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第15回庭野平和賞受賞者

TheRecipientoftheFifteenth

NiwanoPeacePrize

マハ・ゴーサナンダ師

Ven.MahaGhosananda



MESSAGE

ごあいさつ

庭野平和財団理事長

Chairman ,TheNiwanoPeaceFoundation

長沼基之
Motoyul く i r¥laganuma

庭野平和財団(庭野日鍍総裁、長沼基之理事長)は、

第 15 回庭野平和賞をカンボジアの仏教指導者、マハ・ゴ

ーサナンダ師に贈ることを決定しました。

マハ・ゴーサナンダ師は、祖国カンボジアの悲劇を前

に、民族の融和と戦後の復興、難民の救済を目指し、非

暴力によるさまざまな活動を展開してこられました。

とりわけ 1991 年の和平協定調印後、 r¥:去の巡礼 J (ダン

マヤトラ)と呼ばれる平和行進を始められ、紛争によっ

て分断された人々の平和の架け橋となると同時に、森林

問題や地雷問題など、平和を脅かす諸問題の解決に地道

な貢献をしてこられました。

本日ここに各界を代表する方々のご臨席を賜わり、マ

ハ・ゴーサナンダ師の業績を讃えて贈呈式を挙行するこ

とができますことは、夜、どもの大きな喜びであります。

また、回を重ねると共に庭野平和賞に対するご理解と評

価が高まりつつあることは、宗教協力の理念と活動の輸

が一層広がるために極めて喜ばしいことであり、深く感

謝申し上げる次第でございます。

私どもは、この庭野平和賞によって宗教協力の輪がさ

らに広がり、世界平和の実現と、人類の繁栄にいささか

なりとも貢献できればと念願しております。

今後とも皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上

げます。
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Greetings

TheNiwanoPeaceFOlmdationhasselectedMaha
GhosanandaofCambodiatobetherecipientofthe
fifteenthNiwanoPeacePrize.MahaGhosanandahas
playedamajorroleinvariousnonviolentactivities
topromotereconciliationamongtheCambodian
peoplefollowingthenation'sciv 日 strife ， offering
supporttorefugeesandencouragingtherebuilding
ofthenation.
Afterthesigr 山19 ofthe1991peaceaccord, Maha

Ghosanandaledthe 白rst oftheDhnJl1l11nyietrn(Walks
forPeaceandReconciliation).ThroughtheseWalks,
hehascontinuedtomakeasteadycontribution, not
onlytobringaboutharmonyamongdividedpeople,
butalsoforsolutionstoawiderangeofpeaceｭ
tlu'eateningissuessuchasdeforestationandtheuse
oflandmines.
ItisagreatpleasurefOl ・ us toholdthispresentaｭ

tionceremonytopraisetheachievementsofMaha
Ghos 但1但lda inthethepresenceofsomanyguests
fromdifferentfields.
Theincreasedacceptanceandappreciationen

joyedbytheNiwanoPeacePrizewitheachpassing
yeararehighlygratifyingandaugurwellforthefurｭ
therdisseminationoftheprinciplesandpracticeof
interreligiouscooperation.Wehopetlu-oughthis
prizetomakeamodestcontributiontofurther
wideningthecircleofinterreligiouscooperationand
thustobringingaboutworldpeaceandhLUnanprosｭ
perity, andweaskyourcontinuedassistanceand
supportinthisendeavor
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趣旨・表彰の対象

今日、私たちの住む地球は、さまざまな問題をかかえ

ています。核兵器の拡散、軍拡競争による資源の浪費、

開発途上国における飢餓と貧困、非人道的な格差と抑圧、

大気の汚染、及び人間の精神の頬廃、等々 。

このような時代において、あらゆる人々 の問に相互理

解と信頼及び協力と友愛の精神を培い、平和社会建設の

基盤を築くことは、今日の宗教に謀せられた重大な責務

であると申せましょう。その責務を果たすためには、ま

ず宗教者自らが自己の信ずる宗教のみを絶対化するので

はなく、お互いをわけへだてる壁を取り払って、平和社

会のために、手を携えて協力し、献身すべきであると思

います。

このような観点から、庭野平和財団では、平和と正義

の実現をめざした宗教協力の理念と活動の輸が一層広が

り、多くの同志の輩出することを衷心から願うとともに、

現に、ひたむきに宗教の相互理解と協力を促進し、その

連干背を通じて世界平和の実現のために貢献している宗教

者の数多く存在することを確信するものです。

よって、当財団では、「宗教的精神に基づいて、宗教

協力を促進し、宗教協力を通じて世界平和の推進に顕著

な功績を挙げた人(または団体) J を表彰し、これを励

ますことによって、その業績が世の人々 を啓発し、宗教

の相互理解と協力の輪を広げて、将来世界平和の実現に

献身する多くの人々 が輩出することを念願として、庭野

平和賞を設定致しました。第 l 回受賞者はへルダー

p. カマラ大司教、第 2 回はホーマー. A· ジャック博

士、第 3 回は越撲初師、第 4 回はフイリップ. A· ポッ

タ一博士、第 5 回は世界イスラム協議会、第 6 回は山田

恵諦天台座主、第 7 回はノーマン・カズンズ博士、第 8
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野外で{曽侶たちに説法しているゴーサナンダ師

肘1aha Ghosanandapreachestopriestsoutofdoors.

TheMeaningoftheNiwanoPeacePrize

TheGoaloftheNiwanoPeaceFoundation

Theworldinwhichwelivetodayisbesetbymany
problems:theproliferationofnuclearweapons, the
squanderingofpreciousnaturalreso 山~ces onweapｭ
ons, famineandpovertyinthedevelopingnations,
socialdiscrepanciesandoppression, environmental
pollution, andspiritualdecadence.

Today, religionischargedwiththe 出lportant duty
offosteringmuhlalwlderstandingandtrustanda
spiritofcooperationandfellowshipamongallpeoｭ
pIesothatthefoundationsofapeacefulsocietymay
belaid.Todischargethisduty, peopleofreligion
mustbeginbytearingdownthewallserectedby
eachreligion'sbeliefthatitsteachingsalonerepreｭ
sentabsoluteh'uth, joiningh但lds inwholehear 旬d

cooperationtobringaboutapeacefulsociety.
WeattheNiwanoPeaceFOlmdationhopeabove

allthattheidealsandactivitiesofinterreligiouscoｭ
operationforthesakeofpeaceandjusticewillexｭ
tendinanever-wideningcircleandthatagrowing
numberofpeoplewillcomeforwardtodevotethem 司

selvestothiscause.Indeed, weknowthatmanypeo ・

pIeofreligionarealreadyworkingearnestlytoproｭ
moteinterreligiousunderstandingandcooperation,
con仕ibuting tothecauseofworldpeacethrough
theirsolidarity 人

TheNiwanoPeaceFoundationestablishedthe
NiwanoPeacePrizetohonorandencourageindi-

9



日本の子供たちに合掌するゴーサナンダ師

MahaGhosanandameetsJapanesedill 出·en.

回はヒルデガルド・ゴス・メイヤ一博士、第 9 回は A.T.

アリヤラトネ博士、第 10 回はネーブ・シャローム/ワハ

ット・アル・サラーム、第 II 回はパウロ・エヴァリス

ト・アルンス枢機卿、第 12 回は M アラム博士、第 13 回は

マリイ・ハセガワ女史、第 14 回はコリメーラ共同体であ

りました。

選考方法

地域と宗教が偏することのないように考慮された 125 カ

国約 1 ， 000 人の有識者に受賞候補者の推薦を依頼し、推

薦された候補者を仏教、キリスト教、イスラム教などの

諸宗教者から選ばれた 7 人で、構成される審査委員会にお

いて、厳正な審査をもって決定されます。

贈呈式

毎年 5 月、贈呈式を行い、正賞として賞状、副賞とし

て賞金 2 ， 000 万円及び顕彰メダルが贈られます。また引

き続き受賞者による記念講演が行われます。

10

vidualsandorganizationsthathaveconh'ibutedsigｭ
n丘icantly tointerreligiouscooperation, therebyhu'ｭ
theringthecauseofworldpeace, andtomaketheir
achievementsknownaswidelyaspossibletheworld
over.TheFoundationhopesthusbothtodeepen
interreligiousunderstandingandcooperationand
tostimulatetheemergenceofstillmorepeopledeｭ
votingthemselvestoworldpeace.ThefirstNiwaｭ
noPeacePI包e wasawardedtoArchbishopHelder
PessoaCamaraofBrazilin1983, thesecondtoDr.

