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担当：阿部小涼（法文学部） 
kosuzu@ll.u-ryukyu.ac.jp 

 
第 7回・第 8回の評価方法 
 講義の進行に合わせて、質問を出します。本レジュメの☞Q.マークの箇所になったら、コメントシートの該当箇
所に回答して下さい。コメントシートは出席の記録とします。講義終了時に提出して下さい。 
 第 8 回（6月 17 日）の講義終了後、ショート・レポートの課題を出し、10 点満点で採点して評価とします。 
ショート・レポートの提出先：kosuzu@eve.u-ryukyu.ac.jp  締切：6月 23 日 24 時 
 
 
第 8回「ジェンダーと平和」その前に･･･ 
I,0�A�J1/I&BJH.�
「平和運動」とは 
①現在の平和な状態を維持する運動なのか、②現在の非平和状態を打開し平和を目指す運動の「目的」なのか、③
運動の「手段」なのか、④運動を支える理念・倫理なのか。 
 
☞Q1. 平和運動と暴力の関係について思うところを述べよ。 
 
→前回レジュメ、「市民運動の平和」批判参照。 
→「平和」な抵抗運動、「平和」を維持するための武力、いずれも言語的に矛盾をはらんでいる、用語の混乱？ 
→社会運動の論客たちが論ずるのは、根本的な権利としての「不服従・非暴力・直接行動」。 
→「平和」が「平穏に」との命令にすり替えられることによって不服従を抑制する方向に働くことに警鐘。 
 
I�J%;4�9-�
（前回レジュメの引用参照、以下は部分のみ） 
ヘンリー・ソロー「市民の不服従」1849 年。 

人間を不正に牢獄に閉じ込めるような政府の下では正義の人がいるべき場所もまた牢獄である。 
 
アントニオ・ネグリ『未来派左翼：グローバル民主主義の可能性をさぐる』NHKブックス 2008 年。 

抵抗の概念と民主主義の概念とはつねに一体となっており、相互に正当性を保証する関係にあるのです。[中略]
暴力のなかには必然的なもの、そして、かろうじて合法だと認められているようなものがある。たとえば、ス
トライキにおける暴力などがそうでしょう。抵抗権は基本的なものですし、ほかに不服従の権利もそうです。
これらは根本的な権利なのです。そしてまた、これこそがクレームすなわち要求というものであり、真の平和
主義の根源にあるものなのです。 

 
 
ジーン・シャープ著、瀧口範子訳『独裁体制から民主主義へ：権力に対抗するための教科書』ちくま学芸文庫 2012
年、17-20 頁。 
▲独裁体制からの抵抗を論じるなかで、暴力=軍事行動を手段に用いる体制変革の有効性を疑問視 

 現在、多くの国が経済、政治、社会において急激な変化にさらされている。「自由」な国の数は近年増えた
ものの、根底を揺るがすような急速な変化に直面する過程で、逆走したあげく、新しいかたちの独裁体制に取
り込まれる危険も大きくなっている。武装集団、野心的な個人、選挙で選ばれた役人、教条的な政党などが、
繰り返し自らの思惑を押し付けようとするだろう。クーデターは今でも、そしてこれからも頻発し続ける。多
くの国民の基本的な人権や政治的権利は、否定され続けていくのだ。 
 不幸なことに、過去はまだ終わっていない。独裁体制問題は根深い。何十年、いや何百年にもわたって国内
や国外からの抑圧に耐えている国は多い。よくあるのは、権威者や統治者に無条件に服従するよう、人々が長
年調教されてきたことだ。極端な場合には、その社会における社会的、政治的、経済的、そして宗教的機関で
すら---国家の管理以外のものはことごとく---意図的に骨抜きにされ、支配され、果ては国や時の与党が社会を
管理するために用いる新たな機関群に乗っ取られてきた。国民は往々にして原子化され（孤立した個人の集団
に変えられ）、自由を勝ち取るために活動したり、互いを信頼したり、自分たちの主導で何かを成したりする
ことすらできなくなってしまう。 
 その結果がどうなるかは目に見えている。国民は弱体化してしまい、自信を失い、抵抗することができなく
[中略] 
 そうした状況でなされるべきは何か。明らかに正当なことはあるだろうが、それらは役に立たない。憲法や
法律上の違法性や司法上の判決、世論は、たいてい独裁者によって無視される。したがって、残虐行為や拷問、
誘拐、殺人などに反発する人々が、独裁政権を倒すには暴力しかないと結論づけるのも無理はない。怒りに満
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ちた犠牲者たちは時に組織化し、集められる限りの暴力的、軍事的手段を手にして、残忍な独裁者に立ち向か
おうとするのだが、結果は彼らの思いとは正反対のものになる。勇敢に闘うが、たいてい苦難や死という代償
を払うことになるのだ。時にめざましい成果を挙げることもあるだろうが、自由を勝ち取ることはまずありえ
ない。暴力を用いた反乱は相手の残忍な衝動を刺激し、民衆を以前よりもさらに不自由な状況に追い込むのだ。 
 暴力的な手段がどんなものであれ、明白なことがひとつある。暴力的な方法に頼るのはまさに、抑圧者がほ
ぼ常に優勢となるような闘いを選んでしまったということだ。 

