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前書き	 

	 

	 いま、平和教育は、急激に成長しつつある、緊急の分野であるのですが、この本は、なんという

ありがたい貢献であることでしょうか。	 平和はわたしたちの DNA に刻まれているわけではありま

せん。平和を育てるには、平和を教育する必要があります。これはわたしたちのすばらしい先人、

ベティ・リアドン教授が言った言葉です。	 

	 あなたが平和教育の分野で働いていると言うと、他人は「なんとすばらしい」と感動するかもし

れませんが、現実にそれがどんなことかわかっているとは思えません。The	 Global	 Campaign	 for	 

Peace	 Education は、1999 年 5 月のハーグ平和アピールの会議から生まれました。わたしたちは次

のような定義に合意しました。	 

	 「平和教育というのは、人権、ジェンダー平等、軍縮、社会的経済的正義、非暴力、持続可能な

開発、国際法のための教育であり、また、これらの課題についての教育である。」for	 and	 about	 

	 後に、このリストに、「伝統的な平和の実践」を付け加えることにしました。そして、わたした

ちは、平和教育の方法論に、クリティカル・シンキング、省察と参加を含むべきだということに同

意しました。これらは、平和教育として大事なだけでなく、すべてのレベルの教育におけるすべて

の教授法において、取り込まれ、統合されているべき要素でもあります。	 

	 この本は、具体的な平和教育実践の他のテキストと同じく、学校教育であれ、社会教育であれ、

教育に従事するあらゆる教育者たちが、	 平和というのは包括的な概念であり、かつ状態であるこ

とを理解し、それは伝統的な講義とノート取りとテストという枠組みでは学ぶことができないのだ

ということを理解することを助けてくれることでしょう。実際、平和教育というのは、多くの教科

に取り入れることが可能なのです。わたしたちが、そしてわたしたちの家庭が、地球が、生き延び

ようと思うのであれば、平和の文化が、現在の暴力の文化に置き換えられなければなりません。暴

力に寛容であるということは、寛容であるという域を越えています。	 

	 すべての世紀を通じて、もっとも暴力的であったのは 20 世紀だと言われることを、わたしたち

は心密かに期待しています。なぜなら、人びとは戦争に倦み疲れ、貴重な資源が人間の安全保障の

ために活用されないことに対して怒っているからこそ、21 世紀は非暴力的なものへと超形成されて

いくだろうと思うからです。にもかかわらず、二つの大きな戦争がこの新しい世紀の始まりであっ

たとは、本当に想像するのも難しいほどです。ひとつは戦闘員と市民に	 対する大惨事、死、破壊、

拷問、強姦、トラウマと、もう一つは土地、海、空に対する恒久的な環境破壊です。	 

	 世界は、これ以上、戦争のコストを担うことはできません。人びとは、戦争難民、環境難民が激

増し続ける中、貧困がまるで流行病のように広がり、教育、保健衛生、職業訓練などのニーズのた

めのお金が、武器を買うためにかすめ取られていくことに、もう我慢できないのです。	 

	 教育省の大臣たちが、彼らの責任は、未来の世代が読み書き算を学ぶだけでなく、彼らが、社会

の、思慮深く、また責任あるメンバーになるように、また、お金のためにではなく、変化のために
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学業を修めようとするように準備することを含んでいることを理解した時、わたしたちは、平和の

文化を創造することに貢献できたと、胸をなでおろすことでしょう。	 

	 そのことに貢献してくれたロレッタとジャスミンに感謝します。そして、このすばらしい本を

GCPE に捧げくれたことを。この本は以下から入手可能です。	 

	 

www.(world	 without	 war)	 haguepeace.org.	 	 

	 

CORA	 WEISS	 

President,	 Hague	 Appeal	 for	 Peace	 	 

Former	 President,	 International	 Peace	 Bureau	 
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序	 

	 

	 人類は、新しい、よりよい明日をつくるために、過去から学ばなければならない。ひとつの

学ばれたことは、暴力でおおわれつくした歴史が繰り返されることを阻止するために、平和、

非暴力、寛容、人権、民主主義の価値観がすべての女性男性、老若、子どもも大人も、学ばれ

なければならない。	 

	 

	 いま以上に、平和の文化を築くのにふさわしい時はないでしょう。わたしたちの社会的責任

の大きさがいまより大きいときもないでしょう。また地球上に盤石の平和を確実にするための

任務が大きいときもないでしょう。今日の世界は、問題とチャレンジが相互につながりあって

いるのです。	 

	 これらの大きさだけを考えても、わたしたちすべてが、協力しなければならないことは明ら

かです。地球規模での平和と和解に向けた努力は、信頼と対話と、協力に根ざした協同的アプ

ローチによってのみ、成功するでしょう。そのために、わたしたちは、平和の文化のための大

連合を、特に、若い人たちの前向きな参加と関与によって、成し遂げなければなりません。	 

	 今日の世界は、平和の文化が新たな人間性、内的な一体感と外在する多様性に基づいた新た

なグローバルな文明の要素と見られるべきです。平和の文化が花開くとき、わ	 たしたちは、力

から理性へ、対立と暴力から対話と平和へと移行するための必要条件となる心構えを作り出せ

るのです。平和の文化は、安定した、進歩的な、繁栄した世界を、すべての人のためのものと

して、支援する基盤を提供するでしょう。	 

	 1999 年の国連総会で The	 Declaration	 and	 Programme	 of	 Action	 on	 Culture	 of	 Peace	 [	 UNGA	 

resolution	 number	 53/243]が締結されたことは、大きな流れでした。九ヶ月にもわたる交渉を、

議長としてリードできたことは、本当に誇らしいことでした。結果、歴史的な、ものごとの規

範となる文書を採択することができました。この文書は、国連の歴史の中でも重要な伝説とし

て、何代にもわたって語り継がれることでしょう。	 

	 

	 国連の仕事は、幅広く市民社会から支持されることで、引き立てられます。わたしたちは、

いま、国連 The	 International	 Decade	 for	 a	 Culture	 of	 Peace	 and	 Non	 Violence	 for	 the	 Children	 

of	 the	 World の最終年にいます。この 2001 年から 2010 年の 10 年間、平和の文化のためのグロ

ーバルな運動を導いてきました。	 

	 わたしたちの文明が、時々に、人間の欲望、独善、野望、ゼノフォビアのもろさにどのよう

に屈服してきたかをふりかえる時、平和の文化の必要性は、特に今日の世界において、明白で

す。わたしたちは、極悪な行動が、公共的な益のためというベールをかぶってなされてきたこ



序	 ５ 

とを見てきました。実際には、それらの行動は、一握りの権力者、それが、経済におけるもの

であれ、政治であれ、軍事であれ、宗教であれ、彼らのためになされたにもかかわらず、です。	 

	 

	 平和の文化を推進するためにもっとも重要な方法は、平和教育です。平和教育は、世界中で、

すべての社会で、国々で、平和の文化を創造していくための必須要素として受け入れられるべ

きでしょう。わたしたちの時代の複雑さを思う時、いまの若い人たちは、根源的に異質な教育

を受ける必要があるでしょう。	 

	 

「戦争を賛美するのではなく、平和、非暴力、国際協力を	 教える教育」です。	 

	 

	 彼らは、彼ら自身のために、そして彼らが生きる世界のために、平和を創造し、育てるため

のスキルと知識を必要とします。	 

	 マリア・モンテッソーリが、とても適切に言語化したように、暴力的な生き方を望む人は、

若い人びとをそこに向けて準備します。しかし、平和を望む人びとは、子どもや青少年を無視

し、平和に向けて彼らを組織化することができませんでした。しかし、ここ数十年の暴力と人

間の不安全の歴史は、今日の教育において、平	 和に暮らす技が子どもたちに教えられるべきだ

という認識が広がって来ています。その結果、多くの国々において、平和の概念、態度、価値

観、社会的スキルは	 学校のカリキュラムに取り入れられるようになってきました。学校におけ

る認知的な学習に過剰な強調が置かれていることで、子どもたちの感情的、社会的、道徳的、

人間的な側面の発達が犠牲になってきたことは、手痛い間違いであったことが、ますます認識

されるようになってきました。	 

	 平和教育は、単に、	 対立と対立の解決について学ぶことを意味しません。平和教育は、若い

人びとが彼らのアイデアを表現し、生活の中から、地域から、そして社会から暴力を根絶	 する

ために互いに協力し、参加することを含んでいます。平和教育は、それぞれの国のニーズや希

望、社会的文化的文脈に沿ってなされることが、より効果的です。普遍的な人間の価値ととも

に、文化的精神的価値によってより豊かに実践されるべきです。グローバルなつながりも必要

です。そのような学習は、意図した、持続的な、システマティックな平和教育の努力なしで、

達成することはできません。そのような平和教育こそが平和の文化へ導くのです。	 

	 UNICEF	 では、平和教育は「子どもたち、若い人たち、大人たちに、対立と暴力を、表面的に

明らかなものも、構造的なものも含めて、予防する;対立を平和的に解決する;	 平和のためにな

る条件を創造する;	 ことができるようになるための知識とスキルと態度と価値観を向上させる

プロセスである。その対立とは、人間関係、グループ間、国家間、国際的なレベルのも	 のをす

べて含むものである」と簡潔に定義しています。	 

	 若い世代が世界についての学び、その多様性を理解することが、いま以上に重要になったこ
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とはありません。子どもたちが、互いに非攻撃的に関わる方法を見つけるように教育する任務

は、第一義的に重要です。すべての教育機関が、生徒を、充実した人生のために準備するだけ

でなく、世界の責任ある、生産的な市民であることを準備する機会を提供する必要があります。

そのために、教育者は、一人ひとりの、そしてすべての若い心の中に、平和の文化を耕す包括

的でエンパリングなカリキュラムを導入する必要があります。	 

	 The	 Global	 Campaign	 for	 Peace	 Education「平和教育のためのグローバル・キャンペーン」

は、この目的のために、意味ある貢献をなし続けるでしょうし、わたしたちも引き続きそれを

支援していくものです。	 

	 人びとは、平	 和教育を小さい子どもの時から行うべきかどうか、よく問います。わたしは、

どちらかというと、すべての年代に平和教育は適切だと信じています。教え方が、年齢にあわ

せられればよいだけです。年少の子どもにとっては、視聴覚教材や相互交流のある教え方がよ

いでしょう。最初は、堅苦しくない学級のあり方が、助けになるでしょう。そのようなやり方

は、現状の社会科や総合的な知識を扱う授業について、適用できるでしょう。	 

	 学校の子どもたちに多様性に対する寛容、理解、尊重という価値を教えることは、世界のさ

まざまな国々、地理、歴史、文化に触れさせることで、可能です。適切なレベルであるならば、

カリキュラムには人権、国際法を支配しているルール、国連憲章、わたしたちのグローバルな

組織の目標、軍縮、持続可能な開発、その他の平和の問題を含めるべきで	 す。若い人たちがこ

のプロセスに参加することは、必須です。彼らが、わたしたちの社会から暴力を根絶やしにす

るために互いにどのように協力するか、について、彼ら自身のアイデアをインプットすること

は、十分配慮されなければなりません。	 

	 生徒が問題を理解する能力を高めることに加えて、平和教育は、生徒をエンパワーすること

を、特に目標としています。彼らの人生において、そして、彼らの生きているあらゆる相互作

用において、平和と非暴力の担い手となるために、彼らのレベルにふさわしいエンパワメント

です。	 

	 暴力の無い世界という目標を、さらなるコミットメントと貢献と、終わりなき情熱をもって、

追求してまいりましょう。この本は、世界の人びとにとって、わたしたちすべての、平和と非

暴力への生来的な権利を確保するために、力強いツールとなるでしょう。 

 

