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1 はじめに  

ガルトウングは，戦争と平和という伝統的2分法とはまったく異なった，平  

和概念の再定義を行った。このことの重要性は証も否定しえないであろう。し  

かし，彼の平和学は，すでに完成したものとしてわれわれの前に提出されてい  

るのではない。それは現実の状況とのするどい緊張を卒みつつ，いまだ生成途  

上にあると言えよう。しかし，彼の思想の核にあるエッセンスを取り出すこと  

は可能であり，本章でばこのことを行ってみたい。筆者は1997年以来，ガルト  

ウングが立命館大学国際関係学部で行った講義のティーチング・アシスタント，  

各地でのワークショップへの参加等の経験を通じ，彼の思想から大きな刺激と  

示唆を与えられてきた。以下に述べるガルトウング平和学に関する筆者の見解  

は，こうした中での彼との対話を通じて徐々に形成されてきたものである＊。  
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2 平和研究の対象   

「平和研究」が，人間の経験という土台の上に立つ経験的・批判的・構成的  

な社会科学の1分野であるためには，それ自身の固有の方法をもたねばならな  

い。そのような平和研究の方法論を探求するために，まず次のような聞いを発  

＊ 本章の成り立ちにつV〉て述べておきたい。全体への序説としての性格をもつ本章を作成するに当   

って，筆者はまず英文と日本文の両方を用意し，英文版をもとにガルトウングと討論し，必要な修  

正を加ゎこうした手原を踏んで最終的に日本文を確定した。したがって，内容の大筋はガルトウ   

ングの了解をえたものであるが，もしあやまりや不十分な点があるとすれば，その責任はもちろん   

筆者のものである。   
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してみよう。  

a）平和研究め対象は何か。卓れを遺して平和の本質に迫ろこ‘とが可能とな  

る，そうしゎ現象をわれわれはどこに見出すことができるか。   

b）われわれが嘩した現象の中旺どのような構造を見出すことができるか。   

C）●「平和」と呼ぶことのできる何ものかをどこに見出すことができるか。   

平和とはオレンジのようなものだろうか。あるいは平和と払心の中で考  

えたり感じたりすることができるだけで，決して見たりつかんだりはでき   

ないものなのだろうか。平和とは正確にはいったい何なのか。  

平和研究が，まず対象とするのは「暴力」である。われわれは日常の生活に  

おいて多くの種斉の暴力を経験している。家庭内暴力，学校でのいじめ，会社  

での首切り，国家間の戦争，地域紛争，ジェノサイド（大量虐殺），テロリズ  

ム等々である。暴力は，われわれの心身を破壊しト殺傷し，痛めつける。そう  

した暴力の人間への影響は，眼に見える形であらわれ，直接的だ。このような  

種類の暴力をわれわれは■［直接的暴力」と名付けることにしよう。平和研究に  

おける探求の対象は，第1次的に軋このような直接的暴力である。直接的暴  

力に向き合うとき－それがどんな種類のものであれー－「人は，恐怖・抑圧・  

苦痛・悲惨を感じる。そして必ずその原因を排除しようと行動する。その場合，  

どんな対抗措置がとられるだろうれ多くの場合，またしても直接的毒力に相  

違ない。一見，普遍的な「暴力保存の法則」に従って，暴力は暴力を生み，直  

接的暴力からぬけ出す方法は全くありえないかのようだ。   

ところで，このような直接的暴力が，およそなくなった社会状況を想像する  

ことができるだろうか。とうていできないように思えるに相違ない。しかし，  

できないことはない。しかも直接的暴力をなくすのは，そんなにむつかしいこ  

とではない。たとえば，その行為者に対して，境制，法律，制度等を用いて，  

制限を課すことができるのだ。うまくいけぼ，ちょっと見たところ平和な社会  

が出現するようにも見える。なぜなら，直接的暴力は姿を鞘し去り，間是はと  

りあえず解消するかに見えるからだ。しかし，そうした状況は本当に平和とい  

えるのだろうか。それは暴力が一時的に姿を変えているにすぎないのではない  

か。人々に恐怖・抑圧・苦痛・悲惨を感じさせる（直接的）暴力の本質的な性  
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格は，依然として社会の構造の中に何らかの形で残るのではないか。こうした  

