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第5章	 人間の尊厳を掲げて	 

Upholding	 Human	 Dignity	 

 

	 人間の尊厳を遵守することは社会における平和を築くための価値体系の中心です。人間の尊

厳は人間に内在する根本的な価値であると定義できます。それはもはや普遍的に認められてい

る原理であるにもかかわらず、いまだ多くの政府のもと、また地域や社会における現実的な実

践としては根づいていません。 

	 宗教の教義においても、人間の尊厳が根本にあります。例えば、キリスト教では、「神は人

を神の形に似せて造られた」と信じられており、それはイエスによる「汝の敵を愛せよ」とい

う隣人愛の教えにも通じるものです。 

	 カトリックでは、平和は人びとが「真摯に他者の権利を尊重し、おのれの責務を生きること

により、実現される」（ヨハネ23世, 1963）とするパーチェム・イン・テリス (Pacem in Terris, 

地上の平和)という画期的な回勅がだされています。イスラム教では、すべての人びとは受精し

た時から、そして誕生後にも、よろこびに充ち、充足した人生をおくる機会を得る権利をもっ

ていると信じられています。 

 

人間の尊厳と平和教育	 Human	 Dignity	 and	 Peace	 Education 

 

	 人間の尊厳を追求するのが人権教育であるとされますが、それは、より広義には平和教育の

範疇とも言えるでしょう。平和教育における重要な概念の一つは、人間の尊厳と福祉の実現で

す。というのも、これこそが平和の基盤であるという確固たる考えによっています。ベティ・

リアドンは、人権の実現が非暴力による社会の基盤であり、そして武力紛争および戦争の原因

をなくすことになると、端的に述べています（リアドン・1995）。 

 

	 フィリピンでは、深刻な貧困と権利侵害が武力紛争の主要な原因になっていると、フィリピ

ン全国統一会議が何度も答申しています（和平プロセス担当大統領顧問室・OPAPP）。と同時

に、紛争によって多数の人たちの基本的人権が否定され、著しく侵害されている現状も報告さ

れています。 

	 さらに、マルコス独裁による戒厳令下の暗黒の日々において、そして近年でも、略式裁判に

よる政治的殺害や失踪者が後をたたず、それは非暴力による社会の実現への大きな脅威となっ

ています。教育は、人びとが暴力は否定されるべきことであると知り、暴力根絶への決意を持

ち、行動し、生活するうえで重要な役割をはたさなければなりません。また、教育は、生命な
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らびに尊厳を尊重し、すべての人の福祉を促進するための確信と実践を奨励すべきです。 

	 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（2001年から2010年）にあたり、

ユネスコが取り組んだ「わたしの平和宣言」（Manifesto 2000）には7000万もの署名がなさ

れました。この宣言の１つに「すべてのいのちと尊厳を尊重する」(Morales in	 

Abueva(ed.),2004)とあります。これは平和と人間の尊厳を守ることとのぬきさしならない関

係を示すものといえるでしょう。 

 

世界人権宣言	 The	 Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights 

 

	 国際的に人権の重要性が認知されるようになったのは、第二次世界大戦の終結期であり、そ

れが、国連の設立となり、1948年の国連総会で、人権宣言が採択されることにつながりました。

以下に各条の項目抄訳をあげておきます（Flower, 1998）。 

第１条―平等の権利 

第２条―差別からの自由 

第３条―生命、自由、身体の安全への権利 

第４条―奴隷とされない自由 

第５条―拷問又は残虐な、非人道的なもしくは屈

辱的な取り扱いをされない自由 

第６条―法のもとに人として認められる権利 

第７条―法のもとの平等である権利 

第８条―正当な裁判によって救済される権利 

第９条―不当な逮捕・拘禁また追放されない自由 

第 10 条―公開での聴聞の機会を得る権利 

第 11 条―立証されるまで無罪と推定される権利 

第 12 条―私事、家族、家庭もしくは通信に対す

る干渉されない自由 

第 13 条―国内外への移転および居住する権利 

第 14 条―迫害を免れるために他国に避難する権

利 

第 15 条―国籍をもつ権利および変える自由 

第 16 条―結婚および家庭をもつことの権利 

第 17 条―財産所有の権利 

第 18 条―思想および宗教の自由 

 

第 20 条―平和的集会および結社の権利 

第 21 条―政治参加および民主的選挙の権利 

第 22 条―社会保障の権利 

第 23 条―正当な就労と労働組合への参加の権利 

第 19 条―意見および表現の自由 

第20条―平和的集会および結社の権利 

第21条―政治参加および民主的選挙の権利 

第22条―社会保障の権利 

第23条―正当な就労と労働組合への参加の権利 

第24条―休息や余暇を得る権利 

第25条―健康や食べ物、住居などの十分な生活

水準を得る権利 

第26条―教育への権利 

第27条―社会における文化活動に参加する権利 

第28条―この宣言にのっとった社会的秩序への

権利 

第29条―これらの権利を完全に実現するために

欠かせない社会の義務 

第30条―これらの権利に対する国家および個人

による侵害 

	 

（ヨーロッパ評議会『コンパスシート』福田	 弘訳（明石書店）

pp.	 337	 -	 339）	 

http://about.me/kasan	 

平和教育地球キャンペーン	 [	 http://gcpej.jimdo.com/	 ]	 

フェイスブック	 [	 http://www.facebook.com/GCPEJ	 ]	 

英語教育ほか	 http://www.sainet.or.jp/̃kasa/	 
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	 人権宣言は、ていねいにみると、主に市民的および政治的、経済的、社会的、文化的権利の

５つからなっていることがわかります。また、人権は、であることの自由、あるものをもつこ

と、あることをすることの自由、そして非人間的な状態におとしめられないこと、とも表現さ

れます。以下、人権宣言の条文を類別してみましょう。 

 

市民的権利	 Civil Rights 
 

第３条―生命、自由、身体の安全への権利 

第４条―奴隷とされない自由 

第５条―拷問又は残虐な、非人道的なもしくは屈辱的な取り扱いをされない自由 

第９条―不当な逮捕・拘禁また追放されない自由 

第10条―公開での聴聞の機会を得る権利 

第11条―立証されるまで無罪と推定される権利 

第12条―私事、家族、家庭もしくは通信に対する干渉されない自由 

第13条―国内外への移転および居住する権利 

第16条―結婚および家庭をもつことの権利 

第19条―意見および表現の自由 

 

政治的権利	 Political Rights 
 

第14条―迫害を免れるために他国に避難する権利 

第20条―平和的集会および結社の権利 

第21条―政治参加および民主的選挙の権利 

 

経済的権利	 Economic Rights 
 

第17条―財産所有の権利 

第23条―正当な就労と労働組合への参加の権利 

 

社会的権利	 Social Rights 
 

第22条―社会保障の権利 

第24条―休息や余暇を得る権利 

第25条―健康や食べ物、住居などの十分な生活水準を得る権利 
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第26条―教育への権利 

 

文化的権利	 Cultural Rights 
 

第18条―思想および宗教の自由 

第27条―社会における文化活動に参加する権利 

 

女性差別撤廃条約	 The	 Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 All	 Forms	 of	 

Discrimination	 Against	 Women 

 

	 女性差別撤廃条約は女性の国際権利章典として知られており、女性の権利を包括的に示した

唯一のものであり、政治的および市民的、経済的、社会的、文化的側面で構成されています。

1981年9月に発効しました。フィリピン政府も他の185諸国とともに署名をしています。(日本

国は1985年に締結) 

 

	 女性への差別は、世界の多くの地域において、長年、問題となっています。女性は、性別に

より尊厳をうばわれ、不当に扱われ、多くの女性が人権の十全な享受および基本的自由を阻害

されています。 

	 国連女性開発基金女性差別撤廃条約実施支援（UNIFEM CEDAW）東南アジアプログラムか

ら発刊されている冊子によれば、女性差別撤廃条約の目的は次のとおりです。 

 

	 ・女性の実質的な平等をもたらすこと。女性の生活において実際に何らかの成果をもたらす

取り組みを政府がすすめることが求められる。 

	 ・女性が不利になるような措置や政策はいかなる目的にかかわらず禁止される。 

・ 女性の権利の実現をさまたげるような文化や伝統を変えるよう、また政党は女性を差別す

る偏見や因習、規範を変えるよう取り組む。 

・ 家庭における暴力も女性の人権侵害であり、公的・私的という区別はしない。 

 

 30条からなる条約を次にあげます。(Reardon,	 1995): 
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女性差別撤廃条約 

 

第１条 差別の定義 

・性別にもとづく、区別、排除、制限であって、人権およびあらゆる人間活動における根本的

な自由を行使することを阻むもの、阻もうとするもの 

第２条 差別をなくすための政策 

	 ・現実的な実現のために国内の憲法や規範、法律に平等の原則をさだめる 

第３条	 基本的人権ならびに根本的な自由の保障を、男性と同等に保証する 

第４条 平等を達成するための暫定的特別措置 

	 ・暫定的特別措置がとられるが、平等が実現した後は廃止される 

	 ・いずれかの性に優劣をつけるような実践は撤廃する 

第５条 性的役割および固定観念 

	 ・性別役割のステレオタイプやいずれかの性に優劣があるかのような固定観念を根絶するた

めに、社会文化的パターンを是正する 

	 ・家庭教育においては、子育ての際に男性と女性が共通の責務を分有することを教える 

第６条 売買春 

	 ・女性に対するすべての人身売買や売買春における搾取をなくための施策をおこなう 

第７条 政治的および公的活動 

	 ・あらゆる公選の機会に投票でき、選挙される権利 

	 ・政府・行政機関の政策決定に関与し、あらゆるレベルでの公職に女性が就くこと 

	 ・NGO（非政府組織）に参加すること 

第８条 国際的レベルでの参加 

	 ・国際的なレベルで、自国を代表する機会を得る、また国際的な組織に参加すること 

第９条 国籍 

	 ・国籍を取得し、または変更し、保持するのに男性と平等の権利を得る 

	 ・自分の子どもの国籍にたいしても男性と平等の権利を得る 

第10条 教育における平等 

	 ・教育や職業訓練の機会の平等 

	 ・奨学金や助成金への機会の平等 

	 ・識字教育を含む生涯教育へのアクセスの平等 

第11条 雇用 
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	 ・男性と同様の雇用の権利を得る 

	 ・職業、雇用、研修の選択の自由 

	 ・給与、手当ての平等、同一労働同一賃金を得る 

	 ・妊娠時は危険な仕事から保護される 

第12条 健康ケアおよび家族計画 

	 ・妊娠から出産までの適切なサービスを得る 

第13条 経済および社会的手当 

	 ・家族手当て、ローン、借り入れへのアクセスの平等 

	 ・余暇活動、スポーツ、文化的活動への参加の平等の権利 

第14条 農村の女性 

	 ・家族を経済的に支え、あるいは無報酬労働が女性によってなされているという農村におけ

る女性の特有の問題を考慮する 

	 ・開発への男性と対等の参加 

	 ・適切な生活水準を、住居、衛生、電気、水、交通、通信などについて保証される 

第15条 法のもとの平等 

	 ・男性と同等の法的地位の保証。契約行為、財産の管理、あらゆる段階の裁判への参加が保

障される。 

	 ・移動の自由、家や住所を選ぶ権利 

第16条 結婚および家族法 

	 ・結婚や家族関係において男性と同等の権利と責任を持つ 

第17 - 22条 	 委員会について詳細を決める 

第23 - 30条 	 条約の施行についての詳細を決める	 

	 

	 女性差別撤廃条約が締結されたことによって、女性を保護するための法律がフィリピン政府

によってつくられました。セクハラ禁止法（RA	 7877）やレイブ禁止法（RA	 8353）、レイプ被

害者支援・保護法（RA	 9208	 ）人身売買禁止法（RA	 920）、女性や子どもに対する暴力禁止法

（RA	 9262）ができ、女性問題担当の部署がフィリピン国家警察、社会福祉局、健康局その他の

政府省庁に設置されました。	 

	 最近では、国連安全保障委員会が二つのランドマーク的な決議を、女性の権利について出し

ました。一つ目は2000年10月31日の安全保障委員会によって採択された「女性と平和、安全

に関する国連安全保障理事会決議1325」であり、二つ目は2008年6月19日に採択された（1325

決議の完全履行を継続する）1820決議です。 
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	 「女性と平和、安全に関する国連安全保障理事会決議1325」の主要な点は次ぎのとおり。	 

・ 加盟国に、紛争を予防し、対処し、解決するための国家や地域国家連合および国際的な、

あらゆる政策決定の場において、女性の参加を増やすよう求める。	 

・ 国連事務総長は、国連活動において、特定の分野のみならず、平和維持や平和構築にあた

って、女性の役割と働きを広げることを求める。	 

・ 和平交渉をすすめるにあたって、またその合意において、紛争後の復興において女の子も

含む女性にたいする特別な必要があること、また復興後のさまざまな施策に地域の女性か

らのはたらきかけを取り入れるといったジェンダーに配慮する視点をもつよう求める。	 

・ 武力紛争の当事者は、性的虐待やレイプという性暴力から女性や子どもを守るという国際

法を遵守しなければならない。	 

	 	 

また、安保理決議1820の主な点は以下のとおりである。	 

・ 武力紛争にかかわるすべての関係者は、ただちに性暴力をなくし、性暴力から民間人を守

るよう求める。そのために、規律の徹底や責任を果たすための施策が施行されなければな

らない。	 

・ レイプをはじめとする性暴力は戦争犯罪であり、人道に対する罪であり、ジェノサイドと

同等の行為であるとの注意を喚起する。したがって、紛争解決の方策ための特赦の規定に

入れてはならず、性暴力被害者を保護し、性暴力の責任を追及するよう加盟国に要請する。	 

・ 国連平和維持と人道支援にかかわる関係者が、紛争予防や解決についての女性や女性に関

する組織から意見を聞き、ガイドラインをつくり、民間人を守ることのできるよう研修を

おこない、性暴力を防止し、対処するよう必要な方策を講じるよう事務総長に求める。	 

・ 紛争後支援としての平和構築において、武力紛争の最中や紛争後になされた性暴力をあき

らかにするということも平和構築にたずさわる組織の重要な役割であると強調されている。	 

・ 	 武力紛争や紛争後の状況において、性的暴力の被害者にたいする支援を、あらゆる関係

機関すなわち、加盟国ほか国連や地域国家間連合や、より小さな単位で提供できるよう求

めている。	 

	 	 

	 以上のようなことが、女性の権利の保護や促進を強化する前向きな変化をもたらすでしょう。

しかしながら、国連および政府や非政府組織の努力にもかかわらず、女性にたいする差別的状

況をなくすことは、いまも、世界のどこにおいても、引き続きの課題であるのです。	 

 

 

	 

	 



平和教育:	 平和の文化への道	 	 	  
 

50 

子どもの権利条約	 Convention	 on	 the	 Rights	 of	 the	 Child 

 

	 子どもの権利条約(CRC)は1989年に国連総会で採択され、1990年９月に発効しました。子

どもの権利を固有の権利として、保護し、高めるために取り組むことが、はじめて認められた

画期的な文書です。 

 

	 子どもの権利条約は54条あり、次の４つの分野で構成されています。 

 

	 1.	 生存権は、生きるためにもっとも基本的に重要ないのちとニーズへの権利である。この

権利はいのちを授かった時に、はじまり、すべての子どもは誕生とともに健康と栄養を得る権

利がある。 

	 2.	 発達の権利は、子どもが潜在的な能力を十分に発揮することである。思想や信条、宗教

の自由、適切な情報を得ること、教育やレクリエーション、文化活動も含まれる。 

	 3.	 保護される権利は、子どもは弱い存在であるとの認識から、自己のアイデンティティや

国籍を保持するために守られるべきものである。虐待や適切なケアをされないままにいること

や、児童労働、薬物、性的虐待、売春や人身売買、性取引、拷問、拘禁や武力紛争による被害

からも守られる権利を有する。 

	 4.	 参加の権利は、子どもたちが地域や国家において主権者として積極的な役割を果たす権

利のことである。 

 

次に簡略された子どもの権利条約の条項をあげます。 

 

	 子どもの権利条約 

第１条	 子どもの定義 

	 １８才以下のすべての人びとが子どもである。ただし、適切な法的手続きにもとづき成人し

た者をのぞく。 

第２条	 差別の禁止 

	 国家はあらゆる差別から子どもたちを守らなければならない 

第３条	 子どもの最善の利益 

	 子どもの最善の利益が最も優先される 

第４条	 権利への措置 

	 子どもの権利を実現するために国家が負う義務について 

第５条	 親および家庭、地域における権利と責任 

	 国家は親や家庭の子育ての機能を尊重する 
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第６条	 いのち、生存、発達 

	 国家は子どもの生存と発達を確保しなければならない 

第７条	 名前と国籍 

	 生まれた時から、名前や国籍を得て、両親を知り、ケアされる権利 

第８条	 アイデンティティの保持 

	 国家はアイデンティティの保持にあたり、不法に侵害された際は、再度、回復のための支援

をする	  

第９条	 親からの分離禁止 

	 国家は、家族が離散した場合には、子どもおよび量感に対して、家族についての情報提供を

しなければならない 

第１0条	 家族の再会 

	 両親が異なった国にいる場合でも、子どもが彼らと定期的に連絡を取り合う権利を有する	  

第１1条	 移送・不返還 

	 国家は第三者や親による子どもの誘拐を防がなければならない。 

第１2条	 意見表明 

	 子どもは意見を表明し、聞き届けられる権利を持っている 

第１3条	 表現・情報の自由 

	 芸術、絵画、印刷物、文書などを含むあらゆる形態の情報を求め、手に入れ、発信する権利	  

第１4条	 思想・信条・宗教の自由 

	 国家は、この権利について、子どもに親が方向性を示す権利と義務を尊重し、またそれは、

子どもの能力の発達に従って、行なわれるべきである 

第１5条	 結社の自由 

	 結社と平和的集会をする権利 

第１6条	 プライバシー、名誉 

	 プレイバシー、家族、家庭、通信へ介入されない 

第１7条	 情報やメディア 

	 子どもは情報へのアクセス権を持つ。子どもに危害のある情報から守られるよう必要な注意

がはらわれる 

第１8条 養育の責務 

	 母親父親も育児に際して、対等な親の責務があり、それを果たすための支援がなされる 

第１9条	 虐待や放任	 (家族の養育下でも、その他の養育下であっても) 

	 国家はあらゆる虐待および放任（ネグレクト）から子どもを保護する義務がある。さまざま

な社会的支援措置や支援が得られるようにする 

第20条	 親が欠けた子どもにたいする代替養護 
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	 代替的なケアを講じる際には、子どもの宗教的、文化的、言語的、民族的背景が継続される

ように、国家は注意を払うこと 

第2１条	 養子縁組み 

	 国家は、正当な機関によってのみ養子縁組がなされることを確保する。国をこえる養子縁組

は国内での解決法が尽くされた場合にのみ、考慮される。 

第22条	 難民の子どもの保護 

	 子どもの難民には特別な保護がなされる。国家は国際機関との協力により、家族から離散し

た子どもたちが家族と再会できるよう取り組む 

第23条 障害児への特別支援 

	 社会において、より十全な生活がおくれるように特別なケアや教育のための手当てが得られ

ること 

第24条	 健康・医療 

	 病気を予防し、なおすための医療・保健サービスが得られるようにする。かつ、伝統的にな

される子どもたちに対して有害なことは段階的に廃止していく。 

第25条	 公的審査 

	 ケアや予防措置、治療を受けている子どもたちは、定期的な検診や審査（チェック）などが

なされる 

第26条 社会保障 

	 社会的安全への子どもの権利	  

第27条 生活水準 

	 子どもの発達に、親が適正な生活水準を提供する責任について	  

第28条	 教育 

	 無償の初等教育の権利、職業訓練が得られること、退学率を減らすこと 

第29条	 教育の目的 

教育は子どもの人格と能力を育成し、責任ある社会生活をいとなみむ成人への準備をなすもの

であり、人権尊重を学ぶものである。また、当該国および他の地域の文化的また固有の価値を

尊ぶ。 

第30条	 少数弱者や先住民族の子ども 

	 少数弱者や先住民族に属する子どもが、自分の文化を享受し、また宗教を実践し、言語を使

用することができるようにする 

第3１条	 遊びと余暇 

	 遊び、余暇活動への権利、また文化的、芸術的生活をおくることができる権利 

第32条	 経済的搾取からの保護 

	 子どもが、搾取あるいは危険な労働からの保護される権利 
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第33条	 麻薬および向神経薬 

	 麻薬や向神経薬などからの保護ならびに、これらの生産や流通に関与させないこと 

第34条	 性的搾取からの保護 

	 買売春や子どもポルノへの使用の禁止	  

第35条	 誘拐や売春および人身売買からの保護 

	 国家は子どもが誘拐や売春および取引されない責務をもつ 

第36条	 いかなる形態の搾取からの保護 

第37条	 拷問、死刑、自由の制限からの保護 

	 国家は、拘留中の子どもについて義務を負う 

第38条	 武力紛争下における保護 

	 １５才以下の子どもは、軍事行動に従事させてはならない。また、15歳以下の子どもは徴兵

してはならない。 

第39条	 回復および社会復帰 

	 国家は、武力紛争や、拷問、搾取の被害にあった子どもの回復ならびに社会への復帰につい

て責務を負う 

第40条	 少年司法 

	 訴追された子どもの扱いを通して、子どもの人としての尊厳の感覚が促進されること 

第4１条	 他の国内法における子どもの権利 

第42条	 この条約の流布 

	 締結国は、この条約を市民や子どもに知らせる義務を負う 

第４３−５４条	 この条約の履行 

これらの条文は、CRCが条約の施行を監督することを記している 

 

