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カルトという蔑称と反カルトに内在するカルト性
定義なき言説と対立の諸相

大喜多 紀明

1. はじめに

2022年 7月 8日の安倍晋三元首相が射殺された事件をきっかけに、再びカルトと
いう言葉を聞く機会が増えた 1。1980年代末から 1990年代なかばにかけてのオウム真
理教による一連の事件の際にカルトという言葉が世間を飛び交っていた。以降、日本
では一部の研究者により、いわゆるカルト問題に関する研究が継続的におこなわれて
きた（例えば、櫻井：2004a、西田：2001）のだが、一般的には、さほど注目されて
きたテーマではなかったといえる。その後、カルト問題はほとんど取りざたされなく
なった。
本来カルトとはラテン語の cultus（「耕す」などの意味）に由来する言葉であり、
英語の cultureなどを派生している。一方、現代では、社会的に何らかの問題がある
（あるいは、何らかの問題があると思われる）新宗教あるいは非伝統的宗教をカルト
と呼び、多くの場合は当該団体への批判的文脈で使用される。カルトのいう言葉その
ものが蔑称であるという指摘もある（例えば、櫻井：1997、大石：1991）。さらに、
ステレオタイプ化されたカルト像が、周辺社会の言説に基づくものであるとの説があ
る（中野：2001）。カルトとして弾劾する行為が、潜在的あるいは間接的なナショナ
リズムの表出に相当すると中野（2001）は指摘した。
いずれにせよ、カルト言説あるいはカルト視には人権にかかわるデリケートな問題

1　 本稿は、当該事件とカルト視される団体との関連性を議論することを目的としていない。
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が常に埋伏するのである。竹内（2020：14-15）はカルトの定義が困難であること、
および、カルト言説は人権侵害をもたらす可能性があることについて以下のように述
べた。引用文中の下線は筆者によるものである。

「カルト」とは、「反社会的な（新）宗教集団」と定義されることが多いです。
しかし、「反社会性」というのは相対的な概念で、時代や場所、国、文化によっ
て異なります。ですので、カルトを具体的かつ明確に定義することは難しいで
す。とはいえ、現代日本においては、「反社会性」の一番の指標は「人権侵害を
しているかどうか」という点になります。
自分たちとは全然違う価値観を持った人たちをすぐに「カルト」と呼びたがる

人がいますが、それはやめておいたほうがいいですね。「カルト」は「反社会的
な集団」というレッテルです。そのレッテルを貼るということは、「あいつらは
ヤバい奴らで、社会から排除すべきだ」という意味を持ちます。ですから、むし
ろ、「カルト」と呼んで非難する側が人権侵害をしている可能性があります。そ
こは気をつけなければいけません。

カルトの定義が曖昧であることについては、例えば、木村＆渡邉（2001）がキリ
スト教調査研究所におけるカルトの特徴をとりあげることにより指摘した。下記のよ
うに、当該研究所が設定したカルトの特徴は、実際には創唱宗教の普遍的特徴と合致
する。

カルトを定義する試みは、宗教学者や心理学者、反カルト運動家らによってな
されてきた。たとえば、アメリカのキリスト教調査研究所（Christian Research 
Institute）は、特定の集団がカルト的かどうかを判断する６つの特徴をあげてい
る。（１）指導者による聖典解釈への絶対的なコミットメント、（２）指導者はけ
っして間違ったことをしないという信仰、（３）先行する啓示と矛盾する啓示へ
の信仰、（４）私たちは終わりの時を生きているのだという強い信仰、（５）「私
たち／彼ら」という心性、（６）集団の命令に従わせる圧力。
しかしながら、これらの項目は危険なカルトを見分けるための客観的基準とし

て十分とはいえない。創唱宗教の普遍的特徴に当てはまってしまうからである。
この基準について、テイバーとギャラガーは、「たいそう皮肉なことに、これら
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６つの項目は、イエスとその弟子たちをとても正確に記述しているのである」2と
指摘する。カルト批判者は、カルトにおける指導者への絶対的コミットメントや
真理を疑わない姿勢を糾弾するが、よく考えるとこの基準は求道的な集団すべて
に当てはまってしまう。テイバーらが指摘するとおり、キリスト教調査研究所が
作ったカルトの基準が、イエスと弟子たちの集団に当てはまってしまうのはじつ
に皮肉なことである。

かかる知見に基づけば、イエスと弟子たちが作った信仰によるコミュニティはまさし
く上述のカルトの基準を満たしている。つまり、彼らのコミュニティは当時のユダヤ
社会からカルト視されていた。彼らをカルト視した社会は、当時のユダヤ社会におけ
る宗教的信念に基づき、結句、イエスを処刑するまで至らしめた。換言すれば、当該
ユダヤ社会は反カルトであった。かつ、かかる反カルトにはカルト性が埋伏していた
といえる。こうした反カルトにおけるカルト性は今日的な課題であり、かつ、本稿で
考察するテーマの一つである。昨今、カルトという言葉は頻用されるのであるが、確
立した概念ではなく恣意的に使用されている。
カルトに関する海外での議論は多くの知見をもたらした（例えば、Clark：1979、

Stark & Bainbridge：1979、バックフォードら：1998、Chryssides：2012、Ward：
2021）。Young（2012：1-2）は、カルトが蔑称であり、ある宗教団体が「カルト」の
レッテル貼りをされると、即座に疑いと不信の目で見られ、その行動の如何にかかわ
らず、この汚名を拭うことが一般的には極めて困難であることを次のように述べた。

�ere is no reliable scienti�c evidence to convincingly prove the brainwashing 
theoryʼs legitimacy. �ere is, however, a great deal of research against it, as will 
become apparent in the following section. Nevertheless, it continues to be used 
by ACM groups as a derogatory description of the perceived manipulative, 
sinister and generally unsavoury nature of NRMs, which are commonly given the 
pejorative label of »cult«. The ACMʼs usage of the word »cult« has significantly 
contributed to the now popular usage of the term, which has stereotyped NRMs 
as deviant, un-conforming, nonsensical and dangerous pseudo-religious groups 
that should not have their belief systems taken seriously. �is understanding of 
the term has become the norm for the media and public at large, ensuring that 

2　 Tabor ＆ Gallagher（1995）を参照。
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when a religious group is labelled a »cult« they are instantly looked upon with 
suspicion and distrust, and, regardless of their actions, are generally unable to 
shake this stigma.

こうした海外の知見は日本においても当てはめられる。日本で一般に使用されるにカ
ルトという言葉も、何かしら非難する対象に向けて使用される概念である。したが
い、この概念を使用する際には、本来的には細心の注意を要するのである。
本稿では、日本においていわゆるカルト問題を重点的に研究してきた代表的な研究
者である櫻井義秀の言説を踏まえたうえで、カルト言説に内在する人権侵害の可能性
およびカルトと一般社会の対立の構図、さらには反カルトに内在するカルト性につい
て考察することにする。

2. 惹起された対立：マスメディア言説によるカルト概念

安倍元首相が殺害された事件以降に惹起された一連のカルトに対する報道や社会的
問題は、カルトと呼ばれる団体を日本社会においてどのように位置づけるか、の問題
提起でもあったといえる。
ここで、本稿では、ウェブ上に掲載されたニュース（いわゆるウェブ・ニュース）3

や個人ブログなどのウェブ上の情報を多く引用することにする。櫻井（2006a：7-8）
は、カルト問題の構成に対して、いかなる種類の言説が影響するかについて次のよう
に述べた。

社会には様々な制度や価値の領域がある。逸脱者を隔離するという実効力の点で
は法曹の言説が優越している。しかし、現象の説明・解釈という点では、専門家
の意見が傾聴され、利用される。もちろん、「被害」者としての当事者と、被告
側にある個人や集団の権利にも配慮することが求められている。部外者ではある
がマスメディアの言説、インターネット空間の書き込み、評論家の書籍等も、社
会問題の構成に大きな影響力を発揮する。これらの言説が交錯する空問で、「カ
ルト」問題が語られているのである。

3　 ウェブ・ニュースは一般的に、掲載期間が経過した後にはウェブから削除されることが多
い。つまり揮発性に富んだ情報である。同時に、時局を反映しやすい性質がある媒体であ
るともいえる。
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つまり、櫻井（2006a）によれば、カルトにおける社会問題の構成において、マスメ
ディア言説、SNSのようなウェブ上の書き込み、評論家の言説などの影響力を看過
することができない。かかる櫻井の知見を受け、カルトの特性や誘発された社会問題
などを理解するうえで、マスメディアによるウェブ・ニュースや個人ブログなどの言
説が有意な前提となると筆者は判断した。
現在のマスメディア言説では、当該宗教団体 4は「反社会的」な団体であるので、法
律により取り締まりをするべきである、という論調がみとめられる 56。また、当該宗
教団体に解散請求をするべきだという言説も散見できる（アゴラ編集部：2022a、米
倉：2022）。こうした一連のマスメディア言説に基づいた世論形成が日本においてす
でになされている。つまり、カルト（とりわけ当該宗教団体）の排除が世論における
大きな流れとなっている。本稿では、事実上の主流と化したカルト排除の言説を前提
としつつも、むしろ、世論を構成する勢力としては量的に劣る、一般世論とは正反対
あるいは対立する主張および言説にあえて注目することにする。こうした言説は少数
派であるが、一般世論におけるカルト排除の論理構成を理解するうえで見過ごすこと
ができないと筆者は判断した。

4　 今般、カルト視され排斥されている団体は世界平和統一家庭連合である。当該宗教団体を
排斥する世論が、カルト視される宗教団体全般について一般化できるか、については議論
があると思われる。本稿では、かかる一般化が可能であることを前提に議論を構成するこ
とにする。当該宗教団体における特殊性については別途検討したい。議論の文脈上、アー
レフなどの他のカルト視される団体にも言及するが、上述のように、一般化が可能である
という前提に議論を進めることにする。なお、「世界平和統一家庭連合」の旧称は「世界基
督教統一神霊協会」であるが、略称として「統一教会」や「統一協会」が使用される。引
用元により呼称の揺れがあるが、本稿ではそのまま表記することにする。

5　 例えば、米倉（2022）では、「日本ではカルト対策がほとんど打ち出されてこなかった」理
由を述べた山口広弁護士による発言などを引用し、「安倍晋三元首相銃撃事件をきっかけ
にして 30年ぶりに浮上した旧統一教会問題。5年後、10年後、結局何も変わらなかった、
としてはならない」ことを記事のまとめとしている。青沼（2022）は、当該宗教団体に対
し「「反社会的な団体」 の評価は的を射ている」と述べたうえで「いわば 「反社」 というく
くりで極言すれば、政治家が暴力団組事務所やその関係先に祝電を打ったり、講演に呼ば
れて出向いたりするようなことは、絶対にないはずだ」と、当該団体と暴力団組織の類似
性を言及した。こうした一連の記事に代表される言説は、当該宗教団体は「反社会的団体」
であり、排除すべきものであるという主張である。なお、ここでの「反社会的団体」の定
義が漠然としており明確ではないことを踏まえつつも、当該団体が宗教法人としての認証
がある団体であることを鑑みれば、かかるレッテル張りは不適切であるといえる（小島：
2008）。

6　 本稿ではこれを「情緒論」と呼ぶ。
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上述のようなカルト排除の世論にともない、世界平和統一家庭連合（2022a）の主
張によれば、マスコミ報道の影響にともない、中傷誹謗などの甚大な被害が発生し
た。以下は当該団体の主張である。

それらの報道が視聴者に与える誤解、影響は甚大であり、報道によって誘発され
た差別・ヘイト感情はそのまま当法人の全国の教会にぶつけられ、現在までに寄
せられた殺害予告を始めとした誹謗中傷の数々は、優に 1万件を超え、街宣カ
ーによる脅迫行為や教団施設への落書き行為等は日に日に増え続け、その影響は
信者家庭における離婚騒動や親子断絶問題にまで発展しております。

つまり、当該宗教団体をフォーク・デビルとするモラル・パニック（Cohen：2011）
とみなすことができる現象が出現した。イントロヴィニエ（2022a）は、かかる一連
の言説をヘイト言説とみとめ、社会的にみれば危険な兆候であるとの見解を次のよう
に示した。

宗教的マイノリティに対するヘイトスピーチを聞いた者すべてがヘイトクライ
ムに関与するわけではないが、中には実行する者もいる。日本では統一教会に対
する憎しみが広まり、一部信者に対する殺害の脅迫をもたらしている。
これらの事件を報じる日本メディアの記事は、読者のためにコメント欄を設け

ており、殺害の脅迫を付け加えるコメントを投稿した者もいた。私は、日本の警
察が、これらの投稿に注意を払うよう希望する。私たちは現在、安倍を暗殺した
人物が、ソーシャルメディアに侮辱や脅迫を投稿することによって統一教会ヘイ
ターとしてのキャリアをスタートさせたことを知っている。その物語がどんな結
末を迎えたか、私たちは皆知っている。
ヘイトスピーチはその性質上、蔓延していくものだ。一旦、メディアやインタ

ーネットを通して拡散されると、その影響はもはや制御不能である。日本の統一
教会信者は、路上での侮辱、職場での嘲笑、学校でのいじめを報告しており、さ
らには離婚に直面した者もいるという。私たちは言葉による暴力が、身体的暴力
や殺人にまでエスカレートしないようよう希望し、祈ることしかできない。ヘイ
トスピーチの致命的な影響は決して過去のものではない。毎月、ひょっとすると
毎週かもしれないが、パキスタンではアフマディー教徒が殺されている。彼ら
は、メディアや、多数派宗教の説教者によるヘイトスピーチの標的とされた宗教
運動のメンバーだ。
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またヘイトスピーチは差別の素地を作る。その差別とは、マイノリティ集団の
メンバーを標的として、彼らを二級市民とする法律のことだ。それはすでに、日
本の統一教会に対して起きつつあることだ。世界のすべての民主主義国家と同様
に日本でも宗教への寄付は非課税だが、統一教会への寄付は「本当の」宗教では
なく、詐欺的「カルト」に捧げられており、セールスに対して支払われた対価と
みなして課税するべきだと主張されているのである。

イントロヴィニエは、当該団体はすでに「詐欺的」であるなどと侮辱されており、延
いては、当該団体の構成員に対する身体的暴力や殺人にまでエスカレートする可能性
までも言及した。
一方、当該宗教団体に批判的な言説に比べるとわずかなのだが、批判しない冷静な
言説も存在する。しかしながら、こうした言説の発言者は、当該宗教団体の擁護者と
して指弾される。当該団体を批判しない言説を述べた場合、発言者が擁護者ではない
ことや信者ではないことを、発言者自身があらかじめ言明しなければならない雰囲気
が造成されている。また、極端な場合は、実際はそうでなくとも当該宗教団体の信者
であるという不当なレッテル張りや、その発言者の排除を目的とした不当な扇動まで
もおこなわれた 7（たいら：2022、倉本：2022）。こうした一連の状況を鑑み、かかる
排除の言説が、特に SNSにおいてはすでに「狂気のレベルの熱情」に達していると
倉本（2022）は指摘した。

一部にはそれは「狂気レベルの熱情」と言っていいものも含まれており、私のよ
うなそれほどフォロワー数の多くない SNSアカウントにも、「こんなことを言っ
てるお前もさては信者だな！」などという暴言が結構な頻度で投げかけられるほ

7　 日刊ゲンダイ DIGITAL（2022）は「爆笑問題の太田光（57）が 2日、自身がMCを務め
る TBSの情報番組 「サンデー・ジャポン」 で、先週に続いてまた旧統一教会を擁護するか
のような発言をして、SNS上でもまた《#太田光をテレビに出すな》というハッシュタグ
が飛び交った」と述べ、太田を番組から排除する運動がおこなわれていることを紹介した。
太田を排除することを目するハッシュタグ運動は不当な排除行為である。また、メディア
の偏向報道を監視する有志グループMedia Watch Lab（2022）は橋下徹弁護士による当該
宗教団体への発言の反響について、「この一連の発言に対しネット上からは 「橋下徹氏、ま
たまためざまし 8で前川氏を批判している。論点はそこじゃないのに。名称変更に政治の
圧力がかかったどうかだろう」 「統一教会の高額献金要求や霊感商法と、明らかな反社団体
問題にメスを入れることが急務なのに 『宗教の自由』 と論点ずらして擁護」 「ヤベーな、橋
下徹がカルト宗教を擁護しとるで」 といった批判の声が集まっている」と述べた。
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どです。

つまり、批判的ではない冷静な中立的見解を述べると指弾と排除の対象になり、発言
者には暴言が投げかけられる。たとえ「自民党を常に批判している左派知識人でも、
冷静な人は納得できる程度」の発言を配信した場合であったとしても、「あいつも統
一協会を擁護しているぞ、さては信者だな！」と「信者認定」される。ここまでく
ると「さすがに狂気のレベルだと言っていいのではないでしょうか」と倉本（2022）
は述べた。こうした、いわゆる擁護者と呼ばれる中立的な存在までも「信者」とみな
す言説が、誇大妄想か宗教への無理解によるものに過ぎないと、仲正（2022a）は次
のように批判した。

統一教会批判をしたがる左派系の人たちは、統一教会が主催・後援している反共
的な政治活動 8に関わっている政治家、財界人、言論人などを、統一教会の信仰
を持っているかのように言いたがる 9。それを本気で信じているとしたら、誇大妄
想か、宗教について全く何も分かっていないかのいずれかだ。

こうした事実上のカルト排除運動を受け、当該宗教団体は、2022年 9月 29日、一
部マスコミと弁護士による発言が名誉棄損にあたるとして、マスコミ 2社と弁護士 3
名を相手に民事訴訟を起こした（例えば、太田：2022）。その一方、箕輪（2022）は、
訴訟された弁護士の一人である紀藤正樹 10による反論を紹介した。

紀藤弁護士は、「私への訴訟は言論への萎縮効果を狙った恫喝訴訟、SLAPPの類
です」とツイートしていた。

私の発言は統一教会への発言ではなく統一教会の分派に対する発言です。私
への訴訟は言論への萎縮効果を狙った恫喝訴訟、SLAPPの類です。自らの
正当性を言うなら国を訴えるのが筋でしょう。自らの非を改めず民間を訴え
ること自体が、統一教会の問題を良く現わしています。

紀藤は、当該団体が訴訟すべき相手は国であり民間ではないと主張した。だが、当該

8　 当該宗教団体の友好団体に国際勝共連合がある。
9　 ここには思想的対立がある。
10　 紀藤は全国霊感商法対策弁護士連絡会に所属しており、当該宗教団体とは対立関係にある。
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団体の訴訟内容を鑑みた場合、紀藤の「国を訴えるのが筋」であるという主張が何を
指しているのか、筆者には理解することができない。つまり、この時点において、当
該宗教団体は、国から被害を受けたことを主張していない。いずれにせよ、ここには
民事訴訟という形として実体となった、主張の対立がみとめられる。
宗教と政治のかかわりについてみれば、当初は、宗教団体が政治家を応援すること
が政教分離の原則に抵触するのでこれを禁止すべきである、という間違った憲法解釈
に基づく発言が広く流布された。それに対し、仲正（2022b）や松田（2022a）らは、
かかる解釈が誤解に基づくものであると指摘した。また、松田（2022a）は、かかる
間違った憲法解釈が意図的である可能性について言及した。以下は松田（2022a）の
言説である。なお、下線は筆者による。

ところが不用意なのか意図的なのか、「政治と宗教」の問題として語る言説が
一部に絶えない。
ワイドショーや週刊誌、ＳＮＳ上などには「政治と宗教がズブズブの関係」

「宗教が政治に影響を与えるな」といった類の危うい言葉が飛び交っている 11。「ズ
ブズブの関係」とは具体的に何を指すのか境界線が不明だし、「宗教が政治に影
響を与えるな」という言説に至っては民主主義を真っ向から否定する暴論にすら
なる。

さらに、当該教団とかかわりがある（あるいは、あった）国会議員や地方議員を丹念
に探し出し、それを追及することを要請する言説がある（例えば、新潟日報：2022、
京都新聞：2022）。それに対し、こうした追及が「魔女狩り」であると批判する言説
（例えば、花田：2022）も現れた 12。池田（2022）は、「岸田首相が自民党所属国会議
員に統一教会との関係を断つよう指示し、これを受けて党内では、思想調査が行われ
ている。このように特定の宗教団体を名指しで排除するのは、官庁や企業から共産党
員を排除した終戦直後のレッドパージ以来の思想弾圧である」と述べ、名指しの排除
の論調が不当であることを述べた。
仲正（2022a）は次のように言及し、安易に安倍と当該宗教団体を結びつけること

11　 倉本（2022）も言及したように、SNS上では過激な発言がみとめられる傾向にあるよう
だ。

12　 加納（2015）は「近年のイスラームに対する不寛容、偏見、差別も政治問題として語られ
ることが多く、宗教に関わる人権という視座から問題視されることは比較的少ないように
感じられる」と述べた。本来、宗教問題と政治問題は切り分けて考えるべきであろう。
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により、あたかも当該宗教団体が操作・支配しているかのような見解を述べる一連の
言説を、妄想による陰謀論 13と一蹴した。引用文における下線は筆者による。

宗教団体と深く関係のある政治団体に応援メッセージを送ったら、その宗教の
“信者”になるのであれば、自民党議員の多くは、仏教系・神道系の複数の宗教
団体の信者をかけ持ちしていることになってしまう。ましてや、統一教会が安倍
氏などを背後から操って、日本のディープ・ステイトと化しているかのように言
うのは、妄想による陰謀論だ。

そのうえで、仲正（2022a）は、断片的な情報を結びつけることにより恣意的な＜物
語＞を作成することが妄想につながること、かつ、かかる＜物語＞に基づく議論が
「不毛」であることも指摘した。さらに、仲正（2022a）は、こうした妄想に基づく
言説のカルト性についても言及した。以下は引用文である。なお、下線は筆者による
ものである。

霊感商法問題などで激しく批判された統一教会と近い団体に応援メッセージを
送ることは、首相を経験した与党の有力者として適切な行為なのか、とピンポイ
ントに批判するのであればいいが 14、それにいろんな断片的情報をくっつけて妄
想を膨らませ、統一教会を中心とした“宗教連合”による影の支配のような話を
作り、それを前提にアベ叩きをするのはひたすら不毛である。どっちがカルト
か、と言いたくなる。「宗教」との何某かの関係があると指摘すれば、それだけ
で批判したことになると思い込むのは、日本の左翼のダメなところである。

