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第３章 現代社会の心の闇を解く：無差別殺人の心理学 

 

 

１ はじめに 

 

 今年は、オウム真理教のサリン事件から 20 年であることに加え、酒鬼薔薇聖斗を自称

した元少年の手記が発表されたり、闇サイト殺人事件の犯人の死刑が執行されたりするな

ど、無差別殺人・通り魔殺人の話題が注目を集めた。 

 オウム真理教事件に関しては、すでにひかりの輪は、団体及び指導員等の専従スタッフ

がその詳細な反省・総括をなし、ＨＰに掲示し、さらに私を含めた一部の指導員は書籍も

刊行している。その中には、犯罪心理学的な視点からの分析・総括も含まれている。 

 そこで、本稿では、現代社会で増えている他の無差別殺人・通り魔殺人の事例に関して、

その原因を心理学の知見を含めて分析しながら、それを通して、犯罪者だけではなく、現

代社会全体に広がる心の闇を明らかにしたい。 

  

 

２ 無差別殺人・通り魔殺人の現状と心理学的な原因 

 

 殺人事件が長期的に見て緩やかにではあるが減少している中で、無差別殺人・通り魔殺

人は明確な増減の傾向はなく、年による変化が激しいとされる（警察庁刑事局資料、法務

総合研究所研究部報告５０）。 

 そして、無差別殺人が注目を集めるのは、やはりその動機や殺傷手段の異常性であり、

人格障害を含めた精神障害を伴う事例が多い。そのため、本人の生い立ち・家庭等の養育

環境まで注目を集めることが多い。 

 無差別殺人犯には、不遇な生い立ちの人が多いといわれることが多いが、全ての事例で

そうだというわけでもない。さらに、不遇な生い立ちの人が全て殺人犯になるわけもなく、

実際、ほとんどの人がそうなっていない。 

 そこで、アメリカの犯罪学者レヴィンとフォックスは「大量殺人の心理・社会分析」の

中で、以下の通り、大量殺人を引き起こす６つの要因を挙げている。 

  

 （１）根本の原因：①長期間にわたる欲求不満、②他責的傾向 

 （２）促進要因  ：③破滅的な喪失、④類似事件の影響 

 （３）補助要因  ：⑤社会的心理的な孤立、⑥武器・凶器の入手 
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３ 根本の原因：長期間の欲求不満と他責的な傾向 

 

 まず、重要な中心的な原因が①と②である。①の長期間にわたる欲求不満とは、誰もが

持つ時々の欲求不満ではなく、欲求不満が基本的・恒常的な性格となっている場合である。

その原因は、「強い自己愛」であり、「自分は本当はこんなところにいる人間ではない」「自

分はこんな扱いを受ける人間ではない」という思いが根底にある。 

 すなわち、「理想（イメージ）の自分」と「現実の自分」との間に、あまりにもギャッ

プがある場合に生じる欲求不満が続く。この類のギャップは、思春期に見られるが、そこ

から成熟して大人になるということは、徐々に誇大的な自己の理想を捨て、より現実的な

目標を持って、それを適切な努力で実現しようとすることである。 

 しかし、大量殺人犯達には、この過程がない。ギャップに直面して苦しんでも、誇大な

理想を修正したり、地道な努力をしたりしない。その苦しみを手っ取り早く解消するため

に、責任を他人に転嫁し、自分の苦しみは、自分が悪いのではなく、他人のせいだと考え

る。 

 この責任転嫁をする性格的な傾向が、②の他責的傾向である。この責任転嫁は、秋葉原

事件の加藤や、下関事件の上部のように「親のせい」、池田小学校事件の宅間のように「受

精した精子と卵子の出来のせい」、あるいは「教師のせい」「上司のせい」「社会が悪い」

というような形でなされることが多い。 

  

 

４ 促進要因：破滅的な喪失感と類似事件の影響 

 