権利と責任	 Rights	 and	 Responsibilities 

 

	 私たち自身の権利が尊重され、守られ、促進されることを期待するとともに、わたしたちは、

それに伴う責任を喜んで果たす必要があります。自分の権利ばかりを推進して、他者の権利は

考えないということはありえない。わたしたちがわたしたちの権利を行使しているとき、わた

したちは、他の人の権利を侵害したり、否定したりしてはならない。 

 

	 例えば、教師は学校という場で働き、正当な賃金を得る、また表現の自由とともに、差別や

抑圧されないという権利がある。と同時に、自らの責務を最善をつくして果たすとともに、他

の意見や自分とは異なる生活のあり方を尊重するのである。同様に、生徒や同僚をつねに尊重

する必要がある。 
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人権を教え・学ぶためのアイディア 

 

人間の尊厳を教える際、「どのように教えるかが、教える内容」となる。教師のあり方や、教

え方、人間の尊厳を高め、生徒に対して人間らしく接することの基準として、次のような項目

をあげる（Flowers, 1998)。 

・人権に関して、教師あるいは指導者（ファシリテーター）は、生徒がちがう立場であったと

しても、生徒の意見をしりぞけることなく、偏見をもたずに考えるようにする。 

・文化の多様性を踏まえるようにし、民族やジェンダー、宗教、文化・国のさまざまな伝統な

どのものの見方の多様性が反映されるような活動をつくる。 

・内容と学び方のいずれにも配慮する。例えば学習の場が人間の尊厳や公平さを尊重するよう

になっていなければ、人権や正義に関することがらを探究することは困難となる。 

・講義は最小限にし、ロールプレイ（演劇的手法）や話し合い、模擬裁判、ゲーム、シミュレ

ーションといった参加型のやり方を用いる。 

・過剰に人権侵害をとりあげないようにする。すべての人にとっての人権の積極的な価値とし

ての側面を強調する。 

・ それぞれの人が変化を起こすことができるということ、また、そのような事例を提示し、肯

定的な考えを促進する。 

 

	 これまでの人権宣言や女性の差別撤廃条約、子どもの権利条約など主な人権文書を読み、ま

た背景への理解も深めることにより、人権意識を醸成する。例えば、人権宣言を読んだ後、「人

権の木」をつくる活動を行う。紙を葉っぱの形に切り、人権についての事例を一枚に一項目ず

つ書いたものを配る。二人組あるいは、３人あるいはグループで、自分に配られた事例から話

し合いをすすめる。 

1. これらがすべての人に保障されているべきだと自分は、考えられているか、いないか。それ

の理由は。 

2. 自分の経験や、見たこと、読んだことなど、どのようなことが、その権利を推進する、ある

いは侵害することになるか。 

3. この権利を実現するために何ができるであろうかを話し合う。まず、小さなグループで話し

あい、そして大きなグループで、また全体で共有するようにすすめる。話し合いをすすめ、生

徒は黒板のところに出てきて、つくった自分たちの人権の葉を、あらかじめ見出しがつけられ

た５つの人権の類別をあらわす枝のいずれかに、ふさわしい場所を考えて貼るようにする。教

師は、人権をめぐる課題や、取り組みについて発言する。例えば、毎年の12月10日の世界人権

デーにおける自分たちの取り組みを企画を促すこともできよう。地域の人権にかかわるNGOか
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ら関係者を招いて話を聞くことや、特定の問題に対して、署名や、請願、手紙を書くこともで

きるであろう。また、自らの生活を省みて、その暮らしぶりが、他の人の権利を侵害したもの

となっていないか考えてみる。自分たちの権利の侵害には、親類や教師に助けを求めるよう促

す。(例えば、父が母を殴るといった場合など。) 

権利には責任も伴うということを明確にするために、生徒に白紙のカードに自分が持つべき３

つの権利について書き出してもらう。別のカードにそれぞれが対応する責任を書くようにすす

める。そして生徒は、カードに何を書いたか、とともに次のことがらについて、２人組になっ

て、話し合う。:その人権に対して書かれた責任は妥当か。その人権を主張する人が、責任は果

たないとしたら、その人のことをどう思うか。その場合、結果はどうなるだろうか。 

	 黒板や壁面に権利のカードを貼り、他方にそれらに対応するように責任のカードを貼る。必

要なら、まとまりごとに集めて見出しをつけたりする。自分たちでならべたものを見てとって、

全体で話し合う。さらに、可能であれば、自分にとって侵害されている権利があるか。どのよ

うに感じるか。その侵害の責任は誰にある（あった）か。また、現在、そのなかから自分たち

が充足している３つの権利をあげ、それらに対して自分たちの責任について考え、それらにど

う取り組むか２人組か少人数からなるグループで計画をたてる。教師はその計画が実行できる

よう支援する。 

 

	 最後に、人権の理解を深め、行動できるように、これまでの人権への取り組みの模範例を示

すとよい。マハトマ・ガンジーやマルチン・ルーサー・キング、ツツ大司教、オスカー・ロメ

ロ、ダグ・ハマショールド、アウンサンスーチー、ローザ・パークス、ロベルタ・メンチュな

ど歴史的人物や宗教的指導者、政治家、活動家など。生徒のレベルにもよるが、彼らに自分た

ちの地域や国家の偉人を探させるのもよい。	 
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第6章	 	 	 偏見を正し、寛容を築く	 

Challenging	 Prejudice	 and	 Building	 Tolerance	 

 

	 人類は人種、民族、宗教、性、ジェンダーや社会的経済的な階層による違いに対して、次第

に冷酷になってきています。わたしたちは偏見や差別の言い訳として「違い」を作ってきた。

民族や宗教の不一致は本格的な武装闘争へと変わり、多くの命が亡き者とされてきました。今

後、多様性への寛容を築く事は、違うことが暴力を正統化してしまうような憎悪につつまれた

世界に、緊急に求められていることなのです。 

 

	 偏見とは、何の根拠もなくても、ある人やグループに抱く否定的な感情や態度のことです。

（オルポート、1958）ステレオタイプとは不十分な知識に基づく、人やグループに対する否定

的な見方のことです。差別とはある特定のグループに所属する人に対する否定的な行動であり、

それは忌避、嫌悪、そして暴力にまで至るものだとされています。（Franzoi, 1986）ステレオ

タイプ、即ちあるグループに対する否定的な見方を信じていることは、偏見的な感情の根拠と

なり、言い換えればそれは否定的な行動や差別につながっていくのです。 

 

 

偏見についての理論	 Theories	 on	 Prejudice 

 

	 偏見がどのように始まり、伝えられ、維持されて行くのかについての理論は幾つもあります。

その中で影響力の強いものの一つに、社会的学習理論（Altemeyer,1981）があります。偏見

とは、時には何世代にもわたり、ずっと続いて行くものであり、家庭や学校、メディアを含む

様々な場をとおして補強されていくというものです。偏見は無知や情報不足から生まれるもの

であるとも言われています。（Betlehem,1985）それはまた、自分や自分のグループが他より

勝っていると考える人の傾向であり、その結果、そのグループに所属しない事を理由にした人々

への誹謗中傷につながっていきます。(Social Identity Theory, Tajfel & Turne，1979) 

 

 

偏見の様々なかたち Types	 of	 Prejudice 

 

	 はじめの頃は、偏見は単純に人種差別と同じものだと考えられていました。しかし、別の形

の偏見も存在していることが気づかされてきました。そこでここでは、偏見について主に以下
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のようなものにも拡大してとらえていきます。 

 

	 ●人種差別主義	 	  

	 	 ある人の所属する文化的、人種的にひき継がれてきたものが、他より本来的に勝っている

ために、 “異なる人種”に属する人々に対して、尊敬や高い評価を与える事ができないこと 

 

	 ●性差別主義 

	 	 性による違いを根拠に、女性を劣った者とする態度、行為、組織的な構造によるシステム

(Mcginnis & Oehlberg,1991) 

	  

	 ●異性愛主義 

	 	 レズビアンやゲイの人々に対する否定的な態度 

 

	 ●階級主義 

	 	 貧しい人々から距離をおき、“他の人”として認識すること(Lott,1995) 

 

	 ●言語差別主義 

	 	 支配的な言語を話す人たちが、その言語を話さない人に対してもつ、否定的な態度 

（Chen-Hayes,	 Chen & Athar, n.d.） 

 

	 ●年齢差別主義 

	 	 	 若い人、あるいは高齢者に対する否定的な態度 

 

	 ●“見た目主義” 

	 	 ある人々が美しさの標準に至っていないため、その人々に対する偏見。通常、太っている、

痩せ過ぎ、色が黒い等の人が犠牲となる事が多い（Nario-Galace, 2003） 

 

	 ●宗教的不寛容 

	 	 自分自身とは違う宗教を信じている人々に対する偏見 

 

 

寛容のための教育 Education	 for	 Tolerance 

 

	 偏見は寛容を教える事によって変える事ができるかもしれません。寛容とは、文化や人間の
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さまざまな表現のかたちがある豊かな多様性に対して、尊敬、受容、肯定的な評価を行うこと

です。(UNESCO,1995) 

 

	 これは民主主義と人権の基礎となります。寛容の教育は、恐怖や嫌悪、他者の排除につなが

るものに対抗することを目的としています。寛容とは自分とは違う人々も自分と同じように権

利を持つ者である事を知っていることです。 

 

	 なぜ、寛容を教えるのか？UNESCO は教育の最も効果的な意義は不寛容の防止であると断言

しています。異なる文化を肯定的に受け止め、人間の尊厳に敬意を払い、紛争を防ぎ、対立を

友好的に解決していく市民を育てる教育が学校でも必要とされています。 

 

	 教育を通して、違いのある他者に対する憎悪のプロパガンダを信じる事のないようにするこ

とは必須です。主要な宗教はみな信者たちに自分にするように他者を敬い、尊厳をもって接す

る事を求めています。さらに、人権についてのさまざまな方法によって偏見を正すことは重要

な事とされています。国は国際的な合意や条約によって思想、良心、宗教、意見、表現の自由

としての人権を擁護し、推進する事を確約しています。「人種及び人種差別に関する宣言」の 1

条２項では「すべての個人と団体は違いのある存在である権利がある」ことを明記しています

(http://www.unesco.org)。さらに、寛容を教える事は、実践的な新しい方法なのです。不寛

容は社会において暴力やテロリズム、差別を生み出すもととなります。さまざまな要素の中で、

違いに対する敬意が欠如は、２者の、あるいはそれ以上のグループの間の紛争の火種となりま

す。たとえば、北アイルランドのカトリック対プロテスタント、イスラエルにおけるイスラエ

ル対パレスチナ、ボスニアのセルビア人とコソボのアルバニア系の人々、ルワンダのツツ族と

フツ族、そしてミンダナオ島のキリスト教徒とイスラム教徒など上げられます。世界保健機構

によると１００秒に 1 人の割合で武力紛争での死者が増えています。寛容のための教育は人権

を守り、命を救うことのなのです。 

 

	 学校においては、偏見をもっていると、学業成績やセルフエスティーム（自尊感情）に負の

影響を与えています。(Ancis,et.al,1993)	 その被害者たちが学校をドロップアウトすること

もよく起ります。また、孤立や疎外を感じた被害者の心理的な健康は損なわれ、身体的な健康

も負の影響を受けます。（Nebille et Al,、1997）被害者は自分の能力に否定的な見方を自分に

も取り込んで、だから他の人たちはこのように扱うのだし、自分の持っている力を発揮してい

きていくことができません。Levine（１９９７）によると学校において偏見の犠牲者となるの

は、特にできない子かとてもできる子か、経済的に不利な子ども、見た目が普通より劣ってい

る子ども、そして何か障がいがある子どもであることが多いと報告しています。被害者たちは、
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仲間はずれにされ、あざけられ、身体的にも痛めつけられるのが普通です。 

 

	 B.Harro（1982）は、人間は社会に生まれおちた時からすでに、ステレオタイプと偏見をも

って生まれてくると主張しています。これらのステレオタイプと偏見は人間が社会化されてい

く家庭や組織の中で強化されて行きます。 

 

	 平和教育センター(CPE)では、フィリピン各地で行ったワークショップの参加者たち、主に教

師と生徒を対象にしたワークシッョプで、彼等が特定の人々のグループに持っている先入観に

ついて調査を行いました。参加者たちは、自分たちが育つ中で受けたそのグループについての

メッセージを紙に書き出してみました。驚いた事に、これらの偏見メッセージの多くは、もし

そのまま受け取れば心が傷つくものでした。幸い、社会科のサイクルの中で強化されるこれら

の先入観は、教育を通して是正されていくことができるのです。 

 

	 CPE のワークショップで参加者から寄せられた先入観の言葉のリストを上げておきます。 

 

●英語が話せない人	 	 ばか、おろかもの、ぐず、無知、貧乏人、活動家 

	  

●体重が重い人	 	 	 	 ブタ、見にくい、もてない、大喰い 

 

●頭が良すぎる人	 	 	 うんざり、一匹狼（寂しい）、ダサイ、リンゴ磨き、先生の犬、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 友だち無し、わざとらしい、付き合いが悪い、堅物／窮屈 

 

●とても見た目がいい人	 ワル、ゲイ／レズビアン、お高い、大げさなヤツ、淫らな、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 成り上がり、うぬぼれ屋、のろま、俗物、遊び人、あばずれ 

 

●田舎、地方出身者	 	 あか抜けない、文明化されてない、ダサイ、〃、下男／召使い、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 おろかもの、鬼婆、無知 

 

●色肌のきれいな人	 	 	 大げさ、偉そうな、金持ち、わざとらしい、いばった 

 

●肌の色の黒い人	 	 	 みにくい、貧乏人、スラムの人、黒い羊、信用出来ない人、泥棒、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 土方／建設労働者	 	  

	  

●お金持ちな人	 	 	 	 わざとらしい、お高い、官僚、欲深い、抑圧者、気難しい、 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 利用する人、ワイロ、 

 

●アメリカ人	 	 	 お高い、自分勝手な、操る人、日和見主義、人種差別者、物質主義、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 乱暴者、傲慢、上から目線、 

 

●イスラム教徒	 	 誘拐者、暴力、売国奴／裏切り者、テロリスト、殺人者、戦争好き、 

	 	  	 	 	 	 	 	 チンピラ／暴力団、ケンカ好き、狂信者 

 

●お年寄り	 	 	 	 自分だけが正しい、すべて知っている、気にし過ぎ、気難しい、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 厳しい、使えない、心が狭い、古い学校 

 

 

●子ども／若者	 	 手に負えない、無責任な、ガキ、何にもわかってない、図太い 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 反逆的な、粗野な、破壊的な、自分勝手な 

 

 

●男性	 	 	 	 	 	 自慢タラしい、上から目線、いんちき、女たらし、賭博師、マニア、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 戦争マニア、怠け者、怒りっぽい、自分勝手、権力志向 

 

●女性	 	 	 	 	 	 感情的、気まぐれ、弱い、ガミガミ小言を言う、おしゃべり、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 家に縛られている、上辺だけの、うぬぼれ、物質主義、泣く子、 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 大げさ 

 

 

学びあいのアイデア 

	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 偏見とは自分中心の判断、一つの正しい方法でしか世界を経験することはできないと言う考

え方に基づいています。(Aboud,1998)	 正しくあるということに幾つもの方法があることを知

ることが、学校が提供出来ることであり、生徒がより開かれた信念を取り入れることができる

ようになります。 

 

	 寛容を教え／学ぶための方法を上げておきます。 

 

•	 あなた自身の先入観を調べてみましょう。クラスの中で、身体的に、あるいは社会的経済的
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に優れていて、好感を持てる生徒はいますか？ 

 

•	 言葉は意識を形づくるものですから、包括的な、そして／または差別しない言葉を使ってみ

ましょう。 

	 	 例：“人／男性（Man）”ではなく“人間”、“黒人”ではなく“アフリカ系アメリカ人”、 

	 	 	 	 “年寄り”でなく“高齢者”、“デブ”ではなく“重い人” 

 

•生徒同士お互いに、ほめる言葉を掛け合いましょう。ただし、性や社会経済的な地位とは関係

のないもので。あなたがもしも、身体的に魅力的な人をほめる傾向があるか、等。 

 

•多様性は豊かであるという考えに注目してみます。違いは祝福されるものであり、物笑いのタ

ネにしていいものではなく、私たちは他の人々から多くの新しい事を学ぶということです。そ

れはフルーツサラダが、様々な違った香りや色の果物から作っていても、とてもおいしいもの

になっているというのに似ています。 

 

•教材や教室の飾り等を用いて人種的な、身体的な多様な表れをみせてみましょう。 

 

•私たちの教科書や参考書、副読本やカリキュラム、コースの作り方のなかに、例えば、性、人

種、民族、宗教等に関する先入観があるかどうか、調べてみましょう。 

 

•生徒が今いる所について知りましょう。彼等が違いに関して持っている見方を率直に表す事が

できるようにしましょう。Stern-LaRosa と Betmann（2000）および「寛容を教えるプロジ

ェクト」（1991）に述べられている事を以下に示しておきます。 

 

	 ●眼に見えることで一つの意見を持つことは公正ではありません。人の肌の色はその人の心に

何の関係もありません。 

	 ●本来的に人がコントロール出来ないものでなく、正統な基準で友人をつくることを勧めま

す。 

	 「肌の色を変える事が出来ますか？」「例えば、髪の手触りがいいことが、友だちになるこ

とに関係しますか？」 

	 ●人を攻撃するチームの一員としてみるよりも、ある個人としてみることが重要です。 

	 ●自分に対するイメージを健康的にもっている人は、他の人々の価値を下げるようなことを進

めたり、続けたりしません。 
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・新しい、または外国からの生徒が歓迎されている雰囲気をつくりましょう。転校生は注目を

浴びますが、多くの場合仲間から笑い者にされたりすることもあります。昔からいる生徒に新

しいメンバーの友達になるように勧めて行きましょう。 

 

・肌の色を比べ、対比させて、それぞれの色の美しさや多様性を強調しましょう。 

 

	 もしも、あなたの生徒の中で、目につく肌に色の違いがある場合、以下の活動を例示してお

きます。そのような生徒がいない場合は、写真をつかって、肌の色の違いを示す事も出来るで

しょう。 

 

幼稚園か小学校の生徒に、丸く輪になって手を横に伸ばすように言います。 

 

●何をみましたか？ 

●それを見て、どう思いましたか？ 

●これは何を伝えようとしているのでしょうか？ 

 

	 活動の終わりに、人はみな違うパッケージを持っていて、それぞれが特別なもので、他の人

への贈り物なんだ、と伝えましょう。「人は贈り物」の歌を歌う事も出来ます。 

 

	 人は神様から私に送られた贈り物 

	 それは一つ一つ違った包み紙 

	 ゆるく包んだものもあれば、きっちり包んだものもある 

	 でも、包み紙は贈り物じゃない 

 

	 わたしは神様からの贈り物 

	 わたしはそれを受け取るのかな？ 

	 わたしは人、だからこそ 

	 すばらしい人生の贈り物 

 

	 わたしもだれかへの贈り物？ 

	 それはきっと、あなたや、あなたへ贈られたもの。 

	 わたしたちはみんな人、みんな贈り物 

	 さあ、みんなで贈り物の交換をしよう 
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•人種や文化に対する偏見について書かれた物語（例えば、ローザ•パークスやマハトマ•ガンジ

ーの話）は生徒に偏見の被害者の視点をもつための導入となるでしょう。 

 

例：ローザ•パークスの物語 

 

	 １９５５年１２月１日、黒人の裁縫婦をしていたローザ・パークスはアラバマ州モンゴメリ

ーの仕事場から家に帰ろうとバスに乗っていました。１日の仕事でぐったりと疲れていた彼女

は、白人専用席との境界からすぐ後ろの列に座っていました。バスは満員でした。また白人の

乗客が乗り込んで来たので、バスの運転手は分離法に基づいて、彼女に白人男性に席をゆずる

ように命令しました。彼女は静かにそれを拒み、その後、逮捕されました。 

出典：Holmes,Robert.J.,ed（1990）. Nonviolence in Theory and Practice. CA:Wadsworth Publishing Company 

 

•	 生徒にこの物語についてどのように感じたか聞きましょう。 

•	 生徒に今日の世界では異なる伝統や信仰、民族の集団によって成り立っている事を伝えまし

ょう。 

•みんなに聞きましょう：あなたがローザ•パークスだったらどうしたでしょうか？もしあなた

が、白人の乗客だったらどうでしょう？ 

•生徒に、不寛容の結果としては、集団どうしの対立になる事を伝えましょう。 

•生徒に、この事態であってほしい状況はどんなものか想像してみるように伝えましょう。 

•生徒に世界は意見の衝突ではなく、連帯が求められている事を伝えましょう。 

 

・リソースパーソン（外部講師）を招きましょう。異なる民族、社会的経済的階層、宗教をも

つ人たちに、自分たちについて、仕事、希望、夢や叶えたい願望など語ってもらいます。平和

や人権の提言を続けている先住民の方をお招きしましょう。これは“２つのろうそくに灯をとも

す”ことに役立ちます。一つは生徒にある問題についての目を開く事、もう一つは、多様性のな

かにある共通点について、生徒が知る事になるからです。 

 

