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第４７回 高畠ゼミOB・OG会読書会 

 

「平和主義とは何か」 政治哲学で考える戦争と平和  松元 雅和著 中央公論新社 

                        ２０１３年９月２８日 小田輝夫  

  

 

 国家安全保障戦略（NSS）に関する有識者会議（北岡安保懇座長）が、12月の防衛大綱策定のた

め大急ぎで再スタートとした。集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更に意欲を示す安倍政権は、「国

際協調主義に基づく積極的平和主義」を謳い、その先に憲法9条改正を始めとする平和憲法そのも

のの改正を狙っている。 

 平和の祭典と言われるオリンピックの東京招致が、異常なほどの祝祭モードで喧伝されている。

アベノミクスと共に、何か国民の目を欺く胡散臭い下心があるように思えてならない。 

 再度、日本国憲法第 9 条を確認したい。１．日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠

実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手

段としては、永久にこれを放棄する。２．前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、こ

れを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 

 自民党の2012年4月の日本憲法改正案の改訂版は、第9条の２において、国防軍の保持を規定し

ながら、同時に平和主義の精神を継承することを謳っている。 

 平和主義は国民主権、基本的人権と共に現行憲法の３大原則である。 

 国際関係の指針として平和主義を掲げることが何を意味しているのか、本書を通じて、今一度考え

なおしてみたい。 

 

平和主義とは、暴力ではなく非暴力によって問題解決をはかろうとする姿勢のことであり、その

思想や実践は決して一様ではない。平和をなによりも重視する生き方であるが、拒否感を覚える人

にとっては、戦争の放棄や戦力の不保持など、現実味のない遠大なユートピア主義に過ぎないと思

っている。平和主義は多様な含意を孕んでおり、その歴史的出自も、キリスト教をはじめとする宗

教信条からの平和主義（内村鑑三）、社会主義や無政府主義など特定の国家観や革命理論の一環とし

ての平和主義（幸徳秋水）、ｊ・ベンサムの「最大多数の最大幸福」にみられる世俗的原理の追求に

よる平和主義など、実質的に様々な思考の寄り合いとなっており、主義主張としては統一されてい

ない。 

 平和主義に対峙する非平和主義は、「戦争はときに正しく、ときに不正だ」と考える正戦論、「戦争

の正不正を議論するのは無意味だ」と考える現実主義の学説があるが、近年では「人権侵害を阻止

するための武力行使は正しい」と考える人道介入主義が台頭してきた。 

 平和主義を戦後憲法の基本原則として掲げてきた日本国民にとって、とりわけ重要な課題 

であり、憲法9条の是非は改憲論争の中心的論点である。我国の将来に渡って平和主義を維持するか

しないかは、国民が議論を重ねた上で決めればよい。国是として、平和主義を掲げることが何を意

味するのか、非平和主義を含む他の学説との対話を通じて、平和主義の思想や実践を捉えなおし、

国際関係の指針として、人々の支持をえられ、説得力のある平和主義のあり方を探っていく。 

 

 



 2 

第一章 愛する人が襲われたら ― 平和主義の輪郭 

 

１ 定義と批判 

 平和主義とは、平和的手段（非暴力手段）をもって平和という目的を達成しようとする主義

主張のことである。いかなる場合でも、腕力による問題解決よりも言葉による問題解決が優先

されるべきである。そのことにより、問題解決の可能性が遠ざかり、自分にとって不利になっ

ても非暴力を貫き通す。暴力に対し暴力で応答しないことが平和主義の真髄である。当然、戦

争を否定する立場であり、戦争に代わる非暴力を要請しており、侵略戦争はもちろんのこと自

衛戦争すら原則として認めない立場である。 

 そんな立場の人に「愛する人が襲われたら」どうするとの批判がある。この質問さえすれば

かならず平和主義者を降参させられることが出来ると思っているのは不思議である。平和主義

は多様性であり、大きく分け、２種類ある。一つは平和主義の強度で、非暴力にどれほどの重

さを置くかという観点から無条件平和主義と条件付平和主義を区別する。もう一つは平和主義

の範囲で、非暴力をいつどのような場面で適用し、あるいは適用しないかの観点から普遍的／

私的／公的平和主義を区別する。上記の批判に対する答えが、平和主義の多様な思想や実践の

あいだに自ずと浮かび上がってくる。 

 

２ 強度の面から考える 

 「愛する人が襲われたら」批判に対し、非暴力を掲げる平和主義者はジレンマに陥るが無条

件／条件付平和主義を区別することが肝要である。 

○ 無条件平和主義とは文字通り100％、例外なしに非暴力を貫徹することである。紛争解決

において戦争を含む暴力手段を拒否し、たとえそれが破滅をもたらすとしても、非暴力を

貫徹する。きわめて強い確信（宗教的確信）が必要であり、キリスト教にみられるように

非暴力は単なる選択肢ではなく真理そのものである。 

○ 非暴力を選択する二つの含意があり、一つは非暴力が無抵抗を意図している宗教的価値観

による無抵抗主義。二つ目は非暴力が抵抗を意図しているとの解釈をする非暴力抵抗主義。

非暴力を貫くことにより、物理的暴力ではなく心理的圧力を通じて相手の言動を変えさせ

る。ガンジーの非暴力不服従運動がこれにあたる。 

○ 条件付平和主義は、非暴力は原則であって例外がつきものであるということだ。状況を勘

案して、個別的に暴力手段を用いることも場合によって容認しうる。暴力の応酬はエスカ

レートし将来に禍根を残す。反戦平和主義者のラッセルも、ナチスドイツとの戦いは必要

かつ正当な戦いであったと認めている。 

○ 筋金入りの無条件平和主義者は少数派である。平和主義者も他の顔を持っており、何等か

の大儀のために、きわめて限られた条件下で暴力手段を容認したとしても、原則としての

非暴力を全面否定したことにはならない。このことが、「愛する人が襲われたら」批判に

対する第一の答えである。 

 

３ 範囲の面から考える 

 範囲を私的場面と公的場面に区別する。 

私的場面は、人間が私人として考えたり行為したりする場面。たとえば個人武装。 
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公的場面は、人間が政治的単位を形作る何等かの集団として、考えたり行為したりする場面。

国民として戦争に賛成・参加することがこれにあたる。 

         非平和主義     平和主義 

 私的場面      A         B      範囲から見た 

 公的場面      C         D      平和主義の分類  

・普遍的平和主義：私的にも公的にも平和主義の立場（B＋D） 

・私的平和主義：私的には平和主義、公的には非平和主義（B＋C） 

・公的平和主義：私的には非平和主義、公的には平和主義（A＋D） 

○ 普遍的平和主義は、非暴力は公私を貫く一般原則であり、その対象がどこであろうと、誰

であろうと一切の妥協を許さない。首尾一貫して、あらゆる形態の暴力行使を拒絶する。

トルストイがこの立場である。 

○ 私的平和主義は、私的な場面では非暴力を貫くが、公的場面では暴力手段を容認する。政

治権力に携わる者が、処罰と矯正の手段として、時に必要悪としての暴力を用いざるを得

ない。戦争を行うこともその一種であり、正戦論の論理の発明となったキリスト教徒の従

軍がこれにあたり、アウグスティヌスの立場である。 

○ 公的平和主義は、私的場面では非暴力に徹するわけではないが、公的場面での暴力手段は

拒絶する。平和主義者が政治集団の一員として暴力を用いることは禁止するが、危険に陥

った私人については暴力行使の余地を認める。ガンジーがその代表。 

○ 近代国家の特徴は、私的暴力に代わって、公的暴力を独占的に使用する。マックス・ウエ

バーによれば、正統な物理的暴力行使の独占を要求する人間の共同体であり、暴力と切り

離せない。 

・ 公的非暴力は、近代国家そのものの存在を否定する立場である。平和主義者は通常の警察

活動に含まれる強制力すら否定する無政府主義である。 

・ 公的暴力に反対する大半の平和主義者は、国際関係における戦争の廃止を求める反戦主義

である。 

・ 戦争の廃絶を目指す反戦主義と、国家それ自体の廃絶を目指す無政府主義は、立場的にま

ったく別物である。 

○ 「愛する人が襲われたら」批判の第二の答えは、非常に私的かつ親密な関係に訴えること

で、国家行為としての戦争を擁護しようとするレトリックであり、私的場面と公的場面が

故意に混同されているのである。 

・ たとえ私的場面での暴力を容認したところで、ただちに公的場面の暴力をも容認すること

にはならない。（ex.ガンジー） 

・ 公的場面での暴力を容認したところで、ただちに戦争を容認することにはならない。（ex.