疑問を掘り下げて考えてみるために，いくつかの歴史的な例をとりあげてみよ  

う。   

まずホップスは，人間の「自然状態」は「万人の万人に対する闘争」である  
1）  

と考えた。こうした状静は㌢入間億劫舷お恒呼平等で針桝・平等は相互に不信  

をよぴ，不信は先制攻撃を生むことから生じる。こあような戦争状態をやめる  

ためには，人間は感性によって，個々の人間から超越した（それ自身が人工人  

間である）「国家」を形成することが不可欠である。なぜならそうした国家に  

おいてのみ，人間は懲罰への恐怖から法律を守り，したがって「公共の平和」  

がもたらきれるからだ。ここで平和は戦争のない状態と考えられていることに  

注意しておこう。ところで，絶対的な権力をもつ主権者である国家に，ただ服  

従するだけの国民は，あまりにもみじめな存在ではないか。そうした無権利状  

態に，人間は耐えられないのではないか。このような疑問が生じるだろう。し  

かしホップスは，人間がうける最悪の不都合も，戦争の恐ろしい惨禍とくらべ  

れば大したことはないと考える。   

次はマルクスだ。彼は資本主義のもとで行われる「搾取」（他人の時間を奪う  

こと）のメカニズムを明らかにした。たとえば，資本制に先立つ封建制社会で  

は，人間の人間による搾取は眼に見える形で行われていた。農奴は，自分が領  

主のために支出するものは，自分自身の労働力の一定量だということを知って  

いた。それを支えていたのは，領主と農奴という人格的な依存関係であった。  

ところが商品生産が支配的になる資本制の卑享でi享！．こうした直接的な搾取は  

見えなくなる。直接生産者である賃金労働者は，労働市場において自由な契約  

の主体として資本家と相対するからだ。労働者は，労働力と■いう商品を自由に  

処分できる，自由な存在やあるとみなされる。しかしマルクスは，一日の仕事  

をおえてエ場から出てくる労働者が，入った時とはまるで違った，打ちひしが  

れた様子であるのを決して見逃さない。ここから資本制の深部の秘密を暴くマ  
カ  

ルクスの精緻な分析が生まれる。   

レーニンによれば，「帝国主義」（1国が他国を支配・征駁すること）の経済的  

き） 基礎は独占資本主義であり，その政治支配の手段は「植民地主義」である。第  
2次大戦後，民族解放運動の高まりとともに植民地主義は崩壊し，被支寵諸国   
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図1－1 暴力の3角形  

直接的暴力  
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は独立をかちとった。しかしこのような直接的な楓民地支配の体制がなくなっ  

