
受賞講演

世界の覚醒のための人々の課題

A People's Agenda for Global Awakening 

私は庭野平和財団に対し、第 9回庭野平和賞受賞者と

して選出頂きましたことを深く感謝致します。非暴力と

正義への誓いも新たにこの賞をお受け致します。この栄

誉はス リラ ンカのサルボダヤ ・シュラマダナ運動を共に

進めてきた仲間達と分かち合うべきでしょう。彼らは全

員の福祉と覚醒が保証されるサルボダヤ社会という新し

い社会の建設のために、自らの時間と思考と努力を捧げ

ることを選ひ'取った者達です。

私は庭野平和財団がこの静諸に満ちた歴史的式典に、

妻のニータ ・ダンマチャーリも出席する機会を与えて下

さいましたことに感謝すると共に、大変嬉し く思ってお

ります。妻はこの運動のほぽ最初の時期から、私に影の

ごとくよ り添ってきてくれました。個人及び社会の変革

のための私達の取組みには、喜びも伴い、感謝されるこ

ともありましたが、同時に数々のリスクや危険も付いて

回りました。妻はこの喜びゃ危険を私と分かち合ってく

れたのです。

過去にこの賞を受賞された優れた方々は、平和活動へ

の献身において高い水準を示されました。この水準にふ

さわしい行動をとらねばと大いに責任を感じております。

庭野日敬師が、立正佼成会、庭野平和財団及び世界宗教

者平和会議の礎を築いた時に、私達の前に示された尊い

理念に達することはさらに難しいことです。師は私達全

てに本来備わっている菩薩の特性を完成させることによ

り、人類社会に貢献せよとおっしゃっております。

この受賞は我が同胞に私が捧げてきたささやかな奉仕

をもう一度見直すと共に、人類への無私の奉仕をさらに

高いレベルに到達させるための献身を新たに誓う好機で
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本部落成式にて、ジャヤワルデ大統領(当時)、駐スリランカ独大使と、 197日年

1 am grateful to the Niwano Peace Foundation 

for selecting me to receive the ninth Niwano Peace 

Prize. With renewecl faith in nonviolence and justice， 

1 accept this prize. It is my cluty to share this honor 

wi th my colleagues in the Sarvodaya Shramadana 

movement of Sri Lanka， who have chosen to dedicate 

their time， thought， and effort to building a new 

society， which we call a Sarvodaya society， where the 

well-being ancl awakening of all are assured. 

1 am happy ancl thankful that the Niwano Peace 

FOllnclation has enablecl my wife， Neetha Dhamma-

chari， to participate with me in this historic ancl 

solemn ceremony. Almost from the inception of the 

movement she has been constantly by my side， like a 

shaclow， sharing with me the risks and clangers as well 

as the moments of recognition and joy that ac-

companied our struggle ancl social transformation. 

The eminent personages who have prececled me in 

receiving this prize have set high stanclards of sacri-

fice and dedication in the CallSe of peace. Living up to 

their example places a great responsibility on me. It is 

an even more difficult task to achieve the noble icleals 

that our most reverecl Rev. Nikkyo Niwano held 

before us when he founclecl ancl inspired Rissho Kosei-

kai， the Niwano Peace Founclation， and the V'[OI・ld

Conference on Religion and Peace. He expects us to， 

serve humanity by perfecting in ourselves the bocl-

hisattva qualities that are inherent in all of us 

Hence this is an appropriate occasion for me to 

reappraise the humble services 1 may have renderecl to 

fellow living beings and rededicate myself to reaching 

higher levels of selfless service to mankincl. 

1 am fortunate to have been born in a country 

where the teachings of Lorcl Gautama Bucldha are 

reaclily accessible. According to the ancient Sri Lan 

kan legenclary chronicle， the Mahavamsa or“Great 
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ありましょう。

私はゴータマ ・プッダの教えにたやすく接することの

できる固に生まれて幸せだと思います。我が固に残され

た伝説 (Mahavamsa:大いなる史書)によりますと、 仏

陀は三回にわたりスリランカを訪れています。その後今

日に至るまで、特別な満月の日 には、あまたの巡礼者が

仏陀ゆかりの聖地に集い、あらゆる形の Dana(布施;施

しを与えること)、 Sila(持戒;道徳的な戒律を実践する

こと)及び Bhavana(禅定;膜想)を行っています。

紀元前 3世紀アショーカ王の息子であるアjレハット・

マハー・マヒンダは、 Sangha(僧伽;教団)組織を創設

することにより 、スリランカに BuclclhaSasana (仏法)

を確立しました。紀元 l世紀には、仏陀の尊い教えを暗

記することにより当時まで伝えてきた僧達が、これを書

物に残しました。こうして、 Bllclclha(仏)、Dhamma(法;

教え)及び Sangha(僧)の三宝が、我が国の仏教徒の拠

り所となったのです。

仏陀は MahaMangala Slltra (吉祥経)の中に、人類

と人類社会を平和と幸福へ導く 38の祈りあるいはめでた

い文字を残しています。例えば次のようなものがありま

す。調和した環境に生きること、貴重な業を受け継ぐこ

と、自制心を持つこと、識者賢者と交わること、妻子と

両親の面倒をみること、布施を実践すること、道徳的に

健全な良い職を選ぶこと、人を酔わせる飲み物や物は慎

むこと、 Dhamma(法)に耳を傾け、 Dhamma(法)の

話し合いに参加し、精神の集中に努めることであります。

私の両親、叔父叔母、その他の年長者達はこのような

経をそらんじ、日々の生活の中でそれを実践しようと心

掛けていました。そのことを思い出す度に、こういう家

庭に生まれて幸せだ、ったとつくづく感じます。私の家が

修業を積んだ博学な僧侶達の住んで、いた寺院に隣接して

いたことはさらに幸運なことでした。学校に入学する以

前から、寺院の学校で僧侶や学識のある在家の信徒から

教育を受げることができました。この教育施設は日本に

おける寺院の学校「寺子屋」によく似ていました。私の

教育の基礎は仏教徒の精神的目標と道徳的価値の上に築

かれたのです。

この精神的、道徳的基礎は後の大学教育で、科学と技

最初のワーク キャンブ(力ナトゥルワ村)、1958年

Chronicle，" Lorcl Buclclha visitecl Sri Lanka on three 

occasions. To this clay， thollSancls of pilgrims flock to 

the places hallowecl by His presence on particlllar 

clates when the moon is full ancl practice all forms of 

clana， or almsgiving， sila，or keeping the precepts， ancl 

bhavana， or meclitation. 