ラッセル） 

・ 公的平和主義者（反戦主義者）が「愛する人は力ずくで助けるが、国策としての戦争には

依然として賛成できない」と答えるのは矛盾していない。家族や恋人を力ずくで守るべき

か否かといった私的な葛藤を、平和主義者がそもそも感じる必要はない。 

 

４ 平和主義の二類型 

 一口に平和主義といっても、実に様々なバリエーションがある。「愛するひとが襲われたら」
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批判は、これらのバリエーションを区別しないことから生まれる作為的な擬似問題に過ぎない。

平和主義は大別して二種類の傾向がある。 

① トルストイに代表される、より実存的・宗教的・革命的な性質の絶対平和主義 

② ラッセルに代表される、より実利的・世俗的・改良的な性質の平和優先主義 

平和主義をめぐる議論の混乱の多くは、これら二つが混同されることによる。 

○絶対平和主義（パシフィズム）は、個人的信条としての非暴力の教えであり、本人の行き方

の次元の問題である。あくまでも自己の内面的良心に忠実であることが最優先であり、良心的

兵役拒否がその代表的運動形態である。強度の面では非暴力を無条件に尊重し、また範囲の面

では非暴力を公的でも私的場面でも等しく適用する。 

 絶対平和主義のルーツは、宗教、特にキリスト教である。宗教戦争の惨禍を経た近代以降、

絶対主義的な姿を再びとるようになり、今日まで続く歴史的平和教会の宗派がヨーロッパで

次々に生じ勢力を広げていった。 

○ 平和優先主義（パシフィシズム）は、政治的選択としての非暴力の教えであり、制度や政    

策の一種であって、個人の生き方に直接関わる問題ではない。政治活動や啓蒙活動を通じ     

て社会全般の変革を訴えるものとなる。 

そのルーツは 19 世紀にはいってからである。従来の宗教的運動に収まらない 19 世紀以降の

新しい反戦平和運動の傾向を指して歴史家は「パシフィズム」に代わる「パシフィシズム」と

いう言葉を当てた。 

・ 第一のルーツ：市民的自由を掲げる自由主義。現在の国際関係論でいう相互依存論を髣髴

させる。自由主義に基づく平和主義の思想は,17 世紀にヨーロッパ統合の先駆けを提案し

たE・クルーセにさかのぼる。 

・ 第二のルーツ：「最大多数の最大幸福」を掲げる功利主義。18 世紀末にイギリスの J・ベ

ンサムが体系化した。ほとんどの場合、戦争は国民の幸福に役立たないどころか第一の敵

であるとし、当時の反戦平和運動の強力な支持母体となった。 

・ 第三のルーツ：貧困や格差の解決を掲げる社会主義。マルクス主義の主戦派（ex. 

レーニン）は、はっきりとある種の非平和主義であったが、他の一派は革命的武装闘争より

も漸進的社会改革による労働者階級の解放とその国際的連帯による反戦平和の実現を唱え

た。これに対しE・H・カーは「危機の二十年」の中でユートピア主義と批判した。本書で

は、現実主義の虚焦点となってきたユートピア主義を平和主義の一派として改めて見直し、

その論証上の力を探ってみる。 

○ 我国ではこれまで、トルストイ型の方が有名だったが、重要なことは、平和主義の思想や   

実践には、ラッセル型のあり方も存在すると認識することである。国際関係の指針になり

うる平和主義の見込みはどちらであろうか。現今社会の価値観の多様性を踏まえ、主とし

て、政治的選択としての非暴力の教え（平和優先主義）をここでは中心的に検討する（筆

者の立場）。倫理学の主要学説である義務論（戦争の殺人はゆるされるか）及び帰結主義

（戦争はコストに見合うか）と照らし合わせながら、平和主義が依って立つ論理を確認し

ていく。 
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第二章 戦争の殺人は許されるか ― 義務論との対話 

 

 平和主義者にとって、暴力とくに戦争に反対する理由は、戦争は殺人であり、そして殺人は

罪悪であるからだ。本当に戦争は常に罪悪なのか。もしそうなら戦争は即刻禁止されるべきで

ある。そこには非対称性がある。古代ローマの哲学者セネカの問い「・・・ひそかに犯せば死

刑になるような罪でも、軍司令官の外套をまとった人物がおこなえば私達は賞賛する」。個人

が行う殺人と国家が行う戦争の非対称性はあまりにもありふれているので疑問が向けられな

い。しかし殺人という共通要素を突き詰めれば、決して自明のものではない。個人の殺人は禁

止されるのに、国家の戦争は何故禁止されないのか。殺人を禁止する原則には、どのような例

外があるのだろうか。戦争が殺人であり、殺人が罪悪であることに同意しておきながら、同時

に戦争に賛成することなど、論理的にありうるだろうか。いついかなる場合に殺人が免責され

るのか。 

 

１ 非暴力の義務論的論拠 

○義務論とはある行為の正しさを、その行為それ自体から判断する考え方で、帰結主義はある

行為の正しさを、その行為によって引き起こされた事態から判断する考え方。 

 「殺人は、事態を悪化させるから割に合わない」。義務論者は、たとえ有利な帰結をもたら

そうとも、その性質に鑑みて、殺人そのものを忌避する。これは、無条件の義務であり、殺人

を禁止する原則で〈無危害原理〉と呼ぶ。 

○義務論のもっとも明確な擁護者は I・カントであり、J・ベンサムに代表される帰結主義へ

の違和感から始まった。道徳的判断は、個別の事情に依存するものではなく、それは端的に、

殺人という行為それ自体を善悪あるいは正不正として指し示す理由に基づく。殺人が悪いのは、

殺人が悪いからだ、それ以外答えようがない。これが、カントの定言命法であり、経験的では

なくアプリオリな知識とみなす。殺人を禁止する〈無危害原理〉は、理性的な人間にとっては

自明かつ確実な知識であり、いつどこで誰であっても無条件にあてはまる先験的な道徳原則で

ある。道徳原理それ自体は、経験世界の出来事から超越して先験的に定まっている。道徳的で

ありたければ、ともかく「正義をなせ、たとえ天が落ちるとも」（カントのスローガン）。 

○殺人を禁止する〈無危害原理〉は、今日道徳的のみならず法律的にも、ほぼあらゆる文明国

で原則化されている。だからといって〈無危害原理〉をただひたすら厳守することは、大半の

人々にとっては厳しすぎるし、自己の身を守る正当防衛は法律的に認められている。義務の絶

対的履行を課すカントの主張は、簡単に受け入れられる選択肢ではない。しかし、カント自身

も、不正な侵害を受けた場合に個人が行う正当防衛の余地も、国家が行う自衛戦争の余地も、

少なくとも法的問題としては明示的に認めている。それではなぜ、正当防衛による行為は免責

されうるのだろうか。〈無危害原理〉のハードルを下げる理由は二つあり、第一は権利に訴え

る理由であり、第二は責任に訴える理由である。権利と責任の観念がなぜ殺人を免責するのか、

さらにそれが戦争の殺人にも適用可能であろうか。 

 

２ 生存権に訴える 

 権利義務関係において、ある種の義務はそれに対応するある種の権利を伴う。誰かの生命を

侵害しない義務があるとすれば、それは誰かがその生命に対して権利を持っているということ
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である。より身近な権利を通じて、義務の存在を確認する。 

○ ナーヴソンの批判 暴力一般に反対する平和主義者が、混乱し矛盾していると批判。 

・ 各人は自己の生命にたいする不可侵の自然権をもっている 

・ 生命にたいする権利は、生命が脅かされた場合にそれを排除する権利を含有する 

・ しかしながら、平和主義者は第一の命題を肯定しておきながら、第二の命題を否定する。

したがって、平和主義者は矛盾している。 

あらゆる暴力を回避することで人命を尊重できると考えるのは早計である。正当防 

衛の場合のように、人命の尊重それ自体が暴力行使を要求する場合がある。 

 国際関係において、明白に他国から仕掛けられた戦争の場合、その戦争で生じた殺人は正当

防衛として免責される。これは、国家の自衛行為の一部であり、殺人のライセンスは国家自衛

権という観念それ自体に含まれている。 

○ 生存権はなんでもありか 

ナーヴソンの主張は、無制限に妥当するものではない。ある事柄に権利を持つから 

といって、それを守るために何をしても構わないわけではない。自分に権利があるように他人

にも権利がある。生存権の追求は、決して無制限ではない。 

○ 権利から責任へ  

・権利に訴えることで殺人が免責されるかどうかは、責任に訴えることで殺人が免責されるか

どうかに依存する。 

・戦争の殺人がその状況の責任を負う人物と負わない人物の、どちらに向けられているかとい

う点が問題である。 

 

３ 民間人に責任はあるか 

 個人レベルで殺人の免責理由となった責任の観念は、果して国家レベルでも殺人の免責理由

になるのか。侵略に対して自衛権を行使して攻撃した場合、その反撃は多くの民間人を巻き

添えにする。この場合の民間人被害は、果して責任の有無を問うことで免責されるだろうか。 

○ 民間人は戦争責任者か 

 侵略を行うX国政府の決定に対して、個々の民間人の実質的関与が極めてわずかしかない。

侵略を決定した政府（X）と個々の民間人（Z）は同一視できない。X 国の攻撃に対抗する Y

国の反撃は、状況の責任を負う人物（X国政府）よりも、状況の責任を負わない人物（X国民

Z）に向けられている可能性が高い。（原爆投下、東京大空襲） 

民間人の被害は、暴力に対する政府間の対抗暴力ではなく、暴力に対する民間人に向けられた

対抗暴力となる。 丸山真男（三たび平和について）「現代戦争において・・一握りの邪悪な人々の排除

のみが目的で、一般の平和的な国民を敵とするものではないということが繰り返し力説されるにも拘わら

ず、・・最も惨憺たる被害を蒙るのは、家を焼かれ、近親者を失って彷徨する無辜の民衆であるのが、皮肉と

いうにはあまりに痛ましい現代戦争の実相である」 

○ 非戦闘員保護の原則 

 個人の場合であれ国家の場合であれ、こうした身勝手な責任転嫁による他人の権利の侵害を

免責することは出来ない。問題の本質は、戦争の殺人において、責任の有無に基づく攻撃対称

の区別の努力がなされているかどうかである。こうした努力がなされていない限り、戦争の殺

人を免責することは、義務論の観点からはできない。 
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 「非戦闘員保護の原則」（戦時国際法）では、民間人を意図的に殺害することは第一級の罪