・生徒が、自分とは違っていると思う人々と一緒に活動する機会を作りましょう。ゴードン•オ

ルポート(1958)は異なる人々と相互に影響を与え合うような機会を設けることが偏見縮小に役

立つという彼の接触理論をのべています。	 

	 違う社会経済階層、文化、民族が違う人々と生徒が、相互に影響を与えあう、没頭出来るよ

うな、または姉妹／双子校プログラムはとても成果のなるものとなるでしょう。 
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ここでは姉妹／双子校プログラムを紹介します。 

 

理解と平和の架け橋を築く	 

	 ミリアムカレッジとラジャムダ高校の姉妹校事業	 

	 

	 双子校事業はマニラのケソン市にあるカトリックのミリアムカレッジ（MC）と、ミンダナオ

中央部にある紛争地域、コタバト市、イスラム教地域のピキット(Pikit)にある公立高校ラジャ

ムダ高校（RMHS）とで立ち上げた事業です。子の事業のテーマは「理解と平和の架け橋を築く」

であり、MC と RMHS の生徒が、お互いの文化をよりよく理解しあい、現在イスラム教徒とキリス

ト教徒の間にある偏見という障壁を取り除くことを目的としています。手紙が両校を行き来し、

ペンフレンドが育って行きました。	 

	 

	 双子校事業は手紙の交換をこえて発展して行きました。共同発行のニュースレターを定期的

に刊行し、エッセイや詩や絵など両校の生徒が寄稿したものが掲載されています。お互いに手

紙をやり取りし、ひとり一人と友情を育み、武装紛争のさなかにあるラジャムダの地域の問題

に気づき、正義、協力、連帯そして相互に尊敬し合い、違いがあってもお互いを受け入れるこ

との必要性を理解する事を生徒がいかに大切に思っているか、彼女たちの貢献を見ればわかり

ます。ニュースレターのタイトル「パガサ」は希望を意味するもので、生徒の話すタガログ語

でもマギンダナオン語両方で使われています。これは、希望が平和を築くための基本的な要素

であることからもぴったりでした。	 

	 

	 事業のハイライトは生徒がお互いに会う機会が与えられる事でした。ワークショップでは手

紙で知り合った友達と語り、双方の文化的和解を推進するための活動に着いても話し合われま

した。	 

	 

	 事実、私たちが行きている社会は分断の長いリストがあり、文化、宗教、民族の違いによる

違いや格差が存在します。その格差によって視野が狭くなる事も多いのです。二つの学校はシ

ンプルですが、意義のある事業に乗り出す事で、この格差を埋めようとしています。そしてい

ま、私たちは次第に橋を渡す作業に少しずつ成功しているのです。	 

	 

 

•国連の日のお祝いに、衣装を着てパレードをしよう！ 

生徒に、異なる文化のダンス、ゲーム、言葉や表現をクラスメートに教えてあげよう（例：平

和を他の言葉でいうと、等）。他の文化の人々の食べ物をもってきて、持ち寄ったものの簡単
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に説明してもよいでしょう。 

 

•異なる信仰や文化背景をもつ生徒に、みんなに信仰や生き方について説明する機会をつくりま

しょう。そして、全ての生徒がそれぞれの信仰や生き方を尊敬し合えるようにしましょう。 

 

•前もってやる活動として、生徒がまず自分たちを肯定的に受け止められるような場づくりが必

要です。The self-fulfilling prophecy theory 自己実現予言理論によると、人は他の人が思う

通りのものになっていくと言われています。よい自尊感情は調和のとれた関係を進めて行くた

めの、礎となります。 

 

活動例： 

	 それぞれの人の背中に紙を貼り、みんなその人の良い所を書くように言います。全員が書き

終わったら、それぞれ自分の紙に書かれたコメントを全部読むように言います。そして、その

ときの気持ちについて聞いてみましょう。 

 

•もしも、文化や性別や宗教、社会経済状況や身体的な違いによって仲間はずれにされているな

ら調停し、とりなしていきましょう。 

 

•もしも、生徒が他の人を傷つけたり、差別したりするような記述をした場合は介入します。（た

とえば、女は弱い、男は泣くな、貧乏人は泥棒、イスラム教徒はテロリスト、等） 

 

•憎悪には反対し、生徒自身に、人が差別されたり、傷つけられたりする時には、それを止める

ように促して行きましょう。 

 

 

次に上げるのは、Stern-LaRosa と Betmann(2000)によって書かれた「偏見に反対する誓い」

です。生徒に、これを個人の誓いとしたいかどうか聞いてみましょう。その理由も。 

 

わたしは、本日から、偏見を阻止し、止めさせるために、最善を尽くす事を誓います。偏見

は、憎悪、傷つける事、ハラスメント苦しめる事、すべての人の市民的権利への暴力の原因

であるからです。わたしは、自分と違う人々に対する自分の先入観を常に自覚するようにし

ます。わたしは、私がりかいできない文化や宗教や人種に関する事は問いかけるようにしま

す。わたしは、人種、宗教、民族と性的指向の違いによって人をあざけり、威圧し、実際に

傷を負わせるような人にははっきりと反対します。わたしはそのような攻撃の対象にされる
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人を支援するために行動します。わたしは、私の学校や他の生徒、そしてわたしの地域コミ

ュニティが人々を尊敬し偏見のない区域となるようにするための特別な方策を考えて行きま

す。わたしは、憎悪に反対する際に「罪のない傍観者」であることは絶対に出来ないと固く

信じています。 

 

•生徒に行動することを呼びかけましょう。彼等に偏見と差別に立ち向かうために適正にすべき

事を反映させた文章を完成させるように言いましょう。 

例えば：「差別をなくすために、私は~~~します」 

 

	 本当に、現実として、偏見や差別の問題を創造的に、倫理的に解決することが必要です。偏

見を縮小することは確かに手に余るような仕事です。あまたの新しいやり方の中で、寛容の為

の教育は、多様性のど真ん中で人々が共に平和のうちに生きる世界を見たいと思う人々にとっ

て、試す価値のある選択肢なのです。
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第 7 章	 	 非暴力をすすめる	 

Promoting	 Nonviolence	 

 

	 2005年、32の軍事対立が世界27の諸国で勃発し、軍事支出は1.2兆ドルにも上りました。これ

らの軍事衝突の41%はアフリカで起こり、41%はアジアで起こりました。(Project	 

Ploughshares,2006)	 毎日1000人もの人々が軍事的暴力のせいで死んでいます。(Control	 

Arms,2006). 
	 毎日、世界では 8 億人もの人が飢え、2 万 8 千人もの子どもが貧困のせいで死んでいます。 

 

 

暴力に直面しつつも選択肢を探る	 Options	 in	 the	 Face	 of	 Violence	 

 

	 直接的あるいは構造的な暴力に直面した時、人間には三つの選択肢があります。何もしない、

暴力に対して暴力で対抗する。非暴力で対応する。の三つです。 

	 抑圧、圧迫に対して何もしないことは、抑圧的圧迫的システムが拡大することを奨励するで

しょう。行動することができない理由には、恐怖、無力感、無関心などがあるでしょう。対抗

的暴力に訴える人々は、正義感に駆られて、あるいは自分自身の尊厳を守るためだと言います。

しかし、暴力は犠牲者に怒りと苦しみを生み出し、危険な悪循環を始めてしまいます。一方で、

非暴力は、「犠牲者を沈黙と無力感から解き放ち、理解と連帯へと向かう状況をつくり出します。

非暴力は、悪循環を断ち、交渉へと扉を開く危機的状況を生み出すのです。(ML. King, Jr., 1963, 

cited in Holmes &Gan, 2005). 

 

 

非暴力とは何か?	 What	 is	 Nonviolence?	 

 

	 非暴力、あるいはアヒンサーは、他の人間を害することを拒否することです。なぜならば、

いのちは聖なるものであり、絶対的な価値であるからです。それは人間は、変わることができ

るという信念から来ています。 

	 AKKAPKA(Aksyon para sa Kapayapaan at Katarungan / Action for Peaceand Justice (1987)は、非暴

力を「原則」であると定義します。それは「人間一人ひとりに崇高な価値を見いだし、破壊し

てはならないものだと考える生き方であり、そのような方向へと変化するためのツールなので

す。非暴力は、真実を追求し、正義と連帯の可能性、和解をつくり出そうとします。抑圧され
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た人と抑圧者を、倫理的説得と、非暴力直接行動の実践と圧力によって解放しようとするもの

です。」 

 

	 

非暴力の原則のいくつか What	 are	 Some	 Principles	 of	 Nonviolence?	 

 

	 マハトマ・ガンジーは、インドの人々を英国の属国から連れ出した人ですが、次のような信

念を非暴力について持っていました。 

・ 人々が収奪を受け入れる限り、収奪する者、されるものは不正義に絡めとられるのだが、一

度収奪されるものがこの関係を拒絶したら、協力することを拒否したら、彼らはそれだけで

自由である。 

・ 非暴力と臆病は並び立たない。武器の所有は、臆病ではないとしても、どこかに恐怖の要素

を含んでいる。 

・ 一人の人間とその人の行動は、二つの異なるものである。罪を憎んで罪人を憎まず。 

・ わたしたちが戦い返せば、わたしたちが破壊者とされ、彼らは遵法者となるだろう。 

・ 「目には目を」は世界全部を盲目にする。 

・ 非暴力は対立者たちを転向させ、理性の声に耳を傾けさせる力がある。 

・ 非暴力は活用されている手段が、目指されているものと同じほどに純粋であることを求める。

悪かける悪は善にはならない。 

 

マーティン・ルーサー・キング Jr はガンジーの原則に賛同し。さらに次のことを付け加えてい

ます。 

・ 非暴力は対立するものを打ち破ったり、名誉毀損したりはしない。求めるのは友情と理解で

ある。 

・ 非暴力は不正義を打ち破ろうとしているのであり、人ではない。 

・ 非暴力は憎しみではなく愛によって栄える。 

・ 非暴力は苦しみを進んで受け入れ、迫害のなかでも規律を保てる力を要求する。 

・ 非暴力は、苦しみは人を育て、超形成すると信じる。 

 

過激な抑圧状況、極端な貧困や経済的不公平、人権侵害や抑圧にあっては、非暴力を信じる

ことを人々に説得するのは難しいことです。そのような状況では憎しみと怒りが被害者、お

よびそのシンパを支配し、権力にある人々に対抗する武力闘争へと駆り立てます。ネルソン・

マンデラも、彼のフラストレーションがもっとも高かった時期、南アのアパルトヘイトに対

して「帝国主義者たちに聞かせるただ一つの言語は力である」と思っていたのです。 
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なぜ非暴力なのか	 Why	 Nonviolence?	 

 

	 それは倫理的道徳的選択です。主要な宗教と哲学的伝統は、いのちの尊重について教えます。

ジャイナ教では、賢人は「殺さず、殺させず、殺すことに同意しない」と教えられます。老子

は、道教の始祖ですが、「武器は悪の道具であり、善き統治者のものではない」と教えました。

仏教では、「不殺生」というのは、すべての仏教徒の行動の基盤にあるとします。すべての人は、

仏陀の本質から生まれ、「他の命を奪う権利は誰にもない」と信じられています。 

	 ヒンズー教では、アヒンサーというのが最善の賜物であり、最高の教えだと考えられていま

す。イスラム教では、「生徒也佑なく人のいのちを奪うものは、すべての人間のいのちを奪うに

等しい」と考えられています。ユダヤ教では、信者たちは、「暴力の人を羨まず、彼の道を選ば

ないこと」を奨励されます。キリスト教では、刀を使うものは、遅かれ早かれ、それによって

破壊されると教えています。 

	 破壊は、人間の法ではありません。(Gandhi,	 1931).	 ジグムント・フロイトは 1920 年に、

攻撃は、潜在的心理の安定さを守るために、他のものにとって変えるべき本能であると書いて

います。同様に、コンラッド・ローレンツは、1966 年に、攻撃性は適者生存の進化のなかで、

適応する機能を果たしていると示唆しています。しかし、1986 年、スペインのセビリアでの会

合に集まった世界の科学者たちは、攻撃性は、人間性に根ざすものだという前提に反対する声

明を出しています。	 

	 

	 以下は、セビリア声明の要点です。	 

	 

・ 戦争は避けられないものではない。何世紀もの間、戦争をしなかった文化がある。	 

・ 暴力的な姿勢は、人間に遺伝的に組み込まれているわけではない。遺伝子は、発達のための

可能性を提供するが、その発現は生態系的社会的環境によって実体化するのである。 

・ 人間は暴力的な脳を持っていない。わたしたちの脳神経的構成に、暴力的な反応することを

強いるものは何もない。わたしたちがどう行動するかは、わたしたちがどのように条件づけ

られ、社会化されているかによって形成させている。 

・ 生物学は、人間を戦争へと追い込むものではない。「戦争は人の心に始まる」のと同じく、平

和も、そこから始まる。戦争を発明した同じ種が平和を創造することができる。その責任は

一人ひとりのわたしたちにある。 

 

セビリア声明は1963年にBandura,	 Ross	 &	 Rossが出した理論を支持しています。攻撃性は遺伝

ではないが、社会化のプロセスの中で学ばれたものであり、学ばれる可能性がある。殺すこと
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は人間の本質にはありません。人間は、通常の条件では、攻撃性よりも協力を好むものなので

す。(SIPRI-UNESCO,	 1997).	 

	 

	 非暴力は実際的な選択肢です。暴力のツールと結果は高くつくのです。	 Stockholm	 

International	 Peace	 Research	 Institute	 (2005)は、成果の軍事プログラムへの支出は一兆ド

ル以上に上ると報告しています。その41%が米国によって支出されています。武器に対する支出

だけでも、アジア、中等、ラテンアメリカ、アフリカの諸国は、平均で年に220億ドルを支出し

ており、それだけで、すべての子どもたちを就学させることができる金額です。(Control	 Arms,	 

2006)	 

	 

	 非暴力は効果があります。非暴力直接行動のサクセス・ストーリーの古典的な事例は、マハ

トマ・ガンジーによって主導されたインドの英国からの独立、マーチン・ルーサー・キングJr.

によって主導された1964年の市民権法と1965年の投票権法につながった運動でしょう。この法

律によって、全米のどこでも、公衆の差別が撤廃され、黒人の参政権が認められるようになり

ました。	 

	 

	 以下は、非暴力のその他のサクセス・ストーリーです。	 

・ 1986年に、フィリピンは、世界を非暴力行動で驚かせました。人々は、フェルディナンド・

マルコスの独裁政権を非暴力的な「民衆パワー」と呼ばれる行動で転覆させました。非暴力

直接行動は、2001年に、不道徳で堕落した大統領だと思われていたジョセフ・エヒルキト・

エストラーダを転覆させるためにも使われました。	 

・ 1988年に、チリの人々は、ピノチェト支持の「Yes」投票を打ち破ることに成功しました。ピ

ノチェトは、15年間にわたる独裁政権をしき、何千人もの人々が拷問され、死刑にされ、追

放されました。無残な襲撃が繰り返され、市民権は制限されました。出版社は閉鎖され、学

校は査察されました。教会は、ピノチェトの犯罪を広く知らせる試みによって、チリの人々

の惨状に対して国際的な注目を集めることに貢献しました。	 

・ 南アフリカの人々は、ネルソン・マンデラとデズモンド・ツツ司教のリーダーシップによっ

て、1948年に「白人の優越性を維持」するために導入された人種隔離政策・アパルトヘイト

を終わらせることに成功しました。1989年に当時のウィルヘルム・デ・クラーク大統領が対

立グループに対する活動禁止令を解除し、政治犯を釈放し、メディアに対する緊急事態制限

状態を終結させました。1994年にネルソン・マンデラが、南アの始めての黒人大統領になり

ました。	 

・ 中米で、オスカー・アリアスは、対話と非暴力的説得によって、ホンジュラス、グアテマラ、

エルサルバドル、ニカラグアの大統領を説得し、米国とソ連からの軍事援助の受け入れを止
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めることに成功しました。その他の項目も含めた平和協定が締結されたのは1987年のことで

す。中米は、二大勢力の冷戦の場であったのです。アリアスの非暴力方術は、それまでに、

対立の紛争の最高潮にあっては20万人もの市民が死傷した中米に平和をもたらしたのです。

(Arias,	 2005).	 

	 

	 

非暴力直接行動とは何か	 What	 is	 Nonviolent	 Direct	 Action?	 

	 

	 ジーン・シャープは、2005年に198の非暴力行動のリストを出しました。非暴力行動は、抵抗、

非協力、介入などを、直接的物理的暴力を使うことなく実践することで説得する方法です。	 

	 以下に、シャープがあげている方法のいくつかを紹介しますが、多くは、世界のあちこちで、

非暴力闘争の中で使われてきたものです。	 

	 

図8	 非暴力直接行動の例	 

非暴力抵抗と説得-異議をとなえる人々に気づきをもたらすために	 

・ 請願	 

・ 横断幕、ポスター	 

・ ロビイング	 

・ 公務員につきまとう	 

・ 歌う	 

・ マーチする	 

・ 祈りのラリー	 

・ 擬似葬式	 

・ 反乱	 

	 

非暴力非協力-対立する勢力に対して、システムの通常のオペレーションを難しくする	 

・消費者によるボイコット	 

・ ゼネスト	 

・ 市民的不服従	 

	 

非暴力介入	 

-対抗勢力に対し、直接的に対峙する	 

・シットイン	 

・ ハンガーストライキ	 
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非暴力行動の目的地はどこか	 What	 are	 the	 Goals	 of	 Nonviolent	 Action?	 

	 

	 マーチン・ルーサー・キングJrは、8人の同僚の牧師たちにあてた「バーミンガム牢獄からの

手紙」で1963年にこう書いています。非暴力行動は、不正義の状況をドラマ仕立てにし、問題

に向きあわないことの不利益について圧力を高めるためであると。彼は、非暴力直接行動は対

立勢力に交渉への扉を開けざるを得なくなるような、緊張と危機的状況をつくり出すのだとも

言っています。	 

	 加えて、非暴力直接行動は、被害者を沈黙と無力感から解放します。これは、立ち江波、チ

リの場合、顕著でした。彼らは何年もの間、沈黙のまま、苦しんでいたのです。非暴力直接行

動は、すべての男性、女性、子どもが独裁政権を転覆させるために尽くすことを可能にしたの

です。	 

	 非暴力直接行動は、注目を集め、その結果、より広い幅の人々から支持を得るようにするも

のです。世界中から人々が、ヒンズー教徒が、英国政府に協力している軍隊からむち打たれ、

抵抗もしないで地に倒れこむのを、観ているのです。世界の人々からの抵抗が、インドの英国

からの独立を認めることを促進したのです。	 

	 

	 

非暴力直接行動のステップ	 What	 are	 the	 Steps	 in	 Doing	 Nonviolent	 Direct	 Action?	 