 欲求不満と他責的な傾向に加えて、無差別殺人を促進する要因が③と④である。まず、

③の破滅的な喪失感とは、「これを失ったらもう自分はダメだ、おしまいだ」という思い

である。すなわち、人生に絶望する何かの喪失である。そして、長期の欲求不満と他責的

傾向に加え、ある種の出来事が起こり、この破滅的な喪失感が生じると、それが引き金と

なって、爆発的な怒りを引き起こすとされる。 

 秋葉原事件の加藤の場合は、「解雇」の脅威。下関事件の上部は、妻の渡米と仕事用車

両の冠水。池田小事件の宅間は、公務員の職を失ったことと、三番目の妻との復縁が不可

能になったこと。宮崎勤は、祖父の死であった。 

 普通は、こうした喪失体験があっても、必ずしも絶望しないし、ましてや他殺に走るこ

とはない。しかし、ものの考え方次第では、人生に絶望を感じるきっかけともなりうる。

よって、出来事をどう受け止めるかが重要である。 

 次に、④の類似事件の影響である。これは、過去の事件に触発されて模倣することであ

り、ある意味で連鎖反応を起こすことである。秋葉原事件の加藤は、車で突っ込んで刃物

で刺すという犯行手口を下関事件から学んでいた可能性が高く、土浦無差別殺傷事件に影
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響された可能性も高いといわれる。また、池田小事件の宅間をはじめ世界の無差別大量殺

人事件の犯人は、ヒトラーを称賛している者が多い。 

 

 

５ 補助要因：社会的・心理的な孤立と、武器の入手 

 

 最後に、補助要因として、⑤の社会的・心理的な孤立がある。彼等の多くは、孤独な者

が多い。独身で恋人がいない、離婚した、親友がいない、親兄弟がいない、ないし疎遠で

あるなど。実際に、自己愛が強く、責任転嫁が強いと、良好な人間関係は築きにくい。そ

して、孤立した者は、悩みがあっても相談する相手がいない。 

 最後に、⑥の武器の入手であるが、無差別殺人の凶器を見ると、秋葉原事件の車やナイ

フのように、一般市民が容易に入手できるものであり、これを防ぐことは難しい。 

 

 

６ 精神病理的な観点からの考察：被害妄想 

 

 次に、精神病理的な視点からの心理学的な考察をする。一つ目は、被害妄想である。被

害妄想は大量殺人を引き起こす大きな要因である。周囲の人や社会が自分に危害を加える

ものであるという認識をしている。屈辱や侮辱を受けた過去の体験を繰り返し思い返して

は憤激する傾向があるので、怒りや恨みが全く衰えず、むしろ増幅される。その結果、他

者に対する激しい憎悪と復讐願望が醸成される。 

 そこに「破滅的な喪失感」が付け加わると、「自衛的な先制攻撃」「正当な復讐」として

大量殺人が起こる。すなわち、他者から見ると、無実の人を殺傷しているのだが、本人は

防衛行為であったり、復讐反撃であったりするのである。 

 

 

７ 無差別殺人の一部にある拡大自殺 

 

 次に、拡大自殺という概念について述べる。拡大自殺の明確な定義はないが、大雑把に

いえば、自分の自殺に際して、他者を巻き込んで殺害するものである。一般的なのが、無

理心中の事例である。しかし、無理心中ではなく、無差別殺害の後に、犯人が自殺をした

場合も拡大自殺に含まれるとされる。 

 さらに、秋葉原事件の加藤などのように、犯行の後に自殺はしていないが、はじめは「生

きるのが嫌になった」など、自殺を考えていたのが、その後に無差別殺人に至った事例が

ある。こうして、無差別殺人の一部には、自殺が拡大されたとか、自殺が転じて他殺にな
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ったと解釈できるものがある。自殺と他殺の繋がりがあるということである。 

 そして、最初から死にたいために（死刑になるために）無差別殺人を起こす事例もある。

これは自殺と他殺がまさに結びついている。ただし、こうした事例は、拡大自殺ではなく

て、間接自殺といわれる。 

 

 

８ 自殺の中にも他殺的な要素：他殺的な自殺 

  