悪である。文民への攻撃禁止、無差別な攻撃の禁止など自国政府の所業とは無関係に、戦争に

直接関与しない一般国民は、戦争の意図的な攻撃から保障されねばならない。これが、戦争に

おいて必要最低のルールである。とりわけ今日、非戦闘員保護の原則は、平和主義者が戦争に

反対する際の主要な論拠となっている。近現代戦争において、殺人を禁止する〈無危害原理〉

をどこまで厳格に遵守すべきかを、非平和主義者にせまっている。 

○ 二重結果説 

 二重結果説は、ある行為によって生み出される悪い結果が、同時に生み出される善い結果の、

意図せざる副産物に過ぎないならば、そうした悪い結果を生み出す行為も免責されうる。非戦

闘員保護を原則として擁護しつつも、それに絶対的に固執することなく、場合によって殺人を

免責しうる。攻撃によって生じた民間人被害は、攻撃した側がそれを意図せざる偶然の結果と

して民間人を殺人した場合には免責される。 

 二重結果説は、戦争で不可避的に生じる民間人被害を免責する際の理由として、正戦論者の

間で広く受け入れられている。しかしながら、二重結果説を戦争に適用することについては問

題がある。行為者の意図という曖昧で実測しがたい要素に依拠して、道徳的判断を行っており、

実質的に大半の戦争被害は、意図せざる付帯被害として言い逃れの対象となってしまう。近現

代戦において、二重結果説を用いることには懐疑的であるべきであり、濫用されやすく、非戦

闘員保護の原則に例外を認めるべきではない。 

 

４ 兵士に責任はあるか 

○ 兵士は戦争責任者か 

 兵士といえども自己の生命に対して不可侵の自然権を持っているが、武器を取って戦闘に加

わることにより、兵士は民間人として保護される立場を離れ正当な攻撃対象となる。民間人と

異なり、兵士が戦争という犯罪の一端を担っていることにより兵士への攻撃は免責される。 

・ マクロ危害論：兵士が侵略という集団レベルの犯罪に関して責任を負っているという解釈          

・ ミクロ危害論：兵士が戦闘における個人レベルの犯罪に関して責任を負っているという解

釈 

 侵略という集団レベルの犯罪者として、個々の兵士を攻撃することは、少なくとも義務論の

観点からは容易には免責しがたい。 

○ 兵士は戦闘危害者か 

 兵士が民間人と決定的に異なる点は、兵士が本質的に他人に危害を加える存在である。自衛

国兵士が侵略国兵士を殺害することは、原理的には免責されるかもしれないが、近現代戦では、

兵士同士の戦闘は危害性の有無に従っておこなわれてはいないし、それを区別して戦闘を行う

ことは実践的に不可能である。 

○ 義務論の要諦 

 義務論の枠内で戦争の殺人は、留保条件を付ければ許されるかもしれない。 

① 民間人被害をゼロにまで縮小した、純粋に兵士同志の交戦である場合 

② 他衛を含め、厳密にミクロな危害性の基準に従った（撃たなければ撃たれる）状況である

場合 

いづれにしても多くの戦闘行為が問題含みであることに間違いない。 
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そもそも私達の行為選択が、帰結の良し悪しを一切考慮しない、義務論一辺倒の綺麗ごとで

は済まされないことも事実である。むしろ義務論の要諦は、帰結主義に対する一種の制約要因

として働くが、殺人を禁止する絶対不変の原則がこの世に存在する。 

戦争に賛成するということは、自分に対して、あるいは自分以外の他人に対して殺人を許容

し、推奨し、要求しさえすることである。戦争をありうる外交・防衛手段の一カードとして扱

う前に、まずはそれが名前を変えた殺人であることを認識しなければならない。 

 

第三章 戦争はコストに見合うか ―帰結主義との対話 

 

 帰結の損得勘定は、古来より戦争に反対するための主要な論拠となってきた。あらゆる利害

計算を統計して、戦争がもたらす害悪を回避しようと努めることは理にかなっている。 

 戦後日本の平和主義は、世界をリードする崇高な試みであった。部分的には、戦争の放棄や

武力の不保持がもたらす帰結の合理的考量に基づいていた。戦後憲法の制定段階では、武器を

持つより持たない方が、長い目で見て、より有利だとの実利的判断も働いていた。幣原喜重郎

の第９条についての演説で「戦争の放棄は、一切の軍備が不用で、軍備に費やす費用も不用・・

不生産的なる軍事費のために、歳出の重要なる部分を消費致している諸国に比べますと云うと、

我国は平和的活動の上に於いて極めて有利な立場に立つ」 

 決定的に重要なことは、暴力に訴える場合の費用と便益、逆に非暴力を貫く場合の費用と便

益に関して、怜悧な損得勘定をしてみることである。帰結主義と平和主義が結びつくかどうか

は、損得勘定いかんにかかっている。 

 

１ 非暴力の帰結主義的論拠 

 帰結主義の発想はシンプルであり、より善い帰結を残す行為が望ましく、それ故に正しい。

帰結主義的には、殺人が全体として事態を悪化させて、割に合わない故に、殺人はあなたに

とっても、私にとっても望ましいものではない。 

 逆にいえば、全体として事態を改善することが確実であるような殺人に対しては、帰結主

義者は必ずしも反対しない。 

 平和主義者は非暴力（暴力の不在）の価値を重視する。二つの側面がある。 

・価値を尊重すること・・義務論者。たとえそのことで暴力が蔓延しようとも、あくま

でも自分は非暴力の立場を貫く。 

・価値を促進すること・・帰結主義者。もし自分が限定された暴力を用いることで、世

界が総体として、より非暴力的な世界になるならば、そのよう

な決断も厭わない。 

 義務論者の平和主義と帰結主義者の平和主義の違いは、非暴力の価値を重視するかしない

かではなく、どのように重視するかの違いである。 

 

○ 「最大多数の最大幸福」 

「およそいかなる平和も、たとえそれがどれほど正しくないものであろうと、もっとも正し

いとされる戦争よりも善いことは確実である」（エラスムス） 

この思想は、19世紀以降の反戦平和運動へと続いていった。近代になって、改めて帰結主義
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者の平和主義を定式化したのは、英の哲学者 J・ベンサムの功利主義思想である。「最大多数

の最大幸福」のスローガンのもと、政治・法律・教育などあらゆる社会の制度を体系化し作

り替えていった。 

 「戦争は悪である、しかも、その他すべての悪を合併したものである」とし、紛争の解決

手段としてのし戦争は、百害あって一利なしとし、戦争の帰結は功利主義者の目標からは程

遠いものである。高くつく戦争を避け、安く付く平和を実現することが、イギリスにとって

最善の帰結をもたらすと訴えた。ベンサム流の怜悧な功利計算は、結果的にほとんどの場合、

戦争の回避と非暴力の道を指し示すことになる。 

○ ベンサムの後継者たち 

 19 世紀のイギリス自由主義者たちは、功利主義の影響を受けつつ、ベンサムと同様

の平和主義的傾向を共有した。マンチェスター学派の1人R・コフデンは「見えざる

手」の働きを通じ、各国間に平和協調をもたらすとした。 

 社会主義者にも影響を及ぼし、B・ラッセルは反戦平和運動に携わり、第一次世界大

戦に反対した。帰結主義者たちは、実は義務論者と同じくらい、自分の信念にどこまで

も忠実である。 

 

２「最大幸福」の視点から 

 帰結主義者の大半は、戦争は割に合わないと信じており、「最大多数の最大幸福」に

資するものではなく、無益で必要ないものとしている。 

○ コストの問題 

 戦争には必ず「機会費用」（ある選択をすることで潜在的に失われる利益）の問題が

ついて回り、相当のコストが必ず生じる。戦争によって実施できなくなった政策と比較

して、いつどのような場合にそのコストがペイするのか。国民の安寧を守るために、多

方面の方策が必要となる。政策決定に際し、何かを優先し、何かを犠牲にする。国防政

策とその他の政策に関し、政治とは常にトレード・オフの産物であり、限られた予算を

最善に用いるための比較考量の世界である。 

○ 戦争の中長期的帰結 

 コストの点から見て、戦争が最善の選択肢であり、開戦すれば勝利の見込みが高くて

も、最大幸福の問題は残る。中長期的な帰結を予測すれば、その開戦が賢明かどうか定

かではない。あらゆる戦争は次の戦争の遠因になりうる。帰結主義の観点から、ある戦

争が中長期に見て、どれほど甚大なコストを生み出しうるか判断するのは極めて難しい。

第一次世界大戦の戦後処理の失敗がヒットラーの台頭と第二次世界大戦を招いてしま

った。 

○ 啓蒙活動による平和 

 戦争よりも平和が望ましいのは、誰にとっても自明の理である。それが分からないの

は、他国への嫉妬心や虚栄心などの非合理的要因で、真の利害が隠され、歪められてい

るからである。諸国間の利害の間に誤解があるからである。こうした誤解を取り除くこ

とが、反戦平和運動の重要な取り組みとなる。国民に対する啓蒙運動は、とりわけ 19

世紀以降の平和主義者の主な政治課題であった。英国のジャーナリスト、N・エンジェ

ルはその著書「大いなる幻影」で、「軍事力を用いて自国の安全や繁栄を実現すること
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など、全くの“幻影”に過ぎない」と述べている。 