Emperor Asoka's son， Arhat Maha Mahincla， 

formally establishecl the Bllclclhist teachings in Sri 

Lanka in the thircl century B. C. by founcling the 

Sangha， that is， the Orcler. During the first century B. 

c.， the Buclclha's teachings were set clown in writing by 

monks who until then hacl passecl them clown orally 

ThllS the Noble Triple Gem， which consists of the 

Bllclclha， the Dharma， ancl the Sangha， became the 

refuge of Buclclhists in Ollr COllntry 

1n the Maha Mangala Slltra， Lorcl Bllclclha 

expounclecl thirty-eight blessings， or auspicious char-

acteristics， that leacl human beings ancl societies to 

peace ancl happiness. These inclucle， for example， 

living in a harmonious environment， goocl karma， 

self.control， association w礼町liththe learη ecl ancl ¥机wぺise，

looking after ‘ one's family， liberality， respectable 

work， abstaining from intoxicants， heecling the Dhar 

ma， joining in Dharma cliscussions， ancl minclfulness. 

，~Then 1 look back， 1 realize how fortunate 1 am to 

have been born into a family of parents， aunts， uncles， 

ancl other elclers who knew the sutras by heart ancl 

triecl their best to live by them in their claily lives. It 

was a further blessing that Ollr home was next to a 

temple where learnecl ancl clisciplinecl monks livecl. 

Before we enterecl primary school we were taught in 

the temple school by 1110nks ancl learnecl laymen. My 

eclucation was thus founclecl on Buclclhist spiritual 

goals ancl moral values. 

This spiritual-moral founclation coulcl not be 

shaken by the later conclitioning of my mincl in col-

lege， where 1 was exposecl to the worlcls of science ancl 

2
 

2
 

23 



術、経済と政治、資本主義と共産主義などの外界の知識

の洗礼を受けた時にも揺らぐことはありませんでした。

このような学問は全て、内的な精神の充足をもたらす深

遠なビジョンと方向付けに欠りていました。当然のよう

に私は生きる喜びを絶えず与えてくれる、生命あるもの

による、生命あるもののための、生命あるものの道を選

びました。こうして34年前の私は、 Buddha(仏)とDham-

ma (法)と Sangha(僧)の世界に身を投じ、祖国と世

界にサルボダヤ社会組織を建設する運動に身を捧げる決

意をしました。

二元的な覚醒のプロセス

サルボダヤという語はマノ、卜マ ・ガンジーの造語です。

彼は当時優勢だった資本主義及び共産主義システムとは

全く異なる新しい社会組織を構想しそう名付げました。

彼がサルボダヤという語に託した意味は「全ての者の幸

福」ということでした。仏教徒である私はこの語に出会

った時、これを「全ての者の覚醒」と定義しました。 仏

陀とは「覚者」を意味します。知慧を得ることを求める

者あるいは Boc1hisatvas(菩薩)は、仏陀の道あるいは覚

醒の道を歩む者です。したがって私達は全ての者の覚醒

を実現するために奉仕すると共に、自 らのパーソナ リテ

ィを最大限覚醒させる努力をしなければなりません。

他者の覚醒を助けることなく、 私自 らを覚醒させるこ

とはできません。私が自ら覚醒しなければ、 他者も覚醒

できません。ですから、私達がサ/レボダヤで選んだ道は、

自己と社会が相互に通じ依存し合う二元的な覚醒のプロ

セスなのです。

仏陀はパー リ語でこのように説きました。

rDUKKAPPA THTHACA NIDDUKKHA 

BHAYAPPATHTHACA NIBBAYA 

SOKAPPATHTHACA N1SS0KA 

HONTU SABBE P1 PAN1NOJ 

この意味は次の通りです。

r(肉体的に)苦しむ者が肉体的苦痛を克服すること
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technology， economics and politics， capitalism anc1 
communism， anc1 so on. All of these lackec1 the c1epth 
of vision needec1 for spiritual contentment. Naturally 1 

had to choose a path in life， for life， anc1 through life， 

that ¥ovoulc1 give me the joy of living every moment. 
This is how， thirty-four years ago， 1 c1ecided to surren 

c1er myself completely to the Buddha， the Dharma anc1 
the Sangha， anc1 to strive to help build a Sarvodaya 

social order in my country and the worlc1. 

