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スマイル会３１年４月例会 
平成３１年４月２５日 

梅 津 寿 一 
 
 
1928 年パリ不戦条約（ケロッグ＝ブリアン条約）の今日的意義 
 
 
はじめに 
＊ 日本国憲法第９条に取り入れられた「戦争放棄」の条文の原点と言われる、パリ不戦

条約について振り返ってみるのは、現政権下のもとで憲法改正を目指している今、意

味のあることではないかと思う。 
 

＊ 世界を巻き込んだ第一次世界大戦が 1918 年 11 月に終了し、ヴェルサイユ条約、ロカ

ルノ条約へと繋がった多国間協定が、国際紛争を解決する手段としての戦争を締約国

相互で放棄し、紛争は平和的手段により解決することを規定した条約がパリで成立し

た。 
1928 年（昭和 3 年）8 月 27 日、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、日本とい 
った 15 か国が署名して成立した。 

＊ しかし、その 3 年後に、日本は中国に攻め入った（1931 年）。その 4 年後にはイタリ

アがエチオピアに侵攻し（1935 年）、さらに 4 年後にはドイツがポーランドとヨーロ

ッパの大部分に侵攻した（1939 年）。その結末は第一次世界大戦よりも悲惨で、破壊

的だった。第二次世界大戦の犠牲者数は第一次の五倍、7000 万人で、過去 1000 年間

で最悪の戦争だった。 
＊ パリ不戦条約は 1938 年には、63 カ国によって批准されていたにもかかわらず戦争を

止められず、その後も朝鮮戦争、アラブ・イスラエル紛争、ベトナム戦争等々、現在

も続く紛争へと続いていく。それではこのパリ不戦条約はよく言われるように茶番だ

ったのか。ヘンリー・キッシンジャーが言ったように「きわめて魅惑的だが、きわめ

て無益だ」（Henry Kissinger: Diplomacy, 1994) だったのか。 
率直に言って、不戦条約は世界平和をもたらさなかった。だがその調印は、人類史上画

期的出来事の一つであり、この世界を以前よりはるかに平和にしたのだ。国と国との戦

争を無くすことはできなかったが、戦争のない世界の幕開けを記した。この条約によっ

て世界の秩序は新たなものに置き換えられた。 
 

＊ 今日戦争は文明国の選択としてはあるまじきことと見なされている。しかし、1928 年 
以前には、文明国にとって戦争は違法ではなく、洗練された政治の手段だった。パリ不
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戦条約に参加した国々は、国策としての戦争を公式に放棄することで、国家間の戦争を

終わらせようとした。この戦争放棄は変化の始まりであって、終わりではなかった。パ

リ不戦条約が実現するには、世界大戦、国際連盟の崩壊、国際連合の設立という 20 年

にも及ぶ葛藤の時間が必要だったのである。 
しかし、この不戦条約は国家間の戦争を終わらせることが狙いで、その点では成功をお

さめたといえるが、すべての武力紛争を終わらせたわけではない。皮肉なことに、いっ

そう解決しにくい対立を国家間に生みだしている。 
＊ 1928 年以前の世界において戦争は合法だった。クラウゼヴィッツの有名な言葉「戦争

とは他の手段をもってする政治の延長である」に、その時代の人々は同意したし、武

力に訴えることは失策ではなく、秩序のあるべき姿だった。戦争は正義の手段であり、

「力は正義」だったのである。それでは、1928 年以前の世界、戦争を合法とした世界

はどのように作られたのか？ 
 
I. 1928 年以前の世界 
１．戦争を合法化した人 
＊ ヨーロッパ諸国を巻き込んだ「三十年戦争（1618 年―1648 年）」さなかの 1625 年、

後に「国際法の父」と言われるようになったオランダの弁護士・哲学者のフーゴー・

グローティウス（Hugo Grotius: 1583-1645)が「戦争と平和の法（De Jure Belli ac 
Pacis Libri Tres）」（以下 DJB）を出版した。同書は戦争の法の教本として、18 世紀

までにラテン語版だけで 50 版を重ねた。 
＊ グロティウスの思想の特徴は自然法に目を向けたことで、誰も同じ基本的権利を持っ

ている。例えば、すべての人間は、財産を所有し、あるいは売る権利を持つ。私有財

産を巡る自然権は「普遍的」で、「各人が自己の必要のために取得した物を他者が奪う

のは、全て不正な行いである (DJB)」。 
契約と条約についても同じ主張をした。すべての人間は契約を結ぶことが出来、すべて

の国は有効な条約を結ぶことができる。「人間が相互間に定めたことを遵守することほ

ど、人間の誠実さと合致するものはない（DJB）」。 
＊ ただ、1625 年当時の世界には様々な権利があふれていた。グロティウスは数ある権利

の中でも正当と見なしたのは、それら権利を守るために戦争する権利だった。 
「力は正義」が紛争の解決策だった。戦争で財産が奪われると、その所有権は移転し、

兵士が略奪品の正当な所有者となる。国の関係でも、領土を奪い取った国が領有権を獲

得し住民の支配権を得る。戦いに関与しなかった者は、紛争に関する法の詳細を知る必

要はない。判断は戦争にまかせればよいのだ。 
＊ つまり交戦国はそれぞれ自分たちに正義があると主張するため、非交戦国は「結果を

正しいものとして受け入れる」ほかないのである。「力は正義」主義は、人々が勝者を

法的に正しい権利者と見なすことを可能にした。 
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このことは、局地的な紛争が世界規模の戦争に拡大するのを防いだ。なぜなら、その理

屈によれば、交戦国は、以前の戦いで失ったものを取り戻すために新たな戦争を始める

権利はないからだ。グロティウスは次のように書いている――「戦争で取られた奴隷も

物品も、講和によっては回復されない。これを否定すれば、戦争から戦争が生じること

になる（DJB）」。 
 注：「力は正義」 

   「力は正義」を唱えたのはグロティウスが最初ではなかった。二世紀前のイタリアの

ラファエル・フルゴシウス（Raphael Fulgosius）が提唱している。（In primum 
Pandectarum partem Commentaria） 

  注：ローマ法は、正義の戦争と不正な戦争を区別することなく略奪する権利を認めてい

たことにより、暗黙のうちに、力は正義という原則を認めていた。 
 
＊ 世界も「力は正義」主義を受け入れた。ビクトル・ユゴーもレ・ミゼラブルの中で次

のように言っている――「戦いの後の夜明けは、いつも裸の死体とともに始まる」。 
ちなみに、英語の robe は、rob（奪う）から派生した単語で、戦場での一般的な略奪