AMBASSADOR ANWARUL K. CHOWDHURY 

Former Under-Secretary-General and High Representative of the UN
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第 1 章	 平和と暴力を全的に理解する	 

A	 Holistic	 Understanding	 of	 Peace	 and	 Violence	 

	 

	 平和についての新しい考え方は、今日、とても重要です。わたしたちが、状態としての平和、そ

して一つの価値としての平和をどう理解し、どう見るかの力を、低く見ることはできません。とい

うのも、わたしたちのアイデアが、わたしたちの感情と行動を形作り、わたしたちがどう生きるか、

他の人とどう関係するかを規定するからです。このためフリチョフ・カプラ Fritjof	 Capra は『タ

ーニングポイント』という有名な本で、概念と価値観についての考え方を変えることが、今日の多

くの問題を解決するために必要な最初のステップだと論じているのです。	 

	 

	 

平和についての非宗教的な見方・概念	 

Secular	 Views/Concepts	 of	 Peace	 and	 Violence	 

	 

	 平和について書かれたものが示しているのは、平和は戦争や直接的な暴力が不在であることと定

義されているということです。この否定的な定義は、1625 年に	 Hugo	 Grotius によって提示されま

した。(Dobrosielski,	 1987)この簡単な、そしてもっとも広く受け入れられている平和についての

理解は、戦争や物理的/直接的暴力の帰結としての死や破壊の不在ということであり、平和研究の

初期の出発点として使われたものであったのです。(Thee,1982)	 

	 

	 1966 年にもなってやっと、フランスの哲学者レイモンド・アーロン Raymond	 Aron が、平和を「政

治的単位の間の暴力的な対抗関係が多少なりとも継続している状態」と狭義に定義しました。他の

哲学者同様、彼もまた、平和を戦争やその他の組織だった暴力の直接的な形の不在と定義したので

す。	 

	 しかしながら、1960 年代後半にはそれに対抗する見方が表れ始めました。直接的なものから間接

的なものへ、あるいは構造的なものへと、関心が移ったのです。それらは、人びとが、社会的政治

的経済的なシステムを通して、社会に組み込まれた暴力によって苦しめられることです。

(Hicks,1987)	 死や破壊を引き起こすのは、戦争と直接的な暴力だけではないということが認識さ

れ始めたのです。構造的な暴力もまた、死や苦しみを、そこから由来する条件によって、引き起こ

します。極端な貧困、飢餓、避けることのできる疾病、マイノリティに対する差別	 や人権の侵害

などです。以上にあげたような条件がある世界は平和も人権も奪われているということが、わかっ

てきたのです。そのような世界は怒りを培い、緊	 張を高め、武力闘争や戦争につながるのです。
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このような関係から、著名な平和論者であり、研究者であるヨハン・ガルトゥング Johan	 Galtung

は、豊かな国々、グループ、個人の富が、国、グループ、個人の必須資源と労働に基盤をおいてお

り、そのために、彼らが生活を収奪されていく	 ことになる場合、構造的な暴力が起こるのだと論

じています。(Monez, 1973)	 

	 

	 

平和と暴力についての全体的な概念に向けて	 

Toward	 a	 Holistic	 Concept	 of	 Peace	 and	 Violence	 

	 

	 過去何年もの間、平和活動家たちは、この平和についての伝統的なものの見方を変えさせようと

努力し続け、「平和とは、戦争の欠如や非暴力のことではない。平和とは、不正義のすべての現れ

を撲滅することである」ということを認めさせようとしてきました。(Cheng	 and	 Kurz,	 1998)	 わ

たしたちが、本来的な平和の文化へ移行しようと思うのなら、平和についての包括的な視野を持つ

必要があることは、すでに合意されています。	 

	 ガルトゥングは、平和は暴力の不在のことであり、その暴力とは個人的あるいは直接的なものだ

けではなく、構造的で間接的なものも含んでいるのだと説明します。構造的暴力の広がりは、富の

高度に不均衡な分配と、そのような資源についての意思決定のパワーの不均衡な分配でもあるので

す。彼は、平和は個人的/直	 接的暴力の不在と社会正義の存在の両方であると言います。さらに大

胆に言うとすれば、彼は、「暴力の不在」と「社会正義の存在」の方程式を好んで用います。	 前

者は、プラスに定義される条件ではなく、そのため消極的な平和と呼ばれ、後者は、プラスに定義

される条件であり、(パワーと資源の平等主義的配分を実現する)積極的な平和と呼ばれています。

(Galtung,	 1995)	 

	 まさに、平和研究者、教育者たちは、平和の概念を二つに分けること、平和というのが、消極的

な平和と積極的な平和というアイデアで捉えられるのだということに満足しているように見えま

す。消極的な平和というのは戦争や物理的/直接的暴力の不在	 を意味し、積極的な平和というのは、

正義と非収奪的関係の存在、そしてまた、対立の根本原因がなくなった人間的生態系的健全さを意

味するのです。	 

	 上述した非収奪的関係というのは、人間の間だけではなく、人間と自然の間にもあてはまります。

自然との平和というのは、「積極的平和」の基盤であると考えられています。(Mische,	 1987)	 そ

れは地球が、究極的にはわたしたちの生存、物理的維持、健康と富の源であり、もしも、自然の再

生力が、深刻に傷つけられたら、人間の生き残りを保障することはできないからです。人間の行動

は、基本的資源の入手可能性に密接につながっていることを覚えておくべきです。(Barnaby,	 1989)	 

資源が不足し、生活様式や生命そのものが脅かされる時、資源を巡る抗争は激化し、暴力的な対立

に発展するでしょう。	 
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	 下記のダイヤグラムは、包括的な平和の概念についてのここまでの議論をまとめたものであり、

消極的な平和、積極的な平和のアイデアに対応した暴力のタイプを示しています。	 

	 

	 

	 

	 わたしたちの平和についての理解は、さまざまなレベルの関係を含みます。個人的な平和から始

まり、より大きな円へと拡大するのです。	 

	 

 
図 1:	 平和を定義する 
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↓←←	 	 	 ←	 	 	 	 ←	 	 平和	 	 →	 	 →	 	 →	 	 →↓ 
消極的平和     積極的平和 
直接的/物理的暴力の不在   健やかで正義にのっとった関係 
(マクロなレベルでもミクロなレベルでも)	 	 社会的経済的、政治的、生態系的 
↓       ↓ 
直接的暴力    構造的暴力:例	 貧困、飢餓 
例えば、戦争、拷問、	 	 	 	     ↓ 
子どもや女性に対する酷使  社会分的暴力:例	 人種差別主義、 
↑      宗教的不寛容 
↑       ↓ 
↑     生態系的暴力:	 例	 汚染、過剰消費 
↑←	 	 	 ← ←	 	 ←	 	 ←暴力→→	 	 	 → 	 	 	 →↑ 
	 

	 

図 2:	 平和のレベル	 

	 

聖なる源とのハーモニー	 人類と地球、そしてさらにその先の存在との平和 
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自然とのハーモニー	 	 	 グローバルな平和	 	 	 グループ間/社会的平和	 	 個人の間の平和	 	 

自己とのハーモニー	 	 	 個人的平和	 自尊、内的源、愛、希望 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 他者への尊重	 正義、寛容、協力 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 国家の内部における他のグループに対する尊重	 正義、寛容、協力 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 他の国家に対する尊重	 正義、寛容、協力 

	 	 	 	 	 	 	 	 環境への尊重	 持続可能な生き方、シンプルなライフスタイル 

	 

暴力のタイプ	 	 	 	 Types	 of	 Violence 

	 

	 ベティ・リアダンは、平和教育の分野で大きな貢献をした平和教育者ですが、暴力を「人間的に

引き起こされた害」と定義しています。(Reardon,	 n.d.)	 暴力を、その他の自然に引き起こされ

る害と比較して、その構成するものは何かについて、必要十分な描写です。	 

	 暴力にはさまざまな形がありますが、ここまでの議論では二種類の暴力について言及してきてい

ます。物理的あるいは直接的暴力と構造的な暴力です。暴力の他の形は、Toh	 Swee-Hin	 and	 Virginia	 

Cawagas(1987)が作った暴力についての概念図に描写されています。それは、さまざまなタイプ、

形の暴力と、それぞれのタイプの暴力について、	 個人的、個人間、社会的、地球規模的な事例と

説明を含む分類学です。	 

	 

図 3	 暴力の分類	 

(Toh	 Swee-Hin と Vieginia	 Cawagas によるまとめより作成)	 	 
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	 Birgit	 Brock-Ume(1989)は、直接的な暴力は、組織的であるか組織的でないかに分類されると付

記します。そして間接的な暴力は、戦争のことであり、彼女は、国家あるいは国内で起こる組織立

った、集団的な暴力であると描写しています。非組織的暴力は、妻を殴る、強姦、児童虐待、路上

での犯罪を含みます。彼女は、間接的暴力は、寿命を縮めるか、QOL＝Quality	 of	 Life 生きること

の質を減じること、経済的構造が機会の不平等を引き起こし、言論の自由、自己実現の洗選択の抑

圧につながるといいます。それが間接的暴力の特長なのです。	 
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平和の文化	 	 A	 Culture	 of	 Peace	 

	 

	 UNESCO は、「戦争は、人の心に起こるので、平和を守る人のこころを建設しなければならない」

と前文にいいます。ミッションを遂行するために、UNESCO は平和の文化プログラムを開始し、それ

が地球規模の運動になることを期待しました。平和の文化宣言は、1999 年には国連総会でも受託さ

れるにいたりました。	 

	 