A Dual A wakening Process 

The word笠立国笠豆 wascoined by iVIahatma 
Gandhi to describe a new social order which he 

envisioned as being very c1ifferent from the capitalist 

anc1 commllnist systems prevalent at that time. Lite-

rally it means“the welfare of all." ¥町ithmy Bllddhist 

olltlook， when 1 came across the word笠立回主主主 I
interpreted it as “the awakening of all." Bllc1c1ha lite 
rally means“awakened one." Those of llS who aspire 

to enlightenment or are boc1hisattvas are those、札.rho

treac1 the Blldc1ha Way， or the path of awakening. We 

ShOlllc1 therefore strive to awaken ourselves to the fllll 

as we strive for the awakening of all 

1 cannot awaken myself llnless 1 help awaken 

others. Others cannot awaken llnless 1 c10. So it is an 

interconnected and interdependent dual process of 

awakening oneself anc1 society that we have chosen in 

the Sarvodaya. 
1n the Pali langllage， Lorc1 Buddha's admonition 

to us was 

Dukkappaththaca niddukkha 

Bhayappaththaca nibbaya 

Sokappaththaca nissoka 

Hontu sabbe pi panino 

This means 

By helping 

those who suffer physically 

to overcome physical suffering， 

those who are in fear 

to overcome fear， 

those丸vhosuffer mentally 

to overcome mental suffering， 

Be of service to all living beings. 

This is Sarvodaya in the most profound sense. 
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恐れを抱く者が恐れを克服すること

(精神的に)苦しむ者が精神的苦痛を克服すること

を助けることによって

生きとし生けるもの全ての役に立ちなさいJ

これはサルボダヤの最も深い意味です。カース卜、人

種、宗教、国籍、その他人聞を分け隔てる全ての人為的

な障壁を越えて、サルボダヤは全ての者に奉仕します。

サノレボダヤは人々に肉体的苦痛、精神的不幸及び恐怖を

もたらす原因を取り除くために働きます。宗教間と人種

間の調和のために働くこと、貧困をなくし貧しい者に力

を与えること、宗教教育と精神開発のプログラムによっ

て平和を推進すること、平和を築くためのあらゆる種類

のプロセスに参加すること、人権侵害を初めとするあら

ゆる不正に対し非暴力的な行動をとること、これらは全

てサルボダヤの活動の一部です。

相互依存

社会は、個人、家族、村落コミュニティ 、都市グルー

プ、国民、そして人類全体で成り立っています。人類は

皆一つの地球に住み、再生不能な資源、生態学的ノてラン

ス、気候及び温度変化、環境的要因、心理的及び社会的

従属関係、肉体的な生存、その他の動植物の生命などに

よって課せられる制限を等しく受けています。したがっ

て、私達一人一人の生存、存在及び覚醒は、地球上のそ

の他の生物及び非生物的存在全てに依存しているわけで

す。

実践的なプログラムを構築するため便宜上、私達は全

ての者の覚醒を目指すサルボダヤの目標を次の六つの目

的に分類しました。

Pllrna Pallrushoclaya 

Klltul1lboclaya 

Gramoclaya 

Nagaroclaya 

Deshoclaya 

Vishvodaya 

ノfーソナリティの覚醒

家族の覚醒

村落コミュニティの覚醒

都市コミュニティの覚醒

国家コミュニティの覚醒

世界コミュニティの覚醒

各目的は相互に関連しつつ高め合います。これらの目
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Transcending all l1lan-l1lade barriers of caste， race， 

religion， nationality ancl other ways of separating 

hUl1lan beings， Sarvodaya serves all. Sarvodaya works 

to rel1love the causes of human physical suffering， 

anxiety， ancl fear. ¥九rorking for interreligious ancl 

interracial harmony， eraclicating poverty and em-

powering the poor， promoting peace by religious eclu-

cation ancl spiritual development programs， engaging 

in every kind of peace-l1laking process， taking nonvio-

lent action against human-rights violations and other 

forms of injustice， are all part of the Sarvoclaya 

portfolio of activities 

Interdependence 

Society is composecl of individuals， families， vil-

lage communities， urban groups， national populations 

ancl humanity as a whole. V-le are all living on one 

planet and are commonly subjectecl to the limitations 

imposecl by nonrenewable resources， ecological bal-

ances， climatic ancl temperatllre changes， environmen-

tal factors， psychological and social dependencies， 

physical survival， and other forms of animal and plant 

life. So the survival， existence， ancl awakening of 

every one of llS is depenclent on all other living ancl 

nonliving entities of our planet. 

For the sake of building practical programs， we 

formulatecl the Sarvodaya goal of the Awakening of 

All in terms of six objectives， which are 

Purna paurushodaya，or“personality awakening" 

Klltllmboclaya， or“family awakening" 

Gramoclaya， or“village commllnity awakening" 

Nagarodaya， or“urban community awakening" 

E笠出血盟， or“national community awakening" 

Vishvoclaya，or “worlcl community awakening" 

Each of these objectives relates to ancl enhances the 

others. All these objectives were to be achieved in six 

integrated sectors. These were the spiritual， moral， 

cultural， social， economic， and political climensions 

related to each objective.もNekept before ourselves 

the fascinating and adventurous task of reaching the 

very highest goal we coulcl conceive of and acloptecl a 

concrete program of action in the micl-1950s. 