HomerA.JackoftheUnitedStates, thethirdtoRev.
ZhaoPuChuofChina, thefourthtoDr.PhilipA.
PotterofDominica, thefifthtotheWorld 恥tI uslim

Congress(MotamarAI-AlamAI-Islami), thesixthto
HisEminenceEtaiYamada, chiefpriestoftheTendai
sectofBuddhisminJapan, theseventhtoDr.Norman
CousinsoftheU.s., theeighthtoDr.HildegardGossｭ
MayrofAustria, theninthtoDr.A.T.Ariyaratneof
SriLanka, thetenthtoNeveShalom/WahataI-Salam
ofIsrael, theeleventhtoHisEminenceCardinal
PauloE.ArnsofBrazil, thetwelfthtoDr.M.Aramof
India, thethirteenthtoMs.M町i.i K.Hasegawaofthe
U .s., andthefourteenthtotheCorrymeelaCommuｭ
n.ityofNorthernIreland.

NominationsandSelection

ReligiousleadersandeminentscholarsinJap 但1

andoverseaswereaskedtonominatecandidatesfor
thefifteenthNiwanoPeacePrize.Theirnominations
weresenttotheFOlmdationforselection.
Sothatthereligionsoftheworldarerepresented

equitably, 1,000 peoplein125cOlmtrieswereasked
to submit nominations. All the nominees were
screenedbyaconunitteecomprisingsevenrepresenｭ
tativesfromBuddhism, Clu'istianity, Islam, andothｭ
erreligions.

Presentation

TheNiwanoPeacePrizeisawardedeveryyearin
Mayataspecialceremony.Therecipientispresｭ
entedthemainprizeofacitationandsubsidiary
prizesof20millionyenandamedal.Attheceremoｭ
ny, therecipientdeliversacommemorativeaddress.

11
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表彰の理由

庭野平和財団(庭野日銭総裁、長沼基之理事長)は、

「第 15回庭野平和賞j をカンボジアの仏教指導者、マハ・

ゴーサナンダ師 (68歳)に贈ることを決定いたしました。

世界 125 カ国、約 1 ，000人の識者に推薦を依頼し、仏教、

キリスト教、イスラム教など 7 人で構成される審査委員

会で厳正な審査をし、決定されたものであります。

ゴーサナンダ師は、カンボジア仏教界の最長老の一人

であり、世界的にも著名な仏教指導者であります。とり

わけ、カンボジアでの内戦に関しては、民族の融和と Jj没

後の復興、難民の救済を目指し、非暴力によるさまざま

な活動を展開してこられました。その慈愛に満ちた人柄

は、人々から「カンボジアのガンティーJ Iカンボ‘ジアの

生きる宝J I生きる真理j などと形容され、最大級の称賛

を浴びています。

カンボジアは、 1953年、フランスから独立しました。

しかし、 1970年には、クーデターによって王政がくつが

えされ、親米共和政権が成立し、内戦が全土に広がりま

した。そしてこの政権も 1975年に反政府勢力ポルポト派

によって倒され、民主カンボジア政府が樹立されました。

この政権は、極端な共産主義政策を進め、都市住民を地

方に移住させ、強制労働に従事させました。農民以外の

者は、徹底的に迫害され、 3 年 8 カ月のポルポ卜政権下

で、知識人を中心に、 200万人を超える人々が殺害された

と言われています。カンボジアの仏教も壊滅的な打撃を

受けました。 3 ，600あった仏教寺院は、すべて閉鎖され、

6 万人いたとされる僧侶は還俗させられ、また多くの僧

侶が亡くなりました。 79年にポルポ卜政権が崩壊した時、

再び僧となった人は、 3 ，000人に過ぎませんでした。

そのわず、かに生き残った僧侶のお一人が、ゴーサナン

ダ師であります。カンボ、ジアで内戦が始まった当時は、
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もへThy 恥1aha GhosanandaWasSelected

fortheNiwanoPeacePrize

MahaGhosananda, 68, isaSupremePah'iarchof
CambodianBuddhismandawell-knownBuddhist
leaderworldwide.Inpartie 叫aI'， hehasplayedamaｭ

jorroleinvariousnonviolentactivitiestopromote
reconciliationamongtheCambodianpeoplefollowｭ
ingthenation'scivil strife, offeringsupportto
refugeesandencouragingtherebuildingofthenaｭ
tion.Hiswarmpersonalityandgreatcompassion
havewonhimaccoladesas"Cambodia'sGan 品1if'

"aLivingTreasur ピ， and吋he LivingTruth."
CambodiaachievedindependencefromFrench

colonialrulein1953.In1970, acouptookplaceafter
whichthemonarchywasreplacedbyapro-Ameriｭ
candemocraticgovernment, buttherewasnoendto
theinternalstrife, andin1975, PolPotestablished
DemocraticKampuchea.Thatgovernmentpl江sued

extremecommwustpolicies, movingpeoplefrom
urbancenterstotheCOlm 仕yside forforcedlabor.
Thoseotherthanfarmerswereseverelypersecuted,
anditissaidthatmorethantwomillionCambodi-
ans, includingthe COlm 仕y's leading intellectuals,
diedofillnessorstarvationorwereexecutedduring
thetlu'eeyearsandeightmonthsofthePolPot
regime.CambodianBuddlusmwasespeciallyhard
hit, withthecountry's3,600 templestotallyshut
down, andmanymembersofwhathadoncebeena
60,OOO-strong Buddlustclergypersecutedandslain.
Only3,000 nameswerelistedagainasmembersof
thepriesthoodafterthePolPotregimecollapsedin
1979.

MahaGhosanandaisoneofthosefewremaining
Buddhistclergy.WhencivilwarbrokeoutinCamｭ
bodiahewasinsouthernThailandengagedinthe
disciplineofmeditationandescapedtheworstofthe
れmnoi l. Regrettably, however, mostofIusfamilyin
CambodiawasslainbythePolPotforces.
Confrontedbythe 仕agedy thatwasengulfinghis

cOlm 仕y， MahaGhosanandatlu'ewhimselfwithvigｭ
orintothenonviolentpeacemovement, doingallhe
could for ・ Ius fellowCambodians.Heestablished
templesinalloftheCambodianrefugeecampson
theCambodia-Thailandborder, includingSakeoand
悶1ao-ee-dang ， andtraveledfromcamptocampto
preach.ThesightofGhosanandainhjssaffronrobes
s出1・ed theCambodianrefugeestotears.Theirweep-