	 平和の文化とは何でしょうか?	 宣言(UN,1998)は「平和の文化は価値観、態度、伝統、行動のモ

ードと生活様式のセットのことであり、次のような側面を持ち、またうながすものです。	 

• 命とすべての人権の尊重	 

• いかなる形であれ、暴力を拒否し、あるいは暴力的対立の予防に尽力する。対話と交渉を

通じて、できる限りその根本的な原因に取り組む。	 

• 現在および未来の世代のニーズに応えながら、平等なプロセスへの充全な参加に尽力する。	 

• 女性と男性の平等な権利と機会をすすめる。	 

• すべての人の表現、意見、情報の自由の権利を認める。	 

• 自由、正義、民主主義、寛容、連帯、協力、多義性、文化的多様性、国の間、民族、宗教、

文化その他のグループの間、個人の間の対話と相互理解の原則に努力する。	 

	 

	 

平和の文化に向けたフィリピンの取り組み	 

A	 Philippine	 Framework	 toward	 a	 Culture	 of	 Peace	 

	 

	 フィリピンにおいては、平和の文化の枠組みは、国内の平和擁護者たちの経験と省察から作り出

されました。下記の数字は、この枠組みを図示したもので、ミンダナオの平和擁護者である Antonio	 

J.	 Ledesma,	 S.J.,	 Archbishop	 of	 Cagayan	 de	 Oro	 (Ledesma,	 2007)の著書から引用しています。	 

	 

図 4:	 平和の文化を促進する:	 6 つの側面と作業的価値	 

	 

I. 社会的継続性	 個人的親族的統合	 スピリチュアリティ	 
II. 政治的継続性	 人権と民主主義	 正義 
III. 経済的継続性	 貧困の撲滅	 共感 
 
文化間理解と連帯	 対話 
軍縮と憎悪の停止	 積極的な非暴力 
環境保護	 スチュワードシップ 
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	 上記の図では、6 つの側面と 6 つの価値観が示されています。これらの分類ですべてを網羅した

とは言えませんが、主要な関心と平和の文化を建設するために必要なものはカバーされています。

平和の文化を確立するという目標へと近づくためには、個人的、家族的統合が守られており、推進

されることは、絶対に重要なことです。わたし自身を保つこと、家族がともにあることは、彼らを

取り巻くさまざまな形での破壊を見るとき、平和の文化の基盤だと言わざるを得ないでしょう。人

間の尊厳、根本的な自由、民主的参加、基本的ニーズの充足、経済的平等を尊重することは、この

枠組みにおける主要な関心事です。というのも、これらは平和の根っこであるからです。	 

	 同様に、文化館の相互理解あるいは受容、「異なる他者」の尊重は、環境の保全と同じように、

平和に貢献するでしょう。武装対立がいまも続く脅威である中で、武装した憎悪は、「武器から農

地へ」希少な資源を移行すること、人びとの利益を損なうような活動のために、資本をつぎ込むこ

とと同じように、大きな関心事なのです。	 
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	 これらの側面それぞれに呼応する価値観は、精神性、正義、共感、対話、積極的な非暴力、地球

に対する保護と一体感です。これらの価値観は、次の章でさらに詳しく論じていきます。	 

	 

	 

広義の平和概念を持った文化的伝統	 

Cultural	 Traditions	 with	 a	 Broad	 Concept	 of	 Peace	 

	 

	 「イレーヌ」というギリシャの概念は、暴力の不在だけでなく、ハーモニーと正義を意味します。

同様に、アラビア語の「サラーム」とヘブライ語の「シャローム」	 は、戦争がないことだけでな

く、健全さ、全体感、自分自身との、そして、他者との、地域共同体内での、国家間のハーモニー

を意味しています。「シャローム」は愛、健康さ、繁栄、物品の再配分および和解も意味します。

サンスクリットの概念である「シャンティ」は、スピリチュアルな満足を意味するだけでなく、心

の平和、地球の平和、海表面の下の平和、宇宙の平和、宇宙的な視点からの平和までも意味します。

中国語の「ピン・平」は、ハーモニー、多様性の中から一体感を達成することを意味し、古代中国

の陰陽の原理に表されているような、対立するように見える要素を統合する考え方に比較すること

ができるでしょう。(Barash,1999)	 

	 

	 平和について全的に理解するということは、永続可能な平和を希求するならば、何が本当に必要

かを批判的かつ現実的に分析した結果です。(つまり、暴力の否定とある種の積極的な条件の追求

の要求)同時に、全的な見方は、倫理的、文化的、歴史的根っこから来ており、今日の平和につい

ての考え方に影響を与えているものなのです。
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第 2 章	 超形成的教育としての平和教育	 

Peace	 Education	 as	 Transformative	 Education	 

	 

	 平和の文化を建設するための最大の資源は、人びと自身です。というのも、平和的な関係や

構造が創造されるのは、彼ら自身を通じてだからです。そのために、人びとを平和のエージェ

ントにするべく教育することは、平和構築のための中心的の課題です。平和構築というのは、

一般的に平和的な共同体を建設する長期的なプロジェクトを意味します。そのために、平和教

育が、重要な平和構築の方略であること(対立収拾後の状況においても同様に)そして、暴力的

な対立を防止するための効果的な方法であると、理解できることでしょう。	 

	 フィリピンの平和構築の枠組みでは、平和を求める人びとを構築することはとても重要な要

素として示されています。(Ferrer,	 2005)	 後者は平和の文化と議題を推進する教育を含みま

す。	 

	 

平和教育とは何か	 What	 is	 Peace	 Education?	 

	 

	 平和教育、あるいは、平和の文化を推進する教育は、本質的には超形成的であるものです。

それは、暴力的な対立を作り出し、過激化する人びとのマインドセット、態度、姿勢を超形成

しようとする知識の基盤、スキル、態度と価値を耕すものです。それは、人びとが非暴力と正

義と環境ほどとその他の平和的価値を実現する条件とシステムを生き、つながり、作り出すこ

とができる、個人的、社会的行動に対する気づきと理解をつくりだし、挑戦すること、関心を

持つことを求めることです。	 

	 

	 上記のようなことを描写するために事例をあげるとすれば、わたしたちは、平和教育は、ま

ず若い人びとあるいは成人の学習者に対して、ある特定の対立がどのような影響を持つか、そ

の意味するところを理解し、その対立の根本原因を知ること、代替案は何かを考えることを求

めるでしょう。それ	 から、省察、議論、見通しを持つためのテクニックを使うことを通して、

彼らはさまざまな視点を査察し、他の人の立場に立ってみて、暴力の犠牲者に対する共感を持

ち、彼らの視点に正統性はあるものの、わたしたちの視点とは異なる人びとを理解することを

求めるでしょう。	 	 	 

	 最後に、平和教育は、よく考え抜かれた代替案を彼らから引き出すことでしょう。その代替

案というものは、公正で、建設的である必要があります。そして、彼らに対立の解決と非暴力
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的な方法で、事態	 を超形成することように努力することを奨励するでしょう。	 

	 これは、平和教育で活用される学習のプロセスが全的で、学習者の認知的感情的行動的な側	 

面をとりあげようとしていることを意味します。通常の手順は、比較的新しい知識、強化され

た知識を伝えること、価値をはかる質問をする、議論などの参加型	 手法を使って、関心を引き

出し、適切な個人的、社会的行動を引き出す/挑む/奨励することを含みます。	 

超形成に向けた行動は、偏見や戦争の端ステムに	 反対する行動、あるいは社会経済的正義を求

める行動などがあるでしょう。認知感情、行動、すべてのレベルに注意することは、培われた

平和の視点あるいは価	 値が内化されることです。図 5 がこのプロセスを図で示しています。こ

の学習プロセスに合った特別な平和的教授学習法は、後の章で描写されることになっています。	 

	 

	 

図 5:	 平和的な教授学習のプロセス	 

 
認知的フェーズ 
(気づき、理解) 

 
行動的フェーズ     情緒的フェーズ 
(実際的な行動をとる)   (関心がある、反応する、尊重する) 
	 

なぜ平和教育なのか?	 Why	 Education	 for	 Peace?	 

	 

!! CHAPTER 2

perspective may also have legitimacy but whose perspective is di!erent from ours. 
Finally, peace education elicits well-thought out alternatives from them, those that 
are fair and constructive for example, and encourages them to work for the conflict’s 
resolution and transformation through nonviolent ways.    

 "is means that the learning process that is utilized in peace education is holistic 
and it tries to address the cognitive, a!ective and active dimensions of the learner. A 
usual procedure includes the introduction of relevant new knowledge or reinforced 
knowledge, posing valuing questions and using discussion and other participatory 
methods to cultivate concern, and eliciting/challenging/encouraging appropriate 
personal and social action. 

 "e action towards transformation may include action against prejudice and 
the war system, or action for social and economic justice. Paying attention to all these 
levels – the cognitive, a!ective and active – increases the possibility that the peace 
perspective or value that is being cultivated would be internalized. Figure 5 below 
illustrates this process in graphic form. Specific peaceable teaching-learning techniques 
that can go well with this learning process will be described in a later chapter.  
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	 ベティ・リアダンは、彼女の初期の著作「Comprehensive	 Peace	 Education:	 Educating	 for	 

Global	 Responsibility	 包括的な平和教育:地球規模の責任(1988)」で、平和教育というのは、

重要な社会的目的を持っていると言います。それは、現在の人間の条件を「社会構造や、それ

を作り出しているものごとの考え方のパターンを超形成すること」を求めています。彼女は、

この考え方を次の本でさらにすすめています。Learning	 to	 Abolish	 War;	 Teaching	 toward	 a	 

Culture	 of	 Peace 戦争を廃絶するために学ぶ:平和の文化に向けて	 (Reardon	 and	 Cabezudo,	 

2002)	 後者においては、平和教育の主たる目的は、社会的不正義をなくし、暴力を拒否し、戦

争を撲滅することだとしています。	 

	 悲しいことに、	 社会的不正義、戦争、その他の暴力は、わたしたち人間の条件になってきて

います。それらのせいで死、破壊、ひどい苦しみがもたらされたのに、人間はこの条件を超形

成する集合的努力を成功裏に遂行できていません。普遍的な平和教育によって、わたしたちが

必要な変化を求め、目標とする批判的大衆 critical	 mass を作り出す方向へと動けるかもしれ

ません。ハーグ平和宣言の議長であったコーラ・ワイスが言うように、	 

	 