Community Awakening 

1n the psychological and social environment in 

2フ



的は全て統合された六つの分野において達成されねばな

りません。六つの分野とは、精神的、道徳的、文化的、

社会的、経済的及び政治的な次元を指し、各目的は関連

しています。私達は想像し得る限り最も高い目標に到達

するという魅力的かつ危険に満ちた課題を自らに課し、

1950年代半ばに具体的な行動プログラムに着手しました。

コミュニティの覚醒

私達が運動を開始した当時の心理的、社会的環境にお

いては、活動に対する肯定的な反応と否定的な反応の両

方がありました。肯定的な反応は主に貧しい人々や無力

な人々から寄せられました。彼らは農村あるいは都市の

スラムに住む人々でした。否定的な反応は一部の共感者

を除いて、富める人々や権力を握る人々から寄せられま

した。450年続いた植民地支配にもかかわ らず農村の貧し

い人々は皆、自 らの精神的、道徳的及び文化的価値観を

失っていませんでした。彼らは植民地経済から締め出さ

れて植民地支配の影響を受けなかったために、本来の価

値観を保つことができたのです。逆にエリート階級のほ

とんどは持続可能な伝統的ライフスタイルを完全に放棄

していました。彼らは植民地社会に同化しようとし、成

功するために過去を捨て去りました。彼らがサルボダヤ

の活動を支持したがらないのも当然でした。

また、エ リート支配階級の政治経済システムは、植民

地統治の保護の基に形成されました。したがって、仏教

徒の価値体系に基づく全ての者の覚醒という概念は実行

困難なものでした。

当初、私達がこのような価値体系の他に持っていたも

のは、自立を前提として持ち寄る こと のできた時間と思

考と努力だけでした。私達はこれを労苦の贈り物、 シュ

ラマダナと呼びました。私達の最初のターゲッ 卜は、カ

ーストによる差別や社会的、経済的差別を受げていた村

落コミュニティでした。運動の第 l段階で私達が活動対

象とした200以上の村落コミュニティは、そのような差別

に苦しんでーいました。その後求めに応じてこたえるよう

になり、今日ではス リランカの数千にのぼる村で活動し

ています。あまたの老若男女がこの自己開発の努力のた

めに力を合わせてきました。
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which we started our ¥Vorlζ， there was both a positive 

and a negative response to our work. The positive 

response came mostly from the poor and powerless. 

They lived in rural areas and urban slums. The n巴ga-

tive response came from the rich and powerful， with 

the exception of a few wh。、Nerespiritually inclined. 

1n spite of 450 years of colonial influence， the rural 

poor generally preserved their spiritual， moral， and 

cultural values. The fact that they were excluded 

from the colonial economy and isolated from the 

colonial influence helped to preserve their values. 1n 

contrast， the elite classes had all110st totally aban-

doned their traditional and sustainable lifestyles. 

They sought to integrate themselves into colonial 

society， and to the extent they ¥札.reresuccessful they 

gave up their past. So it was not surprising that they 

were not inclined to support Sarvodaya activities 

The economic and political systems of the ruling 

elites 九ん'erealso fashioned under colonial tutelage. So 

the concept of the awakening of all， based on Buddhist 

values， was not easy to implement. 
1nitially， the only resources we had b巴sidesthese 

values were the til11e， thought， and efforts we woulcl 

pool on a self-help basis. This we callecl shramadana， 

or“the gift of labor." Our first target was village 

communities that were subjected to caste， or social 

and economic cliscrimination. Over two hundred com-

munities in which we worked cluring the first stage of 

our movement were such villages. Subsequently， when 

we were invited into other villages， we went， ancl 

today we are working in several thousancls of villages 

in Sri Lanka. Tens of thousancls of young and old have 

joinecl hancls for this self-clevelopment effort. 
The Sarvoclaya objective is to create a society 

that is neither rich nor poor， where every incliviclual， 

family， and community is awakenecl to a l110re con-

tentecl， peaceful， ancl just life. These small units should 

be the fundamental human groups that shoulcl build a 

new， just， and nonviolent worlcl society.京'ebelieve 

that national and international political and econol11ic 

structures shoulcl be soliclly restructurecl on the basis 

of human-centered social ancl c0l11111unity organiza-

tions in order to create a better world 

It is in such a new global society that the awaken-

ing or 再再lell-beingof all will be ensurecl. This kind of 

society is clifferent fron 
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サルボダヤの目的は貧困も富裕も存在しない社会を創

造することです。その社会では各個人、家族及びコミュ

ニティが、一層満ち足りた平和で公正な生活に目覚めて

います。これらの小さな構成単位は、公正で非暴力的な

新しい世界社会を建設するための基礎となる人間集団で

す。より良い世界を創造するため国内外の政治経済構造

は、人間中心の社会組織及びコミュニティ組織をベース

にした、確実な構造へと再組織すべきだと私達は確信し

ています。

そのような新しい世界社会において初めて、全ての者

の覚醒あるいは幸福が保証されます。このような社会は

資本主義あるいは共産主義のモデルとは異なります。サ

ルボダヤは福祉国家の概念を拒否しますが、福祉社会の

存在は信じています。サルボダヤは政治経済力の中央集

権化を拒否し、最小限の統制と最大限の自己管理による

コミュニティの建設に向けて努力しています。このよう

な社会を建設する決定的な要因は、人々が自己と資源と

環境を管理するために自ら築く相互関係とコミュニティ

です。 サルボ夕、ヤはみごとに統合されたさまざまなコミ

ュニティ開発プログラムを通じ、この目的を達成しよう

と努めています。サルボダヤは世界の再生のために国内

外を問わず、このような人間中心のプログラムを積極的

に推進してきました。

穏やがな説得

この目標を達成するために私達が自らの時間と思考、

努力と資源を捧げる活動をス リランカで開始したのは34

年前のことです。私達は人間のパーソナリティ、家族及

びコミュニティをできる限り覚醒させることに専念しま

した。無数のイデオロギーや技術や政治経済構造の衝突

に苦しむ固において、これは容易な仕事ではありません

でした。過去40年の聞に権力志向の党派政治システムが

国の隅々にまで浸透していました。サルボダヤはこのよ

うな相対立する反開発的プロセスと闘わねばなりません

でした。あらゆる人為的な相違により人々は分断され、

幸福への道が阻害されていました。

サルボダヤはいかなる圧力団体にも属さない超党派精

神によってこれを食い止め、スリランカ各地に住む数百
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build minil11ally controllecl， l110stly self-regulatecl COl11-

l11unities. The clecisive factor in building such a soci-

ety is the l11utuality and the community that the 

people builcl to manage themselves， their resources， 

ancl the environment. vVith a variety of well-

integratecl community clevelopment programs， Sar-

voclaya is trying to achieve this objective. Both in Sri 

Lanka and several other countries， Sarvodaya has 

actively promotecl such people-centerecl programs for 

worlcl renewal. 

