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今日、米ソ両国の保有する核兵器が地球上の全生物を何

回も抹消できるだけの破壊力をもっていることは、周知の

とおりです。にもかかわらず、両国ともあくことなく核兵

器を作り続け、その威力はますます高度化しております。

しかも、このような状況にたまりかねて、軍拡競争やス

パイ衛星などに大胆にも批判しようものなら敵に加担して

いると非難されてしまうのが実情です。

宗教は心のよりどころであり、経済的利害や党利党略に

とらわれることなく、永遠の真理と聖典にもとづき、深い

人間的価値を喚起するメッセージを発する力をもっていま

す。正義と平和のために世界の諸宗教が相携えて協力すれ

ば、その影響力は想像にかたくありません。

われわれが創造主御自身の呼び掛けに感応すれば、神秘

的な力によって動かされ、何事にも恐れず立ち向うことが

できるでありましょう。

仏教徒の兄弟たちが、真理と恒久の平和にとってなくて

はならない正義のために、世界の諸宗教の団結を求めるイ

ニシアチブをとられたことをうれしく思うとともに、敬意

を表します。

(庭野平和賞受賞によせて)

私達は、人類がいまや決定的段階に達していることを認

識しています。人類は、まさに地球上の全生物を破滅に導

く能力を持ち、また同時に、神の子としてそれに値する生活

水準を築く能力を持っています。真の会議をもつためには、

おのおのが自己の枠から出て、キ IJ 己心を克服しなければな

りません。おのおのが自己の良心と信念に忠実であると同

時に、私遣を結合するものを熱心に求め、人類の福祉と神

の栄光のために、犠牲をいとうことなく、共に働く決意を

する必要があります。

(第一回世界宗教者平和会議における講演から)
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MessagesfromArchbishopCamara

Today , w巴 know thatnuclearweapons-bothonthe

sideoftheUSAandonthesideoftheSovietUnionｭ

alreadyhavemanytimesthedestructivepowernecessary

toeliminatelifeonearth.Nevertheless , bothsidesare

continuingtomanufactureweaponswithanever-growｭ

Ingpower

Whenonehastheaudacitytoconfrontthearmsrace

andspysatellites, oneisaccusedofhelpingtheother

side.Religionshavemoralauthoritytopresentmessages

aboveeconomicandpartisaninterests:messagesbased

andfoundedoneternal truths , onsacred texts , and

expressingade巴p humanvalue.Itiseasytoimagine

theforceofinterreligiouscooperationforjusticeand

peace!

Whenhumanappealsechotheappealsfromthe

Creatorhimself, whoistransmittingthem, oneismoved

byamystique, abletofaceanythingwithoutfear.I

salutewithjoyourBuddhistbrothersfortheirinitiative

inunitingreligiousforcesforjustice.Thisisindispenｭ

sabletoatrulylastingpeac 巴.

-ontheoccasionofthefirstNiwanoPeacePrize.
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平和は、われわれ一人ひとりの内面の奥深くからはじま

るものでなければなりません。しかし、深奥の自己を真に

武装解除することのいかに難しいことでしょうか。それに

ひきかえ、自らを警戒心と憎悪のとりこにすることの何と

たやすいことでしょうか。

世界の若者たちよ、世界各国にいる善意ある人びとの数

は想像をはるかにこえます。目を見開いて、そういう人び

との良心を目覚めさせることを君達の役目としなさい。

世界の諸々の宗教者たちよ、お互いに尊敬しあい、暴力

に立ち向い、憎しみと軍拡競争と戦争を廃絶するために力

を結集しましょう。

(第 2 回国連軍縮特別総会における講演から)

