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平和の文化
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導入
わたしは「平和の文化」について考察
してみるようにと関心をそそられまし
た。わたしが2009年に南スーダンに住
んでから、今なお暴力、不安、経済の
崩壊、飢餓に多くの人々が苦しんでい
る社会に、人々が独立を望んで投票し
たときの「喜びに満ちた楽観主義」
が、この国から消えかけているように
見えます。2013年12月の暴力の発生ま
では、法律と秩序があり、部族は平和
に暮らしていくことを学んでいるよう
でした。南スーダンとしての国家認識
が浮上し、新しい繁栄が芽生えたよう
に見えました。南スーダンは資源が豊
富で、生活水準の急速な向上が見込ま
れていました。

地元の作家の一人、Jacob Laguは、南
スーダンの暴力を

性を失わせ、確実にわたしたちの敵を非人道的に扱
うようにさせます。わたしたちは皆、抗争の犠牲者
の物語に縛られています。両サイドで彼らは心から
不正義の犠牲者であると信じています。両サイドで
人々は相手方を悔い改めない侵略者だと信じていま
す。この状況を特に悪質なものにするのは部族主義
です。それは一人の人を彼らの共同体に関連づける
ことが原因となります。それは「彼ら」と「わたし
たち」との間の区別を先鋭化しました。それはわた
したちを集団処罰の悲劇的災難につながったと 彼は
述べました。

「戦争は汚いビジネスだ」と言い、
それは必然的に、わたしたちすべて
の人を衰退させるといって、警告し
ています。戦争はわたしたちの人間

Lagの言葉は、今日の多くの国の状況に当てはめるこ
とができます。南スーダンだけではなく、平和の文化
を発展させるために、わたしたちができることをもっ
と広く考察していただきたいと思います。

それ以来、指導者が自分たちの親戚、
親族、民族グループの利益のために自
分の権力を乱用し、人間の振る舞いが
他の人々への非人道的差別によって崩
壊する時、私は何が起こったかを見て
学びました。

見る :

平和を探し求めること

世界的な紛争状況

値としては減少しています。世界平和は複雑な
図柄です。世界的な悪化の大部分は、すでに世
地球平和指数 (GPI) の第10版 (2016) は、2015 界で最も平和でない地域である中東・アフリカ
年に世界が平和でなくなったことを示してい (MENA・中東と北アフリカの意) で発生しまし
ます。実際、79の国が悪化し、81の国が僅か た。現在、暴力と紛争が集中して激化している
に改善されました。改善された国よりも、悪化 MENAを除外してみれば、その他の世界の平和レ
した国の規模がより大きかったので、世界平均 ベル平均値は改善されています。

平和は可能です
平和という目標は、時にはあまりにも遠くに見
えるかも知れませんが、何世紀か、場合によっ
ては、ほんの数10年だけ見ても思いなおすこと
ができます : イタリアは統一された国ではな
く、独立して互いにいがみ合った国々でした ;
アメリカでは黒人の奴隷制度が重大な問題化し
た内戦がありました ; フランスでは貴族に反対
して、血まみれの革命が起こりました ; 南アフ
リカでは、アパルトヘイトの隔離政策がありま
した ; 北アイルランドの、プロテスタントとカ
トリックの間の平和は達成不可能な目標のよう
でした。東と西のドイツはベルリンの壁で隔て
られていました。このようなリストはさらに続
きます。南スーダンは世界で最も新しい国民で
す。最貧の保健サービスと最低の生活水準にあ
る最低の教育も受けていない人たちです。何年
もの間、紛争と民族分離に耐えてきました。そ
れでも希望があります。その他の国々は、絡み
合った紛争や民族分離の中から鍛造されてきた
のです。南スーダンも、どうしてできないこと
があるでしょうか? わたしたちがしっかりとよ
り良い教育をしなければならない次世代の市民
から、希望が湧き出ることでしょう。

テロリズムの勃発
紛争による死亡に大きな懸念を抱いているの
は、中東とアフリカであり、それは地球の６
分の１にも満たない地域です。事実、2016年
のコロンビアの内戦終結によって、西半球に
は大きな紛争がなくなりました。とはいえ、
多くの国にテロが広がり、斬首というような
野蛮な行為が増えていることには、非常に憂
慮を感じています。

判定:

平和構築はキリスト教の伝統

晩年のChristopher Hitchensのように、ユダイ
ズムとキリスト教は、暴力的なテキストから湧
き出た、本質的に暴力的であるという説があり
ます。すなわち、申命記7章を引き合いに出し
た批判として、神がカナン人を皆殺しにするよ
うに命じ、そして新約聖書の黙示録では神と神
のメシアに敵対するものへの激しい暴力を描写
していると言います。そしてわたしたちは、「
わたしが平和をもたらすために来たと思っては
ならない; わたしは平和をもたらすためではな
く、剣をもたらすために来た」とイエスの言葉
を考えると、わたしたちは少なくとも一瞬、躊
躇するかもしれません。
このような特殊な場合に限った矛盾と疑わしさ
にもかかわらず、キリスト教徒として聖書に忠
実であるためには、テキスト全体を、具体的に
はイエス・キリストの人生とメッセージに基づ
いて解釈する必要があります。マタイ福音の第
5章には、イエスによる直接的な声明がありま
す。「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」

わたしたちは、わたしたちと共にいると言わ
れる神の約束に勇気を得ます。イザヤ (41 :
10) は「恐れることはない、わたしはあなた
と共にいる神。たじろぐな、わたしはあなた
の神。勢いを与えてあなたを助け、わたしの
救いの右の手であなたを支える」と言ってい
ます。マタイ福音28章でイエスが弟子たちに
向けた最後の言葉は「わたしはいつもあなた
方と共にいることを覚えなさい」です。そし
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て、ヨハネ福音14章では「あなた方は心を
騒がせるな、恐れてはならない」と。
正義は平和を構築しようとする修道者の主
要な目的です。わたしたちは詩篇の85に、
「正義と平和は口づけする」とあるのを見
ます。怒っている人々に正義を提供しない
限り、合意の和解がなければ、平和は持続
できません。
2000年以上にわたって、基本的にキリスト
教徒の平和構築に二つのモデルがあります:
「平和主義」と「正しい戦争」。平和主義
とは初期の教父たちの姿勢でした。北アフ
リカの3世紀の教師、テルトリアヌスは、
キリスト教徒は、文字通り非暴力について
のイエスの命令に従うべきですと言ってい
ます。彼らは侵略や迫害に抵抗すべきでは
なく、軍隊や警察で働くべきではありませ
ん。この考えは、ローマ帝国がキリスト教
徒になったとき失われました。それは改革
派のアナバブテスト派が改革を進めるまで
は復活しませんでした。メノナイトとクエ
ーカー教は暴力への参加を拒否し、兵役を
拒むという、彼らがイエスの命令と理解し
たことをそのように表明しました。
アウグスチヌスとトマス・アクィナスは全
く異なる道を取りました。彼らは侵略行為
を罰し、平和を回復するのが目的である場
合に限り、軍隊の使用は許されていると述
べました。この「正しい戦争」という考え
のモデルは現代のローマカトリック教会の
取り上げ方として続いています。しかし、
「正しい戦争」というモデルは基本的に国
家、政府の指導者、そしておそらく軍隊の
指導者に宛てて提供されたものでしょう。
そのような指導は、暴力を止めようとして
いるキリスト教徒の指導者には指針となる
ものではありません。
このような平和構築モデルはどちらにして
も、キリスト者平和構築活動家たちに指針
を提供するものではありません。過去20年
間に新しいモデルが登場しました。それは
「公正な平和構築」とか、あるいは幾つか
のサークルでは単に「公正な平和」と呼ば
れています。それはわたしたちの活動のた
めの基本的基盤として、特に聖書にあるイ
エスの変革指導力を重視しています。それ
はまた、20世紀に経験された、暴力的抑圧
に対して、非暴力的な抵抗に人々を動かし
たガンジーやマルティン・ルーサー・キン
グジュニアのような指導者たちを考えてい

ます。それは基本的な福音のメッセージとして解
放の神学を描いています。そのイエス・キリスト
が主張した基本的なメッセージは、貧しい人々や
虐げられた人々に解放をもたらすことでした。さ
らにそれは世界人権宣言のような国際的に認めら
れている人権の基準を引き出しています。

