概略を記した茶園 1995, 15‒25の起訴状等は
前述のように弁護人所持の手書き書面の写真製版であり、その内容が、林 1998、林 2007の現地調査等を踏
まえた詳細な研究の内容と根本的に食い違うわけではない。
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　1948年３月10日開廷。場所はシンガポールの公会堂である。注目を集めた大きな裁判であ

り、裁判官はフォーサイス裁判長以下５名である（林 1998, 212）。裁判長の罪状認否の問いに

対し、一同無罪と答え、検事側証人の証言から裁判が始まった。日記には、「検事の訊問の要

点は、正式裁判をやらずに処刑された点にあるのは明瞭である。この点は犯罪に対する処罰観

念と、軍の緊急自衛の作戦行動との観念の相違である。（河村 1952, 78／1947年３月14日）」

とある。また「検事側証人の勝手な言に対し、本掃蕩作戦の已むに已まれない自衛手段とし

て、山下将軍が命ぜられたものである事を、後世のために記録に留めて置きたい（河村 1952, 

80／1947年３月19日）」といった記載も見られる。「勝手な言」が何を指すかは不明である。

　1947年３月20日、弁護人が検事側証人の再喚問を申請するが却下され、弁護側冒頭弁論が

開始される。この日、河村が証言を行なった。「軍司令官の掃蕩命令を受け、引続き軍参謀長

鈴木中将の指示、作戦主任辻参謀の説明、自分が特に鈴木中将と内談し、若干の修正を求めた

件、その後憲兵隊に行き、大石中佐の忌憚なき意見を聞き、その智慧を借りた点、それから警

備隊命令を下達するまでの情況を説明した。述べたい点は大概述べる事が出来た（河村 1952, 

80‒81）」とある。この証言内容に関わる事実経過については、2.2ですでに述べた。

　河村の証言は、翌３月21日にも続けられる。日記の要約によれば次の通り。

　　「今日は爾後の命令実行状況と、その結果を軍司令官に報告した状況、近衛師団の掃蕩に

関連して行なわれた第二面の掃蕩作戦の件等を一通り説明し、最後にこの命令は、当時の

戦況に於て、やむにやまれずして出された正しい作戦命令と考へた点、命令には服従の外

なき事、当時の状況に於て何人を以てしても、かくする以外に方法がなかつたことを述

べ、その結果、この軍事法廷に立つに至つたのは全く「運命」と申す外はないと結論し、

最後に軍命令とは謂へ、その犠牲になつた華僑各位の霊に対し、衷心より冥福を祈る旨を

述べて終わつた。（河村 1952, 81／1947年３月21日）」

　この証言には、本論文における以下の考察にとって、大事なことが二つ含まれている。第一

に、「正しい作戦命令」という言葉が見られること。第二に、「華僑各位の霊に対し、衷心より

冥福を祈る旨」を述べたということ。この二つである。

　第一の点について言うと、これまで河村の主張として、華僑粛清が軍司令官からの命令であ

り、命令には従うほかなく、したがって自らの意志で実行したことではない、という考えを確

認してきた。だが、この日の証言台では「正しい作戦命令」と考えたと述べたのである。強制

されて厭々命令に従ったのではなく、それを「正しい」と考えるかぎりで従った、と認めたこ

とになる。もちろんこの程度の細かな言葉遣いは、裁判官の判断を左右するものではない。だ

から、私が注目するのは裁判への影響ではない。注目するのは、これが河村の心理において意

味するところである。
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　河村は作戦の正しさについて、命令を受けたときからずっと疑問を抱き続けている。命令を

受けた時点での違和感は、軍参謀長に質問を遮られた1942年２月18日の軍司令部でのやりと

りで分かる。また、起訴を間近に控えた1947年２月18日の日記にも次のように書かれている。

　　「回顧す、華僑掃蕩作戦命令を受けた日である。当時の軍司令部の勢ひを想起し、本命令

を拒否し得なかつた事は、今も尚ほ当然とは考えるが、軍参謀長にして信念を以て軍議を

指導せられてゐたら、或は何とかなつたのではなからうか等と、愚痴も出ない訳ではな

い。（河村 1952, 69／1947年２月18日）」

要するに、軍参謀長がもう少ししっかりしていたら、あんな作戦命令にはならなかった、とい

うことである。この「愚痴」は、あの戦況では「正しい」作戦命令だった、という証言台での

言葉とは対立する。河村は、作戦に対する違和感をずっと抱きつつ、だが、それを「正しい」

と信じることにして
0 0 0 0 0 0 0 0 0

、行動したのであろう。このことは、以下の検討で重要になる。

　第二の「冥福を祈る旨」の言葉については、林博史の報告する河村証言の文言は次のとおり

である。

　　「しかし、この事件の犠牲者に私は哀悼の意を表します。私は肉親を奪われた犠牲者の親

族の方々に哀悼の意を表すと同時に、広島の犠牲者19、戦争の犠牲者にも──そのような

哀悼は何にもならないでしょうが──哀悼の意を表します。軍の作戦命令の遂行によった

ものとはいえ、私は犠牲になった中国人たちの魂の安らかな永眠を心の底から祈ります

（林 2007, 199；林 1998, 221）」

すべての戦争犠牲者に言及しつつ、とりわけ自分が直接関わった中国系住民に対して哀悼の意

を表している。1947年２月15日執筆の家族宛の手紙の末尾にも、似た文言がある。そこには、

「作戦の犠牲となつたシンガポール華僑諸氏の霊に対しても謹んで哀悼の詞を呈し（河村 1952, 

168）」とある。これはこの時期の河村の変わらない気持ちだったようである。

　さらに、河村が死刑執行の前々日に書いた20英軍司令官宛の「意見書（1947年６月25日付）」

末尾には、「在シンガポール華僑代表殿」宛に、「私の死が……対日憎悪の感情の幾分にても緩

和し得る事になるならば、私の深く喜びとする所（河村 1952, 176）」との文言がある。そして、

自らの刑死が機縁となって「中日両国民が旧来の恩讐を越え〔る〕（同）」日が来ることを切望

19 河村は広島県の自宅で逮捕されている。原爆の惨禍はよく知っていたものと思われる。
20 1947年６月24日の日記に、「夜、英軍司令官に対し、提出すべき意見書を書き、司令官を通じて華僑代表者

に提出するステートメントを準備した（河村 1952, 150）」とある。この「意見書」は1947年６月25日付で
あり、これを収録する河村 1952第四章（p. 170）の編者註にも、「死刑執行を明朝に控え……書いた意見書」
と記されているが、実質的な執筆は24日であろう。
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する旨を記している。河村は、公判期間中から刑死直前まで、自らが命令を下して殺害した

人々を悼みつつ、「中日両国民」を一体として考える、あるいは一体となることを期待する、

といった心理を抱くに至ったと見られる。このことにも、以下の検討では注目する。

　公判では他の被告人の証人訊問も次々と行なわれ、1947年４月２日、前述の「アドヴァイ

ザー」ウェイト大尉が弁護人に代わり１時間半に亘って最終弁論を行なった。河村の記すとこ

ろでは、当時華僑に敵性活動があり、日本軍としては緊急自衛上やむなくとった行動であっ

て、これは国際法上も認められるところである。これによって「掃蕩作戦」の合法性は立証さ

れるが、合法性に疑問が残るとしても責任は山下司令官にある、命令に服従した被告にはその

責任はない、というものだった。これに対し、検事側の最終論告は、このような緊急行為はイ

ギリスの法の認めるところではなく、被告人らに責任があるというものだった。（河村 1952, 

88／1947年４月２日）

　同日昼食後に判決。全員有罪。午後４時半に刑が言い渡された21。冒頭に述べたように、河

村と大石正幸が絞首刑、西村琢磨、横田昌隆、城朝龍、大西覚、久松春治は終身刑であっ

た22。河村は「現存当事者の先頭を占める予が極刑となるは当然の帰結（河村 1952, 89／1947

年４月２日）」と述べ、他の被告人が死刑を免れたことを「従来の噂さからみると案外の感が

した。……予としては喜ばしい極み（同）」と記した23。

　判決が軽すぎるという批判がすぐに華僑社会に生じた。1947年４月３日の中国語新聞『星

州日報』に「判決は軽すぎる。わずか二人の戦犯にだけ死刑」という見出しの記事が載り、中

国人組織はシンガポール総督と東南アジア連合地上軍司令官24に抗議した（林 2007, 234）。こ

の動向は河村も記録している。「外界の反響を仄聞するに、華僑側新聞は、二人の死刑では軽

過ぎると論じ、英字新聞は命令行為であるから責任は山下将軍にあると論じている由、今後の

進展は注目の要がある。華僑から英軍司令官に対し、他の五名も極刑に処せよと陳情した由。

（河村 1952, 95／1947年４月８日）」

　戦犯裁判には控訴の制度は無いが、判決の妥当性を確認する手続きが定められている。有罪

判決後48時間以内に嘆願書提出の意思を申し出て、14日以内に嘆願書を提出する。その後、

裁判記録一切が、東南アジア連合地上軍司令部の副法務部長に送付され、そこで、判決通り確

認する、減刑する、判決を破棄する、という三つのいずれかのアドバイスの文書が作成され

21 英軍軍事法廷では、検察側に求刑の権限はなく、有罪の立証をするのみである。有罪と判定されてから、量
刑の審理に入る。弁護側が被告の年齢、経歴、人柄、残留家族の状況などを理由に寛大な刑を求め、その
後、裁判官が刑を言い渡す。（林 1998, 67‒68）

22 河村 1952, 88には「終身刑」ではなく「無期」とあるが、ここは林 1998、林 2007に従う。
23 だが西村琢磨は、マレー半島での捕虜虐殺の罪を問われ、オーストラリアの裁判で死刑となっている。

（林 2007, 235）
24 東南アジア連合地上軍司令部の戦犯裁判関係の組織については林 1998, 50ff. を参照のこと。
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る。この文書は裁判記録とともに裁判が行われた各司令部に送り返され、これを参考にして各

司令部の確認官25が、判決の確認を行なう。ただし、確認官はこのアドバイス文書に従わなく

てもよい。従う事例も従わない事例もあったようである。だが確認に際し、量刑を重くするこ

とはできない。減刑または判決の破棄も相当数あった。シンガポール法廷の場合、死刑判決

142件に対し、死刑確認112件である。（林 1998, 67‒73, 105, 128‒135）

　河村の場合、1947年４月14日に嘆願書の提出は終わっている（河村 1952, 98）。６月13日に

確認の結果を申し渡され、死刑が確定した。通常は確認通知の翌日に執行があるが、河村の場

合は違った。６月25日に「明朝９時執行」の通告があり、1947年６月26日死刑執行。

　以下、執行直前の日記の記載を幾つか示しておく。下は予定された自らの死についての内

省。

　　「予の死は英軍対華僑政策の犠牲であるから、唯それだけの話で、少しの苦痛もない。

たゞ馬鹿げた話しだとの考へは終始念頭を去らないが、之も敗けたが故にと諦める次第で

ある。死んで往くものは唯それだけの事で、即刻往生出来る事は幸福である。（河村 1952, 

146／1947年６月23日）」

「予の死は英軍対華僑政策の犠牲であるから、唯それだけの話」「死んで往くものは唯それだけ

の事」という突き放した言い方、なかんずく「犠牲」という言葉には、後に触れる機会がある。

　下は、自らの生涯を振り返っての言葉。

　　「過去を顧み、人生を観ずる時、予の如きは思ふに最も幸福な一人である事を沁々と身に

感ずる。……過去の多くの懐しい思出の上に、十分とは勿論云へないにしても、顧みて疚

しい感じを抱く事もなく、言はゞ大過なく、愉快に、真実に生活してきたとの念を以て、

終始する事ができた。（河村 1952, 150／1947年６月24日）」

死刑執行がいつなのか分からない時点での感想である。刑死を不確定の近い将来に予定された

人物の心事を推し量ることはほとんど不可能だが、このような感想を見ることは、記録を読む

側にとって救いと言えないこともない。この感想は、今後特に取り上げて検討するつもりはな

いが、紹介しておく。

　下は、執行通告を受けた日の長文の記載の末尾で、自らを「犠牲」として「特攻隊」に擬す

る部分。

25 軍事法廷の召集権限は各司令部にあり、司令官が召集官と確認官を兼ねる。実際に確認のための検討をする
のは、司令部の法務将校である。（林 1998, 128）
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　　「予は、……やがての世の覚醒のための犠牲として、喜んで永遠の旅路に向かふ。（河

村 1952, 153／1947年６月25日）」

　　「予の死は謂はば一種の特攻隊である。皆さんから惜しまれながら、死に向つて邁進する

のである。この精華は特攻隊のやうに、直ぐには現はれないが、人類が人類らしい姿に生

れ出ようとする陣痛の役割を果すものである。（河村 1952,153‒154／1947年６月25日）」

ここに見られる「世の覚醒のための犠牲」と、先に出て来た「英軍対華僑政策の犠牲」とにお

ける「犠牲」の実質の違いについて、また「一種の特攻隊」という自己認識について、後の検

討で触れる機会がある。

３．河村参郎の遺文と個人意志の問題

3.1.　英軍司令官宛「意見書」と個人意志の問題
　河村の『十三階段を上る』に収録されている文章のうち、まだ取り上げていない重要なもの

は、英軍司令官宛の「意見書」である。この「意見書」の中心の論点は、軍人の個人責任の問

題である。河村は、冒頭で戦犯裁判全体の目的に関して述べた後、「現在の裁判に於て特に痛

感せらるるのは、謂ゆる犯罪事実に対する個人責任の限界の点であります（河村 1952, 171）」

と述べ、下のようにその意見を開陳する。

　　「私は個人責任とは、その人個人の意志に於て発動し、之を実行し、または実行せしめた

行為に関する責任であると信じてゐます。謂ゆる統帥権の下、上級者の命令に服従し、そ

の範囲に於て、之を忠実に実行するのは、軍人の職分であり、そこには個人意志の発動は
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ない
0 0

のであり、随つて謂ゆる個人責任は存在しないのであると信ずるのであります。命令

に違反し、または命令の限度を越えた点ありとせば、その時はその限度に於て受令者の個

人責任が存するわけであります。

　　　以上の点に於て、我々日本軍人乃至日本当局者の見解と、英軍法廷乃至法務関係者の見

解との間に余りにも甚しい懸隔が存するのは驚くの外はありません。（河村 1952, 172．傍

点は引用者）」

そして、軍隊組織における「命令服従の絶対性（河村 1952, 173）」は「各国共通の事象（同）」

であるはずで、「恐らく英軍の服従理念の根本精神は、日本軍と大なる差異はないと信ずる

（同）」と指摘する。したがって「被告一同はただ英軍事法廷の無理解、筋違ひを嘆ずるのみ

（同）」であり、これによってもたらされるのは「反省乃至悔悟の念（同）」ではなく、「対英反
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感の思想の湧出のみ（同）」である、と続ける。

　すでに確認したとおり、河村は、自分は命令に従ったのであり、自分の意志でやったことで

はなく、そうである以上、受令者である自分に罪はない、と考えていた。この意見書の文言も

まさにこの考えを述べている。裁判という文脈で考えるとき、この考え方は法的に見てどの程

度支持されるのか、という問題がある。この問題はすぐに3.2節で取り扱う。

　しかし、私が第４節以降で主要な検討課題として取り上げるのは、法的な問題ではない。そ

うではなくて、むしろ、河村のこのような考え方が前提している或る哲学的な概念の方であ

る。具体的には、河村が「そこには個人意志の発動はない」と言うとき、河村は（そして、私

たち日本語の母語話者は）これをどのような「個人」および「意志」の概念によって理解して

いるのか、という問題である。

　河村は夢遊病者や精神病者のように心身喪失状態で行動したわけではなく、自分の身体を自

分の意志で動かし、幕僚に命じ、部隊を指揮している。個人意志の発動は、この意味では
0 0 0 0 0 0

まっ

たく明らかに、まぎれもなく存在していた。だが、上の文脈で、「そこには個人意志の発動は

ない」と語られるとき、私たちは、たしかにこの語り方を理解することができる
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。私たちは一

体このときどのように「個人意志」という概念を理解しているのだろうか。これが、哲学の問

題として私が本論文で取り上げる主たる問題である。

　だが、哲学的な考察にとりかかる前に、法的な問題の方を簡単に扱っておこう。連合国の法

律家たちが、軍事行動における個人責任を問うためにどのような準備を行なっていたのか見て

おく。それによって、自分には責任は発生しないという河村の確信が裁判で通用しなかった歴

史的な背景が理解できる。

3.2.　「上官の命令」と個人意志 ──戦犯裁判に向けた連合国の準備──
　通常の裁判の場合、検察側と弁護側の主張が対立する点については、どちらが支持されるか

裁判官が判決文で理由を述べて判断を示す。だが、英軍軍事法廷においては、判決文や判決理

由書は無いのが通例であった（林 1998, 128）。したがって、河村の主張が認められなかった理

由を、実際に判決を下した裁判官の判断にもとづいて理解する道は閉ざされている。しかし、

命令にもとづいて違法行為26を犯した兵士や将校の責任をどう考えるかということは、連合国

26 第二次世界大戦当時の連合軍が何を戦争における違法行為と見なしていたのかは、連合国戦争犯罪委員会
（この委員会については本文ですぐに述べる）による33項目の例示（「謀殺・大量殺戮・組織的テロ行為
（murder, massacre; systematic terrorism）、人質を死に至らしめること（putting hostages to death）、一般
民衆の拷問（torture of civilians）、……」）によって分かる（林 1998, 46‒48；History, 34‒35）。ここに至る
まで、19世紀半ばから20世紀初頭にかけて、どのような行為が戦争における違法行為なのかに関する国際
的な合意が、徐々に形成されていた。ハーグ平和会議（1899年、1907年）の「陸戦の法規慣例に関する条
約」（ハーグ陸戦条約）の付属規則（ハーグ陸戦規則）はその一つの表れである（藤田 1995, 18‒22）。また
戦争そのものも、1928年の「戦争法規に関する条約」（パリ不戦条約、ケロッグ＝ブリアン条約とも）に
よって違法化されることになる（藤田 1995, 64‒65）。
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がドイツ軍の戦時行動を戦争終了後に戦争犯罪として裁くことを考慮し始めた当初から、大き