13



タイ南部でl虞想の修行を続けていたため、奇跡的に戦禍

を逃れられたのです。しかし、残念なことに、カンボジ

アで暮らしていたご家族は、ほとんどがポルポト派によ

って殺害されたと伺っています。

祖国の悲劇を前に、ゴーサナンダ師は、精力的に非暴

力による平和活動を始められました。カンボジアからタ

イに、命からがら逃れてきた人々のため、サケオ、カオ

イダンなどすべての難民キャンプに寺院を建立し、自ら

説法に歩かれました。極限の中にあった難民たちは、黄

褐色の袈裟に身を包んだゴーサナンダ師の姿を見るなり、

感動で泣き崩れ、その鳴咽の声がキャンプ中にこだまし

たと言われております。

また 1991年の和平協定調印後、ゴーサナンダ師は、「法

の巡礼J (ダンマヤトラ)と呼ばれる平和行進を始められ

ました。かつて釈迦が、弟子を引き連れ、 i波地まで|填想、

しながら歩き、苦からの離脱と平和への道を説かれたと

いう修行に由来しています。ゴーサナンダ師を先頭にし

た行進が村々を通りかかると、何百、何千という人々が、

そのあとに続いて歩いたそうであります。この行進によ

ってゴーサナンダ師は、紛争によって分断された人々の

平和の架け橋となると同時に、人々の恐怖や不安を取り

除き、非暴力の手段で平和を呼びかけました。さらに、

紛争解決だけでなく、森林問題や地雷問題など、平和を

脅かす諸問題についても、その解決を促しておられます。

さらにゴーサナンダ師は、仏教者国際連帯会議(I N

EB) 、仏教者平和会 (B PF) 、ポンルー・クメールな

どのNGO (非政府組織)で顧問も務め、世界の宗教者、

平和を願う全ての人々に大きな影響を与えておられます。

1994年には、イタリアで開催された第 6 回世界宗教者平

和会議 (we RPYI)にも出席されるなど、国際的な諸

宗教対話活動のリーダー的存在でもあります。

ゴーサナンダ師のご著書の冒頭に、次のような詩が紹

介されています。『カンボジアの苦しみは深い/この苦し

みから偉大な慈悲が生まれるのです/偉大な慈悲は平和

な心を築きます/平和な心は平和な人を築きます/平和

な人は平和な家庭を築きます/平和な家庭は平和な町や

村を築きます/平和な町や村は平和な国家を築きます/

平和な国家は平和な世界を築きます/生きとし生けるす

14

カンボジアの赤十字を訪問

MahaGhosanandavisitstheCambodianRedCross.

ingissaidtohaveechoedthroughouttherefugee
camps.
Afterthesigningofthe1991peaceaccord, Maha

GhosanandaledthefirstoftheDhammayie 仕a Walks
forPeaceandReconciliationinemulationofShakyaｭ
muni, wholedhisdisciplestoplacesofstrifeand
warfarewhilepracticingmeditationandpreaching
detachmentfromsufferingandthewaytopeace.
WhenaprocessionledbyMahaGhosanandapassed
throughvillages, hundreds, perhapsthousands, of
peoplearesaidtohavefollowedit.Throughthese
Walks, MahaGhosanandabecameabridgeofpeace,
bringingtogetherpeoplewhohadbeenseparatedby
war, andwipedawaytheirfearswithhiscallfor
peace.Hehascontinuedtopromotenonviolent
means, notor吐Y forpeace, butalsoforsolutionstoa
widerangeofpeace-tlu'eateningissuessuchasdeｭ
forestationandtheuseoflandmines.
MahaGhosanandahashadaprofolU1dinfluence

upon movements for peace arolU1d the globe
throughhisadvisoryroleinsuchNGOsastheInterｭ
nationalNetworkofEngagedBuddhists(INEB), the
BuddhistPeaceFellowship(BPF), andthePonleu
Kluner, thecitizens'advisorycOlU1ciltotheCamboｭ
di 但.1 ConstihltionalAssembly.Hehasbeenaleader
ininterreligiousconununication, asevidencedbyhis
attendanceattheSixthAssemblyoftheWorldConｭ
ferenceonReligionandPeaceheldinItalyin1994.
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べてのものが幸福で平和に生きられますようにj。

ゴーサナンダ師は、敵も味方もなく、あらゆる人々に

無限の慈愛を注がれます。その精神性と活動は、世界各

地で激化している地域・民族紛争の根本的な解決策を示

唆していると申せます。

庭野平和財団は、こうしたゴーサナンダ師の永年にわ

たる平和活動と、その宗教協力を基盤とした正義と平和

への献身に対して深く敬意を表し、またこれまでの多大

な功績を顕彰すると共に、さらに多くの同志が輩出され

ることを念願して、ここに「第 15回庭野平和賞」を贈る

ものであります。

ビルマの難民キャンプを訪れるゴーサナンダ師

MahaGhosanandabringstheBuddha'smessagetorefugees.
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MahaGhosanandaopensoneofhismanywritings
withthefollowingverse:

ThesufferingofCambodiahasbeendeep
FrolllthissufferingcOlliesGreatCOlllpassion
GreatCOli 仰ssion l1/akesaPeacφI Heart
APe σ町Cφ tl Hea仰σart 川

APe σ町Cそザφφf丹ハ向μu川'，iI Per印rso叩on 1'1附Iωa此Ik舵es aη P向Eη町ceザφfu川iバI Faη仰mη'll均l旬y
APeσ町Cφtl Faσ仰II川IIi均l旬yl叩kesη P叩Cψ iICOl η/I II 'll υ/171 匂t句旬y，

APe η町Cφtl Co仰n川川111川7

Anc 山 P向E叩n町Cそザφf向u川I Nr σM州It出tion I叩ke，ωS η Pe叩σCそザφφf件向iii W，ヘ々物TOωrid正df

Mayallb舵Je加Jeil叩ings IμIve沼e I川n HappinessandPeace ,

MahaGhosanandaoffershisunlimitedcompassion
toallpeople, whetherhiendorfoe.Inbothspirit
anddeed, hehasshownthewaytoahmdamental
resolutionofregional 但1d ethnicstrifearOlmdthe
world.
Inbestowingthe15thNiwanoPeacePI官e upon

MahaGhosananda, theFOlmdationwishestoexｭ
pressitshighestesteemforhismanyyearsofdevoｭ
tiontope回ac白e andforhisc∞O山'ibコ孔川u川l此tio∞ns t旬oJ卯us計凶tic白e an
ha訂rmony int出he name0ぱf r陀.モ吐eligious c∞O∞operation. We
commendhisn山nerous achievementstodateand
praythatmanyotherswillfollowinhisinspirational
footsteps.
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...,noraphY oftheRec;hi_
ト p.-'" ''''''~nt

受賞者のプロフィール

[経歴 1

1929 カンボジアのタケオ汁|で生まれる。

1943 カンボジア仏教にて得度。

1953 ナーランダ大学(インド・ピハーラ州)に入学。

1956 チュオン・ナス 旧サンガ・ラジャのカンボ

ジア代表団のメンバーの一人として、ビ、ルマ

のラングーンにあるカパ・アユェ寺院で開催

された「第 6 回仏教サン方協議会 (2500BE)J

に出席。

1957 ナーランダ大学から博士号の学位と共に、マ

ハ・ゴーサナンダという称号を授与される。

日本及びカンボジアの大乗及び上座部におけ

る仏教の同時代の指導者と共に研錯する。

1965 タイ膜想の師範であるアチャアン・ダンマド

ロ師の弟子として隠遁生活に入る。

1978 クメール・ルージュの追放に伴いカンボジア

難民がサケオ・キャンプに最初に流入した場

面に遭遇する。難民達に小冊子を配り、「憎悪

は決して憎悪によって鎮めることはできない。

憎悪はただ慈愛によって鎮めることができる」

という釈尊の言葉を人々に思い起させる。

1978 タイーカンボジア国境にある難民キャンプに

寺院を建立。

1980 国連経済社会理事会の顧問としてクメール亡

命政府を代表する。

「カンボジア和平のため?諸宗教合同使節団 J

を共同設立。超宗派的なイニシアチブをとり

はじめ、 rr カンボジアと全世界の平和 j を祈

念する世界デー」 を開始。

1981 カンボジアおよび北アメリカ、ヨーロッパ、

オーストラリアのカンボジア人の再定住共同

18

ABriefBiographyofMahaGhosananda

1929 BorninTakeoProvinceinsouth-centralCamｭ
bodia.

1943 InitiatedintotheCambodianBuddhistOrder.

1953 EnteredNalandaUniversityinBiharState, Inｭ
dia.

1956 AttendedtheSixthSanghaCOlmcilofBudｭ
dhism(2500B.E.)atKabaAyePagodainRanｭ
goon, Burma, asmemberoftheCambodian
delegation 山1der its former Sa 時ha Raja,
ChuonNath.