品だった長上着に由来する。略奪は兵士が戦争から利益を得る通常の方法だった。そう

すれば、兵士に支払うべき給料を節約できるので、軍はこの見苦しい行為を黙認してい

た。 
 
＊ グロティウスは人文主義の学者であり、ラテン語を操る詩人であり、プロテスタント

の神学者だった。同時に貿易会社の弁護士で、顧問弁護士という立場から戦争の法に

アプローチした。紛争を解決する裁判所がない環境で、クライアントと国が利益を得

られるようにすることにあった。 
グロティウスの貢献は、戦争に確固たる道徳的基盤を与えたことだろう。戦争の道徳的

権利と法的権利はどちらも、個人の自然権に起因する、と説く。私的な戦争のみならず

公的な戦争も、国民からゆだねられた道徳的権利を奉じて戦われたときにのみ、正義の

戦争となる。つまり、国家が暴力を行使する権利を持つのは、社会契約によってそれを

与えられた場合に限られるのだ。 
グロティウスは、1645 年にオランダから追放の身のまま亡くなった（62 才）。当時オラ

ンダは、レンブラント、フェルメール、ホイヘンス、デカルトが活躍していた黄金期で

あった。 
 
２．戦争を違法化した人々 
＊ 1914 年に始まった「第一次世界大戦」が悲劇的な結末に終わり、戦争は合法であると

するグロティウス的秩序に対して疑問・異議が人々の間に生まれ、1928 年のパリ不戦

条約へと結実する。 
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＊ 戦争違法化を思いつき推進した人々の中の一人が、ユダヤ系ドイツ移民でシカゴの企

業弁護士、サーモン・レヴィンソン（Salmon O. Levinson: 1865-1941) であった。 
  彼の顧客リストには、ウェスティングハウス、シアーズ・ローバック等有名企業も名を

連ねている。 
  第一次世界大戦の激化に伴って、彼の考えは、「世界の真の病は、戦争の合法性と可用

性である」と、1917 年 8 月に記している。「法廷は総じて、侵略欲にまみれた犯罪者で

ある国家を守ろうとする。そして、戦争を合法とし、承認する私たちは、その共犯者に

等しい・・・。私たちが持つべきものは、戦争のための法ではなく、戦争に反対するた

めの法だ。ちょうど、殺人や毒殺のための法はないが、それらに反対する法はあるのと

同じことだ」 （SOL to Jacob Schiff, August 25, 1917） 
＊ 1918 年彼は親しい友人たちに、自分の考えを覚書にまとめて送った。その中にコロン

ビア大学哲学教授のジョン・デューイ（John Dewey: 1859-1952）がいた。レヴィン

ソンの妻がデューイの教え子で、デューイの妻とはミシガン大学のクラスメートで親

友という関係だった。デューイはその後の 10 年間、レヴィンソンが旧秩序を覆す取り

組みを行った時期、知的メンターとして大きな影響を及ぼした。 
＊ 1918 年デューイに送られた覚書が、レヴィンソン名で「戦争の法的地位（The Legal 

Status of War）」の表題のもと「ニュー・リパブリック」誌（Jan. 1918）に掲載され

た。 
あらゆる戦争を終わらせる唯一の現実的な方法は「戦争の違法化」であるとレヴィンソ

ンは言う。「仮に違法とされても、戦争が起きる可能性はある」と彼は認めている。しか

し、「戦争が犯罪と見なされるようになれば、その犯罪を処理するための世界軍隊が組

織されるだろう」 
＊ 戦争の違法化というレヴィンソンの考えは、当時議論されていたどの平和計画とも異

なっていた。軍縮の提案、国際連盟、その他無数のバリエーションは全て、戦争が合

法であることを前提としていた。平和を守ろうとし努力していた当時の人々は、戦争

の合法性を疑うことさえしなかった。国際法と政治の世界が、国際システムに真っ向

から対峙する新しい考えを提案するには、新しい人物が必要とされた。 
しかし、このアイデアが「ニュー・リパブリック」誌上にとどまっているだけでは、世

界を変える見込みは薄かった。戦争違法化がアイデアから活動になり、計画となり、や

がて条約へと成長するには、政治的手腕を持つ人物、支持者が必要だった。 
  それらの人々が F.C.ノックス上院議員、H.C.ロッジ上院外交委員会委員長、W.E.

ボーラ上院議員等、国際連盟加盟に強く反対していた政治家たちだった。 
  ロッジ上院外交委員会委員長は、「他国の内部紛争に、引きずり込まれる可能性の

ある組織」への加盟に反対していた。ヴェルサイユ条約支持のウィルソン大統領に

対し、米国上院は批准を否決し、健康を損ねたウィルソンは引退から 3 年もたた

ない 1924 年に亡くなった。一方、ノックスはドイツとの単独講和を結ぶための立
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法を支援していたが、1921 年に亡くなった。しかし、その時には彼が支援してい

た戦争違法化計画はスタートしていた。  
＊ ノックスの亡くなる２年前の 1919 年頃から、レヴィンソンとノックスは議員や

一般市民に戦争違法化を説明するため「戦争違法化のための計画」と 題するパン

フレットを作成した。発行する前に、上院外交委員会委員であったボーラ上院議

員に下書きを見せ、計画を検討した。それは新たに創設された「アメリカ戦争違

法化委員会（American Committee for the Outlawry of War, Chicago 1921）」に

よるパンフレットとして 1921 年クリスマスに発行された。 
＊ その宣言の一部は次の通り・・・  

１． 国際紛争の手段としての戦争の使用は廃止される。 
２． 国家間の戦争は公的な犯罪とされ、国際法によって処罰され得る。 
３． 現在の攻撃、あるいは差し迫った攻撃に対する防御の方法及び権利としての戦

争は残される。 
４． 武力、強要、詐偽による併合、強制取り立て、占拠は全て無効である。 

 
＊ 1921 年にノックスが亡くなると、政界における戦争違法化運動のリーダーはウィ

リアム・E・ボーラ上院議員・上院外交委員会委員長が引き継いだ。 
注：ウィリアム・E・ボーラ（William E. Borah） 

    彼はヴェルサイユ条約調印の是非を問う投票の日に反対演説を行い、且つ批

准を阻止（March 19, 1919）した人物。それがためにウィルソン大統領は孤立

し健康を害して 1924 年に亡くなった。 
 
活動が活発化するにつれて、これまで避けてきた「戦争違法化の法律」をどうやっ

て守らせるか、に答えざるを得なくなってきた。そもそもボーラは「戦争に反対す

る法を戦争によって強制する」ことには反対だった。国際連盟に反対していた人た

ちは、平和を守ることを意図した国際組織が戦争を導くことに恐れていたからであ

る。 
＊ 「国際関係における武力の問題」と格闘する中で、レヴィンソンは、「すべての法

の有効性は、それに従うべき人々の意志に委ねられる」という結論になった。 
「政府の土台になるのは力ではなく、法に従う習慣とでも呼ぶべきものだ」。人で

はない国家が、法に従う習慣を身につけることが出来るのか？  
その答えは国民を経由することだ、とレヴィンソンは示唆する――「人々は戦争の

違法化に参加することによって、平和の規範を身につけるだろう。」戦争が違法か

どうかを問う国民投票を行えば、国民は戦争システムを糾弾し、違法化するだろう。

一旦そうなれば、自国の戦争犯罪に対処し、それを罰するようになる。（Levinson: 
Can Peace Be Enforced?  The Christian Century, January 8, 1925） 
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この考えは旧友のデューイと年月を重ねた会話の成果だった。デューイによれば、