自民党が当該宗教団体との関係を絶つ宣言 15をしたことに対して 16は、例えば「自民

13　 坂本（2021）は、陰謀論が単なる偽情報なのではなく、政治的背景を持つ場合が多いこと
を述べた。そのうえで、カルト宗教とよく似た性格を持つことも指摘した。

14　 アゴラ編集部（2022b）は「霊感商法や多額の献金は問題ですが、テロとは無関係。それ
は犯人の妄想の中で結びついていただけです。今回の事件で統一教会を攻撃するのは問題
のすり替えです」と述べた。なお、いわゆる霊感商法問題については別の機会に言及した
い。

15　 2022年 8月 31日の記者会見にて、岸田文雄首相が、自民党として関係を絶つと表明した。
16　 杉田（2022）は、自民党と当該団体との関係を批判したれいわ新選組の山本太郎代表の発

言を「「旧統一教会と一体になって、自分たちの権力を維持してきた者たちが内部で調査
します、検討しますということで、膿なんか出せるわけないんですよ。泥棒に泥棒を調査
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党が 「統一教会との関係を断つ」 ことを決めました。これは所属国会議員の信教の自
由を侵害する機関決定です」（アゴラ編集部：2022c）のような、かかる方針が信教
の自由に抵触する可能性に言及した批判もある。さらに、2022年 10月 19日予算委
員会における議員の国会質問において、大臣の信仰を確認するという「あってはなら
ない異常」な出来事があった（松田：2022b）。

その〝驚くべき質問〟は、１０月１９日の参議院予算委員会で飛び出した。
立憲民主党の打越さく良議員が旧統一教会の問題で、山際大志郎経済再生担当

相に対して次のように問いただしたのだ。

山際大臣はご自身の秘書には信者がいたということを否定されているんです
けれども、念のため伺いますけれども、大臣ご自身はいかがなんでしょう
か？（「参議院インターネット中継」１０月１９日予算委員会［3:33:00］か
ら）

山際大臣に関しては過去に何度も海外まで出かけて旧統一教会の会合に出席す
るなど、同会との関係が取り沙汰されている。
しかも、そうした過去の会合出席や旧統一教会トップとの面会などが記録とし

て発覚しても、「記憶にない」「記憶はあったが記録にない」など、きわめて不誠
実な対応に終始してきた。
今や同大臣が岸田内閣への信頼を大きく揺るがす要因の一つとなっていること

は、誰の目にも明らかだろう。
しかし、その山際大臣に対して国会審議の場で自身の信仰を告白するよう迫っ

た打越議員の質問は、あってはならない異常なものだ。

仲正（2022a）が指摘した、カルト視する側のカルト性 17については、藤原（2022a）
も下記のように言及した 18。なお、引用文中の下線は筆者による。

させますか？詐欺師に詐欺師を調査させますか？同じ詐欺グループの中の者たちで、そん
なことしません」 と語気を強めた」と紹介した。山本は自民党と当該宗教団体の関係を、
泥棒と泥棒、詐欺師と詐欺師の関係に譬えた。

17　 上述のように、坂本（2021）は陰謀論に内在するカルト性を指摘した。
18　 藤原（2022b）にも同様の見解がある。
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統一教会の犯罪の成否については、捜査機関が法の定めるところに従って収集
した証拠に基づいて個別的に判断する事項です。日本は法治国家であるので、ト
ラブルが存在するのであれば、【デュー・プロセス Due process】に従って解決
するしかありません。
以上のような原則を理解していれば、日本のマスメディアが行っている自民党

議員に対する魔女狩りは、少なくとも、法治主義の精神・信教の自由・参政権を
阻害していることがわかります。
そして何よりも大きな問題は、マスメディアに完全に「マインド・コントロー

ル」されている日本社会の脆弱性です。慰安婦・辺野古移転・民主党政権・原発
停止・再エネ・安保法制・豊洲移転・モリカケ・処理水・コロナ・東京五輪など
など、何度騙されても性懲りもなく騙され続ける日本社会は、日本マスメディア
教会というカルトの狂信的な信者であり、脱会は絶望的です。

また、共産主義に内在するカルト性、および、共産主義による宗教弾圧が同業他社排
除の文脈として位置づけられることも述べた。下線は筆者による。

なお、【史的唯物論 historical materialism】を基盤にする【科学的社会主義 
Marxism】は【反宗教主義 antireligion】という名の規範命題を大前提とする宗
教とも言え、教義によって国民の高額の財産を国家に寄付させる点では、後述す
る「カルト」と一致します。共産主義の宗教弾圧は同業他社の排除に他なりませ
ん 19。

19　 この藤原の論述は世界平和統一家庭連合が排除されていることに関するものである。当該
宗教団体の友好団体である国際勝共連合は「共産主義は他人まで無神論・唯物論にしなけ
れば気がすまない。ここに根本的問題がある」（国際勝共連合：2022）、「何ゆえ我々は共
産主義思想の誤謬を主張するのか。それは共産主義が神や宗教の存在を断じて許さず、抹
殺しようとする 「戦闘的唯物論」 だからだ」（国際勝共連合：2022）と述べた。それに対
して、かかる国際勝共連合と対立する団体である日本共産党は、1978年 6月 8日号の『赤
旗』（日本共産党機関紙）に「自民党に対しては“勝共連合といっしょにやれば反撃をく
って損だ”という状況をつくることが重要だ。“勝共連合退治”の先頭に立つことは、後
世の歴史に記録される 「聖なる戦い」 である」という宮本顕治委員長（当時）の言葉を記
している。つまり、双方はあくまでも対立関係である。藤原による「同業他社」の指摘は
あくまでも比喩であり、とりわけ思想面において双方は対立している。この点においては
当該指摘は首肯できない。当該『赤旗』の言説は 1978年のものであるが、当時日本共産
党の方針が現在まで継承されている蓋然性は高いといえる。
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そもそも特定の思想や信仰に法の網をかけようとする発想そのものが危険な考え方で
あると主張する論者もいる（林：2022）。以上は、カルトと呼ばれる宗教団体が政治
にかかわることを許容するかどうかの対立である。併せて、カルト視する側のカルト
性についての言及でもある。
議論の拡大は、当該宗教団体における献金のあり方が正当であるか不当であるか

（西山＆横山：2022）20や、宗教二世のあり方にまで及んでいる（井艸＆野中：2022）。
かかる宗教二世に関する議論では、当該宗教二世がカルトの被害者であるという文脈
の言説が極めて多い。その一方で、所属団体や父母の信仰に特段の疑問を抱いていな
い宗教二世の場合はどうなのであろうか。その団体がカルトであるという論拠によっ
て、全ての宗教二世を被害者と決めつける行為は、信仰を持つ宗教二世の意思を置き
去りにしてはいないだろうか。ここには、宗教二世の人権をめぐる対立がある。
列挙したような一連の現象は、普段は実体がみえないカルトが、社会問題として実
体化した事例である。実体化するかしないかは、単純にきっかけがあるかないかで決
まる。今回は安倍元首相の殺害がきっかけになった。ところが、こうしたきっかけが
なかったとしても、カルト問題は埋伏している。
従来のカルト研究は、「カルトは排除すべきもの」であるという文脈上に立つもの
が多い。かかるカルトは排除すべきという視座による、例えば一連の櫻井論文のよう
な研究知見は、今般のモラル・パニックともいえる現象の直接的な原因ではないかも
しれない。しかしながら、結論のみをみれば、人々をモラル・パニックへと誘導する
学術的な根拠の一つを構成してきた蓋然性がある。さらに、このモラル・パニックは
さらなる社会問題を孕んでいる。今後、当該宗教団体に類似した他の団体がフォー
ク・デビルとして認定され、排除の対象になるかもしれない。極論かもしれないが、
こうした連鎖により、異質な存在が次々に排除されれば単一化された社会ができあが

20　 献金行為の法的学説については評価が分かれている（例えば、棚村：1997）ものの、かか
る献金行為は宗教的側面と切り分けることができない。棚村（1997）が紹介した、世俗的
側面が強い「法律行為＝贈与説」においても宗教的特質を除外できないことについて以下
のように述べた。「街頭募金や学校などへの寄付の目的が世俗的現世的利益や具体的有形
の利益を目指していることが多く、宗教団体への献金は、超人間的・超自然的存在、絶対
者への全人格的帰依を目的とするため、宗教固有の信仰的共同体内での意味や慣行、当事
者の意識を無視できないのではなかろうか。また、絶対者への崇拝と帰依という面で事実
上の強制が働き易い事情もある。これらの点から、一律に贈与と構成してよいか躊躇を感
じざるをえない」。いずれにせよ、宗教の教義の真贋性や信仰のあり方については裁判に
よる裁定をおこなうことができない。かつ、献金の流れもデリケートな問題であり、基本
的には「自主的自律的」な問題処理をはかるべき性質のものである（棚村：1997）。
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る。だが、行きつく先は差別主義に基づく全体主義かもしれない。中華人民共和国
では、新疆ウイグル自治区において大規模な恣意的勾留がおこなわれている（桑村：
2022）。
森田（2022）は、「日本はいつの間に全体主義国家になったのか」、「『統一教会の

人たちを政治から排除する』 と言うが、あの人たちも有権者で、基本的人権を持って
いる。政治家にも意見を言い、意見を聞く権利を持っているはずだ。それを 『全部排
除しろ』 と。これが民主主義国家のやることですか」という高井康行弁護士の発言を
引用したうえで次のように述べた。

現在の風潮では、この意見に耳を貸さない人が少なくないだろう。今のマスコ
ミ、特にテレビのワイドショーの一番の問題は、高井氏のように民主主義の原則
を確認しながら、筋の通った意見を述べる人間をコメンテーターとしてほとんど
起用しないことだ。このテレビの現状が日本の民主主義のレベルを悪化させてい
る。今は家庭連合が「異端」狩りのターゲットになっているが、その次に標的に
される宗教団体が出て、やがて単一の価値観しか認めない独裁国家になってしま
うというのが高井氏の警告だった。

現在はまさしく自民党議員への魔女狩りあるいは当該教団への異端狩りの様相であ
る。この傾向が続いた場合には独裁国家になる可能性さえあることを、高井は警告を
込めて指摘した 21。一方で、森田（2022）は、高井に反論した紀藤の見解を「番組に
出演した紀藤正樹弁護士は 「統一教会は異端ではなくて民主主義社会の中に出来上が
った全体主義団体」 と決め付け、だから排除されるべきなのだという」と紹介した。

21　 窪田（2022）はこの度の件が「宗教排除の成功モデル」になる可能性があることを次のよ
うに述べた。「例えば、自民党と関係の深い宗教団体に対して、強い恨みを持つ男性がい
たとしよう。彼も今回の山上容疑者のように家庭を崩壊させられた過去を持つ。そんな男
性が、もし今回の事件で自民党が旧統一教会と絶縁したと聞いたら、こう思うのではない
か。「なんだよ、じゃあ俺も山上容疑者と同じことをやれば、あの教団にダメージを与え
られるってことじゃん」 おそらく、男性はこの宗教団体から支援を受けているような自民
党議員を狙う。大きな事件を起こせば起こすほど、マスコミは朝から晩まで報じてくれる
ので、もっと過激な手口で犯行に及ぶかもしれない。「そんなバカなことを考える人間は
いない」 と思うかもしれないが、海外では、無差殺人のような 「拡大自殺」 をする者たち
の多くは、衝撃的な事件を起こすことで自分の主義主張を世に知らしめているというよう
な指摘が多い。だから、アメリカでは、無差別殺傷事件が起きると、模倣犯を生まないよ
うに、犯人がどんな人柄で、どんな思想をもっていたのかを過剰に報じないようにマスコ
ミに求める 「No Notoriety（悪名を広めるな）」 という団体もあるのだ」。
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双方の見解は、真っ向から対立している 22。高井はカルトを排除する側に潜む全体主
義的な性質を指摘したが、紀藤は排除される側（つまりカルト側）のそれを指摘し
た。ここには、どちらが全体主義なのかという対立がみとめられる。
以上のように、この度の事件をきっかけに、いままで人々の目に映ることがなかっ
たカルトが実体となり、様々な種類の対立が発生することになった。

3. 定義なき言説と対立

そもそもカルト言説は定義そのものが明確ではない。さらに、カルト集団を宗教と
みなすべきではないという言説については、そもそも宗教とはなにか、という未だ定
まらない前提が立ちはだかる高い壁となっている。つまり、カルト排除の理論は、極
めて曖昧な定義と前提の上に構成されており、危うさが内在しているのである。仮
に、こうした状況でカルト排除という行為を断行したとすれば、間違いなく他の社会
問題が勃発することになろう 23。
現実のカルト問題の核は、人権と人権の対立なのである。櫻井（2002：64）はこ
の点について次のように言及した。

現代の『カルト』問題は、特定宗教や宗教の暴力的側面に関わる問題に留まら
ない。教団の特殊な勧誘 ･教化行為や宗教活動一般を社会がどのように許容する
のかという問題としても出現している。その際、『カルト』問題の核となるのは、
教団側が主張する人権（信教の自由）と、地域住民、一般市民が主張する関わり
たくないという人権の対立なのである。

カルト視される宗教団体は、信教の自由を根拠に人権を主張する。それに対し、一般
市民は、かかるカルト団体が異質であること、違法行為の蓋然性があること（あるい
は推認されること）、境界侵犯される蓋然性があることなどを根拠に、「関わりたくな
い」という人権を主張する 24。カルトと一般市民の境界線に人権と人権の対立が出現
し、カルト問題が実体化する。

22　 興味深い点は、双方が相手方を「全体主義」的であると非難していることである。
23　 当該宗教団体の現実の信者数は定かではないが、宗教情報リサーチセンターの情報を参考

にすると 50～ 60万人程度と推定できる。仮に、50～ 60万人が何らかの排除の対象にな
るとすれば、これはさらに深刻な社会問題となるであろう。

24　 実際にはこのような単純な構図ではない。



86 『人文×社会』第 8号

無論、筆者には、カルト研究を排除する意思はもうとうない。また、カルトが惹起
する社会問題を軽視してもいない。むしろ、かかる曖昧な部分を明確にし、かかる排
除を前提としたカルト言説が、はたして正当であるか、あるいは不当であるかをあら
ためて検証すべきであると考えている。情緒論のみによる安易なレッテル張りをする
べきではない。カルト視される団体が仮に違法行為をおこなったとするならば、当該
団体は法により厳正かつ個別に処罰されねばならない。その判断は蓋然性や推認に基
づくのではなく、あくまでも行為の有無により構成されなければならない 25。これは
至極当然のことである。今般の銃撃事件以来、カルト問題における人権と人権、行為
論と情緒論の葛藤が実体化された。
周知のように、マスメディアの大多数の論調はカルト排除（あるいは当該宗教団体
の排除）である。かつ、現在までおこなわれてきた一連のカルト研究も、多くはカル
ト排除を前提とした知見である。現時点において、反カルトの風潮のみが先行し、排
除の方向に極端に偏りすぎているように思える。倉本（2022）の言葉を拝借すれば、
排除の論調は「狂気のレベルの熱情」にも達しているのではなかろうか。換言すれ
ば、ここには、反カルトをどのように位置づけるかという対立が存在する。
本稿で注目する一連の櫻井（あるいは Sakurai）論文は、基本的には反カルトの立

場に依り立つものである。櫻井は、カルトが引き起こしてきた社会問題を宗教社会学
の立場から明らかにし、実践研究の観点から多くの知見を提供してきた。以上を前提
に、本稿では、かかる反カルト言説に対するアンチテーゼを提示することにする。つ
まり、あらためて何が対立しているのかが明らかになれば、カルト言説が抱える課題
が実体化されると予想できる。さらに、揚棄することにより新たなジンテーゼがみい
だされる可能性がある。本稿では、まず、カルト問題に内在する課題点を再確認する
ことにする。そのうえで、幾許かの問題提起をおこなうことにする。

4. 侮蔑的意味としてのカルト

櫻井は、一連のカルト関連の論文をはじめ、新聞記事など夥しい数量の成果物を著
してきた。本節では、とりわけ、レビュー論文である櫻井（2004a）の言説を軸に紹
介する。櫻井（2004a：3）は、Melton（1986）を踏まえ、カルトに関する以下の 3
種類の用法を紹介した。

25　 本稿ではこれを「行為論」と呼ぶ。
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第一の用法は、秘教的教え、カリスマ的指導者への熱烈な崇拝、ゆるやかな信者
集団を持つ教団を示す記述的概念として宗教社会学で洗練された。第二の用法は
特定の宗派からみた規範的な用法であり、アジアやアフリカから移入された諸宗
教及び非正統的なキリスト教をさす。第三の用法は、教団や教会に批判的な元信
者、現信者の家族、脱会カウンセリングの専門家が当該教団に介入するべく、マ
インド・コントロールを行う集団と規定した。

第一の用法は、組織形態がいまだ確立していない原初形態の宗教団体などに対して使
用される。これは宗教社会学的な用法である。例えば、キリスト教は今でこそ世界的
な広がりを持つ伝統宗教であるが、原初の段階では神学や組織が確立していなかっ
た。また、当初はカリスマ的指導者としてのイエスへの熱烈な崇拝にも基づいてお
り、この時期のキリスト教はまさしくカルトである（Tabor ＆ Gallagher：1995、木
村＆渡邉：2001）。さらに、実際にイエスは社会から非難され刑死した。当時のユダ
ヤ社会において（おそらくは深刻な）社会問題を引き起こしていたであろうことは容
易に推認できる（この点は後に示す第三の用法に該当するであろう）。第二の用法は、
主流とされる宗教団体を前提に、非主流となる団体を指すものである。これは規範的
な用法である。第一および第二の用法は、いずれも価値中立的なものである。第三の
用法は、ある宗教団体に対して批判的な立場から使用されるものであり、そもそもマ
スメディアが流布した用法である。また、櫻井の定義によれば、ここでのカルトはマ
インド・コントロールをおこなう集団である。櫻井（2004a：3）は第三の用法につ
いて、以下のようにも述べた。

最後に、カルトの社会問題性を批判する第三の用法がメディアにより広範に普及
された。現在、カルトといえば一般的にはこの含意で用いられ、一部の慎重な人
が社会学的用法にも注意している。

マスメディアにより拡散された第三の用法は、現在では最も一般的な用法である。本
稿では、批判的な文脈により使用される用語としてのカルトに注目するのであるが、
これは櫻井（2004a）の第三の用法に該当する 26。当該用法は、あくまでも批判する立
場により使用され、価値中立的なものではない。むしろ当該宗教団体に対する侮蔑的
な意味を含む用法であり、学術的用語としての使用に疑問を呈する研究者もいる（例

26　 以下、本稿では、第三の用法を「カルト」と呼ぶ。
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えば、大谷：2000）。
櫻井（2004b：2）は、マスメディアにより流布され、かつ、一般社会にて使用さ

れるカルト言説について、下記のように説明した。

マスメディアをはじめ、一般社会では、不当なやり方で布教し、信者の労力や資
産を収奪する幾つかの教団を「カルト」として社会問題化してきた。

簡単にいえば、マスメディア等の概念によれば、違法行為をおこない社会問題化した
宗教団体のことをカルトと呼ぶ（石井：2014）。さらに、かかるマスメディアのカル
ト概念を援用したうえで、かかるカルトを宗教と区別する場合もある（川島：2008、
中村：2011）。以下は櫻井（2004b：2）におけるカルト言説の前提である。

本論文でも、上記の教団活動において不法行為責任を裁判で問われたか、従来、
宗教活動として認められてきた領域を大幅に逸脱している特定集団を、「カルト」
として一般の宗教から区別し、社会問題の所在を示す指標として用いようと思う

このような、カルトを一般の宗教と峻別する試みは、櫻井（2009a：175）でも述べ
られた。

カルトという概念そのものや、カルトというレッテル張りの問題性を指摘する
ことは簡単だ。しかし、問題は、なぜ特定のカテゴリーには収めずに、宗教なら
ざるもの、或いは別種のカルトというカテゴリーに収め、そこに社会が解決すべ
き問題があるという人々がいるのかということである。

つまり、実在する社会問題とそれを解決する必要性から、カルトと宗教との差別化が
試みられた。この場合のカルトの概念はラベリングのための指標として機能する。そ
の一方、櫻井（2007）では、櫻井は次のように言及した。

宗教社会学を専攻する筆者は、オウムは紛れもない宗教であり、全ての宗教はオ
ウム的な暴力性を持ち合わせていると考える。だからといって、宗教の原初形態
はすべからくカルトであるといった極論を支持しない。

通念に基づけば、オウム真理教は明白なカルトである（沼田：1998）。このことにつ
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いて、櫻井（2005a：2）は次のように言及した。

オウムを「カルト」として処遇することには世界中の研究者は依存がないようで
あるが、統一教会をカルト問題の脈絡で語ることに反対の研究者が少なくない。
20 年に及ぶカルト論争を経てなお新宗教を研究し続ける人達は筋金入りの新宗
教研究者なのであろう。新宗教と暴力という問題の設定は拒絶される。

その一方で、櫻井（2007）はこの団体が宗教社会学の観点によれば宗教であると断
じた。つまり、櫻井の一連の言説に基づけば、彼による宗教とカルトの峻別の試み
は、宗教社会学の視座によるのではない。あくまでも、対象とする団体を宗教と切り
分け、かつ、マーキングすることにより、直面する社会問題の解決を効果的にはかろ
うとする意図によるものである。畢竟、仮にカルトを宗教と区別するならば、それ
は、社会問題を解決するための（つまりカルト排除運動のための）便宜上の区別であ
り、宗教社会学という学術的な視座よる区別ではない。
そもそも宗教とカルトを区別する試みは、「宗教とは何か？」という概念規定が前
提となる。このことについて、南山文化研究所（2002）は以下のように言及した。

ただ、「これは宗教か否か」という議論は、最終的には研究者も含めて当事者
が何を宗教と見なしているか、という議論にたどり着き、問題の解明はそこから
始めなくてはならない。宗教研究者が反カルトの現場に行けば、「カルトは宗教
ではない」という異議が待ち受けていて、ニューエイジの実践者のところに行っ
ても「宗教とは無関係」「宗教を超えた」という答えが返ってくる。こうした研
究は、「これは宗教か」＝「宗教とは何か」という問いがつねに待ちかまえてい
るフィールドであり、そこでは研究者みずからの宗教観の表明も余儀なくされ
る。

簡単にいえば、宗教の概念は、研究者の定義づけにより異なる。そうであるからこ
そ、宗教とカルトの切り分けは簡単ではない。
さらに、一般的にはカルトとされていない宗教団体（例えば伝統宗教）にもカルト
性が内在する場合がある 27。以下は、真宗大谷派玄照寺の住職である瓜生崇の言説を
紹介した記事である（姫野：2022）。

27　 むしろ、ほぼ全ての宗教にカルト性があるというべきであろう。
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カルトの問題は新宗教の問題だとよく勘違いされるのですが、伝統宗教でもカ
ルト的な問題はあるんです。例えばローマ・カトリックで昔から問題になってい
て今も解決していないこととして、一部の聖職者が若い男女の信徒に対して性的
な虐待を行なっています。また、日本の伝統仏教でも、『○百万円払わないと墓
じまいさせない』などということもあるわけです。要求される方はおかしいと思
っても、宗教的な権威を盾にやられると怖くてお金を払ってしまう。これって霊
感商法に極めて近い行為で、カルトがやっていることとそう変わらないんです。
カルトを語るときは、特定の教団がカルトかどうかばかりが問題にされますが、
本当の問題はそこでカルト的なことが行われているか否かなのです。

つまり、瓜生は、カルトかどうかを、あくまでも行為により判別した。また、実際
に、伝統宗教の一つであるキリスト教がカルト化した事例を川島（2013）が紹介し
た。さらに、Sakurai（2008a：36）も下記のような事例を提示した。

�e chief priest of the Hallelujah Community Church(independent religious cor-
poration) in Hamamatsu, Shizuoka Prefecture is currently being sued over alleged 
assaults on his followers (suspected of severe physical punishment, humiliation, 
and sexual harassment) (2006ワ wa)　Vol.7, Shizuoka District Court). �e case is 
pending in court. Since some evangelical churches demand that their followers be 
obedient to the absolute authority of priests, the autocratic nature of their leaders 
is conspicuous. In the case of independent churches, there is no denomination 
to take a leadership role and supervise, and a cultic nature seems to develop 
relatively easily.