1957 ReceiveddoctoraldegreefromNalandaUniｭ
versity, title Maha Ghosananda bestowed.
StudiedwithcontemporarymastersofBudｭ
dhisminMahayanaandTheravadatraditions
inJapanandCambodia.

1965 EnteredthehennitageofThaimeditation
masterVenerableAchaanOhammadaro.

1978 MetfirstinfluxofCambodianrefugeesenterｭ
ingSakeocampfollowingexpulsionofKhmer
Rougeregimefrompower.Oi 凶stri めbヲ丸川ut匂ed t仕ra配ct匂s
t句o thel'陀ef白uge配es丸， l'陀err 吐n出ng t出hem oftheBu叶d

dha'swords:
byhah'ed, hah'edcanonlybeappeasedby
love."

1978 Establishedtemplesinrefugeecampsonthe
Thai-Cambodiaborder

1980 RepresentedKhmernation-in-exileasconsulｭ
tanttotheU.N.EconomicandSocialCow1cil.
Co-foundedInter-ReligiousMissionforPeace.
Launchedecwnenicalinitiatives, worlddays
ofprayerfor"PeaceinCambodiaandthe
WholeWorld."

1981 FOlmdedBuddhisttemplesinCambodiaand
Cambodian resettlement commwuties in
NorthAmerica, Europe, andAush ョlia; clぜ

rentlyoversees temples, establishescultural
andeducationalprograms, sponsorsmeditaｭ
tionsforpeace, sponsorstrainingprograms
forhlunanrightsadvocacyanddevelopment
ofnonviolentconflictresolution.

1983 MetwithPopeJohnPaulIIinRometodiscuss

19



ピルマにて、ノーベル平和賞受賞者アウン・サン・スー・チ一女史と会見

M油a GhosanandameetsNobellaureateAungSanSuuKyiin
Burma, 1996.

体で仏教の寺院を建立。現在、海外の寺院で

は、文化的、教育的プログラムを確立し、平

和のための膜想の場を提供したり、人権擁護、

開発、非暴力による紛争解決のためのトレー

ニング・プログラムを提供したりしている。

1983 世界平和のための宗教的基盤を論じるために

アッシジにてローマ教皇ヨハネ・パウロ 2 世

聖下と会見。

1986 アッシジで聞かれた「平和のための祈りの集

いj に世界の宗教指導者と共に参加するよう

ローマ教皇に招科される(以来、毎年、集い

に出席)。

1988-1991

仏教僧による派遣団を国連主催の和平交渉に

引率し、和解案を提案し、国家の指導者達に

「平和は我々の共通の目標である J という意識

を喚起する。

1988 カンボジア仏教界大長老に任命される。

1989 ロード・アイランド州(アメ勺カ)のプロピデ

ンスにあるプロピデンス・カレッジから人道

主義的活動に対する名誉博士号を授与される。

1992 プノンペンにおいてシアヌーク国王よりサム

デック・プレアーの称号を与えられる。カン

ボジアでは、サムデック・ソング・サンティ

ピープ(平和のための宗教のリーダー)とし

20

religiousbasisforworldpeacebeforeplanned
meetinginAssisi.

1986 InvitedbythepopetoparticipateinDayof
PrayerforWorldPeacewithworldreligious
leadersinAssisi(nowanannualeventalways
attendedbyMahaGhosananda).

1988-1991
LedcontingentsofBuddhistmonkstoU.N.ｭ
sponsored Cambodian peace negotiations,
proposingacompromiseandremindingnaｭ
tionalleadersthat"peaceisourcommon
goal."

1988 日ected aSupremePatriarchofBuddhismin
Cambodia.

1989 Grantedhonorarydoctorateofhumanitarian
serviceatProvidenceCollege, Providence, RI,
U.S.A.

1992 ReceivedthetitleSamdechPreal1fromKing
SihanoukinPhnomPenh.Popular 匂 known

asSamdechSongSantipeap(theleaderofReｭ
ligionforPeace)inCambodia.LedtheFirst
Dhammayietra(WalkforPeaceandReconc 出

ation)foronemonthtm'oughnorthernCamｭ
bodiajustpriortofullimplementationof
United Nations Transitional Authority in
Cambodia(UNTAC)."StepbyStep:Meditaｭ
tionsonWisdomandCompassion"byMaha
Ghosananda published by Parallax Press,
U.S.A.(nowpublishedinKhmer, Thai, Spanｭ
ish, Portuguese, andJapanese).Awarded1992
RaftoFoundationPrizeforHumanRights,
Bergen, Norway.

1993 LedSecondDhammayietrathroughareaof
civilwarbefore 白Tst Cambodianelections, enｭ
couragingcitizenstoovercomefearofpolitiｭ
calviolenceandintimidationandexercise
theirrighttovote.Namedhonoraryleader
ofPonleuKhmer, citizens'advisorycow1cil
totheCambodianConstitutionalAssembly.
PonleuKhmerpresentsproposalsfortheproｭ
tectionofhumanrightsandfornonviolent
resolutionofthecon 出1山市 Cambodian conｭ
flict.InvitedtoattendtheParliamentofthe
World'sReligionsinChicago.

1994 Askedtoblesstheopeningceremonyofthe
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て親しまれる。

国連カンボジア暫定統治機構 (UNTAC)

が完全に設置される直前に、カンボジア :1ヒ部

を行進する「平和と和解のための第 1 回ダン

マヤトラ(法の巡礼)J を 1 カ月間率いる。

『微笑みの祈り一智慧と慈悲の旗想J (著者:

マハ・ゴーサナンダ)がアメリカのパラック

ス出版社によって出版される(その後、クメ

ール語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、

日本語に訳され出版される)。

ベルゲン(ノルウェー)にて fl992年度ラフ

卜財団人権賞J を授与される。

1993 第 I 回カンボジア総選挙の前に、内戦地を通

る第 2 回ダンマヤトラを率い、政治の暴力や

脅威に対する恐れを克服し、選挙権を行使す

るようにカンボジア市民を激励する。

カンボジア憲法制定議会への市民から成る諮

問委員会、ポンルー・クメールの名誉顧問に

任命される。ポンルー・クメールは人権擁護

とカンボジア紛争に対する非暴力による解決

案を提出する。

1993 シカゴで聞かれた万国宗教会議に出席するよ

う招 II与される。

1994 ポーランドのアウシュヴイツツにおいて「平

和と生命のための諸宗教巡礼 j の開会式を祝

福するように依頼される。

1994 戦争の傷跡の最も深いカンボジア西部の汁|を

通る第 3 回夕、ンマヤトラを率いる。行進は、

政府軍と反政府軍との一斉攻撃に遭い、平和

行進者 2 人が殺される。しかし、マハ・ゴー

サナンダ師は、「こういった暴力があるからこ

そ私たちは行進するのです j と宣言して、行

進を目的地まで導く。

北朝鮮のピョンヤンでシアヌーク国王の主催

により開催された和平交渉および後にプノン

ペンで聞かれた 2 回目の交渉に最高僧達から

成る派遣団を引率する。

長年の内戦の終結させるために、スリランカ
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InterfaithPilgrimageforPeaceandLifeat
Auschwitz, Poland.LedThirdDhammayietra
tlu'oughthemostheavilywar-tornwestern
provinceofCambodia.Thewalkwascaught
incrossfirebetweengovernmentandrebel
forces, andtwopeacewalkerswerek出ed.

Proclaiming"Thisviolenceisindeedthereaｭ
sonwe walk," MahaGhosanandaledthe
Dhammayietratoitscompletion.Ledcontinｭ
gentofhighest-rankingmonkstopeaceneｭ
gotiationsheld 山lder theauspicesofKing
SihanoukinPyongyang, NorthKorea, andto
asecondroundofnegotiationslaterinPhnom
Penh.Ledinterreligiousdelegationtopeace
negotiationsinColombo, SriLanka, tohelp
seekanendtothatCOlm 廿y's long-standing
civilwar.Nominatedfor1994NobelPrize
forPeacebyU.S. SenatorClaiborne Pell,
ChairmanofSenateForeignRelationsComｭ
mrttee.