な問題として認識されていた。そして、結論から言えば、1945年の時点では、連合国の基本

的な立場として、上官の命令にもとづいて行動したということは、命令に従った者の責任を免

除する根拠とはならない、という考え方が広く受け入れられていた。

　連合国において、戦争犯罪の法的取り扱いを集中的に審議した組織は、連合国戦争犯罪委員

会（The United Nations War Crimes Commission）である。同委員会は、1943年10月20日

に、連合国によってロンドンで設立された（林 2010, 25；History27, 2‒3）。ドイツ軍の戦争犯

罪の追及を戦争の主要目的として掲げたモスクワ宣言（1943年11月１日付）が発表される直

前である。同委員会で採択された1945年３月29日付の「上官の命令の申し立てについての政

府宛レポート（Report to the Governments on the plea of superior orders）」には次の通りの文

言が見られる。まず、各国の法体系の状況が概観される。

　　「構成各国の全てではないが多くにおいて、この主題〔上官の命令の申し立て〕に関する

法的規則が存在する。それらの規則のうちのあるものは極めて最近採択された28ものであ

る。多くの場合、これらの規則は互いに異なっている。また、上官の命令への服従がどの

程度まで犯罪人の責任を免除し、あるいは処罰を軽減するかについてはさらなる考察があ

りうる。以上の点に鑑み、当委員会は何らかの原則または規則を提出することが有益であ

るとは考えない。（History, 280）」

このように、主として各国の法体系に相違があることから、上官の命令の申し立てをどう取り

扱うかに関する原理を立てることは事実上できないことが認められている。だが、一般規則を

与えることは困難であるとしても、考え方の方向性については完全な一致を見ていた。

　　「上官の命令に服従して行為したという単なる事実は、それのみで戦争犯罪を犯した人物

の責任を免除することはないという、当委員会が連合国戦争犯罪裁判所（the United 

Nations War Crimes Court29）と関連して表明した見解を、当委員会は満場一致で支持す

27 「History」と略記するのは、The History of The United Nations War Crimes Commission and the Develop-
ment of the Laws of War, compiled by The United Nations War Crimes Commission. London: Published 
for The United Nations War Crimes Commission by His Majestyʼs Stationery Office. 1948. である。

28 第一次世界大戦当時に作成されたイギリスとアメリカの軍事法規の解釈教本（1914年版）は、上官の命令
が行為者を免責するとしていた。しかし、どちらも1944年版で、免責しないとする方向に改訂された。

（林 1998, 113‒115；History, 281‒282）
29 連合国戦争犯罪委員会において検討され、設立が提言された文民による国際法廷のこと。ただし、このよう

な裁判所組織は実現せず、実際にニュルンベルクと東京に設立されたのは連合軍による国際軍事裁判所（東
京については、極東国際軍事裁判所 the International Military Tribunal for the Far East）であり、いわゆ
る B C 級の戦犯裁判も各国の軍事法廷において裁かれた。（林 2010, 126 注22）
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る。（History, 280）」

　こうして、この考え方に沿った条項が、Ａ級戦犯を裁く国際軍事裁判所の条例（Charter）

や準Ａ級30を裁いた連合軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）の「戦争犯罪被告人裁判規程

（Regulations Governing the Trials of Accused War Criminals）」に記載されることになった31。

　各国の軍事法廷もこの方針に倣ったから、B C 級戦犯の場合も、上官の命令の申し立てをす

ることは、一般に有効ではなかった。ただし、被告人が下級兵士である場合は、上官の命令に

逆らうことが事実上難しいという事情が考慮された。二等兵が死刑執行を受けた事例はなく、

そもそも兵が起訴される比率は低かった（林 2005, 69‒70）。このような背景に照らして考えれ

ば、陸軍少将であり、シンガポール警備隊司令官であった河村が、上官の命令の申し立てに

よって責任の免除はもとより、刑の軽減を受ける可能性も無かったと思われる。

　その上、河村には、すでに見たとおり、与えられた命令内容が日本軍の軍規に違反するとい

う認識があった。上官の命令の申し立てが考慮されるにしても、当該の命令が見たところ違法

ではないことが基本的な条件となる。例えば、連合国戦争犯罪委員会に先行して組織された非

公式の研究者組織、「刑法の再建と発展についての国際委員会（the International Commission 

for Penal Reconstruction and Development）32」の下に設けられた上官の命令に関する小委員

会33の結論によれば、以下の通りである。

　　「一般的に言って、関係各国の法典によれば、上官の命令の申し立ては、その命令が上位

者から下位者に、下位者の義務および通常の能力の枠内において与えられた場合、当該の
0 0 0

30 連合軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）が豊田副武（海軍大将）と田村浩（陸軍中将）を被告人として
行なった裁判を、準Ａ級裁判と言うことがある。その規程が「戦争犯罪被告人裁判規程」であるが、これは
東京裁判の極東国際軍事裁判所条例とも、また米軍が B C 級を対象として実施した戦犯裁判（横浜裁判な
ど）の規程とも異なる。（東京裁判ハンドブック , 16, 76‒77；林 1998, 42）

31 極東国際軍事裁判所条例では、第六条がこれにあたる。
 「第六条　被告人ノ責任
 何時タルトヲ問ワズ被告人ガ保有セル公務上ノ地位、若ハ被告人ガ自己ノ政府又ハ上司ノ命令ニ従ヒ行動

セル事実ハ、何レモ夫レ自体右被告人ヲシテソノ起訴セラレタル犯罪ニ対スル責任ヲ免レシムルニ足ラザ
ルモノトス。但シ斯カル事情ハ本裁判所ニ於テ正義ノ要求上必要アリト見トムル場合ニ於テハ、刑ノ軽減
ノ為メ考慮スルコトヲ得。（東京裁判ハンドブック , 252）」

 連合軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）の「戦争犯罪被告人裁判規程」では、5d(6) である。
 「被告人の上司又は政府の命令による行為は、抗弁とはならないが、委員会において正義が要求するもの

と認める場合は、刑の軽減のため考慮することができる。（小菅、永井訳 1996, 208）」
32 この「刑法の再建と発展についての国際委員会」は1941年11月14日にケンブリッジにおいて、「刑法の再

建と発展についてのケンブリッジ委員会」によって開催された。国際委員会は1942年７月15日に中間報告
を発表し、その後、さらに三つの主題についてそれぞれ小委員会を設けて検討を続けた。第一小委員会は戦
争犯罪の範囲（the scope of war crimes）に関わり、第二小委員会は上官の命令に、第三小委員会は犯人引
き渡しに関わるものであった。（History, 94‒99；林 2010, 71‒72）

33 前注参照。
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命令が歴然と違法でないことを条件として
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、有効であると認められる。……それぞれの事

案は事案の実体に即して考察されねばならず、上官の命令の申し立ては自動的に抗弁とは

ならない。（History, 98. 傍点は引用者）」

この小委員会の結論は1943年以前に出されたものである。上官の命令の申し立てが関係各国

の法典上有効である、と記されているのは、この時点ではイギリスとアメリカにおける軍事法

規の解釈変更（1944年施行、注28参照）が行われていなかったためと考えられる。そして、

上官の命令の申し立てが有効であるという立場を取るとしても、その命令が歴然と違法である

場合は、申し立ては成立しない、としている。これが当時の専門家の一般的見解だった。以下

に、連合軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）が編纂した History of the Non-military 

Activities of the Occupation of Japan, 1945‒1951（以下、History 1945‒1951と略記）から、

この問題について引用された当時の専門家の言葉を二つ挙げておく。

　　「〔上官の命令の扱いという〕問題は、以下の主たる原則によって律せられる。すなわち、

軍隊の構成員は合法的な命令にのみ従うことを義務づけられていること、そして、それゆ

えに、軍隊の構成員は、命令に服従することにおいて、確固たる戦争法を侵犯し人類の一

般的感情を踏みにじる行為をおこなったならば、その責任を免れることはできないこと。

（History 1945‒1951, Vol. 5, 78；小菅、永井 1996, 77）」34

　　「兵士または士官が自らの政府または軍隊の上官の命令に従って行なった違法行為は、次

の場合には弁護の余地がない。すなわち、当該の兵士または士官がその違法行為を犯した

ときに、その命令された行為が以下の（a）（b）（c）のいずれかの下で違法であると、彼が

現実に知っていたか、諸条件を考慮すれば彼が知っていたとする合理的な根拠があるかの

場合、弁護の余地がない。（a）戦争の法規および慣習、（b）文明国で一般的に行なわれて

いる刑法の諸原則、（c）本人の属する国内法。（History 1945‒1951, Vol. 5, 78‒79；小菅、

永井 1966, 77）」35

　以上のとおりであるから、自分は上官の命令に従っただけであるという河村の主張は、受令

者である河村自身に日本軍の軍規違反という認識が存した以上、法廷で有効な弁明と認められ

る可能性はまったくなかった。

34 L. Oppenheim, International Law, Longman, Green and Co., London, New‒York, Toronto, 1944, 6th Ed. Vol. 
2, 452‒453 からの引用である。なお訳文は拙訳。小菅、永井 1996とは異なる。

35 Sheldon Glueck, War Criminals, Their Prosecution and Punishment, Alfred A. Knopf, New York, 1944, 
155‒156からの引用である。なお訳文は拙訳。小菅、永井 1996とは異なる。
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４．河村参郎の心理と行為の演技論的考察

　河村の主張は法的には無効とされるほかなかったが、河村の弁明の言葉そのものは、罪を免

れるための言い逃れには見えない。英軍司令官宛意見書で「上級者の命令に服従し、その範囲

に於て、之を忠実に実行するのは、軍人の職分であり、そこには個人意志の発動はない（河村 

1952, 172）」と述べるとき、おそらく、河村は本気でこう考えている。この言葉は、“ほんとは

自分の意志でやったのだが、命令されてやむなくやったことにしよう” という計算づくの言い

逃れには見えない。これがここからの考察の出発点である。

4.1.　個人と役割
　河村の言葉が必ずしも言い逃れに見えないのは、河村の側に、命令を受けた時点から違和感

がありながら、それを押し殺して行動した、という事情があるからである。この心理的事実

は、ここまでに見てきた河村の言葉をつなぎ合わせて確認できる。「軍の方針が厳に失し（河

村 1952, 29）」ており、「驚かざるを得な〔い〕（河村 1952, 164）」ものだったこと、軍規に照

らして「些か妥当でない点がある（河村 1952, 167）」こと、それゆえ「軍参謀長にして信念を

以て軍議を指導せられてゐたら、或は何とかなつたのではなからうか（河村 1952, 69）」と思

われること、これが河村の一方での考えであった。この意味では
0 0 0 0 0 0

、河村の「自分の意志によつ

てやつた事ではない（河村 1952, 26）」という言葉に嘘はなかった。河村の心理と行為を裁判

よりも立ち入って理解しようとするならば、ここに嘘はないだろうという私たちの感触をあえ

て保持する必要がある。

　とはいえ、河村は心神耗弱でも心神喪失でもなかった。善悪を判断できる明晰な意識状態を

保って、幕僚に命令し、部隊を指揮し、命令を実行したはずである。1947年３月21日の証人

尋問においても、「この命令は、当時の戦況に於て、やむにやまれずして出された正しい作戦
0 0 0 0 0

命令と考へた
0 0 0 0 0 0

点、命令には服従の外なき事、当時の状況に於て何人を以てしても、かくする以

外に方法がなかつたこと（河村 1952, 81．傍点は引用者）」を証言している。当時の戦況では

正しい作戦であって、これ以外に方法がないと自ら考え
0 0 0 0

、命令の実行に務めたのである。この
0 0

意味では
0 0 0 0

、河村の個人意志の発動は間違いなくあった。

　河村が言っていることは、つづめて言えば、次のとおりである。①自分はその作戦を正しい

と考えて実行した。②だが、それは「自分の意志によってやった事ではない」。③自分の意志

に反することを、命令されたとおりに行なっただけである。もっと切り縮めれば〈正しいと考

えて実行したが、それは自分の意志ではなかった〉ということである。だが一般に、行為は行

為者の心（脳）が身体に対して命令を発し、その命令が身体を動かすことによって成立する。

行為者の心（脳）が行為者の身体に対して発する命令が、行為者の意志と呼ばれる。従って、

行為を実行しながら、それが自分の意志によらなかったと主張するのは、背理である。（行為
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者の四肢が行為者の脳からの命令以外の何によって動かされたというのか？）ところが、それ

にもかかわらず、私たちは、河村の言葉が嘘ではないと見なすことが可能
0 0 0 0 0 0 0 0

であって、その言葉

を理解できる
0 0 0 0 0

のである。ここには奇妙なもつれがある。

　次のように考えればそのもつれは解きほぐせるように見えるかもしれない。シンガポール警

備隊司令官としての河村参郎は、その作戦が正しいと考えた。だが、その作戦は個人としての

河村参郎の本意ではなかった。河村は、要するに、役割によって期待される考え方を採用し、

個人としての考え方は抑圧した。それだけのこと
0 0 0 0 0 0 0

である。

　この考え方は、事実の表層にうまく合っている。役割上の考えと個人としての本意を区別す

れば、さしあたり河村の行為を理解する上での困難は消える。その上、私たちは、自分が立場

上選んだ行為や言葉が、必ずしも自分の本意ではない、という経験をすることがある。だか

ら、体験上からもこの考え方は支持できる。しかし、この考え方は、このままでは結局一種の

後戻りをもたらしてしまう。

　というのも、それだけのこと
0 0 0 0 0 0 0

、と言い切ってみても、話はここでは終わらないからである。

ただちに、役割に沿った考え方を採用したのは河村参郎であり、個人としての考え方を抑圧し

たのも河村参郎である、と指摘できる。河村参郎がその作戦を正しいと考え、疑義を抑圧した

のだ。であるから、河村の本意は、その作戦が正しいという考えの方にあった。役割期待に応
0

えただけ
0 0 0 0

だと言ってみても、その役割を自ら引き受けた
0 0 0 0 0 0 0

のであるから、「自分の意志によつて

やつた事ではない」という河村の言葉は事実に反している。計算づくとまでは言わないにして

も、これは自己欺瞞的な言い逃れにほかならない。

　おそらく、河村に対する有罪判決の背後にあるのは、上のような論理である。役割期待に応

じただけだと釈明してみても、役割期待に自ら応じた
0 0 0 0 0

のだという指摘がただちに行なわれ、そ

こからほとんど自動的に、私たちは、河村による上官の命令の申し立てを法的に無効と見なし

た裁判の水準に戻ることになる。このとき自分の意志によってやった事ではないという言い分

は、嘘や自己欺瞞の一種になる。役割と個人の区別という手法だけでは、河村に当初から違和

感がありながら、それを押し殺して行動した、という事情の何か本質的な部分を掬い上げるこ

とができないのである。

　河村は、ある意味でまったく本気で「自分の意志によつてやつた事ではない」と考えてい

る。ここに嘘はない、という私たちの解釈上の感触を捨てないようにするためには、どうすれ

ばよいのか。私は、一つの方法しか思いつかない。作戦を正しいと考えた河村参郎と、作戦に

疑いを抱いた河村参郎とを、別の意志をもった別の人格と考える以外にないのである。役割と

個人の区別を、心の真の分裂として認める、ということである。この二つの人格の背後に、二

つを統合する存在としてのさらなる河村参郎を想定すると、ただちに、その統合する河村参郎

がその作戦を正しいと考え、疑義を抑圧した、という事態を承認しなくてはならなくなる。そ

して、河村の「自分の意志によつてやつた事ではない」という弁明を、自己欺瞞的な言い逃れ
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と見るほかなくなる。だから、「自分の意志によつてやつた事ではない」という言葉に嘘はな

い、という感触を保持するためには、二つの人格の背後に二つを統合する実在を立てない
0 0 0 0

とい

うやり方をとるしかない。これが、心の真の分裂を認める、ということである。作戦を実行し

た河村と、作戦に疑義を抱いた河村を、一つの身体に宿った二つの別個の人格として理解する

方法を見つけないかぎり、「自分の意志によってやった事ではない」という言葉に嘘はないと

私たちが理解できてしまう
0 0 0 0 0 0 0 0

ときの、その理解の道筋を捉えることはできない。

4.2.　命令と演技 ──命令下の行為の演技論的分析──
　一つの身体に二つの別個な人格が宿るという事態は、命令にもとづく支配と服従の社会的構

造から生じる。すなわち、上位者の命令内容と下位者の考えが相容れないときに、上位者の命

令内容に沿って下位者が自分の身体を動かすならば、下位者の側では自分の意志以外の要因に

よって自分の身体が動く、という状況が成立する。支配と服従の構造について、デイヴィド・

ヒュームは次のように述べている。

　　「一方の対象が他方に運動や作用を生み出す場合だけでなく、単にそれを生み出す力

（power）を有する場合にも、二対象が原因結果の関係で結合されている、と言ってよい。

そして、これが、人々がそれによって社会においてたがいに影響し合い、支配と服従の絆

で結ばれるところの、すべての利害と義務の関係の源であると言ってよい。「主人」とは、

力（force）または同意（agreement）によって生じるその地位のゆえに、「しもべ」と呼

ばれる他者の行為を、特定の点で指図する力（power）を持つものである。……人が何ら

かの力（power）をもつとき、それを現実活動に転換するために必要なのは、意志の行使

（the exertion of the will）のみである。（Hume THN, 1.1.4.5）」

ここで「力」と訳出した “power” は、現実に発現していないときにもこれを所有する存在に

帰属される潜勢的な能力を意味するが、もちろん「権力」と訳して差し支えない。また、

“force” は、この場合、有形力の現実の行使を言うと考えられる。大事なのは、「主人」が、有

形力の行使または同意によって生じるその地位のゆえに「しもべ」の行為を指図する力をもつ

こと、および、この力の行使は主人側の意志の行使のみによって成り立つこと、この２つのこ

とである。主人の意志は、仮にしもべ側の気持ちと相容れなくても、定義によって（つまり、

原因であることにおいて）しもべの身体を動かす。このとき、しもべの行為の原因は主人の意

志である。

　河村の場合、命令は山下奉文軍司令官から与えられた。河村は、命令内容に違和感をもった

が、「命令の絶対性が確言された（河村 1952, 164）」ことにより、「軍人として多年養われた服

従の精神（河村 1952, 165）」によって、命令に沿った行動を取った。このとき、河村の服従の
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背後には、陸軍刑法が控えている。陸軍刑法第五十七条には、「上官ノ命令ニ反抗シ又ハ之ニ

服従セサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス／一　敵前ナルトキハ死刑又ハ無期若ハ十年以上ノ禁錮