 そこで、自殺についても考察してみると、心理学者のフロイトは、自殺願望を、他者へ

の攻撃性が反転したものとみなしていた。また、自殺は、憎しみの対象を象徴的に殺すと

いう他殺的な要素があるという解釈もある。すなわち、自殺にも他殺と繋がる要素がある

というのである。少なくとも、そうしたタイプの自殺があることは確かである。 

 よく言われる事例が、自分を傷つけた者に対する恨みを晴らしたいと考え、その者に直

接復讐するのではなく、自らが自殺することで、その者が一生負い目を背負って苦しむこ

とを望む場合である（そうした場合は、自殺しながら歓喜するともいわれる）。 

 また、親や配偶者など、直接敵意を示すことができない対象の場合に、自殺の形を取る

場合があるという。そうした場合は、恨みを晴らすというよりも、他人の問題を自分の問

題としてしまって、それを自殺で破壊しようとする心理が働く場合もあるという。 

 例えば、客観的には見れば親が悪いのに、親を否定できない子供が、自分が悪いと思い

込んで悩む場合がある。そうした子供が、自傷行為や自殺に至れば、同じ心理構造という

ことになる。 

 また、いじめられた子供が自殺するケースが最近はよくある。これも本来は、他人の問

題であるにもかかわらず、その他人を排除したり、逃げたりできないために、自分の問題

としてしまって、自分を消し去ってしまう事例と解釈できるかもしれない。 

 

 

９ 無差別殺人の中にも自殺的な要素がある：自殺的な他殺 

 

 無差別殺人の場合は、本来は自分自身の問題点を責任転嫁などで被害者の問題にしてし

まい（被害者に投影して）、それを消し去ることを望んでいるから、このような他殺は、

ある意味で、自分の要素を殺す自殺的な側面があるともいえる。 

 普通は、自らの問題に耐えきれずに自殺に至るが、それに耐えられないために、それを

外部に投影（他人のせいに）してしまい、他殺に傾くことになるのである。実際に、無差

別大量殺人犯に、他責的な傾向や被害妄想的な傾向が認められることが多いのは、自分の

問題を自ら引き受けられずに、他に投影するからである。 

 こうして、他殺が自殺と繋がっている面があるのである。言い換えれば、こうした他殺
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は、自らの抑うつや自殺を避けるための防御手段の一面を持っている。しかし、本当の意

味で自分を守ることには全くならない。問題の責任を他人に転嫁し、衝動的・攻撃的な怒

りが他人に生じて、無差別大量殺人を犯せば、死刑などに処せられて、自らを破滅させる

ことは明白である。 

 

 

10 自分も他人も愛せず、人生や生命の価値がわからないという問題 

 

 こうして、他殺的な自殺、自殺的な他殺があって、自殺と他殺に繋がりがあることを考

えると、「自分も他人も愛せない、人間を愛せない」という根本的な問題が浮かび上がっ

てくる。 

 これをさらに突き詰めるならば、うつ病の人のように「生きる意味がわからない」とい

う問題となり、さらに突き詰めれば、酒鬼薔薇聖斗などの心の問題であった「人生や生命

の価値がわからない。なぜ自殺や他殺がいけないがわからない」という問題にも通じてく

る。 

 そして、前章で述べたように、自分も他人も愛せないという心の問題は、必ずしも無差

別殺人犯だけの心の問題ではないだろう。それは、卑屈・自己嫌悪や他への怒りに悩まさ

れる現代社会の多くの人々にも存在する要素ではないか。 

 そして、それが拡大投影されたものが無差別殺人ではないだろうか。すなわち、無差別

殺人の犯行者は、それ以外の社会と無縁ではなく、社会全体の問題を拡大投影した存在で

はないかということである。 

 よって、これらの問題を解決するには、そのような心理状態の根本的な原因を分析して、

それを乗り越えなければならない。 

 

 

11 誇大な自分の理想と現実のギャップの解消 

 