1995 NominatedforasecondtimebySen.Pelland
ananonymousNobellaureateforthe1995
NobelPI包e forPeace.

January
DedicatedDisabledPersons'Center, Phnom
Pe 出.

February.
InternationalNetworkofEngagedBuddhists
(!NEB)conference, aslu-am, Nakhon, Nayok,
Thailand

March
InternationalWomen'sDay, PlU10mPenh/
Battambang; Buddhist Teachers' Meeting
(Asian-Western), Dharamsala, India

April
InternationalConsultancyonReligion, Educaｭ
tionandCulture, Atami, Japan;International
ConsultancyonReligion, EducationandCulｭ
ture, WindsorCastle, England

May
CambodianEngagedBuddhistNlmsandLayｭ
women, conferenceinTakmau

May-Jlme
LedFourthDhammayietraforPeaceandRecｭ
onciliationinCambodia, walkingfromthe
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のコロンボでの和平交渉に諸宗教の代表団を

引率する。

クレイボーン・ペル合衆国上院議員・合衆国

上院外交委員会議長によって、 1994年度ノー

ベル平和賞にノミネー卜される。

1995 1995年度ノーベル平和賞の受賞者候補として、

ペル上院議員と匿名のノーベル賞受賞者によ

って 2 回目の推薦を受ける。

1 月 プノンペンの身体障害者センターのために献

身。

2 月 タイのナコン・ナヨク・アシュラムでのイム事文

者国際連帯会議(lNES) に出席。

3 月 国際女性デー(於:プノンペン/バッタンパン)

に参加。

仏教の教師の会議(アジア・西欧) (於:イン

ド、ダラムサラ)に参加。

4 月 宗教、教育、文化に関する国際協議会(於:

日本、熱海)に参加。

宗教、教育、文化に関する国際協議会(於:イ

ギリス、ウインザ一城)に参加。

5 月 カンボジア 社会派仏教の尼僧と在家女性の

会議(於:タクマウ)に参加。

5-6 月 カンボジアにおいて第 4 回ダンマヤトラを率

い、タイ国境からベトナム国境まで行進する。

和平交渉の招集を継続し、依然として続いて

いるカンボジアにおける地雷と不発兵器の危

険について啓発する。

9 月 イギリス平和協議会のための準備会議に出席。

地雷を禁止するために、カンボジア死者慰霊

祭の聞に、国|努平和デ一式典を指揮する。

ゴルバチョフ財団主催のフォーラムに出席。

10 月 一般民衆の地雷による苦しみと地雷完全禁止

を嘆願するために通常兵器規制条約に関する

国連再一検討会議に出席。

「地雷禁止イタリアキャンペーン」の招待を

受けイタリアを旅行。

11月 イギリスのウインザ一城において聞かれた平

和協議会の創立会議に出席。平和協議会は、
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ThaibordertotheViehlameseborder.Continｭ
uedcallsforpeacenegotiationsandeducating
publicabouttheongoingdangershomland
minesandlmexplodedor出ance inCamboｭ
dia.

September
Preparatory meetingfor aPeace COlU1Cil,
U.K.;ledInternationalPeaceDayCeremonies,
duringCambodianFestivaloftheDead, fora
banonlandmines;attendedGorbachevFounｭ
dationStateoftheWorldForum.

October
AttendedU.N. ReviewConferenceonthe
ConventiononConventionalWeaponstopreｭ
sentthesufferingofordinarypeopledueto
landminesandpleadforatotalbanonthem;
touredItalyatinvitationoftheItalianCamｭ
paigntoBanLandMines.

November
FoundingmeetingofthePeaceCOlmcilat
WindsorCastle, England.ThePeaceCOlmcil
includesseveralNobellaureatesandhigh
representativesofallmajorworldreligions

1996 NominatedfortheNobelPrizeforPeacefor
thirdyearinarow.Nominatedin1996by
AmericanFriendsServiceCommittee(1967
NobelPrizerecipients)

February
LedBanMinesWeekparadeinPhnomPe出

forabanonlandmines 目

April
AttendedU.N.ReviewConferenceonConｭ

ventionalWeapons, Geneva, topleadforatoｭ
talbanonlandmines

May-Jlme
LedtheFifthDhammayietraforPeaceand
ReconciliationinCambodia, focusingondeｭ
forestationandtheroleplayedbythemiliｭ

tary, illegalloggingandtheongoingcivilwar.
Drewalinkbetweenhealthyforestsandthe
lifeoftheBuddhistorder.Membersofthe
PeaceCOlmciljointhewalk

July
InvitedtorepresentTheravadaBuddhistlinｭ
eageatGesthemaneEncolU1ter, aClu"istian-
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数人のノーベル賞受賞者とすべての主要な世

界宗教の高位の代表者がメンバーに含まれる。

1996 アメリカ・フレンス奉仕団(1 967年度ノーベ

ル賞受賞者)によって、 3 年連続で 1996年度ノ

ーベル平和賞にノミネー卜される。

2 月 地雷禁止を訴えるために、プノンペンにおい

て、地雷禁止週間の行進を指揮する。

4 月 地雷の完全禁止を嘆願するために、ジュネー

ブでの通常兵器規制条約に関する国連再検討

会議に出席。

5- 6 月 カンボジアの平和と和解のための第 5 回ダン

マヤトラを率いる。山林伐採および軍隊、非合

法な伐採、なお続く内戦との関係に焦点を当

てる。健全な森林と仏教者の生活とを関係づ

ける。平和協議会のメンバーが行進に加わる。

7 月 アメリカのゲスジマニ修道院において開催さ

れたゲスジマニ・エンカウンタ一、すなわち

キリスト教と仏教の布教者の対話に上座部仏

教の代表として招科される。

9 月 ビルマで抑圧されているノーベル賞受賞者ア

ウン・サン・スー・チ一女史および仏教僧と

ピ Jレマにて会見。

10月 カリフォルニア(アメリカ)において、サン

フランシスコ世界フォーラムに参加する。

11 月 平和協議会のメンバーとして、ルイズ司教お

よびチアパス(メキシコ)のザノfテイスタス

のメンバーと会見。

12月 1997年のカンボジアにおけるダフマヤトラの

jレートを確{呆するためにクメール・ルージュ

のメンバーと会見。「開発のための仏教J のメ

ンバーによって組織され、様々な軍閥の代表

が出席した「仏教と平和の会議J (於:カンボ

ジア、バッタンパン)の後援者となる。

1997 過去のノーベル賞受賞者(匿名)により 4 度

目のノーベル平和賞受賞候補者にノミネー卜

される。

3-4 月 2~3 ヶ月前までクメール・ルージュの完全統

治下にあった地域を通る第 6 回ダンマヤトラ
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地雷禁止キャンベーンに参加しプラカードを持つゴ サナンダ師

MahaGhosanandaleadsanti-l 出ld minemarch

BuddhistMonasticDialogueatGesthemane
Abbey,U.S.A.

September
MetwithoppressedNobellaureateAtmgSan
SuuKyiandBuddhistSanghainBurma.

October
ParticipatedintheWorldForuminSanFr 氾1

cisco, Calif.

November
MetwithBishopRuiz 但1d membersofZapｭ
atistasinChiapas, Mexico, asamemberofthe
PeaceCmmcil

December
MetwithmembersofKhmerRougetoarｭ
rangearouteforthe1997SixthDhammayieh"a
inCambodia.WasPatronofconferenceon
BuddhismandPeaceinBattambang, Camboｭ
dia, whichwasorganizedbyBuddhismfor
Developmentgroupandwasattendedbyrepｭ
resentativesofdifferentmilitantfactions.