	 

	 異なるグループには、異なる非暴力直接行動のステップがあります。非暴力社会変革のため

のマーチン・ルーサー・キングJr.センターが「バーミンガムの牢獄からの手紙」から取り出し

たステップは以下のようなものです。第一段階は、不正義が存在することを確認するデータ集

めです。情報を調査、収拾することは、どのような非暴力闘争でも大切な第一段階です。フィ

リピンで、エストラーダ前大統領を覆すためには、彼のマンション、妾、蓄積された富みにつ

いてのレポートや写真が助けになりました。それらは、フィリピン調査ジャーナリズムセンタ

ーによって集められたものです。	 

	 次のステップは、問題についての人々の意識化です。公式的非公式的な教育が、被害者たち

に、彼らの惨状を理解し、彼らがその状況から抜け出すことが可能であることを理解させます。

現存する不正義について「対立勢力」の意識変革を行なうことは、彼らレベルからの共感を得

るのに役立ちます。また、彼ら自身の変容のプロセスも助けます。	 

	 第三段階は、母集団の組織化と連帯の形成です。不正義について知ることは、グループが形

成され、非暴力闘争が始まれば、変化へとつながるのです。組織化は、不正義の状況分析、立

場の明確化、反応の予測などを含みます。フィリピンの非暴力闘争には、さまざまな、まじめ

なものから笑いを誘うようなものまで、多様な組織が作られました。例えば、エストラーダを
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失脚させるために作られた組織の中には、TSE	 (Tsugiinsi	 Erap),	 PARE	 (Peoples’	 Action	 to	 

Remove	 Erap)	 and	 CODE	 RED	 (Resign	 ErapDali)などがありました。その上で、全体としてのリ

ーチを広げ、影響力を高めるために、連合が作られました。(Dionisio,	 2005)南アフリカでは、

アパルトヘイト反対の闘争は、1983年の統合民主フロントUDFの結成につながりました。	 

	 通常、非暴力闘争の最終段階は、さまざまな非暴力行動の実践です。この段階では、組織す

る側の創造力が、発揮されます。ガンジーが活用した有名な方法は、シンボルを焼くこと、ボ

イコット、マーチ、集会です。当時、人種差別されていたアメリカにおける市民権運動は、ラ

ンチカウンターでのシットインで有名になりました。マーチン・ルーサー・キングJrに率いら

れて、有名な「わたしには夢がある」というようなスピーチを広げる集会が行なわれました。

チリの市民社会組織は、テレビの力を使って、ピノチェトが準備したplebisciteをサボタージ

ュしました。フィリピンの人々は、マルコスと愚妻政権への抵抗を示すために祈りを使いまし

た。	 

	 非暴力闘争の目的は、変革です。ジーン・シャープ(2005)は、4つの変革のメカニズムを上げ

ています。	 

	 

学びあいのためのアイデア	 

	 

・ 転向	 対立者は非暴力行動の終結を見通すところまで来る	 

・ 受容	 対立者は、転向はしないが、いくつかのあるいはすべての要求を受け入れた方がよい

と結論を出した。	 

・ 非暴力的弾圧	 対立者は闘争を続けることを厭わない。が、力が削がれたためにそうできな

い。	 

・ 崩壊	 対立者の力が解消された状態	 

	 

	 毎日、暴力の状況はネガティブな影響を個人に対して及ぼしています。攻撃的な行為が増加

し、戦争に対する無感覚が広がり、戦争が避けがたいと条件づけが行なわれるなどが、人々の

暴力的な状況に曝され続けることの結果です。暴力を直接体験する人は、被害者を肉体的、感

情的、心理的トラウマ状態に放置し、結果怒り、恐怖、不安が生まれます。	 

	 教員たちは、学習者が非暴力の意義を認め、暴力に対する代替案として推奨することを学

ぶようにできるでしょう。非暴力的な人間を育てるためのいくつかの提案があります。	 

	 

◯	 よき役割モデルを示す。いらいらする状況でのわたしたちの言語、表現、行動を精査す

る。わたしたちのリクリエーションやエンターテイメントをふりかえる。わたしたち自身の
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戦争に対する態度を点検する。学習者はスポンジのようなものである。彼らは、彼らの聞い

たこと、見たことを吸収する。	 

◯	 生徒と平和的な学級のルールは何かを決める。ルールを決めるのに関わることで、生徒

はそれに従おうという気持ちになる。リストを人が見やすい場所に掲示する。ルールが破ら

れた時には参照する。	 

◯厳罰的な行動よりも平和的対立解決の技術を考えてみる。	 

◯よい行動を推奨し、報償し、認める。	 

◯怒りのコントロールの技術を教える。(深く呼吸する、10数える、動転した時は、祈りの言

葉をつぶやく、など)	 

◯協力についての物語を話す。	 

◯生徒に愛国心と人類全体に対する心配りの両方を教える。狭く極端なナショナリズムは敵

愾心を育ててしまう。わたしたちが一つの種に所属していることを強調することは、学習者

が「いい奴」と「悪い奴」を単純に分けて考えることを止めさせることにつながります。	 

◯平和のヒーローについて話す。戦争のヒーローは、社会科のカリキュラムでは神格化され

ている。オスカー・アリアスOscar	 Arias,	 ローザ・パークスRosa	 Parks,アウン・サン・ス

ー・チーAung	 Sang	 Suu	 Kyi,ニノ・アキノ	 Ninoy	 Aquino,	 デズモンド・ツツ司教Archbishop	 

Desmond	 Tutu,	 ワンガリ・マータイWangari	 Maathai,アブドル・ガーファー・カーンAbdul	 

Ghaffar	 Khan,	 フランツ・ジャガスタッターFranz	 Jagerstatter,	 などについて語ることで、

バランスを取る。	 

◯学級やキャンパスにおけるいじめやその他の暴力について語り、行動をとる。	 

◯非暴力的とうそうについての映画やドキュメンタリーを見る。例えばガンジーなど。そし

て、生徒が非暴力のリーダーの信念、教え、原則についてふりかえりを行なえるようにする。	 

◯生徒に、非暴力について、そしていのちの尊重について、主要な宗教がどう教えているか、

調べるよう伝える。いちばん好きな教えをポスターにするように伝える。	 

	 

質問例	 

1.非暴力のリーダーたちのどの原則に一番魅かれますか。それはなぜですか。	 

2.これらの原則や教えは、今日の世界にも応用可能でしょうか。それはなぜですか。	 

	 

◯生徒が彼ら自身の戦争反対の非暴力キャンペーン推進道具を作ることを許す。(ポスター、チ

ラシ、スローガン、戯画、詩、歌、署名、手紙、その他)	 

◯関連する政治問題について「編集者への手紙」を学級で書く。よくできたものを主要日刊紙

に送る。	 

◯生徒を国会に連れて行き、武器コントロールや地雷禁止などについてロビイする。	 
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◯ケース分析を行い、ロールプレイする。暴力の状況を提示し、生徒に分析させ、それを非暴

力的な方法でどのように解決していくかのロードマップを作成させる。状況に効果的に対応す

ることができる方法を、一つ、演じさせる。	 

◯生徒に非暴力行動を推進する人をインタビューさせ、彼らの原則や提案しているテーマは何

か、質問させる。	 

◯宗教的聖的指導者、非暴力実践者の思想について生徒とともに学んだ後、これらの人々から

の引用リストを作成する。他の生徒に、誰がどれを言ったか、当てさせる。以下はサンプル。	 

	 

誰が何を言ったかな?	 	 Who	 Said	 What?	 

すすめ方:	 学級で、次の引用されている言葉を誰が言ったか知っている人を探す。このクラス

メートに、あなたのリストの該当する部分に署名してもらう。あなたはあなたのリストに署名

できません。一人の人は、あなたのリストには一度しか署名できません。	 

	 

1. 毒草を植えて、バラを咲かせることはできない。答え	 	 	 	 	 	 	 	 署名	 	 	 	 	 	 	 

2. 武器は悪魔の道具、善き統治者のものではない。答え	 	 	 	 	 	 	 	 署名	 	 	 	 	 	 	 

3. 怒りは怒りを生む。人を殺すことを知るものは、殺される。答え	 	 	 	 	 	 	 	 署名	 	 	 	 	 	 	 

4. 平和はナショナリスト気取りと軍拡では達成できない。平和は基本的な人間のニーズに応

えることによってのみ達成できる。答え	 	 	 	 	 	 	 	 署名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

5. 抑圧者も、被抑圧者同様解放されるべきである。なぜならば、いずれも人間性を剥奪され

ているのだから。答え	 	 	 	 	 	 	 	 署名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

6. 遠くで起こる暴力への無関心は、非暴力ではない。答え	 	 	 	 	 	 	 	 署名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

7. 人間の物理的構成は、平和的なものへの傾向を持ち、憎しみあるいは暴力に向いているの

ではない。答え	 	 	 	 	 	 	 	 署名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

8. 正義を成すための暴力は、非現実的であるだけでなく、不道徳である。非現実的であると

いうのは、すべてのものの破壊へと堕ちて行くからであり、不道徳であるというのは、転

向するよりも、全滅させるものだからである。暴力は愛ではなく憎しみによって栄える。

暴力はコミュニティを崩壊させ、兄弟愛を不可能にする。暴力は、それ自身を破壊して終

わる。生き残ったものには苦しみを、破壊者には残忍さを造り出す。答え	 	 	 	 	 	 	 	 

署名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

9. 悪かける悪は善ではない。わたしたちはわたしたちの蒔いた種から生まれたものを刈り取

るだけだ。答え	 	 	 	 	 	 	 	 署名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

10. あなたを害する人に報復してはならない。答え	 	 	 	 	 	 	 	 署名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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(Answer	 Key:	 1.	 Gandhi,	 2.	 Lao	 Tzu,	 3.	 !e	 Buddha,	 4.	 Arias,	 5.	 Mandela,	 6.	 Dalai	 Lama,	 

7.	 Dalai	 Lama,	 8.	 MLK,	 Jr.,	 9.	 Gandhi,	 10.	 Jesus)	 

	 

アクティビティの後、次の質問について話し合う。	 

	 

・ これらの引用された言葉は、何をわたしたちに伝えているだろうか。	 

・ これらの教えは、今日的な状況にも当てはまるだろうか。	 

	 

	 非暴力は現実的でお勧めの代替案です。なぜならば、それは力の根源そのものに挑むからで

す。シャープが言うように、人々が大きな数となって政府への支持や協力を止めれば、権力は

崩壊、分裂します。さらには、現在進行中の技術革新は、世界の市民が、世界で起こっている

残忍さを簡単に知ることができるようにしていくでしょう。そのために、国際的なメディアや

国際的な非暴力非政府組織がすばやく反応し、人々を不正義に対して立ち上がるようにさせる

ことが難しくなくなっています。政府は残忍な政権に対しては、経済的特権を保留し、制裁を

加えることをためらわなくなりました。これら、そして、その他の要因によって、抑圧された

人々は不正義に対して非暴力的に対抗する上で、より自由度を増していると、Ackerman	 and	 

DuVall	 (2000)は指摘しています。	 
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第 8 章	 戦争システムに挑む  	 

Challenging	 the	 War	 System 

 

	 「戦争」という言葉の語源は、「werra」というフランク語ドイツ語にあり、それは混乱、不

一致または争いを意味します。スタンフォード哲学百科事典（SEP, 2005）は、戦争を政治的

共同体による実際の、意図的で広範囲にわたる武力衝突と定義します。政治的共同体とは、国

家あるいは、国家をめざす意思のある実体です。戦争が、古典的あるいは国際的であるという

のは、それは国家間のこと、あるいは、市民または国内でのこと、一国内での対立集団または

地域共同体間でのことかということです。スタンフォード哲学百科事典は、非国家主体が「政

治的共同体」とみなされる可能性、即ち、政治的な目的をもつことに注目します。 

  	 侵略と大規模な武力衝突（という言葉）は、「戦争」という言葉と互換的に使われます。侵

略は、国連によって、ある国による、別の国に対する、主権、領土保全、政治的独立に対する、

あるいはその他に対する武力行使であると、定義されます（www.un-documents.net）。 

一方、Project Ploughshares (2006)は、大規模な武力衝突とは、少なくとも 1 つの国家（ま

たは国の全部または一部の支配を目標とする一つ以上の武装党派）の軍隊が関係する、そして、

紛争がもとでの過程で 1000 人の死者を出した政治的な対立として、定義します。 

  2005 年、27 カ国で 32 の武力衝突がありました。その 41%はアフリカで、もう 41%がアジ

アでした（プロジェクト Ploughshares、2009）。ストックホルム国際平和研究所-ユネスコ

(SIPRI-UNESCO,1996)は、古典的な国家間の紛争が徐々に少なくなり、そして、内部的な対

立が現在の戦闘場面を支配していると記します。 

  何が戦争の原因でしょう？戦争の原因を、攻撃性はヒトの生来の本能にあるという主張を真実

であるという人としての人間にあると思っている人々がいます。攻撃性は人間性の避けられな

い特徴である主張は、ジークムント・フロイトとコンラート・Ｚ・ローレンツによって提案さ

れます(Krahe, in Semin and Fiedler, 1996)。 

  しかし、この主張は、ユネスコに支持される「暴力に関するセビリア声明」によって異論が出

されました（www.portal.unesco.org）。この声明は、戦争または他のどんな激しいふるまい

もわたしたちの人間性に遺伝的にプログラムされないと説明します。声明はさらに、「暴力は、

わたしたちの進化の遺産でもわたしたちの遺伝子のいずれでもない」こと、そして「わたした

ちがどのように行動するかは、どのように条件づけられ、社会化されるかによる」ことを提起

します。 
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戦争の原因についての可能性	 Possible	 Causes	 of	 War	 

 

	 領土問題が、戦争のより一般的な原因とみなされてきました。フート(1998)は、領土問題を、

祖国や国境を明確にしなければならない場所や状態について、集団間での意見の相違であると

定義します。領土問題は、一国が、祖国の一部またはすべてに主権を行使する他国へ挑戦する

ことでもあります。 

 

	 歴史で最も顕著な領土問題は、イスラエルとパレスチナ間にあるものです。領土問題に関す

る文脈における他の例は、フィリピンのモロイスラム解放戦線、バスク人分離主義者によるも

のなどが含まれます。領土問題は、ロシアにおけるチェチェン人による独立または主権の要求

としてもしばしば結びつきます。 

  相違に対する寛容さの欠如が、表面化した紛争の原因です。相違の可能性は、国籍、部族のつ

ながりにありえることです。しかしながら、しばしば、相違は他の要因（例えば土地を巡る争

い、政治的あるいは経済的抑圧）に起因する対立を悪化させます。アフリカのツチとフツの間

の緊張は、ある集団が不当な扱いを受けたと感じた植民地主義の歴史に起因します。 

  イデオロギーあるいは権力闘争は、いろいろな国での戦争の原因となっています。イデオロギ

ーは、力がどのように配分されるべきか、または、社会は、どのように機能しなければならな

いかなど指針となる一組の信条です。国家の背景をもたない武装グループまたは力の保有者が、

それぞれもっている政治的なイデオロギーが、人々のためにより貢献できるとの思いで、多く

のグループが現状に疑問を呈しているのを見ることができます。ネパールの毛沢東信奉者、ペ

ルーの‘輝く道（Shining Path）’、フィリピン共産党（CPP）と新人民軍（NPA）によるイデオ

ロギー戦争の例です。  

	 「戦争と平和」ペンギンアトラス(2003)は、戦争が今日、最貧国に集中することを示します。

国連人間開発報告書において低開発国と分類される国のうち、56%は、1997-2001 年に内戦

を経験しました。事例報告が示唆することは、戦争は、個人間の不公平によるものではなく、

グループ間の不公平にあること、不公平と分類されるものが戦争の原因であるということです。

一国内にあるグループあるいは地域間の不公平は、結果として暴動を生み出し、反乱の機会を

増大させます（カトリック正義と平和の協議会、2007）。スーダンでの戦争は、不公平と分類

される対立の例です。フィリピンでは、フィリピン人間開発報告書(2005)は、武力衝突の頻度

は、所得の貧しさの発生率に直接関連がないと断定します。どちらかといえば、武力衝突の確

信にあるのは剥奪と不正です。「電力、教育、安心して飲める水そして道路事情というような

基本的サービスの有無は、コミュニティが、自分たちが恵まれているか否かを考える際の重要

な構成要素です」（28 ページ）。 
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 	 植民地主義と非植民地化のプロセスの歴史は、武力衝突のもう一つの原因です。しばしば、

権力の委譲は、支配と権力を争っている国の中で、グループの問題となります。アフリカにお

ける、広範囲にわたる戦争は、人々が植民地化の経験から完全には立ち直らなかったことを示

します。アフリカ大陸の多くの国は、内戦や独立戦争を経験してます。スーダンとコンゴ民主

共和国は、長期にわたる戦いを経験しているアフリカの国の例です。 

 	 紛争はまた、資源獲得競争、極端な人権侵害、権力に固執する指導者の欲求、狭隘あるいは

極端なナショナリズム、極端な国家主義、そして国境を越えての親族への思いなどが原因とな

りえます。権力を拡充するための競争、冷戦時代の政治及び経済的遺産、そして武器入手の容

易さが、暴力の高揚をたかめる要素なることが確認されています。（Carnegie Commission on 

Preventing Deadly Conflict,1997）  

 

 

戦争の影響 	 	 The	 Effects	 of	 War	 

 

	 戦争の最も恐ろしい結果は、死者です。WHO (2002)は、毎日 100 秒に 1 人が武装行為の結

果で死亡していると報告します。「戦争と平和」ペンギンアトラス(2003)は、戦争で死ぬ人々

のおよそ 75%が一般人または非戦闘員であることを示します。別の資料によれば、90%以上が

一般人であることが示されています。ユニセフによると、「戦時における一般人の死は、世紀

初めの５％から 1990 年代には 90％になった」といいます。 

 	 戦争はまた、戦争中になんでもありと思われることで、何が許容できるかを超えた行為とし

ての残虐行為のコミットメントにつながります。 

大虐殺、拷問、失踪、レイプをふくむ性暴力、処刑、暗殺、爆破、焼き殺しそして誘拐、ひど

い行為の例です。1994 年、ルワンダでは、6 週間で 800,000 人が死にました、そして、大量

虐殺で生き残った多くの女性は強姦されました（ペンギン・アトラス、2003）。コンゴ民主共

和国では、国際救出委員会は、2003 年以来、原因としての性的暴力の事例を 40000 件登録し

ました。(International Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 

2007) 

 

	 戦争はまた、人々を自分たちの家から引き離します。20 世紀末、戦争及び迫害への恐れから

家を離れ、国外あるいは国内難民になった人の数はおよそ 4000 万人であると見積もられます。

（ペンギンアトラス,2003）イラクでは、2003 年以降、440 万人以上のイラク人が自分たちの

家を捨てました。;200 万人以上は国内に、そして、200 万以上が近隣諸国に移動しました。

(Christian Peace Witness for Iraq, 2008)   
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	 戦争は、武器が増える原因となります。世界中で核兵器として確認される数は、26,000。う

ち 12,000 が、格保有国として認められる 9 つの国で、活動状態にあります。(NGO Committee 

on Disarmament, 2007)	 近年、核兵器の使用の脅威は増大しています。もう一つの懸念事

項は、地雷の問題です。地雷は、戦争が終わったあとも、長い間、効果を発揮します。毎月、

2000 人以上が地雷爆発によって死ぬか、障害をもたらしています。そして、死ぬ人々のほとん

どは一般人です。(Hague Appeal for Peace, n.d.)  

	 一方、小火器はそれほど高価でなく、かつ有効なため、ほとんどの武力衝突に選ばれる兵器

です。今日、世界でおよそ 8 億 7500 万丁の銃が流通しています。小火器による死者は、毎年、

紛争による死の 60-90%を占めます（IANSA 国際小型武器行動ネットワーク、2007）。IANSA

はまた、毎日、銃による死者は 1,000 人、およそ 250 人が戦争または武力衝突によるものとい

います。銃の 74％は、現在、民間人のもとにあります。そして、およそ 800 万丁の新しい小銃

が、毎年製造されます。ストックホルム国際平和研究所は、この 4 年間で、通常兵器の量が 50％

増加したと記します。皮肉にも、5 つの安全保障理事会の常任理事国は、世界の通常兵器輸出の

88%を占めます。次の表は、Richard Grimmett's CRS Report に示される、2001 年から 2008

年までにおける、最も大きな武器輸出国のリストです。 

 

図 9.	 主要武器輸出国	 

1.アメリカ	 41％ 

2.ロシア	 17％ 

3.フランス	 8％ 

4.英国	 7％ 

5.中国	 3％ 

6.ドイツ	 4％ 

7.イタリア	 3％ 

8.その他のヨーロッパ	 11％ 

9.その他の国々	 6％ 
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the Penguin Atlas of War and Peace (2003): 

 

	 政府予算の膨大な額が防衛に割り当てられることで、戦争は開発を妨げます。結果的にお金

は、戦争あるいはその準備によって吸い上げられ、それによって人口の大きな部分は保健や教

育など基本的なサービスを奪われます。 

 

	 毎年、世界は軍事費としおよそ 1 兆 5000 億米ドルを使います。（ストックホルム国際平和

研究所、2009）そして、開発援助に 1 ドル費やされるたびに、軍事費に 10 ドル使われます。

(Control Arms, 2007)2008 年に、アメリカ合衆国は、6070 億ドルの支出で、世界の軍事費

の 41.5%を占めました。それは軍事費が最も高い他の 14 カ国の合計を上回っています。毎年、

平均して 220 億ドルがアジア、中東、ラテンアメリカとアフリカの国々の武器購入に使われま

す。この額は、当該諸国におけるすべての子どもを学校に通わせるミレニアム開発目標の達成

を可能にしたでしょう。(Control Arms, 2007)10億人以上が貧困ライン以下で生きる世界で、

武器支出は、一人当たり 217 米ドルに達します。それと対照的に、2015 年の目標日時まで、

ミレニアム開発目標を達成するのに十分な額が 1 年に 1350 億米ドルです。そのことをローマ

法王は、「軍備拡大競争は、武器が使われるか否かに関係なく人を殺す」という表現で警告し

ました。 

 	 戦争は、子どもたちに遊び場ではなく、戦闘地域を踏ませます。ペンギンアトラス（2003）

は、300,000 人以上の子どもたち（18 才以下と定義される）が世界中で戦っていると報告しま

した。新兵募集は、しばしば力づくです。子どもは、メッセンジャー、戦闘員、そして粛清分

隊のメンバーとして雇われます。（PHDR、2005）	 彼らは、料理をしたり、掃除をしたり、

パトロールのような仕事をします。Ploughshares は、15 才未満の子ども兵士が、ハイチ、コ

ロンビア、イスラエル/パレスチナ、イラク、スーダン、コートジボアール、コンゴ民主共和国、

ソマリア、ウガンダ、ブルンジ、ソマリア、アフガニスタン、ネパール、インド、ビルマ、ス

リランカ、インドネシアとフィリピンの戦場で歩き回っていると報告します。フィリピンでは、
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the Philippine Coalition to Stop the Use of Child Soldiers は、子どもたちの 10～30％が

フィリピン共産党かモロイスラム解放戦線の影響下にあるコミュニティの兵士として徴兵され

ると報告します。(as cited in ILO-IPEC, 2004). 