ニ処ス……」36とある。こうして、有形力の現実の行使がありうるということに裏づけられて、

河村の服従が成立している。もとより有形力が現実に行使されたわけではないから、河村は

「同意」したのだとも言いうる。だが、命令内容について後々まで違和感を表明し続けている

事実から考えると、この「同意」は命令内容が正しいと合理的に判断することによって成立し

たのではなく（内容に納得して同意したのではなく）、有形力の行使可能性によって「同意」

が強制的に確保された（内容に納得せずにただ単に服従した）、と見る方が真相に近いと思わ

れる。

　こうして河村の身体は軍司令官の意志によって動かされた、と言い得る局面が開かれる。だ

が、まだ注意が必要である。他人に突き飛ばされるといった場合を別にすれば、基本的に、人

間の身体はその人間自身の脳からの命令（つまり、本人の意志）によらないかぎり、動かな

い。河村は明晰な意識を保って部隊を指揮したのであるから、ここには河村自身の意志によっ

て河村の身体が動かされた、と言わねばならない局面が依然として存在している。河村の身体

を動かした意志（脳からの命令）を、どう理解するかがこの問題のカナメなのである。

　ここまでの解釈によれば、河村は軍司令官の命令に心から納得して従ったのではない。納得

しないままに単に服従して、同意の外形を作り出したと解される。言い換えれば、河村は軍司

令官の命令の意味は理解した。だが、その正しさを決して文字通りには受け入れることなく、

単に自らの行為の前提として受け入れて、部隊を指揮したのである。文字通りに受け入れると

は、本気でそれが正しいと信じること
0 0 0 0 0 0

（believe）である。単に行為の前提として受け入れる

とは、それが正しいと信じることにすること
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（make-believe）である。人間は、このように行

為する能力を備えている。これは、何かのふり（pretense）をしたり演技（playact）したり

ごっこ遊び（games of make-believe）をしたりする能力と基本的に同じ能力である37。

　例えば、お人形を赤ちゃんに見立ててごっこ遊びをするとしよう。子どもたちは、お人形が

赤ちゃんであるという設定を受け入れて、それに合わせて言葉を発したり（「ねんね、ねん

ね」）、身体動作（お人形を横たえる、など）を行なったりする。ごっこ遊びの設定は、「お人

形を赤ちゃんと見なせ」という一種の命令として認識され、これを前提として受け入れるかぎ

りで、ごっこ遊びの参加者は、この命令に合うように自分の身体を動かすのである。しかし、

どんな幼い子どもでも、お人形が事実としては赤ちゃんではない（それはプラスチックを成形

しただけの物体だ）、ということを完全に理解している。ごっこ遊びの参加者は、自分自身の

事実認識（お人形は赤ちゃんではない）を保存したまま、ごっこ遊びの設定（お人形は赤ちゃ

んである）を自らの行為の前提として受け入れて、身体を動かすのである。

36 牛村 2001, 301注30の引用より。
37 またもう少し一般化すれば、他人の立場に立つ、という能力とも同じである。

22

（22）



権力の下での行為（田村）

　あるいは、俳優がハムレットを演ずるとき、戯曲は命令の一種として認識され、俳優は、こ

の命令に合うように自分の身体を動かす。俳優は、自分自身の事実認識（自分はハムレットで

はない）を保存したまま、戯曲の設定（自分はハムレットである）を自らの行為の前提として

受け入れて、言葉を発し、所作をする。

　またあるいは、子どもたちの前でおとなが蒸気機関車の真似をしてみせるとき、蒸気機関車

に関する共通理解が命令の一種として認識される。例えば、おとなはシュッシュッポッポと言

いながら、腕をカギの手に曲げて交互に前後に動かしつつ、小走りに走る。おとなは自分の事

実認識（自分は汽車ではない）を保存したまま、ある共通理解を自らの行為の前提として受け

入れ、適当な身振りによって虚構の事実（自分は汽車である）を表現するのである38。

　以上のように、真似や演技やごっこ遊びにおいては、人間は、自分の事実認識を保存したま

ま、その時その場に設定された命令を、単に自らの行為の前提として受け入れて、身体動作を

行なう。その人物は自分の事実認識を片時も忘れ去ることはないが、にもかかわらず、事実認

識ではなく命令の方に合わせた所作を、自らの意志で（自らの脳の命令によって）行なう39。

　河村が命令に服従したときも、同じ機制が作動したと見ることができる。河村は、命令に関

する自分の事実認識（作戦は「厳に失し」ており、「些か妥当でなく」、別様に「何とかなつ

た」方がよい）を保存したまま、命令に合わせた思念を形成し（「やむにやまれずして出され

た正しい作戦と考へ」）、これを自らの行為の前提として受け入れて、適切に部隊を指揮した、

と見なすことができる。命令に合わせた思念は、ごっこ遊びにおける設定の理解や、演技にお

ける戯曲の理解、もの真似におけるある事物の共通理解、と同様の機能を果たす。これらはみ

な、自らの行為の前提として受け入れられた他の人々の意志である。人間はこれを単に受け入

れるだけであって、事実と論理に照らして本当に正しいと信じるわけではない。正しいと信じ

ているふりをする
0 0 0 0 0

だけである。そして、この前提に合う適切な発話と身振りを外形的に産出す

るのである。このように解釈することによって、そしてまた、これによってのみ、私たちは、

「自分の意志でやつた事ではない」あるいは「個人意志の発動はない」という河村の言葉を私

たちが理解できる
0 0 0 0 0

と感じるときの、その理解の道筋を再現できる。

　河村は、意に反する命令を一つのごっこ遊びの設定として受け入れ、現実の自分とは別の人

格として、俳優が役柄を演ずるように、部隊を指揮し、命令を実行した。このとき河村は、現

実にはほんの５歳の幼児が、ママゴト遊びではお母さんとして行為するのと本質的に同じ仕方

38 真似することの最も原型的な例は、他人の動作を自分の身体で外形的に再現することかもしれない。こうい
う行為は、例えば、踊りやスポーツを習ったり、未知の道具を使って未経験の作業をするときなどに生じる
だろう。この場合、行為者は外形的な動作を写す意図しか持ちようがないから、結果を自ら意図して実現す
るという、通常の人間的行為のあり方からは遠い。これは、明らかに、個人意志の発動の責任を問われるよ
うな典型的状況ではない。

39 真似、演技、ごっこ遊びといった行為類型に関するさらに立ち入った考察は、田村 2009、田村 2013a、田
村 2013b を参照されたい。

23

（23）



名古屋大学文学部研究論集（哲学）

で、自分の事実認識としては命令が不正であると考える人間でありながら、軍事行動において

は命令を正しいと考える人間として行為した。河村は自分自身の事実認識の水準を片時も忘れ

ないが、同時に、演技的には命令に沿った軍事行動を遂行できる。行為が演技的になるのは、

自分の事実認識においては偽であるような命題を、少なくとも一つ、行為の前提として受け入

れたからである。偽なる命題を真であると信じていることにして
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（make-believe）身体をしか

るべく動かすとき、その身体動作は演技としての身振り（play-acting）、ないしごっこ遊び

（games of make-believe）の所作となる。

　ここで、「ごっこ遊び」という日本語にともなう「真剣味に欠ける幼児的な行ない」という

連想を、できるだけ遠ざけておくことが肝要である。英語の「make-believe」は、語源的にも

語形の上でも「自らに強いてそう信じさせる」という意味をともなっている。日本語にするな

ら「～と信じることにする」という言い回しがかなりよく当てはまる。そして「ごっこ遊び」

は、英語では「games of make-believe」だが、これはまさに「信じることにするゲーム」な

のである。ママゴト遊びだけでなく、さまざまな社会的場面で、自分としては信じてはいない

ことを「信じることにするゲーム」として、社会的な相互作用が行なわれている。お世辞を

言ったり、話を合わせたりする場面のみならず、人類学者が或る部族社会の宗教について報告

したりするときも、自分としては信じていない宗教的信念を、あたかも信じているかのように

語ること（例えば、「アマテラスは日の神である」と主張するなど）はありふれている

（Sainsbury 2010）。これは「信じることにするゲーム」の中で、人類学的報告がやりとりされ

ていることを示している。アーヴィング・ゴフマンが微に入り細をうがって描き出したよう

に、人間の行為は、ほとんど本人たちが気づかないまま、場の設定に応じた演技的な振る舞い

となりうるのである（Goffman 1959）。

　河村の軍事行動は、こうして、現実の中でデンマークの王子でない存在が、演劇の中でデン

マークの王子であるのと同じ構造にもとづいていたことになる。対立する二つの命題──「作

戦は不正だ」と「作戦は正しい」あるいは「自分はデンマークの王子ではない」と「自分はデ

ンマークの王子である」──が、現実の事実認識とごっこ遊びの設定とに振り分けられること

によって、行為者の心の中で矛盾をもたらすことなく両立したのである。

　現実とごっこ遊びという二つの世界をまたいで、一つの身体が発話し身振りする。演技的な

所作は、確かにその身体の脳からの命令によって産出される。だが、その身体の所作が演技で

あるかぎり、演技する身体が位置づけられるのは現実世界ではなく、ごっこ遊びの虚構世界で

ある。だから、河村が「自分の意志でやつた事ではない」というとき、これが意味するのは、

やったのは現実世界にいる自分ではない、そうではなくて虚構世界の登場人物である
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、という

ことなのだ。ハムレットを演ずる俳優は、「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ」と発

話する。このとき、勘違いした観客によって、現実世界の役者個人が本気でそう考えて発話し

たのだと解釈されたなら、役者は「この発話は自分の意志によるものではない」と正当に
0 0 0

言い
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得る。これとまったく同じ理由で、河村も、住民虐殺は「自分の意志でやつた事ではない」と

正当に
0 0 0

言い得るのである。

　ただし、ごっこ遊びをすることや、演技をすること、何かの真似をすることは、そうするこ

とを選び取らなければ始まらない。演技することを選び取った人物は、演技の世界の外、つま

り現実の世界にいたのである。河村の場合も、軍司令官の命令に従うことを選択したのは、そ

の命令によって規定される世界（演技の虚構世界）の中にいる河村ではなく、その命令の世界

の外にいて、その命令の世界に入ることを選ぶ存在、つまり現実世界の河村である。たとえ陸

軍刑法に交戦中の命令不服従は死刑等々と記してあるとしても、原理的な可能性としては、河

村は命令に服従することも、服従しないことも選ぶことができた。河村が命令に服従すること

を選んだのは、事実と論理によって合理的に判断したからではない。もしも合理的判断による

選択であったなら、演技性は消え、統合された一個の意志──理性的存在としての自分自身

──による行動となる。つまり、作戦を正しいと信じた
0 0 0

（believe）のであって、信じること
0 0 0 0 0

にした
0 0 0

（make-believe）のではないことになる。河村の選択は、「軍人として多年養われた服

従の精神（河村 1952, 165）」として、合理的判断ならぬ一つの習慣が形成されていたことに由

来するだろう40。習慣づけによってではあっても（つまり、合理的判断によるのではなくとも）、

自発的に服従
0 0 0 0 0 0

したという事実に対する責任は残る。かくして、河村は行為の責任をすべて免れ

ることはできない41。

　以上のようにして、私たちは、河村の行為の背後にある心理と論理を、戦犯裁判の示した法

的判断よりは立ち入ってとらえることができる。念のために言っておくと、以上の考察は、戦

犯裁判の結論に異を唱えることを正当化するようなものではない。人間の行為を真似や演技や

ごっこ遊びの一種としてとらえることは、興味深い洞察をもたらしうる。だが、その洞察が現

実に運用可能な司法制度をもたらすかどうかは不明である。戦犯裁判の結論に異を唱えるため

には、当該の結論に到る過程に現行の司法制度内における欠陥（例えば、証拠の取り扱いの不

備等）を見出すか、あるいは、新たな理念によって現行より良い司法制度を提起し、その理念

上の新制度に照らして現行の結論を批判するか、いずれかのやり方をとる必要がある。本論文

40 通常は、ごっこ遊びの世界に入ることを人が選ぶきっかけは、その方が楽しいから、という感情的な理由で
ある。ケンダル・ウォルトンは、藝術の鑑賞を一種のごっこ遊びとして解釈する理論を提出したが（Walton 
1990）、ウォルトンの理論に沿って一般化すれば、ごっこ遊びの世界の「楽しさ」は、一般に「美」と呼ば
れてよい。人を演技や真似に誘うのは広義の美なのである。そして、たぶん軍人を志す心性の持ち主にとっ
ては、服従は美である。「自発的な服従」という一種の矛盾を作り出すのは、しばしば対象の美しさ、そし
て美しい対象への愛である。（田村 2013a、田村 2013b）

41 この河村の責任は、部分的には
0 0 0 0 0

、軍人を理想的職業の一つと考えるような社会に生まれてしまったことから
生じている。河村が自らに自発的な服従を習慣付ける結果となったのは、上位者への服従を無条件に善とす
る軍人という職業を子どもに選ばせるような社会に生まれてしまったことが一つの原因である。河村が違法
な命令への自発的服従

0 0 0 0 0

のゆえに（合理的判断による同意のゆえにではなく）戦犯として責任を免れないとい
うことは、だから部分的には、戦前の日本社会に生まれたせいなのである。
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は、シンガポール華僑粛清事件の裁判過程に現行の司法制度内における欠陥があるかどうかに

は関心を向けていない。そして、人間の行為を真似や演技やごっこ遊びの一種としてとらえる

やり方で、現行より良い司法制度が成り立つのかどうか、まったく確かではない。だから、本

論考で示した河村参郎の心理と行為の分析は、司法の場では無視されてしまう人間の行為の要

因を浮かび上がらせる試みではあるが、司法判断を批判または代替するものではない。

　河村は、シンガポール華僑粛清事件に関わって、権力の下での行為を強いられる状況を実は

二回経験している。初回は軍司令官から命令を受け、住民の殺害計画を実施したとき、二回目

は英軍軍事法廷で死刑判決を受け、自らの死を受け入れたときである。初回については、以上

のように演技的振る舞いとして解釈できるのだが、二回目について、河村がどのような心理と

論理によって行為したのか検討する作業が残っている。私たちは、権力との二回目の遭遇も、

河村が演技的な振る舞いによって対処したことを見るだろう。だが、二回目の演技は、河村自

身による演技シナリオの作成を包含しており、その構造はやや入り組んでいる。これは、河村

がどのようにして自分の死を意味づけたのかを理解する作業をともなう。以下では、戦犯裁判

および戦犯による刑死の受容に関する先行研究をまず検討し、その後に本論文の解釈を提出す

ることにする。

５．丸山眞男による戦犯心理の分析

　丸山眞男は、1949年の論文「軍国支配者の精神形態」において、東京裁判の速記録にもと

づいてＡ級戦犯の心理を分析した。丸山はこの論文でナチ指導者と日本の戦争指導者を対比

し、前者を「ヨリ強い精神」後者を「ヨリ弱い精神」というように特徴づけた（丸山 1964, 

99）。そして、日本の指導者たちが戦争責任を否認するとき、そこに「弱い精神」の矮小性が

典型的に現れたと指摘した（丸山 1964, 102）。丸山が見出す「弱い精神」のあり方は、私たち

が河村の心理と行為を分析する中で見出した「心の真の分裂」と重なるところがある。以下で

はその点を確認して行く。ただし、私たちは丸山の指摘を根本的に読み換えることになる。

5.1.　「弱い精神」という問題
　丸山が「弱い精神」と言うとき、そこにはいくつかの性格特徴が含まれている。第一に、丸

山は、思考と行動を一貫した形で自覚的に結びつける精神を「強い精神」と呼ぶ。そして、思

考と行動に乖離があり、この二つを結びつけるときに自他に対するごまかしの理由づけが入り

込む精神を「弱い精神」と呼ぶ。

　丸山によれば、ナチ指導者には「観念と行動の全き一貫性（丸山 1964, 96）」がある。それ

は、ヒットラーが1939年ポーランド侵入決行直前に語った「……戦争を開始し、戦争を遂行

するに当つては正義など問題ではなく、要は勝利にあるのである（同上）」という暴力行使の
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仮借のない肯定の言葉に典型的に見出される。

　これに対し、日本の戦争指導者には観念と行動の間に奇妙な乖離があった。彼らは自らの暴

力行使を直視することができず、自らの暴力は相手のためを思ってしていることであるという

ように考えたがった。彼らには「日本の武力による他民族抑圧はつねに皇道の宣布であり、他

民族に対する慈恵行為と考え（丸山 1964, 96）」る傾向が見られるのである。こうして自らの

行動に「絶えず倫理の霧吹きを吹きかける（丸山 1964, 99）」ことによって日本の戦争指導者

たちは「自己自身を欺瞞（丸山 1964, 98）」し続けた。

　丸山によれば、ここから「自己の行動の意味と結果とをどこまでも自覚しつつ遂行するナチ

指導者と、自己の現実の行動が絶えず主観的意図を裏切って行く我が軍国指導者（丸山 1964, 

98）」という対比が成り立つ。そして、丸山は、「一方はヨリ強い精神であり、他方はヨリ弱い

精神（同上）」であると結論した。

　第二に、丸山は、個人としての性格の弱さや、相手の気持ちに過度に配慮する態度を「弱い

精神」と呼んでいる。木戸幸一の証言によれば、近衛文麿は何か問題が起こるとすぐ辞めると

言ったらしいが、丸山はこういう「個人的性格の問題でもあり又いわゆる公卿の弱さ（丸山 

1964, 100）」でもある性格の特徴を「弱い精神」と呼んでいる。

　他方、東郷茂徳は、「近衛のような弱い性格の所有者とは見られない。（丸山 1964, 100）」と

ころが、開戦の日に、グルー駐日アメリカ大使に対米交渉の打ち切りの覚書を手渡すとき、東

郷は、グルーに宣戦のことも真珠湾のことも一言も言わなかった。東郷の証言を引きつつ、丸

山はこれを「ばつが悪いといつた私人間の気がね（丸山 1964, 101）」のせいで、国家の代表同

士の公式会見の場で「明白な事態を直截に表現する（同上）」ことができなかった事例と解す

る。そしてこれを、近衛的な性格の弱さと類似した「弱い精神」の一現象形態と見なしてい

る。

　第三に、丸山は、このような「弱い精神」の「矮小性
0 0 0

を露骨に世界に示した（丸山 1964, 

102．傍点は原文）」振る舞いとして、東京裁判における戦争責任否定の証言を挙げている。丸

山は、キーナン検察官の最終論告の引用によって、言うところの矮小性を摘示した。キーナン

によれば、

　　「……彼等〔被告人すべて〕の中の唯一人としてこの戦争を惹起することを欲しなかった

というのであります。……彼等が自己の就いていた地位の権威、権力及責任を否定出来

ず、……侵略戦争を継続し拡大した政策に同意したことを否定出来なくなると、彼等は他

に択ぶべき途は開かれていなかったと、平然と主張致します。（丸山 1964, 102）」

例えば、木戸幸一は、自分個人としては三国同盟には反対であったが、現実の問題としてはこ

れを拒否することはできなかったと述べる。小磯国昭は、国策が一旦決定されたら、自分の意
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見は意見としてあるとしても、国策に従って努力するのが慣習である、と述べる。東郷茂徳