人間の基本的な本能は不動であっても、これら本能が方向づけられ、思考や行動が

形づくられる方法は、法制度や公的教育などの制度によって変わる。したがって、

人間の本質は、背景となる社会制度を変えることによって変えることが出来るのだ

という。「人間の本質と行動」（John Dewey: Human Nature and Conduct, New 
York ） 
 

＊ ウィルソン大統領に同行し、パリ講和会議に向かう 21 名のメンバーの一人でもあっ

たジェイムス・トムソン・ショットウェル（James T. Shotwell）が平和を強制する別

の構想を発展させていた。1924 年に登場したその文書は、「アメリカ計画」と呼ばれ

るようになった。 
アメリカ人クエーカー教徒の両親のもとに生まれ、カナダのオンタリオ州で育ったショ

ットウェルは、1898 年、中世教会における聖餐の歴史に関する学位論文を執筆するた

めにコロンビア大学にやって来た。そこでレヴィンソンの長年の友人でもあるデューイ

とも知り合ったのである。 
ショットウェルは自らの計画への支持を、早い時期にレヴィンソンから得ようとしたが、

戦争違法化への手段の違いが埋まらず、またデューイとの友情も不調和が鮮明になるに

つれて失われていった。 
それはショットウェルが提案した戦争違法化には「強制力」が伴ったのに、レヴィンソ

ンの提案していた戦争違法化は――「強制的な制裁」なしの戦争違法化だったからであ

る。デューイも戦争違法化に関する大著の序文でレヴィンソンの立場を支持することを

宣言し、その後、「ニュー・レパブリック」誌上で“Divergent Paths to Peace”、と題

された論争（1928 年）を展開し二人の友情は終わった。デューイの序文の文言は以下

の通り―――「戦争システムの呪いを解く唯一の方法であることをレヴィンソンがかく

も確かに示した戦争の違法化という運動に、味方する機会を得られたことを嬉しく思う。

（John Dewey, The Outlawry of War: A Constructive Policy for World Peace, 1927） 
＊ ショットウェルが起草した計画は、アメリカが背を向けた国際連盟にも味方を獲得し

た。国際連盟で提案された条約原案は「ジュネーヴ議定書（Protocol for the Pacific 
Settlement of International Dispute, Geneva 1924）」と呼ばれ、1924 年 10 月 2 日

に、連盟加盟 47 か国が承認した。  
「ジュネーヴ議定書」では戦争違法化を採用しただけでなく、その考えを新しい段階に

進めた。侵略が「国際法により禁止される」だけでなく、常設国際司法裁判所に、侵略

を巡る論争の聞き取りを行う権限をもたせるのだ。その力を支えるのは、厳しい経済制

裁を行う新しいシステムである。すなわち、ショットウェルが提案した戦争違法化には、

「強制力」が伴ったのだ。 
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しかし、その議定書には平和を強制するための軍事行動は想定していなかった。当時の

上院外交委員会委員長だったボーラがそれをこのまなかったからだ。その代わり、侵略

国はあらゆる経済的交流を断ち切られ、国際法が保証するあらゆる権利を失う。 
 
1924 年 10 月 2 日に議定書は承認されたが、一か月もたたないうちに英国で政府が変わ

り、保守党政府は議定書を再検討し始めた。  
議定書では連盟加盟国は「制裁を受ける国の国民とアメリカなどの連盟未加盟国の国民

との、あらゆる経済的、個人的な交流を阻止する義務を持つ」とされた。しかし、連盟

に加盟していないアメリカなどの国は、中立国として、紛争中のあらゆる加盟国と貿易

を行う法的権利をもっていた。したがって、議定書の参加国がその義務に従えば、中立

国の法的義務を侵害することになる。すなわち、中立国に対して不正行為を働くことに

なるのだ。その上、連盟に加入せず、ゆえに議定書にも参加しない国にとっては、戦争

はまだ完全に合法的な行動だった。 
 
制裁がまだ戦争の理由になる世界では、制裁に支えられた戦争違法化は、戦争の終わり

を告げるどころか、戦争に至る新たな道筋を示すだけだったのである。英国が議定書に

批准しないとの意思を明らかにすると、連盟における議定書への支持は崩れ、実現化し

なかった。 
 
＊ ショットウェルは議定書の否決に落胆しつつも、あきらめなかった。フランスのブリ

アン外相に狙いを定めた。ドイツ外相のシュトレーゼマンとともに、ロカルノ条約締

結の功績によりノーベル平和賞（1926 年）を受賞したばかりだった。 
 
アメリカが第一次世界大戦に参戦してから 10 周年となる 1927 年 4 月 6 日、ブリアン

は自らとショットウェルが歴史的演説になると期待する演説を行った――「フランスと

アメリカが、アメリカの表現による戦争違法化に同意することを」呼びかけた。「国策

の手段としての戦争放棄」というショットウェルの注釈もそのまま取り入れて・・・。 
しかし、その提案はアメリカではほとんど無視されてしまった。 
ショットウェルの働きかけで、1927 年 4 月 25 日の「ニューヨークタイムズ」にブリア

ン提案とコロンビア大学学長・ニコラス・マレイ・バトラーの推薦文が掲載された。そ

こから事態が動き始めた。 
  不戦条約の提唱者たち、ショットウェル、レヴィンソンも珍しく同じ考えだった。10 年

にわたって続けてきた努力が実る時期が到来しつつあるのだ。6 月にレヴィンソンは国

務長官ケロッグに手紙を書き、求めに応じて草稿「戦争違法化」パンフレットを送付し

た。それは、世界規模での戦争を違法化するための多国間協議を持つことを提案してい

た。数か月のやり取りの中で、レヴィンソンはデューイのアドバイスを取り入れ、戦争
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の法的地位を強調し、犯罪としての戦争については言及しなかった。――「戦争を法の