 
同、60-66 頁。 

 体制側に異なった行動をとらせたり、紛争の平和的解決のための状況を準備したり、体制派の政権を崩壊さ
せるなど、さまざまな目的のために用いられるという点では、政治的抵抗は軍事行動に似ている。しかし、政
治的抵抗は暴力とはかなり違った方法で運営される。いずれも闘争を行うための手法ではあるが、その手段は
かなり異なり、成り行きもまた違う。暴力的な闘争の手段や結果がどんなものかは、良く知られているところ
だ。物理的な武器は相手を威嚇し、傷つけ、殺し、破壊するために用いられる。 
 一方、非暴力闘争は暴力よりももっと複雑で多様な闘いである。暴力の代わりに、心理的、社会的、経済的、
政治的な武器で闘い、民衆や社会機関が参加する。これは、抗議行動、ストライキ、非服従、ボイコット、離
反、民衆パワーなど、さまざまな名前で知られているものだ。先に述べたように、どんな政府の支配もそれが
続くのは、民衆や社会機関が協力し、屈服、服従することによって、力を維持するために必要な源が補充され
続ける間だけである。政治的闘争は、暴力と異なって、そうした力の源を断つのに特に適しているのである。 
[中略] 
 軍事的手段とは対照的に、非暴力闘争は重要な問題に直接訴えることができる。たとえば、独裁政権が及ぼ
す問題は主に政治的であるため、非暴力闘争が政治的なかたちを採ることは核を突くものになる。その際には、
独裁者の正当性に対する否認や、その政権に対する非協力などが含まれよう。特定の政策に対しては、非協力
を行使することも出来る。あるときには、牛歩や延引を黙ったまま、あるいは秘密裡に行い、別の時にはおお
っぴらな非服従や大衆による反対デモやストライキを行って、広く耳目にさらすこともあろう。 
[中略] 
 非暴力闘争の方法の中には、普段の生活とは無関係な行動を必要とするものもある。パンフレットを配った
り、地下の出版活動をしたり、ハンガー・ストライキを行ったり、道路で座り込みを行ったりといったものだ。
かなり極限的な状況でない限り、こうした行動をとるのは困難だと感じる者もいるだろう。 
 その反対に、いつもとほぼ同じ生活を続けながら、それをやや違ったやり方で行うことで実践できる非暴力
闘争の方法もある。たとえば、ストライキではなく出勤はするものの、意図的にいつもよりゆっくりうと非効
率的に働くのだ。「ミス」の頻度をわざと高くするとか、特定の時期に「病欠」する、あるいは「仕事ができ
ない」状態になるとか。あるいは、単に仕事を拒否することもできよう。[中略] 
 非暴力闘争と暴力は根本的に異なった動きをするため、政治的抵抗活動が行われている時に、たとえそれが
部分的なものであっても抵抗勢力による暴動が起これば、逆効果となる。というのも、それが闘争を独裁者に
とってはるかに有利なもの（軍事戦争）へと変えてしまうからである。非暴力という規律は成功への鍵であり、
独裁者やそこに連なる者がどんなに挑発し、残忍な行為に出ても、保持されなければならないのだ。 
[中略] 
 非暴力闘争では、政府とその暴力的な抑圧に対する恐怖感を払拭する（あるいは、それをより制御できるよ
うにする）ことが求められ、またそうなる傾向がある。恐怖感をなくす、または抑えられることは、独裁者が
一般民衆に向かって振るう力を妥当するための鍵となる要素である。 
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ハンナ・アーレント著、山田正行訳『暴力について：共和国の危機』みすず書房 2000 年、140-145 頁。 
▲「権力」(power)/「力」(strength)/「強制力」(forth)/「権威」(authority)/「暴力」(violence)を分類 
▲正統な権力は正当化を必要としない、非暴力と等価である 