も、三国同盟に対し自分の個人的意見は反対であったが、すべての物事にはなり行きがあり、

一旦既成事実になった以上は変えることは難しかった、と述べる。丸山は、このように、ただ

既成事実に屈服するのみで、自らの行いを自らの為したこととして直視せず、責任回避に終始

する姿勢を、「弱い精神」の「矮小性」と見なした。（丸山 1964, 107‒109）

　丸山は、このような東京裁判の被告人たちの態度をナチ戦犯と対比する。そして、オースト

リー併合に関するゲーリングの「余は百パーセント責任をとらねばならぬ（丸山 1964, 102）」

という言葉や、同じくゲーリングの、ノルウェー侵略に関する「余の態度は完全に積極的で

あった（丸山 1964, 103）」という言葉を引用する。これらを根拠に、丸山は、「この点ほど東

西の戦犯者の法廷における態度の相異がクッキリと現れたことはなかった（丸山 1964, 102）」

と断定する。ナチ指導者たちは、日本の軍国指導者たちと違って、自分のやったことを堂々と

正面から認め、いわば「「悪」に敢て居座ろうとする無法者の啖呵（丸山 1964, 103）」を切っ

てみせた、というのである。

5.2.　「弱い精神」という問題の解体
　牛村 2001は、上の丸山によるナチ指導者と日本の指導者の対比の資料操作には、疑わしい

点があると指摘した。まず、丸山は、キーナン検察官の論告を引用する際、重要な前置きの一

節を故意に省いた。キーナンは、上に引用した責任回避の非難の直前の箇所で、東京裁判の被

告人たちについて、「殆ど凡ての犯罪者階級が、窮地に追ひつめられ、法廷にひきだされて、

その訴追に答へさせられる際にきまつて用ひるようなやり口に倣った（牛村 2001, 26）」と指

摘していたのである。つまり、キーナンは、責任回避の逃げ口上を犯罪者一般の特徴としてと

らえていた。ところが、丸山は、キーナンのこの一節を引用から除くことによって、あたかも

責任回避の逃げ口上が日本の戦争指導者に特有の矮小性であるかのように提示した。

　さらに、牛村 2001によれば、丸山はニュルンベルク裁判の速記録を十分参照していないた

め、戦争責任を回避する証言がナチ指導者にも多数あったことを見逃している。ゲーリングの

上のような言葉は決して典型的な答弁ではなく、むしろ「丸山が……日本の旧指導者に固有の

ものと主張した特徴が、ナチ指導者にも十分見られた（牛村 2001, 31）」のである。（牛村 

2001, 27‒31）

　牛村 2001の指摘は有効かつ有益である。キーナンは確かに責任回避を犯罪者一般の姿勢と

して語っている。また牛村 2001が摘示するように、ナチ指導者も責任回避の言い逃れをして

いる事実がある。日本の指導者を描き出すとき、丸山には、彼らの心理と行為を日本に固有の

ものと見てしまう誤りがあった。牛村 2001の批判はそれを明瞭に浮かび上がらせている。

　牛村 2001の批判の妥当性は、しかしながら、日本の指導者たちが「弱い精神」の持ち主で

あり、責任回避に終始する一種の「矮小性」を示した、という指摘そのものが誤りであること
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を意味しない。牛村 2001の批判は、彼らの振る舞いが刑事訴追を受けた人間のありふれた振

る舞いにすぎなかったことを明らかにしたが、そのような振る舞いがなかったことを明らかに

したわけではないからである。彼らの振る舞いをより深く理解するためには、丸山の言う「弱

い精神」の「矮小性」がどのようなものなのか、立ち入って見ておく必要がある。

　丸山は、すでに見たように、既成事実に屈服し、自らの行いを自らの責任において引き受け

ない姿勢を、「弱い精神」の「矮小性」と見なす42。丸山は、木戸幸一や東郷茂徳が三国同盟に

対して個人的には反対の意見を持っていたと言いながら、同盟が既成事実となるとそれに追随

して行ったことに関し、次のように批判する。

　　「重大国策に関して自己の信ずるオピニオンに忠実であることではなくして、むしろそれ

を「私情」として殺して周囲に従う方を選び又それをモラルとするような「精神」こそが

問題なのである。（丸山 1964, 108）」

丸山は、反対意見をもつのなら、それをはっきり表明し、あくまでも自分自身の意見に忠実に

振る舞え、と言いたいようである。そして、そのように振る舞わない「精神」は、人間として

「弱い」のであり「矮小」である、と見ている。だが、このような否定的な評価を与える以前

に、本当は、既成事実に屈服する態度がどのような心理的な機制によって生じうるかという問

題を考える必要があった。以下、この問題を扱う。彼らを「弱い」とか「矮小」と批判するの

は微妙に的はずれであることが、そこから浮かび上がってくる。

　既成事実に屈服する軍国指導者たちの心的機制は、私たちが既に河村の事案で出会ったもの

とほとんど同じものである。河村は、「掃蕩作戦」命令に疑問を抱いたが、その「私情」は殺

して作戦を実行に移した。そして後には、あれは自分の意志でやったことではない、と主張し

た。木戸、東郷、小磯のみならず、東条英機その他の軍国指導者たちは、もちろん上官に命令

されたわけではない。丸山の解釈によれば、彼らはむしろお互いの腹のさぐり合いをしなが

ら、多くは「各自がスローガン的言辞で心にもない強がりをいう（丸山 1964, 115）」うちに、

満州事変から真珠湾攻撃を経て敗戦にまで到ったものと見られる。

　　「彼等はみな、何物か見えざる力に駆り立てられ、失敗の恐ろしさにわななきながら目を

つぶつて突き進んだ……彼等は戦争を欲したかといえば然りであり、彼等は戦争を避けよ

うとしたかといえばこれまた然りということになる。（丸山 1964, 91）」

　言い換えれば、軍国指導者らは、お互いの「強がり」から生じてしまった日米開戦にも三国

42 丸山は既成事実への屈服のほかに、「矮小性」の特徴として権限への逃避を挙げている。本論文の論点には、
権限への逃避は関わりが薄いので、以下で取り上げない。
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同盟にも疑問を抱きながら43、その「私情」を殺して政策を実行した。河村の場合と違って、

ここでは権力が明示的な命令としてではなく、相互束縛の中から生じている。だが、個人が他

の人々の意志によって動かされるという、ヒュームの指摘した権力の本質的構造は共通してい

る。それならば、河村が華僑虐殺は自分の意志でやったことではないと主張するのが必ずしも

嘘ではなかったと解される得るように、同じやり方で、軍国指導者らが戦争を避けようとした

というのも、必ずしも嘘ではなかったと解することが可能なはずである。彼らは「戦争を欲し

た」と同時に
0 0 0 0

「戦争を避けようとした」のだ。矛盾を生じさせることなくこれを理解する筋道

を、私たちは既に見出している。

　軍国指導者たちが戦争を欲し、戦争を指導したのは、お互いの「強がり」によって設定され

た行動のシナリオに沿うかぎりでの演技的な振る舞いにおいてであり、戦争を避けたいと願っ

たのは、「私情」すなわち演技していないときの〝素の〟態度においてであった。こう考えれ

ば、彼らが戦争に向けて国民を導いている真っ最中にも、個人的には戦争は避けるべきだと考

えることが可能だったことが、直ちに了解できる。俳優は、ハムレットの演技をしている真っ

最中でも、〝素の〟自分がハムレットではないという自己認識を決して失わない。それと同じ

心的機制なのである。

　丸山が正しく指摘するように、「彼等は戦争を欲したかといえば然りであり、彼等は戦争を

避けようとしたかといえばこれまた然り（上掲）」であった。ここには矛盾や自己欺瞞があっ

たかのように見えるが、そうではない。「強がり」の演技を続ける彼らと、〝素の〟彼らを統合

する唯一の存在としての彼ら自身というものを立てない
0 0 0 0

ことによって、私たちは彼らの行動を

矛盾無く説明できるからである。

　このような精神を「弱い精神」と呼ぶのは当らない。それは、彼らが強いからではない。そ

うではなくて、強いとか弱いとか言われるべき不変の実体が存在しないからである。複数の状

況を通じて常に一つの主体として存在し続ける彼ら自身というものは、身体以外に見当たらな

い。戦争が終わって「強がり」の演技の必要がなくなれば、舞台を降りた俳優として、ホント

はあんなひどい脚本で演技なんかしたくなかったんだ、という感想が語られても特におかしい

ことはない。じゃあ、なんであんなことを言ったりしたのか、と責められたら、まさしく三国

同盟礼賛の演説の責任を問われた東郷茂徳が答えたように、「日本の外務大臣として〔そ〕う

いうことを……言わなくちやならぬ地位にあつた
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（丸山 1964, 108．傍点は原文）」と答えるだ

けである。脚本通りに期待される言動を行なっただけであって、自分の意志でやったことでは

ないのだ44。

43 丸山は、対米宣戦に関する「人間たまには清水の舞台から眼をつぶつて飛び下りる事も必要だ」という東条
英機の言葉を引いている（丸山 1964, 89）。これは強がりと疑念がない交ぜになった心理に見える。

44 東郷茂徳は外務大臣として、いわば日本の外交に関する「脚本」の執筆そのものに関わっていた。このこと
は指導者たち全員に言えることである。彼らは端役ではなく、脚本を書き換える力を持った主演級の者たち
だった。だが、この事実は、彼らが演技していなかったことを意味するわけではない。
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　こういう人々を「弱い精神」と見なしたり、責任回避の「矮小性」があると非難したりする

ためには、論理的前提として、こういう人々にも複数の状況を通じて不変の一貫した主体が存

在すると仮定し、かつその主体が意に反して
0 0 0 0 0

状況に屈服したのだと考えなければならない。丸

山はナチ指導者にそのような一貫した主体の存立を仮託し、日本の指導者にはあるべき一貫性

がない、という対比を作り出した。だが実態として、日本の指導者たちは丸山の想定した対比

を適用できる存在ではなかった。軍国指導者たちも河村参郎も、丸山の想定する主体的存在な

どではなく、一つの身体の上に幾つもの役柄を次々にまとって演技し続けただけなのであっ

た。

　舞台上で演技する人 （々役者）のことを古代ギリシャ語で、「ヒュポクリテース（ὑποκριτής）」

と言う。英語の「hypocrite（偽善者）」の語源である。演技する人々を「偽善者」と呼ぶこと

は、特定の道徳原理ないし道徳形而上学を前提することである。すなわち、人間はいついかな

る場面でも、普遍的な価値を目指す一個の統合された意志として──真の自己（the true 

self）、不可分の個人（an individual）として──生きるべき存在である、という考え方を前提

とすることである。この考え方は、採用することも採用しないことも可能な、選択的な原理で

ある。本論文では、選択的な原理以前の、より基本的な局面に立ち返るため、演技する人々を

「偽善者」として語るやり方をとらないことにする。

　軍国指導者は既成事実や既定の方針に合わせて行動したが、私たちの解釈によれば、彼らは

自らの意に反して
0 0 0 0 0

それに屈服したわけではなかった。彼らは戦争を是とする設定を信じるふり
0 0 0 0 0

をし（pretend to believe）、信じていることにしている
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（make-believe）だけだった。泥団子

がおむすびだという設定に合わせてママゴト遊びに打ち興じる子どもたちが、本当に泥団子を

おむすびだと信じている
0 0 0 0 0

（believe）わけではないのと同じである。これは自己欺瞞ではない。

ごっこ遊びの世界と現実世界とを貫いている不変の自己は（身体としての自己以外に）存在し

ないからである。欺瞞される当のものがないのだ。

　丸山は、「軍国支配者の精神形態」において、不変の一貫した主体という概念を適用できな

い存在を目の当たりにしながら、人間はそういう存在であってはならないという規範的な姿勢

をただちにとって、彼らは「矮小」で「弱い精神」なのだと批判した。丸山は、そのような存

在が一体どういう心的機制と行動様式をもつのか、というようには考えなかったのである。

　軍国指導者たちは不変の一貫した主体ではなかったから、主体としての一貫性が強いとか弱

いとか言ってもはじまらない。だが、異様にしぶとい人間ではあった。彼らは戦争が終わって

責任を追及されると、自分は個人的にはそんなことはしたくなかったんだ、と心の底からウソ
0 0

偽りなく
0 0 0 0

表明できたのである。こういう人々を相手にして責任を追及したのが戦犯裁判なの

だった。法廷での判決が、どのようにしてこれらの人々に受け入れられていったのか、次節で

作田啓一の研究を見ることにしよう。
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６．作田啓一による戦犯心理の分析

　作田啓一には以下で扱う「死との和解」（初出1964）のほかに、戦犯を考察した論考３篇が

ある。作田1972所収の「戦犯受刑者の死生観」（初出1960）は、「死との和解」に先立って、

ほぼ同じ主題について雑誌に発表されたものである。「戦犯受刑者の死生観」と「死との和解」

では、死の受容の４類型の項目が一部変わっている。本論文では、より後で発表された「死と

の和解」の類型を用いる。

　残る二つの論考は、作田1967所収の「われらのうちなる戦争犯罪者 ──石垣島ケース

──」（初出1965）と、「波濤と花火 ──離島の学徒兵──」（初出1966）である。前者は、

捕虜の処刑にからんで多くの関係者に死刑判決が下された特異な事件を取り上げ、明示的な命

令も明確な根拠もないままに、不安定な集団心理によって捕虜の殺害が実行されていった経緯

を、社会集団の病理として分析した論文である。後者は、インド洋の二つの島で起きた別々の

事件で、それぞれ死刑判決を受けた二人の学徒兵を取り上げ、二つの事件の事実経過と裁判過

程、さらに二人の行動の様式を分析し、日本の知識人の類型を浮かび上がらせた論文である。

　この二つの論考は、違法な処刑を「掃蕩作戦」と詐ったシンガポール華僑粛清事件と似て、

事実を直視しない姿勢が日本軍の犯罪行為を生み出して行く集団のメカニズムを浮かび上がら

せている。虚構を信じることにするよう強制する集団のメカニズムが、善良な人々を破滅的な

事態に追いこんで行く悲劇的な経緯はきわめて興味深い。だが本論文での検討は割愛せざるを

えない。

6.1.　作田啓一「死との和解」の問題設定
　作田啓一は、『恥の文化再考』（1967）に収録された論文「死との和解」において、戦犯刑歿

者の遺文集『世紀の遺書』を詳細に検討し、昭和の戦前に生きた日本人の死生観と責任の論理

を探ることを試みた。作田がそこで基本的な問題として取り上げているのは、戦犯裁判におけ

る裁く側のねらいと裁かれる側の罪の自覚とのすれ違いという問題である。

　作田によれば、裁く側のねらいの一つは45「個人責任と主観責任のうえに立つ近代的な刑法

体系を国際社会に適用し、近代の市民的秩序の実在を確認すること（作田 1967, 174）」にあっ

た46。「個人責任と主観責任」とは、個人が自らの意志によってある行為を行なったと考えて、

45 作田は、戦勝国側による戦争裁判の隠された機能として、「報復感情を静めること（作田 1967, 174）」があっ
たと解釈している。

46 同様の見方は、鶴見和子1968で史料を踏まえて詳細に確認されている。それによれば、戦犯裁判を支える
思想的な原則は、⑴ 日本が行なった戦争は不戦条約で禁じられた侵略戦争であること、⑵ 兵士は軍隊の一
構成員としてではなく、個人である自分自身を究極の意志決定者として行動しているということ、⑶ 個人
としての兵士は、所属する国家よりも上位の普遍的な価値に準拠すべきであるということ、⑷ 個人として
の兵士は、上官の命令に従うか従わないかの選択の自由をもつということ、の４つであった（鶴見 1968, 
18‒19）。また筑波1972も、B C 級戦犯裁判の根本理念として、「個人の行為に対する人道的規範が、政府の
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その行為を行なうことを主観的に決意したという点に、責任の帰属を求める考え方である。こ

れと対立する概念は、個人の行為は集団的な決定の一環として起こったと考えて、その行為が

客観的にいかなる結果に終わったかという点に、責任の帰属を求める考え方である。これは集

団責任と客観責任という組み合わせになる。しかし、「近代市民社会においては、集団ではな

く個人だけが、行為の結果よりもむしろ動機が、刑罰に値すると考えられている（作田 1967, 

156）」ため、上述のような戦犯裁判のねらいが生まれることになった。

　ところが、一般に交戦中の軍隊組織のあり方は、各個人の決定によって行為が生まれると見

なすことが可能な市民社会の日常生活とはかけ離れている。その上、日本軍の場合、河村が明

言するとおり、上官の命令は「不可侵の信念に立ちてこそ、皇軍の真価を発揮出来る（河村 

1952, 74）」とされたのであるから、おそらく一般の軍隊組織以上に、個人の決意が行為をもた

らすという近代市民社会の理念的枠組みからは遠かった。したがって、作田の見るところ「個

人責任プラス主観責任を倫理的責任と呼ぶなら、……B C 級戦犯たちもまた（Ａ級の「軍国支

配者」がそうであったように）ほとんど倫理的責任を感じていない（作田 1967, 157）」と言わ

ざるを得ない。

　しかし、個人以外に集団も、また動機以外に他の属性も、責任を問いうる（制裁に値しう

る）要因として認めるように責任の概念を広げるならば、命令を受けて行動した受動的な立場

の B C 級戦犯でさえ、なんらかの責任を感じていたと見ることが可能になる（作田 1967, 

157）。B C 級戦犯は平時ならばごく普通の一般市民だったのであって、その意味で B C 級戦犯

は私たちである（作田 1967, 157）。「裁いた側の近代的な倫理的責任の立場と、B C 級戦犯す

なわち私たちの責任の考え方とが、どの点でくい違い、たがいに理解しあえなかったかを明ら

かにする（作田 1967, 157）」ことが必要な所以である。

6.2.　死の受容の４類型
　戦犯として訴追され死刑判決を受けることは、ほとんどの場合、自分がやりたくてやったこ

とではない行為を理由として生命を奪われるという、きわめて納得しがたい状況に置かれるこ

とであった。死刑判決を受けた人々は、死刑に値する罪を自分が個人の自己決定において犯し

た、と自認することは困難であり、「処罰の正当性を信じて、自分の死をなっとくするという

方法（作田 1967, 158）」は取りようがなかった。彼らは、自分の死を納得して受け入れる思想

の道筋を自分自身で作り上げなければならなかったのである。

　作田は、『世紀の遺書』に収められた刑歿者の遺文を分類し、死刑判決を受け入れるために

命令に具体化されている政治に優先する、というヒューマニズムのあらわれとして、いわば超歴史的な絶対
的価値をもつ（思想の科学研究会編 1972, 332）」という考え方があったという指摘を肯定する。そして、