1997 NominatedbyaformerNobellaureate(anonｭ
ymous)fortheNobelPrizeforPeacefora
fourthtime

27



を率いる。行進が通る沿道の人々は、人生で

初めて、自由に組織された行事を見る。行進

はパンテアイ・チュマールのアンコール時代

の遺跡にて成功裡に終わる。

5 月 ワシントンのナショナル大聖堂においてチベ

ットに対する超宗派的な礼拝を共同指導して

くれるよう、ダライ・ラマ祝下に招かれる。

6 月 組織の後援者として、アジア全体および全世

界から社会活動派の仏教者を集めた「仏教者

国際連帯会議J (於:タイ、カンチャナブリ)

に出席。新モン族救援委員会の招待で、ピル

マータイの国境にあるハロックハニ難民キャ

ンプを訪問。

8 月 7 月のクーデターの後、カンボジアの権力闘

争において暴力禁止を求める最初の大衆行事

を指揮する。その後、スリランカに行き、サ

ルボダヤより平和賞を授与される。
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March-April
LedtheSixthDhammayietratlu'oughareasof
Cambodiawhichwere, lmt吐 a fewmonthsbeｭ
fore, lmderthetotalconh'oloftheKhmer
Rouge.Thepeopleintheareastlu'oughwhich
thewalkpassedwitnessedthe 白Tst freely01'ｭ

ganizedeventintheirlives.Walksuccessfully
concludedattheAngkorperiodruinsof
BanteyChammar.

May
InvitedbyHisHolinesstheDalaiLamatocoｭ
leadanecumenicalserviceforTibetattheNaｭ
tionalCathedralinWashington, D.C.

I山1e

AsaPatronoftheorganization, heattended
theInternationalNetworkofEngagedBudｭ
dhistsconferenceinKanchanaburiprovince,
Thailand, whichbroughttogetherBuddhist
socialactivistsfromthroughoutAsia and
arolmdtheworld , VisitedHalockhanirefugee
campontheBurma-Thaiborderattheinvitaｭ
tionoftheNewMonReliefCommittee.
August
Afterthecoupd'etatinJulyheledthefirst
masseventcallingfor 創1 endtotheuseofvioｭ
lenceinCambodianpowerstruggles.Helater
h'aveledtoSriLanka, wherehereceivedan
awardforpeacemakingfromtheSarvodaya
orgamzahon.
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記念講演

法の巡礼 (Dhammayietra)

(一歩一歩、平和に向けて)

平和を求める私達の活動は、法 (Dhamma) の行であり

仏の行です。

釈尊の覚りは菩提樹にたとえられています。菩提樹は覚

りの木です。

覚りの木には、根があり、幹があり、枝があり、葉があ

り、花があり、果実があります。

果実は

四つの尊い真実(四聖諦)を表します。

すなわち

この世の人生において、すべてが苦であるという尊い真

理(苦諦)

苦の原因についての尊い真実(集諦)

苦の消滅についての尊い真実(滅諦)

苦の消滅へと至る中道についての尊い真実(道諦)です。

これが菩提樹の果実です。

釈尊は次のように言われました。「仏陀は、感覚を調御し、

l填想することにより心の解脱を求める者のために四つの

尊い真理を教えよう」と。 vedana (ヴェーダナー)とは

ノ Tーリ語で五謹の「受(感覚)J を意味し、「苦の状態j

にあるものといいます。

快い感覚は苦しみであり、

不快な感覚は苦しみであり、

そして

そのどちらでもない中立の感覚もまた苦しみ、苦 (dukkha)

なのです。

しかし

私達はこれについて1!lfJ;日なのです!

たとえば
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CommemorativeAddress

Dhammayietra, stepbystepforpeace

OurworkforpeaceistheworkoftheDhanuna, of
theBuddha.

TheenlightenmentoftheBuddhaiscomparedtoa
Bodhih"ee, thetreeofenlightemnent.Thetreehas
roots, h"lmk, branches, leaves, flowersandfruit.

TheFruitistheFourNobleTruths,

Thenobletruthofsuffering,
Thenobletruthofthecausesofsuffering,
Thenobletruthoftheceasingofsuffering,
Thenobletruthofthemiddlepathleadingtothe
ceasingofsufferingthatisthefruitoftheBodhitree.

Therefore, theBuddhasays, "TheBuddhateaches
theFourNobleTruthstothosewholmderstandfeelｭ
ing, whomeditateonfeelingmeditation."

FeelinginPalimeanssuffering.
百1at whichissufferingiscalledveda l7l 干.

Pleasantfeelingissuffering, lmpleasantfeelingis
suffering, and neuh"al feeling is also suffering,
dukkhn ,butweareignorant!

Weeatgoodfoodandfeelgood, butsoonwemust
gotothetoilet, thatis 白1 山1pleasant feeling, thatis
suffer ・ing.

Unpleasantfeelingissufferingitself.Aneutralfeelｭ
ingiscomposedofotherthings, andisthereforesufｭ
fering.

Tostopvedal1iiistostopsuffering.Meditationisthe
cure, nirodha-thecessationofsuffering.Thisisthe
fruitoftheBodhi.

TheBranchesarepnticcnsnmuppiidn-DependentArisｭ

mg.

Thisarisesbecauseofthatarising
Thisceasesbecausethatceases.
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私達はおいしい食物を食べて良い気分になります。

ところカf

まもなく

手洗所に行く必要に迫られます。

それは不快な感覚

すなわち苦しみなのです。

不快な感覚は、苦そのものです。

中立的な感覚はその他のものから成り、したがってこれ

もまた苦です。

受 (vedana) を滅することは、苦を滅することです。

|漠想は苦を滅するための処方、

すなわち j戚 (nirodha) 一苦の消滅です。

以上が菩提樹の果実です。

枝は縁起 (paticcasamuppada) を表わします。

これあればかれあり。これ生ればかれ生ず。これなけれ

ばかれなし。これ滅すればかれ滅す。

すべてのあらゆる現象の要素である五謹に執着すること

が、苦の原因であり、これを滅することで私たちは渇愛

や苦しみを滅することができます。

花と葉ーは、すなわち悟りの智慧をうるための三十七の実

践方法です。

四念処、すなわち、身・受・心・法の四つにおいて思い

をこらして、身は不浄である。受は苦である。心は無常

である。法は無我であると観ずる四つの念の拠り所です。

四正勤、すなわち、 1 未だ生じない悪を生じさせない

ように勤めること、 2. 既に生じた悪を断じようと勤め

ること、 3. 未だ生じない善を生ぜしめるように勤める

こと、 4. 既に生じた善をさらに増大させるよう勤める

ことの四極の正しい努力です。

四如意足、すなわち、四つの心的な力です。

五根、すなわち、視覚、聴覚、臭覚、味覚、自由覚の五つ
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Feelingisthecause.
Ifwestopthefeeling, westopcravingandsuffering.

TheFlowersandLeavesarethe37ElementsofEnｭ
lightenment,
FourFoundationsofMindfulness,
FourEfforts,
FourPsychicPowers,
FiveFaculties,
FivePowers,
SevenFacultiesofE吋ightemnent ， and
TheEightfoldPath.
Allgatheringtogetherinfeeling!

Therefore, leavesandflowerscometogetherinfeelｭ
mg.
Fromcontactfeelingspringsup.

TheRootsoftheBodhitreearetheSixConditionsｭ
Greed, Anger, andIgnoranceand
Non-Greed, Non-AngerandNon-Ignorance.
Alloftheserootsgathertogetherinfeeling.

Ifwecanconh'olfeeling, wecartchangeallofthesix
conditionsinto...Enlightenment!

Stoppinggreed ，創 1ger ， andignorancegivesriseto
Charity, LovingKindness, andWisdom.

GreediscomparedtotheRooster, lustinggreed,
whichcomesfrompleasantfeeling.Ifwemeditate
onfeelingmeditationandseetherisingandceasing
ofthispleasantfeelingeverymomentthenwecan
stopitintheeyes, theears, thenose, thetongue, the
bodyandthemind, andwethendevelopcharityｭ
non 目greed.