  戦争は、多くのさまざまな結果をもたらします。人々は、自分たちの生計と食物供給へのアク

セスを失います。戦争は、投資の損失を引き起こします。;資産と環境を破壊します。そして、

観光事業の機会を破壊します。それにもまして戦争は、子どもたちの教育を混乱させ、住民の

間で恐怖と精神的外傷を引き起こします。 

 

 

  戦争の影響を軽減すること 	 Mitigating	 the	 Effects	 of	 War	 

 

	 国連のような国際機関の活動は、戦争による諸影響の緩和を支援します。武力紛争の予防、

管理、解決のための主導機構として、国連は、平和構築、和平協定および平和維持の両方の業

務を行います。平和構築は、紛争への回帰を避けるための政治的解決を強化し、確固とするた

めの行動です。(SIPRI-UNESCO, 1998)	 国連はまた、交渉と調停を通して紛争と対立の解決

への支援をします。国連は多くの国における平和の仲介を主導し、世界の多くの問題を抱えた

窮地における平和協定の調印に成功しています。国連はまた、平和維持活動を支えます。平和

維持活動は、紛争の予防、管理、あるいは解決にむけて紛争当事者を支援するための公平な要

因の活用です。（ストックホルム国際平和研究所-ユネスコ、1998）国連平和維持活動ウェブ

サイトは、2010 年 7 月現在、15 の有効な国連平和維持活動があったと報告しました。平和維

持軍は、停戦を監視します。平和維持軍は、（対象としての）社会の中で戦闘員の再統合を支

援し、選挙のための準備を支援するのも仕事の一つです。国連はまた、侵略の罪を裁く特別な

法廷をもっています。これらは、国際司法裁判所、国際刑事裁判所と戦争犯罪裁判所です。 

	 他に、いろいろな国際組織と運動が、激しい紛争を防ぎ、管理し、解決するための仕事をし

ています。ハーグ平和アピールは、「戦争の災いから、次世代を救う」ための状況をつくるた

め、21 世紀にはいる前夜、1999 年 5 月に始められた運動です。いくつかの行動計画がハーグ

の歴史的な会議でうまれ、そのひとつが平和教育のためのグローバルキャンペーン（GCPE）で

す。平和教育（GCPE）は、平和、暴力のすべての形を拒否し、人間としての尊厳を守る文化、

正義と平和的な価値観の文化にむけての思考法、価値観と行動を変えることに責任を担う個人

の教育者たちと教育 NGO から成ります。赤十字国際委員会（ICRC）は、武力紛争の犠牲者を

保護し、支援するために努める 80 カ国による活動的な人道組織です。国際小型武器行動ネット

ワーク（IANSA）は、銃による暴力に対する組織的な活動として 120 カ国において活動してい

る世界的な運動で、小銃や軽武器の拡散と不正使用を止めることに取り組んでいます。地雷禁

止国際キャンペーンは、対人地雷を根絶することに取り組んでいる組織の世界的なネットワー
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クです。アムネスティ・インターナショナルは、人権が尊重され、保護されるよう運動する人々

の国際的に認められた世界的な運動です。アムネスティは、世界の 150 カ国以上の国と領土で

180 万人以上のメンバーを持っています。武装紛争予防のためのグローバル・パートナーシッ

プ（GPPAC）は、世界のすべての地域にある組織の世界的なネットワークです。GPPAC は人間

の安全保障を促進し、紛争の根本的な原因へ取り組み、集団的安全保障の協定を基本的なゴー

ルとしようとします。50 カ国以上の国の会員からなる Pax Christi インターナショナルのよう

な国際的な宗教系の平和運動があります。それは宗教を平和と正義のための明確な力にしよう

とし、しばしば、激しい対立を防止し、解決する方向へ、そして、平和の構築にむけて国際的

な行動を訴えます。  

	 非政府組織（NGO）も、戦争の影響を緩和することに関わっています。NGO は、組織化、意

識の向上、調査と議会工作に関わります。NGO は、広く多様なサービス（例えばリハビリテー

ションや社会心理的な精神的外傷と治癒）を提供します。フィリピンでは、この仕事は、バラ

イ・リハビリテーションセンター（Balay Rehabilitation Center）のようなグループによって

されます。他の団体は交戦中のグループ間の対立や協定を監視します。ミンダナオの’バンタイ・

シーズファイア‘（Bantay Ceasefire）は、政府と MILF（モロイスラム解放戦線）の間の停戦

合意が守られていることを監視します。スローン・CARHRIHL(Sulong CARHRIHL)は、フィ

リピン政府と民族民主戦線（National Democratic Front）との間の人権と国際人道法を守る

という合意を、モニターする第三者ネットワークです。NGO はまた、人々の対立に平和的に取

り組むための人々の能力構築を助けるために、教育とトレーニングを行います。ミリアム・カ

レッジに拠点を置く平和教育センターは、その活動をしています。キリスト教司教とイスラム

宗教指導者で構成されるフィリピンの Bishops-Ulama 会議のような宗教団体は、共通の基盤

を探求するための定期的な対話を続けています。フィリピンにおける多くのグループは、武器

やその他の兵器の規制の仕事をしています。例えばコントロール・アームズ・フィリピン（the 

Philippine Action Network to Control Arms）, 地雷廃絶フィリピン・キャンペーン

（Philippine Campaign to Ban Landmines）, フィリピン・クラスター爆弾廃絶キャンペー

ン（Philippine Campaign against Cluster Munitions）, フィリピン核廃絶廃止運動 

（Nuclear-Free Philippines Coalition）です。世界には、武力衝突を防止、減少、そして解決

あるいは影響を和らげることに取り組む NGO の長いリストがあります。彼らは、世界中で命を

救うことへの広範囲な仕事をしています。 

	 種々の条約、合意、決議と協定が、戦争の影響を緩和するために立案されました。これらの

いくつかを以下に示します：  

• 国際人道法または武力紛争法は、武力衝突時に一般人を保護して、戦争の方法と手段を制限

しようとする規則から成ります。 



平和教育:	 平和の文化への道	 	 	  
 

84 

 •	 国連安全保障理事会決議１３２５は、武力衝突のすべての関係者に武力衝突の状況における

女性と女の子を保護し、競合解消と和平交渉への女性の参加を増やすための特別な処置をとる

ように求めます。  

•	 国連安全保障理事会決議１８２０は、対立と紛争終結後状況での性暴力に対処します。強姦

は戦争の手段になりました、それゆえ、決議は武力衝突の関係者に武力衝突の状況での性暴力

を終わらせるための適切な処置をとることを求めます。それは性暴力の加害者を罰することを

求めます。 

• 小火器に関する国連行動計画（UNPoA）は、供給を規制し、需要を減らし、既存の武器を流

通から取り除き、合法的な利用者から不法ユーザーまで武器の転用を止める条約です。  

• オタワ条約は、対人地雷の使用、備蓄、製造と移動を禁止します。  

• クラスター弾に対する条約は、クラスター爆弾の製造、備蓄、使用と移動を禁止するための

条約です。この条約 2008 年前半に立案され、同年の１２月、署名にむけて公開されました。  

 

	 さまざまなグループによって、多数のイニシアティブが人間の幸福ならびに軍縮と軍備縮小

の保護にむけてなされることが、上の説明から見る 

ことができます。軍縮は、既存の軍備に対する厳しい管理の行使ですが、一方、兵器を取り除

くことについてのプロセスです。そのゴールは戦争の可能性を縮小、あるいは少なくともその

影響を緩和することです。武器の効用は、暴力の割合の高い要因となります。武器を規制する

ことを目標とする協定があります。小火器に関する国連行動計画（UNPoA）、そして上述のオ

タワ協定は、その例です。生物兵器禁止条約は、署名者が生物兵器、主にウイルスと細菌を開

発、生産、備蓄することを防止します。部分的核実験禁止条約（PTBT）は、署名者に、核兵器

の大気圏内、大気圏外あるいは、海中での実験をを思いとどまることを同意させました。現在、

UNPoA は、人権、非国家主体への武器移転、政府当局による銃の誤用、銃の誤用やけがのジェ

ンダー化された性質のような重要な問題をカバーしていないとして、他の人たちの間で、武器

貿易条約を起草するための努力がすすめられています。（IANSA、2007） 

 

 

平和教育と戦争システム Peace	 Education	 and	 the	 War	 System	 

 

	 ユネスコ憲章前文は、「戦争が人の心に始まるならば、平和の擁護は人の心に造られなけれ

ばならない」と明記します。平和教育は、戦争に挑戦する 1 本の具体的な小道です。「平和教

育は、諸問題についての全体的な見通しと人間は、一つの種であることへの理解を開発するこ

とです」（Readon & Cabezudo、2002）。平和教育は、世界が「善人と悪者」に分けられる

という、そして、「悪者」への勝利が行く道であるという考えに挑戦することに役立ちます。
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平和教育は、人類としての同一性の概念を教えようとします。不一致についてのほとんどは、

社会的、かつ文化的に創り出されるものです。相違は、私たちを豊かにするものであり、私た

ちを分かつものではありません。教育は、偏狭的な人を越えて民族の社会的な検証を大きくす

ることによって、集団間の対立を小さくすることを助けることができる力です。これは、伝統

的な国家概念に対する、より人間的、包括的なものの防衛手段について、学習者の理解と認識

を拡大することによってなされるのです。(Carnegie Council, 1997). 

	 教育は、戦争の不可避性という考えを変えることを支援しなければなりません。人間が戦争

をするというのは、運命顕示説ではなく、選択であることを理解しなければなりません。暴力

の結果を学び、暴力に変わる選択を考え抜いた人は、宣伝によって簡単に心を動かさないでし

ょう。   

	 生徒に平和的な紛争解決のスキルを教えることは、紛争解決への建設的な取り組みの可能性、

そして、侵略についてのより実行可能な代替案があることの理解を勧めることになります。平

和教育プログラムは、非暴力の理論と非暴力的行動の実践の教授が含まれます。世界のいろい

ろな地域における非暴力的な直接行動がどのようにうまく働いたかという事例研究、本当に、

暴力に代わるものがあるのを生徒に、見させなければなりません。   

 

 

学びあいのためのアイデア	 

 

・戦争とその手段に異議を唱えることを意図する、国の法律、法令と条例を調べます。たとえ

ば、フィリピンは、大統領令（EO 570）により、教師教育において平和教育が制度的に組み込

まれています。それには、銃法（Firearms Law）があります。そのような方針の具体化の状態

を調べてもらいます。   

・ 武力衝突を防ぐことを支援する組織で働いている人々にインタビューします。彼らに国のた

め、世界のために、彼らが持っている展望や仕事への挑戦について尋ねてください  

・ 生徒に国連と国連が世界で平和と安全保障を促進するために何をするかについて本を読んで

もらいます。  

・ セビリャ声明についての調べ学習をしてもらいます。生徒に声明に対する賛成/反対のレポー

トを書いてもらいます。  

・ 自国における和平交渉の情況についての調査をするよう生徒に頼みます。自国に事例がない

場合は、世界のいろいろな地域で、進行中かあるいは完了した和平交渉プロセスを調べるこ

ともできます。可能性がある例は、シエラレオネ、北アイルランド、チェチェン、スリラン

カとカンボジアなどです。   
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戦争の木を掘り起こし、平和の木を植えること  

1. 黒板の左側に、死にかけている木を描きます。その木は「戦争の木」と呼ばれることを生徒

に伝えます。  

2. 生徒に黒板の前にでて、なにが戦争の原因であるか、木の根もとに記入してもらいます。  

3. それが終わったら、黒板の右側に木を描いて、それを「平和の木」と呼ぶことにします。 

4. 	 もう一度、黒板の前に来てもらい、平和をもたらす要因を考えてもらい木の根の上に記入

してもらいます。  

5. 「戦争の木」から「平和の木」まで線で結びます。生徒に各々の線上に平和の気に到達する

ための具体的な戦略を書いてもらうようにします。 

 

・生徒に戦争の野蛮さを示す映画を観てもらいます。強力なイメージとメッセージが込められ

た映画の例は、「ルワンダ・ホテル」、「ジョワイユ・ノエル」と「シンドラーのリスト」で

す。生徒が観た結果をたどってみます。彼らが有意義であると感じた場面とそれらの理由につ

いてクラスで共有するよう、頼みます。映画は、彼らにどんなメッセージを伝えたかを訊ねて

ください。 

 ・ポスター展示。生徒に戦争に反対する引用ポスターを作るよう頼んでください。教室の周囲

にこれらのポスターを掲示して、それぞれを観てもらいます。展示から学んだことは何か、議

論してもらいます。 

 

  「私は、戦うことがもういやです...！私は、自分の子どもを探す時間がほしい、そして何人見

つけることができるだろう。多分、私は死者のなかに、子どもたちを発見することになるだろ

う。私の話を聞いてください、チーフ。私は疲れています。太陽が現在立っているところから、

私は永遠にこれ以上戦いません。」 - ネズパース族国（1877）のジョセフ・チーフ   

「世界が植民地主義とアパルトヘイトを廃止することができるならば、戦いませんか？核兵器

を廃止する時です。戦争を廃止する時です。」- コーラ・ワイス   

「現代の戦争の特質である拡大する破壊性と、いわれない人間の苦しみは、戦争廃止の理由が、

ユートピア的な考えというよりも、実際的な強制力であることを明らかにしました。」- ベティ・

リアドン  「わたしたちは、今日、愛と深い思いやりを世界にもたらさなくてはなりません。そ

のためにわたしたちは、銃と爆弾を必要としません。」- マザー・テレサ  

「戦争は、平和な将来を切り開くための劣った道具を製造します。」- マーティン・ルーサー・

キング, Jr.  

 

・ シンボリックな行為として、おもちゃの銃やいろいろな戦争おもちゃを土に埋めるようにし

ます。  
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・ 居住地域の近くにある平和宣言の地を訪ねます。宣言の提案者にインタビューをします。空

間または平和宣言地帯の意味するところを探します。もし、平和宣言地域の訪問ができない

なら、平和宣言地域と人々が地域で武装暴力行為を減らすために何をしたかについて調査し

ます。 

・ 手紙を書くこと。軍備に対する予算配分を勉強した後で、生徒が問題に対する彼らの懸念を

表明するよう、議会または議会に手紙を書くよう勧めます。   

 

	 戦争は、無数の命をなくしました。よい知らせは、戦争が回避不能でないということです。

わたしたちは、わたしたち自身の地球の将来を選ぶことができます。選択は、わたしたちが行

なうべきなのです。  
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第9章 	 対立/紛争を解決し、超形成する 	 

Resolving	 and	 Transforming	 Conflict	 

 

	 人間は多様な信念、態度、行動、関心を持ち、それは経験や文脈の違いから来るのです。時

には、これらの違いが緊張を生み出し、対立や紛争につながることがあります。対立/紛争は人

生の逃れがたい事実なのです。もし、扱い方を間違えば、望ましくない結果を招いてしまいま

す。大きな状況について言えば、多くの対立/紛争が暴力的になり、生命が失われたり、財産が

破壊されたり、経済や文化的な活動や社会経済的サービスが阻害されたり、市民、特に女性や

子どもが搾取されたり、経済的損失が生まれたりします。個人的な対立の場面では、双方に苦

悩とストレスを引き起こします。対立をうまくコントロールできない時、関係が壊れてしまう

こともあるでしょう。 

	 幸いなことに、対立はコントロールし、建設的に解決することが可能です。うまく扱えば、

係争中の当事者たちは、関係を改善させ、経験から学ぶことができるでしょう。対立を建設的

に解決することは、教えることができ、学ぶことができるスキルなのです。もし、人間が彼ら

の個人的な対立を前向きに扱うことを訓練できるなら、そのようなスキルをもっと高次のレベ

ルの相互関係にも持ち込むことができるでしょう。 

 

 

対立とは何か?	 What	 Is	 Conflict? 

 

	 対立 Conflict という言葉は、ラテン語の conflictus から来ていて、力強くぶつかることを意

味します。ある行動や信念が、他の人にとって受け入れがたく、そのために抵抗を受ける時に

起こります。(Forsyth, 1990)	 対立は二項間、グループ、あるいはより大きな社会的構造にお

いて起こります。 

 

 

なぜ対立が起こるのか?	 	 Why	 Do	 Conflicts	 Arise? 

 

	 国家レベルや地球レヘルで、対立は領土問題、民族や宗教的憎悪、イデオロギーや権力闘争、

社会正義、独立の要求、貿易や市場の競争、経済的リソースを巡る争いなどなどによって引き

起こされます。(Wehr, 1979) 

	 わたしたちの直近の状況における複雑な関係性においては、対立は誤解、誤認、ミスコミュ
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ニケーション; 難しい姿勢、期待はずれ; 理念や意見、信念、価値観、目標、利害の相容れなさ;	 

不信;	 物質的資源の争い;	 威圧;	 誇りの防衛;	 報復欲求;	 注目と認知のニーズ;	 不寛容;	 

共感の欠如;	 グループ間のパワー闘争;	 などによって引き起こされます。 

 

 

わたしたちの対立を解決させないようにするものは何か?	 	 

What	 Prevents	 Us	 from	 Resolving	 Our	 Conflicts? 

 

	 多くにとっては、建設的に対立を解決することは、第二の天性ではありません。そうするこ

とを妨げるたくさんの要因が存在します。その中の一つに、恐怖や誇り、怒りや報復したいと

いう欲求などの強い感情の経験があります。これらの強い感情が存在する時、情報を客観的に

処理することが難しくなります。無関心や無気力は、またもう一つ別の、対立の解決を妨げる

要因です。人びとは、時に、気にかけなかったり、無関心だったり、それが意図的であろうが

なかろうが、するのです。無力に感じ、希望をなくす場合もあります。たぶん、状況が気持ち

をくじくようなものであったり、相手が権力者であったりする時には。係争当事者間でのコミ

ュニケーションの欠如あるいは不在が、対立の解決を阻害する要因であるでしょう。また、シ

ンパからの挑発が、意図的あるいは意図せずに「火に油をそそぐ」ことで、状況が激化し、対

立が解決されない状況があるでしょう。 

	 人びとが問題解決のプロセスが、退屈でストレスが強いと感じるために、避ける場合もあり

ます。敵方と対話することは、大変な勇気を必要とし、わたしたち自身、「敵」に直面する大

胆さを持ち合わせていないことに、気づかざるをえません。 

 

 

怒りとその効果	 What	 Is	 Anger	 and	 Its	 Effects? 

 

	 怒りは、対立の状況にある時に、よく現れる感情です。位里かは、単なるいらいらや失望で

はなく、失望、心配、indignation の混じり合った感情で、わたしたちのからだが、戦闘状態の

準備を始めて居ることを示すものです。言語的をとることもあれば、あるいは物理的攻撃、激

怒、animosity の形をとります。わたしたちが、それを相手を害したり、憎しみや孤立化につ

なげるのであれば、破壊的なものになるでしょう。怒りのやりとりの後に、人びとが殺された

り、傷つけられたりしたという話しを聞くのは、ないわけではありません。 

怒りはわたしたちの健康にも悪影響を及ぼしかねません。怒りが爆発するとストレスホルモン

が沸きだし、冠動脈や心臓の筋肉を損傷し、不整脈を起こします。これらの過剰なホルモンは、

血液 vessel が plaque、動脈を詰まらせ、心臓発作の引き金になります。怒りは、よくあつさ
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れると、わたしたちを病気にもします。表現されない怒りは、筋肉を硬化させ、わたしたちの

血圧を上げるのです。(Spielberger, as cited by Foltz-Gray,2002)	 内化された怒りは極度

な緊張あるいは抑うつを引き起こすかもしれません。(http.//www.apa.org) 

	 怒りは、わたしたちが正常に機能しなくなったときには、破壊的です。わたしたちのルーテ

ィンが妨害され、生産性が低くなります。わたしたちの思考力が妥協します。これが、わたし

たちが前向きに仕事を続けたり、キャリアのための勉学を継続する力を破壊するのです。 

 

 

怒りをどうコントロールするか	 How	 Do	 We	 Manage	 Our	 Anger? 