 前に述べたように、問題の根本原因は、誇大な自分の理想と、自分の現実の間の大きな

ギャップによって、恒常的な欲求不満があることだった。このギャップによる欲求不満を

埋めるためには、①理想を下げるか、②努力で自分の現実を高めるしかない。 

 しかし、無差別殺人の原因として、「親が悪い」とか、「会社が悪い」とか、「社会が悪

い」、と考えて、自分の思い通りにならない現状の問題を他人のせいにしてしまい、誇大

な理想を現実的なものに修正したり、地道な努力で自分の現実を高めたりしようとしない、

という他責的な傾向・責任転嫁に陥ることがあった。 

 まず、誇大な自分の理想・誇大な自己イメージがなかなか修正されない精神的な問題は、

心理学的に、誇大自己症候群とか、自己愛型人格障害などとして説明される。 
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12 誇大自己症候群：育児放棄がもたらす結果 

  

 心理学の理論の一部では、人は、子供の頃は、自分自身が万能であるとか、世界の中心

であるかのような誇大な自己イメージを抱いているという。それが大人になるにつれて、

徐々に解消されて、現実的なものになるが、親が子供の育児を放棄・放任したり、逆に過

剰に支配を続けたりすると、幼少の頃の誇大な自己イメージが、大人になるまで残ってし

まうケースがあるという。 

 幼少の頃は、子供から見れば、子供と親の狭い世界の中で、親は自分が望めば何でもし

てくれる神のような存在であり、自分は神の子のような存在と感じられている。そして、

大人になるにつれて、当然、徐々にその欲求が満たされなくなっていき、自分も自分の親

も特別な存在ではなく、多くの人間の一人であるという自己の相対化が生じる。 

 このように、幼少の頃に誇大自己の欲求がいったん適度に満たされた上で、徐々にそれ

から抜けていく場合は、誇大自己を解消しやすい。しかし、親の育児放棄など、誇大自己

の欲求が十分に満たされることがないと、その渇きが大人になるまで残るという。 

 

 

13 誇大自己を解消する無償の愛 

 

 この点は、別の見方もできる。すなわち、親に放棄された子供は、自然な形で自分の価

値が感じられないために、自分を他と比較して特別な存在、世界の中心に位置づけるとい

う無理な形で、自分の価値を感じようとする、という解釈である。 

 逆に言えば、親の適切な育児とは、親による子供に対する無償の愛の実践であろう。無償で

あるがゆえに、子供が、自分を他人と比較することなく、ありのままに価値があると感じるこ

とを助けるものだろう。  

 そして、それは、自分に限らず、他者もありのままに価値があることを感じる土台とも

なる。その意味で、仏教の経典などでは、親の子供への無償の愛は、自他双方への愛・万

人への愛、すなわち、博愛・慈悲の見本とされる場合もある。 

 ただし、親が、自分の子供と他人の子どもとを比較して、否定し過ぎると、子供は、自

分はありのままに価値がある存在だという感情が育みにくくなる。常に他と比較して、自

分の価値を気にしなければならない。そして、それは、自分の親と他の親を比較して、自

分の親の価値を判断することにもつながり、親への感謝を損なう結果として、親側に返っ

てくることにもなるのである。 
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14 親の過剰な保護・支配も誇大自己をもたらす 

  