	 「この新しい世紀が、歴史上もっとも暴力的で戦争にまみれた 20 世紀の伝説を受け継ぐので

ないとすれば、たくさんの問題が解決されなければなりません。これらのキャンペーンは、	 わ

たしたちが平和と戦争の廃棄のための種を撒きたいとおもうのであれば、必要なものです。し

かし、それらのキャンペーンのいずれもが、教育なしでは成功しないのです。ハーグ平和宣言

は、未来の世代の考え方や行動に、長期的な変化を維持したいと決意しました。わたしたちの

最善の貢献は、平和教育に取り組むことでしょう。」(Weiss,	 2002)	 

	 

	 フィリピンでは、ミリアム大学の平和教育センターやその他のグループが、平和のために教

育することは、現実的な代替案であり、倫理的な動機付けであると表明しています。	 

	 

平和教育は実際的な代替案である	 

Peace	 Education	 is	 a	 Practical	 Alternative	 

	 

	 平和のために教育することは、長期的にはわたしたちに、わたしたちが求める現実的な利益

をもたらすでしょう。すでに述べたように、人びとを、平和にかかわる多くの問題を非暴力的

で、人間的、生態系的な代替案と解決へと超形成するには、個人的、構造的変革が必要なのだ

と要求し、取り組もうとする批判的な大衆を作り出すには、平和教育が必要なのです。	 

	 具体的に言うと、わたしたちは、戦争が地球的安全保障システムの中核となる方法論であっ

たことを知っています。そのようなシステムは、無数の世代に悪影響を与えてきました。人間

のいのちというコストと並んで、物質的、環境的コストという意味でも。それはまた、生活の
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なかのさまざまな側面において、暴力を理屈の上で擁護してきました。そして、戦時性暴力、

性的奴隷、民族浄化、民族虐殺などのひどい事象を生み出しました。さらに、戦争は不可避で

あると広く信じられているのです。戦争はいわゆる国益を追求するために合理的な手段だとし

て受け入れられています。戦争は、その他の要素も引き連れてやってきます。軍備拡大、軍隊

の増加、さらに洗練された破壊的な兵器の開発、スパイ行動的な技術と科学技術の発展、人権

を二の次にすることを嬉々として受け入れること、敵に対する拷問などです。	 

	 平和教育は、戦争は避けられないのだという、永きにわたって信じられて来たことを疑いま

す。この信念は、その下に、暴力は人間性に根ざしているという考えがあるのです。この後の

章では、この問題を扱いますが、いまは、平和教育は人びとの、戦争は避けられないという、

マインドセットを変えることができるし、実際、人びとが、戦争の代りになるものは存在する

し、暴力的な対立	 を予防する方法もあるのだということを人びとに気づかせることができるの

です。	 

	 対立の非暴力的解決を政治的に提言することは、平和教育の鍵となる要素です。そして、こ

れが、わたしたちの世界における主要なマインドセットと価値になったとすれば、どれほど多

くの益がもたらされることでしょうか。	 

	 

	 ミクロのレベルでは、非暴力的な対立の解決についての教育、例えば協同による問題解決と

仲介のような教育が人間関係の質を向上させ、関係者の誰にとっても建設的で公正で、役に立

つ変化を望んだのでしょうか。このトピックは、第 9 章で扱います。	 

	 

平和教育は倫理的な命令である	 

Peace	 Education	 is	 an	 Ethical	 Imperative	 

	 

	 平和のために教えるというのは、どのような形であれ、すべての暴力によって生命の質と幸

せが否定されるかを考えた時、倫理的な動機付けがあります。主要な世	 界の信仰の伝統におけ

る倫理システム、人道主義的倫理、さらには初期的な、先住民的なスピリチュアリティにおい

てすら、平和を希求する心をかきたてる原則が作り出されています。これらの倫理的原則は、

人間だけではなくし全開の他の生命も含むいのちの一体性と価値、人間の尊厳の尊重、非暴力、

正義、愛が社会的倫理として含まれています。それらの原則は、実践に結びつけることが強く

求められており、それは、わたしたちに共通の善をもたらすと期待されているからです。	 

	 

知識・スキル・態度と価値観の枠組み	 

Schema	 of	 Knowledge,	 Skills	 and	 Attitudes/Values	 
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	 次に紹介するスキーマは、平和教育に必須の、中核となる知識の領域、技能、態度、価値を

リストにしようとする試みです。リストは、ミリアム大学平和教育センターによってなされた

平和教育についての文献、および中核となる情報提供者/平和教育実践者に対する調査に基づい

ています。リストは網羅的なものではなく、平和教育の実践と経験およびそれに伴う省察や洞

察などに伴って進化することが期待されています。図の中に出てくる主要な概念についての簡

単な説明が、図の次にあります。	 

	 

	 

	 

図 6:	 知識、スキル、態度/価値観の枠組み	 

 

Peace Education: A Pathway to a Culture of Peace !"

brief explanation of each item found in the schema.

#

#

ATTITUDES/VALUES
1. Self –respect
2. Respect for Others
3. Gender Equality
4. Respect for Life/
Nonviolence
5. Compassion
6. Global Concern
7. Ecological Concern
8. Cooperation
9. Openness & Tolerance
10. Justice
11. Social Responsibility
12. Positive Vision
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態度/価値観 
1. 自己尊重 
2. 他者への尊重 
3. ジェンダー平等 
4. いのちの尊重/非暴力 
5. 共感 
6. グローバルな関心 
7. 生態系的関心 
8. 協力 
9. 開かれた態度と寛容 
10. 正義 
11. 社会的責任 
12. 前向きなビジョン 
 
知識 
1. 平和についての包括的な概念 
2. 対立と暴力	 その原因 
3. いくつかの平和的な代替案 

軍縮 
非暴力のための哲学と実践 
対立の解決 
 超形成、予防 
人権 
人間の連帯 
民主化 
正義にもとづく開発 
持続可能な開発 

 
スキル 
1. 省察 
2. クリティカル・シンキングと分析 
3. 意思決定 
4. 想像力 
5. コミュニケーション 
6. 対立の解決 
7. 情動的な共感 
8. グループ形成 
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平和のための教育:	 

知識領域、スキル、態度/価値のリスト	 

Education	 for	 Peace:	 List	 of	 Knowledge	 Areas,	 Skills	 and	 Attitudes/Values	 

	 

知識/内容領域	 Knowledge/Content	 Areas	 

	 

平和教育に不可欠な知識あるいは内容のいくつかを紹介します。	 

	 

1.平和の全的な概念	 

	 生徒が、平和というのは、直接的/肉体的な暴力の不在のことではないということ、そして幸

せ、協力、人間と自然の間の正しい関係のことであると理解することが大切です。この観点は、

生徒が平和の問題を統合されたやり方で分析することを助けます。	 

2.対立と暴力	 

	 対立は人の社会生活の中の自然な一部ですが、どのように対立を解決するかによっては暴力

の種になってしまいます。生徒は、個人的なレベルから地球的レベルまで、直接的、構造的、

社会文化的、生態系的暴力など、さまざまな暴力の問題を学ぶことができるでしょう。彼らは、

暴力の根っこと結果を検査 examine	 することができるでしょう。	 

3.いくつかの平和的な代替案	 

	 (a)軍縮	 -	 学習者に、戦争をなくし、地球の軍事力と軍備を減らすという目標を伝えるこ

とができるでしょう。彼らが過剰な軍備と軍事費が馬鹿げていること、資源を人びとの基本的

なニーズ(食料、住宅、健康永世、教育など)を充足させることに振り向けることの論理を学ぶ

ことはよいことです。	 

	 これは、真実の人間の安全保障とは何を意味するかを探るための飛び板になるでしょう。人

間の安全保障というのは、基本的ニーズの充足と人間の高次のニーズの充足から生まれでるも

のなのです。	 

	 (b)	 非暴力	 -	 学習者は、非暴力の背景にある哲学・精神性を学ぶことができるでしょう。

また、変化に影響を与えるための方法としての効果のほども調べることができるでしょう。非

暴力を哲学として、そして方法論として弁護してきた個人やグループについて調べることもで

きます。Mahatma	 Gandhi マハトマ・ガンジー,	 Martin	 Luther	 King,	 Jr.マーチン・ルーサー・

キング Jr.,	 Aung	 San	 Suu	 Kyi アウン・サン・スー・チー,	 Thich	 Nhat	 Hanh ティット・ナット・

ハーン,	 Desmond	 Tutu デズモンド・ツツ、そして	 Wangari	 Maathai ワンガリ・マータイ.など

がリストとしてあげられます。	 

	 (c)対立の解決、超形成と予防	 -	 生徒は対立を非暴力的に解決するための効果的な方法を

学ぶことができます。(協同的問題解決など)そして、これらの方法がどのように日常に応用す
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ることができるか。彼らは、さらに、対立を解決した後、もっと望ましい状況へと超形成され

る姿を調べることもできるでしょう。対立を予防する方法も、探査することができます。なぜ

なら、ヨハ	 ン・ガルトゥングは、医療の分野と同じく、「うまくいかない状況を治療する」よ

り予防した方がよいのだと、言っています。	 

	 (d)人間の連帯	 -	 	 多様な宗教、文化、地域、国のグループをつなぐ多くの共通項がありま

す。すべての人間は、共通の基本的ニーズを持っていますし、希望や、相互依存している	 人間

の、そして地球規模のコミュニティに所属しています。わたしたちは、たった一つの家(地球)、

そして一つの未来しか持っていません。世界の主要な宗教には、共通の価値と原則があります。

生徒は、宗教間、文化館、グループ間の信頼、共感、尊敬、協力、増加させるにはどうすれば

いいか、そしてまたステレオ	 タイプや偏見を避ける方法を探します。	 

	 (e)正義に基づいた開発-	 学習者は、構造的な暴力の現実と悲劇的な結果について、そして、

正義に基づく開発という哲学が、より好ましい選択肢であることに批判的に気づきます。	 

	 (f)民主主義化	 -	 学習者が、民主主義が人びとの基本的な権利、関心と願いが尊重される

べき環境を提供するものだということを理解することは大事なことです。	 

	 g)	 持続可能な開発	 学習者は、人間と自然環境の間の相互依存関係、そして、地球の生態系

の健全さを保つために、いまのニーズと将来のニーズの両方に応えるために必要な変化を理解

する必要があります。彼らは、自然を常に尊敬していたわたしたちの先住民の知恵に学ぶ必要

があります。	 

	 

