
表彰の理由

庭野平和財団は、庭野平和賞審査委員会の決定に基づき、

第 4 回庭野平和賞を、ドミニカ(英連邦)の世界教会協議

会(略称 WCC) 前総幹事フィリップ・ A ・ポッター牧師に

贈ることに決定いたしました。

メソジスト教会の牧師であるフィリップ・ A ・ポッター

博士は、自身の所属する教会において、卓越した指導力を

発揮して多くの人々に救いをもたらしたばかりでなく、偉

大なキリスト者として、教会一致(エキュメニズム)と世

界平和に向げて国際的にたゆまぬ努力を続けてきました。

ポッター博士は、世界100余カ国に304の傘下教会と 4 億

人以上の教会信徒を持つ WCC の設立以来、一貫してキリ

スト者同志の相互理解と他宗教との対話に尽力してきまし

た。

また博士は、 1972年11月から 1984年12月にかけての 12年

間、 WCC を統括する総幹事の要職にあって、深い信仰に基

づいた祈りと強固な意思、進取の精神に根ざした実践とに

よって諸々の平和阻害要因に決然として取り組み、これを

解決の方向に導いてきました。

ポッタ一博士が成し遂げた業績は多方面にわたっていま

すが、その中でも『平和のための核軍縮運動~ r差別と人権

に対する闘い~ r戦争犠牲者・難民の救援~ r諸宗教聞の対

話促進』の四分野における功績は、特に顕著なものがあり

ます。

『平和のための核軍縮運動』は、博士が最優先の課題とし

て特に力を注いでPきた分野であります。博士の誠実な人柄

と真撃な態度が、核問題に対する世界のキリスト者の理解

と共感を招き、その結果、 WCC は総意に基づいて核兵器廃

絶のための運動を展開していくこととなりました。

このようなポッタ一博士の努力は、国際社会において多

大な評価を博し、 1978年と 1982年の二度にわたり国連軍縮
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WhyDr.PhilipA.PotterWasSelected

astheFourthRecipientofthe

NiwanoPeacePrize

The Niwano Peace Foundation, acting on the

NiwanoPeacePrizeScreeningCommittee'srecommenｭ

dation, hasdecidedtoawardthefourthNiwanoPeace

PrizetoDr.PhilipA.PotterofDominica, General

SecretaryoftheWorldCouncilofChurchesfrom1972

to1984

Inadditiontoleadingcountlesspeopletosalvation

throughhis outstandingleadership as a Methodist

minister,Dr.Potterhasworkedtirelesslyontheinternaｭ

tionallevelforecumenismandworldpeace.Hehasbeen

associatedwiththeWCCsinceitsfoundingin1948

WorkingwithintheWCC, whichhasamembershipof

304churchesinmorethan100countries, representing
some400millionChristians, Dr.Potterhasdevoted

himselfwholeheartedlytotheWCe'sgoalsofpromoting

understandingamongChristianchurchesandinterfaith

dialogue.AsGeneralSecretaryfromNovember1972to

December1984, heresolutelyattackedandovercame

manyobstaclestopeacethroughhisstrongleadership

rootedindeepfaith, afirmsenseofpurpose, andaspirit

ofenterprise

Amonghismanyaccomplishments, thoseinfour

fieldsmaybesingledoutforspecialmention:the

nucleardisarmamentmovement, thestruggleagainst

racismandforhumanrights, thereliefandrehabilitaｭ

tionofrefugeesandvictimsofwaranddisaster, andthe

promotionofinterfaithdialogue

Thenucleardisarmamentmovement:Thisisanarea

thatDr.Potterhasalwaysconsideredamajorpriority

andtowhichhehasdevotedspecialeffort.Hissincerity

hasledChristiansworldwidetostrongerrecognitionof

theurgencyofthenuclearissue, asaresultofwhichthe

WCChaselectedtostandintheforefrontofthemoveｭ

menttoabolishnuclearweapons.

