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2021年度は、｢『諸国民の正義の人』杉原千畝没後 35年目｣に当たります。そこで、今回、 

ユダヤ人を助けた｢諸国民の正義の人｣ 

       －事例に学ぶ、救出の行動･動機･構図と要因－ 

について話します。 

 

  ｢諸国民の正義の人｣は、日本人外交官杉原千畝だけではありません。杉原千畝については、｢ユダヤ難民 

を助けた正義の人たち－『命のヴィザ』をつないだ『善意の連鎖』の真相－｣の中で話しましたので、今回は

各分野の代表事例（合計 5 件）に焦点を当てて、当時の時代背景、救出者の行動、その動機、構図と成功要

因を掘り下げます。 

この写真の人たちが、今回取り上げる主な人物です。 

 

 

  

アンドレ トロクメ

（1901‐1971）

ヴィルム ホーゼンフェルト

（1895‐1952）

ゲオルグ ドゥックヴィッツ

（1904‐1973）
ジョルジオ ペルラスカ

（1910‐1992）

シルト ウォルターズ

（1912‐2003?）
クリスチャン１０世

（1870‐1947）
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１．はじめに 

 

●ナチスによる国別ホロコースト犠牲者数 

まず初めに、ナチスによる国別ホロコースト犠牲者数をみます。ヨーロッパ大陸に居住していたユダヤ

人の約三分の二にあたる 6百万人が犠牲となりました。国によって犠牲者比率が大きく異なります。 

デンマークは犠牲者がほとんどいませんでしたが、フランスの犠牲者比率は 26％、ハンガリーは 69％、

オランダは 75％、ポーランドは 91％でした。後ほど、この 5か国については具体例で取り上げます。 

 

●ホロコーストの歴史的要因 

6 百万人に上る犠牲者を生み出した歴史的背景をみます。ヨーロッパに 2000 年前から根強くあったユダヤ

人への偏見、妬み、憎悪が増幅して 19 世紀末の冤罪事件｢ドレフュス事件｣の発生、また 20世紀初めの偽書

｢シオン長老の議定書｣の流布によって、反ユダヤ感情が醸成されていきました。ドイツにはゲルマン民族｢ド

イツの歌｣に見られる様に、大ドイツ主義の考えが根底にありました。この歌は 18世紀末に作曲され、19世

紀半ばに作詞されました。ヴァイマール共和国時代には 1 番が国歌なりました。1 番に詠われている領土は

ナチス･ドイツが最盛期に支配していた領域とほぼ重なります。3番が西ドイツ及び統一ドイツの国歌となっ

ています。  

 

ゲルマン民族｢ドイツの歌｣ 

作曲:フランツ･ヨーゼフ･ハイドン（1796年）,作詞:アウグスト･ハインリヒ･ホフマン･ファン･ファラースレーベン（1841年） 

日本語訳:仲正昌樹 

 

バルト諸国 253,000 228,000 90

ベルギー 65,000 40,000 62

ブルガリア 64,000 14,000 22

ボヘミア モラヴィア保護領 90,000 80,000 89

デンマーク 8,000 50 0.6

フィンランド 2,000 - -

フランス 350,000 90,000 26

ギリシャ 70,000 54,000 77

オランダ 140,000 105,000 75

ユーゴスラヴィア 43,000 26,000 60

ポーランド 3,300,000 3,000,000 91

ルクセンブルグ 5,000 1,000 20

ハンガリー 650,000 450,000 69

ドイツ／オーストリア 240,000 210,000 88

ノルウェー 1,800 900 50

イタリア 40,000 8,000 20

スロヴァキア 90,000 75,000 83

ソヴィエト連邦 975,000 107,000 11

ベラルーシ 375,000 245,000 65

ウクライナ 1,500,000 900,000 60

ルーマニア 750,000 310,000 41

総　　計 9,011,800 5,943,950 66

国　　名
ホロコースト以前の
ユダヤ人人口（人） 比率（％）

犠牲者（推計）

人数（人）
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更に、19世紀後半以降、従来の反ユダヤ主義に加えて、帝国主義による｢人種思想｣と植民地主義による｢優

生、人種衛生思想｣という全く根拠のない考えが蔓延りました。ヒトラーが獄中で記した著書｢我が闘争｣の中

に、これらの考えを取り入れて、ドイツ人によるヨーロッパ大陸支配の実現、及び人種思想を持ち込んで人

間を人種分けし、ユダヤ人を劣等人種に位置付けました。ヒトラーは合法的に政権を獲得した後、ニュルン

ベルク法制定、帝国水晶の夜事件、そしてヴィアンゼー会議によるユダヤ人問題の最終解決へと、ユダヤ人

の迫害･虐殺を押し進めていきました。 

 