保護から切り離すことに集中すべきだ。戦争が犯罪だというと、人々はすぐに罰せられ

るべきだとして、警察機構と懲罰が彼らの頭の中で結びついてしまう」  
 
＊ ブリアンの二国間条約の提案を、ケロッグは多国間条約へと変えることによって、こ

れまで避けてきたヨーロッパとの同盟関係に引きづりこまれることを回避した。 
1928 年 8 月 27 日、この戦争放棄の条約に署名するため 15 か国の代表がパリに終結し

た。最終的に採用された草案には、以下の二つの条文しかなかった――― 
 
１．締約国は、国際紛争の解決を戦争に訴えないこととし、かつ、互いとの関係  

において、国策の手段としての戦争を放棄することを、各国の国民の名において厳

粛に宣言する。 
２．締約国は、相互間に起こる一切の紛争または対立を、その性質や原因がなんであれ

平和的手段以外の方法で、処理または解決しないことを約束する。 
 
＊ アメリカでは、ボーラ上院議員のロビー活動が功を奏し、1929 年１月 16 日、上院で

は 85 対 1 で可決された。同年 7 月 24 日までに全署名国が正式に批准し、この条約・

ケロッグ＝ブリアン条約は発効した。 
 
II. パリ不戦条約 
＊ 1928 年 8 月 27 日、当時の主要国 15 か国で不戦条約が締結され、第二次世界大戦の前

夜の 1938 年には、当時の国々の 9 割以上の 63 カ国が批准を実現させた。 
国際連盟の 10 年前と異なり、この不戦条約はアメリカ国民にも全面的に歓迎された。 
レヴィンソンをはじめとする戦争違法化論者たちも不戦条約の成立を歓迎した。 

＊ 「クリスチャン・センチュリー」誌のモリソンによれば、その成立は「半分の勝利」に

過ぎず、次なる課題として「実効的な平和機関」の創設を挙げた。不戦条約の締結は、

アメリカに「新たな道義的責任」を課すもので、その責任を誠実に果たしていった先に、

持続的な国際平和への展望が開けるのであった。（Charles C. Morrison: America’s New 
Moral Responsibility, Christian Century, September 20, 1928) 
レヴィンソンも、ハーグ常設国際司法裁判所を「法と正義を体現する国際法廷」へと発

展させることを次なる目標に定めた。国際連盟規約の軍事制裁条項を撤廃し同裁判所の

判決が軍事力によって強制される可能性を絶つことを掲げていた。 
 
   注：不戦条約＝「諸国家のキス」 
    不戦条約が漠然と平和を誓ったことに過ぎず、空虚な内実しか備えていないとい

うことで、批判された言葉。ミズーリ出身民主党上院議員、ジェームズ・A・リー



9 
 

ド（James A. Reed: 1861-1944）が述べたもの。 
 
（不戦条約の盲点） 
＊ 同時代の批判者の中から二名の主張を検討する―――上院議員の中でただ一人批准に

反対投票を投じたウィスコンシン選出共和党議員ジョン・J・ブレイン（John J. Blaine: 
1875-1934)は、熱烈な反帝国主義者であった。不戦条約が帝国主義の問題に何等言及せ

ず、不戦条約から展望される「平和」があまりに保守的で、大国中心主義的なものであ

ることを批判した。帝国主義列強が不戦条約に付した様々な留保、それにより不戦条約

は帝国主義の解体どころか、それを温存するための条約に堕してしまったと分析し、ブ

レインは、特に世界最大の植民地を持つイギリスの動向に注目した。少数の大国を除く

大多数の国家にとっては、不戦条約の意味するところは不公正な「現状」の永続化に他

ならないと批判した―――「不戦条約は理想主義的な文言で満ちているが・・・その意

図するところは、世界最大の帝国が戦争によって得た略奪品を確かなものとし、合法化

すことにある。不戦条約から展望される平和とは、ヴェルサイユ条約によって決定され

た「現状」の維持に他ならない・・・」（U.S. Congressional Record, 70 Cong., Dec. 3, 
1928-Jan. 4, 1929)    

＊ 不戦条約の「現状維持」制を批判したもう一人の人物が、ウォルター・リップマン 
（Walter Lippmann: 1889-1974）である。リップマンはレヴィンソンの戦争違法化運