態度と価値観	 	 Attitudes/Values	 

次のような態度と価値観が醸成されるように提言されています。	 

1.自尊感情	 Self-respect	 

	 彼ら自身の価値観に気づくこと、そして、自分自身の特別な社会的文化的、家族の背景、そ

して前向きな変化に貢献するこができる彼ら自身の力やよい点についても意識していること。	 

2.他者の尊重	 Respect	 for	 Others	 

	 他の人々の価値と引き継いできた尊厳に気づき、社会的宗教的文化的家族的な背景が、自分

自身のものとはつがうということを認識する。	 

3.いのちと非暴力の尊重	 Respect	 for	 Life/Nonviolence	 

	 人間のいのちに価値を置き、対抗勢力や対立の状況に反応することを拒否し、協同的な問題

解決やその他の前向きなテクニックなどの非暴力的なプロセスを、物理的暴力や武器の使用よ

り好むこと。	 

4.ジェンダー平等	 Gender	 Equality	 

	 女性が男性と平等な機会を享受する権利を持っていること、濫用、収奪、暴力から自由であ

ることを尊ぶ。	 
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5.共感	 Compassion	 

	 他の人々の苦境、苦しみに対する感覚、周辺化された人びと、排除された人びとに対する深

い共感とやさしさをもって、行動すること。	 

6.地球規模の問題に対する関心	 Global	 Concern	 

	 人間の社会全体に対する心配りするということは、彼らの国や地域/民族の共同体に対する関

心を越えるものである	 

7.生態系的関心	 Ecological	 Concern	 

	 自然環境に対する心配り、持続可能な生活やシンプルなライフスタイルを好むこと。	 

8.協力	 Cooperation	 

	 共通の目標を達成するために、協同的なプロセスや協働の原則に価値を置くこと。	 

9.開かれた態度/寛容	 Openness/Tolerance	 

	 成長と変化のプロセスに対する開かれた態度。同時に、他の人々の考え、信念、経験を、ク

リティカルではあるが開かれた心で受け止めること。わたしたちの世界におけるスピリチュア

ルな伝統、文化、表現の形の豊かな多様性を尊重すること。	 

10.正義	 Justice	 

	 他の人々に対する公正さの感覚をもって行動する、平等の原則を高く掲げる。すべての形で

の収奪と抑圧を拒否する。	 

11.社会的責任	 Social	 Responsibility	 

	 正義、非暴力、幸せによって特長づけられる社会を創ろうとすることに貢献する行動を喜ん

で取ろうとすること。現在と未来の世代に対する責任の感覚があること。	 

12.前向きなビジョン	 Positive	 Vision	 

	 彼らが望ましいと思う未来を、希望を持って想像し、彼らに可能な方法で、その実現を追い

求めること。	 

	 

スキル	 Skills	 

育てられるべきスキルには以下のようなものがあります。	 

1.省察	 	 Reflection	 

	 省察的思考あるいは理性を活用する。それを通して、自分たち自身についての、そして他者

および地球に生きるものとのつながりについての理解を深める。	 

2.批判的思考と分析	 Critical	 Thinking	 and	 Analysis	 

	 問題に対して、開かれた、しかし、クリティカルな心で向き合うことができる力。証拠を調

査、問い、評価、解釈する方法を知っていること。偏見や根拠のない主張を疑い、反論するこ

とができる力。証拠と論理的な議論があれば、自分の意見を変えることのできる力。	 

3.意思決定	 Decision-making	 
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	 問題を分析し、問題解決の代替案をつくり、代替の解決を利点と不利な点の両面から分析し、

より望ましい決定に到達し、意思決定を実践するための計画を準備することのできる力。	 

4.想像力	 Imagination	 

	 新しいパラダイムや新しい、望ましい生活や関係性のあり方を創造し、想像する力。	 

5.コミュニケーション	 Communication	 

	 心をこめて共感的に聞き、考えやニーズをはっきりと、非攻撃的な方法で表現することがで

きる力。	 

6.対立の解決	 Conflict	 Resolution	 

	 対立を客観的でシステマティックな方法で分析する力、幅広い非暴力的解決を提案する力。

対立の解決をするスキルは、適切なアサーション、対話、傾聴、協同的問題解決を含みます。

コミュニケーションのスキルは、対立の解決における重要な基本的なスキルです。	 

7.情動的共感	 Empathy	 

	 他の人やグループの視野を知り、その人やグループがどのように感じているかを判じること

のできる力。学習者自身の視野を広げることを助けるスキルでもある。特に、公正で建設的な

代替案を探ることにおいて有効である。	 

8.グループを形成する	 

	 互いに協同的に、共通の目標に到達するために行動する。協力とグループ形成は、メンバー

同士の互いの承認と奨励によって促進される。想定としては、すべての人は、なんらか貢献す

るものを持っているし、すべての人は、解決の一部であるということである。
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第 3 章	 平和教育の包括的なスコープ	 

The	 Comprehensive	 Scope	 of	 Peace	 Education	 

 

	 平和教育の内容と方法は多次元的でホリスティックです。それはたくさん太い枝の茂った大きな木

にたとえることができるでしょう。平和教育は世界各地で展開され、進化したがために、そこでとり

あげられる課題やそのすすめ方は、多岐にわたります。また平和教育には、過去 50 年の進歩的な教育

や革新的な社会運動の成果が反映されています。それらの「教育群」があいまって平和の文化を促進

する基盤になっているのです。 

	 平和教育のさまざまな形や展開のなかでも、次にいつくか典型となるものをあげてみましょう：軍

縮教育、人権教育、グローバル教育、対立・紛争解決教育、多文化教育、国際理解教育、宗教間対話

教育、開発教育、男女平等・ジェンダー教育、環境教育など。これらそれぞれは、いずれも直接的暴

力あるいは間接的暴力の問題に焦点をあてています。また、いずれの平和教育の実践にも、固有の知

識、身につけるべき技能や、はぐくみたい価値などが含まれています。 

 

軍縮教育	 Disarmament	 Education	 

	 

	 ヒロシマ・ナガサキへの原爆投下があり、そして冷戦による軍拡は、核兵器への軍縮運動を呼び起

こしました（Toh, 2004）。 まさに軍縮教育の始まりは、核兵器の脅威でした。後年、生物兵器や化学

兵器といった他の兵器の軍縮も含むように進化しました。これら大量破壊兵器(WMD)と言われる無差

別に大規模な破壊をひきおこす兵器のみならず、近年、小型武器(SALW)が容易に流布し、誤った操作

による事故が多発することから、小型武器も軍縮教育の課題になっています。国際小型武器行動ネッ

トワーク（IANSA）という世界的運動は、小型武器が人権や人間の安全保障の脅威となっていると政

治家や世論、メディアの注目を喚起し、武器の拡散と武器による暴力を防止し、そのための政策を促

進し、教育や研究もすめるために市民社会からの活動を展開しています。 

	 フィリピンではフィリピン小型武器国際アクションネットワーク（PhilANSA）が IANSA と連携し

て活動しています。軍縮教育の重要な目標は、武器の拡散を防止することです。武器が流布すること

により、武力紛争が激化し、永続させることになり、人びとの基本的ニーズの充足がはばまれます。

国連軍縮局は、通常兵器の年間購入の 7 割が、発展途上国によるものであり、その金額は 300 億ドル

にもなると報告されています（UNDDA, 2002）。 

 

人権教育	 Human	 Rights	 Education	 
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	 1948 年の世界人権宣言の採択以降、人権を尊重するための教育をすすめるとりくみがはじめられま

した。この教育運動が人権教育と呼ばれています。ベティ・リアドン（1995）は、人権教育は平和教

育とつよく関連し、人びとが非暴力による社会秩序を形成し、基本的人権と自由を実現することにつ

ながると述べています。人権を尊重するよりよい社会が実現すれば、戦争や武力紛争を減らすことに

つながるでしょう。 

	 権威的な教室で人権を学ぶことは不可能であり、「いかに教えるかが、わたしたちが教えているもの

である」という考えが、きわめて重要になってきています(Flowers, 1998)。人間の尊厳を守ることを

学び、そのように生徒がふるまえるようになることは、教師自身の姿勢と教え方によるのは自明のこ

とでしょう。人権教育の内容は、世界人権宣言を学ぶことや、女性差別撤廃条約や子どもの権利条約

などの他の重要な人権文書の学習も含んでいます。人権教育では、権利と責任には相関関係があると

いうことも取り上げます。人権教育は本書の第二部でさらに詳述いたします。 

 

グローバル教育	 Global	 Education	 

	 

	 グローバル教育は、自分の地域と世界とのとつながりを学び、自分の文化的状況や、自文化中心の

ものの見方、前提となる考え、ふるまいを転換し、行動できるようになることを目指すプログラムや

プロジェクト、学習、活動であると定義されます（Fresh, 1990）。 

	 フィリピン平和グローバル教育協議会の冊子によれば、グローバル教育は「相互依存のすすむ世界

で責任のある参加のための教育」と述べられています。 

	 グローバル教育は価値中心である：グローバル教育は人類がつみかさねてきた重要な価値と、普遍

的な価値の原理と、人の尊厳を追求する。 

	 グローバル教育は世界志向である：生態系ならびに社会、経済、技術の相互依存関係が地球規模で

すすむなかで、自分のアイデンティティの理解に重きを置く。 

	 グローバル教育は未来志向である：のぞましい未来を創造することにかかわっている。 

 

対立解決教育	 Conflict	 Resolution	 Education	 

	 

	 対立解決教育は、ここ 20 年におよぶ教育運動の成果によって知られるようになりました。対立解決

教育は、現在、多くの学校のカリキュラムに取り入れられ、対立を建設的に扱うように実践されてい

ます(Haris and Morrion, 2003)。Tricia Jones(2006)は対立解決教育には以下の目標があるとしていま

す：安心で建設的な学習環境をつくること、生徒の社会・情緒的発達を教化すること、建設的に対立

を扱う集団を形成すること。 

	 対立解決・平和教育国際ネットワーク(INCREPE)という組織は、武力紛争予防のためのグローバル

パートナーシップ(GPPAC)と協力して、対立解決教育を世界にひろめる活動をしており、まず、各地
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域の対立解決教育や平和教育にかかわる団体のリストをつくることに着手しています。 

http://www.creducation.org/cre/global_cre/about_global_network 

	 対立解決教育は、生徒が意見を異にする場合でも相互に受け入れられる解決を得ることができるよ

う、協力的な風土をつくるピースメーカーとなれるように取り組みます。対立解決教育では、怒りへ

の対処法や傾聴、よりよいコミュニケーション、前向きな対話、他に相互に益をもたらすウィン・ウ

ィン解決に至る、よりよい対処法の練習もおこないます。人間関係と対処すべき事柄はいずれも大切

であり、協調的な問題解決が求められます。フィリピンにおける対立解決教育では、学校が平和の文

化を醸成する場となるようピア・ミディエーション(同年令の仲間による対立の調停)が実践されていま

す(Galace, 2006)。 

	 フィリピンでも、学校や地域、職場、政府行政機関において、対立解決教育の研修がなされ広まっ

ています。しかし、長年にわたる武力紛争やさまざまな争いがフィリピンにはあり、対立解決教育を

すすめるには未だ課題は多いと言えるでしょう。 

 