●ホロコーストの構図 

ナチス 12年間のホロコーストの構図をみます。確信的迫害者･同調者･服従者の他に、沈黙・傍観者等、結

果的にユダヤ人迫害に手を貸した多数の加担者がいました。一方、ナチスの考えに抗う人は少数でした。さ

らに、ユダヤ人を助けた正義の人は極めて少数でした。 

救出されたポーランドのユダヤ人女性、マーガレット･アヘルの言葉を思い出します。｢１人のユダヤ人を救う 

ためには千人のポーランド人が必要だが、千人のユダヤ人を告発するにはただ1人のポーランド人しかいらない」。

これは当時の状況をよく表しています。このことが、6 百万人に上るユダヤ人犠牲者を生み出しました。 

正義の人の中には、｢諸国民の正義の人｣には選ばれていませんが、ユダヤ人でない人（例:ユダヤ難民を助

けた根井三郎･小辻節三）、またユダヤ人（例:669 人の子どもたちを救出したニコラス･ウィントン）がおら

れますが、今回は、｢諸国民の正義の人｣に焦点を当てます。 

 

  

生還者300万人

確信的迫害者
（ナチス幹部）

迫害思想を指導

同調者
（SS,GESTAPO）

迫害実行を推進

服従者
（官僚機構）

迫害実行の歯車

沈黙 傍観者
（一般の人）

様子見、
迫害を見て見ぬ振り

正義の人
諸国民の正義

の人

ユダヤ人

ユダヤ人

犠牲者600万人

正義の人

関心
敬意

思考停止
無関心

憎悪
敵意

理性

道徳法則

抵抗者
ナチス政治弾圧下、

迫害政策に抵抗
抗う人

（少数）

正義の人

ユダヤ人でない人

ユダヤ人（被害者）加担者
共犯者

（多数）

分　類 特　徴 備　考
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２．諸国民の正義の人 

 

●｢諸国民の正義の人｣の認証条件 

｢諸国民の正義の人｣の認証には、次の様に厳しい条件があります。 

・ユダヤ人でないこと 

・自らの命や安全をナチとその協力者の手による危険に晒したこと 

・救出に携わる条件として、なんらの個人的な見返りを求めなかったこと 

・救出の話が救出された側の人間（ユダヤ人生還者）による確証が得られること 

｢諸国民の正義の人｣受賞メダルに刻まれたヘブル語の言葉｢כל המקיים נףש אחת כאילו קיים עולם מלא｣

（コール ハメカイェム ネフェシュ アハット ケイルー カイヤム オーラム マレー｣）は、｢1 人の命（存在）を

救うことは、全世界を救うに等しい｣という意味です。これは、ユダヤの教えが記載された書物（｢タルムード｣）

から引用されています。 

 

●｢諸国民の正義の人｣の国別人数（2021 年 1 月） 

｢諸国民の正義の人｣の人数は現在、51か国、27,921人です。内訳はポーランド 26％、リトアニア迄の 6か

国で 81％、ロシアまでの 13か国で 96％を占めています。 

 

 

  

 諸国民の正義の人 人数

27,921人（2021年度）

26%

96%

81%
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●救出者の分類と今回取り上げる救出者 

各分野から１事例、計 5 つの事例と数名の人物を主に取り上げますが、話しの中で他の｢諸国民の正義の

人｣も出てきます。救出場所は 5か国（デンマーク,フランス,ハンガリー,オランダ,ポーランド）です。 

 

 

（注）今回の対象人物名と国籍： 

ゲオルグ･フェルディナンド･ドゥックヴィッツ（ドイツ）、デンマーク国王以下国民･レジスタンス 

ジョルジオ･ペルラスカ（イタリア）、アンドレ･パスカル･トロクメ（フランス）、 

ヴィルム･ホーゼンフェルト（ドイツ）、シルト･ウォルターズ（オランダ） 

 

次回（第 2回）は、デンマークとフランスの事例のお話しです。 

分　類 名　前 国　籍 救出場所（国名）

何鳳山 中華民国 オーストリア

アリスティデス ソウザ メンデス ポルトガル フランス

杉原 千畝 日　本 リトアニア/チェコ

ゲオルグ フェルディナンド ドゥックヴィッツ ドイツ デンマーク

カール ルッツ スイス ハンガリー

セラハッテン ウルクメン トルコ ギリシャ

ヤン ツバルテンディク オランダ リトアニア

オスカー シンドラー ドイツ ポーランド/チェコ

ラウル グスタフ ワレンバーグ スウェーデン ハンガリー

ジョルジオ ペルラスカ イタリア ハンガリー

アンドレ パスカル トロクメ フランス フランス

ジョセフ アンドレ ベルギー ベルギー

アンジェロ ロッタ イタリア ハンガリー

ヤン カルスキ ポーランド ポーランド

イレーナ センドラー ポーランド ポーランド

デンマーク国王以下国民、レジスタンスグループ デンマーク デンマーク

アントーン シュミット オーストリア リトアニア

ヴィルム ホーゼンフェルト ドイツ ポーランド

ハインツ ドロッセル ドイツ ドイツ

シルト ウォルターズ オランダ オランダ

ヤン ジャビンスキ ポーランド ポーランド

ミープ ヒース オランダ オランダ

マリオン プリチャード オランダ オランダ

⑥社会事業家 一般人（4人）

①外交官（6人）

②実業家（4人）

③聖職者（3人）

④レジスタンス（3人）

⑤召集軍人(3人）