 中立冷静に理を説くことだけが、帰結主義的にもっとも効果的なわけではない。人間

が時に陥りがちな非合理性をどのように改善するか、現在の功利主義論でも熱心に議論

されている。 

 

３「最大多数」の視点から 

○ 民間人の被害 

 戦争の被害が一般国民に、しかも大規模に降りかかってくる。近現代戦は、技術革新

により、それ以前の戦争とは比較にならない規模で民間人の被害を生み出すようになっ

た。人間の攻撃能力が技術的に急激に進歩し、大量破壊兵器、特に核兵器の登場は、今

日の戦争を割の合わないものにしている。人類にとって明らかに無意味な殺傷能力であ

り、全部（12,000 発）使い切る前に人類は間違いなく絶滅してしまう。この事態は絶

対に避けるべきであるが、人類は今だに核戦争の危機から脱していない。 

○ 兵士の負担 

 民間人に対する直接被害を除けば、戦争の負担をもっとも多く背負っているのは、戦

場に向かう兵士である。戦争は 10 代から 30 代の若い男性というごく一部の社会集団

がほとんど集中的に従軍コストを払い、それ以外の国民全体が得る利益を支える仕組み

となっている。兵士の大部分はその国の貧困層出身者が多い。 

 戦争とはもっぱら、資本主義的利権や帝国主義的野心のためになされる。   

本質的には、資本家階級が労働者階級を食い物にするための政策に過ぎない。戦争は搾

取の一形態であり、アメリカでは戦争が「貧困ビジネス」の一種となっている。戦争を

ビジネスチャンスと捉える軍需産業を中心とする軍産複合体が、アメリカの国民に危険

と負担をもたらしている。 

○ 民主主義による平和 

ある戦争が帰結主義的に正当化されるためには、戦争の帰結が最大幸福をもたらすと

同時に、その幸福が最大多数のものである必要がある。この原理に照らし合わせれば、

ありうる結論は、戦争賛成者よりも戦争反対者を励ますものとなる。一体なぜ「最大多

数の最大幸福」に資さない戦争が生じるのか。それは、国民大多数の声が政治に反映さ

れていないからである。国民一般の声を政治に反映させる仕組みが必要であり、「全国

民の承認が無い限り、戦争を断じて企ててはならない」のである。 

 民主主義の政治体制こそが、世界平和の鍵であるという平和優先主義の主張は、今の

国際関係論で「民主的平和論」と呼ばれ、盛んに議論されている。民主主義が定着した

今日の社会において、事態はどれだけ進展したのか。戦争と平和の問題を国民自身の手

元に取り戻していくことが、今だに未完の課題である。 

 

４ 帰結主義の留意点 

 自由主義・功利主義・社会主義といった啓蒙思想由来の政治思想は、帰結主義を経由

して平和主義の一部と合流し、戦争を避けて、それ以外の方法を選ぶ。思考の合理性を

研ぎ澄ませて行けば行くほど、反戦平和という内なる理性の声を聞き取れる。 
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○ 帰結主義の技術的問題 

 第一の問題は、平和主義、功利主義および帰結主義一般が抱える、帰結をどのような

物差しで測ったらよいだろうかという問題である。帰結の善し悪しを測る適当な物差し

に、まだ決定打がない。適当な物差しを発明したとしても、秤に載せる価値の選定にあ

たってさらなる問題が生じる。一体、ある戦争をした場合に生じる利害とは、いつ、ど

この、誰の、どのような利害だろうか。これらの利害に関連するすべての情報は、どの

ような方法で集計され、秤に載せられるのか。これは、平和主義に内在する問題という

よりは、帰結主義それ自体に関する問題である。こうした技術問題に無自覚なまま、平

和主義者が帰結主義に訴えるならば、自分のはじめからの主張を都合よく取り繕うため

の方便にすぎなくなるかもしれない。 

○ 非平和主義との連続性 

 第二に、帰結主義者は戦争に絶対反対ではない。帰結の善が悪を上回れば、はっきり

と特定の戦争を許容し、推奨し、要求さえすることになる。「最大多数の最大幸福」原

理にのっとり特定の戦争がこの目標に資するために容認する。 

 「帰結主義者の平和主義は、はたして真の意味で平和主義といえるか」 

ある種の戦争を、それ自体原則として正当化すること（正戦論）と、べつの原理から派

生する例外として正当化すること（平和優先主義）との間に学説的に一定の隔たりがあ

る。平和主義と非平和主義を根本的に区別するには、純粋な帰結主義だけでは不十分で、

義務論の力を借りる必要がある。 

殺人を絶対的に禁止する義務論の原理と結果次第では殺人も容認する帰結主義の原

理は、政治道徳の世界が見せる一面であり、どちらも道徳世界の一部を構成する。両原

理のジレンマの中で、やむをえず個々の選択をしていくほかなく、戦争と平和の問題は、

道徳的ジレンマが、もっと大規模かつ広範囲にわったて現れる。 

○ 帰結主義のメリット 

 帰結主義は魅力的なアイディアであるゆえに、帰結主義の平和主義は魅力的アイディ

アである。 

・ 第一に、帰結主義は善悪の基準として「最大多数の最大幸福」というシンプルで誰

にでも理解可能な基準に訴える 

・ 第二に、帰結主義は原則として公平無私である。真の被害者の利益を守るのに役立

つ。 

・ 第三に、帰結主義が平和主義にも非平和主義にも転じうることは平和主義者のメリ

ットであるかもしれない。非平和主義者の同意も得やすく、それゆえに平和主義者

と非平和主義者が有意義な対話をする際の蝶番となる。 

これらのことは、戦後直面してきた政治論議にとっても重要な示唆である。 

・ 改憲論者は、自衛権を保持し、自衛軍を備えることを主張する。しかし、軍隊を持

つことや持たないことの費用対効果が真剣に考慮された形跡は薄い。 

・ 護憲論者は、現行憲法に原理的に固執するならば、その費用対効果も考え、戦後の

憲法制定段階に立ち戻る必要がある。 

 

 



 12 

 

第四章 正しい戦争はありうるか ― 正戦論との対話 

○ 「戦争には二つの種類の戦争がある」 

 他国への侵略戦争は不正であるとする「不正な戦争」と国土や国民を守るための自衛

戦争は、法律的にも道徳的にも正当とする「正しい戦争」である。 

 日本国憲法制定時にも議論があり、平和主義と正戦論との構図があった。戦後の日本

はその後、平和主義的思考が一般に普及し、日本では正戦論的思考は長らく脇に追いや

られていた。世界的には、正戦論が戦後一貫して影響力を保持してきた。ヒットラーの

打倒や同時多発テロとの戦いは「正戦」と位置づけられた。 

 

１ 正戦論とは何か 

 戦争においても正不正の道徳判断を行うことが出来るという前提のもと、現実の戦争

をより正しいものとより不正のものとに選り分ける一連の基準を示すことで、戦争その

ものの強度と範囲に制約をもうけるようにする理論。 

○ 正戦論の出自 

 歴史的出自は、実は絶対平和主義と同じキリスト教（アウグスティヌス）にあり、宗

教上の平和主義と世俗上の現実政治の狭間で生まれた。 

 「正しい」戦争とは、実際には「本来は望ましくないが必要悪として正当化される」

と考えるのが適切である。その後、正戦論はキリスト教の神学的教義から出発し、法学

的教義へと次第に転換し、法学・政治学等のまったく世俗的用語となった。 

○自衛／侵略の二分法 

 18から19世紀にかけ正戦論はいったん後退した。正常の国際的判定者が不在となり、

無差別戦争観が成立し、戦争は双方が「国家理性」に基づいて自由に行う政治の延長で

あり、どちらが正か不正かを決定する法的根拠が存在しなくなった。その後、第一次世

界大戦の惨禍をへて、国際連盟の設立（1919 年）、不戦条約の成立（1928 年）により、

戦争それ自体を違法化しようとする平和主義の機運が高まった。しかし、ナチスの宥和

政策の失敗などにより、ユートピア主義と断ぜられ、「戦争の正不正を議論するのは無意

味」だとする現実主義が主流となった。第二次世界大戦をへて国際連合の設立（1945年）

により戦争を含む武力行使そのものを違法化する取組みが再開されたが、侵略戦争に対

する自衛戦争の余地を明示的に認めており、平和主義よりも正戦論の系譜に棹差すもの

であった。自衛／侵略の二分法のもとに、「正しい戦争」と「不正な戦争」を区別する正

戦論的思考が戦後限定的に復活した。 

 正戦論は平和主義と対立しながら、その基本的想定は「戦争はときに正しく、ときに

不正だ」というものである。自衛権の武力行使の正当性を原則として明記しようという

憲法改正の動向は、学説的次元では、国際関係の指針を平和主義から正戦論へと転換し

ようとするものである。 

○ 国内類推 

 国連憲章には国家の自衛が「固有の権利」と書かれている。国際社会の国家が、国内

社会の個人と同様に権利の保持者であるという正戦論的思考を反映しており「国内類推」

と呼ばれている。個人の正当防衛の観念を、国際社会を構成する国家にも適用し、国家
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自衛権を、個人の正当防衛との類推で、国家の固有の権利とした。 