 権力は実際あらゆる政府の本質に属するが、暴力はそうではない。暴力はその本性からいって道具的なもの
である。暴力は、あらゆる手段がそうであるように、追求する目的による導きと正当化をつねに必要とする。
そして、他のものによって正当化されなければならないものは、いかなるものであれその本質をなすというこ
とはあり得ない。戦争の目的---二重の意味で考えられる end（目的・終わり）---とは、平和か勝利である。し
かし、それでは、平和の目的とは何か、という問いにたいする答えはない。[中略] 
 権力は政治的共同体の存在そのものにほんらい備わっているものであるから、いささかの正当化
(justification)も必要としない。権力が必要とするのは正統性(legitimacy)である。[中略] 正統性は、異議が申
し立てられたときには、その過去に訴えることを根拠とするが、これに対して正当化は未来にある目的に関連
している。暴力を正当化することはできるが、しかし暴力が正統なものであることはけっしてないであろう。
暴力の正当化は、それが意図する目的が未来へ遠ざかるほど真実味を失う。 
[中略] 
 要約しよう。政治的にいうとすれば、権力と暴力は同一ではないというのでは不充分である。権力と暴力は
対立する。一方が絶対的に支配するところでは、他方は不在である。暴力は、権力が危うくなると現れてくる
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が、暴力をなすがままにしておくと最後には権力を消し去ってしまう。ということはつまり、暴力に対立する
のは非暴力であると考えるのは正しくないということである。非暴力的権力というのは、実際のところ、言葉
の重複である。暴力は権力を破壊することは出来るが、権力を創造することはまったくできない。 

 
 
向井孝『暴力論ノート：非暴力直接行動とは何か』（増補版）「黒」刊行同人 2002［2011 年増補版］。 
▲暴力とは（1）物理的力の行使（2）加害の意思（3）自己の立場の強制/他者存在の否定=対話の拒否、ただし
この三つを完備するのは個人暴力のみである。 
▲個人暴力と社会暴力を異なるものとして質的に区分。ただし区分を問わず結果は個人としての人間に収斂する。
▲社会的暴力は、疑似非暴力体制として存在する秩序の維持装置。（1）加害者と被害者の位置が対等ではなく逆
転がない（2）加害者の圧倒的に優位な状況下で、弱者に一方的に行われる（3）加害者個人は背後にある法的な
組織にいつでも逃げ込める（4）被害者が孤立した個人の状態に引き剥がされ、正当防衛を否定され、自己責任
を負わされ、「悪」とされる 
▲非暴力とは（1）暴力がない状態（2）精神主義、心情的、厳格な倫理主義（3）不服従・無抵抗=相手の暴力を
ふせぎもせず逃げもしない直接行動 

→「国家」との関係から暴力を解釈する、非暴力直接行動論 
 20 世紀のはじめ、ガンジーが活動をはじめる以前の非暴力の意味は、暴力の否定、あるいは暴力行使がない
状況のことであり、非暴力を希求する個人の信条、倫理、宗教といったいわば精神主義の立場を示すものだっ
た。それをガンジーや、その後のマーティン・ルーサー・キングなどが、その具体的な直接行動の先頭に立つ
ことで非暴力の意味の消極性を一変させることになった。暴力に対抗するちからとしての非暴力の発見---無抵
抗・不服従という直接行動の創出！である。 
 このようにしてガンジーの唱導によって、非暴力ははじめて人びとが意識するちからとしての意味を持つも
のとなった。 
 もっとも、それまで、いやそれ以降も、非暴力は精神主義、心情的で厳格な倫理主義をことさらに保持する
ことで、「直接行動」がかならず非暴力と一体化、または絶対付随するものでなければならない重要さはほとん
ど語られてこなかった。というよりも、無視されるという事情がそのままつづき、運動的ひろがりをあえて限
定することとなった。 
 それが、非暴力の実践は普通人には容易に到達しえない、ある種の精神的境地とされるような誤解を、現在
でも一部に残している大きな理由だろう。 
 もちろん、いまでは非暴力の戦術として、座り込み、デモ、ピケなどが常識的にすぐ想定されるだろう。だ
が、たとえば無言電話とか、かつての首相が音を上げた誉め殺し戦術とか、ストーカーなど物理力の行使をと
もなわないそれらの行動も非暴力である。 
 たしかに非暴力の一面の特性は倫理性ともいえる。しかし、*-3��������
������.1
42)�&���/�#�������������	��+,���$'��������0)��%��
���-3�*-3�������������!"��/� (���のである。 
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・社会運動が希求する平和は、「国」「国家」を媒介とする平和からは、一線を画す（ときに支えることがあっても）。 
・国家が執行する疑似非暴力体制=社会的暴力を、見えるようにする「ちから」が、社会運動による非暴力直接行
動であると定義。 
→平和を求める社会運動は「暴力」をどのように表象、表現行為するのかが、問われている。 
 
酒井隆史『暴力の哲学』河出書房新社 2004。 

恐怖によって求心性の磁場をつくりだす主権を拒絶する力。残酷の組織化とエスカレーションを可能なかぎり
回避するものとしての。そして、そこに非暴力直接行動があらたに位置づけられるのかもしれない。国家と主
権が折り重なった時代の終わりとともに、直接行動あるいは直接活動の創造性をどこまでおし広げられるか、
そこにもしかすると、いまという時代の核心がかけられているのかもしれません。 

