
 

 
 

 
ケース報告：タウンミーティングにおけるワールドワーク 
 
パンクの若者、ビジネス関係者、警察、住民、麻薬依存症者、行政が一同に参
集したスイス・チューリッヒにおけるオープンフォーラム 
 
マックス・シュバック, Ph.D. 
 

以下は、本ケース報告の理解を深めるために必要な理論と方法論を、重要と思わ
れる部分のみかいつまんで説明したものである。各用語や概念の詳細については
、序説Worldwork－ワールドワーク：組織、共同体、企業、公共の場における
変容を参照していただきたい。 
 
ワールドワークのパラダイムでは、「集団や組織は異なるレベルで機能しており
、それらのレベルはパラレル・ワールドである」と考えている。まず、「日常の
現実のレベル」がある。このレベルは、組織に関する事実、組織内の人々、組織
の構造、目標、戦略、解決が必要な諸問題などから成り立っている。もう一つは
「自己組織化のレベル」である。このレベルにおいては、集団は自己組織化の
原理、あるいは「場（フィールド）」によって構造を与えられている。「場」
には、集団内の異なる極や立場を配置する働きがある。自己組織化のレベルでは
、いわゆる「問題」と呼ばれる事柄は、実はシステムがそれ自身の均衡を保とう
とする試みと見なされる。このような自己均衡化の傾向の多くは場の分極性とい
うことに関係している。場が分極化しているときには、一方の側のみ直接目に見
える形で表れており、もう一方の側は集団内で非局在的な存在として浮遊する、
ということが起きている。たとえば、ある集団のリーダーが「我々は恐れを知ら
ない強い集団だ。何が起きようとも進んでいくぞ！」と発言したようなときに、
この集団の分極性を感じ取ることができる。すなわち、この言葉の相手として暗
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に想定されている疑り深い存在、「我々」のことを見込みがなく、前進したくな
いような存在と見なしてくる想像上の敵の存在を感じ取ることができるだろう。
このようなときファシリテーターとしては、これらの各立場をより目に見えやす
くするとともに、それらの相互作用を促進するために、そこからロール（役割
）を作っていくとよい。これを、「非局在的な『集団の心と頭』ともいうべき、
目に見えないディレクターによって監督されている一群の人々が、これから演劇
を上演する」と考えると分かりやすいだろう。集団をリードしようとするときに
、目に見えない手によって阻まれているような感じがするかもしれないが、その
ようなとき実際は我々を別の方向に引っ張っている、この自己組織化の傾向の力
を感じているのである。 

ロールはさらに、「合意に基づいた現実のロール」と「ゴーストロール」に
分けることができる。合意に基づいたロール（これは「ＣＲ（Consensus 

Reality）ロール」とも呼ばれるが、ここでは単に「ロール」という言葉で代用
することもある）とは、文化や組織の中心的な信念の体系に属する立場であり、
それゆえ、たいていはその集団によって受け入れられている立場である。そのた
め、この立場から発言しても、たいていは集団内から強い反応を誘発することは
ない。反対に、ゴーストロールとは、「特定の組織文化の中では『受け入れら
れない』『合理的ではない』、あるいはその集団が『現実』と見なすものの範疇
外にあるため、私たちが声を与えることができないでいる振る舞い」を指す。ゴ
ーストロールは明確に表現されてはいないものの、集団内の全員がその存在を感
じ、そしてそれによって苦しめられている。ゴーストロールの存在は、意図しな
いコミュニケーションの中にも見つけることができる。 