多文化教育	 Multicultural	 Education	 

	 

	 多文化教育は、当初、さまざまな文化が共存し、文化的に多様な人びとが多く住む国々ですすめら

れてきた教育運動です。米国とかオーストラリアといった、世界各地から移民を受け入れた歴史をも

つ国で多文化教育は、はじめられたのです。しかし、北や南（「先進国」や「途上国」）でも、社会に

は文化的多様性があることから、多文化教育がなされるようになりました。多文化教育の典型的な定

義は「生徒が、文化の相違点と類似点を理解し、尊重し、多様性のある集団を形成する」というもの

です（Ladson-billings, 1994）。 

	 しかしながら、多文化の観点から教えるということは、他の文化を理解し尊重するのみならず、自

分の文化を同様に理解し尊重することでもあります。自分の文化のよい面を見いだす感性を育むこと

で、他の文化の独自性を尊重することができるようになります（Burnett, 1994）。自分の民族への態

度や他の文化への態度は幼少時から形成されます。幼少児は、それぞれ違っているように見えても、

人は同じだということが強調されることがない場合、自分の文化とは異なるものに嫌悪感と先入観を

持つように影響されやすいものです。そのため、多文化教育では、子どもたちがさまざまな教材およ

び活動をとおして、先入観をなくし、人びとの類似性を学び、ちがいがあっても、他者を受け入れ、

尊重することができることを追求しています。 

 

国際理解教育	 Education	 for	 International	 Understanding	 

 

	 国際理解教育の推進は、市民によるものというよりは、ユネスコによるところが大きい。ユネスコ

は１974 年に「国際理解、国際協力及び国際平和のための教育並びに人権及び基本的自由についての
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教育に関する勧告」を採択し、これにより国際理解教育の平和への役割がいっそう明確にされました

(Toh, 2004)。 

	 1995 年に、ユネスコは「平和・人権・民主主義のための教育に関する包括的行動計画」をつくり、

平和と人権、民主主義とこれらのつよい関連性があるとしました。国連機関は 2000 年を平和の文化国

際年とし、以降「世界の子どもたちのための平和と非暴力の文化国際 10 年」の取り組みがすすめられ

ました。こうした文書は国際理解教育がよりホリスティックな意味をもつ根拠となっています。国際

理解教育は、地球規模での平和のみならず、他の場における非暴力かつ、公正で、持続可能な社会を

築くことに寄与するものとされています。現在、国際理解教育はいっそう盛んになり、平和の文化の

推進にあたり、国際理解教育が、多くの学校や組織、市民社会の参加を得て取り組まれています。 

 

宗教間対話教育	 Interfaith	 Education	 

 

	 宗教間対話教育は、宗教界における改革の動きである宗教間対話の運動からおこってきました。宗

教間対話教育の運動は 1893 年にシカゴでひらかれた「万国宗教会議」World Parliament of Religions 

にはじまります。これは歴史上はじめて、いわゆる東西宗教の指導者が、地球規模で一つとなり共通

の精神的基盤を求める対話のために一堂に会したものでした。この宗教間対話運動は、さまざまな伝

統宗教の宗教家や精神的指導者が集まり、対話をすすめ、たがいから、また参加者とともに相互から

学びました。この会合には、指導者とともに一般の人びとも招集され、不寛容、不正義、宗教的迫害

についても議論されました。 

	 以降、宗教団体はただちに宗教間対話教育の試みをはじめました。それらの活動により、地域訪問

や体験活動など、さまざまな活動を通して学ぶことを重視して取り組みがすすめられました。宗教間

対話教育によって宗教理解がすすむなかで、さまざまな宗教についてどのように教えたらよいかが追

究されるようになり、宗教間対話教育として固有の領域となったのです。宗教間対話教育は、2001 年

9 月 11 日以降、社会をゆるがす対立につながる差別や民族蔑視にもとづく犯罪なども扱うようになり

ました。宗教間対話教育は、差別や民族蔑視による犯罪をなくし、平和を実現するための道徳的・社

会的基盤を形成するのに不可欠であると受け止められています（Puett,2005）。 

	 宗教間対話教育は、宗教間対話と目標が同じであるとの見方があります（Arinze,1998; Goosen,2001; 

Keskin,2004; Toh,2004）。宗教間対話は、他の宗教に対する共感的理解を得て、たがいを尊重して調

和をもって暮らすことができ、あらゆる形態の暴力や生態系の破壊などのさまざまな地球規模および

釈迦的問題に、宗教間の協力を促進しようとするものです。 

	 

開発教育	 Development	 Education	 

 

	 1960 年代に、当時、開発は近代化であるという前提で開発がすすめられることにたいする批判から
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開発教育ははじめられました。開発教育は、不公正で持続可能でない経済のあり方が、飢餓や住まい

を失い、周辺化を生んでいるという批判にもとづくものです。開発教育にとりくむ教育者や NGO は、

地域における学習がこうした状況を人びとの意識を高めるとともに、社会科の学習内容と他の教科に

おいても、貧困や不公が開発と関連することを学ぶことを構想しています（Toh, 2004）。 

	 イアン・ハリス(2003)によれば、開発教育の目的は、行動する民主的な市民の力で、地球の資源の

平等な分配を可能とする平和なコミュニティをきずくことである。開発教育は、例えば、大きな多国

籍企業による不公正や非民主的な構造に気づくことのできる、批判的な意識をもつことができること

を目標とします。とくに、人間や自然環境のいずれも危害をくわえ、破壊する、拡大を志向する経済

が問題であるとハリスは述べています。開発教育は、積極的平和を構想し、人びとが不公正を解消す

ることを目指しているのです。 

 

男女平等・ジェンダー教育	 Gender-fair/Non-sexist	 Education	 

 

	 大衆的フェミニズムの広がりと 1960 年代の社会正義を求める市民運動の動きを受けて、学校におけ

る性差別反対が始まりました。その目標は、社会的性差（ジェンダー）にかかわらず、生徒一人ひと

りの能力が発揮されるようになることでした。（Moffat, 2000）. ジェンダー平等教育は、学習者が両

性の能力および権利を尊重し、文化的に根強く広がっているジェンダーによる偏見や固定観念を、変

革していくために学ぶことを求めます。 

	 鍵となる概念は、育児や家事を分担することや、意思決定や機会の平等、公共の場への参加、女性

の役割や貢献を知らしめること、価値のあるものとして認めること、女性へのあらゆる暴力をなくす

こと、性差別的な学校教育や育児の方法をなくすことです（フィリピン教育省, 2002）. GFE は、これ

らの中核となるメッセージを中心にすえることで、教育内容や方法、学校の環境がジェンダーの平等

が実現されると期待しています。また、よりいっそう男女の平等をすすめ、固定観念や偏見また女性

への暴力をなくす担い手に生徒がなることも、また、期待しているのです。 

 

環境教育	 Environmental	 Education	 

 

	 環境教育は、環境について、環境のための、環境をつうじて学ぶ教育である。ポストモダンの潮流

によって、環境教育ははじめられました。1960 年代、環境汚染がおこるとともに、人間が環境を支配

するあり方にたいして、あらゆる生物が相互に依存しているとの見方が、ポストモダンによって提唱

されました(Galang, 2001)。 

	 環境破壊がすすむにつれて、土地や大気、水質汚染および森林破壊やほかの自然破壊また温暖化な

どへの関心が高まりました。環境教育は、生態系の危機にたいする教育といえるでしょう。人間が利

潤を最大限追求する、また地球に危害を加える持続可能でない消費および生活は、変革にせまられて
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いるのです。環境教育は、母なる地球に平和に暮らすことができるための知識や技能、価値によって、

人々をエンパワーすることをねらいとしています。さらに言えば、現在と未来の世代のニーズが満た

されるように、自然環境にとってのよりよい「管財人」または「同族」となることが目指されていま

す。こうしたことの根底にある考え方は『我ら共通の未来』(Our Common Future)という 1987 年に

出版された書籍の主題ともなっています。 

 トー（2004）は、平和に根ざした環境教育は、人々や学校に対して個人的にも社会的にもグリーンな

ものとなるよう(例えば「リサイクル、リユース、リデュース」を実践する)方向付けると同時に、近代

化の考え方に支配された、過剰にモノに頼る生活や、消費を追い求める生活を問い直すことができる

ようになること、簡素で、地球にとって正しく、公正な発展を擁護するようになることを目標として

いることを、思い出させます。 
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第 4 章	 平和の源となる霊的、信仰の伝統	 

Spiritual	 and	 Faith	 Traditions	 as	 Resources	 for	 

Peace	 

 

	 世界の主な霊的な伝統、あるいは信仰は伝統的に、人々に平和について思い行動する力を与えてき

ました。宗教信者たちが戦争へとかり出されたり、信仰の名による暴力を振るう事もありますが、「争

いは信仰の問題ではなく、宗教の問題ですらなく、社会的な、政治的（または経済的）な目標に対す

る対立的な意見のぶつかり合いです」（Machado,1993）	 

	 

	 	 霊的信仰的な伝統の元の教えをよく見ると、それらはみな平和の源でありその力になるものである

ことが示されています。わたしたちは、それらが掲げる原則や価値を再発見し、信仰が語り継いで来

た本質的な目標は、平和を求める事であることを思い起こすべきです。	 

	 

	 様々な霊的信仰的伝統を理解し協力し合うことは、今日の社会では必須のものです。私たちは多様

な信仰の形の中にある価値観を分かち合い、共によりそう事の出来る場を探しているのです。その多

様性にもかかわらず、私たちは同じ人間であり、お互いを尊敬し、受容し、平和のうちにともに生き

るものであることを求めているのです。	 

	 

	 ここでは東南アジアに根を下ろした５つの主な霊的信仰的な伝統について考えて行きたいと思いま

す。キリスト教、イスラム教、仏教、ヒンズー教、そして先住民の信仰について考えて行きます。	 

	 

	 

キリスト教	 

	 

	 キリスト教の物語は天使たちが羊飼いに歌う歌から始まります。「いと高きところには神に栄光、地

には平和あれ」（ルカ 2:24）。これはキリスト教教義の始まりであり、そこには地上の平和について述

べられています。（George,1987）ジョージはキリストの平和へのアプローチについて３つの要素があ

ると説明しています。	 

	 