たとしても，国家間における支配・従属関係そのものがなくなったといえるだ  

ろうか。今，それぞれの内部に利幸が相反する2つの階級（資本雇と労働者）  

をもつ中心国と摘辺国があり，中心国が周辺国を支寵しようとする最も簡単な  
ケースを考えてみよう。その場合，次の3つの条件が成立するとき，中心国に  

よる周辺国の支配は．比較的に安定しているといえよう。第1に，中心国の資  

本家が周辺国の資本家と手を結ぷ。弟2に，中心国の階級格差は周辺国の階級  

格差より小さい。第3に，中心国の労働者と周辺国の労働者間の格菱を大きく  

する（中心国の労働者の方がより裕福である）。このために臥 中心国の資本家  

は，両国間の貿易の「不等価変換」によって，自国のみならず周辺国の労働者  

をも搾取・収督することが有数である。なぜなら中心国の資本家軋 自国の労  

働者を「買収」でき，両国の労働者問の連帯を阻止できるからだ。直接的な植  

民地主義碇よらないこのような匝家問の支配システムを，われわれは「構造的  

I） 帝国主義」と名付ける。これは肉眼には見えないが，持続的でより巧妙な，中  
心国の周辺国に対する政治的支配のシステムであるといえよう。  

もいえよう。先の例でいえ吼戦争  

（置疲的暴加が．なくなったあとに  

出場する国家軋「樵遭的暴力」ま  

たは「暴力の制度」ということがで  

きる。   

搾取昂帝国主義は，それぞれ社会  

に構造化されたシステムを示す翠の  

だから，カテゴリーとしては構造的  

暴力と考えることができる。したが  
構適劇毒カ  

（暴力の制度）  

文化的暴力  

（暴力の文化）  

って資本主義的搾取や構造的帝国主  

義は，構造鱒暴力の歴史的に凍定された1形態であるといえよ●う。  

さらに軋直接的暴力を除去するために披法律肥よる塊剥が必要であるとい  

う命患を正当化しようとする謁もまた，暴力の1形態と考えることができる。  

われわれはこれに「文化的暴力」と名付けよう。文化的暴力は，直簾的・構造  

的暴力を正当化ま－たは合法化しようとするものである。た上えぼ国旗・国歌は，  

国家1構造鱒暴力）を正当化するから，文化的暴力そのものである。次旺その  

他の文化的暴力の例をいくつか示そう。   

社会科学の分野では，搾取の存在を覆い隠すような「経済学」は，文化的暴  

力の1例である。歴史的に過渡的な経済システムとして存在する資本制の変革  

可能性を否定することで，資本制的搾取（構造的暴力）を正当化しようとする  

からである。また，市葛における有効需要の創出の面から，国家の経済への介  

入を基礎付けたケインズ理論も，国家（構造的暴力）の存在を正当化する点で，  

文化的暴力といえよう。  

15年戦争期（1931－45）における，中国をはじめとするアジア諸国に対する  

日本の侵略（直接的暴力）吼「大東亜」の建設をスローガンに推進された。そ  

れを支えたのが，天皇を権力の頂点とし，着任を下位のものに次々に押し付け  

S】 る「抑圧の移誤」を原理とする，「超国家主義」のイデオロギーであった。こ  
れは文化的暴力の適例である。   

宗教は文化的暴力の側面をもつ。たとえば核兵器開発に関して，崇敬と稼兵  

暮保有を結びつけ，「キリスト教の核」，「ヒンドゥーの横山「イスラムの核」   

3 暴力の諸形態   

以上あげた3つの鋼は，1つの閉息を共有している。戦争，搾取，帝国主義  

といった事態が，社会から一見なくなったとしても，それらの社会的機能はま  

た別の形で維持きれるのではないか。戦争・搾取・帝国主義は，すべて暴力だ  

から，同席は次のようにもいいかえられる。暴力の1形態がなくなったあとも，  

暴力は違った形態をとって存続するのではないか。   

暴力には直草的暴力以外にも他の形態があるに相違ない。たとえば，1つの  

直接的暴力を，行為者に法律（「治安維持法」）を課すことによってとり除こう  

とする時，ある種の強制力ーそれ自体も1つの直接的暴力だ－が必要とな  

る。しかし，このような過程が行きついた結果として，社会の表面には直凄的  

暴力はなくなり，治安維持法という名の法律だけが残ることになる。この場合，  

結果として残った法律そのものが暴力の1形態であって，われわれはこれを  

「構造的暴力」と名付ける。■ぁるいは，法律偲1つの「暴力の制度」であると  
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等と表現されることがある。これは核兵器保有から得られる特権意款が，宗教  

における「選民意識」と固く結びつくことを示してb】る。すなわち，ある種の  

宗教意識が核兵器の存在（直凄的暴力）を正当化しているのである。   

ガルトウングは，暴力には直接的，構造的および文化的の3つの形態があり，  

ある1つの暴力現象を理解するのに，こうした暴力の3つの形態を区別し，そ  

れらの間の相互関係を分析することがしばしば有効であることを黄砂こ指摘し  
句  
た（図1－1）。  
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悪の態度が助長され，暴力的な行勒が誘発される。しかし必ず暴力が発生する  