 

	 わたしたちの怒りを静めることは、それを発散させたり、抑圧したりするよりも、よい方法

です。わたしたちが怒っている時、脳は pituitary gland をシグナルし、神経がアドレナリンを

作り出す。アドレナリンが血流に流れ込むことで、わたしたちは闘いの準備ができる。わたし

たちの怒りの形を変える方法をいくつか紹介しましょう。 

 

・ あなたが怒っていることを認める。いま、あなたが感じている感情に気づくことは、それを

静めるのに役立ちます。 

・ あなた自身を状況から距離を置くこと。怒りの感覚から離れます。環境を変えることは、一

時的であっても、あなたの気持ちを静めるのに役立ちます。 

・ 怒りを物理的に、かつ間接的に吐き出す 

 誰にも聞こえないところで、大声で叫ぶことで、放出します。 

 枕を叩いたり、バッグにパンチをくらわせたり、マットレスなど、柔らかなものを叩

くことで、手にあるアドレナリンのレベルを下げます。 

 あなたの怒りを絵に描きます。ストレスホルモンを、力強い筆致で解き放ちます。 

 激しく、歩く、走る、泳ぐ。 

 体育館に出かける。運動する。プレッシャーの元では、運動する人は、ストレスホル

モンレベルを低く保ち、鼓動と血圧が少し速くなるだけです。(Reyers, 2006) 

・ リラックスするためのテクニック 

 何度も、深呼吸する。自分を静めるための言葉を繰り返す。例えば「リラックス」な

どのように。 

 あなたの心の中に、幸せな考えや体験を思い描く。 

 マッサージを受ける。 

 瞑想のテクニックを行う。 

・ 心を落ち着かせる 
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 あなた自身に話しかける。あなたの怒りに変わるものを考える。そして、怒りを爆発

させた場合の結果についても考える。(「もし、怒りを爆発させたら、何が起こるだ

ろうか」「他にどんなオプションがあるだろうか」など)	 血流に過剰に流れ込むあ

なたのエネルギーホルモン「アドレナリン」と「ミルアドレナリン」に「冷静になれ」

と指示を出す。あなた自身を、怒っていること、しかし、あなたはそれをコントロー

ルできることを説得する。もう一つの簡単なツールは、あなた自身に、怒ることをや

めろと指示することです。声に出してもいいし、出さなくてもいい。 

 あなた自身を探る。ウィリアムは、わたしたちが怒っている時「これは重要なのか?」

「わたしの怒りは適切なのか」この状況は修正することができるだろうか」「行動す

るだけの価値のあることか」と問うことを提案しています。そのような評価が、怒り

の表情を、なんらか理性的なものへと変形するでしょう。 

 反応する前に、10 数えましょう。もし、10 を数えてもまだ爆発しそうだったら、数

を数え続けます。 

 あなたの思考プロセスを変えてみます。わたしたちは怒っている時、最悪の光をあて

て、物事を見ています。わたしたちは人を非難し(これは彼/彼女のせいなんだ)、レ

ッテルを張り(あいつはひどい奴だ)、拡大解釈し(いつだって、こういうことをわた

しに仕掛けてくるんだ)、心理的フィルターをかけ(この人には、まったくいいところ

がない)、解釈や結論を急ぎ(わたしのことが嫌いにつがい内)、悪意を疑ったり、悪

意のせいにしたり(わたしを陥れようとしているに違いない)しがちなのです。これら

すべては、ひどい苦しみをもたらします。わたしたちの考え方を変えることで、どう

感じるかをかを変えることができます。そのため、adversary 悪い態度や行動につ

いて、解釈や疑いを持つ代りに、これらのネガティブな考えをもっとポジティブなも

のに変えようとしてみてください。(例えば、わたしを傷つけるつもりはないのだ、

とか)認知を変更することは、認知行動テクニックの一つで、わたしたちは、人びと

の考え方を変えることができれば、彼らの感情的な反応や行動を変えることができる

ということを言っているのです。(Houston, 1985) 

 書き出してみる。あなたの考えをまとめ、明確にすることを助けます。 

・ 心理療法的テクニック 

 マルチ・メディア的解決。テレビをつけて、娯楽番組をみる。映画に行く。音楽を聞

く。 

 楽器を弾く。 

 歌う。踊る 

 シャワーや長風呂をとる 

 冷たい飲み物を飲む 



平和教育:	 平和の文化への道	 	 	  
 

92 

 公園や散歩道を歩く 

 PC やブログ、チャットをする。あるいは娯楽ビデオをダウンロードする 

・ スピリチュアルな援助 

 気持ちを軽くする。我慢、理解、寛容さのために祈る。例えば、聖書は「7×70 倍回」

許せと言います。寛容とは、Center for Dispute Resolution によれば、condonation

を意味しません。むしろ、わたしたち自身を、他の人に握られた痛みから、わたした

ち自身を解放することなのです。 

 あなたが信奉する場所を訪れる。あなたの怒りを捧げる。 

・ 社会的なサポート 

 家族や友人に話す 

 愛する人からハグしてもらう 

 あなたのペットを抱く 

・ エネルギーの矛先を変える。あなたの部屋や家を掃除する。模様替えをする、あるいはガー

デニングをする。 

・ 可能であれば、あなたの怒りをユーモアに変える。爆発する代りに、冗談を言う、あるいは

きりきりした状況を、軽いものに変える努力をする。 

・ 涙に流す。泣くことは治療的です。泣くことで、からだから破壊的なストレスホルモンを排

出できるのです。 

 

 

怒りを直接、表現する方法	 How	 Do	 We	 Directly	 Express	 Our	 Anger? 

 

	 わたしたちが怒りの温度計を下げることに成功し、冷静さを取り戻せたら、わたしたちは、

自分自身の感情を直接表現してもいいかもしれません。下記にあげたのは、非攻撃的にあなた

の怒りを表現するための提案です。 

1. まず、あなたを怒らせる行動を描写する.(例えば、最近、あなたはわたしに傷つけるよう

な言い方をする、など) 

2. 次に、あなたが、その行動についてどのように感じるかを描写する。 

3. 三番目に、なぜ、そのように感じるかを描写する。(たとえば、わたしはあなたをいい友達

だと思っているので、関係を悪くしたくないから、とか。) 
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他者の怒りにどう対処するか How	 Do	 We	 Deal	 with	 Other	 People’s	 Anger? 

 

Johnson and Johnson(1995)と FSR Associates (n.d.)は怒りの激突をどのように建設的に

扱うことができるかについてのヒントを与えてくれます。 

1.表現を許す。聞く。 

2.反撃しない。 

3.他の人の靴を履いてみる。(相手の気持ちになる)	 冷静になるのを手助けする。 

4.言い換える/明確化する 

5.あなたの状況を説明する。 

6.他の選択肢をいっしょに探す。 

7.他の人の激怒を扱うことができないようなら、助けを求める。 

 

 

対立に対処するための主なオプション	 What	 Are	 the	 Main	 Options	 in	 Dealing	 with	 

Conflicts? 

 

	 対立を扱う時に、当事者が考慮する二つの要因があります。一つは、対立相手との関係性で

あり、もう一つは、現状の課題の重要性です。下記は人びとが対立の場面で選択することがで

きるオプションです。 

 

1. 遠ざかる。状況を避ける、あるいは手を引く。その選択肢は、通常、課題がささいなこと

である場合、あるいは当事者が状況を変えることができないと信じている場合に選ばれる。

(FLIGHT) 

2. 対抗する。闘いに加藤とする。この選択肢は、課題が重要で、当事者が、自分が正しいこ

とを信じており、それを証明しようとしているか、あるいは目標を達成する力がある場合

に選ばれる。(FIGHT) 

3. あきらめる。妥協する。この選択肢は、関係性に調和を維持したい場合に選ばれる。一方

が他方の観点が有効であると認めた場合にも選ばれる。(ACCOMMODATE) 

4. 半分あきらめる。この選択肢は、当事者が、いずれも自分の思い通りのものが得られない

場合、そして、それを幾分かあきらめてもいいと思っている場合に選ばれる。(COMPROMISE) 

前向きになる。対立する相手との対話や協働をする。この選択肢は、課題も関係性も、共に双

方にとって大切であり、相互に受け入れられる解決を求めようとするときに選ばれる。 

 



平和教育:	 平和の文化への道	 	 	  
 

94 

協同的な問題解決のステップWhat	 Are	 the	 Steps	 in	 the	 Collaborative	 

Problem-Solving	 Approach? 

 

	 対立している相手と対話することを、多くの人はストレスだと感じ、避けようとします。あ

るいは怒りが強すぎて、攻撃的な態度に出る場合もあります。Cneter for Peace educationの

ワークショップへの参加者に対する調査研究から、生徒や教員が通常選ぶのは、回避であるこ

とを明らかにしました。「あなたが対立した時、どのような選択肢を選びますか」という問い

に対して、267名のうち、37%が「離れる」戦略を選ぶと応えました。9%が怒りに任せて、

17%が相手と話し合う、36%があきらめる、あるいは友人に話すなどの対抗手段をとると応え

ました。 

	 もしも、問題と関係の両方が大切なのであれば、相手に向き合う、あるいは問題解決するこ

とが理想的な選択肢です。問題解決的なアプローチへのステップは以下のようなものです。 

 

図10.	 協同的問題解決アプローチ 

 

I.	 物語る	 何が起こったか情報を交換する 

II.	 焦点化する	 	 互いのニーズと関心に議論を焦点化する 

III.	 考え出す	 双方のニーズを満たすことができる全てのオプション・選択肢を考え出す 
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IV.	 協力する	 代替案を評価し、最善の選択肢に合意する 

 

 

よき対話のためのヒントWhat	 are	 Some	 Tips	 to	 a	 Good	 Dialogue? 

 

	 問題解決のプロセスが平和的に信仰されるには、次のガイドラインを守るとよいでしょう。

これらのヒントは、AKKA`KA(1987), Johnson and Jonson(1995), Fisher and 

Stone(1990), Ruiz(n.d)から導き出されました。 

 

対話のヒント 

 

1.やさしい、非攻撃的なやり方で話す。 

2.あなたが言おうとしていることを熟慮する。相手を怒らせて、状況をアカさせることのない

ように。 

3.「わたしメッセージ」を使う。文章を「わたしは」で始めて、状況について、あなたがどう

感じているかを表現する。「あなた」メッセージは非難したり、問題が相手にあると思ってい

るように聞こえる。 

4.対立についてのあなた自身の責任を認める。そのような意思は、立場に固執するよりも、柔

らかく聞こえる。 

5.不分明な表現や、大げさな言葉、例えば「逸でも」とか「絶対」などを、使わない。できる

限り、厳密に話す。 

6.他の人に、彼?彼女のよい資質についてすすんで話すようにする。これは信頼と開かれた態度

の雰囲気を作り出すのに役立つ。 

7.前向きな気配りと尊敬を表す。ののしったり、非難したり、ばかにしたり、笑い者にしたり、

判断したりしない。 

8.痛みに対して痛みで返そうとする誘惑に負けないこと。ガンジーが言ったように、「目には

目を、は世界を盲目にする。」代りに、あなたの状況を言い換える、明確にする、説明する。 

9.問題について、明確な態度をとる。人に対してではなく。あなたが同意できないのは、態度

や考えであって、その人自身ではないことを明らかにする。 

10.何事も、個人なこととしてとらえない。代りに、人が、開かれた態度で、傷ついたことに目

を向け、それを出してくれたことに感謝し、その傷を治癒することに責任を持つ。 
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聞くヒント	 

 

1.積極的に聞く。あなたが、彼/彼女の視点に耳を傾けようとしていることを示す。 

2.共感的に聞く。他の人の立場に立とうとする。 

3.あなたが、前向きに問題をかけ逸しようとしていることを何回も表明する。 

4.問題解決的であること。現実的な解決策を提案する。双方にとって、よい、そして公正な解

決を探す。 

 

メディエーション、仲介とは何か	 What	 is	 Mediation? 

 

	 理想的には、対立の両者が、彼らの問題について顔を合わせて解決することが望ましいので

すが、対立の当事者は、時として、問題解決のプロセスを扱う勇気とスキルがないと感じるこ

とがあります。そのような場合、第三者が、当事者が双方にとって有益な、現実的合意に達す

ることを助けに入るべきときです。 

	 仲介者は、上述のような問題解決アプローチを使うことが可能です。彼女/彼は、すでに述べ

た対話のヒントが常に守られているようにします。それらの対話のヒントは、仲介のプロセス

の基盤となルールとなるでしょう。 

	 よい仲介者に不可欠な資質や特性があります。仲介者は、対立の当事者の間に、信頼を打ち

立てるために、中立的である必要があります。非判断的で、理解する態度が必要です。仲介者

は柔軟で、創造的です。彼らは、また、因果関係の分析にも長けているのがよい。なぜならば、

これが利害と立場を分けて理解することにつながるからです。(立場というのは、当該関係者の

要求であり、利害というのは、その要求の背景に潜んでいるニーズや理由である。)	 仲介者に

とって、当事者を利害に集中させることは、解決のための選択肢を広げるので有効です。仲介

者は、対立の状況にある当事者に対する気配りと関心を表明すべきです。彼らは、信頼がおけ、

楽観的である必要もあります。彼らは前向きな成果を期待し、adversaryに対して、そのような

期待によって、よい影響を与えるべきです。展開がうまくいかない場合でも、彼らは、紛争者

たちにサイド挑戦するように奨励しなければなりません。 

 

 

対立を超形成するとは何か	 What	 is	 Conflict	 Transformation? 

 

	 対立の解決は問題に焦点をあてすぎる場合があります。関係性もまた、目前の問題と同様、

重要であることを気に留めておきましょう。関係性を修復することは、紛争者たちの概観や態

度の変容によって、促進することが可能です。対立の超形成は、対立の解決(CR)よりも高次の
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目標なのです。Lederach(2003)は、対立の超形成は、関係者が問題、態度、人びと、あるい

はグループへの視点の当て方を変えることを含むと言います。超形成は、内的にも構造的なレ

ベルでも起こる必要があります。それは正しい関係性と社会構造を構築することの重要性を強

調しているのです。 

	 個人的な、あるいは内的なレベルでは、Lederachは、感情の認知、例えば、対立に関わる当

事者たちが経験する恐れ、怒り、嘆き、苦々しさなどの感情を認識することが、相互に理解し、

成長し、変化しようと努力することを助けると言います。これらの感情は、受け止められる必

要があります。効果的な対立の超形成が起こるためには。ある人が超形成する、ある人の関係

性が超形成するということは、構造の超形成も可能にします。構造的な変化は、逆に個人的な

超形成を促進するのです。 

	 紛争をおさめることで目指すのは、問題を解決すること以上のものです。目標は、関係性を

改善するような創造的な解決を作り出すことです。これを、学校にあてはめてみましょう。学

校の規範を教えるプログラムは、制裁以上のものである必要があります。生徒の間の対立を解

決する建設的な方略(望ましくないものを”終わり”にする)、紛争者の関係性を超形成するための

建設的な方略(望ましいものを築く)は、可能な選択肢ですし、もっと平和的なものなのです。	 

 

 

学びあいのためのアイデア	 

	 

・ ウェブチャート。「対立」という言葉を板書し、生徒にこの言葉から連想することをつな

げていくように言う。終わったら、生徒にみんなから出た反応の共通点や一般則は何かを

尋ねる。	 

・ 新しい分析。生徒に新聞を学級に持って来てもらう。対立を表している記事を選び出させ

る。彼らに原因とその影響を明確化させる。それぞれの作業の後、生徒に自分自身の洞察

を共有してもらう。	 

・ 対立の解決の阻害要因となるものを共有する。生徒にサークルになってもらう。彼らが関

わった対立で、解決できなかったものを思い出してもらう。その対立を解決することから、

何が彼らを阻んだかを尋ねる。彼らの経験を進んで共有してくれるようにうながす。	 

・ 生徒に、個人的な対立の解決スタイルを尋ねる。彼らに、彼らのスタイルが、関係性にど

のように影響しているか、考えさせる。彼ら、彼らの CR スタイルが関係性にどのような影

響を与えているか、少なくとも 3 つの結果を書き出させる。そのことについて、どう感じ

るだろうか。	 

・ 生徒に、平和的な学級のためのルール案を出させる。そこでは、対立が効果的に扱われ、

解決される。彼らに、これらのことをポスターにするように伝える。	 
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・ 箱を開ける。生徒に、模造紙の真ん中に縦線を引かせる。反感を感じる人や人びとを思い

浮かべさせ、なぜそのような感情を持つのか、その理由を考えさせる。彼らに、左側の欄

に、箱を描かせ、その中に、その人をあらわす仮の名前あるいはシンボルを描かせる。彼

らがうんざりしている、その人の態度や行動も含んでイメージさせる。生徒は、一つ以上

の箱を描いて良い。	 

	 

図 11.	 The	 Rainfall’s	 Boxes	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 雨降り	 

	 	 	 裏で陰口を言う	 

	 

次に、生徒に、この人物のよい点を考えさせる。生徒が「なし」と書くことは許されない。

一人ひとりの人は、いい面と不愉快な側面が両方あることを強調する。彼らに、紙の右側

に開いた箱を描かせる。その人物の名前と、よい点を書かせる。	 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 雨降り	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 助けになる・支持的	 

	 

プロセスをふりかえるための質問	 

1.あなたは最初の箱を描いたとき、どう感じましたか。	 

2.なぜそのように感じましたか。	 

3.感情が最初の箱から生み出されたものだとしたら、どのような結果が生まれるだろうか。	 

4.あなたは、なぜ、わたしたちが二つ目の箱をやったのだと思いますか。それを行うことの利

益はなんですか。	 

5.最初の箱はなぜ閉じられており、二つ目はなぜ開いているのでしょうか。	 

6.このアクティビティから、あなたが得たその他の洞察は何ですか?	 

	 

・話し合いの後、他の人に対して敵対的な態度を維持することは、破滅的な効果を持つという

学びを再度確認します。否定的な感情は、わたしたちの中や他の人たちの中に、毒を生みます。

わたしたちは、例え、人が不愉快な特性を持っているとしても、彼らにも高い質がそなわって

いることを受け入れるべきです。悪口を言って、わたしたち自身の方が道徳的に優位なのだと

考えることは、簡単です。しかし、わたしたちが好きではない特性と行動は、永遠ではありま

せん。人は、間違いや不愉快な方法であることに気づき、そこから成長しようとするのです。

「箱」に人びとをとじ込めることは不健康です。対立を避けるために、わたしたち自身に醸成

しなければならないことは、人びとの不完全さは、変化の可能性なのだということに対して開
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かれた心を保つことです。	 

・物語る。あなたがとても腹が立った出来事を学級に話す。原因、それに伴う感情、あなたの

したこと、その経験から学んだことを描写する。学級で、他の人の経験も共有するように奨励

する。あなたがしたような手順で話してもらう。そして、経験から学んだ教訓は何かを強調す

る。共有した後、怒りのコントロールについての話し合いにすすむ。それから生徒にこの文章

を完成させるようにつたえる。「次にわたしが怒りを感じたら、わたしは・・・」	 

・ロールプレイ。ペアになるように伝える。彼らに対立についての次のお話を読み聞かせる。	 

	 

対立の状況:	 

アリサは、学級に新しく入って来た女の子。他の女子校からの転校生。前の学校ではアリサは

常にトップの成績で学級委員を務めていた。	 

最初の日に、アリサは教員の印象をよくした。彼女は、議論に積極的に入り、教員たちが誰か

やってくれないかと尋ねたときはいつでも、手をあげた。それはいつも彼女がしてきたことだ

から。	 

テレサは、同じ学級の、前からいる、人気のある生徒である。彼女はアリサの影響を受けた。

彼女はアリサの発言の回数が多すぎて、すでに議論を独占しつつあると考えた。テレサは、ア

リサがほとんどどの活動にも積極的に参加しているので、他のメンバーが教員に認めてもらう

機会が減っているとも感じてい	 

	 

た。テレサのグループのメンバーもアリサを好きではなかった。彼らはアリサが発言する度に、

汚いことばを浴びせた。彼らは彼女を無視し、話しかけられても聞こえないふりをした。すぐ

に、アリサは孤独で、居場所がないと感じ始めた。彼女はクラスメイトが繰り返し「何さまだ

と思っているのかしらね」などというを聞くことに傷つけられていた。	 

状況は、ある日、彼らの学級担任が、誰か黒板を消してくれないかと頼んだ時に、最悪になっ

た。誰も応えないのを感じて、アリサが立ち上がった。彼女の前に、テレサは足を出して道を

遮り、アリサを転ばせた。みなが大笑いをして、アリサは泣き出した。	 

学級アドバイザーがテレサとアリサに放課後残って、話し合い、解決策を探るように求めた。	 

	 

	 

・ペアで、どちらの役割をするか決めてもらう。学級の中で落ち着ける場所で、問題解決アプ

ローチといい対話のためのヒントを使ってこの対立を解決する。	 

・全員が終わった後、次の質問をする。	 

➢あなたの対話で何が起こりましたか。	 

➢何が解決を促進しましたか。何がプロセスを失敗させましたか。	 
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➢わたしたちは、対立の解決を促進するために何をすべきでしょうか。	 

➢わたしたちがすべきでないことはなんでしょうか。	 

➢この経験からあなたが学んだ他のことは何ですか。	 

➢対立を解決するだけでなく、超形成することは、この状況で可能でしょうか。	 

	 

・生徒に、彼らの対立解決のスキルを向上させるための具体的な計画を書かせ、彼らの方略を

どのように行動に結びつけるかを描かせる。	 

・あなたの生徒に、対立している相手と対話している時、彼らがどのような聞き手であったか

をふりかえらせる。そして、彼らがやったことで、いい聞き方や傾聴の基準にあわないものは

何か書かせる。彼らに、傾聴を、これからの対話に取り入れるための方略を明確にするように

伝える。	 
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第１０章	 地球の資源を共有する	 Sharing	 the	 

Earth’s	 Resources  

 

	 この豊かさにみちた地球上で、膨大な人々が絶対的貧困のもとで暮らしています。人間開発

報告書（2003）は、６０億の世界の人々のうち、１２億人が１ドル/ 日以下で暮らしていると

記します。 貧困に関わる内容は他の基準でも示すことができます。 例えば、９億２５００万

人の人々が栄養不良です（FAO 、2010年9月16日）。１億１４００万人の初等教育年齢の子

どもたちが通学していません。そして２６億人以上の人々 ‐世界人口のほぼ半数‐ が基本的

な衛生施設にアクセスできず、１０億人以上が安全な飲料水を得ることができません(UN 

Millennium Project, 2002-2006) 。ユニセフ（2005）によれば、5歳以下の子どもたちの30

万人が毎日、貧困が原因で亡くなっています。これは一週間に210000人、一年間に１千百万人

の子どもたちが亡くなっていることを示します。子どもたちは「この世界の詳細な調査と良心

から最もかけ離れた、地球上で最も貧しい村のなかで静かに死んでいきます」。貧困は、多く

の女性が妊娠あるいは出産時に亡くなる主な原因でもあります。国連ミレニアムプロジェクト

（2002～2006）は、毎年50万以上の女性が、妊娠に関連した原因で亡くなることを報告しま

す。 

 

	 フィリピンでは、2006年で470万の家族、あるいは人口の２６.９％が貧困状態にあります。 

５人家族の平均的な貧困ラインは 月6274 ペソと決定されています。個別の基準では、人口の

32.9%、あるいは2760万人のフィリピン人が貧困状態にあります。(PDI 、2008年3月9日) 