 また、逆に、親の過剰な保護・支配が続く場合も、いつまでも誇大な自己イメージを抱

き続けるという。例えば、母子が過剰に密着したり、親が子供の多様な人間関係を妨げ、

何歳になっても子供の欲望をすべて叶えたりして、普通は幼少期に限定される親子の狭い

世界が、大人になるべき時期も継続してしまう環境の場合である。 

 また、これと関連するが、親自身が子供に「過大な期待」をすれば、それを受けて、子

供も誇大な自己イメージを形成し、それが誇大自己の原因となる可能性がある。 

 そして、この場合も、子供は親から無償の愛を感じることはできない。なぜならば、こ

の親は子供の世話はするが、それは、子供が自分に服従する（自分の支配を受け入れる）

ことを（絶対的なほどの）条件としているからである。これは、他人から見れば、親子の

二人のカルト教団のような様相を呈している。 

 よって、親の子への無償の愛とは、①親の保護が必要な幼少の時期には、他と比較する

ことなく無償で保護を与え、②その後、親の保護が段階的に必要なくなっていくのに合わ

せて、子供が自立していくことを妨げずに手放していくというものであろう。逆に言えば、

「早すぎる育児放棄」と「長すぎる保護・支配」は避けるべきであるということになる。 

 そして、これは、子供の問題は、実は親の問題に通じるという視点でもある。子供の誇

大自己は、どこかで親のそれに起因していないかと考えなければならない。その場合、親

子そろって、本当の意味で大人になる努力が必要である。 

 

 

15 連動する心理的な問題：過剰な自己愛 

  

 また、誇大な自己イメージに通じるものとしては、完璧主義的な自己愛がある。実際に

は、人間は不完全であるにもかかわらず、自分に問題・欠点・罪があることを受け入れら

れない心理状態である。 

 また、誇大自己や完璧主義と関連して、何かの価値観を絶対視し、それがなくては全て

がダメという極端な価値観がある。白か黒かの二者択一の価値観、百ゼロの価値観である。 

 これは、善悪二元論の世界観にも通じる問題である。例えば、この社会を善と悪に分け

て、自国・自民族を善とし、他国・他民族を悪とする極端な国粋主義・民族主義とか、こ

の宗教が絶対で、他は悪であるとするような世界観である。 

 他人から客観的に見れば、そうした価値観は、何ら絶対的である根拠はないのだが、本

人の中では、自分が生きていく上で、絶対的な位置づけを持ってしまっている。その背景

としては、その価値観と、誇大自己・完璧主義が関連している可能性がある。 
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16 根本の問題：過剰な自他の比較・自己愛 

  

 そして、誇大自己・完璧主義・善悪二元論といった過剰な自己愛に関する問題の根本を

考えると、前章で検討したのと同じ問題に行きつく。 

 すなわち、画一的な価値観で自と他の優劣を比較して、他に対して優位であろうとする

自己愛が過剰であることだ。実際に、誇大自己も、自分が他と比較して特別な存在であり

たいという欲求であるからだ。 

 しかし、この自他の比較が行き過ぎると、様々な精神的な歪み・苦しみをもたらし、前

章と本章で述べたとおり、コンプレックス・卑屈＝自己嫌悪と、他への怒り＝他への嫌悪

の双方が強くなって、結果として、自分も他人も愛せない状態となる。 

 これを乗り越える道は、前章ですでに述べたが、①画一的な価値観に陥って、過剰な自

他の比較・自己愛・完璧主義・百ゼロの価値観などに陥ることを避け、②仏教が説くよう

な多様な価値観によって、自他双方（そして万人）の価値を認め、他者（万人）を愛する

中に幸福を求めていくことではないかと思う。  

 

 

17 地道な努力の必要性：理想と現実の自分の落差を埋めるために 

  

 また、理想と現実の自分のギャップを埋めるためには、①誇大な自己イメージを解消す

るとともに、②現実の自分を努力によって高める方法があることは疑いがない。 

 誇大な自己イメージはよくないが、現実的な高い目標を持つことは良いことである。し

かし、それが本当の意味で現実的であるためには、それは長期間の地道な努力によって達

成されるものであろう。 

 しかし、誇大自己の場合に限らず、人は、コツコツと継続的に地道な努力をしていくの

は、本質的に苦手であって、「短期間の努力で、大きな成果を得たい」と考えがちである。

しかし、長期間の地道な努力ではなく、短期間の努力しか前提にしないのであれば、高い

目標も、誇大な自己イメージになってしまう。 

 具体的に言えば、例えば、気づかないうちに「自分だけは特別に、『何か特殊な短期間

の努力』で、大きな結果が得られるのではないか」という考えを抱くことである。実際に、

こうした心理を使った、能力開発・お金儲け・成功関係の宣伝が巷にあふれているように

見える。宗教も、自分が偶然にもたどり着いたものが、世界で唯一絶対の特別なものであ

るとして盲信するのであれば、似たようなものではないか。 

 よって、こうした落とし穴に陥らず、地道で継続的な努力をする必要がある。これが第

１章で述べた、無智を乗り超えて智慧を育むという課題にほかならない。 
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18 他責的な傾向と被害妄想に関して 