ここで紹介されたハレルヤコミュニティーチャーチ浜松教会はプロテスタント系のキ
リスト教会である。暴力やセクハラにより牧師が訴えられたが、時効により、訴えは
裁判所より棄却された。原告は、被告の教会がカルトであり、被告によりマインド・
コントロールあるいは洗脳を受けていたこと、伝道・奉仕・献金を強要されていたこ
とを主張した。それに対し、被告は次のように弁明した（メディアの棚：2008）。下
線は筆者による。

当教会は、何らカルトでもなくマインドコントロールを行っていることもあり
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ません。それをゆうきの会は、今回の訴訟の中で、根拠もなく当教会を「カルト
だ」とか「マインドコントロール、もしくは、洗脳がなされている」「伝道・奉
仕・献金の強要されていた」と主張してきました。本来、一般的な教会が行なっ
ている日常的な活動をもって当教会を訴えてきたのです。
当教会は何ら異端な教会ではありません。当教会がカルトに当てはまるなら

ば、すべてのキリスト教会はカルトに該当してしまいます。最近、諸所で、ごく
普通の教会が「カルトだ」との批判を受ける事態が増えているように思われま
す。一部の人々が意図的に、このような脱会者たちの主張を背後から指導してい
るようであり、それは由々しき問題だと思います。
今回の判決はこの点につき、「マインドコントロール、もしくは洗脳を受けて

いたと認めることはできない」「（信者らの行為は）・・各人の自由な意思に委ね
られており、原告らは専ら信仰上の動機に基づいて、被告教会において、奉仕活
動、礼拝及び献金といった宗教活動を行っていたものというべきである」と、正
当に認定して頂けました。
原告側は、「マインドコントロールされていて、脱会後すぐに訴訟を起こせな

かった。」と主張していますが、裁判所では認定されませんでした。HCC28とし
ては、これが教会側にとっての勝利であることを覚えて、感謝しました。

当該牧師の主張は、当該教会が普通のキリスト教会であること、もし当該教会がカル
トであれば全てのキリスト教会がカルトと呼べること、かかる指摘が脱会者の論理に
よるものであること、脱会者の背景に指揮する存在がいる蓋然性があるということで
あった 29。また、当該教会は、当該原告らを名誉棄損により逆提訴した。当該教会は、

28　 HCCとは「ハレルヤコミュニティーチャーチ」の略称である。
29　 当該棄却について、紀藤は次のようにコメントした（紀藤：2008）。「民法の時効は、下記

の民法の条文のとおり、一般論としては、被害者が、損害及び加害者を知った時から３年
間で成立しますが、被害者が、牧師からのマインドコントロールを受けていたときには、
当然に自分がされたことが、セクハラだとか暴力だとかの被害、つまり損害だときづきま
せん。ましてや自分の受けた被害が、「違法」 な被害、損害だときづくはずがありません。
それは、先生と生徒のように、上下関係がある以上、当然のことです。ですから時効は、
マインドコントロールが解けた、あるいは損害、被害と気づいた時から進行するはずです。
この判決は、マインドコントロールの理解を欠いただけでなく、セクハラ一般への理解を
欠いた判決だと思います」。つまり、紀藤の考えは、マインド・コントロールが解けるこ
とによって被害を認識した時点から時効が進行するというものである。ただし、この論理
には、マインド・コントロールに実効性があるという前提が不可欠である。同時に、マイ
ンド・コントロールが解けるまでの期間には原告の自由意志が拘束されていたという主張
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「２ちゃんねる」にて、「当教会に 「暴力セクハラあり」 「カルトだ、マインドコント
ロールがなされている」 など「数年間にわたって書き込みが続」いたと主張した。裁
判所はこの訴えも棄却した。
本稿においては、裁判所の判断の意味や意義、あるいは当該事実関係にコメントす
るつもりはない。本稿で注目するのは、まず、当該カルト視される団体が、マイン
ド・コントロールなる手法により信者を洗脳する団体であると原告が主張するも、裁
判所はこれを認定しなかったこと、および、当該牧師の主張に基づけば、カルトとそ
うでない教会の区別が曖昧であることである。以上は、カルトと非カルトを、単純
に、二分論的に区別できるわけではない事例として位置づけられる。
以上を踏まえつつ、櫻井（2004a：15）はカルト研究について以下のような主張を
開陳した。

さらに、カルトという言葉に社会的告発や政治的問題化という実践性が既に付与
されている以上、研究者がそれらの言葉を用いて特定の宗教現象を説明しようと
すれば、当該の問題に特定の立場を表明することになる。しかも、特定教団の暴
力により身体や財産に危害を加えられ、また「信教の自由」を侵害されたと主張
する人々を目の前にして、研究者は「カルト」問題の解釈を述べるだけでは済ま
ないのではないか。

つまり、櫻井（2004a）によれば、カルトという用語を使用した時点で、研究者自身
が、該当する宗教団体に批判的な立場であることを表明することを意味する 30。同時
に、当該研究者は当該団体を排除する実践を暗黙に要請される 31。
さらに櫻井（2004a：15-16）は次のようにも述べた。

宗教研究は、反カルト運動同様に、「カルト」を実体としての教団組織、「 マイ
ンド・コントロール」を具体的な布教・教化手法として、その議論の是非を考え
てきた 32。しかし、これらの概念は実体ではない。社会的葛藤の所在を示すシン

でもあり、当該期間において原告が引き受けるべき責任を回避するための理論でもあると
いえる。

30　 これは非常に示唆に富んだ言説である。
31　 筆者にはいささか過激な発言に思える。
32　 櫻井は、一般的なマインド・コントロールの概念に加え、マインド・コントロールの是非

を「具体的な布教・教化手法」に関する議論に基づき判別している。
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ボルである。例えば、「カルト」はアーレフの信者達と世田谷区鳥山地区住民の
居住空間をめぐる葛藤の中に現れる。「マインド・コントロール」は統一教会脱
会信者と教団における入信の「自己決定権」をめぐる裁判の中で出てきた問題で
ある。無差別テロや霊感商法といった明白な犯罪行為への批判とは別に、「暴力
の蓋然性」に対する恐怖・怒りが地域住民の生活圏を侵害するものとして「カル
ト」に実体化され、人権侵害の蓋然性が特定教団において「マインド・コントロ
ール」として問題にされるのである。今後の「カルト」問題の研究は、教団や宗
教行為だけではなく、教団と社会、信者と市民に問にある葛藤、価値観や生活様
式、ふるまい方の相違に着目し、社会問題のありようを分析するべきである。

つまり、そもそもカルトは実体ではない。あくまでも社会的葛藤のシンボルである。
「明白な犯罪行為への批判とは別」に、暴力や人権侵害の蓋然性がある宗教団体に対
して住民が抱く葛藤そのものが当該集団をカルト視する理由となる。こうした社会問
題のありようが、カルト研究における分析対象であると櫻井は言及した。

Sakurai（2005：1）は次のように述べた。

Some former male members likened being the former Unification Church of 
Japan member to having tattoos, which can be interpreted as a sign of Yakuza 
ma�a member in Japan. Admitting in a public arena that he was a former Moonie 
is like exposing that stigma.

Sakurai（2005）によれば、元信者にとっては、当該教団に所属していたことがヤク
ザの入れ墨のようだという。つまり、一度ついたレッテルは二度と剥がすことができ
ない。元信者にとってはこうしたレッテルは恥ずべきものなのかもしれない。その理
由は、そもそも当該教団が一般社会から蔑視されているところにある 33。この入れ墨
のようなレッテルは、信仰を持つ信者にも同様に張られている。カルト視される教団
が社会から切り離されているので、信仰を持つ信者のキャリアは社会から断絶されて
いる。元信者の場合は、断絶したキャリアをつなぐことが容易ではない。一方、信者
が社会から断絶されることや、元信者が社会に受け入れられないことを一方的に自業
自得であると認定するのも不当であろう 34。ここにも、カルトを受容するか、それと

33　 レッテルは信者自身が貼るのではなく、社会が貼るものである。
34　 信者は社会に迷惑をかけたのであるから、社会からの断絶を当然に受忍すべきであるとい

う考え方はあまりにも短絡的である。
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も排除し除去するかの対立が出現する。
櫻井（2004a）におけるカルト研究の目的は、カルト団体がもたらす実際の社会問
題、および、引き起こされる社会問題の蓋然性を解決するところにある。かつ、かか
るカルト排除の実践をおこなううえでの理論形成をおこなうところにある 35。あえて
極論を述べるとすれば、カルト研究とは、社会的勢力における多数派の利益を追及し
つつ、排他主義的な側面を内包した差別的概念としての反カルトに関する実践研究で
あるといえる。
こうした反カルトの視座に基づく実践研究はすでに多岐にわたりおこなわれてき
た。一方、反カルトがもたらす人権問題、あるいは、反カルトに内在するカルト性に
ついてはあまり注目されてこなかった。

5. 反カルトに内在するカルト性

前節では、櫻井（2004a）の知見に基づき、カルト言説がいかに使用されるかを示
した。これを筆者なりに、以下の①～③としてまとめてみた。

①  カルトとは、あくまでも当該宗教団体を批判する立場によって使用されるも
のであり、価値中立的な概念であるとはいえない 36。

②  カルトという用語を使用した時点で、その研究者は当該宗教団体を排除する
実践が暗黙に要請される 37。

③  カルトは実体ではなく、あくまでも社会的葛藤のシンボルである。「明白な犯
罪行為への批判とは別」に、暴力・人権侵害の蓋然性がある場合、当該宗教
団体はカルトと認定される 38。

ここで、特徴①の観点について、櫻井（2004a）の以前の論文である櫻井（1997）を
みてみたい。現在頻用されるカルト言説は、価値中立的な概念とはいえない。この点
について櫻井（1997：114）は次のように述べた。

35　 その場合、社会問題を引き起こす蓋然性のみで当該団体を排除する行為の正当性を議論し
明確にする必要があるといえる。さもなくば、人権侵害の蓋然性が生じるといえよう。

36　 本稿ではこれを「特徴①」と呼ぶ。
37　 本稿ではこれを「特徴②」と呼ぶ。
38　 本稿ではこれを「特徴③」と呼ぶ。



95〈研究ノート〉 カルトという蔑称と反カルトに内在するカルト性

この議論の発祥の地であるアメリカで猖獗を極めていると言われる数千のカル
トと呼ばれる反社会的・非社会的集団は、1970年代頃頻出したが、1980年代に
入って勢力を落とし、それに対してエバンジェリカル等のファンダメンタルと呼
ばれる保守的既成宗教が急速に勢力を拡大してきた。この間、現代宗教研究の焦
点は、既成宗教の世俗化をモデルとした宗教の世俗化論・近代化論から、新宗教
運動論へ、そしてファンダメンタル、エスノ・ナショナリズム等の復古主義的、
排他的イデオロギーに移ってきた。破壊的宗教集団としてのカルト批判、カルト
による信者のリクルート、コントロール戦術としてのマインド・コントロール批
判は 1970年代後半から 80年代にかけて一通りの議論を尽くされている。
そこで得られた結論は、カルトは宗教社会学的な教団類型というよりも、信者
の奪回・脱会を支援する弁護士、ケースワーカー、元信者、信者の親族からなる
アンチ・カルト集団によってターゲットとされた集団への総称的蔑称であり、ラ
ベリングと見なされた。また、マインド・コントロールという社会心理学的操作
の理論は、特殊カルト的行動支配に限定されないコミュニケーション過程に一般
的な心理操作技術であり、この操作自体を問題にするのであれば、消費社会にお
けるコマーシャリズム批判に行き着かざるを得ない。

つまり、カルトとは、あくまでもカルト視される宗教団体を批判するための用語であ
り、該当する宗教団体への「総称的蔑称」である。櫻井（2007）は、「要するに、カ
ルト概念は社会問題を惹起する宗教というレッテルはりである」とも述べた。また、
カルトにおける社会心理学的な操作の技術がマインド・コントロールであり、櫻井に
よれば、この操作自体は、延いてはコマーシャリズムにたどり着く。
続いて特徴②についてである。そもそも特徴①で示したように、カルトという用語
は当該宗教団体への批判の意味が内包された蔑称である。櫻井の主張によれば、かか
るカルトという用語を使用するからには、研究者自身が「信者の奪回・脱会を支援す
る弁護士、ケースワーカー、元信者、信者の親族からなるアンチ・カルト集団」と
同一の立場にあることを表明することに暗黙の同意をしたことになる 39。このことは、
見方によれば、用語使用に制約をかけることを意味する。だが実際は、研究者が「特
定の立場を表明」（つまり、自身が反カルトであり、カルトは排除すべきであるとい
う立場を表明）せずに使用することを妨げる理由などは当然に存在しない 40。

39　 暗黙の同意とは、自らがカルトと対立しこれを排除する立場にあることへの同意である。
かかる同意は、同時に実践への同意でもある。

40　 無論、カルトを否定する立場の研究者はこの用語を、カルト否定の観点からこの用語を使
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最後に特徴③についてである。カルトというのはあくまでもシンボルであるとい
う。櫻井は、「明白な犯罪行為」の存在と、暴力・人権問題の蓋然性とを、まずは切
り分けたうえで、カルト概念を当てはめた。この切り分けは、日本にカルトという用
語が移入された背景と、それ以降のカルトをとりまく事情の変転と深いかかわりがあ
る。日本においては、事実上、オウム真理教による刑事事件をきっかけにカルトの
概念が移入された。オウム真理教は明らかに、「明白な犯罪行為」を（しかも非常に
重大な犯罪行為を組織的に）おこなった宗教団体である。以下は櫻井（2009a：174-
175）の言説である。

さて、カルト論争を含めたカルト概念が日本に導入されたのは、日本ではオウ
ム真理教による地下鉄サリン事件以降である。もちろん、統一教会による霊感商
法や正体を隠した伝道方法を批判する人々は、洗脳、マインドコントロールとい
った概念を同団体に適用していたし、カルト概念によって批判された新宗教は他
にもあった。しかしながら、無差別テロを実行したオウム真理教信者達の裁判に
おいて、教団の心理的強制力が抗いがたいものであったのか否かが争われた時
に、批判団体や社会心理学の研究者、マスメディアはマインドコントロール概念
を用いたのである。

櫻井（2009a）に基づけば、当初カルトという用語は、「明白な犯罪行為」、つまりは
実際に重大な違法行為を組織的に犯した宗教団体に対して使用されていた。本稿で
は、かかる宗教団体に対して使用したカルト概念を「概念①」と呼ぶことにする。
続いて、直接に「明白な犯罪行為」を犯したわけではないが、当該宗教団体の教理
に深くかかわる教団あるいは関連すると思われる個人に対するカルト視の問題であ
る。この点について櫻井（2005b：1-2）は以下のように述べた。

2001 年から 2005 年までの間に、この問題を突きつけられた地域社会や教育機
関が、「カルト」との共存はご免と、居住反対運動や大学入学不許可という対応
をとった。行政は当初、地域における「公共の福祉」という名目で彼等の住民票
を受理しなかった。90 年代後半の「カルト」批判の高まりや、教団を監視する
ために新法まで作った社会的雰囲気の中では、住民の不安を治めるために仕方の

用することができる。また、カルト視されている宗教団体を弁護する立場の研究者は、そ
の立場からこの用語を使用する。
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ないやり方だったのかもしれない。しかし、アーレフ信者や関係者の訴えによ
り、裁判所は、地域社会と大学に法の遵守を求めた。つまり、居住の自由、就学
の権利といった日本国民が等しく享受できる基本的人権は、「カルト」視される
信者にも適当されるということが再度確認されたのである。アーレフ関係者の裁
判を積極的に支援した人権擁護団体の人々がおり、この時期、評論家やマスメデ
ィア関係者がモラル・パニックを戒め、「カルト」排除の論理を「公共性」に反
する感情論として批判していった。「オウム・バッシング」で明け暮れた 90 年
代末に飽きた言論人や一般の人々も、「カルト」の信者も普通の人達であるとい
う見解を持つようになっている。現時点において、なお地域や大学でアーレフ信
者や関係者の受け入れ反対を主張してきた人々は、頑なな人達と見なされ、社会
的に孤立する様相すら呈している

つまり、オウム真理教は解散したが、それを継承した（とされる）アーレフ 41へのカ
ルト視がこれに相当する。アーレフは、「明白な犯罪行為」を組織的に犯したオウム
真理教そのものではない 42。だが、オウム真理教の現実的な後継団体である 43。かつ当
該教団の教理が継承された蓋然性が極めて高い 44。これらの点から、暴力・人権侵害

41　 当該団体の名称は、「アレフ」、「アーレフ」、「Aleph」と変遷している。本稿では櫻井
（2009a）の表記を使用し「アーレフ」と呼ぶことにする。

42　 警察庁（2009）は「オウム真理教（以下 「教団」 という。）は、平成 19年 5月、麻原彰晃
こと松本智津夫への絶対的帰依を強調する主流派（「宗教団体アーレフ」）と、松本の影響
力の払拭を装う上祐史浩代表を支持する上祐派（「ひかりの輪」）に内部分裂しました。主
流派は、20年 5月、綱領、規約、活動規定の改正等を行い、名称を 「宗教団体アーレフ」
から 「Aleph（アレフ）」 に改めるとともに、組織の刷新を図りました。松本については、
「観想の対象」、「霊的存在」 という 12年以降の位置付けに変更はないのの〔原文ママ〕、
松本が提唱した 「救済」 の 3つの柱を団体の活動の内容とし、綱領を改めた 「宗教理念」
に明記する一方で、松本の写真や教材の使用を制限するとしていた規定を削除しました。
また、拠点施設では、松本の写真が掲示されていたり、松本が唱えるマントラを流してい
たりしたほか、松本の脳波を信者の脳に流す装置とされる PSI（通称ヘッドギア）を信者
が装着して修行を行っていました。」と述べた。

43　 Aleph広報部（2001）には、「Alephにおいて麻原開祖はどのような存在ですか？」と
いう質問に対する回答として、「Alephの前身であるオウム真理教の教団創始者であり、
Alephの宗教上の 「開祖」 です」と書いてある。つまりアーレフは麻原の宗教的言説に基
づいて編成された。

44　 アーレフは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく観察処分を受け
ており、かつ、宗教法人として認証されていない。
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の蓋然性を類推し 45、かかるアーレフおよび信者への住民・地域社会によるカルト視
がおこなわれた 46。ここで注意すべき点は、かかる暴力・人権侵害の蓋然性の評価は、
あくまでも住民・地域社会によるもの（周囲による評価）である点である 47。当該ア
ーレフおよび信者をカルト視したことに起因する、行政による住民票の不受理などの
行為は、人権擁護の観点から裁判所により否定された。本稿では、かかる実際の犯罪
行為と切り分けられた、暴力・人権侵害の蓋然性に基づくカルト概念を「概念②」と
呼ぶ。「概念②」に基づいて地域住民が当該団体に抱く反カルト感情そのものを否定
することはできない。
地域住民がアーレフに抱く拒否感情と、地域ではない一般の人たちやいわゆる知識
人と呼ばれるような人たちが抱く感情に食い違いがあることを Sakurai（2008b）は
指摘した。そのうえで、Sakurai（2008b：248-249）は以下のように言及した。

Can we simply dismiss the way those countries express their anger or frustration 
over Japanese attitudes? Can we repeatedly insist that re�ection on Japanʼs actions 
60 long years ago is an unreasonable interference or political strategy? Can we 
erase the invasion by Japanese soldiers from the memories of war victims in Asia? 
We perpetrated certain things in the war that deserve current criticism, and Japan 
cannot escape that responsibility. Legally it is possible, but on a moral level it is 
not. As long as we are Japanese, we all have to share the burden of Japanʼs history. 
If that is so, we have no choice but to listen to other countriesʼ criticisms about 
the remnants of state Shintoism, which became a breeding ground for militarism, 
as manifested in history textbooks with a strong nationalistic tinge and a 
political climate reminiscent of the National Mobilization Law. �e international 
community will not accept the brazen attitude of Japan demanding proof.