Thesnakeisanger, andangercomesfromlrnpleasｭ
antfeeling.
Ifweknowhowtostop 山lpleasant feelingbymediｭ
tation,
thenwecanstopanger.
Thepigisignorance
Ifweknowhowtomeditateonneuh'alfeeling,
thenwecanstopbeingignorant.
ThenwebecomeBuddha,
theEnlightenedOne
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の機能です。

五力、すなわち、信(信仰)力、勤(努力)力、念(憶

念)力、定(禅定)力、慧(智慧)力の五つの力です。

七覚支、すなわち、1.心にとどめて忘れない、 2. 智

慧によって法の真偽を見極めること、 3. 正法に奨励し、

たゆまないこと、 4. 正法を得て歓喜すること、 5. 身

も心もかろやかで安穏なこと、 6. 禅定にあって心を散

乱させないこと、 7. 心が一方に片寄らず常に平均を維

持していることの七つの智慧の能力です。

そして

八正道、すなわち、正しい見解、正しい思考、正しい言

葉、正しい行為、正しい暮らしぶり、正しい努力、正し

い心配り、正しい精神統一の八つの道です。

これら全てが集まって感覚となるのです!

ですから、

葉と花が集まって

感覚になります。

接触することから

感覚が生じます。

菩提樹の根は六つの状態を表わします。

三毒、すなわち、むさぼり(貧)、いかり(膜)、愚かさ

(綴)、そして三善根一貧欲でないこと(無貧)、いからな

いこと(無膜)、おろかでないこ t' (無臨)です。

これら全ての根が集まって、感覚になります。

もし私達が感覚を制御することができれば

これら六つの状態の全てを、覚りに変えることができる

のです!

貧欲と怒りと無知をなくすことにより、慈悲と慈愛と智

慧が生じます。

食欲は雄鶏にたとえられています。

渇望は執着から生じます。

34

ThereforetheBuddhasays,
"Allthedhammaaregatheringtogetherinfeeling."

TheTnmkisNameandForm
Thatisthe 白ve aggregates, butwecans山nmanze

thefiveaggregatesintonameandform.

Theyarethecookspreparingfoodforfeelingtoeat.
Feelingistheeater.Thatwhicheatseverythingis
vedann.
Ithassixmouthstoeatallthings.Throughtheeyeit
eatsmaterialform.

Pleasantform=pleasantfeeling
Unpleas 但1t form=w1pleasantfeeling
Noconsciousnessofform=neutralfeeling
Pleasantwords=pleasantfeeling
Unpleasantwords=tmpleasantfeeling
Noconsciousnessofwords=neutralfeeling
Pleasantsmell=pleasantfeeling
Noconsciousnessofsmell=neutralfeeling

TheBuddhagainsenlightemnentthroughnnnp 庁na

sat!.

WhoistheBuddha?OnewhoismindfulofBreathｭ
mg.
Afters以 years hediscoveredthis.
Andsowithtastetoo,
Ieatthisfoodbecauseofhtmger.
Tostopovereatingandhlmger.
Botharesuffering.
Thesamewithfeeling.
Mindisthegreatestmouth.

Goodideas=pleas但1t feeling
Notgoodideas=lmpleasantfeeling
Noattentiontoideas=neutralfeeling
Feelingislikeataperecorder,
itrecordseverythingwithsixrecorders
Feelinghassixmouths, toeatall
Wearewhatweeat-

Wearetheworldandweeattheworld.Ifwelmderｭ
stand this, wew1derstandalltheteachingofthe
Buddha.

Wehaveaninnerworldandanouterworld.
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もし私達が|慎想することにより、

この執着の生起と消滅をことごとく

認識するようになれば、

私達は執着を滅することができます。すなわち

眼において

耳において

鼻において

舌において

身イ本において

心において快い感覚を滅するのです。

そうすれば、私達は慈悲の心、すなわち貧欲でない心の

状態を生み出すことができます。

怒りは蛇にたとえられています。怒りは自分の意に反す

ることに対してうらむことから生じます。

もし私達がl填想によってこれを滅する方法を知れば、

怒りを滅することができます。

無知は豚にたとえられています。

もし私達が、正しく心の解脱のために膜想する方法を知

れば、

無知でなくなることができます。

こうして私達は仏I~と、

すなわち覚者になれるのです。

釈尊はこうおっしゃいました。

「すべての法 (Dhamma) は感覚に集う」と。

幹は

ものごとの名前(名)

と

形(色)を表わします。

人生すべてのものーそれは執着をおこすもとである五種

類のものの集まり(五取謹)として存在している。

これは5種類の集まり(五謹)ですが、

この5つの集まりは名称と形態に分けることができます。
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Theinnerworldisthesixmouthsandtheouter
worldisthesixtypesoffood:forms, smells, tastes,
sOlmds, physicalcontact, andideas.

Wearewhatweeat-
nowyoueatthedhammaandbecomeaBuddha.

Dhammaispeaceitself.
Therefore, ifwewanttomakepeace, wehaveto
knowtheDhamma
Andallthedhammaaregatheringtogetherinfeelｭ
mg.
Wehavetomeditateonfeelingineverystep.

Stepbystep.

WealsocanfollowtheBuddha
Whenwesuffer, wecanmeditatestepbysteplmtil
thestoppingofsuffering.Ifwewanttostopsufferｭ
ing, wehavetostopfeeling, vedana, thatgivesriseto
greed, anger, andignorance.

ThisisthelegacyoftheBuddha.Theheritageofthe
Buddha.
WearethechildrenoftheBuddha.
Wehavetofollowthefootprintsofourer吐ightened

father.
Thefootprintsarethepracticeofmindfl 山花田 of feelｭ
mg.

Mayallbeingspracticethiswayofpeace
Mayitbeso.
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この5つの集まりは、感覚が食する食物を調理する、料理

人です。

感覚は、その食物を食べる主体であり、

全てを食すための手段がvedanaで、す。

それには全てを食すための6つの口、すなわち眼、耳、鼻、

舌、身、意の六根があります。

眼からは、物質的な形態を食(認識するということ)し

ます。

快い形態には、快い感覚が。

不快な形態、には、不快な感覚が。

形態を意識しないことには、中立的な感覚が。

快い言葉には、快い感覚が。

不快な言葉には、不快な感覚が。

言葉を意識しないことには、中立的な感覚が。

また

快いにおいには、快い感覚が。

においを意識しないこには、中立的な感覚が、などなどです。

仏陀は数息観 (anapanassati :呼吸を数えて心を静める

方法です。)によって覚りを得ます。

釈尊は六年の修行の後にこの観法を見い出しました。

味覚についても同様です。

彩、はお腹がすくから、この食物を食べます。

食べ過ぎと飢えを滅するためにです。

両方とも苦しみなのです。

触覚についても同様です。

心(意)は最も偉大な口です。

良い考えには、快い感覚が。

良くない考えには、不快な感覚が。

考えに気づかないことには、中立的な感覚が。

感覚はテープレコーダーのようなものです。

六つのテープレコーダーであらゆるものを記録します。

感覚は六つの口を持ち、あらゆるものを食します。

私達は、私達が食すところのものなのです。
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プノンベン市内を行進(第 6 回ダンマヤトラ)

MahaGhosanandaleadstheSixthDhamrnayietrain1997.