１.	 暴力の否定	 

	 イエスはローマ支配下に彷徨う人として生まれましたが、ユダヤ人に対するローマの抑圧に加担す

る事はなく、同時にローマに対してゲリラ戦を挑む愛国者集団（Zealots）に参加する事もありません
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でした。彼は自らの原則としてゲッセマネの園で掴まった時に「剣を取る者は皆、剣で滅びる」と述

べています。	 

	 

２.	 報復ではなく、愛と和解	 

	 隣人あるいは他者への愛はキリスト教メッセージの核心であり、イエスのもっと重要な掟と言われ

ています。「互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したようにあなたがたも互いに愛し合い

なさい。それによってあなたがたがわたしの弟子であることを、皆が知るようになる」（	 ヨハネ	 １

３：３４－３５）。彼はこの掟を敵も含めて愛するようにと広げて行きます。「あなたの敵を愛し、あな

たを憎む者のためによい行いをしなさい。あなたを呪う人を祝福し、あなたを虐待する人のために祈

りなさい」(マタイ５：４３－４４)	 

「あなたがたも聞いているとおり、『隣人を愛し、敵を憎め』と命じられている。しかし、わたしは言

っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい」	 

	 

	 イエスは“目には目を”同じだけの被害を復讐する事を許す法をとらず、愛する事、憐れみ深く対

応するように言います。ローマ人への手紙 12:17-21 では次のように言われています。「悪に悪を返さ

ず、自分で復讐する事は止めなさい・・・復讐はわたしのする事、と神は言われる。しかし、あなた

の敵が飢えているなら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。悪に負ける事なく、全を持って悪に勝ちな

さい。」このような非報復的な愛の目的は和解なのです。	 

	 

３.	 変革の提案を用いる	 

	 キリスト教者はピースメーカー（平和の担い手）として積極的に役割を果たす事をもとめられてい

ます。山上の説教において「平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。」（マ

タイ 5:9）とイエスは言っています。	 

	 

	 イエスは暴力への対応として、予想もしない驚くべき原則を説いています。「ある人が右の頬を叩い

たら、もう一つの頬を差し出しなさい。誰かが一マイル行くように強いるなら、一緒に 2 マイル行き

なさい。」（マタイ 5:38-41）この教えは単に何かをしてはいけないと言うものではありません。暴力

的かつ不正義な状況を無効にする積極的な提案を意味しています。そして、神の愛による変化（刷新）

が根づくことができるのです。	 

	 

	 グレン•スタッセン（Glen	 Stassen,1983）は上記のキリスト教教義について、今日的な時代に合わ

せた４つの実践的な段階があると解説しています。	 

•あなたの“敵”の隠された良さを肯定し、彼／彼女等のために祈りなさい	 

•敵対する相手と話し合い、合意点を探しなさい	 

•正義を必要としている弱い立場の人々とつながり、	 
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•敵に悪いものを返してはいけません。むしろ、創造的な変革の提案を行いなさい。	 

	 

	 キリスト教の聖書に収められている旧約聖書によれば、わたしたちはヘブライ語の平和を意味する

“シャローム”の考え方に立ちもどる事が出来ます。シャロームの意味するものは全体的、包括的な

幸福であり、健康、繁栄、調和、安らぎ、福祉、幸せや安全などを含んでいます。（Lord.1968）それ

はまた、戦争の無い状態、「わたしは弓も剱も闘いの武器もこの世から消し去る。そしてすべての生き

ている創造物が恐れる事なく憩うことができているだろう。」（ホセア 2:20）＜その日には、わたしは

彼等のために野の獣、空の鳥、地をはう者と契約を結ぶ。弓も剱も戦いもこの地から断ち、彼等を安

らかに憩わせる＞	 

	 

	 しかし、平和とは単純に戦争の無いことではありません。預言者たちは平和を実現するための道を

具体的に描いています。「彼等は剱を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって

剱を上げず、もはや戦う事を学ばない」（イザヤ 2:4）。平和はまた正義と親密に繋がることを示して

います。「正義が造り出すものは平和であり、正義が生み出す者はとこしえに安らかな信頼である」（イ

ザヤ 32:17）	 

	 

	 キリスト教の平和に関する基本的な教義をもう一つあげれば、人間の価値に関することがあります。

旧約聖書の創世記 1:26-28 によれば、神は人間を自分のようにかたどり、自分に似せて人間を創造し

ました。新約聖書の中でも、イエスが「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人に

しなさい。これこそ（モーセの）律法と預言者（の教え）である」「わたしが来たのは（羊）あなたが

たが命を受けるため、しかも豊かに受けるためである」（ヨハネ 10:10）	 

	 

	 

イスラム（教）	 

	 

	 イスラム教の根源の言葉は“サイラム”、即ち平和であり、神と他の人類とともにある平和を意味し

ています。イスラム教信者とは神の意志に従う者です。この目的は個人的な信仰によって自分が神に

救われるということよりも、「正しく調和に満ちた社会のありかたである神の計画の実現のために受け

継がれてきた／行い」~実現を成功させるために行うこと」（マムッド	 アベディン 2011）	 

	 

	 マムッド•アベディンはイスラム教信者の５つの義務を示しています。	 

	 

１.	 唯一の神（Tawheed）と預言者ムハンマドを信じることを宣言し、受け入れる。Tawheed の最も

重要な教えは「神は唯一であり、すべての創造者である」こと。	 
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２.	 １日５回祈ること	 

	 

３.	 年に一度は“Zakah”富の 2.5%程度の喜捨を義務として行うこと。“Zakah”はイスラム教におい

ては富の再分配であり、他者に対するその人の関心を示すものである。	 

	 

４.	 	 ラマダンの月には絶食をすること。これは主に霊的な訓練であるが、すべてのムスリム（イス

ラム教信者）の連帯を感じる意味もある。	 

	 

５.	 その人が出来得るならば、一生に一度はメッカに巡礼すること。	 

	 

	 イスラム教の教典であるコーランのなかから、平和に関するメッセージを以下に挙げておきます。	 

	 

	 殺人に対する処罰と土地の不正な拡張をのぞいて、人を殺す者は人類すべてを殺す者であり、命を

助ける者は、人類すべてを助ける者です。（Surah	 5:32）	 

	 

	 	 アラーはあなたが宗教の違いによって戦った者、またあなたを家から追い出した者を正しく親切に

扱うことを禁止してはいません。まことに、アラーは公正なものを愛しています。（Surah	 60:8）	 

	 	 

	 神と最後の日、天使と教典と使徒を信じる事が正義である。あなた方が生きるために自分を養うだけ

でなく、神を愛する事以外に親族、孤児、貧しい者、旅人、何かを求める人のために財産を使いなさ

い。囚人を解放し、しっかりと祈り、日常の善行を行いなさい。（Surah	 2:177）	 

	 

	 …親に、親族に、孤児に、貧しい者に誠実に良くしなさい。そして人々にはよい話し手でありなさい

…（Surah	 2:83）	 

	 

	 人間よ！私たちはあなた方を男と女、国と部族を創りました。それは（他者を蔑むためでなく）お

互いを知るためです。（Surah	 49:13）	 

	 

	 

	 あなたに戦いを挑むものと神のために戦いなさい。しかし、侵略をしてはいけません。真に神は侵

略者を愛してはいません。（Surah	 2:190）	 

	 

	 

	 神は正義とよい行いを命じています。彼は恥ずべき行為、不正、反逆を禁じています。	 

（Surah	 16:90）	 
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	 それが真実を信じる者なのです。彼等は神によって尊厳を与えられ、許しと寛大な恵みを受けるこ

とができるのです。（Surah	 8:4）	 

	 

	 

	 平和！最も憐れみ深い神からの挨拶の言葉。（Surah	 36:58）	 

	 	 

	 

	 

ハディース（預言者ムハンマドの言行を伝える書）からは以下のような言葉を見つける事が出来ます。

（Saiyadain,1968）	 

	 

	 神の創造物は彼の家族です。そして最も神に愛されるのは、神の家族のメンバーによい行いのあっ

た人です。	 	 

	 

	 祈りより、断食より、また貧しい人に施すことよりももっと良いものとは何かを教えましょうか？

それは人々が違いや蔑みから和解して行く事なのです。争いを消し去り、良き行いを根付かせること

です。	 

	 

	 	 神は、復讐する力があっても忍耐と寛容を修練した者に、信仰と安らぎをもって彼の心をみたすで

しょう。	 

	 

	 隣人を中傷し、その人が平和にすごすことのできないようにする者は神を信じる者ではない。	 

	 

	 地にあるものに憐れみをかけなさい。そうすれば、天にある彼からその慈悲が与えられるでしょう。	 

	 

	 

仏教	 

	 

	 仏教の教義は、汚れを取りのぞいて涅槃に到達するまで、霊的な浄化に務めることを求めています。

そして、苦しみからの最終的な解放（解脱）とは、生と死の循環（輪廻））を終わらせることだとされ

ています。仏教の教義では、戦争、犯罪や苦難は心の汚れによるものであり、それにうち克つために

は、自らを制し、瞑想し、智慧と悟りが必要とされています。	 

	 

	 	 仏教の聖典によれば、仏陀は殺さないものを認めています。「自ら殺さず、殺戮の理由にも関わら



平和教育:	 平和の文化への道	 	 	  38 

ない者、わたしはそのような人を本当のバラモン（最高位のもの）と呼びます。わたしがバラモンと

呼ぶ者は、寛容で暴力のなかにあっても柔和で、欲深い者のなかにあっても貪欲から解放されている

者です」（法句経、Dhammapada）	 

	 

	 仏教は憐れみ（哀れみ）と愛による優しさを説いています。ダライラマ（2001）は憐れみを「他者

が感じている苦しみの様子を見ると、どうしようもなく浮かんでくる感覚、何かつながり、関わりた

い気持ち、他の人たちも、自分たちと同様に苦しみから逃れ、（自分たちと同じように）幸せになる権

利がある事を認めること」と定義しています。	 

	 

	 この憐れみや愛による優しさについて説明を、次のような仏教者の文章に見る事が出来ます。	 

	 	 

	 わたしにとって楽しくもなく喜びに満ちていない国は誰かにとってもそうであるに違いありません。

わたしにとって、そのような楽しくもうれしくもない国をどのように他の人に与える事が出来るでし

ょうか？	 

（相応部／Samyutta	 Nikaya	 原始仏教教典の内容による分別の一つ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 http://ejje.weblio.jp/content/Samyutta+Nikaya	 ）	 

	 

	 限りのない霊性（精神 sprit）がすべての生きとし生けるものに慈愛を注ぐ（法華経）	 

	 

	 	 ダライラマは彼の著作の一つ、『新しい世紀の倫理』(1999)において次のような原則の重要性を説い

ています。	 

	 