Dr.Potter'seffortsfornucleardisarmamenthave
wonhighinternational esteem. Hewasinvitedto
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特別総会に招かれ、非政府機関 (NGO) を代表して力強く

核廃絶を訴えるに至りました。その結果、核廃絶運動にお

ける博士の指導力はいっそう確かなものとなったのであり

ます。

また 1981年には「軍縮と世界世論」をテーマにジュネー

ブで聞かれた、 NGO による初めての大規模な世界会議に

おいて議長の役をつとめましたが、参加者相互の意見調整

に発揮された博士の手腕は衆目の注視するところでありま

した。

『差別と人権に対する闘い』は博士自身がこれを自らの宗

教的使命として位置づけ、一貫して取り組んできた課題で

あります。

博士は「すべての人々は例外なく人類家族の一員である

から、人種差別は神と人類への胃潰である」という信念の

下に、あらゆる人種差別とアパルトへイトの撤廃のために

闘ってきました。現在 wee が様々な形の差別、人権侵害、

拷問、その他の非人道的扱いに対して真正面から対崎する

姿勢で取り組んでいるのも、ポッタ一博士の人格的影響が

大であります。

『戦争犠牲者・難民の救済』は神とともに歩み、神の愛を

共に分かちあおうとする博士の宗教的信念に裏づけられて

います。ポッター博士は人間の尊厳を確保することが急務

であると考え、 wee の総幹事に就任後、まず人種、宗教、

信条等を問わず、人間としての基本的要求を満たせずにい

る人々の救援に取り組みました。さらに自然災害や戦争の

犠牲者、難民、社会的に抑圧された人々の救済を行う一方、

それらの人々を恒常的に自助、回復の方向に導くことの重

要性を認識し、そのための開発基金を設立しました。

wee を通じて各国へ向けられている援助は、博士の指

導力の下に多大な成果を収め、現在、発展途上国を中心に

数百万ドルに及んで、います。

『諸宗教聞の対話促進』に対するポッタ一博士の情熱の素

地は、敬虐なカトリック司教徒の父とプロテスタントの母を

持つという家庭環境の中から、自ずと育まれてきたもので
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初代総幹事ウィリアムー 77 卜博士、二代ユージンカーソン・プレイフ博士と( 1973年)

addresstheUnitedNationsGeneralAssemblyspecial

sessionsondisarmamentin1978and1982, wherehe

appealedfornucleardisarmamentonbehalfofthe

Non-Governmental Organizations, further enhancing

internationalrecognitionofhisleadershipinthismoveｭ

ment.Healsochairedthefirstmajorworldconference

ofNGOs,heldinGenevain1981 ,onthetheme“ Disarma
mentandWorldPublicOpinion."

Thestruggleagainstracismandforhumanrights:This

struggleDr.Potterhasalwaysconsideredoneofhis

majorreligioustasks.Hisconvictionthateveryhuman

beingwithoutexceptionisamemberofthehuman

familyandthatthereforeracismisasinagainstboth

Godandhumanityhasledhimtofightagainstallforms

ofracism, andapartheidinparticular.His influence,
basedonhischaracterandvision, hasplayedalarge

partinshapingtheweC'sstrongstanceagainstracism ,
violationsofhumanrights, torture, andotherinhuman

dealingsinsociety.

Thereliefandrehabilitationofrefugeesandvictimsof

waranddisaster:Dr.Potter'sconcernforrefugeesand

victimsofwaranddisastergrowsoutofhisreligious

convictionthatthewayofGodentailssharingGod's

lovewithallmenandwomen.Hisbeliefinthecrucial

importanceofhumandignityforallpeople, regardless

ofrace, religion, orcreed, ledhimtomakerelieffor

thosewhosebasichumanneedsremainunfulfilledhis

firsttaskuponbeingelectedGeneralSecretaryofthe

wee.Hisemphasisontheimportanceofproviding
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ありました。