「B C 級戦犯裁判は、……根底において、西欧的精神と日本的道徳との対決であった（同）」との見解を示し
ている。
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彼らがとった思想の類型を浮かび上がらせることを試みている。遺文を残した674名のうち、

死刑をどこまでも拒否するか、死刑についていちじるしく懐疑的であった人々は、68名にと

どまる（作田 1967, 159）。刑死を拒否し続けるのではなく、最終的にはそれを受容した人々が

圧倒的に多いのである。言い換えれば、多くの戦犯は「死を位置づけうるなんらかの秩序をみ

いだして、ついには死と和解
0 0

した（作田 1967, 161．傍点は原文）」と見なすことができる。

　作田は、受刑者が自らの運命を受け入れ死と和解する論理に４つの類型を見出した。それら

は「贖罪死」、「いけにえ死」、「とむらい死」、「自然死」と名づけられている。

　「贖罪死」は、個人責任を認める表現を遺文に記した人々の、死との和解の論理を言う。例

えば、作田は「今日の運命は私の不徳不業
〔ママ〕

の致す処である。社会が悪かったのでも上官が悪

かったのでも、部下が悪かったのでもない、一切私が悪かったのである。この苦痛は勇敢に受

け取りたいと思う。（福原勲、陸軍大尉、巣鴨、1946.8.9歿）（作田 1967, 161‒162）」47といった

言葉を「贖罪死」の例に挙げている。だが、純粋な個人責任を認めるこういった人々はきわめ

て例外的であった（作田 1967, 162）。

　しかし、「贖罪死」とは異なり、贖罪の意識が、個人の罪ではなく集団の罪に関して出現す

る場合がある。例えば次のような遺文がその典型である。

　　「平戦を問わず人間には人道上最高の理想を実現する義務があり、戦時中と雖も万難を排

し其の具現に努力すべきである。この観点に於て厳密なる意味に於ける個人の責任を云々

するに非ず、仏側の表現せるごとく日本軍の負うべき責任
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

である。其の責任に殉ずるは之

本懐なり。（桑畑次男、憲兵少尉、1947.8.12、サイゴン、37歳歿）（作田 1967, 162．傍点

は作田による。）」

ここでの贖罪は、日本軍という集団の身代わりとして罪を引き受けるという形で表現されてい

る。個人の罪ではなく集団の罪を、その集団を代表するかたちで自分が引き受け、集団のため

に身代わりとなって死ぬ、という思想である。作田は、このような思想を表明している一群の

遺文から、「いけにえ死」という類型を立てた。

　「いけにえ死」は、「集団やそのメンバーの将来のために、自己を犠牲にする（作田 1967, 

167）」という死との和解の論理を言う。『世紀の遺書』674名のうち、なんらかの形で「いけ

にえ死」に言及した人は211名に及んでいる（作田 1967, 168）。作田の挙げている遺文から、

「いけにえ死」の類型を示唆する文言を抽出して示しておく。なお、遺文の引用の傍点は、特

に注記がないかぎり、引用者（田村）が付したものである。

47 遺文作成者の氏名、階級、死歿場所、歿年、年齢は作田 1967にあるとおり。なお、この福原勲の遺文は、
『世紀の遺書』ではなく、塩尻公明編『祖国への遺書』毎日新聞社所収のもの。
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　　「小なりと雖も吾が捧ぐる身命
0 0 0 0 0 0 0

を以て国家の礎石に幾何かの安泰を得るならば……（大川

喜三郎、准尉、1947.1.22、シンガポール、48歳歿）（作田 1967, 168）」

　　「日本人の誰かが行かなければおさまらない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

のだ。自分の死は自己の責任に依るものにあ

らず人の身代わり
0 0 0 0

なり……（兼石績、陸軍大尉、広東、1947.7.26、41歳歿）（作田 1967, 

168．傍点は作田による。）」

　　「部下の罪を一身に受けて
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一人の死に何名かの可愛い部下が助かると思えば死も亦楽しく

幸福である。（槇田時三、陸軍軍曹、1947.2.24、マニラ、30歳歿）（作田 1967, 168）」

　　「私と米田が犠牲になれば
0 0 0 0 0 0

十八名の者が救われるのです。……（田島盛司、陸軍伍長、

1946.11.2、ラバウル、31歳歿）（作田 1967, 168）」

　　「昔から人柱
0 0

と称して尊い命を抛って洪水の災害を救った犠牲者
0 0 0

の話を聞いているが、実

際国家再建の礎たらんとして散りゆく我々の気持はその人柱の気持
0 0 0 0 0

と変りない。（村上博、

海軍大尉、1948.7.10、バタビヤ、27歳歿）

　この「犠牲」「人柱」といった言葉で特徴づけられる類型には、鶴見1968も着目しており、

次のような遺文を挙げている。最初の引用文は、作田からの二つ目の引用文と同一人物の手に

なるものの別の箇所である。

　　　「私は無実の罪で死刑になるのは誠に残念である。然し敗戦日本が無条件降伏後に於て

日本の国体と国土を護り日本民族の滅亡を止めるためには血の代償
0 0 0 0

は是非必要なるを肝に

銘じ、国家の犠牲
0 0 0 0 0

となる私の心中を親も兄弟も妻子も知って戴き度い。（兼石 績、陸軍大

尉、1947.7.26、広東、41歳歿）48（鶴見 1968, 24）」

　　　「今日茲に国敗れて罪なき小生が執行を受ける事となったのもまた皇国再建のため人柱
0 0 0 0 0 0 0 0 0

と思う次第です。（下田治郎、憲兵軍曹、1947.6.17、上海、29歳歿）（鶴見 1968, 24）」

　　　「……私は日本軍人として一下士官であり何百万の軍人の上元帥大将等からみればゴミ

のような微々たる存在です。……それなのに敗戦の結果、選ばれたように戦争犯罪人とい

う大役に当たってしまったのです。……思えば重い責任です。私のこの心身はその贖罪と
0 0 0

48 鶴見 1968は遺文作成者の階級と氏名を示すのみで、死没場所と歿年は記さないが、作田1967からの引用と
揃えるために、『世紀の遺書』から記載を補った。
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世界平和の為に散っていく
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

のです。私のこの五尺の肉体は平和の捨石
0 0 0 0 0

となるのです。この

捨石がなければ平和な日本はない。世界平和が達成されますならば犠牲になって
0 0 0 0 0 0

勇んで逝

きます。（片岡正雄、陸軍曹長、1949.2.12、巣鴨、40歳歿）（鶴見 1968, 24）」

　「いけにえ死」の背景にある論理は、作田の解釈では、古代的な論理である。「古い社会にお

いて内部の諸氏族が相互に独立して自足的な生活を営み、一つの社会としての統一性を十分に

もたなかったころ、他の氏族のメンバーによって被害を受けた氏族は、加害者のいる氏族の中

から、誰かを犠牲として要求した。（作田 1967, 169）」上の引用からもうかがわれるように、

戦犯受刑者たちの考えでは、自分が死なねばならないのは、日本および日本軍という集団が連

合国の兵士や住民、また植民地住民に対して行なった行為のゆえであって、自分が個人として

行なった行為のゆえではない。彼らは、「遠い昔に行なわれた氏族間の取引の意味（作田 1967, 

170）」と同じ意味において、日本人というメンバーシップによって自分が選ばれると理解し

た。だから、「犠牲者として集団を代表する者は、将校、下士官、兵のどれでもよく、「無実の

罪」でありながら、敵の側に引き渡されてもやむをえない（同上）」と考えることができたの

である。「このような古
ア ル カ イ ッ ク

制的な社会の論理が昭和の日本人の心にまだ生き残っていたというこ

とは、注目してよい事実である。（同上）」

　すでに見たように、河村参郎も、「犠牲」あるいは「特攻隊」といった文言を遺文の中で用

いており、「中日両国民が旧来の恩讐を越え〔る〕（河村 1952, 176）」日が来ることを切望する

旨の述懐もあった。河村の心理と行為を「いけにえ死」の類型から解釈し直すことは次節の課

題となる。

　贖罪の概念が、以上のように個人ではなく集団的な罪の概念と結びつくと、「いけにえ死」

の類型が現れる。他方、この集団的な贖罪の概念は、死んでいった人たちの集団に寄り添う姿

勢と結びつくと、「とむらい死」という類型にも展開する。これは、自分を含む日本軍の行動

のゆえに多くの人々が死ななければならなかった事実があり、この多数の死という事実を考え

るならば、「彼らをとむらってあとに従うのはやむをえないという死の受容の論理（作田 1967, 

163）」である。作田は次のような遺文を挙げている。

　　　「……上司の命令により俘虜の患者の診断区分を日本軍と同様に実施し……たのが非人

道的行為として……罪を問われ、死刑の判決を受けた理由です。……誰かが甘受せねばな

らぬ運命を私が背負って行くわけです。死亡せる多数の俘虜の事
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、その家族の事を想うと
0 0 0 0

諦めもつきます
0 0 0 0 0 0 0

。……（信沢寿、陸軍軍医中尉、1947.2.25、シンガポール、41歳歿）（作

田 1967, 163．傍点は作田による。）」

　　　「死刑に処せられるについて何人も怨むところはありません。ただ皆様に是非肝に銘じ
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ていただきたいのは、昭和十九年の三月より終戦までの間にジャワの抑留者の約一割とい

う五千名が死亡しています。そうして彼らの死亡原因はほとんど九九％までは栄養失調で

あったということです。戦争は早くすんでよかった。もしあれが一ヶ月も遅れていれば、

まだまだ犠牲者が出ていたことでしょう。このことを考えれば、私一人死んでいく位あた
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

り前
0 0

です。（近藤周一、1947.3.31、バタビヤ歿）49（作田 1967, 164）」

これらは、俘虜、抑留者など、日本人以外の死者に殉ずるという論理によって死の意味を見出

した遺文である。もちろん、戦死した部下や戦友に殉ずる論理も表明される。

　　　「何一つ軍人として思い残す事は有りません。部下も良く働いて呉れました。戦死した
0 0 0 0

部下と共に
0 0 0 0 0

南国の地に静かに祖国の繁栄を祈りつつ眠りに就こうと思います。（湯村文男、

海軍大尉、1948.10.15、メナド、30歳歿）（作田 1967, 165）」

　　　「力竭きて花吹雪の如く散り行く若き将兵を眺める時……当時小生の心中堅く誓いし処

は必ず之等若き将兵と運命を共にし南海の土となる
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

べく縦令凱陣の場合と雖も渝らじと決

心致候。（安達二十三、陸軍中将、1947.9.10、ラバウル、57歳自決）（作田 1967, 165）」

この「とむらい死」の論理を選び取った人々は、「死者との連帯（作田 1967, 164）」に自分の

生の最終的な意味づけを見出した。これと対比すると、「いけにえ死」は、すでに見たように

世界平和や国家、あるいは自分の身近な人々のために犠牲としての死を受け入れるという形

で、生者の側に連帯しようとしている。だが、いずれも何らかの集団への帰属が自分の生の意

味を与えるという形式を取っていることに変わりはない50。

　作田が見出す死の受容の四つ目の形は、「自然死」という類型である。これは、戦争犯罪に

よって死刑に処せられるという特殊事情をすべて切り捨てて、「人間いつかは死ぬのだから、

どういう死に方をしてもたいした違いはないという思想（作田 1967, 171）」によって死を受け

入れる考え方である。作田によれば、これは「いけにえ死」型に次いで数多く見出される類型

であるとのことだが、「土くれに帰ってゆく人間のむなしさを見透した仏教的な罪業の意識

（作田 1967, 172）」を見せる側面もあるとされている。連合国が戦犯裁判のねらいとした罪の

意識とはまったく異なるタイプの贖罪の概念がここに現れている。

49 この遺文は、塩尻公明編『祖国への遺書』毎日新聞社所収のもの。階級、歿年齢の記載はない。
50 「〔「とむらい死」の〕死んでいった仲間への追悼は過去に傾く態度であるが、この集団主義が未来へ向かう

と、集団やそのメンバーの将来のために、自己を犠牲にするという「いけにえ死」の論理に転換する。（作
田 1967, 167）」
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　　　「……総ては神の思召
0 0 0 0 0 0 0

である。父も又未だ働き得るかと意気込んで居た。然し父にはも

う与えられた用事は終ったらしい。人生終止符の形式を御前達は不快に思うかもしれない

けれども、そんな事はどうでも良い
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（青井真光、陸軍中尉、1946.12.3、済南、45歳歿）

（作田 1967, 172）」

　　　「何人をも怨むことなく何人をも非難する必要はない。人間は結局微弱たるもの
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

だ。

……何百年かの後に同じ様に一塊の石ころとなる吾々
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

が些細なる一時々々に心を紊してい

る姿は、天体の一隅から眺めた時嘸かし可笑しいことだろう。……（上杉敬明、海軍大

尉、1948.4.5、ポンチャナック、29歳歿）（作田 1967, 172）」

家族の気持（「御前達は不快に思うかもしれない」）さえ、すでに「どうでも良い」ものとな

り、「一塊の石ころ」と同じ存在として自らを扱っている。「自然死」とは、自然の一部として

ただたんに消滅することの肯定である。

　以上の四つの類型を全体として見ると、まず、当然ながら一人が複数の類型にまたがるかた

ちで遺文を記している場合がある。四類型は、相互に排反ではない。しかし、作田の主張する

ところでは、「贖罪死」「とむらい死」「いけにえ死」「自然死」という「この四つによって死を

受け容れた人々の論理が、ほぼ完全におおわれる（作田 1967, 172）」とのことである。つまり、

四類型は相互に排反ではないが、遺文の死の受容の形の（ほぼ）全可能性を尽くしている、と

いうのが作田の主張である51。

　次に、四つの類型を相互に関係づけておく。連合国が戦犯裁判のねらいとしたのは、個人責

任と主観責任にもとづく近代的な罪の意識における「贖罪死」であった。この「贖罪死」の対

極に位置するのが「いけにえ死」である。「いけにえ死」は、日本軍の一員として集団責任を

引き受けつつ、多くの死者を出したという結果に対して客観責任を負う、という考え方だから

である。（作田 1967, 177）

　「いけにえ死」の客観責任の要素、すなわち自分（たち）の行為が多数の死者を生んだという

客観的因果性の要素が捨象され、集団への帰属の要素のみが強く意識されると、軍人としての

自らの行為とは別個に、自らの死を何らかの集団への一体化によって受け容れるという形が残

る。死んだ部下や戦友を追って死ぬ、あるいは死んでいった多数の俘虜や現地住民を追ってひ

とりの人間として死ぬ52、という「とむらい死」の類型がここに浮かび上がる。（作田 1967, 180）

51 作田は、遺文のそれぞれをどの文言を根拠にどの類型に分類する、といった列挙までは行なっていないの
で、この主張を確認することは困難である。

52 作田は、「とむらい死」の集団帰属意識に、日本軍や日本人という個別的な範囲を超え、帰属集団をより大
きく人間一般にまで広げる可能性を見出す。そして、これを日本人が個別主義を離れて普遍主義に到る一つ
の道だったと考えた（作田 1967, 165, 180）。だが、この場合の普遍主義は、一つの原理（例えば、合理性
rationality）を過去現在未来のすべての（不確定の数の）人間が共有すると考え、その原理が人間を定義す
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　逆に「いけにえ死」の集団責任の要素、すなわち日本軍という集団への帰属の要素が捨象さ

れ、客観的な結果に対する責任のみが強く意識されると、自らの軍人としての行為とは別個

に、不幸な結果をもたらしたという秩序の攪乱の責任だけが残る。そして、自分がこの世に生

まれて活動してきたこと自体が自然秩序の一つの攪乱であるという古い秩序の感覚が甦ると

き53、すべてのものは生きてきたかぎりで「その攪乱の責を負って死んでゆ〔く〕」という「自

然死」の類型が浮かび上がる。（作田 1967, 178‒179）

　こうして、戦犯受刑者が自らの死を受け入れて行った思想の道筋を大きく見れば、「贖罪死」

を一方の極とし、「いけにえ死」をもう一方の極としつつ、「いけにえ死」の亜型として「とむ

らい死」と「自然死」がある、という構図が得られる。要するに、集団抗争が終結した後に自

らが血の代償としていけにえとなる、という古代的な思念こそ、日本人戦犯にとっては自らの

死の最も受け入れやすい意味づけだった、ということである。この視点から、河村をはじめと

する日本人戦犯の死の受容の背景を見直し、ひいては権力の下での人間の行為のあり方を探っ

てみることにする。

７．「いけにえ死」の心理と論理の演技論的考察

　日本人戦犯の多くは、強大な権力の下に置かれ、自らの死を受け容れねばならなくなったと

き、「自分は個人としての意志でここに到ったのだ」とは考えなかった。彼らは、しばしば

「自分はいけにえにされるのだ」と感じ、そう思って死んだ。B C 級戦犯は私たちであると言

い得るのなら、いけにえという概念を理解することは、私たちが権力を受け止めるときの一つ

のあり方を理解することである。

7.1.　犠牲とは何か ──宗教人類学一瞥──
　和語の「いけにえ」は、もとは生けるにへ、すなわち、生きている食べものことであり、

神々に差し上げるための生きた動物のことを言ったとされる54。また漢字の「犠」も「牲」も、

ると考えるタイプの普遍主義（内包的規定による普遍性）とは異なる。集団帰属の拡大という普遍主義（外
延による普遍性）は、たかだか今生きている人間という有限の集まりを普遍（人間の全体）と見ることにし
かならないように思われる。