２ 自衛戦争は正戦か 

○ 社会契約の論理 

国家の権利に先立って、本来存在するのは個人の権利である。人間一人一人が天賦の

人権として、自己の生命に対して不可侵の自然権を持つ。基本的人権は「侵すことので

きない永久の権利」である。人々は自らの自然権を保障するために団結し、集団的に国

家を形成することに同意する。国家が個人の権利を個人に代わって保障することへの個

人一人一人の同意によって、国家は擬似人格的な権利主体となっている。こうして、国

家に先立って個人が権利の究極主体として、国家を設立したというのが、近代社会契約

の論理である。国家がその身を守ろうとするのは、ひとえに個人の身を守るためである。

国家の権利の価値は、個人の権利の価値に依存し、そこから導かれるというのが社会契

約の論理が意味していることであり、国家の権利は契約に基づいて成立している。 

○ 国家の死は個人の死と同類か 

 社会契約の論理に従えば、ある場合には国家自衛権が無条件に成立するとは限らない。

正戦論者は、多大な死傷者が生じることは確実であっても、自衛戦争に踏み切る。国家

の保全なしに個人の保全はありえないし、これが当初の社会契約の契約内容である。国

民の権利を保障する唯一の手立ては、領土と主権を保全するための自衛戦争に踏み切る

ことである。国家的権利と個人的権利は一蓮托生であるが、当てはまらない場合もある。 

・ 第一に、自衛国が国民の唯一の権利保障主体であるかどうか定かではない。国民は侵

略国に新たに庇護を求めることもある。 

・ 第二に、自衛国が国民の最善の権利保障主体であるかどうか定かではない。自衛国の

政府が、自国の領土と主権を遮二無二守るために国民の犠牲を要求することは、当初

の設立目的と根本的に矛盾する。 

○ コミュニティの権利 

 自衛戦争の目的は国民個人の生命を保全することに尽きる。多くの場合、国民が集団

的に形成するコミュニティの存在を保全することである。だからこそ、自分の生命を危

険にさらしてまで自衛戦争に参加し、政府も国民にそれを要求する。 

 自分が帰属するコミュニティは、言語・習慣・宗教・文化・経済の基盤であって、コ

ミュニティを抜きにして、個人が十全な人生を送ることはできない。侵略・併合により

新たな統治体制に組み込まれれば、たとえ国民の生命が無傷でも、コミュニティの基盤

の消滅危機となり、その被害者は依存度の高い一般市民層である。問題は 

・ 一国内のコミュニティは単一ではなく、日本のような同質性の高い国家でさえ、民族

や文化が単一であることはもはや神話である。 

・ コミュニティが多様であるなら、それだけ国家というコミュニティの自衛の必要性も

薄められる。 

コミュニティの権利に依拠した正戦論を展開したいのであれば、個人ではなくコミュニ

ティから出発する論拠をしめさなければならない。現代の政治哲学では、個人を基底と

するかコミュニティを基底とするかをめぐり、決着のついていない論争含みの議論とな

っている（リベラル＝コミュニティ論争） 
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３ 正戦を知りうるか 

 結局のところ、国家が自衛の固有の権利を持つという考えは、突き詰めていくと決し

て自明とはいえない。正戦論者にとって、いつどの戦争が自衛戦争であり、それゆえ「正

しい戦争」であるのかを、誰がどのようにして知りうるのだろうか。 

 

○ 「克服しえない無知」の問題 

 交戦国の双方にとって、戦争の正不正の線引きの基準が存在するとして、実践的にど

のように適用するのか。双方が、相手国こそ侵略国であり、自分こそ自衛国と主張する。

領土設定や歴史的問題からして、何をどこまで自衛の範疇と捉えるか難しい問題であり、

単なる原則論では済まされない。たとえば、フォークランド紛争では国連も機能しなか

った（尖閣問題も今後の紛争の種となる）。これは「克服しえない無知」と呼ばれており、正

戦論を常に悩ませてきた。無差別戦争観へとつながる可能性があり、歴史的に見ても、

正戦論そのものを自壊させかねない深刻な問題となっている。 

○ 戦争プロパガンダ 

さらに深刻な問題は、国際社会の誰が見ても明白な侵略戦争を、政治指導者が、「自衛

戦争だ」と強弁し、国民に吹聴することである。 

・ 戦争プロパガンダ10の法則（イギリスの政治家、A・ボンソンビー）P122参照 

政府が戦争を決定すると、あらゆる情報がその正当性に向けて都合よく配置され、見事

な勧善懲悪の筋書きとなる。自称「自衛戦争」のリストが戦後の国際関係の歴史に満ち

溢れている。 

○ 認識論的平和主義 

 国際社会において、正義は多分に相対的なものとなり、「正しい戦争」と「不正な戦争」

を区別する正戦論は実践的な困難を抱える。認識能力には常に限りがあり、平和主義者

はこの私達の誤りやすさに訴える。繰り返し「その戦争は本当に正しいのか」と問いか

け続けることで、これまでいかに多くの不正な戦争が、正しい戦争を装ってきたかを思

い出させてくれる。 

 

４「非暴力は無責任」 

 正戦論は国際関係論上、有力な学説であるが、異論もある。 

 第一に、原理問題として、自衛戦争が正戦であるは、自明ではない。 

 第二に、実践問題として、戦争が実際に正戦であるかどうか容易に知りえない。 

ある戦争に「正義」のラベルをつけることに慎重になる必要がある。綺麗ごとを言って

も始まらない。暴力は不正かもしれないが、だからといって非暴力が不正から安全だと

考えるのは誤りである。安易な逃げ道などないのだ。 

○ ニーバー（アメリカの神学者、クエーカー系平和主義者）の批判 

 正義の実現と暴力の行使を切り離すことができない。非暴力を貫くことで、正義が実

現されると考えるのは大きな間違いである。意図とは裏腹に、消極的にであれ、不正に

加担することになりうる。単に武器投げ捨てたところで正義が実現される保証はない。 

 平和主義者が暴力を忌避するのは結局自分の手を汚したくないからである。それは、

わが身可愛さから出た選択であって、決して社会全体の善から出たものではない。自分
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だけが率先して助かりたい、平和主義者のエゴであり無責任である。 

○ 平和主義は無責任か 

 政治的決定として、最終的に暴力手段が採用されたなら、原則として、それを不承不

承受け入れるのが平和主義者の務めである。それでは、宗教などによる良心的兵役拒否

は無責任だろうか 

１．たとえ一部の絶対平和主義者が暴力を忌避し、兵役を拒否するからといって無責任

であることにはならない。課徴金や社会奉仕によって、兵役を代替することで、暴力

に代わる責任を果たす。 

２．社会的恩恵と社会的負担が関連しており、互恵性に基づく段階的責任を想定する。

現今社会では、平時に大きな恩恵を得ていればいるほど、有事に大きな負担を求めら

れる。ニーバーが「無責任だ」とした矛先を、本来向けるべき相手は平和主義者など

ではなく、特定の世代や身分、階層に山ほどいるはずである。 

○正議論の二重の機能 

 正議論と平和主義は原則的にはともかく、実践的には必ずしも相容れないわけではな

い。両者の基本的構え（戦争は悲惨であり避けるべき）は同じである。 

 「正しい戦争」の姿を提示することは、同時に「不正な戦争」の姿も提示する。正戦

論を評価するにあたって、この二重の機能を忘れるべきではない、 

 正戦論がその一部に内包している平和主義的要素を再活性化し、非平和主義者による

正戦論の濫用に備える必要がある。手強いのは「戦争の正不正を議論するのは無意味だ」

と考える現実主義者である。戦後アメリカではこの現実主義が支配的学説になっている。 

 

第五章 平和主義は非現実的か ― 現実主義との対抗 

  

  第44回読書会（2013年3月）で取り挙げられた「君主論」のN・マキァヴェリは近

代政治的現実主義者の祖である。マキァヴェリズムの核心は、厳しい現実世界では目

的が手段を正当化するというものだ。「恋愛と戦争では何でもあり」なのだ。現実主義

者にとって、戦争の放棄や武力の不保持などという無理難題を掲げる平和主義者は、

美しくもはかない「破滅の美学」を体現していることになる。 

 

１ 国際関係論における現実主義 

 現実主義は国際関係論において、他を圧倒する支配的学説となっている。目を背けた

くなるような厳しい現実が眼前に控えているからこそ、それでも前に進むために、まず

はその現実をしっかり見据える必要がある。 

 