Just as the passage of time and legal details do not morally exonerate Japan from 

45　 Aleph広報部（2001）は、現教義は犯罪を肯定するものではなく、すでにオウム真理教の
教義と切り分けられていると主張している。

46　 櫻井（2007）は「宗教社会学を専攻する筆者は、オウムは紛れもない宗教であり、全ての
宗教はオウム的な暴力性を持ち合わせていると考える」と述べた。この言葉に基づけば、
全ての宗教には暴力の蓋然性があることになる。

47　 Aleph広報部（2001）は「Alephでは、事件・犯罪を否定する姿勢を明確に示し、地域社
会で平穏に生活していくためのルールを遵守するとともに、地域住民との関わりと日々の
仏道修行の実践を通じて近隣の不安感を解消し、社会の信頼が得られるよう努めています」
と述べ、地域住民の感情への配慮について言及している。
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its past actions, so too do current Aleph members bear some responsibility for 
the heinous crimes their group perpetrated. And just as Japan is morally bound 
to listen respectfully to the criticisms of those whom it once victimized, so too 
do current Aleph members and their supporters have an obligation to respect the 
fears of those for whom the memories of Aumʼs attacks are still vivid.

つまり、第二次世界大戦時、日本が侵略した韓国などのアジア諸国に対し、たとえ法
的な決着がついたとしても、道徳的レベルにおいては日本人である限り歴史を背負っ
ていかねばならない。侵略された国々には、日本の行為の記憶が残っている。同様
に、現在のアーレフの信者は当時のオウム真理教と同一ではないが、継承の蓋然性の
高さゆえに、人々の恐怖心を重く受け止める義務があるというのである。一方、こう
した情緒があることを踏まえつつも、現実的には、かかる情緒に基づいた人権侵害行
為があった場合、これについては法的に処罰される可能性がある 。アーレフ信者で
あることにより被る差別視を安易に自業自得という言葉で片づけることはできない。
概念②を踏まえ、カルト視する側の態度および行為がむしろ問題される場合がある
ことが示唆された。櫻井（2005b：2）は以下のように述べた。

後半の「カルト」問題とは、犯罪や病理を除去されたはずの教団に忌避感情を
示す一般市民の態度に、メディアの言論人や人権尊重を求める団体が提起した信
教の自由や人権問題である。本稿で取り上げる事例が、脱会カウンセリングに対
する教団と宗教ジャーナリスト側からの批判である。脱会カウンセリングとは、
特定教団に入信した信者はマインド・コントロールされているために信者であり
続けるとみなし、家族とカウンセラーが積極的に信者当人の信仰問題に介入する
ことでマインド・コントロールを解き、教団から脱会させようという特殊なカウ
ンセリングである。当然のことながら、教団にとってこのような介入は信教の自
由を侵害する重大な違法行為であると認識される 48。また、脱会カウンセリング
の技法をめぐって、宗教ジャーナリストは信者の身体を意に反して拘束し、棄教
を迫ることは重大な人権侵害であると主張する。ここには一般の人達も人権論的

48　 なかには信者が 12 年 5カ月に渡り不法監禁された事例がある（全国 拉致監禁・強制改宗
被害者の会：2010）。本件について、世界日報編集局（2015）は「成人男性を拉致監禁し
たとして総額 2200万円の損害賠償の支払いを命じられた親族と職業的改宗活動家、牧師
の上告審判決で、最高裁第 3小法廷（大橋正春裁判長）は 9月 29日、牧師らの上告を棄
却した」と記している。
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見地や日本社会の閉鎖性を問題にするという地点から論議に加わってきている。

社会通念から逸脱した行為が、反カルト側によってカルトに対しておこなわれた事例
が出現した。例えば、家族およびカウンセラーと称する人物による、当該宗教団体の
信者に対する拘束等をともなう棄教強要が実施された。これは違法行為 49の可能性が
極めて大きい 50。つまり、カルト視する側の行為がむしろ非難されるという状況が生
じた（室生：2015、大野：2010）のである。さらに、反カルト団体（カルト視する
側の団体）がむしろカルト化する、という逆転現象ともいえる現象さえも指摘された
（米本：2008）。こうした、反カルトのカルト化現象に本稿は注目している。

Sakurai（2008b）が指摘した情緒については決して軽視すべきものではない。だ
が、実際に、当該宗教団体による明白な違法行為と切り分けられた組織・個人に対し
ての、暴力・人権侵害の蓋然性のみを根拠としたカルト視は、不当なレッテル張りで
ある。かかるレッテル張りは差別感情に基づく 51。さらに、こうしたカルト視が先鋭
化し過激になった場合、例えば拘束などをともなう棄教強要行為 52のような、深刻な

49　 本稿では刑事罰がともなう法律違反行為のことを「違法行為」と呼ぶ。
50　 前川（2016）は「例えば破壊的カルト集団のいわゆるマインド・コントロールからの

離脱の場合はどうであろうか｡  マインド・コントロールといわれる programmingが
当人の ｢内面｣ ＝ ｢心理｣ への強力な介入であるのと同様､ そこから離脱させる過程 
deprogramming、exitcounselingもまた､ 当人の ｢内面｣ ＝ ｢心理｣ への強力な介入であ
ること自体は否定できない」と言及したうえで、「deprogrammingは本人の意思に反する
物理的強制を伴うことから､ アメリカやイギリスでは違法行為とみなされ､ 現在ではより
穏やかな exitcounselingが主流となっている」と述べた。さらに、かかる deprogramming
と exitcounselingの境界線が明確であるとはいえない。

51　 イントロヴィニエ（2022b）は「日本では、オウム真理教という新宗教の指導者と数人の
メンバーが 1995年に東京の地下鉄で行った致命的なサリンガス攻撃を含む恐ろしい暴力
行為を犯した。この特定の事件が、他の国におけるよりもメディアの 「カルト」 に対する
一層敵対的な風潮を作り出した。これはある意味で理解できるが、メディアは一般化とス
テレオタイプ化が確実にヘイトクライムを生み出すことを常に考慮すべきである」と述べ、
オウム真理教事件により作り出されたステレオタイプ化したカルト像がヘイトクライムを
生み出す危険性を指摘した。

52　 太田＆三笘（2012）は、信者の棄教を目的とした精神科病院への強制的入院による監禁
がおこなわれたことを以下のように主張した。「一連の反統一教会キャンペーンの背後で、
教会員の信仰破壊を目的として精神科病院に強制入院させるという著しい人権侵害が横行
していたのである。国会における統一教会攻撃の急先鋒に立った社会党の横山衆議院議員
は 「宗教の行動、思想は触れないにしても、それに伴って違法、不当、脱税、人権蹂躙等、
法律に触れる、社会常識に余りにも触れることは看過できません」（77年 4月 6日の衆院
法務委員会）と高らかに宣言していたが、統一教会員に対して行われた人権蹂躙について
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人権侵害をもたらす蓋然性さえ生じる（室生：2015、室生：2017、大野：2010、世
界日報編集局：2015、世界平和統一家庭連合 総務局：2022）。
さらに、反カルトによる当該宗教団体の信者への拘束などをともなう棄教強要行為
が組織的かつ計画的におこなわれていたことについて、世界平和統一家庭連合 総務
局（2022）は、田口（1994）をもとに、次のように主張した。

拉致監禁事件を主導してきた人物の一人である故・田口民也氏は、1994年 9
月 20日、『統一協会 救出とリハビリテーション』という編著書を出版しました。
家庭連合に対する反対派は、長年、「拉致監禁の事実などない。自分たちはそ

のような事件に全く関与していない」と言い張ってきましたが、この書籍を見れ
ば、それがいかに事実と異なる主張かが分かります。

田口（1994）では、例えば、「統一協会からの救出・具体的方法」という章があり、
「救出のフロー」と名づけられたフローチャートが紹介された。この「救出のフロー」
には、例えば「救出前の準備」として「保護・隔離するための適当な住居を借りる」
という項目があり、さらに細目として「中から出口に錠をかける」、「窓という窓には
すべて内側から危険防止、逃亡防止の目張りをする」、「その他に脱出口はないか、本
人が閉じこもりそうな場所はないか、すべてチェックする」、「什器・備品の準備をす
る」、「食料を備蓄する」と説明が書かれている。さらに、「説得者」については、「説
得者が元信者であると、最も威力を発揮する。しかもクリスチャンだとさらに強力で
ある」と書かれている。こうした記載から理解できるように、田口（1994）は、信
者への拘束などをともなう棄教強要行為の方法論を掲載した。かかる方法論の記載
は、当該拘束などをともなう棄教強要行為が組織的かつ計画的なものであることを示
唆している。
さらに、世界基督教統一神霊協会（1993）には、日本基督教団水戸中央教会の横
溝洋三牧師が、棄教強要を目的とする拘束行為を電話で指示した記録が掲載されてい
る。当該資料によれば、日本基督教団愛知県小牧教会の森哲牧師、三重県桑名教会の
平良夏芽牧師も関連しており、このことは、牧師たちが組織的に連絡を取り合い、拘
束行為がおこなわれている現場に赴いていたことを示している。なお、上述の横溝牧
師が 1992年の時点でカルト視される団体に対する「救出活動」をおこなっていたこ

は黙殺していたことになる。」、「実際、国会で一連の統一教会バッシングが行われた 77年
以降、精神科病院を舞台とした拉致監禁・強制棄教事件が急増していく。常軌を逸したバ
ッシングが、深刻な人権蹂躙を誘発させる結果となったのである。」。
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とについてはキリスト新聞社（1992）に記されている。
野口（2002：94）は反カルト運動について次のように述べた。なお、下線は筆者

によるものである。

以上のような宗教団体による違法活動や反社会的とされる事件が多発するに伴
い、それに危機意識を持った一部の学者、弁護士、キリスト教系の団体などが、
社会的な摩擦を生じさせているいわゆる新興宗教団体に対して、積極的に関わる
ようになった。その手段としては、訴訟の提起、マスメディアや学会、政府機関
等への情報提供、ガイドラインの作成（例：日弁連の 1999年３月 26日意見書
「反社会的な宗教的活動にかかわる消費者被害等の救済の指針」）、著作物出版に
よる一般社会への啓蒙活動、さらには、被害を受けたとする人々の相談に応じた
り、カウンセリングをすることなどが挙げられる。
しかし、かようないわゆる反カルトムーヴメントにおいては、ややもすると、

知識不足と偏見に基づいて誤った情報提供や宣伝が行なわれ、それを無批判に受
け入れた人々の中に、ヒステリックで不寛容な感情を助長させ、ひいては人権侵
害を惹起する恐れがある。反社会的な活動をしているとされる宗教団体への対応
は、客観的に正確でかつ十分な情報に基づき、公正な偏りのない分析・判断を行
なうことがまず大切であるし、また、適切な方法・手段による合法的な活動にと
どまらなければならない。その点に失敗して、極端な人権侵害に発展したのが、
強制説得・脱会という事例なのである。

つまり野口（2002）は、反カルト運動の偏見ある言説が民衆のヒステリックかつ不
寛容な感情を助長させ、これが人権侵害を惹起する背景となる。さらには実際の人権
侵害行為までも現れていると指摘した。さらに、野口（2002）は、「脱会請負人 53」な
る人物の存在や、かかる行為そのものが「犯罪にも相当する違法行為と判断せざるを
得ないものが少なくない」ことを述べ、日本による脱会強制の判例として「鳥取監禁
損害賠償等請求事件（鳥取地裁平成 12 年８月 31 日判決）」54、「監禁損害賠償請求事件

53　 あるいは「改宗請負人」。
54　 本件の原告は世界基督教統一神霊協会（現・世界平和統一家庭連合）の信者であり、被告

は原告の父母および宗教法人キリスト教神戸真教会の牧師である。「原告に対しその信仰
する宗教を捨てさせる目的で違法に逮捕監禁等を行ったとして、被告らに対し、慰謝料等
の損害賠償及び上記強要行為等の差し止めを求めた事案」（野口：2002）である。
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（神戸地裁平成 13 年３月 30 日判決）」55を例示した。
小島（2008：258-259）は、カルト問題に対する信教の自由の制限には困難がとも

なうことについて次のように述べた。

宗教の反社会的行為の取締に際して、殺人・強姦に代表される明白な刑法事案
の既遂の対応はそう困難ではない。むろん、当該新宗教教団が閉鎖性や信者の精
神的支配を強度に有する場合には、そもそも事件の認知が困難になることはあろ
うし、捜査に対し「信教自由に対する弾圧」という抗弁がなされる可能性もあろ
うが、もしひとたび官憲によって事件が認知されれば、他の社会集団や個人と同
様の対応がなされるであろう。しかし、国家による「反社会的」宗教の取締問題
は、「反社会性」を有する教団が、「反社会的」行為を反復継続する潜在的可能性
に対する事前の予防・再発防止、すなわち個々の信者による既遂の逸脱行為への
対応を超えた、事前抑制的団体規制の問題が浮上せざるを得ないため、問題は困
難な要素を孕まざるを得ない。つまり、いかなる宗教を法的・行政的警戒・取締
の対策とする「反社会的」宗教と見做すのか、その定義の困難性と、予防の手段
としての団体規制のあり方という難問である。

信教の自由が宗教団体における聖域のようにみなす人がいるかもしれない。しかしな
がら、違法行為を犯した宗教団体については、たとえ当該団体が宗教団体であり信教
の自由を主張したとしても、現実的には反社会的行為として、刑法により個別に取
り締まることができる。一方、反社会的行為の潜在的可能性により、当該宗教団体
を「反社会的」宗教とみなしてこれを規制すること（事前抑制的団体規制）は困難で
ある。小島（2008：263-264）はさらに「反社会的」宗教の定義づけの困難さについ
ても、現代フランスおよび戦前の日本の事例研究の知見に基づき、次のように総括し

55　 本件の背景を野口（2002）は次のように述べた。「本件は、プロテスタント系キリスト教
の一派（バプテスト派）である 「西舞子バプテスト教会」 のいわゆる協力牧師（被告）が、
平成７年（1995年）７月７日以降 17日間に亘り、1児（平成２年 11月生まれの男児）の
母（当時 41歳）であった 「エホバの証人」 信者の原告に対し、強制的に棄教を迫った事
件である。なお、原告は、正確には、いまだエホバの証人の正式な信者ではない 「聖書研
究生」 であった（元来自分自身の家族と同じくカトリック教徒であり、平成４年３月から
エホバの証人と聖書の研究を開始した婦人である）。原告の夫は共産党の思想に近い考え
方をしていたが、原告とその夫は趣味や仕事が共通の友人として交際を深め、昭和 54年
７月 17日に婚姻している」。なお、ここでの「エホバの証人」とは、「ものみの塔聖書冊
子協会」の略称である。
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た。

信教の自由の限界および、宗教集団の反社会的行為を契機とした国家と宗教の関
係性について、両事例が少なからず共通する困難に逢着していたことを明らかに
した。近代以降の社会における信教自由の制限に胚胎する普遍的困難性を摘示す
ることができた。

概念①の場合は、実際に違法行為を犯した団体、あるいは、当該団体における違
法行為を犯した当事者へのカルト視である。違法行為がみとめられる場合、当該団
体および当事者は刑法により個別に処罰されることになる。一方で、当該団体およ
び当事者に対して抱く感情を根拠とした私的制裁行為は明らかに不当である（板山：
2015）。概念②の場合も、かかる感情論に基づく私的制裁が不当であることにかわり
はない。あくまでも制裁は法に基づくべきである。いずれにせよ、カルト視と強制棄
教行為は切り分けられる問題ではない。かつ、カルトへの私的制裁と強制棄教行為は
深く関連する。私的制裁や強制棄教行為は、カルトへの偏見と差別感情に基づく信念
により容易に正当化されるのである。そもそも、カルトという言葉には蔑称としての
意味が込められている。概念①であれ②であれ、カルトが蔑称であることについては
何らかわりがない。
櫻井（2005b）および魚谷（2016）はアメリカにおける強制棄教終焉の経緯を紹介
した。少し長い引用になるが参考になるのでここに記載することにする。以下は櫻井
（2005b：4）である。

脱会カウンセリング（exit-counseling）という言葉は、「カルト」問題に巻き
込まれた人以外には殆ど知られていないだろう。臨床心理や精神底学の専門家で
知っている人も少ないと思われる。これは心理療法の技法ではない。「カルト」
視される教団に所属している信者に家族が働きかけて脱会を促す際に、「カルト」
問題の専門家がカウンセラーとして関わり、信者の脱会を支援する方法である。
脱会カウンセラーという職種や資格はないし、臨床心理の専門家が関わることも
日本では少ない。

1970、80年代のアメリカでは、「カルト」から子供や配偶者を奪い返そうとい
う親達が、ディプログラマー（deprogrammer）と呼ばれる人達に家族の奪回を
依頼した。子供達の家出や学業放棄・家族遺棄といった突然の変貌は，「カルト」
による洗脳の結果（「カルト」からプログラミングされたと考える）であり、「カ
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ルト」をやめさせるにはディプログラムすることが必要だと考えられたのであ
る。具体的なやり方は、信者を教団から連れ出したり、路上で拉致したりして、
モーテルや自宅等に一定期間閉じこめて、教団に関わる批判的情報を教えて信者
に脱会を促すというのが一般的であった。ディプログラマーの出自は、宗教関係
者や元「カルト」信者から、棄教させることを高額の成功報酬で請け負うビジネ
スライクな人達まで様々であり、統一されたやり方があるわけではなかった。
しかし、抵抗する信者に対しても強引に説得するというやり方は「強制改宗」

と呼ばれ、宗教団体や宗教研究者から信仰の自由を奪う行為として厳しく批判
された。また、信者がディプログラマーを人権侵害で提訴し、勝訴する事件が
相次いだ。 1996年、カルト・ウォッチング組織であった CAN（Cult Awareness 
Network）は、キリスト教ペンタコステ派の信者ジェイソン・スコットを脱会
させるためにディプログラマー（著名なリック・ロス 56（http://www.rickross.
com/）57他）と協働したとされ、懲罰的賠賞金として 200万ドルを科せられ、解
散した。ちなみに、同団体の名称、及び「カルト」関連資料は、賠償金支払いの
負債を肩代わりするという条件でサイエントロジーの手に渡り、反カルト運動を
研究する者の利用に供されることになったのである。

アメリカにおいても、信者への拘束などをともなう棄教強要行為がおこなわれてき
た。櫻井が述べたように、信者がディプログラマーを人権侵害で提訴し、信者側が勝
訴する事例が相次いだ。
上述のジェイソン・スコットの事件については、魚谷（2016）は、Dan Fe�erman
の論文「�e Rise and Fall of “Deprogramming” in the United States」58を翻訳し紹介し
た。以下はその一部である。

ディプログラミングはすでに衰退しつつあったが、ジェイソン・スコット事件
は、米国におけるディプログラミング運動の終焉を決定的なものにし、強制棄教
業者と積極的に策謀してきた「カルト警戒網 59」を破綻させた。１９９１年にジ
ェイソン・スコットが失敗に終わったディプログラミングの標的になったとき、
彼は１８歳で国際ペンテコステ教会連合の関連団体であるライフ・タバナクル

56　 例えば、Ross（1994）、Ross（2014）を参照。
57　 このリンクは現在機能していない。
58　 邦訳題名は「米国におけるディプログラミングの始まりと終焉」。
59　 CAN（Cult Awareness Network）のことである。
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（生命の幕屋）教会の教会員だった。
ワシントン州西部地区の米連邦地方裁判所の陪審は、スコット対ロスの６日間
にわたる裁判の後、ディプログラマーであるリック・ロスとそのチームによる原
告ジェイソン・スコットの拉致は、スコットの公民権を侵害し、犯罪的過失であ
ると判断した。陪審は、スコットへの補償的損害賠償として８７５０００ドル、
懲罰的損害賠償として４００万ドルの支払いを評決した。陪審は、過失責任の
１０パーセントと懲罰的損害賠償のうち１００万ドルの支払い義務を、以前は市
民自由財団という名称で法人化されていた反カルト団体である「カルト警戒網」
（CAN）に割り当てた。これは、CANがロスと共謀してスコットの公民権を剥
奪したという根拠に基づくものだった。
カルト警戒網は、CANが陰謀と過失に対して法的責任を負うと判断した陪審
の評決に関して、第 9巡回区の米連邦高等裁判所に上訴した。連邦高裁は、「証
拠は、リック・ロスを含むディプログラマーに人々を紹介するのが CANのやり
方であり、ロスは強制的ディプログラミングを行ってきたことで知られていたこ
とを示している」と述べた。法廷は、CANの会長がロスに紹介を行ったことを
重要視した。法廷は、陪審がそれを信じる場合、CANの会員が日常的に、ロス
を含むディプログラマーに人々を紹介し、ロスが強制的ディプログラミングを実
施し、CANはロスが強制的ディプログラミングを実施していたことを知ってい
たことを立証する十分な証拠を見出した。法廷はまた、CANが強制的ディプロ
グラミングを禁止する公式な方針を持っていたけれども、そのことは CANのや
り方に関する証拠を弱めるものでもなく、また CANに対する代償的責任を課す
ることを妨げるものでもないと判決した。高裁判決の後、CANは破産申請した。

このように、当該ジェイソン・スコット事件により、アメリカにおけるカルト信者
への強制的なディプログラミング運動が事実上の終焉に至る（Freedom Magazine 
Sta�：2019、Lewis：2009、Shupe：2009）。しかしながら、以上は、カルト視自体が
終焉したことを意味していない。

6. 宗教的倫理と非宗教的倫理のコンフリクト

櫻井（2009a：166-167）は、宗教と倫理の対立について、次のように述べた。

倫理は集団構成員全てに課す規範や責務となるが、宗教は個人の信念としてのみ
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保護尊重される。個別と普遍、世俗対峙性と世俗親和性こそ、現代日本で了解さ
れた宗教と倫理の関係といってよい。