 
ミシェル・ヴィヴィオルカ著、田川光照訳『暴力』新評論 2007、70-72 頁。 

 今日の暴力は、政治空間での正当性をすっかり失い、絶対悪さえも意味しているように思われる。暴力は社
会の内でも外でも、社会が一丸となって禁止し闘わねばならないものになっている。しかしながら、1960 年
代から 70 年代にかけては、暴力はまだ知識人たちによって正当化されたり、理解されたりしえただけでなく、
知識人たち自身が革命的、無政府主義的、あるいはマルクス=レーニン主義的な同盟組織に加入していること
もあった。暴力は、理論化されたり、何らかの参加をもって支持されたりし、政治の領域で容認もされえたの
である。ある人々はゲリラを賛美し、「チェ」を自分たちの英雄に仕立て上げ、またある人々はむしろ社会的
暴力を賞揚したり、それを引き起こし鼓舞しようと務めた。植民地の経験を中心にしたフランツ・ファノンの
思想は、すでに見たように、暴力的断絶という考え方を理論化したが、それをサルトルは『地に呪われたる者』
への有名な序文の中で過激化させたのであった（同じサルトルが、数年後に「毛沢東主義者たち」と討論して、
彼らに暴力行為の道をとるようそそのかしていた）。 
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 イラン革命の時に起こった反応のいくつか、たとえばミシェル・フーコーによる称賛は、暴力に訴えるプロ
セス、あるいは行為者たちに対する上述のような思潮と政治的・知的共感の最後の現れであったかもしれない。
それまで暴力は 80 年代までラテン・アメリカの特徴となっていたような独裁権力や専制権力の残虐行為と権
力濫用に対するひとつの回答（たいていの場合は限定されたものではあったが）となっていただけに、ますま
す大きな正当性を与えられていたのであった。 
 それ以来、暴力が寛大な、さらには公然たる態度表明の対象となりうる政治的・知的領域は奇妙に縮小し、
暴力を拒絶し告発する非常に広いコンセンサスができあがった。暴力に関する限り、哲学的、道徳的、あるい
は倫理的な議論はいまや閉ざされているように思われる。西洋の知識人たちは、全体的に見て、暴力に対して
距離を置いた。[中略] 
 さらに、われわれは次のような新たな段階に入ったのではないかと、問うてみねばならない。すなわち、暴
力に最小限の正当性も認めないということは、議論を新しくやり直す余地があるかもしれないという段階に入
ったのではないかと。実際、ある関連性を持った最近の二つの現象は、暴力についての根本的な公然たる考え
方が公的な議論の中に戻ってきたことを意味しているかもしれない。そのひとつは、自由主義のグローバル化
とその影響を標的とする社会的・政治的異議申立のよみがえりである。このよみがえりは、1994 年にサパテ
ィスタの運動とともにメキシコで、そして 95 年 11 月から 12 月にかけてのストライキ運動を機にフランスで
起こったが、これはむしろ人目を引く象徴的な行動をとることによって、世論とある種の知識人たちから好意
的な反応、理解を引き出そうとする非暴力の伝統に属している。たとえば、農民組合のフランス人リーダーで
あるジョゼ・ボヴェは、小都市ミローに建設中のマクドナルド店の破壊（実際にはささやかなものであったが）
を指揮した後、グローバリゼーションに対する異議申立のリーダーとなり、世界中でそのように認められるよ
うになった。[中略] 
 暴力の絶対的拒絶の時代は、冷戦のイデオロギーの消滅によって到来したものであるが、おそらくわれわれ
を操りもしているのである。今後、暴力はまさしく正当な空間を取り戻し、ここ何年間のようなほとんど普遍
化したタブーではなくなるかもしれない。 

 
 
第 8回「ジェンダーと平和」 
☞Q6. 「女」と「平和」は関係あるのか？なぜか？ 
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☞Q7. 平和運動の内部においてジェンダーはどのように体験されているか？（資料映像を見ながら感想を） 
 
 
■ゲートを占拠した女：グリーナムの女たち 
Beeban Kidron, “Carry Greenham Home” 69min. UK,1983. 
-1981 年、イギリスのグリーナムコモン米軍基地へのトマホーク核ミサイル配備に反対するピース・キャンプ 
-1982 年末、3万人のアクションへ拡大 
-1991 年、米軍基地撤退 
 
■戦闘機を解体した女：プラウシェア運動 
Banksy and Jaimie D'Cruz "The Antics Roadshow" (48min. UK, 2011)の一部から。 
[http://vimeo.com/50160818] 
-1970 年代、ヴェトナム反戦運動のなかで誕生。核弾頭の先端部を家庭用ハンマーで打ち、非武器化。 
-1996 年、4 名の女性たちが、東ティモール攻撃に使用する目的でインドネシア政府が購入予定のホーク機を家庭
用ハンマーで叩き、計器盤・レーダーシステム・翼ほかを破壊して逮捕、無罪判決。 
 
アンジー・ゼルター著、大庭里美訳「地球市民の責任：東チモールとプラウシェアの平和運動」［初出：岩波書店
『世界』1999 年 11 月号 120-128 ページ］。 