	 •人間の本性は基本的に穏やかで攻撃的ではない。	 

	 	 •内面の平和は幸福であることの主要な特徴である。	 

	 •幸福とは他者の幸せを願い、他者と関係をもっていくことに根ざしている。	 

	 •人は人を傷つけることなく、寛大で謙遜を持って積極的な質を高めて行かなければ行けない。（謙

遜は自己信頼感が低い事ではない）	 

	 •否定的な考えや感情は不幸や苦しみの元になる。	 

	 

	 仏教徒は業（カルマ）の掟を信じています。それは原因と影響の真実を明らかにし、善い行いは良

い結果につながり、逆もまた同様であるということです。彼等の業（カルマ）によると、人間も動物

も、終わりの無い輪廻のなかにあり、別の形に生まれ変わって行きます。良くも悪くも彼等に起る事

は彼等自身と他者の結果でる訳です。モノに捕われ、自己中心で貪欲であることは、すべての不正義

の元になるため、人に与え、自らはより少なく手にし、簡素にくらし、苦しみの元となるものへの執

着から解放されることを教えています。	 
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	 のちに仏陀となる Siddharta シッダルタ王子は、彼の人生で、官能的な喜びの極限、難行苦行の極限

など、極限を経験しました。その後、“中庸”の生き方を歩むようになり、それによって、彼曰く、完

全に解放され、貪欲や憎しみ、幻惑に完全に打ち勝つ事ができました。“中庸”の生き方は、肯定的で

平和な毎日の暮らしであり、極端な事を避けるものです。(Hewage,1978)	 

	 

	 ダライラマ（2001）はこのことについて「バランスの取れた巧みな生き方…その人の毎日の暮らし

のなかで重要な要因である」と述べている。	 

	 

	 

ヒンズー教	 

	 

	 ヒンズー教の霊性の最終目標はすべてが一つとなる融合の未来像を得る事です。それは差別の無い、

すべての命の形が大切にされているところです。この相互に繋がるビジョンはお互いに深く尊敬し合

う関係と、人間と自然界との肯定的な関係を育てていきます。(Sandrarajan,	 2001）	 

	 

	 ここでは、Sandrarajan の著作から、ヒンズーの融合と調和に関するものを引用します。	 

	 	 

	 あなたがたの決意を一つにし、あなたがたの心をひとつにしなさい。そしてあなた方の霊が一つに

なれば、あなたがたは融合と一致のうちに、長く共に住みつづけるだろう。	 

	 

	 どうか、すべての人間がわたしを友としての目線で見てくれますように。そしてわたしがすべてに

おいて友としてみる事が出来ますように。私たちがお互いに友としてみることができますように。

(Yajurveda の祈り)	 

	 

	 ランガナサナンダ Rnganathananda(1968)は、お互いへの愛と尊敬はヒンズーの信条である融合の感

覚の成果であると述べている。彼は神が人間に語った一節を引用する：	 

	 

	 わたしを崇拝する者が他者を侮辱するような事があればわたしは喜ばない。だから、彼等の尊厳を

支え、親しみのある態度をもって、分け隔てのない目をもつことで、わたしを崇拝しなさい。(Srimad	 

Bhagavatam)	 

	 

	 ヴァスワニ（Vaswani、2007）はヒンズー教の重要な原則をいくつか挙げています。	 

	 

•	 正しい考えと行動をもって道徳的な生活をおくること	 
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•	 自分の欲望と怒りをコントロールすること	 

•	 ahimsa（非暴力または侮辱的でない）を実行しなさい	 

•	 人はみな彼／彼女の行いの実りを刈り入れていることを認めること(Karma)	 

	 

•	 内面的な平和の重要性と、内なる変革が家族、社会そして世界の平和の始まりであることを認める

こと	 

	 

さらに以下の考え方はシャルマ（Sharma,2005）による。	 

	 

•	 ヒンズー教徒はよい行い、利他的な活動を行い、不用意な言葉や行いによって傷つけ痛みを与える

事がないように心がける事を求められている。	 

	 

•	 ヒンズーの実践的な教えでは、信者は寛容であり、だれも妬んだりしないと同時に、愛と非暴力を

もって暴力を憎むように示されている。	 

	 

シャルマは、ヒンズー教徒は祈りの最後に“シャンティ(Shanti),平和”と３度繰り返すことを指摘し

ています。平和、平和、平和̶	 それは、私たちのなかに、家族のなかに、世界中に平和がありますよ

うに、ということを意味しています。	 

	 

	 

先住民の伝統	 

	 

	 世界のどこでも、先住民の智慧は平和のために貢献しています。一つには、彼等が自然に対する深

い崇敬の念をもっているからでしょう。そして何度も彼等自身の紛争や論争を、先住民の精神性（霊

性）をもとに彼等自身の形を描くことで、平和的に解決する機能を発展させてきました。	 

	 

	 世界中の多くの先住民族グループのなかでも、文化的、霊的な実践にいくつかの類似点があります。

その一つは、彼等の土地に対する霊的なつながりです。土地を所有している人はいないが、その土地

に住む人々が共同体としての権利を持ち、その土地を使用するだけではなく、守り、持続可能な維持

管理を行う共同責任をもっている。(Gray,1999)ブラウン（Brown,1999）は次のように述べている。「先

住民の霊性の基本的な要素として命と自然を含んでいるという簡素さがある。私たちは、所有者でも

買い付け人でも売り主でもなく、土地の管理人なのだ。」	 

	 

	 パトリシア•ミシェ（Patricia	 Mische,1982）は先駆的かつ重要なグローバルな霊性についてのエッ

セイのなかで、アフリカ人とアメリカ先住民は地球の歩みと人々の生活全体にかかわる霊的な近似性
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にある神聖な存在について直感的に理解したと言っています。彼女は、アメリカ先住民族スクアミッ

シュ族のリーダー、シアトル首長が、1854 年にアメリカ政府に部族の土地を売るよう求められた時に

言いました。	 

	 

「わたしたちがどうやったらその土地にある空や暖かさというものを売ったり買ったりできるのか？

そういう考え自体が私たちにとっては奇妙なものだ」	 

	 

「私たちは地球の一部で、大地（地球）もまた私たちの一部だ。いい香りの花たちは私たちの姉妹で、

鹿も馬も大鷲も私たちの兄弟だ。岩山の頂、濡れた草地、ポニーの体のぬくもり、そして人間̶すべて

が一つの家族なんだ」	 

	 

「もし、わたしたちがあなたにこの土地を売ったら…あなたの子どもたちに私たちが教えるように大

地（地球）が私たちの母であることを教えてくれ。この大地に何か悪い事が降りかかれば、その息子

たちにも割ることが起る。人が地面につばを吐きかければ、それは自分自身にかかってくるんだ」	 

	 

「わたしたちは知っている。地球が人に属しているのではないんだ。人間が地球に依り立っているの

だ。このことをわたしたちは知っている。すべてのものは流れる血のように、一つの家族として繋が

っているんだ。すべてのものは繋がっている。」	 

	 

「大地（地球）に起った事はすべて息子にも起る。人間が命を紡いでいるのではない。彼はただそこ

に立っているだけだ。彼が紡いだものがあるとすれば、それは彼自身のためだけだ」	 

	 

	 確かに、先住民（IP）は彼等の土地を神聖なものとしている。マノボ（Manobo、フィリピン、ミン

ダナオ島の先住民族のひとつ）のある人はこのように言った。「大地は父であり母である」

(Marcado,1998)。また別の人も言う。「神は土地を人々のために創造した。土地、地球が人間を所有

している。そこにはいくつもの神聖な場所がある。土地はそこに住み、使い、実りのために働き、そ

して埋葬され、結局わたしたちは土地のものなのだ。」	 	 	 	 

	 

	 わたしたちに語られた上記のような声は、先住民族の世界観である土地は神聖なものであり、土地

は命であることを思い起こさせてくれます。世界環境開発委員会の「わたしたち共通の未来」(1987)

では、この先住民族の世界観が、自然環境を守るために重要な貢献であることを認めています。ニュ

ージーランド•マオリ族のモナ•ジャクソン（Mona	 Jackson,2001）はこの母なる大地との一体感を共有

していることを主張し、これが世界の先住民族の特徴であると述べています。	 

	 先住民族は土地を神からの贈り物だと信じています。（Bennagen,1996）これは彼等がもの、サービ

ス、アイデアを分かち合う背景の根本的な要因の一つです。しかしながら、これらの実践のなかで最
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も基本となるのが、土地と資源の分ち合いです。これらは精霊と神と共同体のメンバーで分かち合わ

れるのです。	 

	 

	 もう一つの原則あるいは価値として多くの先住民族にみられるのが、共同体に根付いた正義の回復

方法です。北部ルソンのコルディエラでのインタビューで示されたのは、あるコミュニティのメンバ

ーによって起こされた犯罪や違反について、コミュニティが責任を感じていおり、メンバーによって

起こされた損傷はコミュニティがほぼ責任を持って修復していくというものでした。	 

	 

	 ミンダナオ島の先住民コミュニティのあるリーダーは、許しと和解についての彼の考えを語りまし

た。「もしあなたが何かを壊したら、直すでしょう。もし誰かを病気にしてしまったら、あなたは彼

／彼女を治さなければなりません。ただ許しを請うだけでは十分ではないのです。」別のリーダーは

言いました。「ルマド（Lumads セブアノ語で先住民族のこと）は簡単に許します。ルマドは理由が分

からない限り判断をしません。」（Marcado,1998）	 

	 

	 以上のような議論はわたしたちの霊的、信仰の伝統が平和の資源として役に立つ事を示しています。

わたしたちは、ただそれらの教えの原理原則を再発見し、わたしたちはただすべての人々の平和と福

祉のために共通の目標を持っている事を認識しておくことが必要なだけなのです。	 

	 

	 

異なる信仰に共通する黄金律	 

	 

キリスト教	 	 

	 「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。これこそ（モーセの）律

法と預言者（の教え）である」（マタイ 7：12、ルカ６：３１）	 

イスラム教	 

	 「自分自身のためではなく、兄弟のために何かを求める者でなければ信者とは言えない」	 

	 （ハーディス/Hadith＝イスラム教の聖典）	 

仏教	 

	 「自分自身に行うように他者に行わない者は害をもたらす」（ウダナ-バルガ 5.18）	 

ヒンズー教	 

	 「これが徳の本質である。あなたが痛いと感じる事を他の者にするなかれ」	 

先住民族の霊的伝統	 

	 「隣人が行わない事をしようとするな。あなた自身に良い事のために努力するように、他者にも奉

仕せよ」	 

	 