つまり、倫理は普遍的であり、宗教は個別的である。双方の価値観が一致する場合は
そこに対立関係は生じることはないが、もし不一致があれば容易に対立の蓋然性が表
出する。一方、こうした対立における社会的拘束力は、価値的優位性によるのではな
く、ひとえに社会的勢力の優位性による（櫻井：2009a）。ここで、カルト概念がは
たして宗教概念に包括されるか否かという点が問題となる。
前節までに、カルト言説がそもそも総称的蔑称であり差別が内在する概念であるこ
と、現実的な違法行為がある宗教団体であるならばまだしも、違法行為とは切り分け
られた宗教団体に対する、暴力・人権侵害の蓋然性のみを根拠としたカルト視は、明
らかに不当であり、かかる侵害行為などが行き過ぎた情緒論に起因する可能性がある
こと、さらには、かかるカルト視が私的制裁を誘引する可能性があることを述べた。
その一方で、現代の社会においてカルト問題が依然として現実に存在し、むしろ社会
問題化していることは周知である。
前述のように、そもそもカルトが宗教であるか否かについては、櫻井自身も、双方
を切り分けることができないことを示した 60。これを踏まえ、櫻井（2009a）は、宗教
とカルトを分かつ分断線を以下の 3点にまとめた 61。

①  信仰や宗教観の確立に際して、信徒個人を生かすことを組織の機能充足に優
先させるか 62。

②  信徒自身の信仰と生活に対する充足感や、教団の社会的活動への評価が得ら
れているか 63。

③ 信徒に対する境界侵犯がなされていないかどうか 64。

さらに、評価③については、「肉体的な境界侵犯」、「精神的な境界侵犯」、「物質的な
境界侵犯」の細目が設けられている。

60　 櫻井（2006b）は「違法行為と判決が下されるまでには至ってないが、カルトの組織的特
性に内在する問題もあり、それは宗教組織に通底する問題をも含み込んでいる」と述べた。

61　 したがって、ここでの切り分けはあくまでも便宜上のものであるといえる。
62　 本稿ではこれを「評価①」と呼ぶ。
63　 本稿ではこれを「評価②」と呼ぶ。
64　 本稿ではこれを「評価③」と呼ぶ。
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櫻井（2009a）が提示した評価①～③は、宗教とカルトとを峻別する目的で規定さ
れた特徴なのである。ところが、このような特徴は何も宗教の分野に限定されるもの
ではない。つまり（世俗的な）企業などの宗教以外の集団において、当該集団が倫理
的に健全であるか否かを判別する指標としても機能する一般的なものであるといえ
る。具体例を挙げてみよう。例えば、当該評価基準を企業について当てはめてみる。
すると、評価①は、「＜企業人＞としての確立に際して、＜従業員＞個人を生かすこ
とを組織の機能充足に優先させるか」と読み替えることができる。こうした点は評価
②、③についても同様であり、それぞれ「＜従業員＞自身の＜企業＞生活に対する充
足感や、＜企業＞の社会的活動への評価が得られているか」、「＜従業員＞に対する境
界侵犯がなされていないかどうか」と読み替えが可能である 65。以上は、かかる評価
①～③は、宗教分野に限定的に該当するものではなく、むしろ一般の集団における倫
理評価の基準である。換言すれば、評価①～③は、むしろ一般の集団における倫理的
評価基準 66を宗教団体に援用したものとみなすことができるのである。たとえ宗教団
体であったとしても、一般の社会生活をおこなうからには、非宗教的倫理が組織の
健全性を推し量る尺度となることはいうまでもない。だが一方では、宗教団体では、
当該宗教団体独自の、宗教的信念に由来する倫理が存在する 67（例えば、大西：2001、
加藤：2012、橋本：2016）。
非宗教的倫理と宗教的倫理とは必ずしも一致するわけではない（深井：2001）。む
しろ双方のコンフリクトが表出する場面はしばしばみとめられる。具体例を挙げれ
ば、輸血問題は非宗教的倫理において抵触することはない。しかし、ものみの塔聖書
冊子協会では宗教的倫理において抵触する蓋然性が高い。嗜好品の摂取については、
非宗教的倫理では抵触しないが、末日聖徒イエス・キリスト教会では抵触する。こう
した双方の倫理的対立は、まずは個人の価値判断のレベルで存在する。さらに、個人
と社会との間にも存在する。こうした対立が先鋭化した場合に、社会問題として実体
化するのである。さらに社会問題として実体化した場合、かかる現象は、宗教的信念
に基づく奇行として社会から評価される蓋然性があり、容易にレッテル張りがおこな
われるであろうし、延いては差別感情を誘発する蓋然性も生じる。
だが、こうした倫理的対立に基づく社会的感情は、極めて相対的である。つまり、
社会の構成要員の多数が末日聖徒イエス・キリスト教会の信者であり、信者以外が少
数であるとすれば、嗜好品の非摂取が特殊な行為とはみなされず、むしろ当然の倫

65　 評価③の細目である三種の境界侵犯についても、宗教団体に限定されるものではない。
66　 本稿では一般の団体における倫理を「非宗教的倫理」と呼ぶことにする。
67　 本稿では宗教団体独自の倫理を「宗教的倫理」と呼ぶことにする。
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理基準となり、当該社会の宗教的倫理と非宗教的倫理が一致することになるのであ
る 68。こうした点について、櫻井（2009a）の言説では、社会的勢力の優位性という表
現で指摘した。
つまり櫻井が提示した評価①～③は、あくまでも非宗教的倫理の指標に過ぎない。
したがって、これを宗教団体に適用した場合には、必然的にコンフリクトが内在する
のである。かかる内在するコンフリクトは、先鋭化された場面で実体化し社会問題と
なる。さらに、かかるコンフリクトの実体化が頻繁あるいは極端な宗教団体に対して
（当該団体の社会的勢力が劣るため）カルトという蔑称を与える一因となる。一般的
に、宗教団体により、当該団体と社会との対立の度合いは一様ではない。また、同一
の宗教団体（カルトも含む）でも、萌芽期では対立が先鋭化する傾向がある。ところ
が時が経つにつれて鈍化し、次第に世俗に埋没あるいは馴化することになる（櫻井：
1990、ルックマン：1989）。
仮に、法規を超越する可能性がある宗教的倫理が存在した場合、当該宗教団体は教
説に基づく違法行為をおこなう蓋然性が生じる。櫻井（2007）の言説「宗教社会学
を専攻する筆者は、オウムは紛れもない宗教であり、全ての宗教はオウム的な暴力性
を持ち合わせていると考える」を引用すれば、全ての宗教は違法行為をおこなう潜在
的な蓋然性があるといえる。例えば、橋迫（2012）や新免（2016）らも、宗教に内
在する暴力の蓋然性を言及した。しかし、一方では、通常の宗教団体では、仮に、法
規を超越する可能性がある宗教的倫理が存在していたとしても、非宗教的倫理が歯止
めになるため、基本的には違法行為に至ることはない。さらに、たとえ教理を実践す
ることによる違法行為の蓋然性がみとめられる宗教団体であったとしても、当然に、
実際の違法行為が社会的に容認されることはない。仮に、かかる行為があった場合に
は、刑事罰により粛々と個別に処断される。つまり、行為論が適用される。以上を鑑
みた場合、櫻井（2009a）が示した評価①～③による「宗教とカルトを分かつ分断線」
については再検討を要するといえる。
以上は、カルト問題を理解するうえでは、非宗教的倫理に基づく論理のみに立脚す
るのではなく、宗教的倫理に基づく論理にも注目し、双方のコンフリクトの様態を注
視することが必要であることを示している 69。

68　 ものみの塔聖書冊子協会の宗教的倫理では輸血が禁止されている。この場合、生命にかか
わる問題が生じる可能性があるため、末日聖徒イエス・キリスト教会における嗜好品の場
合ほど単純ではない。

69　 理論的にはそうであるが、宗教ごとに宗教的倫理が異なるので簡単なことではない。
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7. 小括

本稿では、主に櫻井（2004a）の知見に基づき、カルト言説の特徴および概念につ
いて整理した。カルトという用語は、もともとは価値中立的なものである（あった）
が、日本においては、かつてのオウム真理教の一連の事件以降、主にマスコミで使用
されたカルト言説は、価値中立的なものではない。明らかに差別を前提としたもので
ある。かかる差別的な用法は、本来は学術的議論に馴染むことはない。その一方で、
こうした差別的意味が含まれるとの認識を前提に、学術的議論において使用されてき
た（いる）現実もある。
ある団体に違法行為があれば、その団体は法的に適正な処罰が個別におこなわれ
る。無論、これは宗教団体に限定されない。同時に、当該団体に所属する個人に違法
行為があった場合には、その個人についても適切に法的な処罰がなされる。一方、違
法行為の蓋然性のみで団体および個人が処罰されるべきではないことは明らかであ
る。仮にかかる蓋然性を根拠に、かかる団体あるいは個人が糾弾されるとすれば、当
然に、こうした糾弾は不当である。また、かかる団体あるいは個人に悪意あるラベリ
ングがおこなわれたとすれば、当該人権に対する不当な侵害行為となる可能性が生じ
るのはいうまでもない。実際に、カルト視される宗教団体からの脱会強制による苛烈
な人権侵害（例えば、全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会：2010、米本：2004）に
発展した事例さえもある 70。つまり、反カルトがむしろカルト化するという問題であ
る。
違法行為の蓋然性が高いと思われる団体あるいは個人に対して、一種の警戒心が誘
発されることは、情緒論によれば無理からぬことである。かかる警戒心が昂じて差別
感情が芽生えることもあるだろう。それが住民にとって馴染まない生活様式または行

70　 野口（2002）は「宗教団体からの脱会強制」に関して、「脱会強制の行為は法的に許され
ないことはもちろん、社会的に見ても問題の多いところである」とのべたうえで、かかる
問題点を 3点に絞ってまとめている。かかる 3点とは、①「強制脱会活動のいわば錦の御
旗として使われている 「相手の宗教団体はカルトだ」 という宣伝の危険性」、②「信者に
対しての違法なパターナリズム」、③「信者のトラウマと脱会信者の 「憎悪の固定」 とい
う悪影響」である。併せて、野口（2002）は、「価値中立的とはいえない 「カルト」 とい
う用語の使用は、人々の正当な思考や判断を停止させる、ラベリング（labeling）の危険
性がある。自分の嫌いな宗教あるいは自分が反社会的と思う宗教を危険な団体 「カルト」
だ、とレッテルを貼ってしまうのは独善的ではないだろうか。それは中世に生じた魔女狩
りのようなものであり、寛容とはほど遠い排他的な社会をもたらす恐れがあろう。信者や
宗教団体の信教の自由を侵害する危険なアプローチであると言わなければならない」とも
述べている。
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動様式をもつ団体であればなおさらである。こうした情緒は、当該団体とのかかわり
そのものを拒絶し、延いては差別感情や人権侵害を引き起こす可能性さえある（牛
渡：2013）。一方、カルト視される団体は、社会から糾弾される視線に常にさらされ
ており、被差別感情が渦巻くことになる。このように、カルト視される側とカルト視
する側の間には、常に鋭い感情的な緊張と葛藤がある 71。
つまり、それぞれの立場において、生活領域が侵害される蓋然性があるのであり、
不当な侵害を警戒する先鋭化された対立がある。以上を踏まえつつも、モラル・パ
ニックにより違法行為あるいは不当行為を犯すことについては決して同意すること
ができない。こうした行為は、日本が法治国家である限り退けるべきである。以前
に比べると、ハラスメント行為および対策などに対する議論は深まっている（永冨：
2015）。例えばセクシャル・ハラスメントについて、小島（2014）は「従来の裁判法
理では対応し切れないものであったが、セクハラ訴訟を通じて事実認定、加害行為の
違法性判断、使用者責任をめぐって今日セクハラ法理を形成するに至っている」と述
べた。一方、カルトと人権の問題については議論の余地が未だ残っているのではなか
ろうか。簡単にいえば、カルトの定義が恣意的であるため、カルト視（あるいはカル
ト認定）にはカルト視（あるいはカルト認定）された団体への人権侵害の蓋然性が併
存する。こうした議論は今後さらに深めていくべきである。特に、信仰を持った宗教
二世の人権に関する議論が進められるべきではなかろうか。宗教二世はすでに洗脳さ
れておりカルト教団の意見がそのごとく反映しているに過ぎない、というテンプレー
ト化した発言に終始してはならない。
増田（1996）は、教団 72へのカルト視を批判する立場から、カルトとマインド・コ

ントロール理論が対になる概念であり、かかる用語の使用が恣意的であること、循環
論法によって構成された理論であること 73、カルトと対をなすマインド・コントロー
ル理論に科学的実証性がないことなどを根拠に、当該教団がカルト視されることへの
反論をした 74。なお、当該教団がかかわる訴訟において、マインド・コントロールな

71　 こうした葛藤はいわゆるカルトとの関係のみで生じるわけではない。実は、異文化どうし
の接触において生じるありきたりな現象でもある。

72　 ここでは世界平和統一家庭連合（いわゆる統一教会）である。
73　 カルトとマインド・コントロールの関係が循環論法によって構成されていることについて

は魚谷（2012）も指摘している。
74　 マインド・コントロール言説については櫻井（1996）が検証した。櫻井（1996）は「マイ

ンド・コントロールの一般的定義は、㊀破壊的カルト教団による信者の利用、㊁社会心理
学的技術の応用、㊂他律的行動支配、の三つの部分から構成されている。㊁は宗教上の入
信行為の説明として不十分であること、㊂は社会的行為において論理的な命題を構成でき
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る手法による入信がありえないことの証拠として、櫻井（1996）が採用された 75。
カルトを宗教と峻別すべきであるという言説もある。ところが、現時点では、カル
トと宗教の境界線は極めて曖昧である。かつ、そもそも峻別の前提となる宗教の概念
そのものが研究者によって異なる場合がある（例えば、高山：2018、小松：2019）。
さらに、村上ら（2019）は次のように述べた。

学術用語としての宗教の定義は学者の数だけあるといわれ、統一した見解がある
わけではない。宗教法人法第 2条は、・既に宗教団体があって・信者の数がそれ
なりにいて・礼拝施設があるという 3要件を持って宗教法人と定義している 76。

ないこと、㊀こそマインド・コントロールの核心であったが、これは価値中立的な認識で
はないこと、信教の自由という問題に抵触すること、結局の所、人間の宗教的行為、宗教
集団の多面性を理解する上で力がないことを明らかにした」と述べている。つまり、マイ
ンド・コントロールは価値中立的な概念ではない。かつ、心理学・精神医学における公認
された分析概念ではない（櫻井：1996）。

75　 かかる証拠採用について、櫻井（2003：64-65）は次のように述べた。なお、下線は筆者
による。「証言において、あろうことか、筆者の 「マインド・コントロール論」 批判の論
文も引用されたが、趣旨を取り違えていたように思われた。つまり、筆者は 「マインド・
コントロール論」 による入信の説明は、宗教社会学の議論からは認めることができないと
年来主張してきたが、「マインド・コントロール」 という社会的告発に相当する宗教集団
がひきおこした社会問題が存在していることは認めてきたし、そのような教団を批判する
場合の方法に関して 「カルト」 「マインド・コントロール」 論に代わる批判の論点を持つ
べきであるという議論を展開してきたつもりであった」。ここで、まず櫻井（2003）は、
マインド・コントロール論に基づく入信機序が宗教社会学の観点からはみとめられないこ
とを述べている。そのうえで、かかる「社会的告発に相当する」行為をみとめている。こ
のことは、あくまでも行為をみとめているのであり、マインド・コントロールと行為との
因果関係が確定的であるということではない。かつ、当該教団への批判については、筆者
の知る限り、「「カルト」 「マインド・コントロール」 論に代わる批判の論点」が未だ提示
されていないようである。櫻井（2003）は、櫻井（1996）がカルト側を擁護する目的で使
用されたことが不服であるようだが、当時の知見として鑑みれば、かかる被告側による証
拠採用は当を得ているように筆者には思える。櫻井（2003）は「秘匿、欺罔ということ自
体が、「マインド・コントロール」 の要素であり、「マインド・コントロール」 という言葉
を用いないがその主張を殆ど汲んだ判決を考えられなくもない。しかし、それらの違法な
布教勧誘の結果、元信者が入信を決心し、教団活動を継続していたのであるという判断は
保留してある。そこまで踏み込んだ事実認定をするのであれば、まさに 「マインド・コン
トロール論」 による入信行為の説明を法廷が公に認めるということになる。その点は慎重
に避けられた」とも述べた。つまり、マインド・コントロールによる入信を法廷はみとめ
ていない。

76　 文化庁文化部宗務課（2010）は、宗教団体の要件を、以下のように示している。①教義を
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以上は、現時点においては、カルトと宗教の峻別が事実上不可能であり、仮に峻別し
た場合、そこには恣意性が介入する蓋然性が極めて高いことを示唆している。
宗教における倫理を評価する尺度として、櫻井（2009a）は、評価①～③を提示し
た。ところが、櫻井による評価基準は、非宗教的倫理に基づいたものである。宗教
も、社会的な位置づけがあるからには、当然に、非宗教的倫理の適用対象であること
はいうまでもない。仮に、ある宗教の倫理評価をおこなうのであれば、非宗教的倫理
のみではなく宗教団体特有の宗教的倫理をも評価対象とすべきであるといえる。宗教
的倫理と非宗教的倫理は一致する場合もあるが、時に激しく対立する。先鋭化した対
立は社会現象として実体化するのである。

8. 対立の諸相①：＜カルト言説＞

櫻井が顧問を務める日本脱カルト協会は「破壊的カルトの諸問題、カルトに関わる
個人および家族へのカウンセリング経験についての交流およびカルト予防策や社会復
帰策等の研究をおこない、その成果を発展・普及させる」団体であり、「心理学者、
聖職者、臨床心理士、弁護士、精神科医、宗教社会学者、カウンセラー、ジャーナリ
スト、そして 「議論ある団体」 の元メンバーや家族等により構成されて」いる（日本
脱カルト協会：2015a）。代表理事は、マインド・コントロールを研究する西田公昭
である（西田：1995）77。簡単にいえば、当該団体はカルトを非難し、かつ、排除する
立場である。この団体のウェブページには、カルト団体の説明が示されている。以下
はその内容である（日本脱カルト協会：2015b）。

Ｑ１　カルトとはどういう団体なのですか？
カルトは人権侵害の組織です。組織に依存させて活動させるために、個人の自由
を極端に制限します。つまり、全体主義的集団です。そして、①各メンバーの私
生活を剥奪して、②集団活動に埋没させる。そして、③メンバーからの批判はも
ちろんのこと外部からの批判も封鎖し、④組織やリーダへの絶対服従を強いると
いった特徴がみられますが、これらの特徴は表面的には隠されていますので、集
団の外部から見ても区別がつかないことがふつうです。カルトは、こうした人権

ひろめる、②儀式行事を行う、③信者を教化育成、④礼拝の施設を備える。
77　 櫻井（1996）は、西田のマインド・コントロール言説について否定的な見解を述べている。
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侵害の正体を隠すためにマインド・コントロールを用いることが多いです 78。

つまり、カルトとは、人権侵害の団体であり、かつ、全体主義的集団であるという。
筆者としては、人権侵害が社会的問題であることに全く異議がない。まず、当該協会
におけるカルト概念には、宗教という枠組みがない 79。かかるカルト概念を宗教に限
定しない点は、筆者も同意する。続いて、実際に、全体主義的な集団による法規を逸
脱した行為をおこなう団体は、社会的に受け入れることはできまい 80。ただし、これ
はあくまでも行為により判断されるべきであり、決して蓋然性や推認に基づくべきで
はない。さらに、組織論に限定すれば、宗教団体には多少なりとも全体主義的な傾向
を内在する蓋然性がある（Gentile & Mallett：2000、Gearon：2008）。この点のみを
切り取れば、宗教団体は全体主義的集団であるので処断されねばならない、という論
理が構成される 81。無論、これは不当な処断である。さらに、ここにも、カルトがマ
インド・コントロールを使用する、という言説が述べられている 82。
カルト団体がマインド・コントロールを使用するという反カルト側の主張の問題点

78　 カルトが人権侵害の正体を隠すための手法として、しばしばマインド・コントロール理論
が使用されるという。この資料は学術的な使用を目的としたものではないので止むを得な
いが、かかる手法がどのような機序によるのかの裏付け説明が求められよう。

79　 カルト研究の射程は宗教に限定されない。例えば、米本（2008）が指摘した反カルト団体
のカルト化の文脈では、カルト概念を宗教の枠組を超越して使用している。つまり、かか
る反カルト団体は、一部はキリスト教と深く関連するものの、信仰に基づく集団とはいえ
ない。さらに、石村＆田里（2017）では、カルト概念を野球部に援用している。当該研究
の目的は、「野球部を一つの文化としてとらえ、体罰を受容する構造がどのように生成さ
れるのかを明らかにすること」である。つまり、組織構造と体罰（＝違法行為）の蓋然性
に関する報告である。研究目的としては違法行為が生じる組織的課題を解明することであ
り、意義あるものであるといえよう。一方で、現時点で定義が明らかではないカルト概念
と対比することにどれほどの意味があるかという疑問が残る。なお、この論文では、国末
（2016）が提示した、新聞記事に掲載されたカルト宗教集団の共通点①「絶対的なカリス
マ指導者の存在」、②「殺害を正当化する意識」、③「訓練や礼拝に時間を奪われ、正常な
思考力が失われる状態」などを援用し、当該論文におけるカルト宗教文化の定義としてい
る。つまり、このカルト言説はマスメディアに依拠するものである。

80　 全体主義に内在する違法行為の蓋然性についても、実際の違法行為と切り分けるべきであ
る。加えて、カルト集団が全体主義的傾向にあるとはいえようが、この点については、組
織論としてさらに詳細に検証すべきであろう。

81　 筆者には、いわゆる宗教団体の組織は、「統制・独裁型」マネジメントによる組織（津崎：
2016）にも近いように思える。

82　 上述のように、マインド・コントロールの概念は、価値中立的であるとはいえず、いまだ
承認を得られた分析概念ではない（櫻井：1996）。
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について、櫻井（1996：91-92）は次のように言及した。引用文中の下線は筆者によ
るものである。