というのではない。ある条件のもとでは，紛争から平和が生まれることがある  

のだ。   

紛争において，そこから平和が生まれるための条件とは何か。その条件とは  

第1に，平和は平和的な手段によって－そしてそれのみによって－一生まれ  

るということだ（ここで平和的とは，平和の第1の定義による）。ガンディーの言  

†） うように，目的（平和）と手段（平和的）は一致する。もう1つの条件は，紛  
争の当事者すなわちアクターは，全て平等であるということだ。アクターは相  

互に独立した人格でなければならない。それぞれのアクターの立場からみれば，  

紛争において形成される関係は「われ」（または「われわれ」）と「他者」との  

関係である。他者は「われ」（または「われわれ」）とは全く異なった行動の規  

範をもっているから，両者の間には相互理解がどうしても必要となる。相互に  

理解するためには，お互いが人間として平等でなけれぼならない。お互いが平  

等であるためには，少なくとも両者の立場の相対化が必要となるだろう。われ 

われはここで平和の第2の定義をあたえることができる。すなわち，「平和と  

は，平和的かつ創造的な紛争の転換である」。こうした「紛争転換」において  

は，「対話」がとても重要な役謝をはたす。対話は声の大きい方が必ず膵つと  

いった討論（ディベート）ではない。それはまた競技者がより大きな利得をめ  

ぎしてたたかうゲームでもない。お互いが尊敬し合い，理解し合おうと努力す  

る，平等な人間の間でのみ対話は成立する。   

平和とは何かの問いに対し，第1の定義での平和は否定的（または消極蘭）  

なものだ。それはあらゆる噺の暴力の否定であった。第2の定義での平和－  

－すなわち，平和とは紛争の平和的転換である一札過程における平和であ  

るといえよう。それではそうした過程の到達点での平和はどのようなものか。  

われわれは平和の第3の定義を与えよう。すなわち，「平和と私人間の基本  

的な必要がすべて満たされた社会の状態である」。これは積極的な意味での平  

和の定義である。こうした状態が実現した社会は「平和な社会」であるといえ  

よう。   

ところで「人間の基本的な必要」とは何か。それらは「生存」・「福祉」・「自  

己」（アイデンティティ）・「自由」であろう。それは世界の中で人間が人間とし   

4 平和とは何か   

このような暴力の氾濫の中にあって，平和は一俸どこにあるといえるのか。  

仮にいま平和なるものが存在したとすると，それはどんな性質を有するのか。  

その性質とは，（直接的・構造的・文化的暴力からなる）あらゆる種類の暴力の  

不在または低減である，と示すことができよう。このような意味での平和は，  

人間の努力によって到達可能であるとわれわれは考える。ゆえにこれを平和の  

第1の定義としよう。すなわち，「平和とは，あらゆる種類の暴力の不在また  

は低減である」。   

このように平和は人間の努力によって到達しうる社会の一定の状態である。  

いいかえれば，暴力から平和への転換が可能である。その場合，どのような手  

段によって暴力から平和への転換が可能となるのか。暴力的な手段によって平  

和が実現するということがあるのだろうか。この間窟にはっきりした解答を与  

えるためには，「紛争」という概念が必須となる。   

紛争とは何か。紛争は，人々の間やグループ間に，両立不可能な「目的」が  

あるときに発生する。紛争を構成する3要素は，「態度」・「行動」・「矛盾」で  

ある。矛盾が個々人において内面化されると態度となり，外面化されると行動  

となる。紛争当事者である各アクターは，それぞれ一定の目的を達成しようと  

行動する。ところがそれぞれが両立不可能な目的を追求する鰐果，それらの目  

的は十分に達成されることはなく，そこに矛盾が発生する。こうした矛盾から  

何が生じるだろうか。そこからはしぼしば暴力が発生する。すなわち，矛盾の  

ために目的の実現を阻まれた個人またはグループが不満を抱く結果，彼らの憎  
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図l－2 平和の3角形  

