これ は、 心理学 の世界 では有名な概念 で、 ひと こと で言うと、
自 分 に危害 を加え る者 に対 して、連帯感、親 近感、愛情 を感 じる
よう にな ると いう心理状態 のこと です。
か つて スウ ェーデ ンのスト ックホ ルムで、 ６日間 にわたり銀行
強盗 に拘束さ れ て いた人質 たち は、 犯人が逮捕さ れ救 出さ れたと
き、驚 く こと に、自 分 たちを長 い間陥 れ て いた犯人を かば い、逮
捕 した警察 を非難す るような言動をと りま した。さら に信 じられ
な いこと に、中 には、 そ の後も犯人を励ま し続け、 ついには犯人
と結 婚 した被害者 も いたそう です。 こ の現象 は、特定 の人物とず
っと いる ことが強制さ れた場合 に、 そ の人に対す る好意 が形成さ
れ る ことがあ りう る ことを示 して いる のですが、 これ は、 私たち
賃金労働者 にもそ のまま当 てはまります。
以前、わが社 にお いても、職場 によ っては、会社 の方針を めぐ
り、露骨な パ ワ ハラが繰 り返さ れ て いま したが、怒 りをあらわ に
す るど ころか、勤務時 間外 に自 ら進 ん で、 そ の上 司 の手伝 いをす
る社員が多 か った事 には正直驚 きま した。 「
う つ」や 「
過労 死」と
いう のは、 こう した被害者意識 の希薄 化がもたらす悲劇 です。

ストックホルム症候群の
語源になったノルマルム
広場強盗事件を題材に描
いた作品です。

「存在することと生

きることは全く別の

ことだ」

ｂｙオスカー・ワイルド

私たち は、 小さ いころ、 「
将来 の夢 は何 ？」と聞 かれ ると、 必ず
「
パイ ロットにな りた い」と いうふう に好きな 「
職業」を答え ます。
一方 で、 「
世界 一周、旅行 した い。」 「
も の知 り博士 にな りた い。」と
い った私生活 で の自 己実現を目指 そうとす る方 はご くわず かです。
そ のため、まず は仕事 を充実さ せなければ、プ ライ ベートも楽 し
くな いし幸 せになれな い、と いう思考 回路が出来上が ります。しか
し、仕事 には、人間関係や労働環境等 の外的 要因が大きく絡 ん で来
るため、無 理に充実さ せようと した結 果、滅私奉 公を強 いられ、 い
つま でも満 たさ れな いまま会社 にしが み つく形 にな り、プ ライ ベー
トど ころ ではなくな ります。 反対 に、私生活 で何 か目的があれば、
そ の実現 のため、会社 と のビジネ スライクな関係を維持す る ことが
可能 にな ります。巷 で奇妙な ほど強 調さ れ る仕事 の 「
や りが い」ば
かりに囚われ て、純粋 に楽 し い事 は何 かと いう自 己 への問 いかけを
蔑 ろにす る こと こそが、権威 への 「
依存 」を生 み出す 元凶 です。
映画「ストックホルム・
ケース」
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