私は意識的に国際法を抗弁に用いました。これは私が自らを地球市民と考えているからであり、イギリス市民
としてどのような方法があろうと、それには関係なく国際的に通用する抗弁を用いたかったのです。私の抗弁
はだいたい次のような根拠に基づいていました。 
「国際法にはあらゆる個人、あらゆる国家、そして今この裁判が行われている法廷も従う義務があります。イ
ンドネシアは組織的に一貫して国際法を侵害してきました。わがイギリス政府とブリティッシュ・エアロスペ
ースはこれらの犯罪および主要な国際法の侵害の共犯者です。なぜならこれらのホーク機の輸出はイギリス政
府が公式に認可したものですが、それは実際には国際法違反にあたるのです。国際法の遵守に努め、そのよう
な恐るべき犯罪が行われるのを防止しようとすることは、すべての市民の権利であり義務です。ですから国際
法に従って積極的行動をするのはわたしたちの義務であり、その合理的な実践としてプラウシェア行動は合法
化されるものです。」 

 
■刑特法違反（？）の女：パインギャップの 4人 
Al Jazeera "People and Power: Pine Gap Four" (March 21, 2009) 
Pt. 1 [https://www.youtube.com/watch?v=HhCKFZhXLRY] 
Pt. 2 [https://www.youtube.com/watch?v=_WQ4UZlv2uU] 
-2005 年、オーストラリア、アリス・スプリングス近郊の砂漠地帯にあるパインギャップ米軍基地（エシュロン施
設、（米・英・豪・カナダ・ニュージーランドによる、電話・ファックス・Eメール・衛星通信などあらゆる通信情
報を傍受し解読しているスパイ組織網の中心的役割を果たし、軍事衛星情報の傍受・中継の中核的役割を担いアフ
ガン・イラク戦争に欠かせなかった秘密軍事基地で、職員の大半を CIA、NSA および米軍の諜報部員で占める）に
対し、「市民査察」を実施、逮捕、オーストラリア史上初めての防衛（特別事業）法（1952 年）に問われたが、2008
年 2 月、2 審で無罪判決。 
-事前のゲート封鎖行動（2002 年）のほか、「テロ情報ホットライン」に対し、パインギャップの「テロ活動」につ
いて報告・警告、捜査を要求するなどの入念な戦略。 
※TUP-Bulletin サイト「パインギャップ」でメッセージ検索すると、ドナ・マルハーンのレポートをまとめて読む
ことが出来る。[http://groups.yahoo.co.jp/group/TUP-Bulletin/] 
 
■「基地軍隊を許さない行動する女たち」と沖縄の非軍事主義（前出の新聞記事参照） 
 
I�J6�?(H.�DF������"�$>E�
・平和を求める運動は、個人に収斂する「社会暴力」に対する抵抗、反軍事主義として捉え返される。 
・「新しい社会運動」理解における、生活者としての実践。 
→「個人的なことは政治的なこと」は、新しい社会運動の論理と方法にとって、欠くことが出来ない。 
 