動の痛烈な批判者であった。第一次世界大戦前後のリップマンの思想は「現実主義」か

「理想主義」かの二分法では理解できない複雑さに満ちている。「世界を民主主義のた

めに安全にする戦争」という大義を掲げて参戦したウィルソン大統領を最終的には支持

したリップマンは、パリ講和会議に顧問団の一員として参加したものの、敗戦国ドイツ

に過酷なヴェルサイユ条約を押し付け、将来に大きな禍根を残した講和会議の結果に失

望した。大戦後の秩序は、道義的な公正さにおいても、現実的な持続性においても、到

底「平和」とは呼びえないものであった。 
より公正な秩序への「変革」を求めたリップマンは、国際平和に向けた実務的な取り組

みを支持する一方で、国際政治の現実の利害関係に何等言及しない抽象的な平和の誓約

を批判し続けた。 
リップマンにとっては、戦争を一律に害悪視する人々には、既存の国際秩序は、そこで

満足な地位にある国家にとっては侵略国から守るべき神聖な「現状」であっても、そこ

で虐げられている国家にとっては武力を行使してでも打破すべき「現状」であるかもし

れないという、弱者への想像力が決定的に欠けているのであった。  
 
不戦条約の条約が成立した 1928 年 8 月「アトランティック・マンスリー」誌に論説「戦

争の政治的代替（political equivalent of war）」を発表した―――「戦争の悲惨さのみ

に目を向け、戦争を犯罪的な狂気と断罪したところで、決して国際平和は促進されない」



10 
 

と戦争の非合理性や悲惨さを叫ぶばかりで、既存秩序で虐げられ続けること、戦争によ

る現状打破を「合理的」に選ぶ国家がある可能性を想像すらしない平和主義者の態度を

批判する。そして国際平和を実現するためには、ただ戦争を忌み嫌うのではなく、国際

政治において戦争がいかなる「機能（function）」を果たしてきたのかを客観的に分析し、

その機能を代わりに果たす「戦争の政治的代替」を構築しなければならないと訴えた。 
 

注： 「戦争の政治的代替」――今日、イギリスで内戦が過去のものとなっている

のは、平和的に政治変革を行うための諸制度、選挙制度等があるからである。暴

力によらない政治変革への展望が開けているからである。 
 国際連盟規約に現状変革を平和的に実現するための二つの条文（11 条、19 条）

が盛り込まれたが、その後、これらの条文が既存秩序の平和的変革のために活用

されることはほとんどなかった。平和に向けた最重要課題は、「戦争の政治的代

替」を構築して、平和的手段で現状を変革する国際的な制度を整えることにある

と、リップマンは言う。 
 
＊ ブレインとリップマンに共通していたのは、既存秩序における弱者の視点から国際政治

を考える態度――帝国主義支配に苦しむ従属地域の人々の立場並びにヴェルサイユ条

約を押し付けられた敗戦国ドイツの立場――であった。 
 
＊ レヴィンソンの戦争違法化思想の限界――彼が批判し克服しようとしたのは、国際社会

に生成する様々な暴力の内「主権国家」間の「戦争」のみであり、その視野からは「戦

争未満」の間接的な暴力や、暴力が生みだされる根本にある非対称的な権力関係は抜け

落ちていたのである。 
彼にとって戦争という害悪は、「旧世界」ヨーロッパに固有の問題であり、「新世界」ア

メリカとは無縁の問題であった。それゆえ、ヨーロッパで起こった戦争にアメリカが「巻

き込まれる」危険には過剰な注意を払う反面、アメリカが戦争という害悪を「引き起こ

す」当事者になる危険についてはその可能性すら検討しなかった。 
そのような立場から、レヴィンソンは「モンロー・ドクトリン」に基づくアメリカの行

動を当然視していたし、西半球でのアメリカの軍事行動は、すべてラテンアメリカの治

安維持という「利他的」な動機に基づくものである、として「善」なるアメリカへの絶

対的な信頼ゆえに、1926 年から翌年へかけて行われたアメリカのニカラグアへの介入

に批判の目を向けようとはしなかった。 
 
（ショットウェルの不戦条約観） 
＊ カターネギー平和財団のショットウェルは、民間人でありながら米英当局に働きかけ不

戦条約の成立に大きく貢献した。不戦条約の発端となった 1927 年 4 月 6 日の仏外相ブ
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リアンの演説は、三月の会談でショットウェルに促され、「戦争違法化（outlaw war）」
という語句の使用を含め、3 月 24 日に送られたショットウェルのドラフトに多くを負

っていた。（James T. Shotwell, Notes for a Suggested Statement on Franco-American 
Policies, March 24, 1927 in Waldo Chamberlin, Origins of the Kellogg-Briand Pact, 
Sept. 1952）  
 
ショットウェルが「戦争違法化」という言葉に託した平和構想は、レヴィンソンのそれ

とは対照的であった。レヴィンソンにとっての不戦条約は、軍事制裁を肯定した連盟の

アンチテーゼたることに意義があった。これに対してショットウェルの不戦条約は、「孤

立主義」的な安全保障観から抜け出せず、能動的なコミットメントなしに平和は保たれ

ると楽観するアメリカを、連盟というヨーロッパの安全保障システムへと関与させる足

掛かりとされるべきものであった。 
ショットウェルは、レヴィンソンとの差異を明確にするため「戦争違法化（outlawry of 
war）」という言葉よりも「戦争放棄（renunciation of war）」という言葉を多用し、不

戦条約によって放棄されるべき戦争はあくまで「国策の道具としての戦争（war as an 
instrument of policy）」であり、無法者に対する「正義のとしての戦争（war as an 
instrument of justice）」までも放棄してはならないと強調した。  

 
＊ ショットウェルは不戦条約締結後、「消極的な平和観」に甘んじてきたアメリカ国民を、

ヨーロッパ流の「積極的な平和観」に目覚めさせることを目的として、不戦条約が成立

するまでの過程および同条約の意義、今後の発展可能性を包括的に叙述した「国策の道

具としての戦争（War as an Instrument of National Policy: And Its Renunciation in 
the Pact of Paris, New York 1929）」を著わした。 
同書で強調したのは、不戦条約は単に締約国に平和的な対外政策の実践を求めるだけで

はなく、「平和の侵犯者に対する強制行動」を含意するものであるということだった。 
確かに、不戦条約は締約国に平和の「執行」について何ら義務付けてはいない。しかし、

締約国は、他国で起こった侵略に従来と同様の無関心を決め込み、侵略国と非侵略国双

方と平等の友好関係を取り結んでよいというわけではない。なぜなら不戦条約は単体と

してではなく、連盟規約やロカルノ条約など、平和の執行に関する規定を具備する諸条

約との関連において意義づけられねばならないからである。  
さらに、連盟にも加盟していないアメリカにとっても不戦条約は、単なる道義的ジェス

チャー以上の意義を持つということだった。ショットウェルが注目したのは、前文に盛

り込まれた次のような文言だった――― 
「今後戦争に訴えて国家の利益を増進しようとする署名国は本条約の供与する利 
益を拒否される」 

        （any signatory Power which shall hereafter seek to promote its national 
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interests by resort to war should be denied the benefits furnished by this 
Treaty） 

  この文言は、条約締約国に対して侵略国に対する援助停止という「道義的義務」を課す

ものである。 
援助停止という「道義的義務」は、侵略国を軍事力で取り締まる「国際警察」のような

「積極的制裁（positive sanction）」に比べれば、「消極的制裁（negative sanction）」
かもしれないが、アメリカのイニシアティブによってこのような文言を盛り込んだ条

約が成立したことは大きな前進であった。 
 
＊ ショットウェルが不戦条約の将来のモデルと位置付けていたのが、1925 年に成立した

ロカルノ条約であった。ヨーロッパの安全保障について取り決めた同条約が、「侵略戦

争の違法化」という観念をヨーロッパ規模で実践するものと高く評価し、その相互安全

保障の精神が不戦条約を媒介として、「孤立主義」の幻想に浸るアメリカ国民へも浸透

し、アメリカのイニシアティブによる「アメリカン・ロカルノ」、最終的には「世界規模

へのロカルノ」へと発展していくことを期待していた。  
(Shotwell: American Locarno to Renounce War Offered in Treaty, New York Times, 

    May 31, 1927) 
 
III. ナチスの侵略を理論化した男、カール・シュミット 
＊ カール・シュミットは、侵略戦争を非合法と見なす新しい世界秩序に抗して、ナチス

の拡大政策を理論づけた学者だった。 
 

＊ 1927 年 3 月 1 日、ショットウェルはベルリンの政治学院で行われた公開講義で、かつ

ての敵国の首相を始め閣僚、戦争省の上層部の前で、戦争違法化運動の基本計画を説

明した。「私たちは人類史上、もっとも重要な転換点にいます」「これまで私たちは優

れた知性ゆえに、物質的環境において多くの勝利を収めてきましたが、今その知性を

もって人類の問題に取り組もうとしているのです」。戦争という最も人間的な問題を解

決する唯一の方法は、「防衛以外の戦争をすべて違法にすることです」。（James 
Shotwell: Autobiography, Indianapolis, 1961）三週間後、ショットウェルはパリで、