ＣＲロールとゴーストロールは一緒になって影絵芝居を創り出しているような
ものである。たとえば、人形芝居で二体の人形が会話を交わしているが、光が当
たったスクリーンの後ろに三番目の人形の輪郭が映っているところを想像してほ
しい。スクリーンの手前の二体の人形は会話に没頭しているが、時々スクリーン
の後ろの人形が一言さしはさむ。手前の人形たちはスクリーンの裏の影絵の人形
に気づかずに、目の前の相手がその一言を言ったのだと信じているようだ。そう
こうするうちに、この人形芝居では、手前の二体の人形たちが相手を誤解するこ
とが続き、おもしろいことになってくるだろう。これは観客にとってはおもしろ
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いことだが、人形たちはおもしろいどころか、困って途方に暮れることになる。
影の人形が見えずに途方に暮れている人形のレベルは、上記の日常現実のレベル
に相当し、一方影の人形を含むレベルが自己組織化のレベル、あるいはプロセス
ワークで「夢のレベル」と呼んでいるものに相当する。ところで上記で「観客は
楽しんでいるが人形たちは楽しんでいない」と述べたが、同じことがグループ・
プロセスにも当てはまる。私たちがやりとりをするときに、一方の極あるいはロ
ールにとらわれてしまうと辛いことがあるが、起きていることの構造を理解し、
混乱の背後にあるゴーストロールに声を与えることができるなら、顔に微笑みさ
え浮かんでくるかもしれないのだ。 

 

このような力動は、実は私たちにとってすでになじみ深いものである。たとえ
ば、私たちはよく「集団内で表面上話されていることとは裏腹に『実際に』起き
ていること」という言い方をすることがあるが、このようなとき、私たちはロー
ルとゴーストロールの領域に足を踏み入れているのだ。「ロール」は、その組織
文化で適切とみなされているコミュニケーション・スタイルで適切な内容や視点
からものを話すが、ほのめかしや遠まわしな言い回し、ゴシップ、ある種の発言
に対する反応の無さなどの中に、ゴーストロールのささやきを聞き取ることがで
きる。 
 

このような意図しない伝達内容をはっきりとさせたり、ゴーストロールに声を
与えるなどしてレベルを変えることもできるが、集団がしばしばこのことを避け
るのは、明るみに出てしまったことで収拾がつかなくなるのを恐れるからである
。このことは合意に基づいた日常の現実の視点からはもっともなことである。私
たちは、誰かが「真実」を言ってしまったばかりに、葛藤を引きずったり、関係
性が永遠に壊れてしまうという状況に慣れているからである。一方、ワールドワ
ークの視点からは、このことを別の角度から理解することができる。ロールとゴ
ーストロールは、本当は集団全体、つまり集団内の全員に属している、という意
味で、「非局在的」である。それゆえ、ゴーストロールを明るみにしていくとい
うことは、「あらゆる困難の元凶と見なしていた人、ロール、あるいは集団と自
分は似たところがある」と気づくことでもある。また、集団の中で憎まれ役をと
っていた人が組織を離れると、これらの役割やその役割の一部を今度は他の人が
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取り始めることが多いのも同じ理由による。ゴーストロールの存在は、敵対する
相手の集団の中に投影されやすいが、実は自分たちの集団の中にも存在している
。しかし自分たちの集団内では、そのロールは周辺化されたままになりやすい。
ここにご紹介するケース報告をお読みいただくと、二つのサブ・グループが互い
に自分のグループの特徴の一部を相手に投影する様子がお分かりいただけること
と思う。 
 

このような力動があるために、相手に投影している役割、ロールが自分たちの
グループにも存在するということを完全に理解するためには、しばしば感情的な
やりとりが必要なのである。合理的、線形的なレベルのみでは、集団がそれ自身
の本性に関する自覚を高めることは難しい。というのも、まさにそのレベルこそ
が、その集団が目覚めていく必要がある問題を周辺に追いやる信念の体系を含ん
でいることが多いからである。その意味では、唯一の解決とは、「私たちが、い
かに他者であるか」「いかに自分たちを困らせることに自分自身が一部加担して
いるか」についての自覚を高めることであると言えよう。これは大変なことであ
り、私たちが直面化を避けたがるのも無理はない。 
 