農地改革を行わないならば、農村労働者の非人道的とも

いえる悲惨な境遇は永続するでしょう。銀行制度の改革な

しには、国の開発は進展しないでしょう。経済制度の改革

なしには、富める者はますます豊かになり、貧しい者は苦

しみつづけるでしょう。選挙の改革なしには、たとえ自由

選挙であっても実態は金力に従属した選挙です。行政改革

を行わないならば、官僚機構は公共の活力を損うものであ

りましょう。

(r平和を作る者の奮闘」から)
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Weknowfullwellthatmanhasreachedad巴clslve

stage.Heisnowcapablebothofdestroyinglifeonearth ,
ormakingitpossibleforeachhumanbeingtoreacha

standardoflivingworthyofthesonsofGod

Arealmeetingrequireseachonetocomeoutofhis

sh ・ell andovercom 巴 his selfishness.A realmeetingreｭ

quiresthateachone, whileremainingloyaltohisown

conscienceandtohisownconvictions, shouldaimat

discoveringwhatevermayuniteus, withoutmeasuring

sacrifices, andatwhatevermaymakeitpossible, tomorｭ

row , toworktogetherforthegreatergloryofGodand

thewell-beingofmankind

-fromtheFirstAssemblyoftheWorldConference

onReligionandPeace.

Peac 巴 must begindeepwithineachoneofus.....How

difficultitistobetrulyunarmedinourinmostselves!

Andhoweasyitistofillourselveswithprecaution,
withhateandinahalfunconsciousway, howeasyto

fillourselveswithadesiretoseeouradversaryorwhoｭ

everupsetsorirritatesusdisappear!

-Youthoftheworld , makeityourspecialitytoopen

theeyesandalerttheconsciousnessofpeoplewith

goodwillwhoinallcountriesareamuchlarger

numberthanwecanimagine…
-Religionsoftheworldrespectoneanothermutualｭ

lyandjoinforcesagainstviolence, againsthate,
againsttheArmsRace, againstWar

-fromtheSecondU.N.SpecialSession

onDisarmament.

Withoutagrarianreform, thealmostinhumanmisery

oftheruralworkerswillpersist.Withoutbankingreｭ

form , littlewillbedoneforthedevelopmentofthe

country , andwithoutfiscalreform , therichwillcontinｭ

uetogrowricherwhilethepoorwillcontinuetosuffer

Without 巴lectoral reform , theelectionswillappearto

befreebutinfactwillbesubjectedtothepowerof

money.Withoutadministrativereform, bureaucracywill

continuetosapthestrengthofpubliclife

from“ The ViolenceofA Peacemaker刊

25



(平和の人ヘルダー・カマラ HELDERCAMARAMANOFPEACE

庭野平和財団の平和賞受賞者にへ/レダー・カマラ大司教

が選ばれたことは、われわれにとって、大変よろこばしい

ことです。これによってわれわれは、カマラ大司教の生活

とメッセージが、教会や国家の枠を超え、今日、人類全体

が深く希求しているものの一部に答え得るものであること

を改めて思い知らされた次第です。

ビジョンの人へルダ一・カマラ

ヘルダー・カマラ大司教は、他の誰よりも遥か遠くを見

ています。しかし、それは雲に見入る夢想家という意味で

はなく、何よりもまず自分を取り巻く人たちの状況をしっ

かり見すえている、という意味です。しかもその際、科学

や知性を働かせるというより、理性と愛情をふり注いで、

しっかりと人間の状況を見すえているのです。彼は、兄弟

たちの暮らしの具体的状況に目をすえますが、それは兄弟、

同胞に対する愛から生まれたものです。観察を通して、自

分がみたてた人間の病弊を救済するため、常にその手立て

を模索してきたのが、カマラ大司教です。

これまでカマラ大司教は、自ら幅広い組織づくりに精力

を傾け、その組織を通じて物質的援助を世界に求めてきま

した。しかし、彼の展望は遠大で、鋭く、物質的援助は単に

対症療法であって短期的な応急措置でしかなく、彼が完全

に治癒しようとしている病根に向けられたものではないこ

とを彼自身、見抜いてきました。つまり、カマラ大司教の

ビジョンは、眼前の飢餓や病気、住宅不足より深いところ

にあり、その根底にあってそれらをひき起こしている原因

を見極めてきました。

彼は、その冷徹な目を通して、特権意識をもち、自己の

利益のみを求める者たちの神話と弁明を見通し、多数の人

びとを犠牲にして少数の権力者に味方する不正に満ちた社

会および政治・経済的構造を指摘してきました。

このようなカマラ大司教に対して、怒りに満ちた反応が

かえり、迫害を受けることすらありました。しかし、彼自

身あるいは他の人びとにとって、それがどんなに不愉快な
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ブラジル・カトリック司教協議会会長