直接的平和  

王OJ血加血仁血椚   

て生きていくために最小限必要なものである。「生存」とは文字通り人間がそ  

の生命を維持していくことである。これはしかし決して自明なことではない。  

早い話が，原水爆時代といわれる現代において払人間の存続自体が危ぶまれ  

ている。人類を何回も抹殺することのできる核兵券は速やかに廃絶されなけれ  

ばならないが，このためには人間のもつあらゅる能力の結集が必要とされてい  

る○そもそも自己の存続を保証するために意識的な努力が必要であるとは，他  

の生物から見れぼ嘲笑に値することかもしれない。しかしこれが人間のおかれ  

た条件であろう。また人は，現状に満足しないで，つねにより書き生活を求め  

る。死刑の判決を受けたソクラテスが，脱獄をすすめる友人を諌めて言うたよ  

うに，「大切にしなければならないのは，ただ生きるということではなく，善  

8） く生きるということなのだ」。そこに「福祉」という概念が生まれる。さらに  
人間軋社会的存在ではあるが，社会の中にけっして埋没してはいない。1個  

の個人として，「自己」とは何かを不断に開い掛ナる存在でもある。そしてそ  

のとき，人間は「自由」であるといえよう。なぜなら，自己の確立によっては  

じめて，世界をとことん理解し，それを変革する自由を，人は手中に収めるこ  

とできるからだ。   

結論として，平和はオレンジのようなものではない。また人間に到達不可能  

なたんなる1つの理想でもない。平和は，人間存在の現実性の上に立った，社  

会のダイナミックな1状腰なのである。このような意味において，平和は存在  

と人間的価値との1つの統一を表現しているということができよう。  

「構造的平和」とは，構造的暴力  

の不在または低減を意味する。こう  

した構造的暴力の不在または低減は，  

他の何ものかで補填されなければな  

らないが，それが構造的平和にほか  

ならない。たとえば，環境保全のた  

めの「炭素税」等の社会的諸掛軌  

平和憲法，平和ミュージアム，平和  

メディア等がその例である。また国  
構造的平和  

（平和の制度）  

文イヒ的平和  

（平和の文化）  

家や営利企業から独立した存在とし  

てNGO（非政府組織）やNPO（非営利組織）もこうした市境に入るであろう。  

このような構造的平和は，「平和の制度」といいかえることもできよう。こう  

した平和の制度化によって，平和はより持続的なものになる。日本国憲法「第  

9条」はその適例であろう。国権としての戦争の放棄を定める「第9条」は，  

憲法改正をめぐる論議のつねに争点となってきたにもかかわらず，日本の平和  

運動の変ることのない根拠であり続けている。しかし，こうした平和の制度を  

永く維持するには，その意味するものをつねに問い返す努力が必要である。と  

いうのは，平和の制度化それ自体が，意味の空洞化の危険をつねに寧んでいる  

からだ。   

「文化的平和」とは，文化的暴力の不在または低減のことである。それは  

「平和の文化」といいかえることもできよう。たとえば平和研究，平和アート，  

経済学批判，IR（国際関係学）批判等である。平和の文化は，文化的暴力を  

批判するとともに，直接的平和や構造的平和の正当性を明らかにし，それに積  

極的な内容を与えようとするものだ。   

平和の制度や平和の文化を創出するには，たいへんな努力を必要とする。な  

ぜなら，「平和」とよぶことのできる何ものかを，全く新たに作り出さねぼな  

らないからだ。そこに犠匙判ヒ創造という2つの要素がある。まず，構造的暴  

力や文化的暴力の批判という課題がある。次にそれらの暴力に代替しうるもの  

として，平和の制度や平和の文化を創造しなければならない。実際には批判と  

創造とは密接に帯びついているであろう。   

5 平和の諸形態   

暴力の3つの形態に対応して，平和にも3つの形態・次元を考えることがで  

きる。それらは直接的・構造的・文化的平和である（図1－2）。  

「直接的平和」とは，直接的暴力のさしあたっての不在または低減を意味す  

る。個人間の友情や愛情をはぐくむことは，直接的平和を求めることである。  

その他では，停戦，モラトリアム（執行猶予）等がある。オリンピックの機能  

の1フ払停戦であるといわれる。しかし，こうした直接的平和は，それ自体  

としては脆宙なものであり，束の間の幸におわる可能性が大きい。  
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I  たとえば，マルクスのー資本論jには「経済学批判」という副題がついてい  
る。これは何を意味するのか。これは（文化的暴力である）経済学の批判が，  