○ 学説的位置づけ 

 現実主義者は平和主義者を批判するが、だからと言って平和よりも戦争を賛美する思

想では全くない。逆に、戦争の惨禍を深く憂慮し、できるだけ無益な戦争を回避するよ

う努める。時に戦争を人間の避けがたい現実と捉えるが戦争を愛好しているということ

ではない。戦争よりも平和が望ましいと考える点では、平和主義者と一致している。そ

の平和を達成するためには暴力手段に訴えざるを得ないのが世の現実だと主張する。 
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○ 現実主義の四つの見方 

・ 世界は中央政府が存在しない無政府状態である 

・ 国際関係におけるアクター（行為主体）は国家である 

・ 無政府世界において、国家の最大の目的は生き残りとなる。したがって、国家安全保

障は国際関係の最優先課題となる 

・ パワーはこの目的を達成するための重要かつ、必要手段である。 

戦争は国家が当然とりうる外交・防衛手段の一つある。言葉ではなく実力こそが国際関

係の趨勢を決するものである。いわゆる「権力政治」パワーポリティクスである。 

 

２ 現実主義は現実的かⅠ ― 目的としての安全保障の検討 

 現実主義者が描く国際関係像はどれほど現実的といえるのだろうか 

第一の論点：「国家の最大の目的は安全保障を追及することである」という想定の是非 

第二の論点：「パワーは国家が安全保障を追及するための重要かつ必要手段である」とい

う想定の是非 

 

○ 古典的現実主義の場合 

 国際関係における国家の最大の目的は生き残りである。戦後アメリカの代表的現実主

義者H・モーゲンソーによれば、国際政治ならびに国際行動を分析する際の中心概念は

「パワーによって定義された利益」であり、その「固い芯」に安全保障が位置している。 

 国家にとって生存それ自体がひとつの道徳原則である。帰結の良し悪しを考慮してく

だされる擬似道徳判断―最大多数ではなく自国にとっての帰結の良し悪しである以上、

その判断は道徳的というより戦略的である―を、モーゲンソーは「深慮」と呼ぶ。「深慮

なくして政治的道徳はありえない。すなわち、一見道義にかなった行動でも、その政治

的結果が考慮されなければ政治的道義は存在しえないのである」 

 国際関係の真の姿は、各国の安全保障をめぐる権力闘争であって、それ以上でもそれ

以下でもない。『・・・アメリカの目的―唯一の目的―は、国家の安全保障、「かって世

界を脅威した最大の危険にたいする安全保障」でなければならない。』 

○ 構造的現実主義の場合  

「国家の最大の目的は安全保障を追及することである」という想定はあくまでも理論的

仮定であり、経験的事実に照らして、真か偽かを判断される対象ではない。生存を熱心

に追及する国家像は、国家システムの大局的傾向を構成するものとして、便宜的に用い

られているだけである。 

○ 現実主義の価値判断 

「安全保障の追及にとって不可欠の手段である以上、戦争の正不正を議論するのは無意

味だ」という現実主義者の主張は、それ自体一つの価値判断から出発している。現実主

義者は、なぜ国家が、数ある政治的価値のなかから、もっぱら安全保障の価値を最重視

すべきなのかを、今度こそ記述あるいは仮定するのではなく、擁護しなければならない。 

 非現実主義者たちは、はじめからそれを現実主義者に問うているのだ。 
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３ 現実主義は現実的かⅡ ―手段としてのパワーの検討 

 現実主義の想定は決して証明済みではなく、あらためて批判ないし擁護される必要が

ある。国際関係を各国の安全保障をめぐる権力闘争として描こうとする世界観は正しい

のかもしれないが、それを受け入れたとしても、現実主義の想定には不明瞭な点がある。 

○ 「平和を望むなら、戦争を準備せよ」 

・ 現実主義の想定では、国家関係における国家が自国の安全保障を追及するための最善

の手段は物質的能力を指標とするパワーである。 

・ 国際社会では、自分の身は自分で守るしかない。無益な争いに巻き込まれないための

唯一の手段は、自ら反撃の力を備えることである。ラテン語の格言に「平和を望むな

ら、戦争を準備せよ」がある。各国が戦争を準備することで、平和が達成される。 

・ 各国が自由に戦争を準備していったら「食うか食われるか」の無政府状態に陥ってし

まう。しかし、各国が自ら反撃の力を備えれば、他国に容易に手出しできなくなる。 

・ 武器は作られ、準備されるが、使わない。この両すくみ状態こそが、現実主義者のい

うところの平和であり、このパワーに基づく秩序原理を「勢力均衡」（バランス・オ

ブ・パワー）と呼び、現在も有力な考え方の一つである。 

○ 安全保障のジレンマ 

 自国を守るためのパワーの増強が、他国に脅威を与えることにより、その脅威の認識

が他国のさらなるパワーの増強を招くという事態は、現実主義の想定の弱点であり、ジ

レンマである。パワーが防衛的に用いられるか、攻撃用に用いられるかは傍目には分か

らないので、自国の防衛力の増強は同時に他国にとっての脅威の増加に繫がる。自国の

生き残りにとって有益だと考えられたパワーの増強は、皮肉なことに、自国の生き残り

を脅かす材料となる。 

○ 構成主義の主張 

 安全保障のジレンマを回避できるのは、平和主義の観点から興味深い構成主義者が与

える回答である。「構成主義」（コンストラクティヴィズム）とは、1990年前後に確立した比

較的新しい国際関係論で、国家行動を規定し国際関係を支えているのは、物質的パワー

ではなく観念やイメージである。軍事力の多寡が単純に国家の安全や脅威を決定してい

るわけではなく、むしろ突き詰めれば「パワーと利益そのものが観念の産物である」（ウ

ェント）とさえいえる。 

国際関係を構成する観念は大別して３種類ある。 

第一は、他国を敵として認識するホッブス的文化 

第二は、他国を競争相手として認識するロック的文化 

第三は、他国を味方として認識するカント的文化 

 現在の国際関係の大半は第一及び第二によって支配されているが、一部の国際関係で

は、安全保障を敵対的ではなく協力的に追求することへのコンセンサスが作り出されて

おり、第三のカント的文化が芽生えつつある。 

 国際関係は決してパワーとパワーの凌ぎあいの世界ではなく、他国のパワーの増強が、

自国の脅威になるかどうかは両国間の認識に依存している。安全や脅威が認識によって
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構築されたものに過ぎないなら、それを変化させる可能性も存在する。安全保障の道筋

はパワーの追及一辺倒ではなく、交渉や対話といった非軍事手段にも開かれている。要

するに、安全保障のジレンマは、相対的なパワーの分布状況にかかわらず、両国の相互

的な認識が変わることで、改善可能なのである。 

 

４「非暴力は無力」批判 

 現実主義者のあいだで、平和主義はすこぶる評判が良くない。暴力に対して非暴力で

対抗するという教えが、救いがたいほど楽観的（ユートピア主義）に見える。 

○ ヒトラーの記憶 

 現実主義者にとっての原体験は、ナチス・ドイツの宥和政策が失敗したことにある。

説得や話し合い、譲歩ではヒトラーの増長をとめられなかった。暴力には暴力で対峙せ

ざるを得ないのが世の現実である。この原則は、今も昔も変わらない。「ならず者国家」

はどの時代にもいるものである。 

「現実の世界」には、話の通じない相手、話し合いで解決しようとしない危険人物が潜

んでいる。非暴力の形式的理想に固執する平和主義は、現実を知らない無知の教えか、

現実を見ない欺瞞の教えに過ぎない。必要なことは、理想論ではなく、安全保障に向け

た戦略論である。平和主義者は理想を語るが、それを実行に移すどのような戦略をもっ

ているのだろうか。 

○ 平和主義者の平和構想 

 平和主義者の一部は、実践的な平和構想として、国連集団安全保障体制を念頭におい

てきた。この体制は、あくまでも非暴力を原則とする平和主義にとって十分満足のいく

ものではない。「暴力には暴力を、目には目を」という発想を乗り越えられていない。 

 世界政府や世界連邦構想は、拙速であり、国家主権の一部委譲というビジョンは強い

抵抗を受ける。真の国家存亡の危機に直面した平和主義者の一部が、「深慮」の観点から、

最後の場面でやむなく武力行使を例外的に容認しても、不当とはいえない。 

○ 市民的防衛の思想と実践 

 実際に侵略が生じるような非理想状態下において、平和主義者が提案しうる非暴力戦

略は、市民的防衛と呼ばれる国防戦略である。軍隊ではなく市民を主体として、侵略に

対して個人的異議申し立てではなく、集団行動として行う非暴力抵抗である。侵略軍を

国境の内で、ボイコットやストライキほかあらゆる非暴力抵抗をこころみて、撃退する

戦略である。占領は侵略国にとって、高くつく政策となる。 

市民的防衛が成功するためには 

第一に、国内的条件として、ある程度の社会的な結束と規律が求められる 

第二に、国外的条件として、侵略国の側にも戦争規則の遵守の姿勢が求められる 

 こうした成否の条件を正確に認識していくことが、現実主義および平和主義を真に現

実化するためには欠かせない。重要な点は、非暴力が戦争に代わる戦略的代替案になり

うるという点を認識することであり、非暴力戦略が訴える対象はあくまでも指導者では

なく、一般国民であることを強調する。 

○ 現実主義であるとは 

 現実主義と平和主義のどちらが「現実的」かは、移り変わる現実の状況に左右され、
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一般的に示しえない。問題はこの世界の現実をどのように認識するか、その上でどのよ