反カルト運動家や職業的ディプログラマー（脱洗脳家）が自己の行為を説明する
ためにマインド・コントロール論を用いるのは当然であろう。しかしながら、こ
の構図上に立脚した宗教解釈には二つの問題点が残る。第一は信教の自由の問題
である。思想・信条の内容を問わず、少数者の信仰であっても社会が守るという
のがその含意であると筆者は理解している。社会がなしうるのは、そのような信
仰によって行われた行為が他者の権利を侵害する限りにおいて、公共性の立場か
ら法的制裁を加えることだけである。信仰の内容は裁けない。家族の説得に応じ
ない強度のマインド・コントロールを受けた若者を連れ戻し、一定期間集中的に
正統的宗教や社会の公認された価値を再プログラムするのが、ディプログラムで
あり、これは独立した人格への侵害、信教の自由への介入の可能性がある。第二
に、カルト―マインド・コントロール論では、オウム真理教事件が投げかけた宗
教組織の暴力性の問題を解けないと考える。筆舌に尽くしがたい反社会的な行為
を正気で自発的にやった人間がいたという事実を冷徹に認めたい。教祖のカリス
マと接点を持つことで自己の救済、結果的にカリスマへの服従を受け入れた人た
ちが信者であり、教祖のカリスマが維持・強化されるような組織形成に参与した
のである。それでは、なぜ彼等が教祖のカリスマを受け入れるようになったの
か、その入信過程の分析、及び、教祖崇拝に進んだ教団運営の戦略が次に答える
べき問題になる。前者については、信者の事例分析を待つしかない。後者は、島
薗が宗教教団は信者の自立的信仰・行動を促進する形で体制と対峙する傾向と、
逆に信者の自由を抑制する形での権威主義に傾く傾向を合わせ持つことを指摘し
ている。このような方向で、カルト―マインド・コントロール論で扱えなかった
暴力性の問題を、カリスマ論から展開できる可能性があることだけ指摘しておき
たい。

以上のように、櫻井（1996）は、マインド・コントロール言説を前提に構成された
行為説明には信教の自由にかかわる問題があること、カルト団体の暴力性について説
明できないことを述べた。なお、かかる暴力性についてはカリスマ論により説明でき
る蓋然性をも指摘した。暴力性は現実の暴力行為として実体化されるが、理論的に
は、暴力行為以外の違法行為として実体化する可能性も当然にあるといえる。かかる
説に基づけば、カルト団体の違法行為はカリスマ論（例えば、沼田：1984）によっ
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て説明できる可能性があるということになろう。つまり、カルトの違法行為は、信者
がマインド・コントロールをされておこなうのではなく 83、カリスマ論で説明できる
可能性があるということである 84。さらに、櫻井（1996）は、マインド・コントロー
ルという行為自体が、「現代社会の一般的な行為と論理的に異ならない」ものであり、
「「カルト宗教への強いられた入信」 を説明するために作られた」、つまり恣意的な言
説であることを述べた 85。
カルト言説は、現時点では極めて恣意的に使用されている。筆者としては、こう
した悪意あるラベリングを結果的に助長する蓋然性がある 86時点で、かかる用語が学
術用語としては不適切であると判断している。櫻井（2005c）はカルト研究において
「客観的・価値中立的研究は実証的に難しい」と述べている 87。さらに、芳賀（2007）
によれば、櫻井＆渡邉（2002）はカルトについて、「「カルト」 問題という文脈の中
で語られることで実体化される現象であり、本質的定義も実体的定義も意味をなさな
い」と述べた。また、芳賀（2007：213）は、櫻井（2006c）の言説を根拠に、櫻井
の考え方を以下のように説明した。

彼は、入信から離脱に至る体験を脱会者から聞き取る中で、これらの概念は、宗
教現象の説明理論としては不備が多いものの、現代社会が標榜する「信教の自

83　 櫻井は、ここではマインド・コントロールとカルトの違法行為の関連性を否定している。
84　 カリスマ論と違法行為の関連の蓋然性については他の機会に述べるつもりである。
85　 イアン・リーダーは、国境なき人権（2011）で、以下のように、オウム真理教信者の入信

がマインド・コントロールによらないことを主張した。「洗脳とかマインド・コントロー
ルといった主張には経験科学的な根拠はない（調査によればオウム信者は自発的に入信し、
マインド・コントロールによらず、自ら積極的に活動に関与した）。だが、オウム事件の
余波で世間の風潮は次の二通りの展開を見せた。第一に、いかなる宗教団体であれ（特に
家族や社会の慣習を拒否し、一つの教条に全面的な忠誠を求める宗教団体には）、それに
関わることは 「危険な」 ことと見られるようになった。こうした見方はオウム以前にも存
在したが、オウム以後は一層強くなった。第二に、そうした宗教団体に加入する人は心理
操作を受けているに 「違いない」 と見られるようになった。この見方は証拠に基づくとい
うよりは憶測に基づいているのだが、説得力があり、日本に激烈な反カルト運動を広めて、
「カルト」（この単語は、日本では社会的規範から逸脱し既成宗教から離れた運動を広く指
し示す）に関わった人々を 「救出」 すべきと考えられるようになった。」。

86　 排除の立場からすれば、カルトはラベリングのための用語である。
87　 米本（2008）は、こうした櫻井の研究手法について、次のように批判的に述べている。「こ

れを 「外堀からの調査」 だとわざわざネーミングを付けているが、なんのことはない。反
統一教会陣営の情報のみに依拠する、価値中立的なアカデミズムの世界からは足を洗い、
これからは反統一教会陣営の中で生きる――と宣言をしているようなものだ」。
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由」を利用し活動する宗教集団の非人間的要素を告発することばとしては大きな
意義があると考えた。そして、この告発することばとしての社会的効用を研究の
対象とすべきであると確信するようになったという。

芳賀（2007）によれば、櫻井のカルト言説は、当該団体の「非人間的要素」88を「告発
する」立場によるものであり、かかる社会的効用を当該研究の対象としている。簡単
にいえば、櫻井のカルト研究はカルトを告発するためのものである 89。
櫻井（2009a：181）は、カルト言説がとりまく現実を踏まえつつ、次のように述
べた。

評価という言葉を持ち出すと必ず評価の難しさがまずもって論議され、次いで
宗教を評価するというようなことが可能か、あってよいのかということになる。
そして、学術的にはカルト概念は使用が難しいということで使えないという無難
な決着の付け方がなされてしまう。しかし、それでは現代社会におけるカルト批
判に宗教研究者が誠実に応答していることにはならない。カルトと宗教の間にあ
る連続面を捉える視点を提示し、次いで、カルトを宗教から分けるものが何であ
るのかを明らかにしてこそ、カルト問題を解明する学術的な貢献になる。

つまり、宗教に対する評価が困難であること、カルト概念が学術的使用に馴染まない
ことは、櫻井（2009a）も理論的にみとめるところである。また、それによりもたら
される結論は、カルトという用語が使えないという「無難な決着」であるという。一
方、櫻井（2009a）にとり、かかる「無難な決着」が「誠実」な応答ではないという。
つまり、「無難な決着」に終わるのではなく、むしろ馴染まないことを前提にしつつ
も使用すべきであるというのが櫻井の主張である。ここで、「誠実」の概念は道徳あ
るいは倫理に属するものである。道徳や倫理も、宗教の定義づけに劣らず、定義づけ
が極めて困難な概念である。筆者としては、かかる結論がたとえ「無難な決着」であ

88　 櫻井の文脈によれば、「非人間的要素」とは、社会や個人に害悪をもたらす要素であり、
実際の違法行為と違法行為の蓋然性が混在した様態を指すと推測できる。かかる要素はま
さしくカルトの漠然とした社会的イメージであり、実体ではない。かつ、未だ定義づけが
できない（あるいは、これから定義づけすべき）カルトという蔑称によって差別されるべ
き存在なのである。

89　 仮に、カルト告発に不当な点があるとすれば、かかる不当な点を提起し告発する研究も当
然に正当化される。
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ろうとも、あるいは、たとえ「誠実」ではないと非難されようとも、かかる用語が学
術的に馴染むとはいえない。したがい、使用すべきではないと考えている。さらに、
かかる用語によるレッテル張りではなく、当該団体の行為を法律に基づき判断するべ
きである。いかなる場合も内心の自由は保障される。つまり内心には干渉できない。
一方、行為については、法に基づいて理非を明らかにすることができるのだ。現時点
では行為論を適用することが最も合理的な決着である 90。

9. 対立の諸相②：＜大学におけるカルト啓蒙＞

大学におけるカルトとのかかわりも、時に社会問題を惹起する。大学を「カルトの
草刈り場」と位置づけ、大学の入学時におけるオリエンテーションの際に、カルトに
ついての「啓発的講演や教職員 FD91」をおこなう事例がある（櫻井：2014）92。その場
合、単なる情緒論に終始するのではなく、少なくとも、カルトには差別的意味を含む
こと、そもそも定義が曖昧であること、カルト視される側の人権にも配慮することな
ども併せて指導する必要があるといえる。単にカルト排除を目的とする指導には、差
別感情を誘発・助長する蓋然性が常に内在するのである。さらに、もしかしたら新入
生に当該カルト視される団体に所属する宗教二世がいるかもしれない 93。一般論とし
て、宗教二世は親の宗教（あるいはカルト）の少なからぬ影響下にある 94。その場合、

90　 櫻井としては、現実的に目の前にある社会問題に誠実に対応すべきであるという観点から、
カルトをラベリングし、排除すべきであるという論を展開しているようだ。筆者も社会問
題に対応することに異存はないが、ラベリングし一方的に排除することには慎重な立場で
ある。

91　 FDとは「faculty development」のことである。
92　 世界平和統一家庭連合（2011）は、大学におけるカルト対策が不当であることを主張した。
93　 宗教二世はそもそも本人の意思で当該宗教団体に出会ったのではない。当該宗教団体に批

判的な宗教二世もいれば、自分の意思で親の信仰を継承した信仰二世もいる。ところが現
時点では、マスメディア等においては、批判的な宗教二世の言説のみが注目されており
（例えば、真鍋：2022）、信仰を継承した宗教二世の言説（カルト視される団体ではないが、
キリスト教の事例として、青木：2021）にはあまり注目されていない。批判的言説のみを
取り上げ、そうでない言説を取り上げないのは不当である。

94　 カルト視される宗教団体の二世問題について、反カルトの立場から「カルト 「二世」 問題
に対する声明」（日本脱カルト協会：2015c）が提示された。かかる声明のなかに「世界的
にも、カルト問題を考える時には 「Born and Raised」（そこで生まれ育ったメンバーのこ
と）が大きなテーマの一つになっており、特にデリケートな対応が必要な問題とされてい
ます」と書かれている。宗教二世に対して慎重な対応を要することについては筆者も同意
する。
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宗教二世ではない学生とは異なる対処を要するであろう。さもなければ、精神的にな
んらかのダメージを与える可能性がある。さらに、こうした啓発行為が学生相互間に
おける差別感情を誘発・助長するかもしれない。仮に、このような観点が欠落した場
合、むしろ、指導がもたらす負の側面を鑑み、啓発的講演等の実施を控える選択肢も
検討するべきではなかろうか。無闇に対立の先鋭化を扇動する必要はない。カルト問
題の危険性についての啓蒙は実施されたとしても、かかる啓蒙の危険性は啓蒙される
ことがない。
櫻井（2009b）は、「大学におけるカルト問題」と題する櫻井の講演を記した。そ
のなかで、「カルト問題は 「信教の自由」 の問題ではない」というサブタイトル 95が
ある。以下はその内容である。なお、引用文中の下線は筆者が付したものである。

教職員への対応について、もう 1つよくありがちな問題についてお話します。
大学の中で話すといつも混同されるのですが、「カルトと言っても宗教ではない
か。どんな宗教であっても信仰の自由は認められるべきだ」と、信仰の価値に教
えの内容は関係ないと、非常に形式論的に言われる先生がいます。ですから、カ
ルト対策について説明すると、「信教の自由に対する差別ではないか」「宗教的マ
イノリティに対して抑圧するのか」などとよく言われます。皆さんもこうした経
験をされていることと思います。
これに対して私は「信教の自由の問題とカルト問題は切れています。関係あり

ません」と言っています。なぜなら、最初に信教の自由を侵害して、正体を隠し
た勧誘をする団体があるからです。まず、ここが問題なのです。学生から教育を
受ける機会を奪っておいて、大学は見過ごすことができるのか。あるいは、大学
の教員の立場、地位を利用して学生に特定の信念を教えることがあってよいの
か。ここがカルト問題の本質であって、宗教の問題とは切れています。この点を
話して理解してもらおうと考えています。

以上の言説は、教職員を対象としたものである。まず、説明を受けた教職員たちの疑
問点は、カルトを制限することが信教の自由に対する侵害ではないか、というもので
ある 96。それに対し、櫻井は、そのような考えが単なる形式論的なものに過ぎず、信

95　 カルトと宗教がはたして切り分けられるのかについては、すでに本稿で議論した。筆者の
主張は、双方の切り分けはあくまでも便宜的なものであり、カルトおよび宗教の概念が曖
昧である以上、明確な切り分けは不可能であるというものである。

96　 宗教とカルトに明確な区別がない以上、こうした疑念は当然に生じる。
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仰の自由とカルト問題が切り分けられているという見解を開陳した。その根拠につい
ては次のように示すことができる。

①  そもそも「正体隠し」による勧誘行為が違法である。かかる不正な手段によ
り信仰へと導くことは不当である。したがって、このような団体の掲げる信
教の自由はすでに切り分けられている。

②  大学であるからには学生に教育の機会を提供するべきであり、かかる機会は
不当な手段により奪われるべきではない。

③  大学教員の立場を利用して特異な信念を学生に植え付けるべきではない 97。

ここで、②と③については高等教育をおこなう大学側の機能としての当然の責務であ
るといえる。かつ、カルト以外にも当てはまるものである。一方、①は、カルト問題
特有のものであり、櫻井が示した根拠の核心であり、かつ、①が前提となり②と③が
構成されている。
それでは具体的に①をみてみる。確かに、「正体隠し」による勧誘は違法行為の可
能性がある（郷路：2020）。しかしながら、はたして「正体隠し」98 にカルト性の全て

97　 例えば、高乗（2022）を参照。
98　 確かに「正体隠し」による勧誘行為の実施は、カルト視される団体がおこなった行為の一

つかもしれないが、カルト言説の本質とはいえない。仮にかかる行為がなくなれば、当該
団体は、「「正体隠し」 による勧誘行為」から切り分けられる。その場合、はたして、かか
る行為の蓋然性によるカルト視は継続するのであろうか。辻田（2018）は「オウムが勢力
を拡大した時代、紙媒体はきわめて大きな影響力をもっていた。1995年 6月に行われた
オウム内部のアンケートでは、オウム入信の理由は 「本を読んで納得して」（46.6％）がも
っとも多かったという（弓山達也「オウム真理教における説法の変遷」『情報時代のオウ
ム真理教』）。このことを裏付けるように、オウムが刊行した書籍や雑誌はじつに多種多様
だった。」つまり明確なカルトであるオウム真理教は「正体隠し」による勧誘により勢力
を伸ばしたのではなく、オウム真理教が出版する書籍等による。以上は、「正体隠し」に
よる勧誘がカルトの本質とはいえないことを示している。さらに、櫻井はマインド・コン
トロールと「正体隠し」による勧誘に強い因果関係をみとめている。これに対し、上述の
ように、オウム真理教の勢力拡大と「正体隠し」による勧誘に因果関係がみとめられない
以上、かかる因果関係に基づく櫻井のマインド・コントロール言説には再考すべき点があ
るのではなかろうか。ちなみに、全国霊感商法対策弁護士連絡会は、2022年 9月 16日に
「旧統一教会の解散請求等を求める声明」を発表した。そこには「旧統一協会の最大の問
題点は、その伝道活動において、勧誘主体が宗教団体であることや当該活動の目的が宗教
勧誘であること、入信後の宗教的実践活動を一切秘匿することによって、当初からそれら
が明らかにされれば絶対に入信することのない者であっても信者にしてしまう、これによ
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が集約されているといえるのであろうか 99。かかる論理に立脚すれば、従来カルト視
されている団体が、仮に正体を隠さずに勧誘行為をおこなった場合、これは正当な布
教行為となり、それこそ信教の自由とカルト問題は切り分けられなくなる 100。以上は、

り被勧誘者の信教の自由や自己決定権を侵害する、という点にある。もちろん、全財産を
投げ出すような献金をさせたり、ほぼ無報酬で苛酷な労働に従事させたり、その被害者に
正体を隠した伝道活動をさせて新たな被害者を生み出させたりすることも重大な問題であ
るが、そもそもそうした活動を行う信者が生み出されるのは、上記のいわゆる 「正体隠し
伝道」 がなされるからである。当連絡会は、この最大の問題点、そしてそれにより発生す
る様々な問題を解決するための種々の方策について、関係各所に対し、この機を逃さずに
実施されるよう、以下のとおり求める」（全国霊感商法対策弁護士連絡会：2022）と書か
れている。つまり、かかる主張においても、当該宗教団体の「最大の問題点」が「正体隠
し伝道」であるということである。

99　 久保内（2020）は次のように述べた。なお、引用文中の下線は筆者によるものである。「カ
ルト対策という観点からは、学校には、①カルトの信者である学生と②カルトの信者では
ない学生がいることになります。学校としてはカルト対策の主眼を、信者でない学生をカ
ルトからいかに守るか、という点に置くべきです。特に、カルト信者の学生が、信者でな
い学生に対して正体を隠した勧誘を行わないか、という点に最も注意を払う必要がありま
す。もっとも、カルトの信者である学生も、学校の学生であることに変わりありません。
その動向に注意を払う必要がありますが、カルト信者であるということだけをもって、特
別な対応をすべきではありません。正体を隠した勧誘など具体的な不適切な行為を確認し
た場合に、個別に注意をしたり、保護者等に連絡するといった対応をとるにとどめるべき
でしょう」。久保内（2020）においても、櫻井（2009b）と同様、「正体隠し」による勧誘
行為が不当であることを主たる論拠と位置づけている。さらに、全国霊感商法対策弁護士
連絡会（2022）では「学校がカルト団体対策を講じることについての許容性」について次
のように述べた。下線は筆者による。「カルト団体は、学校のカルト対策について、信教
の自由の侵害であると主張する。しかし、正体を隠した勧誘行為は違法行為であり、この
ような勧誘方法は憲法で保障される信教の自由の範囲外である。正体を隠した勧誘行為を
禁止し、これを予防する措置を講じることは何らカルト団体やその信者の信教の自由を侵
害するものではない。この点、前述の佐賀大事件判決は、「統一協会やその信者が、霊感
商法等の社会問題を起こし、多数の民事事件及び刑事事件で当事者となり、その違法性や
責任が認定された判決が多数あることは公知の事実であること、被告Ｙ１が特定の宗教の
教義等について意見を述べることは信教の自由として許容されること、被告Ｙ１は、被告
Ｙ２大学の教員として、大学における教育及びこれに密接に関連する生活関係において、
学生の生命、身体、精神、財産、信教の自由等の権利を守るべき安全配慮義務を負ってい
ると解されることなどに鑑みると、被告Ｙ１が、統一協会の教義等について、適切な表現
を用いる限りにおいて批判的な意見を述べることは社会相当性を有する行為」 であると判
断しており、学校が適切な方法でカルト団体への対策を講じることは許容される」。ここ
でも、「正体隠し」による勧誘行為である限り信教の自由の範囲外であると述べている。

100　 情報ライブミヤネ屋（2022）は、「マインドコントロールは目に見えないので、そのもの
自体が立証されない、裁判の中で認定されないとよく聞きますが？」という質問に対す
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①の根拠が現実的なものではないことを示している。
上述のように、カルト排除の言説では、カルト視される団体による「正体隠し」に
よる勧誘行為の違法性について論じられてきた。一方、反カルト団体による監禁をと
もなう強制棄教行為に紐づけされた勧誘行為の違法性の蓋然性についてはほとんど注
目されてこなかった。世界基督教統一神霊協会（1993）は次のように述べた。

反対牧師たちは「父兄に依頼されたから」、「青少年救出のために」という大義名
分をふりかざすが、結局のところ、自分たちの目的達成のために父兄をただ利用
しているにすぎないのである。表面は家庭問題や社会問題であるかのように装っ
ていても、その本質は実に巧妙で陰湿な彼らの「布教活動」なのである。
既に述べてきたように、牧師たちが従来行われてきたようないわゆる「路傍伝

道」「伝道講演会」などといった聞く者の自由意志が尊重された形での良識ある
伝道方法を通して、自らの伝えたいメッセージを語るということであれば何の問
題もない。しかし身体の自由を拘束したうえ、親子問題で心身ともに疲れ、弱っ
ているところをねらって改宗活動を行うなどということは全く許しがたい、宗教
者としてのあるまじきことである。このような形での信者獲得が「腐敗した教勢
拡大」でなくて何であろう。
昭和六十二年一月二十五日付の「クリスチャン新聞」には「荻窪栄光教会（森

山諭牧師）がここ二、三年間に急激に会員が増えた背景には、統一教会からの回
心者があげられる」と書かれている。森山諭牧師自身も改宗を迫った田中さん
（仮名、二十二歳）に、「統一教会の人は筋がいい、うちの教会もずいぶん助かっ
ている」ともらし、その教勢拡大の腐敗ぶりを暴露している。しかも牧師はその
改宗作業に、信者でもない宮村峻という明治大学時代激しい左翼運動を行ってい
た人物を起用している。宮村氏自身も「私はクリスチャンでもなければ栄光教会

る郷路征記弁護士の発言を次のように紹介した。「私はそもそもマインドコントロールと
いう言葉は使っていません。その言葉で表現するには、“統一教会”の伝道行為は、少し
外れているなと思っています。一致している部分もありますが、教団がやっていること
は、マインドコントロールの枠ではなく、信仰を植え付けてしまうことです」。つまり、
郷路は当該団体の布教方法がマインド・コントロールであるということについては否定
的であり、むしろ、信仰を植え付ける方式であると指摘した。信仰を植え付けることは、
当該団体の教理を教え浸透させることであり、まさしく宗教団体が当然におこなう行為
であるといえる。つまり、郷路が指摘した「信仰を植え付ける」布教方法のどこに違法
性があるのかが筆者には理解に苦しむ。さらに、郷路の言説は、カルトと宗教の切り分
けが事実上不可能であることを裏づけるものでもある。
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の信者でもない」と明言しているが、このような、なりふり構わぬ改宗活動に対
しては、教会内部からも批判の声が上がっている。同教会の副牧師である小豆真
人氏は「ああいうやり方（監禁して改宗させる）は森山牧師の実績となるかもし
れないが、賛成はできない。脱会して本当の信仰の道に進もうとする人は、次第
に宮村さんとは付き合わなくなっていくでしょう」と述べている。