若くして、教会一致(エキュメニズム)こそ、この世に

神の国を実現する唯一の道であると自覚した博士は、 1948

年アムステルダムでの WCC の創設に参画し主要メンバー

となるとともに、以後、教会問の相互理解とカトリック・

他宗教との対話に向けて、あらゆる努力を傾注してきまし

n
，~。

1972年のユトレヒ卜での WCC 総幹事就任演説における

「教会の一致と人類の調和をめざす」という決意の表明は、

博士が総幹事として関わったその後の第 5 固と第 6 回の

WCC 総会の討議の場で多くのキリスト者の賛同を得、具

体的諸施策となって結実しました。現在では、 WCC の中に

内部機関として「対話部会」が設置され、組織的に他宗教

や他の思想・信条に基づく団体との対話が展開されるよう

になっています。

ポッタ一博士は機会あるごとに「人類の未来にふりかか

っている種々の困難に適切に対処していくために、全世界

の人々が協力し、共に働いていかねばならない」と訴えて

います。寛容性に満ちたこのような博士の対話への努力が、

国際的次元での諸宗教聞の相互理解と協力の気風の醸成に

大きな影響を与えたのであります。

ポッタ一博士のこれまでの歩みは、神への信仰に導かれ

た透徹した洞察力と、徹底した献身によって特色づけられ

るものであります。

こうした永年にわたる博士の業績に対し深く敬意を表す

るとともに、今後、多くの世界平和をめざす人物が輩出さ

れんことを衷心より念願して、ここに第 4 回庭野平和賞を

贈呈いたします。
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reliefforrefugees, victimsofwaranddisaster , andthe

oppr 巴ssed ， aswellascontinuinghelpintheirefforts

towardrehabilitationandself-reliance, ledtotheestabｭ

lishmentoftheEcumenicalDevelopmentFund, through
whichtheWCCchannelsmillionsofdollarsyearlytothe

needy , mainlyinthethirdworld
Thepromotio η of interfaithdialogue:Dr.Potter'sdevoｭ

tiontothiscauseisthenaturaloutgrowthofhisown

familybackgroundasthesonofaRomanCatholic

fatherandaProtestantmother.Hebecameconvincedin

hisyouththatecumenismwastheonlywaytorealize

theKingdomofGodonearth.Hetookpartinthe

WCC'sfoundingassemblyinAmsterdamin1948and

joinedthestaffin1954.Hehasheldleadershippositions

inthefivesubsequentWCCassemblies.Hehasdevoted

constantefforttothecauseofdeeperunderstanding

amongmemberchurchesanddialoguewithboththe

RomanCatholicChurchandotherfaiths.

InhisaddressupontakingofficeasGeneralSecreｭ

tary , Dr.Potterdeclaredhisdedicationtoecumenism

andhumanharmony.Thesethemeswerereaffirmedby

awidespectrumofChristiansatthefifthandsixth

WCCassembliesandweretranslatedintospecificWCC

policiesandactivities.ThesubunitonDialoguewith

PeopleofLivingFaiths, forexample, tookonadded

vigorunderDr.Potter'sleadership.

Dr.Potterhasrepeatedlystatedhisdeepconviction

thatallthepeoplesoftheworldmustworktogetherif

wearetodealeffectivelywiththemanyproblemsthat

hangoverhumanity.Hisdedicationtointerfaithdia

logue, basedonaspiritofreligioustolerance, hashada

stronginfluenceonthegrowthofinterreligiousunderｭ

standingandcooperationontheinternationallevel

ThehallmarksofallDr.Potter'sworkarepenetratｭ

inginsightinformedbydeepfaithinGodandunstinting

self-sacrifice.TheNiwanoPeaceFoundationpresents

Dr.PotterwiththefourthNiwanoPeacePrizebothin

honorofhisoutstandingachievementsandintheheartｭ

felthopethathisexamplewillinspiremanyothersto

devotethemselvesinthesamewaytothecauseofworld

peace
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