うな選択肢を選ぶかということである。 

 戦後の日本も、この「現実」との対話の中で、平和主義との距離をはかってきた。 

「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」、戦争を放棄し、非暴力手段による紛争

解決の道を選んだはずであった。朝鮮戦争勃発後、自衛隊を設立し、事実上の再軍備に

踏み出した。再軍備派の理屈は「戸締り論」であり、国民の安寧を守るため、国家が実

力を備えるのは当然なことである。これは、他国を潜在的強盗と見なす典型的な現実主

義的思考である。 

 安全や脅威というのは絶対的なものではなく相対的なものであり、相互の認識や出方

次第で、隣人は敵にも味方にもなりうる。 

 

第六章 救命の武力行使は正当か―人道介入主義との対話 

 

○ 「普通の国になれ」 

 湾岸戦争の際、日本は総額130億ドルにのぼる金銭援助を行い、自衛隊の直接的な軍

事活動に参加せず「小切手外交」と揶揄され、同盟国からの失望を招いた。外交的敗北

を踏まえ、憲法 9条は、今後国際貢献を果たしていく上での足かせとなるという声が高

まった。他国で生じた人道的危機に対する国際的対応として、軍事力を用いるべきかど

うかが当時の我国で緊急の問いとなった。当時、小沢一郎は世界平和に貢献できるよう、

一国平和主義を廃して「普通の国になれ」と主張した。受動的な「専守防衛戦略」から

能動的な「平和創出戦略」への転換が必要だとした。 

 1992年6月「国際平和協力法」（PKO協力法）を制定。同年9月はじめて国外の国連

平和維持活動（PKO）に加わり、以後、自衛隊の海外派遣が世界各地に展開され、平和

主義者に対して大きな挑戦状を突きつけることとなった。戦争の放棄や戦力の不保持と

いった元来の非暴力の方針によっては、もはや今日の国際的課題に対処することはでき

ない。いまこそ私たちは、消極的な一国平和主義から積極的平和主義に転じて、必要な

国際貢献を果たしていくべきであると主張する。 

 他国で人道的危機が生じているなか、平和主義者なりの国際貢献の考え方はありうる

のだろうか。それは軍事手段によるのか、非軍事手段によるのか。また人道的理由によ

る軍事介入には落とし穴はないのかを問うてみたい。 

 

１ 人道介入主義とは 

 現在、紛争解決手段の構築が理論的にも実践的にも求められている。「人権侵害を阻止

するための武力行使は正しい」と考えられる、いわゆる人道介入主義である。 

 現在の私たちが戦争という暴力手段を必要とするのは、自国の国家主権や安全保障を

維持するためではなく、他国で生じている人権侵害を阻止するためである。非暴力を掲

げる平和主義に対しても、このことは、無視できない重要な異論を投げかけている。 

 

○ 国際社会の新たな課題 

 国連 PKO は、当初停戦監視、その後に国家再建を支援する平和構築の役割がくわわ
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ったが、いずれも当事国からの同意に基づく支援措置であった。しかしながら、現代で

は、国内・民族紛争が激しくなり、PKOの性質は大きく様変わりし、世界の平和創造に

向けて、非干渉から介入へと大きく舵を切った。こうしたなかで、軍事的強制措置とし

ての「人道的介入」の是非が問われるようになった。当事国からの介入への同意の有無

にかかわらず、平和強制に踏み切り、多くの犠牲者を出している。セルビア空爆のよう

に、国連の承認を経ない、一方的軍事介入に対し、平和強制への慎重論がでるとともに、

人道的介入の論点の複雑化を呈している。 

○ 非暴力から軍事介入へ 

「戦争で自国民の安全を守れるか」から「戦争が他国民の安全を守れるか」へ移った。

人道的危機への対応が平和主義のアキレス腱となるかもしれない。正戦論でも現実主義

でもなく、人道介入主義こそが平和主義の急先鋒になっている。平和主義の教えが、今

や軍事介入に道をゆずるべき時と考えており、人権侵害には武力を辞さない姿勢が必要

だとしている。平和主義に代わる人道介入主義のスローガンは、「非暴力ではなく軍事介

入を」である。平和主義者にとって、人道的危機に直面して非暴力を選ぶのは難しい状

況であり、人道介入主義者と対峙することは難しくなる。 

 

２ 人道的介入のジレンマ 

 人道介入主義は、平和主義の観点からは、人道的理由のための軍事介入という論理は、

何かしら性急で不自然さを感じる。 

○ 〈善行原理〉と〈無危害原理〉 

・ 人道介入主義者は、軍事介入に賛成することの理由として、苦難に陥った人間に善を

なすよう要請する道徳原理である〈善行原理〉に従うとする。人道介入を国際社会の

権利ではなく責任の一種と位置付ける（ｅx．コソボ介入）。 

・ 平和主義者は人道的介入が〈善行原理〉に基づくとはいえ、一種の軍事力の行使であ

る以上、人命の損失を伴うことにより、その結果いかんにかかわらず殺人を禁止する

〈無危害原理〉を無条件に遵守すべきであり、戦争が殺人であるのと同様、軍事介入

は殺人であり、ゆえに罪悪である。 

 人道的危機に対して、軍事介入することから生じる、またはしないことから生じる無

辜の市民の犠牲は、その応答が一種のジレンマに陥る状況となる。人道介入主義者は〈善

行原理〉を優先して、軍事介入することを選択し、逆に平和主義者は〈無危害原理〉を

優先して、軍事介入の回避を選択する。 

○ 二重結果説・再論 

 人道介入主義のジレンマの解決策は、二重結果説（ｐ７参照）を用いることで、〈無危

害原理〉のハードルを下げることである。意図した殺人と意図しない殺人の道徳的地位

は異なる。悪い結果が善い結果の、意図せざる副産物に過ぎないならば、悪い結果を生

み出す行為も免責される。しかし、二重結果説を用いて、軍事介入の悪い結果を弁明し

ようとする人道介入主義者の狙いは失敗する。なぜなら、二重結果説はまったく同様に、

非暴力の悪い結果を弁明することを含意する。 
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３ 善きサマリア人の義務 

人道主義者と平和主義者の間の原則的違いは、救命を要請する〈善行原理〉と殺人を禁

止する〈無危害原理〉のどちらを優先するかの点である。平和主義者に対して自己の正

当性を主張したければ、人道介入主義者は二重結果説以外の論拠を見つける必要がある。 

 

○ 善きサマリア人の法 

緊急事態において、誠実かつ利他的に他人を救う最大限の手当てを行った場合、たと

えそれが失敗したとしても、失敗の罪責を負う必要はないという考え方。 

人道介入主義者はこの法理を用いることで〈無危害原理〉のハードルを下げようとす

る。人道介入主義者は、不完全ながらも、やるだけのことはやったことにひきかえ、平

和主義者は失敗を恐れて何の努力も果たさない臆病者である。ともかく人道介入主義者

は、極限状況の中で最善をつくしたが、それに対し平和主義者は、助けられる命をただ

見殺しにしたことについての説明責任を果たすべきである。 

○ 作為／不作為の区別 

 平和主義者は、作為／不作為の区別を用いることで〈善行原理〉のハードルを下げよ

うとする。何もしないという選択肢が消極的不作為に留まる一方、手当てをするという

選択肢は積極的作為があるからである。不作為の結果については罪責を負えないが、作

為の結果については罪責を負いうるし、負うべきである。 

 人道主義者が訴える善きサマリア人の法は、緊急時に不作為よりも作為を勧め、逆に

平和主義者が訴える作為／不作為の区別は、緊急時に作為よりも不作為を勧めるが、分

が悪い。明白な問題は、不作為もまた一種の作為であるということだ。何もしないとい

う決断は、それも一種の決断であり、決して選択それ自体の回避ではない。 

○ 〈善行原理〉の有責条件 

・ 介入の能力をもつ大国は、不完全義務以上の積極的義務を負う。大国が他人の苦境に

見て見ぬふりをするなら、その本来の能力に応じて、義務違反の咎をせめられても仕

方がない。 

・ 人道的危機に対処するために、私たちが〈無危害原理〉を棚上げしてまで、軍隊を保

持する「普通の国」になる必要はない。 

 

４ 非軍事介入のすすめ 

 人道的理由のための軍事介入という人道介入主義の理論構成は、それほど強力なもの

ではない。なぜならそれは、救命を要請する〈善行原理〉と殺人を禁止する〈無危害原

理〉が衝突する一種のジレンマをはらまざるを得ないからである。私たちは何らかの理

由で〈無危害原理〉よりも〈善行原理〉を優先し、他国で生じている人道的危機に手立

てを尽くすことに心を決めた。しかし、依然として〈善行原理〉に邁進することに実践

的理由から留保がつく。そしてその留保は反転して、人道的危機に対する平和主義者の

処方箋を示すための手掛かりになるはずである。 

 