.....
カンボジアの地方を行進するダンマヤトラ参加者(第 6 回ダンマヤトラ)

The1997WaU く continues intheCambodiancOlmtryside
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私達はじつは世界であり、私達は世界を食す(認識する)

のです。このことを理解するならば、私達は釈尊の教え

の全てを理解することができます。

私達は内的世界と外的世界を持っています。

内的世界は六つの口であり、

外的世界は六種の食物、

すなわち形、香、味、音、触れるもの、そして考えです。

私達は、今、法 (Dh白nma) を食しましょう。

法 (Dhamma) を食せば、

仏陀になることができるのです。

法 (Dhamma) は平和そのものです。

したがって、平和を築きたいと願うならば、法

(Dhanuna) を認識する必要があります。

全ての法 (Dhamma) は、集まって感覚になります。

私達はありとあらゆる感覚について、!慎想しなければな

りません。

一歩一歩、|填想するのです。

私達もまた、釈尊の後に従うことができます。

苦しんでいる時に、私達は、苦しみが消滅するまで一歩

一歩着実に l慎想することができます。苦しみを消滅させ

たければ、貧欲や怒りや無知の元となる感覚、すなわち

感受 (vedana) を消滅させなければなりません。

以上が釈尊の教えであり遺産です。

私達は釈尊の子孫です。

私達は、覚りを得た父の足跡をたどらなければなりません。

この足跡とは、感覚を念ずる行です。

世界中の全ての人々が釈尊の教える心の平和の行を実行

し、真の平和がもたらせれますよう、

お祈りいたします。
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山湖町山;ト♂
野外で僧侶達に説法をするゴーサナンダ師

Brin ♂ng theBuddha'steachingstothefield.
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MESSAGE

メッセージ‘

第14回庭野平和賞受賞団体

R巴cipient oftheFou バ巴 enth NiwanoPeacePrize

コリメーラ共同体
TheCorrymeelaCommunity

代表トレバー・ウィリアムズ

毎年、庭野平和賞は世界平和に奉仕する個人および団

体の業績に世界中の関心を集めます。暴力的なものが世

界中のマスメディアを占領している時に、希望を生かす

と言った意味で、平和のために活動する個人や団体の業

績を高く評価する機会はとても大切なことであります。

あなたの人生と活動についてより深〈学ぶことは、苦

悩の中にあって平和の道を求める人々にとって大いなる

励ましであると思います。あなたは、宗教的確信の原則

によって生きることの意味を我々にお示し下さいました。

このようなあなたの活動は諸宗教の相互理解と協力を促

進する上で大変力強いものであります。

数十年にわたり、あなたの故国が想像を絶する残虐行

為によって苦しまれたことは広く知られています。そし

て、その残虐行為は迫害、広範な人権侵害、そして多くの

同胞の死をもたらしたばかりか、カンボジアの仏教組織

に壊滅的な打撃を与えました。

あなたは、この様な残虐さに対し怒りや報復で応じる

ことなく、非暴力の平和活動で応じられました。あなた

は、多くの国民に彼らの苦痛と恐怖に立ち向かわせ、そ

してもう一つの道、すなわち平和への道を発見する視点を

与えました。

あなたの著作と生き方は、大きな苦しみによって偉大

な慈悲を創り出すことが出来ることを我々に示していま

す。この様な内なる平和によって、家庭、社会、国家、世界

の変革が可能になります。

第 15 回庭野平和賞受賞おめでとうございます。あなた

の生き方と活動が、医界中の平和のために活動している

人々を今後とも励まし続けますようお祈り申し上げ、ます。
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A 孔1essage toMahaGhosananda

FromRev.TrevorWilliams,
LeaderoftheCorrymeelaCommunity

(recipientofthefourteenthNiwanoPeacePrize)

The 但mual NiwanoPeacePrizedrawsattentionof
theworldtowhatcanbeachievedbyanindividual
ororganisationdedicatedtoworldpeace. 川市 en V10ｭ

lencedo 江田 1ates theworld'smedia, theopporhmity
togiveprominencetotheachievementsofthose
workingforpeaceisessentialifhopeistosmvive.
Learningmoreaboutyourlifeandworkisagreat

encouragementforallwhoseektofindthewayof
peaceinthemidstofsuffering.Youhaveshownus
whatitmeanstolivebytheprinciplesofyomreliｭ
giousconvictionsandyourexampleisapowerful
aidinpromotinginterreligioustmderstandingand
cooperation.
Fordecadesyourcountryhassufferedincalculable

atrocitiesleadingtopersecution, widespreaddenial
ofhumanrights, andthedeathofmillionsofyom
compatriots.TheBuddhistconununityinCambodia
sufferedterribleloss.
Yourespondedtotheseatrocitiesnotinangeror

revenge, butinleadershipforanonviolentpeace
movement.Youprovidedafocusformanythouｭ
sandsofyourCOl m仕ymen 出1d womenwherebythey
couldconfronttheirpainandfear, andfind"another
way," thewayofpeace.
Youhavewrittenandyourlifehasshownusthat

deepsufferingcancreateGreatCompassion.From
thissenseofinnerpeace, thetransformationoffamiｭ
ly, co町tm山1ity， nationandtheworldispossible.

CongratulationsonreceivingtheFifteenthNiwano
PeacePrizeandmayyomlifeandworkcon 也1ue to
inspireothersintheworkofpeacetlu'oughoutour
world.
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~\-.N凶a PEACEFOUNOA7"'0々

庭野平和財団について

庭野平和財団は、創立 40周年を迎えた立正佼成会の記

念事業として、昭和 53年 12月に設立されました。

名誉総裁庭野日敬師並びに立正佼成会は、世界宗教者

平和会議 (WCRP) をはじめ、国際自由宗教連盟 (IARF)

など、国際的な宗教協力を基盤とした平和のための活動

をこれまで

い社会づくり運動 J を提唱.支援して参りました。

平和という、人類が有史以前から求め続けた困難な理

想を、その実現に向けて更に推進し発展させるためには、

宗教者の協力と連帯による地道な努力が今後一層重要と

思われます。

しかし平和を達成するためには、このような活動が、

特定宗教法人の枠を越え、宗教界の多くの人々 、更に広

く社会の各方面で活躍する方々 に参加して頂き、衆知を

集めて揺るぎない母体を作る必要が生まれます。また、

そのために財政的な基盤も築かなければなりません。混

迷の度を加える現代にあって、こうした時代の要請から

庭野平和財団は設立されました。

事業内容として、庭野平和賞をはじめ、宗教的精神を

基盤とした平和のための思想、文化、科学、教育等の研

究と諸活動、更に世界平和の実現と人類文化の高揚に寄

与する研究と諸活動への助成を行い、シンポジウムの開

催、国際交流事業など、幅広い公共性を有した社会的な

活動を展開しています。
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HistoryandPurpose

oftheNiwanoPeaceFoundation

TheNiwarlOPeaceFoundationwasestablishedin
December1978tocommemoratethe40thanniverｭ
saryofRisshoKosei-kai. Internationally, FOlmder
NikkyoNiwanoandRisshoKosei-kaihaveactively
promotedinterreligiouscooperationforworldpeace
t1u'oughtheWorldConferenceonReligionand
Peace(WCRP) 但1d theInternationalAssociationfor
ReligiousFreedom(IARF).Heishonorarypresident
ofWCRP'sInternationalCommitteeandoftheIARF
Domestically, theyhaveadvocatedandsupported
theMovementforaBrighterNationalCommLUuty
Toattainpeace-thatdifficultidealforwluchhuｭ

mankindhasstI 討en sinceprehistory-cooperation
amongreligiousleaderstoformaLU1ifiedforcethat
willbI ・ing aboutslowbutsteadyprogresshasbeｭ
comeincreasinglyvital.
Peacec但mot beattained, however, byalimited

numberofreligiousleaders.Ratherthetaskmust
combineallsectorsofsocietyasawholeandgather
thewisdomofallinformingastablecentralbody.
Forthispurpose, equallyimport 但1t istheformation
ofaneconomicinfrastruc 札u·e. Thatiswhy, inthis
periodofconfusion, theNiwanoPeaceFOlmdation
wascreated.
Asoneconcretelmdertakingtorealizethegoalof

worldpeace 但1d theenhancementofculture, the
fOlmdationalsofin 出1cially assistsresearchactivities
andprojectsbasedonareligiousspiritconcer 山市

thought, culhue, science, education, andrelatedsubｭ
jects.Symposiwnsandinternationalexchangeactiviｭ
tieswluchwillwidelybenefitthepublicareenthusiｭ
asticallyencouraged.
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