Gentle Persuasion 

It was thirty-four years ago in Sri Lanka that we 

startecl sacrificing our time， thought， efforts， ancl 

resources to achieve this icleal.もNeconcentratecl on 

awakening individuals， families， and communities to 

their highest potential. This was no easy task in a 

country plaguecl with a myriad of conflicting icleol 

ogies， technologies， ancl politico-bureaucratic struc 

tures. The system of power-orientecl party politics hacl 

progressively reached every nook ancl cranny of the 

country in four clecacles， ancl Sarvoclaya hacl to con-

tencl with the conflicting anti-clevelopl11ent processes 

they releasecl. 1n every conceivable man-made contro・

versy， our people Wel・ediviclecl by infiltration that was 

inimical to their welfare 

Sarvoclaya was able to stem this ticle by refusing 

to align itself with any power group ancl evolving 

itself into a national movel11ent， v九Tinningthe hearts of 

several million rural people in every district and 

subclistrict of Sri Lanka. The bloocly insurrections in 
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万人の農民の支持を得て、この活動を国全体の運動へと

発展させることができました。私達は南部の血なまぐさ

い暴動と北部の内戦に気をそらされることはありません

でした。と同時に、余り価値のない目標に対し日和見的

な態度をとることもしませんでした。

私達は全ての人聞が生来備えている徳を信じていまし

た。国家が党派政治の争いや民族間の措抗によ ってばら

ばらにされつつある中、全ての障壁を乗り越える精神的、

心理的基盤を築こうと努力しました。また、権力を握っ

たり、党派政治に与するような誘いは断固拒否しました。

逆に、我が国の全ての国民が公正な平和の中に生きるた

めの基本的権利は常に支持してきました。

私達は法に基づく 非暴力と公正が、争いを平和的に十

分解決できる唯一の方法であるという方針は決して曲げ

ませんでした。私達が目的を達成するために用いた三つ

の方法は、人々の組織として社会福祉と自己開発と主張

を行うことでした。サルボダヤは福祉サービスと住民中

心の開発活動で世界的に認め られるようになり ました。

同時に私達は、甚だしい人権侵害と政治的、経済的不正

に対する抗議と対決行動を十分に行っていないという理

由で、 一部の政治活動家達から批判されま した。

私達は対決主義のグループには加わりませんてらした。

その代わりに私達は既存のシステムの外に、ただし法の

許す範囲内で、新しい社会政治的及び経済的構造を築く

と共に、穏やかで静かな説得の道を歩みました。この新

しい構造の中で、人々は自らの制度を管理するようにな

りました。彼らは上からのいわゆる民主主義ではなく、

自らが下から築き上げる民主主義システムの参加者/受

益者になりました。

私達はスリラ ンカの8，600以上の村でサルボダヤ社会

の構成要素を組織する ことに成功しました。そ こでは就

学前の児童、学童、若者、母親、農民、職人及びその他

の大人達が、自 ら人間の基本的な必要を充足する活動に

加わりました。私達はサルボダヤ経済事業開発サービス

のプログラムに着手し成功を収めました。これは最も貧

しい人々を覚醒させ、精神的のみな らず経済的にも力を

与える新しい道です。

私達は我が固に根付ーいている最も高い価値に基づいた、
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the south and the civil war in the north dicl not divert 

our attention. N or clid we take opportunistic stances 

for less worthwhile goals 

We believecl in the innate gooclness of all human 

beings. We triecl to builcl a spiritual and psychological 

infrastructure transcending all barriers while the 

nation was being atomizecl by political ancl racial 

rivalries.もVeresisted the temptation to side with 

political parties or anyone in power. On the contrary， 

we always upheld the fundamental rights of every 

citizen of our country to live in peace with justice. 

We have never compromisecl the principle that 

nonviolence ancl justice uncler law are the only means 

by which conflicts can be satisfactorily and amicably 

resolved. As a people's organization， we have used 

social welfare， self-development， and advocacy as the 

three means to our objectives. Sarvodaya has gainecl 

global recognition for its record of welfare services 

ancl people-centered development activities. At the 

same time， we have been criticizecl by certain political 

activists for not doing enough in the way of advocacy 

ancl confrontational action in the face of blatant 

human-rights violations ancl political ancl economic 

injustices 

We did not join the confrontational groups. 

Insteacl we followecl a path of gentle， silent persuasion 

as well as one of builcling alternative sociopolitical 

and economic structures that are outside the establish-

ment but within the law. These alternative structures 

preparecl people to control their own institlltions 

Insteacl of having so-callecl democracy being imposed 

on them from above， people became participant-

beneficiaries of a system of clemocracy that they 

themselves were evolving from below目

1へTesucceedecl in organizing in over 8，600 villages 

of Sri Lanka the elements of the Sarvoclaya society 

where an excellent social infrastrllcture of preschool 

children， schoolchildren， youth， mothers， farmers， 

craftsmen， ancl other elders participatecl in satisfying 

their o¥o¥ln basic hllman needs. 'iヘre embarkecl very 

successfully on the Sarvodaya Economic Enterprises 

Development Services Program. This is an alternative 

path to awaken ancl empower the poorest of the poor， 

economically as well as spiritually. 