 

 

悲惨な格差Tragic	 Gap 

 

	 貧困のために苦境に陥り、それがもたらす苦痛を示す警鐘的な数の一方、総人口のうち少な

からずの人々が、ゆたかな資産をもっています。世界の人々のうち5%が最も金持ちで、貧しい

人々5%の114倍もの所得を得ています。1%の金持ちが、最も貧しい人々57％と同じぐらいの

所得を得ています。同様に、2500万人のアメリカ人の金持ちは、世界の最も貧しい人々のほぼ

20億人に相当する所得を得ています。(Milanovic, 2002, as cited by HDR, 2003) 世界の200

人の金持ちの資産の合計は1兆ドルで、一方、43の低開発国に暮らす5億8200万人の合計所得

が1460億ドルです。 (HDR, 2000) さらに言えば、発展途上の世界は援助1ドル受け取るごと

に、債務返済に13ドルを支払っているのです。 
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	 金持ちと貧しい人たちの間の悲劇的な溝はフィリピンにおいても同じ状況です。 例えば、マ

ニラ首都圏の貧困発生率は4.3％である一方、ミンダナオのスールー州の貧困率は、88.8%でし

た。(Philippine Human Development Report, 2005) フィリピン人間開発報告書（PHDR） 

は、平均寿命の数値と高校卒業者の割合が二つの州の間で著しい対照を記しています。 2000

年におけるスールーの平均寿命は52.23年でしたが、マニラでは69.2年でした。 マニラ首都圏

での高校卒業者の割合は、74.3%でしたが、一方、スールーではわずか18.1％でした。このこ

とは、フィリピンでスールー が最も紛争が著しい地域の一つであるというのは驚きではありま

せん。 

 

	 少数の人々が物質的に有り余る選択に喜びを見出す一方で、莫大な人々が苦難の大がまに浸

る状態は、ひとつの暴力です。構造的な暴力は、限られた人々のニーズを満たすシステム、制

度と政策、他の人たちを犠牲にする権利、あるいはニーズに示されます。飢えと貧困はこの暴

力の徴候です。(Cawagas, Toh and Garrone, eds, 2006) これらのシステムと政策は強力な

民族国家によってコントロールされたグローバルな経済の国際秩序のもとで、非常に強固には

たらきます。すなわち、国際機関、多国籍企業、そこでは富める者と貧しいものとの間の一層

の悲劇的ギャップをもたらす不公平な取引慣行が優先しています。 

 

 

貧困の他の原因	 Other	 Causes	 of	 Poverty 

 

	 この不公平さは他にどんな要素で説明されるでしょう？とりわけ歴史家、政治学者と平和教

育者が、この現象への説明として示される原因は次のようなことです： 

 

・ 戦争 武力衝突は民生とすべての生産活動を混乱させます。 フィリピンのミンダナオを例

にとれば、1970～2001年の間に、失われた生産高は、毎年およそ50億から75億ペソと

推定されました (Barandiaran, as cited by PHDR, 2005)。 そして失われた投資機会

を勘定に入れられるなら、ミンダナオでの戦争の経済的費用は毎年100億ペソと見積もら

れます(Schiavo-Campo and Judd, as cited by PHDR, 2005)。 同じく、フィリピン

において高い貧困発生率の５州のうち４つが戦争で荒廃したミンダナオに見出すことがで

きます。スールー、 タウィタウィ 、バシラン 、ザンボアンガ・デル・ノルテ 。	 

・ 政治制度は、大部分の人々の基本的なニーズを満たすのに働く機会を減らす利益に動機づ

けされた経済システムと組み合わせられた地元の政治的なエリートによって構築されます。	 

・ 富と資源の不公平な分配の多くは、植民地の時代に起源があります。 植民地化は、植民地

化された国の経済状態にこれまでに悪影響を与えています。 開発教育プロジェクト



平和教育:	 平和の文化への道	 	 	  
 

104 

（1985）は、植民地建設が、植民者のための原材料供給の確保、先住民による開発を厳し

く制限する、植民地経済に変えたことを記しています。 これは人々に主要な経済的、政治

的な困難を残しました。 植民地化の経験は、国際的な経済システム、即ち、生産物のため

に地球上の資源の西欧的分配という強固な仕組みをも準備することになりました。 フィリ

ピンの場合、先住民は歴史的に自給自足状態でしたが、入植とともに始まった植民地時代

の不正行為は、彼らの自給自足体制を破壊しました。(Dee, in Abueva (ed), 2004)	 

・ 環境的な条件。 収穫をもたらすことができない土地と戦わなければならない少なからずの

人々がいる一方で、より豊富な資源に恵まれているとことがあります。	 

・ 資源の過度な利用。サンゴ礁の破壊、木材を得るための森林伐採、そして農地は、前の世

代による殺虫剤の過度な使用による表土の喪失をもたらし、収穫量の減少をもたらすこと

になりました。	 

・ 雇用の機会の欠如・ 教育の欠如・ 腐敗行為・ 過剰消費・ 貪欲	 
 

 

貧困についての神話を解明するDemystifying	 Myths	 about	 Poverty 

 

	 貧困は、その原因を希少資源、人口過剰あるいは怠惰によるものといわれてきました。しか

しながら、the Institute for Food and Development Policy（1998）は、毎日3500カロリ

ーをす世界のべての人に供給するための十分な穀物があること、そして１人あたり少なくとも

4.3ポンドの食糧を供給するのに十分な食料品があると断言しています。国連人口基金は、人口

増加が少ない途上国がより高い生産性が得られていることから（PDI 、2002年12月7日）、プ

ロダクティブ・ヘルスを改善することで貧困を減らすことができるといいますが、人口密度の

方は飢えの広がりには対応していません。 例えば、中国はインドと比較して１人当たりの農地

はわずか２分の１です。それでも中国では、広範囲にわたる餓えは発生していません。1979年

から2003年まで、中国の年間の国民総生産は438億ドルから1.414兆ドルまで成長しました

（Doronilla 、2004）。怠惰という問題に関しては、農民、漁民と労働者は、生き残るために

非常に一生懸命、そして長い時間の間働きます。それでもなお彼らは世界の貧しい人たちのリ

ストに載っています。The Institute for Peace and Justice (1984)は、貧困が存在する国に

は、共通するパターンが見つかると主張します。すなわち、強力な少数の人が、大多数の人々

の負担に寄って、食糧生産と他の経済資源の支配を強めているということです。 

 

 

市場経済のグローバル化による「約束」The“Promise”of	 Economic	 Globalization 
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	 市場経済のグローバル化は、世界の国々が、モノやサービス、資本と労働の流れが増えるこ

とで経済的に統合されることをいいます。（スティグリッツ、2007）ポール・ストリーテンは、

この「上から」モデルのグローバル化に異議を唱えます（Oloka - Onyango and	 

Udagama ,1999）。最も重要な側面は国の経済の障壁を壊すこと、貿易の増加、そして多国

籍企業と国際金融機関の重要な役割と力にあります。（Khor ,2000）市場経済のグローバル化

がもたらす巨大な利益には次のようなものが含まれています： 

・経済的効率の促進 

・機会の増大と開発の拡大によって貧困と不公正さを低減し、人間の開発と安全を強化する。 

 

	 市場経済のグローバル化は、実際に発展途上国に資本移動を引き起こし、そして金持ちを生

み出しました。しかしながら、1990年から2002年までの経済指標は、利益が大多数の人々の

生活するところまで及んでいないことを示しています。グローバルな失業は、1億8590万人に

達しました。世界の65億人のうち40％が貧窮生活を送っています；そして世界の59％の人々は、

不公平が増大している国に住んでいます。（スティグリッツ、2007） 

 

	 何がまずかったのでしょうか？ 批評家は、多国籍企業を所有し、国際金融機関を支配する豊

かな国によってゲームが仕組まれているというルールの不公平さを指摘します。このようなル

ールは豊かな国の利益に機能するよう意図されました。市場経済のグローバル化は、人権、開

発、公平、融合政策、人間の安全保障、そして環境のような、最終目標より、物質を過度に強

調しているのです。 

 

人間開発報告書（1999）は、これらの価値が利益蓄財の目標に優先されないのであれば、グロ

ーバル化は機能しないと指摘します。平和教育で、求められる目標は利潤の極大化ではなく、

充足の極大化です。 

 

 

経済的不公正に挑戦する	 Challenging	 Economic	 Inequity 

 

	 どのようにして世界の資源をより公正に分配できるでしょうか？ 次のことは、開発のための

様々な活動組織そして平和教育研究所で行なわれたワークショップの参加者によって選ばれた

提案です： 
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グローバル	 

・ 公正な、新しい国際的、そして政治・経済秩序を確立すること。NETWORK（2005）は、

人間が、開発の主体であるのだから、人間の当事者としての威厳を尊重し支援する国際貿

易および投資システムを提案する。彼らが開発のためのツールとして使われることがあっ

てはならない。この新しい国際的な経済秩序は、利益を唯一の原動力とすべきではなく、

公益の前進を真剣に考慮すべきである。NETWORKは、同様にこのグローバルな経済体制

は、わたしたちの有限の地球の持続可能性を守るために地球環境を尊重することを提案し

ている。 

・ 富裕国は、無条件で貧しい国々へ、彼らの市場を開放する。 

・ たいていの発展途上国が基本的な社会的および経済的サービスのための配分を減らさざる

を得なくなっているのは、外国に対する負債を返済しなければならないという負担による

ものである。従って先進国は、無条件の債務放棄をするべきである。途上国は1ドルの援

助を受ける度に、13ドルの債務返済を行なっている。（世銀、1999） 

・ 発展途上国に与えられる援助は、貧困大がまのさらに底に落とし込むことがない条件で行

なわれなければならない。現在、世界の発展途上国は、債権者におよそ1.5兆米ドルを借

りている。（スティグリッツ、2007） 

・ 富裕国は、科学技術が開発を推進させるように、テクノロジーへのアクセスを開放すべき

です。 

・ もっと多くのリソースが基本的なサービスと生産活動のために提供されるように、軍備へ

の支出を減らす。 

 

国内	 

	 

・ 真性の、そして包括的な農地改革プログラムが実行されるべきです。 The Institute for 

Food and Development Policy（1998）は、包括的な土地改革が日本、ジンバブエと台

湾のような国において、大きく生産量を伸ばしたことを報告している。 

・ 政府は、遊び場のようなものですら支援する、教育への助成金を増やすべきである。 

・ 政府および民間融資銀行は、小さい、そして中規模の企業家を支援するクレジット改革を

取り入れるべきである。 

・ 政府は、生計を立て、市場に参加できるスキルプログラムのトレーニング機会を提供する。 

・ 貧しい人たちの購買力を増やすために累進課税改革を取り入れる。 

・ 農村のインフラ、例えば農場から市場への道路の整備や、収穫物を乾燥する設備などを開

発する。 
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・ 分権化を通して、人々がより政府のサービスにアクセスしやすく、また存在がわかりやす

いものにする。 地方分権は、地方政府がより良い基本的サービスが提供できるよう、政治

的権限、資源と責任を移すプロセスである。 

・ 多国籍企業は、コミュニティの開発及び環境保護への貢献を義務としなければならない。 

・ 多国籍企業が従うべき行動規範が定められるべきである。企業は、正当な税金の支払い、

暮らしていけるだけの公正な賃金支払い、わいろへの誘惑を断ち、労働者の安全、そして

ホスト国の環境基準に従うことを率先して行なうべきである。 

・ より多くの資源が基本的なサービスと生産活動のために提供されるように、軍事費を減ら

す。 

 

学びあいのアイデア	 

 

	 生徒に、2009年9月、2015年までに極度の貧困の半減を願う189の国と147の首長や政府に

よって署名されたミレニアム開発目標を読むように伝える。ミレニアム開発目標について調べ

学習をするために、次の鍵となる問いかけをします： 

 

１．それぞれの目標にとってねらいと指標は何ですか？  

２．目標の達成においてどんな進歩が成し遂げられますか？  

３．これらの目標を達成するにあたって、どんな挑戦がまちうけていますか？  

４．あなたの出来る範囲で、これらの目標のいくつかの達成を支援するために何をすることが

できますか？ 

 

国連ミレニアム開発目標 

 

目標１：極度の貧困と餓えの撲滅 

目標２：普遍的な初等教育の達成 

目標３：ジェンダー平等の促進と女性の地位の向上 

目標４：乳幼児死亡率の削減 

目標５：母親の健康状態の改善 

目標６：ＨＩＶ / エイズ、マラリア、その他の疾病のまん延防止 

目標７：環境の持続可能性を確保 

目標８：開発のためのグローバルなパートナーシップの推進 
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・ ケーススタディ 人間開発報告2003は、次のような国々での地方分権の進展を報告しま

す：ボツワナ、ブラジル、コロンビア、ヨルダン、南アフリカとインドの多くの州。 これ

の国々でどのようなシステムがどのように働いたかを見つけだしてください。 成功の指標

は何ですか？ これらのケースは、自分たちの国に置き換えることができるか訊ねてくださ

い。 

・ グローバル化には２つのモデルがあります：「上からのグローバル化」と「下からのグロ

ーバル化」。２番目のモデルについて調査しましょう。「下からのグローバル化」とは、

どんな内容のことを言いますか？ その目標は何ですか？ 

・ 経済的不公正を描いた映画や音楽、歌を視聴してください。映画や音楽を聞いたあとで、

次のような質問をしてみてください。 

 どんなせりふあるいは映像があなたに衝撃を与えましたか？  

 なぜですか？  

 映画 / 歌は、わたしたちにどんなメッセージを与えることができますか？ これらの

メッセージはあなたに何を意味しますか？ 

・ シミュレーション 

 

すすめ方： 

 クラッカーあるいはクッキーをクラスに用意します。  

 始める前に、以下の割合でクッキー / クラッカーを分けてください：  

クラスの20%にはクラッカーを1/2枚配る。これは一日1ドル以下で暮らす人々の60

億人中の12億人を意味する。 

クラスの30％にはクラッカー1枚。1日2ドル以下で暮らす16億人を意味する。 

次の30%はにクラッカー2枚。そしてクラスの20%の人たちには、30枚のクラッカ

ー。彼らの所得は一番貧しい人々の所得の70倍以上にあたる。 

 さきにきめられた割合に従ってクラッカーを配ってください。 

 グループのメンバーに彼らに配られた食糧の量についての、彼らの感じたことを話し

てもらいます。  

 参加者全員に、自分が経験したことと現実の生活の間の類似点を訊ねてください。 

 参加者にグローバルなレベル、そして国家レベルで、より公正な資源配分のための提

案をしてもらいます 

 

・ 参加者がプログラムを発表したり関わったりする機会を作ってください。 

・ あなたの学校のアウトリーチプロジェクトやプログラムに関わるよう励ましてください。 
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・ どのように富と資源がより均等に配分されることができるか、政策レベルでの提言につい

て議論した後、生徒が経済的不公正に異論をさしはさむために何をすることを約束するこ

とができるか尋ねてください。以下は、生徒がとることができる若干の行動です： 

 

・ 物質主義と消費主義の既存の「文化」に挑戦すること。 流行にそぐわないかもしれないが、

より安く、そして地域で作られる生産物を守ること。 

・ シンプルなライフスタイル。 ガンジーが実践したように、「この世界には、人々の貪欲の

ためにではなく、全ての人々のニーズを充たすためにじゅうぶんあります」 

・ 時間、資金あるいは労力などの資源を共有すること。わたしたちが分かちあうものが正真

正銘他の人たちの生活に違いを生み出すのに役立てることができるとき、共有することは

慈善事業ではない。 

・ 協同組合やくらしのプロジェクトを、商品を購入したり、あなたの専門的知識を共有し

たり、あるいはこれらの生産物を市場に出すことを支援することで、支える。 

・ フェアトレードに携わる、労働者に適正賃金を与える会社から製品を買う。 

・ あなたの国会議員あるいは地方公務員と一緒に予算の農地改革および適切な歳出予算のよ

うな関係がある争点に働きかける。 

・ 反貧困そして開発推進の組織でボランティアする、支援する。
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第11章	 地球をケアしよう!	 Caring	 for	 the	 Earth	 

	 

	 わたしたちの惑星地球は、信じられないほど、人類が生き延びることができる資源に

めぐまれています。生きてゆくために必要なもの全てが母なる地球からの贈り物なので

す：呼吸している空気、食物、飲む水、そして逃げ込んで身を守るための家。残念なこ

とに、人類は、わたしたちを養ってくれる惑星地球を世話する代わりに、地球が生命を

維持する能力を損ねてきました。いまや、地球の生命維持システムの破壊をまねく脅威

となる生態系の課題が無数にあります。	 

	 	 

環境問題	 Environmental	 Concerns	 

	 大気、土壌、水の汚染が地球をむしばんでいます。大気汚染は、ガス、煙、塵、臭気

などが空気中に危険なレベルまで含まれることです。大気中の有害物質の例として、農

薬、硝酸系肥料、重金属、産業と運輸に用いられる石油製品から出るガスがあります。

水質汚染は、有害な化学薬品や異物による水の汚染です。これらには農業で用いる肥料

や農薬;家庭から出る生活廃水；化学工業の生産過程で出る鉛・水銀・重金属による汚

染を含みます。	 

	 	 

	 世界保健機構（WHO）によると、世界で年間300万人が大気汚染で死亡し、160万人が

屋内の空気の汚染で死亡しています（BBCニュース、2004.12.03）。一方、水質汚染に

よって、毎年1500万人の5歳以下の子ども、さらにマラリアのような昆虫を媒介とする

病気で毎年150万～270万人の子どもが死亡しています（UNEP,2001.3）。	 

	 地球温暖化は	 	 大気圏での温室効果ガス、特に二酸化炭素とメタンの増加による環境

問題です。とりわけ、石油・石炭といった化石燃料の燃焼や森林火災が	 その原因にな

っています。木を伐採することは、大気圏から炭素をとりのぞくという自然な働きを害

することにつながります。地球温暖化によって	 多くの種が絶滅したり、農業生産力が

低下したり、海面上昇によって低地が浸水したりする恐れがあります。世界で多量の炭

素を排出している国は、アメリカ合衆国、そしてEU諸国、中国、ロシア、日本、インド

です（BBCニュース、2005.7.04）	 

	 森林破壊は、木材の利用、開拓、土地利用などによって森林を破壊することです。森

林伐採によって動物の生息地が破壊され、希少種の絶滅につながります。森林破壊は水

質・水の供給の悪化；河川の氾濫；大気汚染；地球温暖化；土地の侵食と:資源が欠乏

する原因になります。	 
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	 砂漠化は、人間の活動や干ばつや洪水などの気候変化によって土地の生産力が次第に

失われることで起こります。失われた表土がもとにもどるには	 何世紀もの年月がかか

ります。砂漠化の原因となる人間活動には、不適切な農業実践、過度な放牧、森林破壊

があります。1990年以来、およそ600万ヘクタールの土地が毎年砂漠化し	 420億USドル

の収入減になっています（www.ifad.org）。砂漠化によって、食糧の供給が不安定にな

り、生計の手段が失われます。国際農業開発基金は、貧困者の75%は農村に住んでおり、

農業で生計を立てていると報告しています。	 

	 	 

	 

軍隊の環境影響	 Impact	 of	 Military	 on	 the	 Environment	 

	 

	 環境は、戦争時には敗者の列につらなり続けてきています。戦争は生態系を破壊する

のです。たとえば、1991年の湾岸戦争のとき、6500万バレルの石油が流失し、何千もの

海鳥を殺し、水資源に滲みわたりました。（Engler,2002）長崎と広島は	 今もなおアメ

リカ合衆国が1945年に投下した原子爆弾の放射能の影響をうけています。ジュネーブの

国際平和ビューロー（IPB）は、地雷やクラスター爆弾などの不発弾は世界の多くの地

域で農業の衰退の原因になっていると報告しています。（2002）IPBは	 また、ベトナム

はベトナム戦争によってもとあった森林面積の80％以上を失ったと報告しています。	 

	 軍事活動は環境破壊の最大の原因の一つです。世界の軍隊は地球上最大の汚染源です。

（平和のための科学、カナダIPBによる引用,	 2002）軍事産業の発展と兵器開発のため

の実験によって恥知らずなまでに大量の有害廃棄物が生み出されてきました。IPBはオ

ゾン層に放出された有毒ガス、フロンCFC113の3分の2以上が世界中の軍隊によるものだ

と報告しています。	 

	 	 

	 軍隊は環境資源の最大の消費者でもあります。例えば、毎年何100万バレルもの石油

が軍事活動に使われています。合衆国一国をとっても2006年に1億8000万バレルを使っ

ています。これは1日に49万バレルの石油を消費しているということです。合衆国国防

省が2006年一年に消費したエネルギーは、１億4000万人の人口を持つナイジェリアのエ

ネルギー消費量とほぼ同じです。(Karbuz,	 2007)(*日本の消費の1/10程度)国際平和ビ

ューローは、世界の航空機の燃料の4分の1は軍隊によって消費されており、また軍事活

動には石油、爆発物、溶剤	 その他有毒物質が使用されていて、不適切に取り扱われれ

ば環境に漏れ出す可能性があると報告しています。さらに、武器に利用される鉄と鋼鉄

／スチールの量は世界全体の消費の9%、アルミニウム、銅、ニッケル、プラチナの利用
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は発展途上国におけるこれらの鉱物の需要総量を上回っています。（環境研究所