同時に，資本主義をのりこえる新しい体制としての社会主義－ここでの文脈  

ではそれは1つの「平和の制度」といえよう－を基礎づけるものであったこ  

とを示している。ある対象を知的に理解し，批判することは，それを相対化す  

ることでもある。マルクスの仕事の現代的意味は，資本主義の歴史的過渡性を  

示したこと，すなわち資本主義を相対化したことに求められよう。   

さきに15年戦争期における日本の超国家主義について述べたが，それを内側  

から支えた天皇制における「抑圧の移策」という特異な現象がなぜ起こったの  

か。それには，日本社会に顕著な人と人との上下関係または人と人との関係に  

おける「垂直性」が，深く関わっても）たに相違ない。そうした垂直性は，歴史  

を通じて日本文化に一般に－したがって現代日本にもー一哉察されるもので  

あろう。それは日本語の敬語に端的に表れている。こうした垂直性が人間の行  

動をつよく境定する社会では，人間の平等性または人と人との関係における  

「水平性」の基礎の上に，はじめて構築可能となる平和を期待することは，到  

底できないであろう。平和にせまるために軌人と人との横の連帯に基づく社  

会を作る努力が不可欠となるゆえんだ。そのために軋垂直的な人間関係が主  

導する社会や文化のありようを深く認識し，それを相対化する努力を怠っては  

，） ならないのである。  

第1幸 平和とは何か り   

てこれが対話の第1の性質だ。すなわち，お互いが平等な人間として心を開い  

て向き合うということである。ところで，あなたはこれまでの人生において，  

両親・友人・同僚・先生たちとの対話から，何か決定的な影響をうけたことは  

ないだろうか。誰にでも，そうした経験があるに相違ない。そしてそのような  

対話があなたの滞神の上にきぎんだ刻印軋自分で患っていた以上に深いこと  

に気づくはずだ。対話は知らないうちに，あなたを今までとは違った人間に変  

える力をもっている。人は，対話によって変わりうる。これが対話のもつ第2  

の性質だ。もう1つ付け加えようか。対話匿おいて軋相手の雷うことを注意  

ぶかく聴くことが，たんに話すことよりも重要である。雄弁さが相手に劣等感  

を抱かせることこそ避けるべきだ。このような3つの特徴によって，アクター  

間の対話の中から新たな要素が生み出され，これまでとは異なった地平へと紛  

争の転換がおこなわれる可能性が開けるのである○このようにして対話は・紛  

争の平和的かつ創造的な転換に，不可欠の役割をはたす○   

さて，個人またはグループ間で対話が継続しておこなわれ，相互理解という  

所期の目的が達成されたとしよう。さらに何が必要になるだろうか。紛争にお  

ける加害者と被害者を考えてみよう。対話によって相手の立場が理性的に理解  

できたにしても，被害者には心の傷（トラウマ）が残り，加害者には何らかの  

罪悪感が残るかもしれない。こうした内面の傷を癒すために軋時間の経過に  

ょる忘却しかないのだろうか。時間の経過によって，人はあらゆることを一  

紛争があったことさえもー－一志却の彼方に追いやることができる。暗が経てぼ・  

あたかも何事もなかったかのごとく，人は生きてゆくことができる。しかし，  

それではあまりにもさびしも）し，経験から十分に学んだことにならない。経験  

は最良の学校だといわれる。せっかく高い授業料を払ったのだから，そこから  

十分に教訓をひき出きない手はないのだ。内面の傷害を癒すことのできる，横  

極的な方法はないのだろうか。   

対掛こよる理解軋相互の間に友情を生み出すだろう。しかしそこに留まっ  

ているかぎり，そうした感情は，時と共に薄れてVlくにちがいない。ここで植  

民地支配に創ナる加害者と被書者の（直接的）暴力後の関係を考えてみよう。  

対話による相互理解軋植民地支配の「真実」一どういう状況のもとで何が  

どのように行われたか一に対する徹底した究明を含む。しかし，両者がより   

6 対話とは何か   

対話は平和的な紛争転掛こ必須の要素である。ここで，対話とは何かをあら  

ためて考えてみよう。静かでおだやかな風景の中で2人の人物がベンチに並ん  

で腰掛けているのを想像してみよう。彼らは偶掛こそこに居合わせた。しかし  

他の存在にまったく無関心ではなく，少なくとも意識してはいる。なぜなら，  

彼らの精神は世界に対して開かれているからだ。この場合，2人は対話をして  

V）るといえるだろうか。しかしここで主要なことは，語を発しているか■どうか  

ではなく，精神または心が世界に開かれているかどうかなのだ。心が開かれて  

さえいれば，何かをきっか捌こ，2人は親密に話し始めるにちがいない。そし  
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れまでできなかったアクター間の対話が促進される。しかしそこに止まるもの  