このような自覚を持つようになるまでの道のりには、多くの感情がつきまとう
。どうしても、葛藤がエスカレートしたり、直面化したりする時期を通過する必
要が出てくる。そのようにしていく中で、自分の体験全体に丁寧に「自覚をもっ
て」従うことができたときに初めて、これらのロールがシステム全体に存在する
ことを受け入れられるようになるだろう。そうなった時、それらのロールの中に
含まれている情報や知識全体が明らかになり、集団全体がそれを利用できるよう
になるのである。このような視点に立つと、障害や問題は利用されたくてうずう
ずしている潜在可能性であるとさえ言えるだろう。グループ・プロセスにおいて
は、「参加者が安心して参加できるような場づくりをすること」「プロセスの
後に葛藤が解決すること」「問題として提示された事柄が持つ新たな次元を参加
者全員が理解できるようにすること」を助けるのがファシリテーターの仕事であ
る。一方、プロセスの結果について懐疑的になったり心配したりするのは、参加
者やクライエントの権利であるだけでなく、義務でさえある。これらの不安に気
づいて対応し、参加者全員を守るのはファシリテーターの仕事である。 
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持続可能なファシリテーションを行うにあたっては、集団がそれ自体をファシ
リテートする傾向を見つけてそこを支えていくことが基本である。プロセス全体
を促進させるようなロールは実はすべての集団に含まれているのだが、これらの
ロールにグループが気づきを向けたり表現したりすることはまれである。そのよ
うなロールの一つの例が「長老」のロールである。長老とは、「相手に不快を与
えないようなやり方で境界を保つことができると同時に、人生や人間とは常に成
長し展開する神秘であることをとらわれない暖かさで理解しているため、すべて
の人や傾向に敬意を払い、それらを支えることができる」という資質を持つ存在
のことである。その根幹には、人生の意味や、たましいや自然が演じる役割への
絶対的信頼がある。これらの信頼は必ずしも目に見える形で現れないかもしれな
いが、心で感じ取ることができるようなものである。長老とは、この地球上で皆
が共に生きることを可能にする中心的な価値観についての自分の信念を、自己の
中心にしっかりと保ち続けることができる存在である。しかし、これらの信念を
他人に押し付けたりすることはなく、むしろ他の人が心から従いたくなるように
、自らの生き方でそれを示す。長老的な資質とは年齢には関係なく、集団のリー
ダーやファシリテーター以外の普通の人がそれを体現することもしばしばである
。 
 
 
 
 

パンクの若者、ビジネスマン、警察、住民、麻薬依存症者、行政一同に参集し
たスイス・チューリッヒ市におけるオープンフォーラム 
 
 
背景： 
 
シュタドルホッファプラッツ（シュタドルホッフェン広場）はスイス、チューリ
ッヒの中心にある人気のショッピング・エリアだ。広場は多くのレストランや店、
人々でにぎわっており、夏にはレストランの外で、買い物客がベンチに座って足
を休めたりする。広場の中央には噴水と花壇がある。近くには駅があり、この地
域に多くの通勤者や通行人を運んでいる。 
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近このシュタドルホッファプラッツはヨーロッパ中から流れてきたパンクの若

者の主な溜まり場になっている。彼らは、ホームレス「アルキーズ」（アルコー
ル依存症者を指す俗語）など、他のマージナルな集団と交わり飲酒したりする。
また、広場には Polytoxicomania（ヘロイン、コカイン、アンフェタミンなど数
種の向精神作用性の麻薬に依存する者を指すラテン語）の者たちも多くたむろし
ており、かなりワイルドなシーンが展開されたりする。また、これらのマージナ
ル（非主流派）な集団のメンバーたちは、互いに時々衝突することもある。暴力
沙汰に発展することもあるし、自分たちのポータブル・テープ・レコーダーを互
いにボリューム一杯に鳴らしたりすることもある。また、パンクの若者たちがか
なり攻撃的な調子で物乞いをするので、主流派の各集団に属する近くの住民や通
行人から不満の声が出ている。彼らは攻撃的な物乞いのやり方や、怖い外見のパ
ンクたち、そして彼らが飼っていて公園の中を自由にうろつく、飼い主と同じく
らい怖い外見の大きな犬に、怖気づいていた。一方パンクたちのほうは、自分た
ちは通行人に色々な形で馬鹿にされている、と不満の声を漏らしている。 
 