President, TheNationalConference
。f BrizilianCatholicBishops

ドン・イボ・ローシャイタ

DomIvoLorscheiter

ItgivesusgreatsatisfactiontonotethattheNiwano

PeaceFoundationhaschoser, DomHelderCamaraas

recipientoftheiraward.ItremindsusthatDomHelder's

lifeandmessagegobeyondtheconfinesofhisChurch

andcountrytomeetsomeofthedeepestaspirationsof

humanitytoday

HelderCamaraManofVision

HelderCamaraseesfatherthanmostmen , notinthe

senceofbeingavisionarylookingintotheclouds, but
infirstofall lookinghardatthehumansituation

aroundhim.Thisisnotchieflyascientificorintell 巴ctual

exercisebutinvolveshisheartasmuchashishead.He

looksattheconcreteconditionsinwhichhisbrothers

livebecausehelovesthem.Havingobserved , hehas

alwayssoughttoremedytheillshehasseen.

Hislookwassufficientlylongandpenetratingto

discoverthatmaterialassistance, whichwithgreatenｭ

ergyhehadorganisedonaverylargescale, wasa

shorttermansweranddirectedatsymptomsratherthan

atcaus 回 of theillshesoughttoremedy.Hisvision

wentdeeperthantheevidenthunger, diseaseandlack

ofhousing, toidentifytheunderlyingandon-going

causesofthese.

Theserenityofhisgazepenetratedthemythsand

excusesofprivilegeandself-interestandhewentonto

pointouttheunjustsocial , politicalandeconomicstrucｭ

tureswhichfavourapowerfulminorityattheexpense

ofthemajority.Inspiteofangryreactionsandeven

persecution, hehasnotavertedhisgazefromthereal

situationhowev 巴r unpalatabletohimselfandtoothers

Attemptstochangeunjuststructuresgraduallyrevealed

thattheytoohaddeeperroots.Economicexploitation

atlocallevelisseentohaverootsatnationalleveland ,

evenifitwould , thecountryisnotfreetodevelopas

it should because ofdependence on economically

strongercountriesandinternationalsystems
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ものであろうとも、現実の状況から目をそらすことはあり

ませんでした。また、不正の構造を徐々に変えて行こうと

努力する過程で、その不正の構造にもまた、それなりに深

い根のあることに気づいたのです。地域レベjレの経済開発

の問題は、っきつめれば国家レベlレの問題であり、また国

家がそれを望んだところで、経済的列強諸国と国際システ

ムに依存している限り、自由に開発、発展してしパ余地は

ない、というのがカマラ大司教の考え方です。

勇気ある人

一司教が富裕な諸国の経済的支配を批判したり、運命論

を宗教と思い込んでいる貧しい人びとをとがめることは、

勇気のいることです。

また、経済的に支配され、メディアがつくったイメージ

に毒されている我々の世界は、一見して弱き者に愛をもっ

て援助の手を差しのべていると映る者に対しては、その者

を喜んで、受け入れる傾向があります。しかし、この世界は、

その権力構造とメディアによるコントロールこそ、一部の

人々を圧殺し、多くの人びとをぎりぎりの生活状況にまで

追い込んでいる真の理由である、と明示する者に対しては

寛容で、はありません。十分に踏み固められた道からそれで

聖人の道を歩むこと、つまり一般に認められている慈善の

枠を越えて真理を明らかにし、この不健全な状況にメスを

入れてその根源まで焼きつくしてしまうことは、勇気のい

ることです。また、その一挙手一投足を利用しようと狙っ

ている反対派の人びとがうごめいている状況にあって、聴

衆の未熟さを物ともせず、世間の人望を集めることは勇気

のいることです。しかし、大衆から大衆へと語り広める危

険を敢えておかしてこそはじめて、希望のメッセージを今

日の世界に伝えることができるのです。
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ManofCourage