ではない。平和ワーカーの存在が第三者としてもちうるより普遍的・客観的な  

観点が，紛争転換の過程に導入される結果，紛争の場が飛繹的に拡大・深化し，  

そこに期せずして新しい地平が創出されるのマある。   

このように見てくれば，あらゆる紛争の平和的転換に平和ワーカーの存在が  

不可欠である。平和はおわることのない過程だから，その任務にもおわりがな  
い。それどころか，「これが平和だ」とあなたが育ったそのとき，それは暴力  

への堕落の第一歩となるかもしれないのである。この意味において，「平和の  

敵は平和である」とV）う逆説的な命産も成り立ちうるのである。  

8 社会変革  

平和とは，暴力の3角形の状態から平和の3角形の状態に，社会が全体とし  

て転化していく，そうした不断の過程であるといえよう○こうした過程を通じ  

て「社会変革」がもたらされる。社会変革とは，政治システムや経済システム  

上の変革だけを意味するのではない。それらに加えて，文化の変化がもたらす  

社会変革を無視することはできない。むしろ1つの社会変革と軌政治●経  

済・文化における全ての変化を包含するものであろう○   

こうした社会変革の担い手軋自立した自由な存在としての一人一人の個人  

である。そのような個人は，さしあたっては与件である家，学校，大学，会社，  

国家，民族等の社会諸制度から自由になろうと努力するであろう0そのために  

は，人は自分を取り巻くそうした諸制度を徹底的に理解しなければならない。  

なぜなら，理解するとは，当該の対象を相対化し，さらには変革するために，  

第一歩となる不可欠な知的作業だからだ。   

こうした様々の社会変革を通じて，社会はどのような方向に進んでいくのか0  

それはもちろん平和な社会が実現される方向である。いいかえれば，社会にお  

ける人と人とがより平等になっていく方向である。というのは，人と人とが平  

等であるということと，社会が平和であることとは，ほとんど同義であるとい  

ってもよいからだ。平和とは，人々が平等であるということの上に－そして  

そのことの上にのみ一一「成り立つものであることを心に留めよう。このような   

叫 J 血加血血   

親密な関係に入るためには，加春着が「謝罪」し，被害者がそれを受け入れる  

ことが必須の要件である。謝罪の表現方法は，言葉，表情等さま．ぎまでありう  

る。加害者の日に浮かぶ涙が，被害者の心を最も和ませるものであるかもしれ  

ない。こうして両者の間に「和解」が成立する。内面の傷は癒される。そこに  

はより水平的・全人的な関係が成立・し，その革憶は心身に－すなわち「態  

度」に－ふかく刻まれる。このような紛争転換を経験した人間は，「新しい  

人」に生まれかわる。   

実際には，対話と謝罪・和解は同時に進行するだろう。謝罪ができないのは，  

そもそも対話が成立していないからであるに相違ない。無理に謝罪をすると，  

それは心がこもっていないから，かえって相手の反発をかう結果になることは，  

われわれがしぼしぼ経験することである。  

7 平和ワーカー   

あなたは平和な世界を希求するだろうか。もしそうなら，あなたは世界のあ  

りように無関心ではいられないにちがいない。地球の裏側で発生する暴力の犠  

牲者にさえ積極的な「関心」をよせるにちがいな小。あなたは，あらゆる噺  

の暴力に満ちた世界のありように，人間としての「責任」を感じ（責任とは関  

心の濃くなった心の状態だ），暴力をなくすためには何ができるかを考え始める  

だろう。   

世界をより平和なものにするために，意識的に努力する存在軋「平和ワー  

カー」ほたは「紛争ワーカー」）とよばれる。その仕事は，直接的な利害関係  

にない第三者として，平和的手段による紛争転換に積極的に参画することであ  

る。しかしそうした第三者がなぜ必要となるのか。紛争において各アクターそ  

れ自身は，それぞれが孤立した島のようにふるまい，アクター間の対話が容易  

には成立しないからだ。こうした状況において，当該の紛争に責任を分有する  

平和ワーカー払紛争の平和杓転換に不可欠の存在となる。彼／彼女軋各ア  

クターと個別に対話をくりかえし，自身の存在を媒介に，アクター同士の対話  

が可能になってくるのである。   

このように，平和ワーカーが紛争転換に積極的に参画することによって，そ  
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人と人との平等性を基礎とし，阜の上に多様な社会形態が存在し，しかもそれ  

らが共存する，そうした平和な地球市民社会に向かって，世界は無限に進化し  

ていくのであろう。  
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