Environmental	 Studies	 Institute	 引用年記載なし）	 

	 1987年のブルントラント報告は、軍事化と環境ストレスの関連性を指摘しています。	 

報告書は、環境ストレスは紛争の原因とも結果ともなり、軍事紛争の危険性は資源の減

少につれて高まるとしています。また、軍事紛争は持続可能な開発の障害になると断言

しています。持続可能な開発とは、将来世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、

今日の世代のニーズを満たすような開発です。したがって、地球をケアすることが平和

へ通じる明確な道なのです。	 

	 

	 

共有物を大切にしよう	 Caring	 for	 the	 Commons	 

	 

	 わたしたちが持っている共通の家は、一つです。「共有物の悲劇」のお話は、共有物

を大切に扱うことで変えることができます。世界の生態系は相互に依存しあうシステム

なので、政治的な境界は地球の生き残りには関係ありません。わたしたちの地球の危機

が強まれば強まるほど、人類の福利と安全保障も危機にさらされます。この惑星でわた

したちが生き残るためには、わたしたちが協力することは必須なのです。	 

	 

	 幸いなことに、地球を救う努力はなされています。	 

	 

	 汚染に関しては、窒素、硫黄、フロンガス／クロロフルオロカーボンの排出規制と二

酸化炭素のような温室効果ガスの削減に関する国際的な議定書に各国が署名していま

す。国際海洋法も作られました。ここでは海洋資源のビジネス、環境整備、管理につい

てガイドラインを設定し、世界の海を利用するにあたっての各国の権利と責任を定めて

います。固形廃棄物の管理は複数の国において多くの家庭が実践しています。	 

	 

	 気候変動への取り組みを進めるため、1997 年京都議定書が署名されました。ここで

は、温室効果ガスを放出している国々が 2010 年までに排出削減をすると約束しました。

温室効果ガスの放出が多い6か国の内1990-2002間に目覚ましい削減を達成したのはロ

シアのみでしたが（www.bbc.co）、京都議定書を 180 か国が批准したことは、地球を護

るための協力が可能であるというメッセージとなりました。	 

	 

	 森林の減少問題への取り組みを進めるため、世界の各地で大規模な森林の再生が行わ

れています。アジアでは 5 ヘクタールの伐採ごとに 1 ヘクタールの植林がなされていま
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す。（Galang 他,2003）非政府団体と学術機関が森林破壊の影響について啓発の担い手

になっています。複数の国で森林伐採が禁止されています。	 

	 

	 1996 年、農地を保護するための国連砂漠化対処条約が発効し、2002 年段階で 179 か

国が締約しています（www.unccd,int）国連環境プログラムの報告では、アフリカの乾

燥地帯の 73%が砂漠化の深刻な影響をうけており、1 年におよそ 900 億米ドルの収入減

を生じています。そこで、砂漠化の影響についてコミュニティの人々を啓発する積極的

な努力がされています。それに加え、今日では世界各地で多くの農業従事者が土の栄養

価を維持するために有機農業を実践しています。	 

	 

	 軍事化の環境への有害な影響に対処するために新たな取り組みが始まっています。オ

タワ地雷禁止条約は	 対人地雷の除去を目的に採択されました。条約は 1999 年 1 月に発

効しました。軍縮情報機関(The	 Arms	 Control	 Association)	 の報告では 2008 年 6 月 1

日現在、156 か国が批准または加盟しています。政府によるものであれ、非政府組織に

よるものであれ、環境への軍隊の影響についての国際的な議論がされてきましたし、現

在でも続いています。	 

	 

	 

学びあいのためのアイデア Teaching-Learning	 Ideas	 	 	 

	 

・ 環境からの反動を避けるために、ミリアム大学環境学研究所では、「自然は独自の

産物と生成過程をもっている」のだから「なりゆきに任せる」べきであるという立

場をとる人たちを説得しようとしています。生徒に自分の好きなスナックとその原

料のリストを作ってもらいます。そして好みのスナックの代わりになる	 自然な製

品、天然のものを考えてもらいましょう。例えば、コーラの代わりに buko(ココナ

ッツジュース)、ハンバーガーの代わりに suman(餅)など。	 

・ もし生徒が	 ビンゴゲームに慣れていたら「森のビンゴ」を創りましょう。生徒に

ビンゴのチャートを１枚ずつ配り、１マスの中に１つ	 森林から得られる資源を書

いてもらいます。教師自身が記入したビンゴの項目を次々読み上げ、印をつけさせ

ます。教師があげた項目が最も多かった人を勝ちとします。ルールを縦横の並びで

ビンゴなどに変えてもよいでしょう。ゲームのあとで、わたしたちが森から得られ

ることができる資源や、木を切り続けることによるマイナスの影響について話し合

います。	 

・ 生徒に、彼らの環境保護の行動を方向づける環境分野の重要な原則は何か、尋ねま
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す。一つひとつの原則について説明を求めます。行動指針や原則について調べるた

めに、環境保護問題専門家であるアメリカ人の Betty	 Commoner、フィリピン人の

Angelina	 Galang と	 Donna	 Reyes の名前を参考にあげるとよいでしょう。	 

	 

	 

活動のための資料：	 

７つの環境についての基本原理（Donna	 Reyes、Miriam	 P.E.A.C.E による）	 

1.自然の知恵が最善である	 

自然のプロセス／循環の中断は	 いかなるものであっても、環境に有害な影響を及ぼし

ます。そのために、わたしたちは、自然のプロセスと産物にできる限り近いところに留

まるべきです。	 

2.すべての生命の有り様が重要である	 

生物の多様性は	 生態系の安定性に寄与します。生態系のバランスを維持するために、

種と生態系の保存がともに生きるうえで極めて重要です。	 

3.あらゆるものが	 他のあらゆるものとつながっている	 

生態系のさまざまな要素が互いに入り組んで結びついていることで、複数の構成要素が

一体となって機能するのです。人間は自然との相互作用がどのように生態系を変えるか

を観察し、認識しなければなりません。	 

4.すべては変化する	 

生物物理の世界で	 変化は自然に起こります。しかし気候変動のような人為的な／人間

が引き起こした変化は	 有害な影響を与える可能性があります。人為的な変化は悪影響

を最小限にするよう管理しなければなりません。	 

5.すべてのものはどこかへ行く	 

消費による副産物は環境に戻ります。したがって分解できない物質は陸や海の生息地を

汚染しないように減らしたり、分離したり、再利用したり、リサイクルすべきです。	 

6.わたしたちの地球は限界があります	 

わたしたちが必要なものは	 自然によって、潤沢に与えられています。しかし、いくつ

かの資源は過度に取り出され、もとに戻るのに時間がかかります。わたしたちは自分が

必要なだけ買ったり消費したりしなければなりません。	 

7.自然は美しく、わたしたちは神の創造物の保護者です。	 

人間は神の創造物の所有者ではありません。世話人なのです。	 

	 

・環境についての映画を見ましょう。	 

	 先住民が土地や資源をどのように見ているかを描いた	 “Pocahontas”『ポカホンタス』
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はよい一例です。	 

生徒に以下の北米先住民族 Suquamish 族の Seattle 首長の言葉を読ませ、感じたことや

反応を共有します。(PLT ガイドも参照できます。Activity90「先住民の知恵」)	 

	 

囲み：	 

「空を、大地のぬくもりを、売ったり買ったりできるのだろうか？	 	 

そんなこと、わたしたちには思いも及ばない。	 

空気の新鮮さ、水の煌めきがを	 

わたしたちが所有しているのでなければ、	 

あなたは、どうして	 それを買えようか。	 

地球/大地/土のどの部分も	 わたしの人々にとっては神聖なのだ」	 

	 

・ 生徒が	 持続可能な開発の概念を理解し、ものごとを大局的に見るスキルを学ぶこ

とができるロールプレイをしてみましょう。	 

1. 次の物語を読みましょう。	 

	 Bolingan の町は	 あなたの地方で最も美しいところの一つです。西側は澄んで汚れの

ない海があり、南部は果樹が巡る青々と茂った森が自慢です。北は牧草地に利用されて

いる丘が点在しています。Bolingan の住人にとって、セメント工場がこの地に建設さ

れるまでは、ここでの生活は静かでよいものでした。Bui セメント工場（BCF）は、創

業にあたって Bolingan の人口の 5%にあたる人を雇いました。しかし操業とともに汚染

が始まりました。工場廃棄物は川と海に流されました。空気はよい香りから悪臭に変わ

りました。住人は、家具の表面、窓枠、カーテン、床などそこら中に粉塵を目にするよ

うになりました。住人は呼吸困難と慢性的な咳を訴えはじめました。市民組織である

The	 Samahan	 ng	 Mamamayan	 ng	 Bolingan(SMB)は、これ以上この事態をがまんすること

ができないと表明し、市長と市の高官に対決するため市庁舎に集まることを決めまし

た。	 

	 

◇地方政府の見方・観点	 

	 地方議会は BCF の建設に賛成しました。Bolingan の町にとって雇用と税収がおおい

に期待できるからです。BCF は直ちに数多くの住人を雇いました。それがなければ	 彼

らに仕事はありませんでした。BCF が納める税金は、道路や橋の建設に使われることに

なっています。Bolingan の美しさは、エコ・ツーリズムの場として大きな可能性があ

ります。しかし交通手段に課題があるのです。道路は未舗装で、橋は老朽化して弱くな

っています。実際、BCF は、行政がインフラ整備に乗り出せるように 50 万ペソの寄付
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をしてくれました。地域の人々の暮らしが大変向上すると信じて、あなたはこの第一歩

を歓迎しました。あなたは、Bolingan を国の主要な観光地の一つにしたいと考えてい

て、BCF の建設は町の発展と近代化の道を開くと確信しています。	 

	 

◇Samahan	 ng	 Mamamayan	 ng	 Bolingan(SMB)	 

	 あなたは SMB のメンバーです。市長と市の高官に BCF の休業を要求するために話しを

しようと決断しました。BCF は住民の健康と生態系の保全にとって危険を引きおこすか

らです。あなたは、BCF が環境遵守資格(ECC)を取得しているか否か疑っています。秘

密情報のルートから	 BCF が莫大な寄付をしたことで地方政府から許可を得たと聞きま

した。寄付の理由をあなたは知りません。あなたは町の環境の安全を引き換えに、妥協

したくはありません。あなたは市長に会って工場を休業するよう言うつもりです。BCF

が人々の暮らしを成り立たなくするまえに…	 

	 

2.クラスを 2 つのグループに分け、一方が地方政府、一方が SMB のメンバーの役割を演

じます。	 

3.両者に対話してもらい、課題の解決を導きだせるか試みます。	 

4.持続可能な開発の概念を重視しながら話し合いをすすめます。秤にかけるとするなら

ば、人々の健康と地球の自己再生能力がより重要です。なぜならこれは長い目で見る必

要があるからです。短期的な便益は重要ですが	 慎重に検討しなければなりませんし、

起こりうる取り返しのつかない損害を考慮して調整すべきです。	 

	 

・ 環境保護の活動をしている	 NGO のリーダーをインタビューします。彼ら独自の提言

とプロジェクトを知りましょう。１つのキャンペーンに関わって	 ボランティアで

手伝いましょう。	 

・ 環境問題はわたしたちがどう生きるかによって生み出され、解決のためにはわたし

たちが生き方を変えることが求められています。あなたの生き方をどう変えること

ができるか、リストを作成しましょう。	 

	 

The	 GAIA	 Peace	 Atlas はわたしたちの生産と消費のパターンによって資源の基盤がく

ずされてきたことが、紛争の原因の一つであると書きました。地球が再生する力を人類

は収奪してはいけないのです。わたしたちはライフスタイルを簡素にし、現在と将来の

世代を保護するシステムを構築しなければなりません。地球との持続可能な関係づくり

は教育を通して始まります。	 
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第 12 章	 内なる平和を修養する	 Cultivating	 Inner	 Peace	 	 

 
	 これまでの章では、平和の文化を目指して努力するさいに必要な社会的・構造的変化

に焦点を当ててきました。この章では、平和のための教育にとって、もう一つの重要な

要素である内なる平和を修養する必要性についてみていきます。 

 

 
内面と外面の超形成	 Inner	 and	 Outer	 Transformations	 

	 

	 Patricia Mische(2000)は、わたしたちが求める超形成というのは、社会的な変化のこ

とだけであってはならず、内なる超形成も探究すべきであると説きます。なぜなら、内

面の変化は外に現れる活動にいのちを吹き込むものだからです。彼女は「内的超形成と

外的超形成は、一つの全体の分かちがたい部分である」と結論づけています。宗教に基

づくものであれ、基づかないものであれ、いずれの平和にかかわる文献においても、こ

の見方は幾度も繰り返されています。確かに、わたしたちの内面の状態と外界でわたし

たちが何をするかの間には、密接な関係があるということについての一致した見方が生

まれつつあります。この首尾一貫性が、完全に人格が統合された人間であることの基盤

となります。 

 
 
内面の平和は何を引き起こすか	 What	 Inner	 Peace	 Entails	 

 
	 内なる平和を得ていることは、自尊心と自分自身の人としての尊厳を認識しているこ

とによって特徴づけられます。内なる平和によって、人は人生における挑戦に、心の均

衡を保って立ち向かうことができます。なぜなら、大きな・長く続く不幸／不運にも関

わらず人はわたくしの固有の価値と人生の目的を確信しているからです。それゆえに人

は、中毒、精神的な病、ほかの形の内面の不調和に、容易には屈することなく、むしろ

希望の感覚、自分自身の能力への自信を持って、人生に挑んでいくのです。 

 
	 個人の平和は、自分たちに直接的に向けられたネガティブな行為に対して ポジティ

ブな方法で対応することでもあります。例えば、仕返しをするのではなく許したとき、

そして 他者がわたしたちを苦しめた痛みにかかわらず他者によいことを続けるとき、

より健全な感覚を得ることができます。Jing Lin(2006)は、許しは内なる平和にいたる
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鍵であると言っています。許しは、わたしたちの心を解放し、否定的なエネルギーと意

図の応酬に終止符を打ちます。 
	 禅僧ティット・ナット・ハン Thich Nhat Hanh の言葉は「自身の（心の）傷が頭か

ら離れない」うちは、いまここに十全にあることが難しくなることに気づかせてくれま

す。（Kessler,2001） 
	 ティット・ナット・ハンは、世界平和への鍵は「平和であること」の実践であるとい

う信念を持っています。彼は言います。内面が空虚であるために、それを埋めようと忙

しく活動し、ときに働き過ぎてすらしまうことがよくあるのだと。しかしながら、そう

することによって 幸福であるとか安心であるという感覚を得ることはできません。わ

たしたちの内部には、平和と暴力双方の種があり、どちらの種が育つかは、わたしたち

がいずれを育てるかによっています。もし わたしたちが思いやりの種を育てれば、わ

たしたちの内面や周囲に平和を育みます。しかし、現代社会の感化の多くは、平和では

なく、むしろ暴力を育てると彼は指摘しています。それに対する均衡を保つ手段として、

彼は呼吸法、瞑想、心をこめたマインドフルな生活、あるいは、高い意識をもった生活

をするといった、内面の均衡を高める技術を説いています。さらに、彼は 思いやり、

穏やかさ、深い傾聴を唱道しており、そしてそれらにより、調和を回復することができ

るのだと言っています。そして最後にこうも言っています。「最も重要なのは、第一に わ
たしたちの内部にある否定的なものを手当することです…もしわたしたちが平和であ

れば、幸福であれば、花のように開花するでしょう、そして家族のだれもが 社会全体

がわたしたちの平和から恩恵を被るでしょう…平和であることは平和を行うこと、平和

を創造することの基礎なのです。」（Beller と Chasa,2008） 

 
	 チベットの人々の指導者であり 1989 年のノーベル平和賞の受賞者であるダライ・ラ

マ The Dalai Lama は、精神が穏やかで健康な状態は心と体の健康に有益な影響をもた

らすと言っています(2001)。反対に 恐れや怒りの感情は健康を損ないます。したがっ

て、より幸福でより満ち足りた人生を送れるように、わたしたちは否定的な感情の影響

を少なくすることを学ばなければなりません。精神的指導者からのこれらの教えは 今
日では医療や健康の専門家によって確認されています。さらに The Dalai Lama は 

人々がより多くを手に入れたい、裕福になりたいという考えに取り付かれ、生活の中に

他のことが入り込む余地がなくなると、「幸福の夢」を失う結果になると言っています。

（Hunt より引用 2004）したがって人は成功して快適な人生を送っているように見え

ても、心配と不満と不確実さに苦しめられているかもしれません。ダライ・ラマは、人々

が自分の肩書きや収入や財産以上の何かであることを奨励します。人々に、大切なのは

社会的地位や外見ではなく、心の中や社会の中で平和を長続きさせるために何をするか
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であることを認識するように求めています。最後に、平和とは、単に暴力がないことで

はなく、満足、幸福、心の平穏といったものを含み;同情と思いやり、そして恐怖のな

い生活であると言っています。 

 
	 世界の宗教の多くが、自分が他者にしてもらいたいと望むことを他者に対して行うこ

とを黄金律（行動の基本原理）として教えてきたことを思い起こすことはよいことです。

この精神的なメッセージは、肝に銘じれば、次には個々人の平和をもたらす温和な関係

のひとつの源泉です。このことは、まさに社会的な平和と個々人の平和にはつながりが

あることをわたしたちに教えてくれます。同様に、人が自分の平和を追求すると、それ

がコミュニティをより平和にすることに貢献するのです。 

	 このように、内なる平和を高めることは、単に内面を見つめることを意味するのでは

なく、ましてや自己中心的な手法でもありません。それは 信念、愛、希望、個々人の

ビジョン、可能性の内面の資源を強くして、それらを外の世界の平和を築くために使う

ことなのです。内なる平和と外界の平和は お互いに育て合うのです。自分の周りの暴

力の現実を無視しながら内面の平和を持てるはずはありません：暴力的な外側の状態は 
必ず内面の状態に影響します。この事実は わたしたちに 内面の平和と外界の平和のた

めに同時に働くのが最善であると確信させます。わたしたちは、内なる平和のために修

養しながら、社会の平和のために貢献する向上心と努力を養って行く必要があります。 

 

 
学びあいのためのアイデア Teaching-Learning	 Ideas   

 

	 教育者として、わたしたちの任務は 学習者が個々人の平和と社会の平和の間のつな

がりに気づくこと、それととともに個々人の平和のために修養するよう励ますことです。 
大切な問いについて 学習者が静かに熟考する時間を取り、それぞれの考えを 2 人組み 

あるいは 小グループで共有するのは、個々人の平和を修養する方法の一つです。以下

は省察と議論のための問いをいくつかあげておきます。 

 
1. 苦しみや逆境に遭遇したときにも、内面の調和を保つには、どのように反応すること

が助けになり得ますか。 
2. あなたは何を悩んでいますか、あるいは何を恐ろしいと感じていますか。この悩みや

恐れを解決するために どんなステップを辿ることができますか。 
3. あなたが自分を傷つけた誰かを許したと想像してください。あるいは誰かを傷つけ、

今許しを乞うていると想像してください。どんな気持ちがしますか。この感情をその
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前に感じていた感情と比べてみましょう。 

4. あなたに内なる平和をもたらすもの、もたらすであろうものはなんですか。 
5. あなたは満足し幸福であるが他の人はそうでないとき、どう感じますか。 
6. 「あなたのしてほしいことを、人にもせよ」という黄金律についてどう感じますか、

あなたの生活において それはどのような役割を果たしていますか。生活に黄金律を

当てはめると、どのような内面と外面に対する影響を経験したことがありますか。 

 
	 生徒に平和の歌を聞いてもらいます。それを聞いたあと 歌のメッセージについての

自分の考えや感情を 2 人組みで話してもらいます。問いは以下のいずれでもよいでしょ

う。その歌は あなたにとって意味がありますか／あなた自身の問題と関連があります

か。それはなぜですか。その歌には 内面の平和と社会的な平和のつながりが、はっき

り、あるいは暗に示されていますか。あなたはその歌が好きですか。もし歌詞に書き換

える必要があるなら、どのように書き換えますか、それはなぜですか。その後自分の考

えや感情を より大きなグループ／クラス全体で 分かち合ってくれるボランティアを

募ることもできるでしょう。 
	 世界の主要な宗教や精神性の伝統からの教えを読み、それらが内面の平和を養うこと

について何と言っているかみてみることは価値があります。この本の第 4 章の情報を利

用できます。例えば、多くの人に信仰されている主要宗教すべてに何らかの形の黄金律

があります。黄金律は基本的に 自分が他者にしてもらいたいと望むことを 他者に対し

て行うよう説いています。黄金律の実行はあなたの生活に内面のあるいは個人的な平和

をもたらすでしょうか。と生徒に尋ねるのもよいでしょう。霊的な世界や宗教の教えに

則って善いことを行うことと、内面の平和を得ることの関連について 生徒によく考え

てもらいます。そして 生徒に尋ねます。思いやりを示したり、許したり、誰かと和解

したり、その人が必要とするときに助けたり、信条や社会的な階層、民族性、肌の色な

どに関わらず他者を受け入れ尊重したのち、内面の穏やかさや満足や平和を経験したこ

とがありますか。自分自身の経験から あるいは、読んだり、聞いたりした他者の経験

から、どのような結論・洞察を導きだしますか。 
 