53 作田は次のように語っている。これは興味深い指摘ではあるが、戦犯の深層心理にこのような思念があった
と立証することは難しいだろう。

 「秩序を動かした以上は、動かしたものの犠牲が要求され、その死が反作用となって、失われた均衡が回
復する。「自然死」型を選んだ人たちの安定感の中には、どうやらこのような信仰の支えがあるようだ。
彼らは秩序と調和するために行為し、そのためにまた攪乱の因子を導入した。それは秩序の運行のために
必要な行為ではあったけれども、使命が終われば、まさにその攪乱の責を負って死んでゆかなければなら
ない。（作田 1967, 179）」

54 「にへは、神及び神に近い人の喰ふ、調理した喰べ物である。いけは活け飼ひする意である。何時でも、神
の贄に供へる事の出来る様に飼うて居る動物を言ふ。（折口 1975, 298）」
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神々に捧げるための動物を表す。他方、英仏語の「sacrifice：犠牲」の語源のラテン語

「sacrificium」は、「sacer： holy、聖なる」と「facere：to make、行なう、作る」から構成さ

れている。これは、文字通りには「聖なるものの領域で神々に向けて行なわれる行ない一般

（Robertson Smith 1886, 132）」を言ったとされるが、「何ものかを聖なるものとする過程

（Carter 2003, 3）」を意味する。またドイツ語の「Opfer：犠牲、捧げ物」の語源のラテン語

「offerre」55は、「to offer、与える、贈る」の意である（Henninger 1987, 544）。

　「いけにえ」と「犠牲」が、主に神々に向けて捧げられるべきもの
0 0

を言うのに対し、

「sacrifice」などヨーロッパ語の方は、主に何かを神々に向けて捧げる活動
0 0

の方を言う、とい

う多少の違いがある。だが、「いけにえ」「犠牲」「sacrifice」に重なる部分があるのは明らか

である。これらは、動物または人を殺して神々に捧げる宗教儀式にかかわる言葉である。以

下、この宗教儀式の基本的特徴を簡単に見ておく。

　動物を殺して捧げるという行為類型には、古い起源がある。動物を殺すときに超自然的な存

在（森の主、動物の主）に対して許しを求めたり、その怒りを宥めるために動物の一部を捧げ

たりする行動は、世界各地の狩猟採集民に見出される（Furst 1973/74；Guenther 1999；

Henninger 1987；Lot-Falck 1953（ロット‒ファルク 1980）；Valeri 1994）。同様に、世界各地

の農耕牧畜民に、動物を殺して神々に捧げたり、初穂を奉納したりする儀式が広く見出されて

いる（Henninger 1987）。エジプト、メソポタミア、インド、中国、ギリシア、ローマなどの

古代文明にも発達した犠牲儀礼を中核とする宗教があったことが知られている（Henninger 

1987）。生き物を殺す行為と、殺す前後のさまざまな所作（儀礼的行為）を通じて超自然的な

力とコミュニケーションを確立し、何らかの効果を得るという活動様式は、おそらく、（議論

の余地はあるが）後期旧石器時代にまでさかのぼりうる人類の普遍的な行為類型であるらしい

（Lewis-Williams 2002）。

　この類型を構成する要素は、生き物を殺して捧げる個人ないし集団と、捧げ物を受け取る超

自然的存在、及び、殺される生き物、の三者である。生き物を殺す行為が（あるいは、殺され

た生き物が）超自然的存在とのコミュニケーションをうまく確立してくれるならば、生き物を

捧げて贈った個人ないし集団は、超自然的存在から何らかの返答を受け取ることができる、と

いうことになる。この返答は、豊饒、安全、予言、罪の赦し、集団や個人の力の増大、その

他、人間にとってさまざまな善きものとしてやって来る。

　例えば、イエス・キリストは自らすすんで十字架に架かることによって（自己犠牲）、全人

類に罪の赦しをもたらした。イエスを殺して捧げたのは全人類（イエスを含む）という集団で

あり、この犠牲が三位一体なる神（イエスを含む）によって受け入れられて、罪の赦しという

返答を受け取ることができた。イエスは神であり人である媒介者として、人と神のコミュニ

55 「Opfer」の語源を「operari：to perform, accomplish、為す、遂行する」に置く見解もある。（Henninger 
1987, 544）
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ケーションを確立したのである。

　あるいは、アイヌは、森でとらえた仔熊を育て、大きな祭りを催してその熊を儀礼的に殺

し、仔熊の魂を山の神々に送り届ける。そして山の神々は、仔熊から人の村での好い待遇を伝

え聞き、狩りの獲物となるために動物の姿で人のもとを訪れる。ここでは動物の儀礼的な殺害

によって、狩猟採集生活の安定した循環的構造が成り立つものとされている。

　あるいは、ヤマトタケルの軍勢は、東征の途上で海が荒れたとき、オトタチバナヒメノミコ

トが入水して海神を宥め、無事蝦夷を平らげることができた。これらはいずれも、人または動

物の死が超自然的存在とのコミュニケーションを成立させ、死者に縁の深い集団が利益を得

る、という構造の物語である。

　犠牲という行為類型の、価値あるものを神々に贈り届けるという側面に着目したのは、エド

ワード・タイラーである。タイラーの見解では、「犠牲は、神的存在をまるで人であるかのよ

うに扱って行なわれる贈り物 a gift なのである。（Tylor 1871, 461）」荒れた湖水の神々を宥め

るために犬を犠牲に捧げる北米先住民の例や、タバコの煙が神々の許へ贈り届けられるという

同じく南北アメリカ先住民の例、その他世界各地の事例多数が、タイラーの著作で挙げられて

いる（Tylor 1871, 461‒478）。この贈り物説によると、要するに、「神々は賄賂であやつること

ができる。犠牲は、元来は「お前がお返しをしてくれるように、私は与える（do ut des）」と

いう実務的な取引だったのであって、特に精神的な意義はない活動だった（Henninger 1987, 

550）」ということになる。

　これに対し、ウィリアム・ロバートソン・スミスは、神々が生命を要求するという恐ろしい

要素が犠牲の本質に含まれていることに着目した。スミスによれば、犠牲には、二種類があ

る。一つは、タイラーの言うような、果実、穀物、酒、油、食肉など、定められた贈り物に

よって〈神々を誉め称える犠牲 honorific sacrifices〉である。もう一つは、赦しや償いをもた

らす〈贖罪と宥めの犠牲 piacular sacrifices〉である。〈誉め称えの犠牲〉では、神は贈り物を

受け入れる。だが〈贖罪と宥めの犠牲〉では、神は命を要求するのである。

　〈誉め称えの犠牲〉とは、神々に奉納した食物を、人々が神々と共に食べる神人共食の儀礼

である。この場合、「犠牲とは、神に捧げられた食事である。……犠牲とは、神々も信仰者た

ちも一緒に参加する祝祭なのである。（Smith 1886, 133）」他方、〈贖罪と宥めの犠牲〉に関わ

るのは、罪と罰である。集団内部での流血事件などは、多くの未開部族で、神々の掟に対する

償いようのない罪であると見なされる。掟の侵犯者は、死ぬか追放されるか、いずれかを強い

られる。神々が、侵犯者の生命を要求しているのに、部族がこれを拒否すれば、部族全体が罪

を犯したのと同じことになる。さらに、

　　「神が侵犯を被った結果、神が自らの民を救うことを拒否しているように思われるとした

ら、何らかの罪が犯されていて、それが贖われていないのだ、と結論されることになる。
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このような贖いの放置は修復されねばならない。本当の罪人が見つからないか、うまく捕

らえられない場合、本当の罪人の代りとなるものを見つけるまでは、信仰者の共同体全体

が罪を犯した状態にある。（Smith 1886, 136）」

たとえば疫病、干魃、飢饉、異民族の侵略といった災厄に襲われた集団は、実は何らかの侵犯

行為の結果、神の怒りに触れることになったのである。災厄から救われるためには、その侵犯

行為を特定し、生命によって贖う必要がある。罪人か、少なくともその身代わりが死ななけれ

ばならない……。これがここでスミスの想定する論理である。この論理から浮かび上がるの

は、犠牲奉納とそのための儀式的手続きは、実は、共同体を構成する原理の中に、構成員の生

命を要求する力（殺す権力）を組み込む政治的な装置であるらしい、ということである。

　ユベールとモースは、タイラーとロバートソン・スミスの説を批判的に取り入れつつ、主と

して古代インドのヴェーダ文献と旧約「レヴィ記」など古代ヘブライの記録にもとづいて、よ

り完備した犠牲の解釈理論を提出した。彼らはまず、犠牲（le sacrifice）を次のように定義する。

　　「犠牲とは、いけにえの聖化を通じて、犠牲を遂行する精神的人格の状態、またはその人

格が関わりを持っている何らかの対象の状態を変化させる宗教的行為である。（Mauss 

1968, 205／邦訳17）」

ここで「いけにえ」は「victime」の訳語であり、犠牲儀式の中で殺される動物のことである。

また「犠牲を遂行する精神的人格」とは、いけにえを差し出す個人または集団を指す。ユベー

ルとモースは、この個人または集団を「le sacrifiant」と呼んだ。サクリフィアンが、いけに

えを奉納し、その犠牲の効果として何らかの状態の変化（よい変化）を受け取る。犠牲の効果

は、サクリフィアンそのものに現われる場合もあれば、サクリフィアンが利害関心をもつもの

（家畜の群れ、耕作地等々）に現われる場合もある。犠牲儀式の文脈で言うと、サクリフィア

ンは犠牲儀式の祭主に当たる56。

　「いけにえの聖化（consécration）」とは、動物を聖なるものにして行くことである。たとえ

ば、ある家族が犠牲を執り行う場合、所有する家畜の中から一頭を選び、それを神々への捧げ

物にふさわしい状態になるよう別置し、浄め、飾り付け、誉め称えの言葉をかけるといった手

続きがとられる。何の変哲もないただの家畜は、この聖化の過程によって、日常の俗なる水準

を離脱し、神々の聖なる領域に入るにふさわしい存在となる。

　聖化の手続きは、しかし、たんなる外見的な装飾を施すことではない。いけにえは、この過

56 それゆえ、ユベールとモースの邦訳では、「sacrifiant」には「供犠祭主」という訳語が当てられている。本
論文では、祭式の文脈にとらわれたくないので、「祭主」という訳語は避け、「サクリフィアン」と仮名書き
する。また、「sacrifice」に「供犠」という訳語を当てることも、同じ理由で避けた。
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程で徐々に神的なものとなって行く。聖化の過程では、浄めたり誉め称えたりするのと同時

に、動物の主である神（le dieu, maître des bestiaux）への呼びかけを行ない、神の所有物で

あるその動物（家畜）を、今ここでいけにえとすることへの許しを求める、という手続きがし

ばしば行なわれる。こういった手続きは、聖化されたいけにえの神聖さを際だたせるためだけ

でなく、実はいけにえが人間（サクリフィアン）のために静かに死んでくれるよう諭すために

行なわれる。いけにえの内部には、聖化の過程が進むにつれて、神々の許へ赴くのにふさわし

いだけの霊的な力が宿るようになる。いけにえが殺害されると、その力は解放されて神々の許

へと送り届けられる。だが、殺されることにいけにえが納得していなかったならば、いけにえ

の力は人間に復讐するかもしれない。神の許しを得るのは、殺されるいけにえの、善にも悪に

もなり得る禍々しい霊力を安全に静めておくためである。（Mauss 1968, 229‒230／邦訳37）

　いけにえについてもう一つ注目すべき事実は、いけにえが犠牲を奉納する者、つまりサクリ

フィアンと、強い結びつきを持つということである。たとえば、アブラハムは息子イサクをい

けにえとして神に捧げることを命じられた。この場合、アブラハムが他人の息子を殺すのでは

意味をなさないことは、誰もが直観的に理解できる。贖罪や祈願のために動物を犠牲に供する

場合も、自分の所有する家畜群から供出せねば意味をなさない。親子関係や所有関係といった

社会的にはっきり認められる紐帯によって、いけにえとサクリフィアンはつながっていなけれ

ばならない。儀式の中では、しばしばいけにえの頭部に祭主（サクリフィアンの代表）が手を

置くといったしぐさを行なって、いけにえとサクリフィアンの強い結びつきを象徴的に示す。

こうして、「すでに神々を表象するものとなっているいけにえは、この接近性によって、サク

リフィアンを表象することになる。（Mauss 1968, 232／邦訳39）」いけにえは神々と人間の両

方の性質を兼ね備え、聖と俗の仲立ちをする媒介者となるのである（Mauss 1968, 250／邦訳

51）。

　いけにえは、殺害されることによって、内に蓄積された霊的な力を放出する。いけにえの殺

害は、神々につらなる聖なるものの破壊として「一つの罪、一種の神聖冒瀆（sacrilège）」で

ある（Mauss 1968, 234／邦訳40）。この破壊の暴力によって、犠牲の奉納が完遂される。「い

けにえを殺すことは、善悪両方にはたらく力、あるいはむしろ、力であるという事実によって

恐るべきものとなっている盲目の力を解き放つ（Mauss 1968, 235／邦訳41）」という行為であ

る。それゆえ、厳密な祭式の規則と手続きとによって統制されねばならないのであった。ユ

ベールとモースは、古代インドや古代ヘブライの宗教儀礼にもとづいて、祭式の厳格な進行を

司る存在が犠牲儀式にはつきものであると考えた。この存在を、彼らは「供犠祭司

（sacrificateur）」と呼ぶ（Mauss 1968, 217‒218／邦訳28‒29）。

　こうして、いけにえを殺して神々に捧げることは、よい効果が得られると約束されてはいる

ものの、決して誰もが進んで行ないたいとは思わないような、恐ろしい行為であることが浮か

び上がってくる。この、「あえてやりたくはない」という意味要素は、「犠牲にする／なる」と
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いった日常の用語法にも現われている。「犠牲」「sacrifice」という言葉には、「当事者の意に

反する不利益なこと」という意味がともなうのである57。

　ここまでの説明は、神々が本当に存在するかのような語り口で述べられてきた。残る問題

は、この「神々」とは何なのかということである。人間たちが何か貴重なものを差し出してコ

ミュニケーションをわざわざ確立しなければならない相手、なんらかのお恵みを期待してお付

き合いを続けなければならない相手とは、そもそも何なのか。ユベールとモースの回答は明快

である。人々がいけにえを差し出す相手は、社会それ自体なのだ。

　宗教的な思念は、それらが人々に信じられているということによって実在するものとなる。

従って、宗教的な思念は、社会的な諸事実として存在する。

　　「犠牲が機能するのは聖なるものに結びつくことによってであるが、この聖なるものとは、

社会的なものである（Les choses sacrées . . . sont des choses sociales.）。そして、これだ

けで犠牲を説明するには十分である。（Mauss 1968, 306／邦訳109）」

犠牲を捧げることは、自らの貴重な所有物を社会それ自体に譲り渡し、その見返りに社会から

保護や支援や名誉、その他諸々の社会的な効用を受け取ることなのである。この意味におい

て、「個人や集団による所有物の人格的な断念と放棄が、諸々の社会的な力を養い育てている。

（Mauss 1968, 306／邦訳109）」 社会はメンバーの所有物を物質的に奪って行くのではなく、む

しろ精神的な力の形でメンバーからの上納を受け取る。すなわち、

　　「あらゆる犠牲の中に暗黙の内に含まれている自己放棄（abnégation）の行ないが、集団

の力が存在するということをひとりひとりの意識に思い出させることによって、まさに集

団の力の理念的存在そのものを支えている。（Mauss 1968, 306／邦訳109）」 

これは、個人が社会のために何らかの自己放棄を行なうとき、その人物が自分を放棄したまさ

にその分量だけ、社会が構成員の上に行使する力が現実化したことになる、と言っているので

ある。ある個人の自己放棄の遂行は、社会的な力の一つの現象形態（その放棄の原因としての

出現）であり、かつその個人が自己放棄を通じて獲得した効用（保護、支援、名誉、権限、能

力、等々）もまた、社会的な力の一つの現象形態（その放棄の結果としての出現）なのであ

57 ロバートソン・スミスは、「“sacrifice” の英語における日常の比喩的な用法は、贈り物 a gift の概念ではな
く、“いやいやながらの屈服 reluctant surrender” の概念に対応している。（Robertson Smith 1886, 550）」
と指摘している。また、カーターは、日常生活で “sacrifice” が用いられうる状況として、息子のフット
ボール試合を応援するためにゴルフを諦める父親、家を購入するために休暇の旅行を諦めて貯金する夫婦、
あるいは野球の犠牲バントといった例を挙げている（Carter 2003, 2）。日本語でもほとんど同じような例が
成り立つことは、各自の語感として確かめられると思う。
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る。こうして帰依者の宗教的実践が神々を現実化するのと同じように、いけにえを差し出すと

いう犠牲的な自己放棄が、まさにそのこと自体によって、社会的強制の力を賦活し、現実化し

ている。

　ユベールとモースはこのようにして、犠牲という行為類型を、社会的な力そのものを作り出

す活動として位置づけたことになる。「私たちは、特に宗教的とは言えないような社会的な信

念や実践の多くが、犠牲と結びついていることを理解できる。（Mauss 1968, 307／邦訳111）」

　大胆に言ってしまえば、ユベールとモースの議論は、「あらゆる社会生活は、本質的に犠牲

の一形式である。それぞれの個人は、この形式において、共通の善のために自分自身の一部を

差し出すのだが、社会の内で生きていけるという大きな報償を結果として獲得するのである

（Lincoln 1991, 175）」というようにまとめられる。

　以上のタイラーやロバートソン・スミス、そしてユベールとモースの犠牲理論は、犠牲の概

念が学術的に言及されるときはいつでも、繰り返し言及される古典である（cf. Carter 2003, 

10）。なかでもユベールとモースの理論は、必ずしも世界各地の “未開” 部族から古代文明や

現代キリスト教まですべてにそのまま適用できるわけではないとはいえ、犠牲のメカニズムの

緻密な分析の上に成り立っており、犠牲の論理的構造ないし犠牲の文法の解明として利用でき

る（cf. Evans-Pritchard 1965, 70‒71）。私たちの現在の目的は、戦犯の遺文から抽出された

「いけにえ死」の類型を理解することだった。この目的のためには、これらの理論は十分役に

立つ。

7.2.　「いけにえ死」の虚構性と演技性
7.2.1.　犠牲譚の本質的虚構性

　犠牲の物語にはある一つの基本的な特徴が見出される。犠牲を捧げる者はいけにえを殺した

くないし、また、いけにえの方も少しも殺されたくないのである。この特徴は、ユベールと

モースの理論では、いけにえを殺すことが、聖なるものを破壊するという神聖冒瀆の罪である

がゆえに、人々はその行ないを恐れるのだと説明されていた。また、いけにえは殺されること

に納得していない可能性があって、動物の主の許しを求める必要があるのであった。ロバート

ソン・スミスの場合、犠牲を捧げることがたんに行為者がしたいがために遂行されることでは

ないことは、〈贖罪と宥めの犠牲〉が恐るべき務めである点や、〈誉め称えの犠牲〉も神人共食

の義務的な催しである点に暗示されていた。ロバートソン・スミスはまた、「sacrifice」の日

常的用法に「いやいやながらの屈服 reluctant surrender」という意味要素がともなうことに

注意を払ってもいた（前掲注58）。

　犠牲の物語を具体的に調べてみても、いけにえを殺したくないし、いけにえは殺されたくな

いという要素が、物語の核心を成すことが確かめられる。例えば、アブラハムとイサクの物語

では、アブラハムが神に命じられたとおりイサクを屠ろうとしたとき、神の使いはアブラハム
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に手を下すなと告げる。そして、「あなたが神を畏れるものであることが、今、わかったから