より広い文化的視点から見れば、チューリッヒは一晩で多文化になった市である
といえる。１０年前には、多様性といえば主にギリシャ、スペイン、イタリア、
トルコなど、近隣ヨーロッパ諸国のことに限られていたのに比べ、今では世界中
の民族集団がチューリッヒの生活の一部になっている。スイスの多くの人々にと
っては、この変化は困難なものであった。一方では、数えきれないほど多くの移
民たちが、彼らの言うところの人種差別やスイス人の狭量さに苦しめられている。
より寛容性を持ち、文化やサブ・カルチャーどうしの関係性を深めていこう、と
いう意見もあれば、すべてを「規律正しく、スイスの伝統を守ったやり方」に保
てるよう、政府や警察に要求する者もいる。 
 
このようなことを背景に持つシュタドルホッフェンは、いつ爆発してもおかしく
ない状況である。規律を守らせるために市当局が警察を送り込んだこともあった
が、このようなやり方は問題を内在している。ほとんどの場合、警察の仕事は裁
判にかけられるような犯罪に関して、あるいは主流派の生き方を維持することに
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興味を持ち、トラブルを抱えたくない人たちにとってはうまく機能する。しかし
パンクなど非主流派の集団は、これらのどちらのカテゴリーにもぴったりと当て
はまらない。たいていの場合、彼らはお金どころか、ほとんど何も所持していな
いので、軽度の罰金も払わない。彼らをその地域から撤去するのも長続きする解
決にはならない。すぐに戻ってきてしまうからである。 
 

市民集会: 

このような今にも爆発しそうな場面を背景に、チューリッヒのＳＩＰ（トラブ
ル・シューティングのために結成されたチューリッヒ市の社会福祉課の特別集
団 ）のルーカス・ホーラーと私は、上記の問題を抱える様々な集団を援助する
ために、市民集会を計画した。ルーカスがすでに主な集団の代表たちを説得して、
オープン・フォーラムという形で、思い切って自分たちが抱える困難な問題に公
共の場で取り組もう、ということで話をつけていた。主な集団とは、地域の商店
組合関係者、警察署長、行政当局, そしてパンクの若者たちである。オープン・
フォーラムの２日前、ルーカスと私は事態の解決に関心を持つすべての集団と個
別に会談し、彼らの立場や集会に対する危惧などを聞いてまわった。皆一様に良
い結果が出ることにはかなり懐疑的であった。それにもかかわらず、当日私たち
は、自分たちのネットワーキングの努力が実ったのを知ってうれしくなった。テ
ントの中には数百名の利害関係者たちが集まっていたのである。 

集会には、警察署長と彼のアシスタント、多くの地元の商店関係者たち、行政評
議会の７人の委員会メンバー、公園に住むホームレスの人たち、同じく公園に住
む「アルキーズ」、パンクたちとその飼い犬、近くの高校に通う生徒たち、地域
のアパートの住民、その他にも関心を寄せる人たちが数多く集まっていた。 

まず 初に、パンク、警察、チューリッヒの中でも大規模な地元の高校に通う生
徒（この学校の生徒は頻繁に広場に出入りする）たちに、一人３分間、各立場か
ら語ってもらった。まずここから以下のような様々な立場が出てきた： 
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ビジネス・オーナーたちの立場:非主流派のグループたちは商売にとって害悪だ。
お客は怖がって広場に寄り付かなくなるし、収益も減ってしまった。ここで買い
物をしようとする人たちが虐待されるような目に合うのは間違っている。こんな
に攻撃的に物乞いされるのも本当にいやだ。そのせいで従業員たちも怖がって仕
事に来ることができないでいる。 

警察の立場：皆我々のことを批判する。事業関係者たちは我々のやり方は手ぬる
いと不満を言うかと思えば、非主流派集団の人たちは我々をファシスト呼ばわり
する。マスコミは、何か事件が起これば、「警察は事態を統制できない」と言う
くせに、介入すると「警察の残虐性」について書き立てる。 

パンクたちの立場：皆自分たちのことを邪魔者扱いするし、見下している。自分
たちは主流派とは違うライフスタイルや価値観を持っているのだ。自由社会なの
だから自分たちの好きなように生きる権利があるはずだ。自分たちのことを攻撃
的と思っているようだが、主流派たちが利益優先のライフスタイルを宣伝したり
主張したりするやり方こそ、攻撃的でなくて何だ。 