公正な平和構築モデルの重要な特徴は、社会にお
ける他の適正な考えを持つ要素と協力するという
主張です。それはキリスト教徒の指導者に対し
て、市民社会と協力するようにと、はっきり求め
ています。今、平和構築は通常の状況では、政府
に反対しては機能しませんが、その指導者である
イエス・キリストに誠実であるように、政府から
預言的距離を置き、支援の能力を維持しなければ
なりません。
公正な平和構築では、平和が単に終わった状態で
はないことを認識しています。戦争を終結させる
ためのどんな協議への同意も中長期にわたって支
持されなければなりません。
• それは人権尊重の推進によって支持されなけ
ればなりません
• それは合理的な民主的プロセスを通して、和
解に関係するグループの公平な表明を促進
し、支持されなければなりません
• 同様に平和の状態も、経済的に支持されなけ
ればなりません。通常の経済活動が回復せ
ず、もし紛争当事者によって経済的利益が公
正に分配されなければ、平和が生き残れるこ
とはまずあり得ません。住民は生活の改善と
いう現実的な希望を持っており、一般にそれ
が平和であることにかかっていると感じてい
るはずです
2017年1月1日、第50回世界平和デーにおける、教
皇フランシスコのメッセージ「平和のための非暴
力的政治様式」参照
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行動:

わたしたちの応答を説明する

平和な社会の構造
富裕な階級と大多数の貧困層に資源が
非常に偏って分配されている国では－
非常に偏った資源の分配がある国で
は、一時的に押しつけられた不安定な
平和があったとしても、そのような平
和は長続きしないでしょう。

• 極度の腐敗
• 監督、検閲の厳しい国
• 批判を抑える
• 独裁政権
• 経済の崩壊
• 人権意識の欠如
問い１．修道者はどのように平和の代
理人になることができますか?

平和の文化を生きること
わたしは2009年に比較的に平和で安定し
ていた南スーダンに来ました。今や、南
スーダンは世界で最も安全性の低い国の
一つと評価されています。聖霊会のSr.
Veronicaは、2016年5月に銃で撃たれ殺さ
れました。他の修道者は、強盗、暴力、
暴力による脅しにさらされてきました。
それでもこの困難な状況の中で、修道者
は多分安定している時期よりも一層、多
くを捧げて来ました。人々はわたしたち
が去っていくこともできると知っていま
すが、わたしたちが彼らと一緒に留まる
ことを選んだことに励まされています。
「あなたはわたしと一緒に1時間も目覚め
ていられないのですか? 」というペトロ
に向けたイエスの言葉は新しい意味を帯
びてきました。わたしたちはキリスト教

の信仰をもって生きるように求められています。南スーダン
首都圏の大司教として、Paolino Lukudu Loroは書きました :
この困難な時に、わたしたちの神、主がわたしたちと共にお
られるのですから、強く、勇敢でありなさいと。
Sr. Veronica SSpS は、南スーダンの人々を支援するために
命を与えました。彼女は書きました :
最近ある人がわたしに、なぜこのような状況のもとにわたし
が留まっているのかと尋ねました。なぜでしょうか －なぜ
なら、イエスは困難になった時に、彼の方針を諦めなかった
からです。彼は苦しみを受け入れ、最後まで苦難と十字架を
担いました。彼は御父のみ旨に従い続けました。彼はつねに
人々と共にいました。彼は彼らを見捨てませんでした。彼は
彼らを愛していたので、死さえも受け入れる覚悟でした。イ
エスの女弟子として、わたしは聖霊の力によって、イエスの
跡に従っていきます。わたしは南スーダンの人々を愛してい
ますので、彼らを見捨てて去ってしまうことはできません。
彼らはわたしたちが彼らと一緒に留まって、共に祈り、この
若く、か弱い国を建設するために働くことを喜んでいます。
彼らにはわたしたちの支え、祈りと助けが必要です。この時
点で、わたしは祈りと犠牲と財政でわたしたちを支えてくだ
さったすべての人に感謝したいと思います。わたしたちは特
にこの暗黒の時に、希望のしるしであることに召されていま
す。神は決してわたしたちを置き去りにはなさいません、彼
はわたしたちのインマヌエル = わたしたちと共にいる神で
いらっしゃいますから。
もしわたしたち
が、大切なこと
を認識している
なら、最も困難
な状況のさなか
にあっても、平
和の文化を生き
ることができま
す。わたしに向
けて意味深いこ
とわざに「港の
中の船は安全で
すが、それは船
のためのもので
はない」という
のがあります。
中国にはつぎの
ようなことわざ
があります :
もし、魂の中に光があるなら、その人の中に美しさがある。
もし、人の中に美しさがあるなら、家の中に調和があるだろう。
もし、家の中に調和があるなら、国の中に秩序があるだろう
もし、国の中に秩序があるなら、世界の中に平和があるだろう。

問い２．わたしたちは、どのように平和の文化を創り、
生きるのでしょうか?
翻訳: Sr. Francisca Hiroko Yanagi
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