つまり、反カルトの立場であり荻窪栄光教会の牧師である森山（森山：1988）は、
キリスト教信者ではなく左翼活動家であった宮村と協力し、カルト視される団体の信
者に対する監禁をともなう強制棄教行為をおこなってきた（世界平和統一家庭連合 
総務局：2022）。当該荻窪栄光教会の会員が急激に増加していることが、回心者（つ
まりは強制棄教行為による実績）の増加に起因している。こうした強制棄教行為が事
実上の布教活動になっていることの不当性を世界基督教統一神霊協会（1993）が指
摘した。なお、かかる不当な拘束をともなう改宗により信者を獲得する行為につい
て、当該教会の副牧師は不賛成の意思を表明した。以上は、カルト排除側とカルト視
される側の双方の勧誘方法における不当性あるいは違法性を焦点とした対立である。
米本（2009）は、かかる入学の際のカルト啓蒙について以下のように述べた。な

お、引用文における下線は筆者によるものである。

ここ数年、国公立の大学を中心に新学期が始まると、「カルトにご用心」とい
ったビラを学内で配るのが一般的だ。なかには島根大学など授業としてカルト講
座を受講させるところもあると聞く。最近、いくつかの大学が連携してカルト宗
教から大学生を守れとカルト対策に乗り出すという記事（産経新聞３月１日）も
掲載されていた。
カルトの定義がないのに、どうしてこうも簡単に最高学府の人たちがカルト用

語を乱発できるのか不思議でならない。
“カルト”視される団体に所属する学生諸君は、先生や講師に質問してみれば
いい。
「カルトって何ですか。定義を教えてください」と。
おそらく、およそ定義とは言えない「邪悪な集団だ」といった程度の情緒的で

たぶんに主観的な答えしか返ってこないはずだ。定義などないからだ。

米本（2009）は、カルト言説には定義がなく、情緒的かつ主観的な概念であると述
べ、最高学府がかかる用語を乱発することに対する違和感を示している。
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実例を挙げてみる。新潟大学のウェブページには、「【学生の皆さんへ】カルト的宗
教団体の勧誘に注意してください」という表題のもと、でカルトに関する注意喚起が
掲載されている（新潟大学：2021）。以下はその説明の一部である。

大学キャンパスの内外で勧誘活動を行うカルト的宗教団体があります。
毎年、新学期になると、カルト的宗教団体から勧誘を受けたとの相談や報告が
多数「学生なんでも相談窓口」に寄せられます。
サークル等を装い勧誘活動を行うカルト的宗教団体に注意してください。
食事の誘いを受け落ち合ったところ、複数人から入信を強要される、という被

害も毎年発生しています。音楽やスポーツ、ボランティアなどのサークルを装っ
て勧誘し、知らず知らずのうちにマインドコントロールされてしまうものがあり
ます。
このような団体に入会することは、精神的・経済的に多大な被害を受け、大学

生活が台無しになるばかりではなく、友人を勧誘することで仲間同士の信頼関係
を壊すことにもなりかねません。自分達の身分や真の活動内容を明かすことなく
接近し、勧誘を行うカルト的なグループには十分注意し、氏名、電話番号や、住
所など、個人情報を教えないようにしてください。そして「怪しい」と感じた
ら、強い意志を持ってキッパリと断りましょう。
なお、学内でこのようなカルト的宗教団体の勧誘活動を見かけたり、実際に自

分や友人が勧誘を受けたりした場合は、所属学部・研究科の担当係、学務委員あ
るいは下記の学務部学生支援課「学生なんでも相談窓口」に相談してください。

キャンパス内外でカルト宗教が、「正体隠し」による勧誘をおこなっていること、入
会するとマインド・コントロールされ、正常な判断が不可能になり 101、多大な被害を
受けること、怪しいと思ったらキッパリと断るように、などというテンプレート化
された注意喚起である。だが、米本（2009）が指摘したように、かかる注意喚起に

101　 「マインド・コントロールされると正常な判断ができなくなる」というのはカルト団体の
信者に当てられる典型的な言説である（例えば、酒井：2013）。新潟大学（2021）の場合
は、マインド・コントロールされた当該人物が正常な判断をすることができなくなるの
で「大学生活が台無しになるばかりではなく、友人を勧誘することで仲間同士の信頼関
係を壊す」という結果をもたらすとの主張であろう。被害者側としては、マインド・コ
ントロールをされた期間における自身の行為に対する責任の回避を正当化するための論
理ともなる。つまり、マインド・コントロールされたとされる人が、例えば被保佐人な
どのように判断能力が著しく不十分であると一様にみとめられたわけではない。
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は、そもそもカルトとは何なのかという定義が欠落している。東北大学（東北大学：
2010）、富山大学（酒井：2013）、大分大学（大分大学：2015）、新潟経営大学（新潟
経営大学：2019）、筑波大学（筑波大学スチューデントサポートセンター国際交流支
援室：2022）、成蹊大学（成蹊大学：2022）、大阪工業大学（大阪工業大学：2022）、
東京農工大学（東京農工大学：2022）、東京都立大学（東京都立大学学生課：2022）
の注意喚起にもカルトの定義は記載されていない。このような注意喚起をおこなうか
らには、少なくともカルトの定義を明示すべきではなかろうか。あるいは、定義が明
確ではないことを告知するべきではなかろうか。
さらに深刻な問題は、櫻井（2009b）は、カルトの宗教二世の人権に言及していな
いことである 102。宗教二世が直面する差別について藤倉（2022）は次のように述べた。
ここで、引用文における下線は筆者によるものである。

2世たちは、信仰ゆえに幼少期にいじめにあう経験もしている。もっとも、彼
らをいじめるのは子供ばかりではない。
前述の幸福の科学学園のケースでは、履歴書に「幸福の科学学園卒」と記され

る。卒業後に一般の大学に入り信仰を捨てた 2世ですら、バイトの面接や就職
活動で企業側の担当者からからかわれた経験を語るケースがある。大学の教員か
ら他の学生たちの前で、ネタとして暴露されたという 2世（その時点ですでに
脱会済みだった）もいる。
信仰を捨てた 2世のみならず現役の信者に対しても、信仰を理由としたいじ
めは差別以外の何物でもない。

差別的行為を被る宗教二世は信仰の有無に依存しない。藤倉（2022）は「宗教 2世
たちに苦痛を与え人生を狂わせている 103のは、直接には親や宗教だ。しかし社会の側

102　 久保内（2020）は、「カルト信者の中には、親が信者であるいわゆる２世信者がいます。
そうとは知らずに保護者等に連絡を取ることは問題を複雑化するリスクがあります。ま
た、２世信者の中には、学校生活を送る中で、自らの信仰や生活環境に疑問を抱き、誰
かに相談したいと悩んでいる学生がいることもあります。そうした場合には、学校は、
当該学生の悩みを受け付ける相談機関としての役割を果たすことが望まれます」と述べ、
宗教二世に関する言及をしているものの、かかる人権について言及していない。つまり、
宗教二世が所属する団体への周囲からのカルト視は、「学校生活を送る中で」の葛藤を増
長し、「問題を複雑化するリスク」が増大することになる。

103　 検証は必要であろうが、現実的には、全ての事例において、「苦痛を与え人生を狂わせて
いる」とはいえまい。かかる言説の信憑性は、実際の調査により確認するべきである。
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にも、いくつもの課題があることを知っておくべきだろう」とも述べ、親や宗教の問
題を踏まえたうえで、社会の側における責任の所在にも言及した。宗教二世は、そも
そも「正体隠し」による勧誘の対象ではない。所属団体の場合とは異なり、個人のレ
ベルでは完全に切り分けられているのである 104。仮にこうした啓蒙行為（あるいは注
意喚起）がおこなわれた場合、当該宗教二世は、カルトという不当な（本人の責任に
起因しない）レッテルによる蔑視（あるいは差別）の対象となる可能性がある 105。こ
うした観点の宗教二世の人権も考慮すべきなのではなかろうか。そもそも信仰の継承
問題にかかわる課題はカルト視される宗教団体に限定されない（金子：2022）。つま
り、程度の差こそあれ、これはカルトにおける特異な現象ではない。
櫻井（2002）は、現実のカルト問題の核が、人権と人権の対立であることを指摘

した。いずれにせよ、大学に所属する宗教二世の場合、かかる人権と人権の対立は大
学構内にて出現する。

10. 対立の諸相③：＜宗教二世＞

宗教二世が直面する人権問題の蓋然性については前節ですでに紹介した。本節で
は、野口（2002）の言説を引用したうえで、親がカルトと呼ばれる信仰形態を子ど
もに教育することについて、若干の考察をする。
以下は、カルト宗教の継承問題を前提とした、「子どもに対する親の宗教教育権の
根拠」にかんする野口（2002：110-111）の見解である。なお、下線は筆者によるも
のである。

１．両親が子どもに自己の好む宗教を教育し、自己の好む宗教学校に進学させ
る自由も、信仰の自由の保障から派生する。これを宗教的行為の自由の一形態と
考える説もあるが、いずれにしても、親が自分の子どもに宗教教育を行う自由
は憲法第 20条によって保障されることに争いはない。もちろん、このような自
由も、それに優越する重要な公共の利益のためには、必要最小限度の制約に服
することは否定されない。しかし、かような制約が許容されるためには、自然犯
に触れるような場合を除いて、規制の目的及び手段について、厳格な基準による
審査が必要である。すなわち、規制目的が必要不可欠な公共的利益（compelling 

104　 あくまでもこの議論は、宗教二世が、「正体隠し」による勧誘行為をおこなっている（あ
るいは、おこなってきた）立場ではないことを前提としている。

105　 闇雲なレッテル張りは、親子の深刻な分断を招く可能性さえある。
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public interest）であり、規制手段が必要最小限度のもの（least restrictive 
means）でなければ、制約は許されないと解される。
したがって、少なくとも両親の信仰が一致している場合には、自己の信仰をそ
れが唯一無二の正当なものであるかのように子どもに教示する行為が一般に不相
当とは言えない。
２．そもそも、自己の信仰を最もよいもの、あるいは唯一無二の正当なものと

して考えることは宗教の本質とされている
実際にも、両親の宗教が一致する場合にこれを正しい真理と考えて子どもに教

示する行為は許容されている。例えば，日本では寺や神社の家に生まれた子ども
たちがその家庭で受ける宗教教育は問題視されていない。イスラム圏では両親の
信仰を子どもに教え込む行為が当然視されているし、欧米においても、修道院の
ような宗教施設に子どもを預ける行為さえ通常は不当なものとはされていない。
このような場合に、「自分の信仰はこうだけれども、他にも様々な宗教があるか
ら、自分でよく考えるように」などと親が子どもに教えるということは到底考え
られず、親の信仰は正しいものとして子どもに教示されているのが普通である。
３．これに対し、未成年者自身の「信仰の自由」は保障されるべきであり、そ

のためには、将来、成熟した判断能力を備えた段階でその権利行使ができるよう
に、子どもが未成熟な段階では宗教教育を棚上げにしておくのが妥当とする考え
方が一部にある（いわゆる「保管状態」説）。
この点、日本も批准している「子どもの権利条約」が親の宗教指示権を重視し

ていることを参考にできよう。すなわち、同条約においては、総則的規定として
第５条に親の指示権が規定されているが、これとは別に個別規定の中では、思
想・良心・宗教の自由を定める第 14条にだけ、親の指示権が明記されている。
これは、思想、良心、宗教に関する教育が親の教育権の核心を占めるために、重
ねて明示されたと解されている。子どもの価値観は、やがて子ども自身が形成す
るのであるが、その初期の段階においては、子どもの最も近しい存在である親の
価値観を信頼しようというわけである。

つまり、野口（2002）の見解では、宗教二世に対して両親より信仰を継承させるこ
とは当然の行為であり、宗教二世としても「最も親しい存在である親の価値観を信
頼」しようとするのが自然である。したがい、たとえカルト視される宗教であったと
しても、宗教とカルトの峻別が現時点で不可能であるからには、かかる宗教二世に両
親が信仰継承のための教育をおこなう当然の権利がある。さらに、かかる継承行為お
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よび継承された価値観を第三者が批判し、強制的に排除し、かつ双方を切り分ける行
為は不当である。しかるに、かかる行為は、親子間に第三者が強制介入し、すでに構
築された、あるいはこれから構築される親子間の信頼関係を意図的に分断することを
意味する。このような意図的な分断はあってはならない行為である。
井上（2021）は、カルト宗教二世の情動面における特徴について以下のように述

べた。引用文での下線は筆者によるものである。

親がカルト問題の対象となるような教団に深くコミットしていた場合の子ども
への影響は、思春期に勧誘された教団から受ける影響に比べて、とりわけ情動面
において深く静かに広がっている。カルト 2世が理性では親の差し出す信念体
系を否定したり乗り越えたりしたとしても、幼児期以降、親を介して深く心に培
われた情動的な反応は本人が思う以上に深く、長く続いている可能性がある。と
りわけ「そんなことをしたら罰が当たるぞ」とか「地獄に落ちるぞ」といった恐
怖を呼びさますような親の言葉は、脳の回路に深く行き渡る。私が 20歳半ばま
で肉食をしないという習慣を維持したのも、ひょっとしたらこの類かもしれな
い 106。
カルト 2世が抱く心の葛藤を考えるなら、親が示した信念体系の類だけでな

く、幼少期より刻み込まれた情動的反応の形成過程についても、脳神経科学の知
見をさらに取り込んでいくことが必要になる。脳の認知回路と情動回路の複雑な
関係については、いくつかの説があるものの、大枠においては似たような知見が
出されている。脳の機能はきわめて複雑な相互関係を形成している。それを考え
てもカルト 2世問題は、特別な家庭に育った人のみに出現する特殊な様相の対
象として、他の宗教現象から切り離して考えるのは適切ではない。信仰の継承と
強要とは紙一重のところがある。宗教問題全般を対象にできるような大きく頑丈
な網の目を用意して臨まないと、肝心なところを掬い取れない恐れがある。

まず、井上（2021）は、カルト宗教二世の情動面は深く親の影響を受けていること
を述べた。そのうえで、かかる特徴はカルト宗教二世に特異なものとして理解するの
ではなく、カルト視される宗教ではない場合と同様に、一般的な信仰継承の問題と考
えるべきであることを述べた。また、かかる信仰の継承が強要と紙一重であることに

106　 排除することを前提に個別の宗教的価値観の特異性を論じるのではなく、異質な価値観
さえも受け入れることができる社会的寛容性を論じるべきであろう。
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も言及した。ただし、こうした継承にともなう強要に近接する行為は信仰継承に限っ
たことではない。つまり家業や伝統芸能などを子どもが継承するか否かにもみとめら
れる、むしろ職能等の世襲あるいは世代間継承におけるありふれた現象である（例え
ば、田口：1977、塚本：1978、多賀：2020）。
確かに、子どもは親を選べない。前述のような、親がカルトと呼ばれる宗教に入信
していたことによる子どもが抱く葛藤や苦痛 107も看過することはできまい（日本脱カ
ルト協会：2015c）。一方、両親から継承した宗教あるいは価値観を闇雲に否定する
行為もつつしむべきである（野口：2002）。かかる否定は宗教二世にとってあらたな
葛藤と苦痛を与えることになる。ここにも信仰継承の評価における鋭い対立が実体化
する。
以上、対立の諸相として、3点の問題提起をした。それ以外にも脱会のためのカウ
ンセリング行為などに対する理解や政治とのかかわりなども対立の焦点となってい
る。これらについては、稿をあらためて紹介したい。

11. おわりに

今般の銃撃事件をきっかけに、カルトという言葉が再び注目されるようになった。
今回の事件の被害者は間違いなく安倍元首相である。ところが、いつの間にかこのこ
とが置き去りになってしまっているようだ。この衝撃的な事件以上に、カルトという

107　 情報ライブミヤネ屋は、かかる宗教二世が抱く葛藤について、郷路の発言を次のように
紹介した。「親が自分の価値観を子どもに対して引き継いでもらう、そのために適切な配
慮をしたり、行為をすること自体は違法ということはできないと思うんです。私の考え
方は、“統一教会”の違法な伝道の結果、親である 1世が、統一原理が正しいという宗教
的な確信を持たされてしまう。その違法な伝道の結果もたらされた宗教的な確信に基づ
いて、子どもに対して、『恋愛はしてはいけない。テレビを見てはいけない。これらはみ
んなサタンの道具だ』 などという宗教的価値観を子どもに押しつけ、それが社会的な価
値観と格差がありすぎて、子どもの内部で分裂が起きてしまう。“統一教会”の違法な伝
道行為を問題とすることによって、初めて 2世に対する親の行為を“統一教会”の行為
と捉え直して、法的には教団に対して違法性を追求できるのではないかと構想している
ところです」。つまり、郷路は、信仰の継承には違法性がないこと、かかる継承の行為が
親の宗教的価値観（これは違法とはいえない）に立脚していることを述べた。そのうえ
で、当該宗教団体の伝道の方法論における違法性により、親の信仰にかんする継承行為
の意味を説明することが必要であると述べた。ただし、かかる伝道の違法性による教団
への追及は、現時点では郷路の構想段階に過ぎない。なお、この議論の前提は、宗教的
価値観と非宗教的価値観の対立にある。つまり、かかる価値観の対立は、カルト視され
る団体と世俗との間に限定的にみとめられるものとはいえない。
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言葉が俄然注目を浴びるようになったのである。畢竟、安倍が殺害されたことが自
業自得であると主張する過激な言説までも現れた。吉原（2022）は次のように述べ
た 108。

安倍晋三元首相の射殺事件については自業自得というしかない。何故なら安倍
は人の不安に付け込む霊感商法を行い、多くの家庭を破滅させてきた旧統一教会
（現世界平和統一家庭連合）に対して数々の便宜を図ってきたからだ。

つまりは、カルトと呼ばれる宗教と政治家が癒着関係にあることを訴える言説であ
る。しかし、本稿で述べたように、そもそも、カルトと宗教の境界線は極めて曖昧で
ある。かつ、仮に、当該宗教団体が排除すべき団体であり、仮に、かかる団体に便宜
を図ったことが事実であったとしても、殺害が肯定される理由には到底ならない。仮
にこの論理が肯定されたとすれば、当該団体に便宜を図った全ての政治家の殺害を容
認することになる。自業自得というのは、自らがおこなった行為の報いを自らが受け
ることをいう。そうなれば、当該団体についてはなおさらである。かかわった政治
家の殺害を容認するのであれば、当該団体も、当然に殺害あるいは殲滅の対象とな
る。つまり、これはカルト排除の論理が「殺害の容認」というかたちで鮮明に表れた
事例である。ここまでくると、どちらがカルトなのかわからなくなる。一方で、八幡
（2022）は次のように述べ、安倍が当該宗教団体と癒着関係にあったことを明確に否
定した。

そもそも、清和会は岸信介からの伝統で、支持を増やすために政策提案を打ち
出すというタイプの田中角栄型の利益誘導集団でない。自分たちが信じる政策を
提案して、それに共感する人が支持するというのがモットーだ。憲法改正でもな
んでも、どっかの団体にそれが喜ばれるから提案しているはずもない。
逆に安倍内閣で旧統一教会におもねるためにした政策があるなら云って欲しい

が、そんなものはないのである。むしろ、霊感商法の取り締まり強化もしたし、
南北朝鮮への厳しい対処は旧統一教会がいちばん嫌うところだが、自分ほどそれ

108　 同様の言説は横田（2022）にもみとめられる。横田（2022）は「「自業自得」 「因果応報」
「身から出た錆」 という言葉が浮かんでくる。もし安倍元首相が公開抗議文を重く受け止
め、霊感商法の実態把握や規制強化に動いていれば、銃撃事件は避けられたに違いない
からだ」と述べた。この言説では、安倍が規制強化などの動きをしなかったため、犯人
の殺害行為をやむないものとし、事実上これを容認している。
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を徹底した政治家がいただろうか。

事実関係がどうであるかの議論はここではおこなわないが、事実確認を冷静におこな
う必要性を強く感じざるを得ない。
いずれにせよ、この事件をきっかけに鋭い対立が実体となった。カルト視する側の
人権とカルト視される側の人権、延いては、情緒論と行為論の先鋭化された対立と葛
藤が、社会問題という名の実体となって出現している。こうした対立と葛藤は、宗教
二世と呼ばれる人たちにとっての人権問題にも及ぶ。一般的には、宗教二世がカルト
宗教団体（あるいは、カルト化された家庭）の被害者であるという文脈で述べられる
ことが多い 109。一方、こうした点が注目されるのであれば、カルト視する側も加害者
になるかもしれないということも、同時に指摘されるべきである 110。カルト視する側
の責任さえもカルトに転嫁する行為は不当である（イントロヴィニエ：2022c）。こ
うした議論は、仲正（2022a）や藤原（2022）が指摘した、カルト視する側に内在す
るカルト性にも通じる。この文脈上の極端な事例が、米本（2008）が指摘した反カ
ルトのカルト化である。カルト排除という正義を振りかざし、これを取り締まってい
るつもりが、排除していた当事者がいつの間にかカルトと化しているというものだ。
こうしたカルト化した当事者には、おそらくその自覚がない。かかるテーマも看過す
ることができない。
溝田（2019）は、「恐怖」と「正義感」の悪用あるいは暴走がカルト化の要因であ
ると指摘した。なお、引用文における下線は筆者によるものである。

よく「宗教を信じるのは人生の意味を見つけるため」とか、「自分の救済を信
じるため」とか言われますが、それだけが宗教を続けさせる要因でしょうか。そ
こでの人間関係や、その宗教の荘厳な雰囲気、一般世間から離れた孤高な気持ち
になれるなど、宗教から離れさせなくさせる要因も他に多くあります。しかし、
オウムのような強い反社会的宗教に固着するのには、それ以外にも何かがあると