高校生の立場：皆お互いにもっと寛容になったらよいのにと思う。年取った人た
ちは僕たち高校生のことを罵って色々と言ってくる。 

初のほうでパンクの女性のアシが話しはじめたところで、集会場に突然乗り込
んできた別のパンクの若者が話をさえぎった。彼は、アシのことを裏切り者と罵
り、彼女も含めてテント内にいるパンクの若者全員に向かって、他の人と同じ部
屋で物事を解決しようとするのは反逆罪だ、と叫んだ。彼は「パンクは交渉はし
ないものなんだ！」と金切り声を上げ、出て行った。会場の皆はショックを受け
てシーンとした。事業関係者の中にもアシが直面していた問題に仲間意識を感じ
る人がいたに違いない。というのも、彼らのグループの中にもフォーラムに反対
する者が少なくなかったからだ。フォーラム反対者の言い分は、アルキーズやパ
ンクたちに合法的立場を与えすぎることになるから、というものだった。これら
の人たちは、フォーラムの実現を阻もうと、警察や議員に嘆願書を提出さえして
いた。しかしチューリッヒ市は対話をすることを採決し、「昨今の状況では、一
つの解決法はもはや長続きしない。むしろ多くの視点を考慮すべきである」とい
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う市の方針をまとめた。というわけで、ここでは新たに「我々はお互いに共存す
ることを学ぶ必要がある。共同体の皆が互いの違いについて取り組まない限り、
法律的な要素のみに基づいた解決法では長続きしない」というチューリッヒ市の
立場が出てきたことになる。 

分析: ここにはあらゆるロールやゴーストロールが存在している。表面に一番近
いのは、「相手側に話しかけることはしたくない。なぜならそれは自分の立場を
捨てなければならないことを意味するから」というロールで、これは両方の側に
存在する。一方チューリッヒ市は、 初からプロセス全体を抱えようとしている
という意味で、「長老的な」ロールをとっている。

初のやりとり:  

次に、物乞いについて、主流派と物乞い派の間で激しく論争が交わされた。主流
派は、物乞いにノーと言うのがどんなに難しいかを訴え、物乞い側は十分なお金
を手に入れるのがいかに大変であるかを訴えた。そのやりとりの合間に、ファシ
リテーターのルーカスが、両者とも共通点を持っていることを指摘した。つまり、
両者とも、いかに生活をしていくのが難しいかを不満に思い、そのことについて
相手の側を責める、という点で共通している、ということである。会場にいた全
員が驚いたことに、両者ともこのことを理解し、認めた。事業関係者は高い賃貸
料や諸経費について発言し、警察関係者は、常に批判され、孤独に任務を遂行す
るのがいかにつらいか、ということを語った。また、パンクたちは自分たちがい
かに皆に嫌われ、見下されているかについて語った。 

分析：ここで欠けているのは、すべての不満に耳を傾けることができるような、
長老のロールである。ここにいるグループはすべて、「自分たちは利用されてい
るだけで、自分が陥っている困難な状況に誰も耳を傾けてくれない」と感じてい
ることで一致していた。この集会に集まることに関して否定的な空気があったの
はこのせいである。つまり、どの立場の人も、自分の困難な状況に耳を傾けても
らうことに関して絶望的になっていたのだ。 
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話し合いが続く中で、驚くべき瞬間が数多く訪れたり、ロールの交替が自然に起
きたりした。たとえば、商店関係者が「パンクたちがあたりかまわず小便するの
が気に入らない」と発言すると、パンクの若者の何人かがこれを認めて謝罪した。
そして、これからは自分たちの仲間がそのようなことをすることがないよう、気
をつけるつもりだ、と言った。パンクの一人が実際に立ち上がって、公園に仮設
トイレを設置してくれたことに対して、市にお礼を言った（仲間のパンクの中に
は、そんなつまらないことをわざわざ言うなんて信じられない、という顔つきを
する者もいたが）。しかし彼は次に、市がトイレを清潔に保たないことを批判し
て、「定期的にトイレ清掃をする人を雇ってください。多くのパンクは外で小便
するほうが清潔だから、外でしようと思うのです」と付け加えた。これに対して
私が「主流派に属していようと、非主流派集団に属していようと、スイス人はき
れい好きということでは皆共通していますね」とコメントすると、皆これを理解
し、会場は笑いで一つになった。 