 

 さて、問題を他人のせいにする責任転嫁・他責的傾向と、被害妄想について述べたが、

この二つは、深く結びついている。すなわち、他人のせいにしているうちに、本当に「他

人のせいだ」と思い込んでしまえば、すでに軽度の被害妄想である。 

 実際に、本当は自分の問題であることを自覚しながら、他人のせいにすることは、後ろ

めたい。特に、その人が、理想の自分と現実の自分のギャップで悩んでいるのであれば、

そのコンプレックスの苦しみを解消することはならない。そのため、本当に「他人のせい

だ」と思い込んでいくのがむしろ普通であろう。 

 また、過剰な自己愛があると、その欲求を満たしてくれない他人・周囲に対する不満・

嫌悪が強くなる。そして、その自分自身の傾向から、他人を想像するために、客観的な根

拠もなく、「他人が（他人も）自分を嫌っている」などと思い込みやすい。 

 さらに、この状態で他人と対話すると、被害妄想がさらにひどくなる場合がある。他人

から見れば、問題は明らかに自分の方にあるのに、自分は相手にこそ問題があると見るか

らである。すると、「他人・周囲が全くおかしい」と考え、その意味で被害妄想が増長さ

れる。 

 なお、これらの問題の対処についても、過剰な自己愛を和らげるための智慧や慈悲の実

践として、前述べたことと本質的に同様である。 

 

 

19 解離性障害や空想虚言症 

 

 さて、こうして、本当に「他人のせいだ」と思い込むということは、自分側の問題を忘

却するということを意味している。もちろん、他人に明解に厳しく指摘されたならば、嫌々

ながら思い出すことになるが、自分では普段は思い出さない 

 さらに精神病理が悪化すると、他人が指摘しても思い出さない場合もある。うつ病や解

離性障害の症状の中にも、記憶障害や健忘症がある。特に、解離性障害の中には、健忘症

を超えて、解離性同一性障害（多重人格障害）という症状がある。 

 これは、普段は抑圧・忘却している自分の否定的な人格が、別の自分の形を取って、普

段の自分を乗っ取ってしまうのである。そして、後で普段の自分に戻っても、その間のこ

とは全く記憶していないのである。 

 また、空想虚言症という人格障害の場合も、実際には嘘なのに、本人は嘘と思わずに、

堂々と主張する行動をとる。例えば、超一流の詐欺師は、他人を騙している意識がなく、

本当に信じ込んでいるともいわれる。また、カルト教団の教祖は、その妄想的な教義を自

分自身が狂信しており、信者をだましている自覚がないともよくいわれる。 

 この空想虚言症は、誇大自己症候群と繋がるところがある。どちらも自分を「特別だ」と思
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っていて、それを主張するが、本気でそう思い込んでいるのである。嘘を嘘と自覚せずに語っ

たり、ないしは、自分は嘘をつく資格がある（ほどに自分を絶対だ）と考えて、堂々と嘘をつ

いたりする場合がある。 

 このどちらの人格障害も、被害妄想と結びつく。「他人が自分の偉大さを認めないのは、

自分の力不足ではなく、他人が自分に不当な扱いをしているからだ」と考え、悪魔のよう

に敵視する場合がある。 

 これらは、人間というものが、自分に都合の悪いことは見たがらず、ついには存在しな

いことにしてしまい、自分に都合の良いことは、実在しないにもかかわらず見たがって、

ついには実在すると思い込む心理的な傾向があることを示しているだろう。 

 なお、これらの問題の対処についても、過剰な自己愛を和らげるための智慧や慈悲の実

践として、前述べたことと本質的に同様である。 
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