109　 当事者の言説としては、例えば、たもさん（2019）がある。
110　 そもそも親がカルトに入ったことが問題であり、たとえ宗教二世が蔑視されたとしても

自業自得であると考える人がいるかもしれない。しかしながらこの考えは、宗教二世が
直面する現実を置き去りにした考え方である。親に対する対処と切り分けた現実的な対
応が必要であることは明らかである。イントロヴィニエ（2022c）は「新宗教運動が暴力
の犠牲者となるとき、即座に彼らの敵対者によって 「それは自業自得だ」 というキャン
ペーンが始められる」と述べている。



132 『人文×社会』第 8号

思います。
私は、それは「恐怖」と「正義感」なのではないかと考えます。終末観や地獄

の存在など、宗教が恐怖心をあおる場合があります。「この宗教を離れたら、悪
いことが起こるのではないか」とか、「地獄に落とされるのではないか」という
感覚を持たせるのです。普通の宗教にも、そういった恐怖心をもたらすものはあ
りますが、その宗教が反社会性を帯びてくる場合には、そうした恐怖心が「利
用」され、教団の組織固めが行われるのではないか、と思うのです。
また宗教はある意味、「正義感」を利用します。宗教の慈善活動などは、信者

の正義感に基づいてなされていると思います。しかし、その宗教の提示する正
義「観」と社会一般の正義「観」がずれることもあります（このこと自体は問題
ではないと思います。戦争中、多くの人が戦争に勝つことに希望を馳せていた時
代、反戦の精神を貫いた宗教者も多くいました）。
そして、宗教が反社会性を帯びてくるとき、この正義感が「思いこみ」になっ

てしまうのではないか、と私は考えるのです。信者がたとえ「来世」を信じてい
るとしても、現実に今、信者と教団が存在しているのはこの「現世」です。つま
り、自分たちが信じる正義があったとしても、現実にそれを行う場としては現世
しかなく、その正義が本当に試される場はこの現世なのではないか、と思うので
す。

反カルト言説も、カルトに対する「恐怖」と、カルトは社会悪であるので排除すべき
であるという社会的な「正義感」により構成されている。こうした点に基づけば、カ
ルト排除の論理にカルト性が内在する可能性があることも首肯できる。かつ、大抵の
宗教にもこうした「恐怖」と「正義感」は内在している。とりわけ一神教においてそ
の傾向が強いといえる。石津（2020：46）は次のように述べ、宗教が「恐怖」を埋
める装置 111であること、宗教が戦争を正当化する装置として安易に用いられてきたこ
とを指摘した。ここでの戦争を正当化する宗教的信念は宗教的「正義感」と同一とみ
なせる。なお、下線は筆者によるものである。

宗教は、死への恐怖を埋める装置である。20 世紀のナショナリズムの高揚と
ともに、宗教は「祖国のために死ぬ」という疑似宗教的言説を生起させる背景と

111　 石津（2020）は、恐怖の対象が「死」であると述べているが、かかる対象はこれに限定
されない。例えば、「病気」なども対象になり得る。
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なっている。宗教（疑似宗教）の中に構造的に潜むものが対立や戦争を生み出す
可能性がある一方で、宗教自体が戦争の直接の原因でないもののように思われ
る。宗教は戦争遂行上の目的である利害対立を隠匿し、安易に正当化できる装置
として用いられてきたが、同時に、歴史の大部分の時間において宗教を信仰する
人々が平和的に共存し、対立が顕在化していないことも事実である。あらゆる宗
教は、権力との結びつきによって合理化され再解釈されることを前提とすれば、
宗教は権力者により利用される受動的な存在として認識される。一方で、宗教戦
争やイデオロギー戦争が激烈化するのも疑いようのない事実である。宗教は戦争
において受動的かつ能動的であるという両義性を有するといえる。

ここでは「宗教」と「戦争」に限定した議論となっているが、これを「思想」と「闘
争」に読み替えたとしても何ら矛盾はない。つまり、「思想」は「恐怖」を埋める装
置にもなるし、「思想」的「正義感」は利害対立を正当化する装置になるのである。
カルト側と反カルト側の対立は、こうした一般化された構図のなかで位置づけられる
のである。かつ、この種の対立は、社会的勢力の優劣に容易に依存するものである。
あえて簡単にいえば、今般のカルト・反カルトの対立は、思想（宗教を含む）どうし
の社会的勢力の対立とみなすことができるのである。カルトと宗教の区別が難しいこ
とを鑑みれば、カルト・反カルトの対立の本質は、実は、宗教と反宗教主義の対立で
あるといえる。したがい、反宗教主義による宗教排除の論理が先鋭化したものがカル
ト排除（あるいは反カルト）の論理であるといえよう 112。
カルト言説についてみれば、学術的な議論もあるだろうが、単なる感情論、延いて
は人権侵害の蓋然性を含むレッテル張りの場合もある。マスメディアによる報道は、
そもそも情緒論に傾倒しやすい 113。仮に、推定無罪の原則が浸透していないとすれば、
報道にともなう人権被害が起こる蓋然性が発生することはいうまでもない 114（魚住：

112　 無論、カルトの違法行為を正当化する意図は筆者には全くない。
113　 例えば、津田（2013）は、マスメディアが影響を与える国民感情の形成について「共感

の喚起にあたって重要な役割を果たしうるのがマスメディアである。マスコミュニケー
ション研究の領域においても、マスメディアが喚起する共感が国民形成に寄与する可能
性は以前から指摘されていた」と述べた。

114　 とりわけ、宗教二世の社会的葛藤を増大させるような批判的言説や対立を煽る言説は断
固として退けるべきである。宗教二世は父母を選択することができない。確かに、個別
の事例に対する相談も必要かもしれない（井艸＆野中：2022）。以上を踏まえつつも、宗
教二世も社会との関係のなかで実際に生きていくのである。極論かもしれないが、宗教
二世の人権を保護するためには、かかる宗教二世が所属する宗教団体へのカルト視を一
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2019）。この度の異常とも思える一連の論調について池田（2022）は次のように説明
した。

今回の特徴は、安保法制や特定秘密保護法のときは「人権を守れ」とか「言論
の自由が侵害される」などと騒いだ憲法学者が、今回は「反社 115に信教の自由は
ない」と主張することだ。彼らの守る信教の自由や表現の自由とは、自分と同じ
意見の「お仲間」の自由である。そんな自由は、スターリンもヒトラーも認め
た。

まるでモラル・パニックのような現状の背景に、池田（2022）は思想的対立をみて
いる。
前述のように、《#太田光をテレビに出すな》のハッシュタグがつけられた。つま
り太田は排除される側になったのである。さらに、たいら（2022）は次のように述
べ、太田が「「統一教会の御用ライター」 成り下がったと目されているいわくつきの
人物」である米本和広の書籍（米本：2008）を「元ネタ」に話をしていると指摘し
た。引用文中の下線は筆者によるものである。

有田芳生氏とは真逆の意見を持つ「統一教会問題の専門家」として、太田が持ち
上げた「米本さん」こと米本和広氏。
米本氏はカルト宗教問題を扱うジャーナリストだが、ある時点から統一教会側

に取り込まれ、今では「統一教会の御用ライター」に成り下がった 116と目されて
いるいわくつきの人物だ。
番組内での有田氏は、米本氏が統一教会から一定の便宜を受けていることを示

切撤廃するべきである。そのうえで、当該団体については実際の行為が適法か違法かに
よって粛々と処断することにより対処すべきなのではなかろうか。

115　 衆議院議員初鹿明博が提出した反社会的勢力の定義に関する質問に対しての政府の回答
は以下の通りである。「政府としては、「反社会的勢力」 については、その形態が多様で
あり、また、その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであることから、あらかじめ
限定的、かつ、統一的に定義することは困難であると考えている。また、政府が過去に
行った国会答弁、政府が過去に作成した各種説明資料等における 「反社会的勢力」 との
用語の使用の全ての実例やそれらのそれぞれの意味について網羅的に確認することは困
難である。」。つまり、政府の見解としては「反社会的勢力」の定義は定まっていない。

116　 この「成り下がった」という表現には、当該宗教団体を蔑視する意思がみとめられる。
まさしくカルト排除が蔑視感情をともない実施される実例である。さらに、こうした表
現は読者への印象操作も目的としているように思える。
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唆した 117が多くは語らず、鈴木エイト氏も「偏りがある」とやんわり指摘するに
留まった。
これは、その場にいない米本氏にアンフェアにならないよう、最大限に配慮し

てのことだろう。
米本氏の著書『我らの不快な隣人 ― 統一教会から 「救出」 されたある女性信
者の悲劇』（情報センター出版局）では、信者を脱洗脳するために弁護士らが信
者を「拉致・監禁」する様子が描かれている。
まるで統一教会側の誤った主張そのものだが、これに限らず米本氏の近年の主

張と太田の問題発言が多くの点で符合していることは、もっと広く知られるべき
ではないか。
太田の不自然極まりない統一教会擁護。その「元ネタ」の多くは統一教会の代

弁者たる米本氏と考えられるのだ 118。

たいら（2022）は、まず米本の著書（米本：2008）を紹介したうえで、それが統一
教会側の「誤った」主張そのものであると述べた。つまり、統一教会側の主張が誤っ
ているからには、米本の主張も誤りだと主張していることになる 119。ここまで断言す
るからには主張の誤りを立証する責任が問われるではなかろうか。ところが、たいら
（2022）には根拠が述べられていない。したがって、この時点でたいら（2022）の
発言は極めて一方的なものであるといわざるを得ない。さらに、たいら（2022）は、
有田芳生と米本の意見が「真逆」であると述べた。ここには、脱会のための拉致行為
がはたして正当か不当か、適法か違法かという、今に至るまで議論されてきた鋭い対
立が存在する。無論、その背景にあるものは、カルトあるいはマインド・コントロー

117　 どのような便宜であろうか。
118　 米本は自身のブログで、統一教会に対する自身の立場が是々非々であり、「カルト」と

「反カルト」のどちらの立場でもないことを述べている（米本：2017）。かかる言説に基
づけば、米本は専ら自らの意見を述べているに過ぎず、統一教会の代弁者としての発言
であるとはいえない。

119　 たいら（2022）は何を「誤り」と断言しているのか明示されていないが、米本の書籍に
「信者を脱洗脳するために弁護士らが信者を 「拉致・監禁」 する様子が描かれている」と
述べているので、文脈から判断すると、「拉致・監禁」が「誤り」であると主張している
ように読み取れる。仮にそうであれば、たいら（2022）は、当該宗教団体の信者が被っ
た拉致監禁が虚構であると述べていることになる。一方、世界日報編集局（2015）が示
した拉致監禁事例が不法行為であることは、裁判所がすでに判断した。かかる事実認定
までも「誤り」と断言するならば、この断言は不当であるといわざるを得ない。
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ルの解釈論 120の対立である。さらに深掘りすれば、こうした一連の対立の背後にも、
池田（2022）が言及した思想的対立がはたして潜んでいるのであろうか。
イントロヴィニエ（2022d）は、次のように述べた。

安倍は統一教会の信者になったことがない男によって殺された。彼の母親は
20年前に破産し、彼はそれが起きたのは母親が教会に対して行った過度の献金
のせいであると非難した。彼は安倍元首相が統一教会の関連団体のイベントにビ
デオを通して参加し、別のイベントに書簡を送ったことを理由に、安倍を成敗し
ようと決意した。殺人犯はまた、統一教会のリーダーの殺害も計画した。安倍と
同様に、統一教会は明らかに事件の被害者であった。
ところが、日本には統一教会に敵対する組織が存在し、彼らはこの宗教団体が

殺人に対してなにがしかの責任があるという世論を形成することに成功した。そ
の屁理屈は、もし彼の母親が統一教会に献金をして（2002年に）破産しなかっ
たら、殺人犯は（2022年に）安倍を殺さなかったはずだ、というものだ。
「カルト」というレッテルを貼られた団体に対するものであればほとんどすべ
ての中傷を信じる傾向にあるメディアの状況下では、この間違った議論が真剣に
受け止められ、自由権規約の下で保障された統一教会ならびにそのメンバーの権
利に対する深刻な侵害が起きたのである。

つまり、かかる言説によれば、当該宗教団体と対立する勢力が「屁理屈」に基づく不
当な世論形成に成功し、その結果、当該団体への不当かつ深刻な権利侵害が生じたの
である。こうした不当な世論形成の根底にあるものが、カルト視された団体への中傷
は当然に信じるに足るものである、という暗黙の了解であるといえよう。ついには、
「安倍暗殺後の統一教会に対する攻撃は、市民的及び政治的権利に関する国際規約の
複数の条項に抵触する」として国連自由権規約人権委員会への提訴がおこなわれるに
至った（イントロヴィニエ：2022d）。

120　 マインド・コントロール言説の対立については別稿にて議論するつもりである。櫻井の
言説においても、櫻井（1996）ではマインド・コントロールが世俗の論理となんら変わ
らないこと、カルトへの入信の理由づけとして恣意的につくられた「理論」であること
を述べ、マインド・コントロール理論そのものを批判したのであるが、以後の多くの論
文では、「正体隠し」による勧誘行為との関連でマインド・コントロールの存在を肯定的
に論じている。櫻井の言説では 2種類の異なるマインド・コントロール言説が同一の用
語により述べられているように思える。かかる点についても、別稿にて検討するつもり
である。
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櫻井は、Sakurai（2006：42）の最後を次の言葉でまとめた。

Contemporary religions should have prudence to exist with secular society and 
for any reason people must not die for religious “truth” and “justice.” �is might 
be the only lesson we have learned from the Aum incidents.

この櫻井の言葉は非常に重たい。「カルトとは何か？」という設問を度外視しても、
現代宗教は世俗社会と共存するための慎重さを持つべきである。Sakurai（2006）が
主張したように、いかなる理由があろうとも、宗教的な「真理」や「正義」のために
人が死ぬようなことがあってはならない。しかし実際は、現代にいたるまで、宗教の
名による殺戮が幾度となく実行されてきた。あえて筆者の意見を述べるとすれば、櫻
井の言葉の射程を「宗教」にとどめず、「思想」にまで拡大するべきである。周知の
ように、共産主義（あるいは反宗教主義）という「思想」的な「真理」や「正義」に
よりジェノサイドがおこなわれてきた。また、ナチス・ドイツの人種差別主義とい
う「思想」的な「真理」や「正義」によりホロコーストがおこなわれた 121（Snyder：
2010）。その意味では、共産主義やナチスの人種差別主義も「思想」におけるカルト
であるといえる。ここで、再度、「カルトとは何か？」という定義の問題が浮上する。
反カルトという反宗教主義に内在するカルト性も、宗教的カルトと同じテーブル上で
議論されるべきである。さもなければ公平性を欠くことになる。さらに、反宗教的と
はいえず、かつ宗教的ともいえない思想的なカルトも同様な扱いを受けるべきであ
る。
かつて戦旗・共産主義者同盟に所属していた早見慶子（早見：2007）は、オウム
真理教の井上嘉浩元死刑囚（門田：2014）と対話をした際の様子を次のように述べ
た（早見：1996：18-19）。

また彼らは教義において慈悲の心の実践を強調している。最も憎らしい人を心に
思い描き、その人が苦しんでいたら助け、成功したら喜んであげる自分を瞑想に
よってイメージづくっていくのである。この瞑想は人の心を優しくしていく。に

121　 渡辺（2017）はナチスがなぜホロコーストをおこなったのかについて、ヒトラーの『我
が闘争』における論理の飛躍に注目した。つまり、「ユダヤ」とか「ゲルマン」という実
体ではなく、これを概念化し、対立軸を構成したのである。こうした実体を概念化し対
立軸を構成する思考体系が、いわゆるカルト的思考方法あるいは反カルトがカルト化す
る思考方法に共通するのではなかろうか。
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もかかわらず、その上の段階に「空」をもってきて心を無にするのであるから、
そこに残るのは「愛」ではなく、「尊師」になってしまうのである。オウムの世
界ではグルに対する絶対服従が前提となる階級社会であり、下部にとって主体的
意志は無意味となり、グルの思うことに納得できない場合、修行が足りないから
ということで処理されてしまうことになる。このような世界は左翼の世界でも見
られる傾向である。私の所属していた過激派の世界でも上級に対する下級の絶対
服従が同盟員の規約に存在するため、下級の権限はきわめて少ない。上級に対し
て納得いかない人は思想的に未熟であるためと理解されるから、ますますそのセ
クトの文献を何度も読み返し、閉鎖的な世界観に洗脳されていくのである。この
ような構造は結束力は強くあっても、思想的にはもなれないため、だんだんと上
層部が腐っていく結果にもつながっていく。

さらに、早見（1996：21）は次のようにも述べた。

自分の感情に人間がふりまわされている限り、心の平安が得られないことは事実
である。主体性論を持った左翼活動の問題の発生を自己の内部に求めていく。だ
から、オウムの語る修行を通じて自分の内側にある、さまざまな部分と対話をし
ていく行為はわかったりする。自分の肉体以外に何も持たないようにすること、
これは現代では難しい。オナカがすいたら、冷蔵庫をあければ何かがあり、真夜
中でもあいているコンビニは大変便利なマーケットである。家にひとりでいて
も、テレビやラジオ、ファミコンなどの遊び方はいくらでもある。これほどまで
に物質的に満たされていながら、虚しくてしょうがない・・・それが現代の特長
だろう。そこであることが、当たり前の世界からないことを体験する世界に入っ
ていくのである。過激派の世界ではそこに政治的な理由をつけて、ひとつひとつ
失わせていくのであるが、内的な体験においては共通のものがあるだろう。その
精神の体験過程では市民社会でエリートになる夢や金持ちになる夢、好きな人と
結婚する夢や、親・兄弟と仲良くすることは否定される。オウムでは執着を絶つ
修行としてであり、過激派の世界では革命活動に身を投じるためにである。ひと
つひとつの行為は外部のものからみると、狂信しているから何も考えずに身内を
苦しめ、社会を混乱させるように洗脳されているように見えるらしい。しかし、
その集団に属している諸個人においては、家庭生活や社会での出世やお金を自由
に使える権利を欲する自分と、一生懸命闘いながら、精神的成長を遂げようとが
んばっているのである。
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このように、早見（1996）は、左翼過激派構成員とオウム真理教信者の心性におけ
る共通点を指摘した。これはカルト的心性と呼ぶべきものである。さらにこの観点で
いえば、オウム真理教をカルトと呼ぶならば、当然に、左翼の過激派もカルトと呼ぶ
べきである。つまり、オウム真理教は宗教的なカルトであり、左翼過激派は反宗教的
なカルトである。早見が所属していた以外の共産主義による団体を含めれば、むし
ろ、実行された殺害の人数はオウム真理教のそれをはるかに越えている。殺害人数で
いえば、共産主義は最悪のカルトの一つである 122。程度の差こそあれ、こうしたカル
ト的心性は、宗教や思想に属し、これを信奉する人たち、あるいは純粋に求道する人
たちにも等しく内在する 123。
反カルトという思想にもカルト的心性が内在する 124。実際に反カルトがカルト化し

暴力性を帯びることにより、カルト信者への一連の不当な監禁脱会行為という実体が
出現した。あるいは、昨今では、カルト信者への不当な中傷が暗黙の了解のなかでお
こなわれている。さらに、かかる中傷は、カルト信者とは切り分けられた中立的発言
者にまで及んでいる。本稿は、むしろ、こうした反カルトに埋伏するカルト性に注目
した。仮に、カルト排除を主張するならば、反カルトに内在するカルト性にも目を瞑
ってはならないのである。反カルトに内在するカルト性に注目することにより、カル
トの核心に一歩近づくことができる。だが、反カルトのカルト性は「カルト視された
団体への中傷は当然に信じるに足るものである、という暗黙の了解」のなかに覆い隠
されている。
本稿では、幾許かの問題提起をおこなった。さらなる具体的な事例については今後
提示するつもりである。カルトがもたらす社会問題は実体である。ところが、そもそ
もカルト概念は恣意性を排除することができない。いずれにせよ、まずはカルト言説
がどのような文脈で使用されているかを注視せねばなるまい。仮に、不法な宗教団体
を摘発するならば、あくまでも実際の刑事罰がともなう行為の有無に基づいておこな
われるべきである。違法行為の蓋然性のみによる摘発は、断じておこなわれるべきで
はない。さらに、カルト摘発行為の歪は宗教二世の人権問題として実体化する可能性
がある。畢竟、社会問題の解決を企図し、その象徴としてカルトをマーキングとして
使用する試みには、人権侵害の蓋然性が常に併存することを忘れてはなるまい。

122　 宗教に埋伏する暴力性については前述した。一方、共産主義にも暴力性および排他性が
内在する（Marx & Engels：2016）。

123　 求道する人たちにも排他的傾向がみとめられることが多い。
124　 反カルト言説を構成する思想には反宗教主義や先鋭化した宗教的信念などがある。
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また、本稿では、とりわけ櫻井（2004a）に注目し、カルト言説に内在する課題点
を検討した。前述のように、櫻井のカルト研究は、基本的には、カルト団体による現
実の社会問題、および、社会問題の蓋然性を解決するところに目的がある。そのため
に、いかにカルト排除の実践をおこなうかの理論形成をおこなってきたといえる。櫻
井が言及したように、カルト問題は人権と人権の対立である。このようにカルト問題
が人権問題と不可分であるとするならば、その前提が曖昧であってはならない。カル
ト概念の明確な定義づけが必須なのである。繰り返しになるが、本稿の結論は極めて
単純である。カルト排除の言説には人権侵害の蓋然性が埋伏するということである。
櫻井の一連のカルト研究は、確かに、カルトがもたらす社会問題の一側面を浮き彫
りにすることにおいて貢献したかもしれない。だが、他方では、もう一つの側面であ
る＜反カルトのカルト化＞がもたらす社会問題の解決案を提示するに至っていないと
いえる。むしろ、当該問題については、対立を扇動する立場にあるといえるのではな
かろうか。皮相的なカルト問題は、櫻井らが言及するものである。こちらはすでに浮
き彫りになりつつある。一方、反カルトがカルト化することで出現するカルト問題も
ある。反カルトにも暴力性が埋伏している。しかし、こちらは覆い隠されている。
そもそもカルトはマスメディア由来の蔑称にすぎない。あくまでも筆者は、カルト
という用語が学術的には馴染まないという立場である。仮にこうした点を除外したと
しても、現時点におけるカルト研究の課題は、カルト概念に内在する恣意性にあると
いえる。
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