1司restruggled along this upward path of social 

change based on the highest-conceivable indigenous 

values. 'vVe receivecl maximum cooperation from all 

religious， political， administrative， and even security 

sectors of our society. This task was a thousand times 
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このボトムアップ方式による社会変革の道を追求してき

ました。私達は宗教、政治、行政あるいは防衛に至るま

で、この社会のあらゆる分野からでき得る限りの協力を

引き出しました。この仕事は権力の座につくことよりも

はるかに困難でした。この革新的な仕事の過程で得た喜

びは、権力を行使することにはるかに勝るものでしょう。

個人、家族、農村コミュニティ及び都市コミュニティ

におりる私達の仕事の大成功は、マクロレベルで政治的、

経済的権力を行使する者の聞に恐怖感、おそらくは嫉妬

心をも引き起こしました。これは極めて当然であり 、私

達の活動はこれによって妨げられることはありません。

私達は西洋型の開発モデルはアンバランスであると考え

ています。精神的あるいは道徳的な目的が欠如している

からです。目的においても充足感においても完全に物質

主義的です。わず‘かな資源を開発し尽くし、極限まで利

益を最大化する技術を用い、さまざまなコマーシャル ・

テクニックによって人間の欲望を煽り、五感の欲求を最

大限満足させるというのがこのモデルの特徴です。この

モデ/レは世界の大多数の人聞が、絶対的な貧困と無力と

剥奪に苦しむ中で、先進工業国に住む世界のごく一部の

人聞に富をもたらしてきました。先進工業国で物質的に

豊かな人々でさえ精神的な貧困を抱えています。 中でも

若者は物質主義的な生の行き詰まりをすばやく感じ取り

ます。彼らは責任が必要とされないライフスタイルを楽

しんで、いますが、同時に他者に奉仕する責任を持たなけ

れば、人生の目的がなくなるということにも気付いてい

ます。

政治的及び経済的権力を行使する者達が、今日人類が

直面している課題に対しより適切な対応ができる、従来

型とは異なる開発モデルの必要性を認めようとしないの

は残念です。サルボダヤは効果が既に立証されたこの種

のモデルです。このモデルは自立、コミュニティ参加及

び、コミュニティの自己開発により、農村コミュニティの

精神的、道徳的及び文化的価値観を破壊することなく、

コミュニティのひっ迫したニーズを満足させることがで

きるということを実際に証明しました。持続可能な開発

は、第二次大戦後試みられたトップダウン方式の開発を

逆転させた、このようなボトムアップ方式のモデルを推
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more difficult than getting into political office. The 

joy one gets in the process of this innovative task may 

even be a million times greater than the kind that 

comes from wielding power 

The very success of our work with indivicluals， 

families， ancl rural ancl urban communities has 

arousecl fear ancl perhaps envy among those who wielcl 

political aηCI economic power at the highest level. This 

is quite unclerstanclable， ancl we are not c1isturbecl by it. 
We all know that the Western moclel of c1evelopment 
is unbalancecl. It has no spiritual or moral objective. It 
is purely materialistic in intent as well as content 

Exploitation of scarce resources to the maximum， 

applying profit.maximizing technologies to the full， 

fueling human greecl through a variety of commercial 

techniques， ancl catering to the utmost gratification of 

the five senses←一一theseare this moclel's salient fea-

tures. It has brought affluence to a small fraction of 

the worlcl's population in inclustrializecl countries 

while the vast majority of people in the worlcl are 

sunk in absolute poverty， powerlessness， ancl c1epriva-
tion. Even the rich are experiencing spiritual poverty 

The affluent young in particular are moving rapiclly 

towarcl a materialistic c1eacl encl in life. They enjoy 

lifestyles in which commitments have become quite 

unnecessary， but then they fincl， without a commit-

ment to serve others， that their lives become empty of 

purpose. 

It is a sacl fact that the wielclers of political ancl 

economic power c10 not seem to appreciate the ne巴d

for a c1ifferent moclel of c1evelopment that is more 

appropriate to the challenges humanity faces toclay. 

Sarvoclaya is such a proven moclel. It has provecl in 

practice that self-reliance， community participation， 

ancl community self-c1evelopment can be utilizecl to 

satisfy the most pressing neecls of rural communities 

without clestroying their spiritual， moral， ancl cultural 

vallles. Sllstainable c1evelopment can become a reality 

only if we promote this clevelopment moclel， builcling 

from the bottom llP， reversing the kincl of c1evelop-
ment systems that try to bllilcl from the top c10wn that 

¥Vel・etriecl after the Seconcl ¥.へTorlclWar 

A New l¥1odel Needed 

Large clevelopment projects whose ultimate reslllt 

was making the rich richer ancl the poor poorer have 

receivecl hllge financial resources by way of grants 

ancl loans from bilateral ancl mllltilateral aicl pro-
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進することによってのみ可能です。

新たなモデルの必要

結局は富める者をさらに富ませ、貧しい者をさらに貧

しくする大規模な開発プロジェク卜は、二国間あるいは

多国間の援助プログラムから助成金及び借入金という形

で莫大な財源を得てきました。このようにして私達の社

会の上層部に対し資本が流入した結果、権力と富が少数

の者達の手に極度に集中し、その一方でコミュニティの

努力は、資本の不足とコミュニティの自己管理能力の欠

如のために衰退しました。

サルボタ。ヤのような組織は立正佼成会のような任意団

体の援助を受けています。このような任意の援助は、富

と権力への欲望に根ざす既存のシステムに対する莫大な

資本流入に比べれば、大海の一滴に過ぎません。富裕な

社会において問題意識を抱く個人、グループ、任意団体

及び政府は、貧しい人々を組織することを目指す者と直

接手を結ぶことにより、最も貧しい人々を救っています。

しかし実際のところ私達の乏しい財源では、いかにやる

気があろうとも、侵略的な市場経済、中央集権化した政

治権力、魂の欠如した官僚主義及び統制されたマスメデ

ィアが無力な人々にしかける、組織化された欲望、悪意、

無知を食い止めることはできません。

心理的、物理的な環境汚染、基本的人権の欠如、昔か

らの精神的、道徳的価値体系と社会調和の崩壊、内戦に

よって日々失われる生命と貴重な社会資産、我が国の驚

異的な軍国化、ますます悪化するこのような状況に、我

が国の人々はいったいどれだけ耐えられるでしょうか?