さらに色々な問題について話し合いが進むにつれ、両方の側のメンバーとも、一
緒に話し合うことで気持ちが楽になるようだ、とコメントしあった。すると次に
買い物客の一人がそこにいたパンクたちに、「今後自分たちの仲間が店のオーナ
ーや従業員を困らせているところを見たら、介入しますか？」とたずねた。する
とこれまで黙っていたパンクの一人が「僕はそうするつもりです。こうして一緒
に話し合って、お互いを人間として扱った結果、物の見方がすっかり変わりまし
た」と答えた。商店関係者たちの何人かは、これを聞いて感動しているようだっ
た。次にファシリテーターの助けを借りながらも、パンクたちが次のように問い
返した。「もし僕たちが主流派の人たちに嫌がらせを受けているところを見たら、
あなたたちも介入してくれますか？」ここで商店関係者たちはエッジにさしかか
った。公共の場でイエスとは言いたくなかったのだ。彼らがためらうのを見て、
パンクたちは明らかに傷ついたようだった。彼らはだんだんと激昂していき、そ
のうちの一人が、「おれたちだって元通りに、『おまえらなんかくそ食らえ』と
いう態度に戻ってもいいんだ」と脅すように言った。そこで、私たちファシリテ
ーターは、今は大事なことが起きている瞬間だ、とその場で起きていることを
「フレーミング」（言葉で表現して枠組みを与えること）した。このような場合、
両者とも、自分たちが相手の人生をとても困難なものにしてしまうようなパワー
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を持っている、ということを理解することが重要である。これは両者とも、力を
精一杯出して相手と出会うような瞬間だ。弱さや怖れからではなく、解決と、よ
り良い関係性を心から欲することから真の和解は生まれる。 

分析：フレーミング － ファシリテーターの私たちは両者が持つ強さとパワ
ーについてフレーミングした。これは重要な瞬間である。ここでは相手から圧倒
されたり操作されることを恐れて対話をすることを躊躇する、という形でエッジ
の始まりが表現された。真の対話は、相手の人生に大きな影響を与える力を自分
は持っているということを、すべての立場の人たちが意識したときのみ可能にな
る。このようなとき、私たちは自分に自信を持った立場から相手と和解したいと
思い、相手から自分のありのままの姿に敬意を払ってもらいたいと願う。このよ
うな立場に立って初めて、相手の立場に耳を傾け、相手と関わっていくことがで
きるのである。 

ファシリテーターがこの状況をフレーミングしたとき、状況が一変した。その地
域でも大規模な店舗をいくつも経営している女性が前に出て、「私はそういうこ
とを目撃したら介入して、パンクの若者たちを擁護します」と発言した。会場内
はシーンと静まり返った。「本当にそうしてくれるんですか？」と一人のパンク
の若者が明らかにこのやりとりに感動した様子で、信じがたいといった面持ちで
聞いた。「ええ、本当にそうします」とその経営者は認めた。 