○ 国際法との齟齬 

なぜ〈善行原理〉に邁進することが実践的に問題含みなのかの分は、同原理への忠誠
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それ自体が、遵法精神と必ずしも相容れないからである。人道的介入は、国際法に照

らすなら、違法とまではいかなくとも、超法規的な性格を多分にもちあわせている。 

現行の国際法は完全ではなく瑕疵を含みうるのだから、〈善行原理〉というまっとう

な理由があれば、その法文に固執する必要は必ずしもないが、国連中心主義は今日、

アメリカの国連を軽視した単独行動主義が目立つ状態となっている。いかに高貴な義

務感から発するものとはいえ、実定法の明確な裏づけなしに軍事介入を繰り返すこと

の代償は、国際的な法の支配という観点からきわめて大きな問題である。 

○ 暴力の再生産 

 人道的理由であれ何であれ、暴力が更なる暴力を呼び込みやすい。暴力を加えられた

怒りは、いつかどこかで対抗暴力を誘発することになる。暴力に対して暴力で対峙せざ

るを得ない状況は悲劇的あり、国内社会と同様、国際社会においてもそうした状況それ

自体を回避するよう努めなければならない。人道的介入を悲劇ではなく救済の一種のよ

うにかんがえてしまうことは、人道介入主義者が陥りやすい罠である。 

○ 非軍事介入の思想と実践 

たとえ〈善行原理〉であったとしても、軍事介入は万能薬ではない。また、平和主義

者が原理原則を振り回し人道的危機をただ黙って座視するなら、無責任な一国平和主義

のそしりを免れない。〈無危害原理〉を優先しながらも〈善行原理〉に最大限応答するた

めに提案しうる、平和主義者なりの非軍事的措置による問題解決はあるのだろうか。人

権侵害阻止のための戦争を開始する必要は必ずしも無い。現在、国連安保理や国連総会

による非難決議や調停交渉、海外資産の凍結などの制裁措置。赤十字国際委員会、国境

なき医師団などの国際組織、NGO の活動。近年、現地での同行や当事者間への「割り

込み」などによって、紛争レベルを下げる非暴力平和隊の取組みは注目されている。 

・ 非軍事介入の利点は  

 第一に、非軍事介入は大国の単独行動主義を諌め、国際的な法の支配の実現に役立つ 

 第二に、非軍事介入は中長期的に、暴力に暴力で対峙する現今の文化を改められる 

今現在、軍縮を進めることは、将来の人道的危機に対する直接的かつきわめて効果的な

介入策となる。国連 PKO の取組みも非軍事介入の取組みである。平和維持や人権保護

の推進におおくの成果をあげてきたPKOに対して、国内社会の政府と同様の国際的「正

統性」を国連がどの程度得られるかがPKO成功の決定的要因である。 

○ 人道的危機は終わっていない 

・ 政治哲学は、現実に無関心であって良い訳はなくその詳細に分け入り、人道危機のよ

うな悲惨な状態に取り組む場合は、現実を無視した思弁に耽ることは適切な姿でない。 

・ 世界は平和な場所ではなく、まだ人道的危機は終わってはいない。平和主義を含むす

べての国際関係学説に解決の手立てがもとめられている。 

・ わが国の国力に見合った責任ある国際貢献に向けて論議を進める際には、「普通の国」

を目指して、拙速に欧米諸国と足並みを揃える前に、非暴力戦略を含む複数のオプシ

ョンがあることを認識することが肝要である。ここが、今後わが国が平和主義を国

是としてつづけるかどうかの試金石となる。 
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終章 結論と展望 

 

○筆者の主張 

・自由主義・功利主義・社会主義をルーツとし、19世紀以降発展してきた平和優先主義

のタイプが国際関係の指針として魅力的かつ説得的代替案になりうる。 

・それは直感的に、義務論や帰結主義といった身近な感覚の延長線上として、非暴力の

教えを位置づけている 

・また論理的にも、暴力の例外的使用の余地を残しつつ非暴力をあくまで原則とすべし 

・さらに実践的にも、市民的防衛や非軍事介入といった、具体的な非暴力戦略を提案す

る余地を備えている。 

この種の平和主義は今日でも意義を持ち得る。これは、「国内的な変革が国際的な協調に 

繫がる」という平和優先主義のアイディアにある。平和主義の思想や実践は、はるかに

身近で実現可能である。こうした変革可能性を備えた平和主義を「民主的平和主義」と

呼ぶ。平和の基本的条件は国内に生まれるのであり、国外からやって来る分ではない。 

○ 民主的平和主義の現在 

 民主主義の国内的促進が国際的平和をもたらす。「民主主義同士は戦争をしない」とい

う民主的平和論の主張もその一例である。 

 言論の自由や選挙、政党間競争といった民主主義の制度的要件が国内的には、政治家

に説明責任を課し、国外的には政策情報の確実性を高めるという、いわゆる「観衆費用」

効果に関して研究がすすんでいる。日本人にとって馴染みあるアイディアであり、民主

主義と平和主義を一体的に結合させることこそ、戦後憲法が目指したところであり、憲

法前文に明記されている。「・・・政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのな

いようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定

する」 

 民主主義を取り巻く環境が大きく変化している。市民相互の情報伝達や情報共有がイ

ンターネットや携帯により容易となり、草の根レベルでの政治参加の新回路が形成され

つつある。国内の各種政策をめぐって、市民レベルでの活発な意識形成が進んでいる。 

 私達は今後、対外政策についても、政府の言動を民主的に管理する、国境をも越えた

21世紀型の大同盟の誕生を期待できるかもしれない。 

○ 「民主主義は最悪の政体である。ただし・・・」 

 民主主義は万能薬ではない。民意はときに間違った方向に向かい、戦争を抑止しない

どころか促進する可能性すらある。しかしながら、チャーチルが反意的に名づけた「最

悪の政体」に希望の光を託すしかない。そのためには、現実の分析や将来の予測に関す

る不断の啓蒙活動が必要となる。市民同士が水平的に情報を伝達・共有し合うような形

態になることが期待される。 

 憲法の問題は、最後には民意に未定の責任と覚悟を委ねるというのが単なる手続きの

上のみならず、理念的理由からも望ましい。戦争と平和の問題は、他の誰でもない国民

自身の問題なのである。 

○ 原因療法としての平和主義 

 国際紛争を病状の一環として捉えると、平和主義者の提案する処方箋は、対症療法と
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いうより原因療法に近い。わが国の状況における懸案事項は 

１、 日米安保体制のもと、アメリカの対外政策に対して、日本を含む国際世論が何をい

えるかという問題 

２、 中国その他、潜在的紛争要因を抱える近隣諸国において、国内的民主化がどの程度

進むかという問題 

民主的平和主義は、決して現実との対話を欠いた予言的楽観論であってはならない。 

・ 現時点で平和主義の処方箋は、戦争の廃絶と平和の実現に関して完全からは程遠い。 

・ 平和主義者及び非平和主義者は、今後より一層オープンに互いの知恵を借り、言い分

に耳を傾けることが望まれる 

・ 彼らの共通の論敵は、新保守主義者（ネオコン）のようなタカ派好戦論者である。正

戦論者と現実主義者は正義と安全保障の立脚点から、平和主義者は戦争一般の暴力に

反対の立場から、３者にとって、真の政治的論敵はお互いではなくその外側にいる。 

○ 政治哲学ができることできないこと 

 平和主義を含むある政治体制の根本原理は、国民自身によって判断が下されるべきで

ある。一国が平和主義あるいは逆に非平和主義を採用するとはどうゆうことだろうか。

政治哲学は、自分の人生哲学を開陳する場所ではなく、民主主義に資するために、自国

の基本政策を決断するにあったって、政治的・社会的なある種のインフォームド・コン

セントを促進するためのものである。現在のところは、そうした理性的判断の条件は十

分に備わっているとはいえない。 

 本書では、平和主義者がどう主張し、それに非平和主義者がどう応答するか。重要な

点は、平和主義者と非平和主義者が、単なる好き嫌いの次元を越えて、その理由を相互

に説明できる議論の土俵を共有することである。 

 

あとがきから 

 平和主義の言い分は単純明快である。戦争と平和が自然の産物ではなく人間の所作である以上、

戦うという選択肢と同様、戦わないという選択肢が存在する。どちらの選択肢を最終的に選ぶか

は、ある程度は論理の問題であるが、ある程度は決断の問題である。どこまでも私たちの手元に

残り続ける。 

 非平和主義の諸学説とおなじくらい、平和主義は私たちに相応の責任と覚悟を求める。反戦平

和を唱えたからといって、何か厄介な重荷を下ろしたかのように感じるのは誤りである。 

 現段階での相対的な確信は、色々考えてみた結果、平和主義がそれでも魅力的な選択肢の一つ

に違いないということである。平和主義者と非平和主義のあいだで交わされる作想的な対話とい

うアイディアを広げていくことがたいせつである。 

 

さいごに J・ロックの言葉より「議論こそは真理を広める唯一の正しい方法なのであり、強力な

議論と立派な推論とがやさしく、丁重に、正しく用いられることほど、真理を広めるのによい方

法はないのです」 

                                   おわり        