ジョン・ホロウェイ『権力を取らずに世界を変える』、307-308 ページ。 

 テレビを見たり、新聞を読んだり、政治家の演説を聞いたりしても、反権力がどこにあるのか、その兆候は、
ほとんど見つけることはできません。そういうところで論じている人たちにとって、政治とは権力政治であり、
政治的抗争とは権力獲得をめぐる葛藤にすぎないのです。政治的リアリティとは権力のリアリティなのです。
そうした人たちの目には反権力は見えません。 
 しかし、もっとよく見てみましょう。まわりの世界を見回してみてください。新聞の向こう側、政党の向こ
う側、労働団体の向こう側を見るのです。そうすれば、闘争が行われている世界が見えてきます。チアパスの
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自主管理自治体、メキシコ国立自治大学の学生たち、リヴァプールの港湾労働者たち、金融資本の権力に反対
する国際的なデモンストレーションの波、移民労働者たちの闘い、民営化に反対する世界中の労働者たちの闘
い。読者の皆さんは、自分でリストをつくることができるでしょう。いつでも新しい闘いが起こっているので
す。世界全体に、権力の獲得をめざさない闘い、「させる」力に立ち向かう闘いが広がっています。全世界で
「ノー」というだけの闘い（たとえばサボタージュ）が広がっていますが、そうした闘いは、「ノー」といっ
ている過程で、自分のことは自分で決定し、世界はどうあるべきかについての別の考え方をはっきりと表明す
るような闘争形態をとっていくのです。そのような闘いは、たとえ主流のメディアで取り上げることがあると
しても、権力の眼鏡を通してフィルターをかけられてしまっているので、権力政治に打撃をあたえないと考え
られるかぎりでしか見ることができないようになっています。 
 反権力について語るとき、最初に問題になるのは、それが見えないことです。見えないのは、それが想像上
のものだからではありません。私たちが世界を見るときの概念が力の概念（アイデンティティ・直説法の概念）
だからなのです。反権力を見るには、別の概念（非アイデンティティ・「まだないもの」・仮定法の概念）が必
要になります。 
 叛乱する運動はすべて、見えないことに抵抗する運動なのです。もっともはっきりした例といえば、フェミ
ニズム運動でしょう。フェミニズム運動を通じて、それまで見えなかったものを見えるようにするための多く
の闘いがおこなわれてきました。女性に対しておこなわれてきた搾取と抑圧が見えるようになってきました
が、それだけではなく、この世界における女性の存在が見えるようになり、女性の存在が大きく抹殺されてき
た歴史が書き換えられるようになったのです。現在闘われている先住民の運動においても、「見えるようにす
ること」は中心的な課題です。そのことがもっとも力強く表現されているのは、サパティスタがかぶっている
覆面です。われわれが顔を隠すのは、見られるようになるためであり、われわれの闘いは顔を持たない者たち
の闘いなのだ、というわけです。 
 さらにここで、重要な区別をしておかなければなりません。反権力の問題とは、抑圧されたアイデンティテ
ィ（女性であること、先住民であること）を解放することではなくて、抑圧された非アイデンティティを解放
することなのです。非アイデンティティとは、日常ありふれた眼に見えない「ノー」、通りを歩きながら「ぶ
っ壊してやる」とぶつぶつ不平をいったり、椅子に座ったまま憤懣をたぎらせたりしている休火山であること
です。不満に対して、「われわれは女性である」「われわれは先住民である」というアイデンティティをあたえ
ることによって、私たちは、すでに、そこに新たな限定を行い、定義づけをおこなってしまっているのです。
ここから、サパティスタの覆面がもつ重要性が浮かび上がってきます。サパティスタの覆面は、こう語ってい
るのです。「われわれは先住民としてのアイデンティティが認められることを求めて闘っている者だ」と。し
かしそれだけではなく、もっとずっと深いことも語っているのです。「われわれの闘いは、非アイデンティテ
ィの闘いだ。見えない者の闘い、声も顔ももたない者の闘いなのだ」と。 

 
デヴィッド・グレーバー著、高祖岩三郎訳・構成『資本主義後の世界のために：新しいアナーキズムの視座』以文
社 2009 年、18-22。 

 歴史をさらにさかのぼって俯瞰すると、70 年代後半から 80 年代初頭にかけて、60 年代の新左翼時代の男
性中心的集権主義を批判するグループの結合が起こっていました。それらは「直接行動」を主とする運動でし
たが「直接民主主義」についてはまともに実践していませんでした。例えば、初期フェミニズムは、小さな平
等主義的集団を形成していくという、ほとんどアナーキスト的な性向を持っていました。ところが大きくなる
や否や、それらの集団は、組織的問題で身動きがとれなくなっていきました。［中略］ 
 ここでクエーカー教徒の影響が必要になりました。かれらは長らく平和運動やその他の社会運動に関わって
きて、そこで「直接民主主義的な合意形成の過程」を培っていました。しかし彼等はそれを根本的に宗教的な
ものとみなしていたので、部外者には伝えようとしませんでした。それがフェミニストたちのみならず多くの
活動家達がクエーカー教の実践に関心を持ち始めたことで変わっていきました。たとえば初期クィア活動家と
して有名なジョージ・レイキーのように、この合意形成過程を学んで知っていたクエーカー教徒、あるいはか
つてのクエーカー教徒達が集まってMovement for a New Society を結成し、これを広めました。［中略］か
れらは反原発運動の組織化において、重要な役割を担っていきました。たとえばここには、後にシアトルで大々
的に使われるようになる「アフィニティ・グループ」「スポークス・カウンシル」「コンセンサス・プロセス（合
意形成過程）」などの方法論が、より荒削りではあるものの、すでに存在していました。 
［中略］ 
 それらは「戦闘的で非暴力的な市民的不服従」の思想を回帰させたエコロジー運動 Earth First!の影響力に
よって結合されました。Earth First!でトレーニングを受けたり活動した経験のある者たちが重要な役割を担っ
たのです。 

 
 
（3）ジェンダー研究で拓かれる平和主義理論 
 
・「個人的なことは政治的なことである」 
公的な政治という考え方=ウェストファリア体制まで一貫して近代が持つ法の権力体制が、常にその背後に「私的
領域」を温存して成立してきた（治外法権、私有財産･･･）。この私的領域もまた、「政治」の問題であると喝破し
たのは、フェミニズムの主張であった。 
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・「平和」「優しさ」「産む性」という本質主義的理解の陥穽 
平和運動は「女ならでは」の得意分野ではない。女が活躍すれば自ずと戦争の無い平和な社会になるのではない。 
参加の権利を剥奪されてきた性や人種が、対等に参加することによって批判を可能にした、ということ。 
 