だ。あなたは、自分の独り子である息子すら、わたしにささげることを惜しまなかった（創 22: 

12）」という言葉が伝えられる。このやりとりの前提は、アブラハムが息子を殺したくないと

思っている、ということである。イサクの方は、直前に「焼き尽くす献げ物にする子羊はどこ

にいるのですか（創 22: 7）」と尋ねており、自分がいけにえに供されることなどまったく知ら

なかったことは明らかである。アブラハムはイサクを殺したくないし、イサクも殺されるなど

とは思ってもいない。

　だが、アブラハムは神の命令を受け入れ、その命令に合うように行為しようとする。自分が

やりたくてやることではないのだが、息子を殺せという命令を父はまさに実行に移そうとす

る。私情を殺して神の命令に従おうとするとき、アブラハムは命令にもとづく役割遂行の世界

に踏み入っている。命令が自分の気持ち（息子を殺すのはいやだ）から行為者を引きはがし、

自分の感情や事実認識が成り立っている現実の世界から、現実を一部否定する（息子を殺すの

はいやではない）ことにしないと成り立たない命令された行動（息子を殺すのがよい）の世界

へと行為者を運んで行く。アブラハムは神の命令が正しいのだと信じることにして
0 0 0 0 0 0 0 0

、イサクを

いけにえとして捧げようとするのである。アブラハムはこうして神に自発的に服従
0 0 0 0 0 0

する。

　また『マルコ福音書』58では、十字架上のイエスは「エローイ、エローイ、ラマ、サバクタ

ニ」と叫ぶ。これは「我が神、我が神、何ゆえ我を見捨て給いき」という意味である（マルコ

15: 34）。この叫び声は、イエスが神によって救われるつもりだったことを、はからずも告げて

いる。彼は、神に見捨てられ、人の手にかかってみじめに殺されるつもりではなかった。後の

公式の神学的教説では「神は我々に対する御自身の愛を確定して下さった。我々がまだ罪人で

あった時に、キリストが我々のために死んで下さったのである（ロマ 5: 8）59」ということに

なっている。しかし歴史上のイエスは、死ぬつもりだったわけではない。この事実は、神学的

教説によって覆い隠されている。（田川 2008, 473‒477）

　イエスの自己犠牲（全人類の贖罪のための死）は、むき出しの事実（本人における死の拒

否）とは異なる虚構の物語である。歴史上のイエスは、自分の死後に生み出されるキリスト教

神学のことなど何一つ知らなかった。十字架上で死んだ現実の男は、叫び声だけを残して、自

己犠牲の物語の世界で演技させられ続けている。

　エウリピデスの悲劇『アウリスのイーピゲネイア』では、トロイア攻めを阻む女神アルテミ

スの怒りを解くため、王アガメムノーンの娘イーピゲネイアが、いけにえとなることを強いら

れる。イーピゲネイアは、「蕾のままの私を死なせないでください（1218）」と父アガメムノー

ンに哀願する。だが、ギリシア軍の兵士たちは、姫をいけにえに差し出して女神の怒りを鎮

め、早くトロイアへ攻め込みたいと猛っている。悲劇が盛り上がりを見せるのは、哀願してい

58 以下の訳文は田川 2008による。
59 訳文は田川 2009による。
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た彼女が、うってかわって「私はこの身をギリシアに捧げます。生け贄にして、トロイアを攻

め滅ぼしてください（1397f.）」と決意を述べる場面である。武装した兵士たちの大群が姫を殺

せと叫び始めている。自分がいけにえになるしかないことをイーピゲネイアは悟る。だが、そ

うはいうものの、本当は彼女は生き延びたいに違いない、と観客には分かる。この場面で劇的

な緊張が高まるのは、この二重性のゆえである。

　観客は、イーピゲネイアの決意の言葉が本心とは異なる水準にあることを察知する。「この

身をギリシアに捧げます」という言葉は、武装した群衆に追い詰められるなかで、むき出しの

事実（「死なせないでください」）を裏切って発せられている。イーピゲネイアは、我が身をギ

リシアに捧げることがよいと信じることにした
0 0 0 0 0 0 0 0

のであって、本当に信じている
0 0 0 0 0

のではない。観

客は、劇の推移を通じてこれを察知するのである。

　人類学の領域でも、犠牲にまつわる同じ虚構性を見出すことができる。例えば、アイヌの熊

祭（イヨマンテ）では仔熊が犠牲獣として殺される。仔熊が小突かれて儀式の途中で唸ったり

暴れたりすると、そのたびに、祭りに集まった人々は、仔熊が神々の国に戻れるのを喜んで歌

い踊っていると解釈する。しかしもちろん、現実に仔熊が殺されたいわけではないということ

を、人々は理解している。仔熊の動作は、小突き回されるのを嫌がっているというむき出しの

現実としてではなく、祭りの式次第に合った喜びの動作として、虚構的に解釈されるのであ

る。祭りの各段階は演技的に実現される虚構の世界である。その中で、現実世界の嫌がる仔熊

は、虚構世界の喜ぶ仔熊に読み替えられて行く。（アイヌ民族博物館編 2003, 80‒82）

　あるいは、ある人類学者の報告によると、シベリア狩猟民の村で、殺された大鹿の頭を見つ

けた一人の少女が、大鹿がかわいそうだと言ったために、死刑を言い渡されたという。大鹿に

憐憫の情を示したことが許されないことなのであった。その理由は、「この憐れみが、大鹿を

殺そうと狩人が考えたことや、大鹿が苦しんだことを、ほのめかしてしまった……。〔そのせ

いで〕大鹿は、尊敬されるべき客、みずからすすんでやってくる客として遇される、という虚

構は、あっさり壊されてしまった（ロット‒ファルク 1980, 151）」からなのである。狩猟民は、

動物たちが殺されるのを望んでいないことを理解している。それゆえ、動物殺しというむき出

しの事実は、狩りの獲物が自ら進んで訪問してくるという虚構の物語によって覆い隠される。

その虚構を暴いたから、少女は罰せられることになった。進んで訪問していけにえになるとい

う出来事は、むき出しの現実ではなく、人々が繊細な努力によって維持している虚構の水準に

のみ成り立っている。

　犠牲の物語は、そうしたくはないのにそうしなければならない、という状況で典型的に発生

する60。狩猟民の習俗や伝承では、ある神話的な物語世界が森の動物を含む形で成立していて、

動物たちの振る舞いはその物語の中で解釈される仕組みになっている。もちろん動物たちは人

60 自己犠牲的行為のより立ち入った説明については、田村 1997、田村 1999、田村 2010及び柏端 2007、田村
2008を参照されたい。
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間とは独立にただ生きているだけだが、人間は動物を含む環境世界を自分の物語で意味づける

ことができて、その中では、動物たちは、人間に殺されたいわけではないのに、殺されねばな

らない存在として扱われる。しばしば動物の殺害は、動物の自己犠牲や、動物の主の許したこ

とであるなどとして、物語的な偽装を施される。

　聖書やギリシア悲劇に見出される犠牲譚は、日本人戦犯たちが敗戦後に遭遇した状況と酷似

する条件をすでに備えている。強大な権力が降りかかってきて、否が応でも死ななければなら

ない状況に追いこまれたとき、個人はいけにえとなるしかない。いけにえ、つまり死にたくな

いのに死なねばならない存在として自らを認定することは、根本における不同意（死の拒否）

と、強いられた同意（死の受容）を両方同時に実現する仕組みである。この仕組みのはたらき

方を河村参郎の事案について、具体的に見てみよう。

7.2.2.　「いけにえ死」の演技的構造と二重の虚構性

　河村の遺文には自らを「犠牲」と見なす文言があった。だから、作田の類型によれば、河村

の死は「いけにえ死」に分類できる。ただし、河村の遺文では、既に見たように、「犠牲」と

いう言葉が二つの異なった文脈で出現している。一つは、「英軍対華僑政策の犠牲であるから、

唯それだけの話……（河村 1952, 146）」と述べている箇所、もう一つは、「やがての世の覚醒

のための犠牲……（河村 1952, 153）」と述べている箇所である。第一の例は1947年６月23日

の日記、第二の例は６月25日（処刑前日）の日記である。河村の犠牲をめぐる態度は、第一

と第二のあいだで興味深い違いを見せている。

　まず第一の文脈の犠牲を検討する。「対華僑政策の犠牲」とあるのは、イギリスによる対日

戦犯裁判の一つの特徴をかなり正確にとらえた言葉である。イギリスの戦犯裁判の目的は、イ

ンド以東の植民地への支配を回復することであった。すなわち、「日本軍によって長い間占領

されていた地域へのわれわれの復帰が、われわれが安全を与えることができるのだという印象

を住民に与えるようによく計算された方法でおこなうべきである」61という考え方が、イギリ

スの戦犯裁判の背景にあった。したがって、慎重な審理と、適正な裁判手続きによってイギリ

スの威信を回復することが重視された（林 1998, 171‒174；東京裁判ハンドブック，116）。河

村は自らの死刑判決について、家族宛の最後の手紙で「英軍は華僑に対する政策上、どうして

も極刑を出さねばならなかつたのでもあらう。要は英軍の復讐的犠牲となつたのである……

（河村 1952, 194‒5）」と記しているが、必ずしもこの認識は当たらない。河村の事案はともか

くとして、すでに見たとおり判決の確認手続きの中で死刑判決が取り消された例もあったから

である。政策的には、死刑を多数出すことよりも、公正な裁判を遂行する強く正しい支配者を

演ずることに、イギリスにとってむしろ大きな意義があった。だが、「対華僑政策」として、

61 東南アジア司令部の政治顧問、エズラー・デニングが日本の敗戦直前にイギリス外務省に贈った手紙の一節。
林 1998, 172より。
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公正な支配者としてのイギリスを「よく計算された方法で」演出する必要上から戦犯裁判が行

なわれた、ということは歴史的な事実である。

　この文脈では、河村は、災厄をもたらした罪を負って死ななければならない存在である。こ

の存在は、ユベールとモースの犠牲理論を適用すれば、英軍を供犠祭司（sacrificateur）、大

英帝国と植民地住民をサクリフィアン（sacrifiant 供犠祭主）とする犠牲儀式におけるいけに

え（victime）の位置を占めている。このいけにえを殺すことによって、サクリフィアンには

正義の回復という善きものがもたらされる。河村の「英軍対華僑政策の犠牲」という言葉は、

イギリスの政治的な意図の象徴的構造を正確にとらえていた。

　この犠牲の演出に対しては、河村は「唯それだけの話」と言い、「たゞ馬鹿げた話しだとの

考へは終始念頭を去らない（河村 1952, 146）」と冷淡に述べる。この文脈に置かれるとき、河

村は、「死んで往くものは唯それだけの事で、即刻往生出来る事は幸福である（同）」とのみ

語った。これは、法の適正手続きにもとづく戦犯裁判というイギリスの意図した正義の演出

を、実質的にすべて拒否する姿勢であり、作田の類型で言えば「自然死」に分類される感想で

ある。第一の文脈における犠牲の物語を、河村は拒否して死んだのである。

　これに対し、第二の文脈における「犠牲」の用例は、まったく違う物語を背景にもってい

る。河村は、「予は、……やがての世の覚醒のための犠牲として、喜んで永遠の旅路に向かふ。

（河村 1952, 153／1947年６月25日）」と書き、さらに、「予の死は謂はば一種の特攻隊である。

皆さんから惜しまれながら、死に向つて邁進するのである。この精華は特攻隊のやうに、直ぐ

には現はれないが、人類が人類らしい姿に生れ出ようとする陣痛の役割を果すものである。

（河村 1952, 153‒154／1947年６月25日）」とも書いていた。「やがての世の覚醒のため」およ

び「人類が人類らしい姿に生まれ出〔る〕」の実質が何であるか、単純明快に割り出すことは

できないが、推測する手がかりはある。

　河村は、「英軍司令官宛意見書」の末尾に、「在シンガポール華僑代表殿」との宛名で、次の

ような文章を記している。

　　「私は明朝、刑の執行を受け永遠の旅行に出発致します。総べては運命であり、因縁であ

ります。

　　　華僑諸君、もし私の死が、諸君の該事件に関する対日憎悪の感情の幾分にても緩和し得

る事になるならば、私の深く喜びとする所であり、且感謝するところであります。

　　　今や戦争は終了し、平和の時代は来たのであります。私は中日両国民が旧来の恩讐を越

えて、新しい信頼と理解の下に提携する日が一日も速に到来することを切望する次第であ

ります。

　　　何卒私の微衷を御汲取り下さらば誠に幸甚であります。（河村 1952, 176）」
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華僑社会に向けて、河村は、このほかにもいくつかの言葉を残していた。「犠牲になった中国

人たちの魂の安らかな永眠を心の底から祈ります（林 2007, 199；林 1998, 221）」という裁判

における証言台での言葉、また、「犠牲になつた華僑各位の霊に対し、衷心より冥福を祈る

（河村 1952, 81／1947年３月21日）」という日記の記載、あるいはまた、「作戦の犠牲となつた

シンガポール華僑諸氏の霊に対しても謹んで哀悼の詞を呈し、その冥福を祈る（河村 1952, 

168）」という1947年２月15日執筆の家族宛の手紙の文言がある。これらの言葉を通覧すれば、

「中日両国民が旧来の恩讐を越えて、新しい信頼と理解の下に提携する日が一日も速に到来す

ること」は、「やがての世の覚醒」または「人類が人類らしい姿に生まれ出〔る〕」ことの、少

なくとも一部を成すと考えられる。私たちは、河村が、自らの死に対し、中日両国民に新しい

信頼と理解をもたらすための犠牲という意義を賦与したと解釈できる。

　この犠牲の物語に再びユベールとモースの図式を適用すれば、いけにえはもちろん河村参郎

である。そして、サクリフィアンは中日両国民である。なぜなら新しい信頼と理解という善き

ものを得るのは、中日両国民だからである。犠牲を捧げる儀式（いけにえを殺す手続き）は、

依然としてイギリス軍による戦犯裁判の形で執行されている。したがって、供犠祭司

（sacrificateur）は、イギリス軍である。上官の命令の申し立てをめぐる河村の見解は、イギ

リス軍の判断と真っ向から対立していたから、河村はイギリス軍の “祭司としての犠牲儀式の

執行手続き” には批判したいところが多々あった。だが、それを変えさせる力は河村にあるは

ずもなかった。気に入らない祭司であっても、受け入れるしかない。

　この犠牲儀式の図式が与えられるとき、河村は「喜んで永遠の旅路に向かふ」のであり、そ

れは「謂はば一種の特攻隊」としての名誉ある死である、と考えることができた。第二の文脈

の「犠牲」が、河村の「いけにえ死」を形づくる。河村は、第一の文脈において英軍から強い

られた犠牲の物語を拒否し、自ら作り出した第二の文脈の犠牲の物語の中で死を受容した。二

つの物語は、いけにえと供犠祭司、および戦犯裁判という犠牲儀式の実体において同一である

が、意味づけはまったく異なるものとなっている。

　殺すのが英軍であり、場面が戦犯裁判であり、殺されるのが河村である、ということは動か

しようのないむき出しの現実である。河村は、「勝者の裁きに盲従するだけ（河村 1952, 73／

1947年２月25日）」、「予は英軍の措置には勿論憤慨するものである（河村 1952, 148／1947年

６月24日）」と述べるとおり、むき出しの現実という水準では、自らの死を決して心から納得

しているわけではない。「統帥権下の行為、その絶対服従の下に、合理適正に努力したこの作

戦行為は、日本ならば当然無罪（河村 1952, 82／1947年３月22日）」という思いがある。主観

責任、個人責任を引き受けるつもりはまったくないのである。河村は「喜んで永遠の旅路に向

かふ」「謂はば一種の特攻隊」と言いつつも、決して死ぬことを望んでいるわけではない。

　河村の「いけにえ死」は、権力によって強いられた自ら望まぬ死を、自ら望む運命であると
0

信じることにする
0 0 0 0 0 0 0 0

（make-believe）という一つの演技である。それは、犠牲譚に本質的なこの
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虚構性において、一つのごっこ遊び（a game of make-believe）なのである。このごっこ遊び