アリスティード・ブリアンに同じことを述べる。ブリアンは是認し、それを土台とす

る条約を、フランスとアメリカが結ぶことを提案する。 
 

＊ 1927 年 3 月 1 日の公開講義に列席していたシュミットは、その講義を「ドイツの運命

を決める重要なもの」とみなし、同年 5 月 10 日に反撃を試みた。それは 20 世紀で最

も良く知られた演説の一つである「政治的なものの概念（Der Begriff des Politischen）」
である。（同年出版） 
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ショットウェルが戦争違法化を提案した同じ建物の中で、それを非難した。国家が戦争

を放棄するのはばかげていると、政治学院の講義で主張したのだ。 
戦争違法化という言葉の響きは良いが、戦争を違法化できると考える人は、政治という

ものを正しく理解していない。政治とは、戦争の可能性を前提とするものだ。戦争を違

法化する国は、国自体を違法化することになる。この主張はナチスから連想される軍国

主義に近いように思える。しかしシュミットは、この時点ではナチ党員ではなく、国家

社会主義の提唱者でもなかった。 
＊ シュミットによれば、政治的論争はいかなる問題についても起こりうる。政治的なる

ものを定義するのは、その強さだ。闘争が強ければそれだけ、論争はより政治的にな

る。 
「政治的なるもの」は「最も強く極端な対立である」と書いている。（前掲書英訳：The 

Concept of the Political） 
＊ 国家の決定的な仕事は、政治論争を調整し、強い対立の解決を図ることだ、とシュミ

ットはいう。そして究極の仕事は、友と敵を区別し、あらゆる武器のなかで最も政治

的な武器である戦争を活用することだ。「決定的な政治的実体としての国家は、強大な

力を有している。それは戦争を行使し、公然と人間の命を捨てる力である」。実際、戦

争の権利は国家に神にも似た力を授ける。すなはち「国民に死ぬ覚悟と、敵を躊躇な

く殺す覚悟を求める力」を授けるのだ。  
 
＊ シュミットは軍国主義者ではなかった。また国家の目的が戦争をすることだとも考え

ていなかった。しかし、国家は常に戦争をする準備を整えておくべきだ。なぜなら、

戦争でしか解決できない紛争、国家の存続を脅かす紛争が、起きるからだ。 
このように国家の機能は政治的対立を調整することなので、国家が戦争を違法化するこ

とはできないとシュミットは結論づけた。国家がそれを試みれば、友邦と敵国の見分け

がつかなくなり、そうなると政治は終わり、国家も終わる。なぜなら、国家とは強い対

立をいかなる手段によってでも解決する存在と、定義されるからだ。 
シュミットに言わせれば、ショットウェルはドイツに戦争違法化を提案したのではなく、

ドイツと彼の言葉に耳を傾けるすべての国に自殺を勧めていたのだ。  
＊ シュミットは、自分の政治理論が偏狭だとは考えなかった。動乱期を生きるドイツ人

としては当然だったかもしれない。戦争は政治にとって永遠の根源的主題であり、人

間の状態の不変の特徴であると彼は主張した。「これは政治的なるものの論理的結論で

あり、いかなるものも逃れることはできない」。平和主義は例外と言うよりも幻想だ、

と彼は断言した。「なぜなら、平和主義者が平和主義を信奉し、是が非でも戦争を終わ

らせようとするのであれば、その為の戦争を行うだろうから・・・」  
 
＊ シュミット講義の第二版が出版された 1932 年には、不戦条約はすでに署名されてい
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た。シュミットはその機会をとらえて、不戦条約は危険なまがいものだ、と非難した。

不戦条約は、そのうたい文句とは逆に、戦争を違法化しない。 むしろそれは新たな

敵の一団、つまり不戦条約に違反する一団を生んだ、と彼は主張した。 
不戦条約の提案者は、敵の力を奪う罠として、立案したのだ―――「戦争がヒューマニ

ティ（人間性）の名のもとに戦われる時 （中略） それはきわめて強い政治的意味を

帯びる。ある国が、人間性ゆえに政治的敵国と戦うと主張しても、実のところそれは人

間性のための戦いではなく、軍事的戦争に普遍的概念を悪用しているにすぎない」。し

たがって、違法化はおろかというより、不正であり、偽善で、狡猾なのだ。それはドイ

ツの敵が、世界を支配するために作ったトロイの木馬だ。「人間性に訴える者は」と嫌

悪感と称賛をこめて冷笑気味にこういった「だまそうとしているのだ！」 
＊ シュミットは続ける―――不戦条約は戦争を終わらせない。かってない種類の戦争を

引き起こす。それは、軍事力を用いる人々と、軍事力以外の力、例えば経済力や文化

力を行使する人々との戦争だ。戦争は続くが、それらはもはや「戦争」とは呼ばれな

い。それらは「執行、制裁、征伐、和平工作、条約の保護、国際警察、和平確保の手

段」といった人道的介入の成句でカモフラージュされる。そして「敵」は依然として

存在するが、敵とは呼ばれず、「平和を乱すもの」とか「人間性に反するならず者」と

呼ばれるのだ。 
＊ 「人間性」の名のもとに戦争を行う人は、敵を人間以下と見なす。そうした人間性の

否定は、人間なら受けてしかるべき法的保護の否定につながる。戦争違法化は、勝者

のありようも変える。将来の戦争は、聖戦や十字軍のように、とことんまで戦われる

残酷な壊滅戦になるだろう。このシュミットの心配は、ニーチェの次の言葉に良く表

されている：―――「怪物と戦うものは、自身が怪物にならないよう気をつけなけれ

ばならない」  
              (Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil, 1899) 
 
  注： カール・シュミット（Car Schmitt: 1888-1985） 

     ドイツ・ウェストファリア地域のプレッテンベルク（Plettenberg）で生まれる。 

家族はカソリックで、大伯父三人は聖職者だった。シュミットの親戚はビスマル

クの文化闘争（1871-1878）に抵抗して戦った。この闘争の苦しみはシュミット

一族の記憶に刻まれた。 商人を希望した父に反し、ベルリン大学に進学。 
     シュミットは自分のことを、支配階級のプロテスタントのエリートに混じる下

層階級のカトリックで、追い詰められた少数派の一人だと感じていた。 
     恐怖心がシュミットに決断を促し、1933 年 4 月 27 日、ナチ党ケルン事務所で