竹村和子『フェミニズム』(思考のフロンティア）岩波書店 2000 年、96-97 頁。 

希望的な未来の戦争放棄や、魔術的な平和の発現を楽観的に思いえがく母性主義や人間主義を口実にした戦争
参与は、土佐弘之が述べているように、「結局の所、［現在の］軍事システムの中に回収されてしまう」もので
あり（『グローバル/ジェンダー・ポリティクス』2000）、軍事システムを正当化している「国家」安全保障の
理念のなかで、家族主義（ファミリー・ヴァリュー）を巧妙に復活させ、同時に、未来の平和という美名のも
とに、現在の女の抑圧と女の分断を肯定することになりかねない。そしてこのことは、戦争という非常時にお
いてだけでなく、日常的にも、女の職場進出による女の「主体化」が、女を、企業を支えている経済システム
に参画させ、ひいてはネオコロニアルな搾取に加担させることにもなる。たとえその企業が一見して自国の経
済システムを突き破った多国籍企業の様相を呈していたとしても、「グローバルな経済」は「地球をおおう資
本主義」というに過ぎず、国家という「糖衣」をかなぐり捨てた剥き出しの資本主義が、「資本」の内部と外
部を分割しているにすぎない。 
 したがって、もしも女が、参政権獲得や職場進出といった国家や資本の内部で---それを成立させているドメ
スティック・イデオロギーに自己言及的な視点をもたずに---自己の主体化を求めるならば、彼女は国家や資本
の外部を「他者」として攻撃したり搾取することによって---なぜなら次の二つの節で述べるように、現体制に
おける主体化はかならず「他者」を必要とするので---国家や資本の外部にいる女たちとのあいだに、まさにド
メスティック・イデオロギーがおこなった分断をさらに深刻な形で踏襲することになる。またたとえそのよう
な弊害を回避しようとして、女に「内在する」あるいは女たちを「連帯させる」平和主義や母性主義の物語に
頼ったとしても、今度は、男たちによってつくられた女の本質的気質という桎梏に、女が進んで身を投じるこ
とになる。なぜなら、平和的で母性的で魔術的な優しさや柔らかさや不可思議さこそ、ドメスティック・イデ
オロギーが女に配備した気質であるからだ。グローバル化とともに盛り返してきたエコフェミニズムも、「自
然との共生」を普遍的な女性性に結びつけるならば、同じ陥穽におちいることになる。 

 
土佐弘之『グローバル/ジェンダー・ポリティクス：国際関係論とフェミニズム』世界思想社 2000 年。 

 結局、母性主義もリベラル・フェミニズムも、それぞれの立場での反戦主義は、結局のところ、戦争協力に
転じてしまう危うさを持っていた。その点を鋭く見抜いていた１人としてヴァージニア・ウルフが挙げられる
だろう。彼女は、家父長制と国家の暴力との間の相補性について何度も言及している。 
 『三ギニー』の余りに有名な一節を、もう一回思い出してみよう。 
 
 彼女の代わりに「自分たちの」国を守るため戦ってくれと、兄弟に頼む理由は、彼女には見あたらない。「私
たちの国」は長い間、私を奴隷のように扱ってきた。教育の機会も所有権も与えられなかった。（略）もし貴
男が私を守るために戦っていると主張するのなら、それは男の性的本能を満足させるためにやっていると理解
したほうがよいだろう。（略）女である私には、祖国はないのである。女の私にとっての祖国は、全世界であ
る。 
 
 ウェストファリア・システムの重力圏から離脱しようとする、このコスモポリタン的かつアナーキスト的フ
ェミニズムは、いかにして家父長制を非暴力化しようとするのか。 
 貴男たちの言葉を繰り返したり貴男たちのやり方に従うのではなく、新しい言葉や新しい方法を編み出すこ
とで、私たちは、戦争を防ぐ手助けができる。私たちは、貴男たちの社会に加わらずにいることで、つまりそ
の外側に留まることで、戦争を防ぐ協力ができるのだ。 
 二項対立の転倒は、結局、敵の想定ないし排除を前提にした上でのアイデンティティ形成という点で、元の
二項対立と本質的に何ら変わっていないばかりか、暴力・戦争の制度を再生産する。当然、国家という枠も超
えることができない。その点を自覚した上で、ウルフは、アウトサイダーによる非暴力化の道を示唆する。「戦
闘的な男」に代わる「平和的な女」、または男のパワーポリティクスに代わるフェミニスト・ピースではなく、
両性具有の流動的なアイデンティティ形成を通じた平和の可能性である。つまりそれは、ラディカル・フェミ
ニズムではなくポスト・モダン・フェミニズム的立場からの非暴力主義である。このような考え方は、半世紀
を経て、冷戦末期の反核運動の一翼を担った「グリーナム・コモン」等、世界システム中心部のフェミニズム
運動に、受け継がれていった。 