の脚本は、河村自身が作り上げたものである。いけにえとしての自分と、供犠祭司としての英

軍は変えようがない。河村はそこに、サクリフィアンとして中日両国民、犠牲死のもたらす善

として両国民の新たな信頼と理解、という二つの要因を創造的に付加し、この人々のためにこ

そいけにえとなって死を受容する、という物語を作った。死を拒否する現実世界の河村は、死

の受容を演技する虚構世界の河村となることによって、運命を受け入れることが辛うじて可能

となっている。

　この物語は、しかし、犠牲を捧げる集団（サクリフィアン）によって共有されているわけで

はなかった。華僑社会は、河村が自らの死を意味づけるために作り出した犠牲の物語など、何

らあずかり知るところではない。日本の社会も河村の物語を共有してはいなかっただろう。中

日両国民という集団が、何らかの善を受け取るために一致していけにえを捧げる一個の社会と

して実在していたとは言い難い。ユベールとモースによれば、いけにえとサクリフィアンの強

い結びつきが犠牲の成り立つ基本的な条件の一つである。いけにえは、自らと強く結びついた

個人または集団に善をもたらすためにこそ死ぬ。サクリフィアンと無関係の死は、犠牲の文法

を逸脱しており、犠牲としての死ではありえない。

　河村の死は、むき出しの現実としては、軍事力を背景としたイギリス軍の軍事法廷で、強制

された死である。河村は、この死を拒否する（「日本ならば当然無罪」）。河村は、この死に対

してイギリスが与えた物語（正義の裁きにおいて個人として有責）も拒否する。河村は、自ら

が作り出した物語（日中両国民の新しい信頼と理解のためのいけにえ）においてのみこの死を

受容する。だがこのいけにえの物語を支える人々の集団は存在しない。いけにえを捧げる社会

集団が存在しないのに、いけにえだけが存在する。つまり、現実の死だけがある。この意味

で、河村の作り上げた物語は、犠牲譚の本質的な虚構性において虚構である（望まない死を望

ましい死だと信じることにしている）だけではなく、ちょうど読者が一人もいない小説のよう

に、それ自身が虚構として完成されない、という二重の虚構性の中に置かれている。

　日本人戦犯の「いけにえ死」の論理は、多かれ少なかれ、この二重の虚構性の中にあるよう

に思われる。「日本人のだれかが行かなければおさまらないのだ。自分の死は自己の責任に依

るものにあらず人の身代わりなり（世紀の遺書，39）」と記した兼石績は、「日本の国体と国土

を護り日本民族の滅亡を止めるためには血の代償を是非必要なるを肝に銘じ、国家の犠牲とな

る（同上）」と遺言し、「新日本の将来期して見るべきものありと確信し、陛下の万歳を唱へ

「ニツコリ」笑つて行きます（同上）」と家族宛書簡で言う。サクリフィアンは日本人全体とさ

れている。だが、兼石の犠牲によって日本人全体に将来の善がもたらされるという物語は、兼

石の物語であって、日本人全体の物語ではない62。

62 例えば、ニューギニア戦線を体験し、住民らを殺害した罪で B C 級戦犯として重労働20年の判決を受けた
飯田進は、「兵士たちの尊い犠牲の上に今日の経済的繁栄がある」という言葉に対して、次のように語った
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　あるいは、村上博は「昔から人柱と称して尊い命を抛って洪水の災害を救った犠牲者の話を

聞いているが、実際国家再建の礎たらんとして散りゆく我々の気持はその人柱の気持と変りな

い。（世紀の遺書，149）」と記した。そして、「戦犯者の苦しき体験より生まれた思想と、闘志

と、地下に眠る犠牲者の魂魄とは、相俟つて腐敗した社会人心を刷新し、国民精神の源泉とな

つて新日本建設の原動力となることを信じて疑はぬ（同上）」と言う。村上は、しかし、「戦犯

者の気持を他の人々は到底推測し得るものではない。日本国民は概して戦犯者の問題に対して

冷淡すぎるような気がする。（世紀の遺書，148）」と率直に指摘した。自分の作り上げた人柱

の物語が、犠牲の文法を逸脱した奇妙なものであることを自ら悟っているようである。

　犠牲の文法からの逸脱が相対的に少なかったと考えられるのは、「私と米田が犠牲になれば

十八名のものが救はれる（世紀の遺書，486）」と記した田島盛司や、「部下の罪を一身に受け

て一人の死に何名かの可愛い部下が助かると思へば死も亦楽しく幸福である（世紀の遺書，

604）」と記した槇田時三のように、サクリフィアンを少人数の身近な人々に限定した事例であ

る。だが、この小さな集団に向けた「いけにえ死」は、現代の私たちにとって、個体が集団に

結びついていくための論理の一つの標本として興味深いものではあるが、私たちがサクリフィ

アンの一員として受け止める（善をもたらしてくれた行ないとして感謝する）ことの出来る虚

構性を備えてはいない。

８．むすび

　圧倒的な権力による命令の下に置かれたとき、個人は自分の感情や事実認識が成り立ってい

る現実世界から引きはがされ、権力によって命令された振る舞いの世界に移し入れられる。こ

の命令された振る舞いの世界に入るためには、しばしば自分の現実の感情や事実認識を一部否

定しなければならない。

　日本人戦犯には、正義の裁きにおいて個人として有責、という物語が軍事法廷によって与え

られた。死を免れることは不可能であり、戦犯には、この物語を受け入れて死ぬことが強いら

れた。だが、彼らのうちの相当数がこの物語を受け入れず、自分を含む何らかの集団を想像上

で構成し、その集団のために自分は死ぬ、という「いけにえ死」の物語を作り上げた。「いけ

にえ死」の物語は、河村の例から分かるとおり、軍事法廷の物語を拒否し、戦犯自らが作り上

げた独自の物語であった。

　軍事法廷の強いた物語は、上官の命令にもとづいて行動した兵士にも、その命令を是認した

点で主観責任および個人責任がある、という人間観にもとづいていた。戦犯たちは、この近代

と報道されている。「飢えと病気の苦しみの中で死んでいった兵士を悼む気持ちはわかる。私だって特攻隊
員の手紙を読めば号泣する。しかし、理性的に考えれば、戦後の繁栄と兵士の死はまったく関係ない。（2009

年８月15日朝日新聞名古屋本社版夕刊２面「窓」欄）」
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社会の人間観を受け入れるためには、現実には命令拒否など不可能だったという自分の事実認

識を否定して、命令拒否が可能であったということを信じることにしなければ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ならなかった。

だが、彼らがこれを信じることにすること
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

はまれだった。それは自分の現実認識のあまりに根

本的な部分を書き換えることだったからに違いない。彼らには、それほどまでに荒唐無稽な世

界において、すなわち、自分は日本軍の中の自由な個人だったというほどにまで現実世界から

かけ離れた世界において、罪ある個人として演技することは不可能だった。その代わりに、彼

らは違う物語を自分で作り上げる方向をとった。それが日本の再建のために、世界平和のため

に、部下たちのために、いけにえになる、という物語だった。だが、この物語を共有する集団

は現実には存在しなかった。したがって、彼らの作り上げた物語は、それが物語であるという

意味で虚構的であるだけではなく、人々に共有されない物語であるという意味で空虚なものと

ならざるを得なかった。

　この「いけにえ死」の論理の核心部分は、比喩的な形で日常的に機能していることが、河村

および東京裁判のＡ級戦犯についてのここまでの考察から確かめることができる。もとより犠

牲の物語を共有する集団が存在しないということは、犠牲の文法からの逸脱であり、「いけに

え死」の論理の核心部分ではない。核心部分は、⑴ いけにえに供されるものの死をなかだち

にして、物語（犠牲儀式）を共有する集団に善きものがもたらされること。⑵ いけにえは、

死を本当は拒否しているのだが、死を敢えて受容すること（自己放棄）において、集団の力を

実体化するということ。この二つである。

　河村は、山下軍司令官から命令を受けたとき、作戦が厳に失しており、些か妥当でなく、別

のかたちに何とかした方がよいと考えた。だが、この私情を殺して、命令に服従することにし

た。この場面で、比喩的に殺されたいけにえは、河村の個人的な思念であり、この自己放棄が

集団の力を現実のものとする。すべての軍人が上官の命令に服従するという事例に新たな一例

（河村の服従）が追加され、日本軍という集団は、また一つその力を示す機会を得た。のみな

らず、日本軍は外部に対して行動を起こし、戦果を得て、将軍たちは昇進して行く。善きもの

が得られたのである。この、河村が軍司令官に従った場面のような行為を、自己犠牲型の行為

と呼ぶことができる。（柏端 2007, 165‒200；田村 2008, 66‒75）

　Ａ級戦犯においても、自己犠牲型の行為が見出される。丸山眞男は、Ａ級戦犯に対し、「重

大国策に関して自己の信ずるオピニオンに忠実であることではなくして、むしろそれを「私

情」として殺して周囲に従う方を選び又それをモラルとするような「精神」こそが問題なので

ある（丸山 1964, 108）」と批判したが、ここで丸山が批判しているのはまさに自己犠牲型の行

為である。

　自己犠牲型の行為は、おそらく丸山が考えたよりも根が深い。それは、物語を共有してくれ

る人々の集団が確固として存在するならば、多くの場面で有効に機能する社会的行動の類型で

ある。仮にユベールとモースの、「特に宗教的とは言えないような社会的な信念や実践の多く
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が、犠牲と結びついている（Mauss 1968, 307／邦訳111）」という指摘が正しいものであって、

さらに、「あらゆる社会生活は、本質的に犠牲の一形式なのだ（Lincoln 1991, 175）」とさえ言

いうるとしたら、いかなる権力にさらされたときにも、人間は自由で独立した個人として振る

舞うことが原理上可能である、という近代社会の物語を私たちが生きることは、予想以上に難

しい。難しいことには敢えて挑戦する価値があると言ってみても、それが難しいことに変わり

はない。

キーワード：B C 級戦犯；シンガポール華僑粛清事件；犠牲；宗教人類学；演技的行為

参考文献表

アイヌ民族博物館（編）．2003.　『伝承事業報告書２　イヨマンテ』，アイヌ民族博物館刊．
飯田　進．2008.　『地獄の日本兵　ニューギニア戦線の真相』，新潮社．
牛村　圭．2001.　『「文明の裁き」をこえて　対日戦犯裁判読解の試み』，中央公論社．
大西　覚．1972.　『秘録昭南華僑粛清事件』金剛出版．
折口信夫．1975［初出1924］．　「信太妻の話」，『折口信夫全集 第２巻』所収（中公文庫版）中央公論社．
柏端達也．2007.　『自己欺瞞と自己犠牲　非合理性の哲学入門』，頸草書房．
河村参郎．1952.　『十三階段を上る』，亜東出版．
共同訳聖書実行委員会．1987.　『聖書　新共同訳』，日本聖書協会．
作田啓一．1960.　「戦犯受刑者の死生観」，作田1972所収．
────．1964.　「死との和解 ──戦犯刑歿者の遺文に現れた日本人の責任の論理──」，作田1967所収．
────．1965.　「われらのうちなる戦争犯罪者 ──石垣島ケース──」，作田1967所収．
────．1966.　「波濤と花火 ──離島の学徒兵──」，作田1967所収．
────．1967.　『恥の文化再考』，筑摩書房．
────．1972.　『価値の社会学』，岩波書店．
塩尻公明（編）．1952.　『祖国への遺書　戦犯死刑囚の手記』，毎日新聞社．
GHQ／SCAP．1996.『GHQ 日本占領史５　B C 級戦争犯罪裁判』（小菅信子，永井均訳），日本図書センター．
巣鴨遺書編纂会（編）．1984復刻［初刊1953］．　『世紀の遺書』，講談社．
田川建三．2008.　『新約聖書　訳と註１　マルコ福音書／マタイ福音書』，作品社．
────．2009.　『新約聖書　訳と註４　パウロ書簡その二／擬似パウロ書簡』作品社．
田村　均．1997.　「自己犠牲の倫理学的分析」，『名古屋大学文学部研究論集』哲学43，pp. 37‒64.
────．1999.　「自己犠牲をめぐる三つの物語 ──エウリピデス，ティム・オブライエン，宮沢賢治──」，

『名古屋大学文学部研究論集』哲学45，pp. 37‒71.
────．2008.　「服従と犠牲 ──柏端達也『自己欺瞞と自己犠牲』をめぐって──」，『名古屋大学文学部

研究論集』哲学54，pp. 43‒78.
────．2009.　「フリ・真似・演技の行為論的分析 ──ゴッコ遊びの認知と行動──」，『名古屋大学文学

部研究論集』哲学55，pp. 1‒30.
────．2010.　「自己犠牲的行為の説明 ──行為の演技論的分析への序論」，『哲學』61，pp. 261‒276.
────．2013a.　「虚構制作の根源性 ──ケンダル・ウォルトンの虚構論──」，『名古屋大学文学部研究論

集』哲学59，pp. 1‒34.
────．2013b.　「虚構世界における感情と行為 ──ケンダル・ウォルトンの虚構と感情の理論──」，『名

古屋大学哲学論集』第11号，pp. 1‒34.

54

（54）



権力の下での行為（田村）

茶園義男（編著）．1995.　『シンガポール英軍法廷華僑虐殺事件起訴詳報』，不二出版．
筑波常治．1972.　「B C 級戦犯と戦後思想」，思想の科学研究会編『共同研究　日本占領』徳間書店1972所収，

pp. 327‒346.
鶴見和子．1968.　「極東国際軍事裁判 ──旧日本軍人の転向と非転向」，『思想』1968年８月号，pp. 11‒36.
東京裁判ハンドブック編集委員会（編）．1989.　『東京裁判ハンドブック』，青木書店．
戸田由麻．2008.　『東京裁判　第二次大戦後の法と正義の追求』，みすず書房．
林　博史．1992.　『華僑虐殺　日本軍支配下のマレー半島』，すずさわ書店．
────．1998.　『裁かれた戦争犯罪　イギリスの対日戦犯裁判』，岩波書店．
────．2005.　『B C 級戦犯裁判』，岩波書店．
────．2007.　『シンガポール華僑粛清　日本軍はシンガポールで何をしたのか』，高文研．
────．2010.　『戦犯裁判の研究　戦犯裁判政策の形成から東京裁判・B C 級裁判まで』，勉誠出版．
半藤一利，保阪正康，秦　郁彦，井上　亮．2010.　『「B C 級裁判」を読む』，日本経済新聞社．
藤田久一．1995.　『戦争犯罪とは何か』，岩波書店．
丸山眞男．1949.　「軍国支配者の精神形態」，丸山1964所収．
────．1964.　『増補版　現代政治の思想と行動』，未来社．
モース，M.／ユベール，H.  1983.　『供犠』（小関藤一郎訳），法政大学出版局．
ロット‒ファルク，E.  1980.　『シベリアの狩猟儀礼』（田中克彦他訳），弘文堂．
Carter, J. (ed.). 2003.　Understanding Religious Sacrifice: a Reader, London: Continuum.
Evans-Pritchard, E. E. 1965.　Theories of Primitive Religion, Oxford: Oxford University Press.
Furst, P. 1973/74.　The roots and continuities of Shamanism. Arts Canada, 184/7: 33‒50.
GHQ/SCAP. 1990．History of the Non-military Activities of the Occupation of Japan, 1945‒1951，『日本占領

GHQ 正史 v. 5』，日本図書センター．
Goffman, E. 1959.　The Presentation of Self in Everyday Life. London: Penguin Books.
Guenther, M. 1999.　From totemism to shamnism: hunter-gatherer contributions to world mythology and 

spirituality. In Richard B. Lee and Richard Daly (eds.). The Cambridge Encyclopedia of Hunters and 
Gatherers (426‒433). Cambridge: Cambridge University Press.

Henninger, J. 1987.　Sacrifice.  In M. Eliade (editor in chief). 1995. The Encyclopedia of Religion. New York: 
Simon & Schuster Mamillan.

Hubert, H. et Mauss, M. 1968 [1899].　Essai sur la nature et la fonction du sacrifice. Dans Mauss, 1968.
Hume, D. 2000 [1739].　[THN] A Treatise of Human Nature, Oxford: Oxford University Press. 
Lewis-Williams, J. D. 2002.　The Mind in the Cave, London: Thames and Hudson.
Lincoln, B. 1991.　Death, War, and Sacrifice: Studies in Ideology and Practice, Chicago: The University of 

Chicago Press.
Lot-Falck, E. 1953.　Les Rites de Chasse. Paris: Gallimard.
Mauss, M. 1968.　Oeuvres 1: les fonctions sociales du sacré, Paris: Les Éditions de Minuit.
Sainsbury, R. M. 2010.　Fiction and Fictionalism, London: Routledge.
Smith, William Robertson. 1886.　Sacrifice. In Encyclopaedia Britannica, 9th Edition, volume XXI, 141‒146. 

Chicago.
Tylor, Edward B. 1871.　Religion in Primitive Culture vol. 2, Glouster Mass: Peter Smith, 1970.
The United Nations War Crimes Commission. 1948.　The History of The United Nations War Crimes 

Commission and the Development of the Laws of War, London: His Majestyʼs Stationery Office.
Valeri, V. 1994.　Wild Victims: Hunting as Sacrifice and Sacrifice as Hunting in Huaulu.　History of 

Religions, Vol 34, No. 1. 101‒131.
Walton, K. 1990.　Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts, Cambridge, 

Mass: Harvard University Press.

55

（55）



名古屋大学文学部研究論集（哲学）

Abstract

Action under Coercion: 
An Explanation of the Acts and Words of the WWII Japanese War Criminals  

by the Play-Acting Theory of Action

Hitoshi Tamura

 In this paper I propose an account of the acts and words of the WWII Japanese War Criminals. It will be 
made in terms of the play-acting theory of action. After the WWII the United Nations established the military 
tribunals for the Japanese officers and soldiers who were suspected to commit war crimes. The accused 
were called class ʻBʼ or class ʻCʼ war criminal suspects. The judicial decisions made upon them were based 
on a philosophical view that an officer or a soldier could be regarded as an individual who could have acted 
as a free, independent, moral agent even if he was put under a superior order in army. Moral individualism 
as this, however, was quite unfamiliar to the members of the Japanese armed forces. So they did not feel it 
acceptable to consider themselves as guilty on account of such an individualist conception of military activities. 
But they did not think themselves totally guiltless, either. Some of them accepted the death penalty considering 
themselves as a representative of the Japanese military, which had committed no small numbers of criminal 
acts as known to them. Nevertheless they could not take it to be true that they were personally guilty simply 
because they were obliged to do those things charged on them on some military command. But death penalty 
was inevitable. In this situation they would rather think it the case that they were sacrificed as a scapegoat 
for Japanʼs future flourishing or anything that be good for the Japanese people. In short, the total situation 
in tribunal coerced them to take the mandatory death as a voluntary self-sacrificial act of their own. They 
declined death on the scaffold in the depth of their mind but they could neither have occasions to establish their 
innocence from their view point nor escape the punishment altogether. They embarked on, in a sense, a kind of 
day-dream in which they were a voluntary victim that would be sacrificed for the sake of something sublime. 
In this way the penalty fallen upon them were systematically translated into an act of quite a different kind 
that might well be regarded as an act in a drama of martyrdom. They went through the capital punishment as 
if they were not a real person but a character in a play; they playacted. In this sense the process of law in the 
military tribunals after the WWII in the Far East might not achieve the expected end, that is, bringing about 
correct recognitions of the personal responsibility for the atrocities and massacres committed by the Japanese 
armed forces.

Keywords:   Trials of Class ʻBʼ and Class ʻCʼ War Criminals of Japan; The Sook Ching Massacre; self-sacrifice; 
anthropology of religion; play-act
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