党員登録＝2,098,860 番の党員になった。ナチス党はその名声を利用できる知識

人に対しては十分な報酬を与えた。ゲーリングは 7 月 31 日に国家評議会の委員

にシュミットを任命した。その地位には莫大な謝礼金と終身雇用という特権が
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ついてきたので、1945 年までシュミットは「国家評議会委員、カール・シュミ

ット」と署名していた。シュミットの不安感を示している。ハンナ・アーレント

は、「シュミットは良いナチ党員ではなく、ナチスを利用して出世しようとした

だけだ」と言っている（全体主義の起源）。 
 
（不戦条約を調印した時のドイツ） 
＊ 1928 年当時のドイツは立憲民主主義の「ワイマール共和国」の時代で、安定と繁栄を

誇る黄金時代だった。世界史に類を見ない創造的天才を何人も輩出していた。デザイ

ンではアールデコ、建築ではバウハウス、文学ではモダニズム、物理学では量子力学、

哲学では論理立証主義、運動ではピラティスが生まれた。人物ではアインシュタイン、

マックス・プランク、ブレヒト、ヴァルター・グロピウス、ヴァルター・ベンヤミン、

トーマス・マン、フリッツ・ラングなどである。 
＊ ドイツ外相、グスタフ・シュトレーゼマンは、1928 年 4 月にフランク・ケロッグが不

戦条約の草稿を列強に配った時署名するように内閣を説得し、その日のうちに不戦条

約加盟の意思表示を表明した。こうして、ドイツはアメリカおよびフランスに賛同す

る最初の国になった。 
シュトレーゼマンは、第一次世界大戦の衝撃的な結末から、ドイツは軍事力では列強と

互角に戦えないことを悟り、戦争ではなく貿易が世界における正当な地位を回復する方

法になると考えていた。最善の選択肢は世界経済のメンバーとなり、アメリカと強力な

金融関係を結び、英国と貿易関係を結ぶことだと考えた。    
彼は自国ドイツがアメリカにほぼ完全に依存していることを知っていた。ドイツは大規

模な貿易赤字のせいでアメリカに多額の借金をしており、ドイツ経済はその借金の上に

どうにか成り立っていたのだ。シュトレーゼマンはまた、アメリカが同盟国への強い影

響力を発揮して、ヴェルサイユ条約で課された賠償金を減額してくれることを期待して 
いた。彼の計画では、この二つの問題は繋がっていた。つまりアメリカは、ドイツに金

を貸しているのでドイツの返済能力を守らなければならない。そしてドイツがその借金 
を返済するには、アメリカはフランスと英国を説得して、莫大な賠償金を減額する必要

があるのだ。 
 
＊ ワイマール共和国の黄金時代は早々に幕を閉じた。1929 年 10 月 24 日、ウォール街

株式市場の暴落により、ドイツの金融システムは崩壊した。 
何度かの脳卒中を起こしていたシュトレーゼマンは、暗黒の火曜日の３週間前、1929 年

10 月 3 日（51 才）に亡くなっていた。経済が急落する中ヒトラーの登場となる。 
＊ 1930 年 9 月、政府はシュミットに連邦議会から権力を奪おうとする政府の計画を正

当化する報告書、すなわち、専門家の法的見解を書くよう依頼した。この報告書の中

でシュミットは、ヒンデンブルグ大統領は、ワイマール憲法 48 条のもと、緊急措置と
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して予算を成立させる権限を持つだけでなく、非常時における大統領の権限を連邦議

会が否定する場合は、議会を解散させることが出来る、と主張した。シュミットはさ

らに踏み込んで、48 条のもと、大統領は新たな選挙が行われる前に、暫定的に政府予

算を執行できるとした。こうして既存の議会は解散され、新たな議会の選挙が行われ

るまでの数か月間、ヒンデンブルグは独裁者となり、国でただ一人の、そして最高の

立法権者として行動した。政府予算が連邦議会で否決されると、ヒンデンブルグは非

常時の大統領権限を保障する憲法 48 条に基づいて、予算を成立させ、連邦議会がそれ

を拒否すると、議会を解散し、またしても 48 条に基づき新たな選挙を行い、予算を成

立させた。 
1930 年 9 月 14 日の総選挙により、ナチス党は、議員数を 12 から 107 に増やし勝利を

収めた。 
＊ ヒンデンブルク大統領はシュミットの法的な助言により、膠着状態にある連邦議会を

迂回して、緊急命令による政治を行った。シュミットが臨時の手段として擁護したこ

の手法が新たな基準となり、議会のコントロールから解き放たれた政府はますます野

放図になる。共和国政府（シュライヒャー内閣）は、社会主義者の最後の砦であった

プロイセン州政府を潰してしまった（1932年 6月－11月＝プロイセン・クーデター）。 
    注： プロイセン・クーデター 
     プロイセンの社会主義者らは準軍事的組織による反撃を選ばず、共和国政府を

告訴し法廷闘争となった。1932 年 10 月ライプツィヒで弁論が行われ、シュミ

ットは共和国の代理人として弁論に参加した。審判の結果は、州を統治する権限

を永続的に剥奪したことは憲法違反とされ、共和国は統治権を州に返還しなけ

ればならない、であった。シュミットは負けたけれど多額の弁護料とヒンデンブ

ルク大統領に謁見する機会を得た。 
フランツ・ノイマンは、このプロイセン・クーデターを「ナチズムに抵抗すると

いう最後の望みが消えた」と総括している。（Franz Neumann: Behemoth, The 
Structure and Practice of National Socialism, 1933-1944, London, Oxford 
University Press 1944）  p311 

 
＊ シュミットは戦後の 1945 年 9 月 26 日逮捕、1946 年 8 月釈放。 

1947 年 3 月 16 日再逮捕、4 月 3 日国際軍事裁判所 166 号室で尋問、4 月 28 日の最後

の尋問の後ニュールンベルク拘置所を釈放され、故郷のプレッテンベルクに戻った。そ

の地で 1985 年 96 歳で没した。 
シュミットはこの間、法秩序の消滅を悼む言葉を書いていた。そして、自分と同一視し

たのは、国家の絶対的主権を擁護した、政治理論家のジャン・ボダンとトマス・ホッブ

スだった。「宗教戦争から生まれたこの二人の巨頭は、私にとっては同時代人であり、

兄弟に等しい。彼らと私は世紀を超えて家族になった」。 
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IV. 国際主義者たちを讃えよ 
＊ ドイツ軍の戦車がパリに進撃し、枢軸国が三国同盟に調印した数か月後の 1940 年 11