スリランカに言えることは近隣の多くの国々にも等しく

当てはまります。

南アジア地域の国々はもうこれ以上発展できない段階

まできたと言っても過言ではないでしょう。失礼ながら

申し上げれば、私達民衆の運命を決める従来の思想家は、

皆古い型にすっかりはまっています。南アジア全域にわ

たり内戦による孤立地帯が増加の一途をたどっています。

ここには中央の権力が及びません。この地域の魂を絞り

取る恐しい暴力によって、日々無数の人々が難民になっ

たり、傷つりられたり、生命を奪われたりしています。
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gral1ls. This inflow of capital to the suprastructures of 

our societies has resulted in an unprecedented concen・

tration of power and ¥vealth in the hands of a few， 

while cOl1ll1lunity efforts have becol1le weaker 

because of a lack of capital and cOl1ll1lunity self-

l1lanagel1lent power 

Organizations like Sarvodaya are assisted by 

voluntary bodies such as Rissho Kosei-kai. This kind 

of voluntary support is a drop in the ocean cOl1lpared 

to the l1lassive inflow of capital to the established 

systel1l based on greed for wealth and power. Con-

cerned individuals， groups， voluntary organizations， 

and governl1lents in affluent societies help the poorest 

of the poor by directly associating thel1lselves with 

those whose ail1l is organizing the poor. But the fact is 

that with our o¥Vn l1leager resources， however 

l1l0tivated we are， we cannot stel1l the tide of orga-

nizecl greed， ill ¥礼rill，and ignorance il1lposecl on our 

helpless people by an aggressive l1larket econ0l1ly， 

centralized political authority， soulless bllreaucracy， 

and controlled l1lass l1ledia. 

How long can our people tolerate an increasingly 

hazardous cOl1lbination of psychological and physical 

environl1lental pollution， the loss of fllndal1lental 

h1ll1lan rights， the breakdown of age-old spiritllal and 

l1l0ral vallle systel1lS ancl social harl1l0ny， the daily 

loss of hUl1lan lives ancl valuable social assets throllgh 

civil war， and the frightening l1lilitarization of ollr 

cOllntry? What is trlle of Sri Lanka is eqllally true of 

l1lany other neighboring cOllntries. 

It wOlllcl be no exaggeration to say that the 

countries of SOllth Asia have reached a stage frol1l 

which they can progress no further. To pllt it blllntly， 

the conventional thinkers who clecide the fates of our 

people are cleeply l1lirecl in an old rllt. All over the 

region， pockets of civil war have grown， and continlle 

to grow， which the central allthorities cannot pllt 

clown. Thollsands of people are renderecl refllgees， 

injured， or deprivecl of their lives each l1l0nth in ter-

rible violence that saps the soul of our region 

For instance， in the northeast of Sri Lanka ancl in 

lnclia's Kashmir， Punjab， Assam， and N agaland， the 

fires of ethnic separatisl1l appear to be llnquenchable. 

On the other hand， clespite clail1ls of high econol1lic 

growth and l1lacroeconol1lic progress， the problem of 

poverty that afflicts more than half the world's pOpll-

lation appears to be insoluble. The bottol1l 40 percent 

of t 
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例えばスリランカの北東部並びにインドのカシミール、

パンジャブ、アッサム、ナガランドでは民族分離主義の

火が燃えさかっています。一方、高度経済成長とマクロ

経済の発展が言われているにもかかわらず、世ー界人口の

半数以上が苦しむ貧困問題は解決の兆しが見えません。

スリランカの40%に当たる最貧困層は、 1973年には国民

総所得の20%弱を得ていましたが、 1987年にはわずか10

%を得るにとどまりました。一言で言えば、私達の地域

の植民地支配者から受け継いだ政治経済システムは失敗

に終わったのです。旧ソ連とその衛星固における共産主

義体制と同様行き詰まったのです。

2，500年以上前仏陀の教えはスリランカの地に本拠地

を見出しました。 Mahavalllsa(大いなる史書)には、仏

陀はスリランカの地を去る前に神々を呼び、我が教えが

保護されるよう、スリランカの島を守るように頼んだと

記録されています。このような古代史の記述によって、

スリランカの大多数の人々の胸には、自分の国が仏教の

国であるという思いがしみ込んでいます。インドで仏教

が表退した時でさえ、スリランカでは仏陀の教えが栄え

ていました。

ですからス リランカは今一度、インドからマハトマ ・

ガンジーの教えと実践を感謝しつつ学び、サルボダヤを

通してそこに新たな命を吹き込むべきであると考えても

不思議ではありません。スリランカのサルボダヤに属す

る私達は、歴史的な義務と機会を見出しました。スリラ

ンカの国土は小さく、大きな実験を始めるのには適当で

す。私達は愛と寛大さと献身をもってすれば、我が国の

人々を平和と協調に再び目覚めさせる ことができると信

じています。私達はスリランカで成し遂げたことをイン

ドや南アジア、ひいては新たな道を探っている世界にお

返しできることを望んでいます。

課題

非暴力、公正及び平和を支持する私達は、一致団結し

て立ち上がり、世界の覚醒のための課題に取り組まねば

なりません。この課題は、次のような構成要素から成る

べきだと私は思います。
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平和行進、 1990年

received only abollt 10 percent by 1987. 1n a nlltshell， 

the politico-econolllic systelll that Ollr region inherited 

frolll the colonial rlllers has failed. It has COllle to a 

deacl encl， jllSt like the cOllllll11nist systelll in the for 

l11er Soviet Union ancl its satellites. 