Ittakescouragetospeakabouteconomicdominaｭ

tionintherichcountriesandforanarchbishoptotake

thepoortotaskforfatalismmasqueradingasreligion

Ourworldofeconomichegemoniesandmedia-built

imag 巴s ， readilyacceptsthefigureofalovinghelperof

theweak.Itislesstolerantofthosewhoshowitspower

structuresandmediacontrolasresponsibleforcrushing

someandmarginalizingmany.Ittakescouragetobea

holymanoffthewellwornpaths;togobeyondthe

acceptedlevelsofcharitablegivingandgivethetruth

whichhurtsasitcauterizesandgoestotherootsQf

unhealthyconditions.Ittakescouragetob巴 a popular

figurewhereaudienceimmaturityistheleastofthe

hazardstobecontendedwith , asconflictinggroupsseek

toinstrumentalizeeverywordandgesture.Yet, onlyby

runningth 巴 risk ofspillingoverfrompopulartopop,
canamessageofhopebetransmittedtotheworldtoday

食事量の緊急援助をうける第三世界の人びと UNICEF 提供



平和の人

あらゆる代価を払って効率性を求め、;織烈な競争をくり

広げているのが、貧富の差を拡大させる一方の、この消費

社会の利潤追求文化の特徴です。こういった状況は変えな

ければなりませんが、その手段は人間の権利と尊厳を踏み

にじるような手段であってはならないはずです。

へlレダー・カマラ大司教は、平和的な手段で根本から社

会変革を目指す人びとの先頭に立ってきました。非常に組

織力のあるカマラ神父は、抑圧された人びとを激励して、

彼らが自らを解放できるよう最大限、努力してきました。

また行政職としての経験をもっ彼は、抑圧された人びとを

解放するには、政治的に組織化する必要があると信じてい

ます。しかし、彼が究極的に信じているのは、人間ひとり

ひとりの尊厳と価値です。

不正に満ちた現状を享受している者によって実体のない

平和がでっちあげられるような構造のなかに潜んで、いる暴

力を指摘することを、カマラ大司教は恐れません。しかし

彼は、こういった構造を暴力的手段に訴えて変革しようと

は言いません。踏みにじられた人びとの前に忍耐強く立ち、

現実に沿った教育によって踏みにじられた人びとが自ら置

かれた状況とその原因を認識し、一致団結して自らを解放

できるよう働きかけているのです。世界の多くの悲惨な状

況に対するへjレダー・カマラ大司教の答えは、冷淡な運命

論でもなければ暴力革命でもなく、非暴力手段による積極

的な行動にあるといえるでしょう。カマラ大司教が平和の

人であるということは、彼自身、ガンジーとマーチン・ル

ーサー・キングの伝統を受け継ぎ、イエズス・キリストの

精神と教えに忠実にしたがっていることからも明らかです。

長期的展望に立つこのすばらしい賞の姿勢が、飢餓を敵

とし、勇気と兄弟愛を武器とする善意ある人びとを結びつ

ける力となることがわれわれの願いです。
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ManofPeace

Efficiencyatanypriceandfiercecompetitivenessare

characteristicsoftheprofit-orientedcultureoftheconｭ

sumersocietywhichconstantlywidensthegapbetween

richandpoor 目 The meansbywhichthismustbechanged

cannotbethesamemeansbywhichhumanrightsand

dignityareviolated.

HelderCamarahaslongbeenintheforefrontof

thosewhoseekradicalsocialchangethroughpeaceful

means.Himselfamanofgreatorganizingability, he
devoteshisbest 巴tT orts tostimulatingtheoppressedto

liberatethemselves.Amanwhohasheldpolitical0市ce ，

hebelievesintheneedforpoliticalorganizing.Above

allthough , hebelievesinthedignityandworthofevery

humanbeing

Heisnotafraidtonametheviolencehiddeninstrucｭ

tureswhichthebeneficiariesofaniniquitous ‘status quo'

trytomakebelieveispeace.Yethedoesnotadvocate

changingthosestructuresbyviolentmeans.Bypatient

presenceandrealisticpedagogythedowntroddenmust

behelpedseetheirsituationanditscausesanduniteto

liberatethemselves.Neitherapatheticfatalismnorvioｭ

lentrevolution, butpositivenonviolentactionisHelder

Camara'sanswertothecausesofsomuchoftheworld's

misery.Itmakeshimeminentlyamanofpeaceinthe

traditionofGhandiandMartinLutherKingandinthe

spiritoftheteachingandexampleofJesusChrist

Itisourhopethatthelong-sightedgestureofthis

fineawardwillhelpunitemenofgoodwillinthestrugｭ

glewhoseenemyishungerandwhosearmsarecourage

andbrotherhood.
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