月サーモン・レヴィンソンは死の床にあった。ジョン・デューイは妻に宛てた手紙に

「ソルは戦争違法化の取り組みを始めた哀れな男だ。だがいつか何らかの効果が表れ

るだろう」と書いた。 
  その時は不可能に見えたが、デューイは正しかった。レヴィンソンの戦争違法化の取り

組みは地球規模の革命へとつながったのだ。デューイが手紙で嘆いてから 10 年もたた

ないうちに、旧世界秩序は、新世界秩序と戦争違法化が意味するすべてに取って代わら

れた。 
  かつては罪になりえなかった侵略戦争は、現在、ハーグにある国際刑事裁判所に起訴で 

きる四つの犯罪の一つになっている。そして、以前は禁じられていた中立国による経済 
制裁は、国際法を執行するための一般的で欠かせない手段になった。  

 
＊ しかし、レヴィンソンがその成立を助けた新世界秩序は、現在、危機に直面している。 

戦争を違法化とする第二次世界大戦後のコンセンサスは、過去 70 年間に経験したこと 
のない攻撃に曝されている。 

  その一つは、イスラム国を筆頭とする集団によるテロ――自らの世界観に則って世界 
秩序を崩そうとしている。 
もう一つは、新世界秩序を樹立する過程でアメリカの重要なパートナーを務めたロシ 
アが別の脅威を与えている。 
現行システムに対するこれらの攻撃を考えれば、新世界秩序を守るのはもう手遅れで 
はないかと問いたくなる。他の国々がこのシステムの維持に貢献するどころか、それを 
崩そうとしている状況で、アメリカと同盟国がシステムを支える国際機関と法秩序の 
ルールを守ろうとしつづける意味がどこにあるのだろうか？ 
しかし我々は、こうした法秩序の侵害を、法秩序を放棄する理由と見なすのではなく、 
むしろそれへの支援を強める理由とすべきだ。私たちが注意を向けるべきなのは、その 
法律が十分に機能しているのかどうかなのだ。答えはイエスだ。 
  

＊ 国家間の戦争は急激に減少し、征服はほぼ完全になくなった。現在の国際システムで

は法秩序は戦争によってではなく、「仲間外れ」というルールによって守られている。 
最終的にこのシステムが成功するかどうかは、アメリカが法秩序を維持するための中 
心的役割を果たし続けようとするかどうかにかかっている。  

  最大の脅威は、この役割を放棄して自国の利益ばかりを追うようになった国々によっ 
てもたらされている。世界中で反国際主義が台頭しつつある。 
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アメリカにおけるトランプ政権、英国における EU 離脱、フランス、ギリシャ、 
  ハンガリー、オーストリア等々、反 EU、反グローバリズムの極右政党の台頭が、国際 
  主義者が築いた法秩序に難題を突き付けている。すべての国が得をする平和的な協力 

を選択した戦後のコンセンサスは、かってない深刻な危機にさらされている。 
国際主義者が築いた世界秩序を持続させるために、アメリカと同盟国は、その土台とな 
っているルールと機関を守り続けなければならない。 
 

＊ パリ不戦条約によって始まり、国連憲章によって再確認された秩序は、共通の目標を

追求するために各国が協力し合えば、どの国もより安全でより裕福になれるという考

えに基づいていた。1928 年から成長してきた国際機関は、不完全であっても、この 70
年間、かってない繁栄と平和を世界にもたらしてきた。これは自然に起きたことでは

ない。世界が初めて戦争を違法とし、旧世界秩序に終止符を打った時、世界はそれに

代わるものを作り出すことができなかった。以後 20 年にわたって国際主義者たちが

努力した結果、ようやく、戦争違法化を実現するためのルールと機関を誕生させるこ

とができたのだ。そのときになってやっと、戦争はもはや国家間の紛争を解決する手

段にはならないというレヴィンソンの描いた理想が現実になったのだ。これらのルー

ルと機関が今後も存続するには、アメリカの継続的な支援が欠かせない。 
しかし、国連と関連機関を支援するだけでは足りない。世界の自由貿易を支持しつづけ 
ることが欠かせないのだ。国際主義者は、戦争が違法化されると、それに代わるものが 
必要とされることを理解するに至った。戦後の世界では自由貿易がその空白を埋めた。 
国家は支配でなく連携を通じて豊かになれるのだ。 
 

  自由貿易に参加する国は、自由貿易がもたらす混乱と苦痛を無視してはならない。 
  人々がそれに反感を抱くようになったのは、自由貿易がもたらす損害を目の当たりに 
  し、自ら経験してきたからだ。自由貿易で得た利益をより平等に分配するよう努め、 
  貿易競争から生じる苦痛を緩和していく世界規模の取り組みが必要だ。確かにより多 

く協調するには、いくらか支配権を失う覚悟が求められる。しかし、新たに支配権を 
得ることにもなるのだ。気候変動に関する 2016 年のパリ協定への参加に見られるよう 
に、どれほど力のある国でも一国では対処できない地球規模の脅威に対処できるよう 
になった。 

 
おわりに 
＊ 国際主義者は変革を起こした。それが出来たのは彼らの思想ゆえである。世界を変え

ることを望み、それを叶える力を持っていたからだ。 
サーモン・レヴィンソン、ジェームズ・トムソン・ショットウェル、この報告では取 
                                         



19 
 

り上げなかった、サムナー・ウェルズ、ハ―シュ・ローターパクト、彼らの中に有名な

人や高い官職についていた人は一人もいない。 
彼らの行動が教えてくれるのは、私たちにチャンスと責任があるということだ。政治に

携わっていなくても、私たち一人ひとりには変化を起こす力がある。私たちは、自分が

暮らす世界に対して責任を負っているのだ。皆が力を合わせれば、平和を保ち続けてき

た制度を支援し、変化し続ける環境に応じてそれらを修正し、暴力をさらに減らすため

の新たな制度を構築できるし、またそうする義務があるのだ。 
 
アリスティード・ブリアンは、戦争放棄を宣言すれば戦争が終わるとは考えていなかっ

た。1928 年 8 月に世界の指導者たちがパリに集まった時に、今なお真実である次のよ

うな言葉を述べた――― 
「平和が宣言されました。それは素晴らしいことであり重要なことです。しかし、平

和を形作る仕事がまだ残されており、それはわたしたちが明日から取り組むべき

仕事なのです」 
   
最後に、この論争に加わっていたアメリカ神学者、ラインホールド・ニ―バー（Reinhold 
Niebuhr）の、かの有名な「ニーバーの祈り」を――― 
    
     The Serenity Prayer 
   O God, give us 
   serenity to accept what cannot be changed, 
   courage to change what should be changed, 
   and wisdom to distinguish the one from the other. 
 
 神よ、 
 変えることの出来ないものを静穏に受け入れる力を 
 変えるべきものを変える勇気を 
 そして、変えられないものと変えるべきものとを区別する賢さを 
 与えたまえ。 
 

以  上 
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