 
同上、223-228 頁。 

 運動としてのフェミニズムは、近代主権国家という制度の中における市民権の拡大を目指す一方で、家父長
制、近代家族、近代主権国家体系等の男性中心主義的な制度的権力からの解放を目指す運動という性格を持っ
ていた。しかし主権国家体系という制度は抑圧的装置であると同時に、社会的不確実性を縮減するセイフテ
ィ・ネットの機能も同時に持ち合わせていた訳で、こうした制度またそれを下支えするメタ倫理が揺らぎ始め
ている今、荒海に船から生身を放り出された状態に近い状態にあると言える。[中略] 
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 しかし最大の問題は、そうした新しい政治制度の設計の土台になるべきメタ倫理をどうやって構築していく
かということであろう。ポスト啓蒙主義の時代において、近代主権国家体系に代わる新しいセイフティ・ネッ
ト的な制度を設計し、構築するという作業において、そうしたメタ倫理の再構成は不可能に思える。[中略] 
 それではどのようなシナリオが考えられるか。[中略]例えばトランスナショナルな NGOネットワーク等の
「新しい公共圏」を介し手元にある従来の規範、制度を組直したり、地域主義の枠組みを使いながらずらして
いくなどして、主権国家を超える制度を形成していくというシナリオがある。複合的アイデンティティの形成
とパラレルに、それぞれのアイデンティティを支える複数の政治制度（地域主義的枠組みも含む）がずれなが
らも重なり合うように形成されていく道筋が考えられよう。また社会運動が、既存の代表制民主主義に取って
代わる訳ではないが、その機能不全を補完しながら「新しい市民社会」を活性化し、そこから新たな制度形成
を促す。つまり国家と市民の契約というホッブズ的神話に代わって、ポスト・ウェストファリア・システム的
な政治制度と市民との間の再契約の神話を作るということである。 
 ウォーラーステインらが指摘するように、従来の反システム運動が行いえたことは、せいぜい国家権力奪取
に留まっていたため、短期的に「成功」しても、制度化された上で、世界システムに再び取り込まれるだけで
あった。その点で、グローバル・フェミニズムは、エコロジー運動等の他の「新しい社会運動」と共に、地理
的境界を設定し内と外を分けるような「地図作成的な想像」の世界からエピステモロジーを解放し、つまり主
権国家体系に規定された支配的な認識枠組みを変えるという意味で、ポスト・ウェストファリア・システムへ
の移行を促す可能性を持っていると言える。またフェミニズム運動は、単に主権国家体系の枠組みを変えると
いう点だけではなく、公/私、政治/経済といった分節化も問いなおしてきた点で、反システム運動としての潜
在的可能性を秘めている。その潜在的可能性を花開かせるためには、過度な自己決定権の主張によって世界シ
ステムの論理に回収されることを避け、空間的・時間的拡がりを持った＜他者に対する責任＞を基礎に持った
新たな共同体的倫理をカウンター・バランスとして構築することが必要だろう。 

 
 
 
第 7回・第 8回のショート・レポート課題（10 点満点） 
 講義内容を踏まえ、平和を求める社会運動についての事例を探し、具体的に紹介せよ。 
 その際、次に挙げる語を全て用いること。〔不服従 非暴力 直接行動 フェミニズム理論の成果〕 
 字数は 1000 字程度とし、ファイルをメールに添付して提出すること。 
ショート・レポートの提出先：kosuzu@eve.u-ryukyu.ac.jp  締切：6月 23 日 24 時（厳守） 
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デヴィッド・グレーバー著、高祖岩三郎訳・構成『資本主義後の世界のために：新しいアナーキズムの視座』以文
社 2009 年。 
アンジー・ゼルター著、大庭里美訳「地球市民の責任：東チモールとプラウシェアの平和運動」［初出：岩波書店
『世界』1999 年 11 月号 120-128 ページ］。 
TUP-Bulletin [http://groups.yahoo.co.jp/group/TUP-Bulletin/] 
竹村和子『フェミニズム』(シリーズ・思考のフロンティア）岩波書店 2000 年。 
土佐弘之『グローバル/ジェンダー・ポリティクス：国際関係論とフェミニズム』世界思想社 2000 年。 
 
Beeban Kidron, “Carry Greenham Home” 69min. UK,1983)。 
Banksy and Jaimie D'Cruz "The Antics Roadshow" (48min. UK, 2011) 
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※講義の進行に沿って回答して下さい。 
Q1. 社会運動と暴力について思うところを述べよ。 
 
 
 
 
Q2. 「女」と「平和」は関係あるのか？なぜか？ 
 
 
 
 
Q3. 平和運動の内部においてジェンダーはどのように体験されているか？（資料映像を見ながら） 
 
 
 
 
Q4. 最後に、授業のコメントを自由にどうぞ。 