分析:  主流派の攻撃者から自分が属する以外の集団を守る、と発言することによ
って、その人たちは地域共同体となる。彼らはもはや主流派の一部なのではない。
なぜなら、今や彼らは以前とは変わって「私たちは皆で話し合う」という文化に
属するようになったからだ。これは、相手に投影し続けることによって機能する
主流派のあり方とは対極に位置する。この集会の後も継続した対話の基盤を創っ
たのはまさにこの瞬間だった。構造レベルでは、「他者」を襲う外部の存在、と
いうのも、実はこの集団のゴーストロールである。この視点から見れば、両者と
も相手を守ると約束したことは、グループ内で対話を将来的に続けていくことへ
のコミットメント、と解釈することができる。 
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この段階で、これまで発言しないでいた事業関係者の人が、「私たちは同じスペ
ースを共有している者どうしなのだから、フォーラム参加者として『彼ら』とい
う言い方をするのはやめて、『私たち』という言い方にしませんか」と提案した。
この意見は会場全員の大きな拍手で迎えられた。今度はパンクの若者の一人が同
じ方向で提案をした。私の覚えている限りでは、彼は次のように発言した。「こ
の集会からは何も生まれないと皆思っていた。でも今ではお互いに態度が柔らか
くなり、前よりずっと距離が縮まった。これは予想以上の出来だ。もしかしたら
和解するときが来たんじゃないかな。これから３ヶ月間皆ベストを尽くしてみて、
うまく行ったかどうかを見てみればいい。もし一方がつい相手に何かをしでかし
ても、相手の側はそれを自分の差別感情を取り戻すいい訳にしないで、今晩のこ
の感情を思い出すべきだ。３ヶ月後にまた皆で集まって、どうなったかチェック
しよう」 

ファシリテーターの一人が、「今晩の感情を忘れているような人がいたときに、
その人に思い出させる努力をしようと思う人はどのくらいいますか？」と聞くと、
たくさんの手が挙がった。 

フォーラムは終わった。すべての立場の人がお互いの参加を感謝し合い、拍手を
贈った。テントの中は、ほとんど祝祭のようなムードが満ちていた。以前は残虐
さを非難されていた警察にも、参加したことに対して感謝の拍手が贈られた。会
の途中で、社会活動家グループの一人が、警察のことをファシストと呼び、権力
の乱用を非難する場面があった。それに対して警察署長は、「私たちはベストを
尽くしていますが、いつも完璧であるわけではありません」と答えていた。そし
て、通勤者を暴行した者を逮捕しようとしたが、プロボクサーだったので警官た
ちがひどい殴られ方をした、という例を挙げて、警察の任務がときにはかなりハ
ードなものになり得ることを付け加えた。そして参加していた分署長は二人とも、
ファシスト呼ばわりされると傷つくことを認めた。パンクたちは徐々に静かにな
り、耳を傾け、そしてうなずいた。 

 

おわりに: 



すばらしいファシリテーションとチームワークをしてくれ、集会の間中楽しい気
分を忘れなかったルーカスに心から感謝している。そしてＳＩＰ（Security-
Intervention-Prevention:チューリッヒ市のトラブルシューティング・チーム）に
も感謝の意を表したい。チューリッヒのマスコミはこのイベントのことを、「画
期的な試み」と称えた。ルーカスは今でも、毎月一度、円卓会議を開くことを決
定した今回のグループとの仕事を続けている。この会議は２００３年夏から続い
ており、都市生活の新しいモデルを創り上げた。この会議はだれでも参加できる
もので、警察、地域の行政関係者、商店組合関係者だけでなく、非主流派のグル
ープからもたいてい少なくとも一人は参加者がある。シュタドルホッフェン広場
の雰囲気や問題のレベルは、根本的に改善した。進歩的なチューリッヒ市の行政
当局、特にこのプロジェクト全体を開かれた態度で支持してくださった行政評議
委員のモニカ・ストッカー女史に感謝の意を表したい。 

上記のオープン・フォーラムの雰囲気を味わっていただくために、以下にスナッ
プ写真と新聞の切り抜きを掲載した。 

 

あらゆるグループから参加者が集まったチューリッヒ市でのオープンフォーラム 
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http://www.maxfacilitation.net/stadiforum.jpg


 
 

アシとマックス。市民集会の後で。フォーラムで彼女はパンク派代表として雄弁に意見を述
べるなど、中心的な存在として活躍した。 

 

フォーラム開催の責任者であるＳＩＰチームと、その飛び入りメンバーたち。地元のパブで
フォーラム後の反省会を開いているところ。右から順に Bivoldzic Ibrahim、 Gabriela 

Merlini dos Santos、 Lukas Hohler、 Michael Herzig、 Christian Fischer、そして Max 
Schupbach) 
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スイスの新聞「 20 Minuten」に掲載された記事の切り抜き。 
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