More than 2，500 years ago the teachings of Lord 

Bl1clclha fOl1ncl a hOl11e in Sri Lanka. The iVIahavalllsa 
says that before Lord Bl1dclha cliecl he s1ll111ll0necl the 

gods and asked thelll to protect the islancl of Lanka， 

where his teachings w0111d be safegl1arclecl. It is the 

l11emory of those ancient worcls that has instillecl in 

the majority of Sri Lankans a deep identification of 

their lancl with Bl1clclhisl11. Even while Bl1cldhism 

clecayecl in India， the teachings of Lord Bucldha flouri-

shecl in Sri Lanka. 

So it is not strange that once again， Sri Lanka 

should take with gratitucle frol11 Inclia the teachings 

ancl practice of Mahatl11a Gandhi ancl give new life to 

thel11 throl1gh Sarvodaya. Those of llS who b巴longto 

Sarvoclaya in Sri Lanka see a historic cluty ancl oppor 

tl1nity before us. We believe that Sri Lanka is small 

enol1gh for l1S to lal1nch a big experil11ent. 'vVe believe 

that with love， liberality， ancl sacrifice we can reawa-

ken our people to llnity ancl peace. ¥へTehope that what 

we achieve in Sri Lanka we will be able to offer back 

to 1ndia， to SOl1th Asia， ancl to a worlcl that seeks a 

new way. 

The Agenda 

Those of us who stand for nonviolence， justice， 

ancl peace， sho111cl stancl in solidarity ancl work 011 a 
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1. 第 1の項目は世界の全てのコミュニティにおいて

その歴史的、文化的及び宗教的現実に従い、パーソ

ナリティの覚醒のためのプログラムを推進すること。

パーソナ リティ及びパーソナリティの覚醒と言う言葉

に与えられた意味は何でしょうか? 私達の抱く概念及

び私達が与える意味は、文化によっても宗教によっても

異なります。しかし、パーソナリティとその最終的な完

成が意味するところのものは、 Nirvana(浬集 ;神を実感

すること)を得るというような精神的目標を持っていま

す。個人においてそのような自己認識が深まれば深まる

ほど、私達の社会を支配する欲望や悪意や無知の邪悪な

力は弱まるでしょう。大切なのは、宗教的対立でも思想

的相違でもなく、人間のパーソナ リティを高める信仰に

おいて精神的満足を一致させることなのです。

仏陀の教えによれば、変化し続ける Nama-Rllpa(名

色;我々の心と肉体の複合体)は苦しみに支配され、私

達の渇望と現実に対する無知によって維持されています。

寛大さと道徳と精神の集中を培うことによって、私達

は因縁生起に従う五つの執着の集まりに対する正しい理

解を養うことができます。これを仏陀は、Patticca

Samuppacla Dhamma (十二縁起法)に従う Pancha

Upaclanal王khancla(五誼)と呼びました。 Bhavana(禅

定 ;膜想)を行わなければ、仏教徒はパーソナリティの

覚醒に関するこの教えを理解することはできません。し

かし、私達の住む社会が人々を消費主義や他者に勝ろう

とする競争社会に巻き込もうとするならば、人々は外に

向かつて力を発揮する時間しかなくなり、膜想の時聞は

ないと思うようになるでしょう。

物事に対して常に注意を払わせるような適切な宗教教

育は、私達の教育システムの重要な構成要素とならねば

なりません。栄養摂取、 心身のへjレスケア及び公衆衛生

は、パーソナ リティの覚醒のためのプログラムにおける

前提条件です。就学前児童のケアセンター、学童の活動、

母親グループ、青少年の活動、麻薬中毒とアルコール中

毒の予防、治療及びアフターケアのためのプログラム、

栄養摂取とヘルスケアの活動、水道と衛生設備のプロジ

ェク ト、識字教育と宗教教育のプログラム、平和旅団、
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“People's Agencla for Global Awakening." Such an 

agencla， 1 believe， shoulcl have the following five items 

The first shoulcl be personality-awakening pro-

grams in all communities of the worlcl accorcling to 

their own historical， cultural， ancl religious realities. 

九九Thatclo we mean by personality， ancl personality 

a¥Vakening? The concepts we have ancl meanings we 

give may cliffer from culture to culture， ancl religion to 

religion. Yet， unclerstancling what is meant by person 

ality ancl its final fulfillment has a spiritual goal， such 

as nirvana or the realization of Gocl. The more such 

self-recognition occurs in inclivicluals， the weal王erwill 

be the evil forces of greecl， ill ¥Vill， ancl ignorance that 

control our societies.九iVhatis important is not reli-

gious rivalries ancl icleological clifferences but the 

spiritual unity of religion， which ennobles human 

personalities. 

Accorcling to Lorcl Buclclha's teachings， our ever-

changing Nama-Rupa， or Bocly-Mincl complex， is sub-

ject to suffering ancl is sustainecl by our craving ancl 

our ignorance of reality 

By cultivating liberality， morality， ancl minclful 

ness， we can cultivate a right unclerstancling of our 

five aggregates of clinging to clesires that are subject 

to clepenclent co-arising. This Lorcl Buclclha callecl 

Pancha Upaclanakkhancla subject to Pa tticca 

samuppacla Dhamma. Unless Bhavana， or meclitation， 

is practicecl， a Buclclhist cannot grasp this teaching of 

personality awakening. But if the society we live in is 

one that encourages people to become involvecl in 

consumerist binges ancl in rat races to outclo one 

another， people 九九lillbelieve that they have no time for 

meclitation， but only for external exertion. 

The right kincl of 1・eligiouseclucation ¥ovith reglllar 

practice of minclflllness， therefore， shoulcl become an 

important component of our eclucational system. 

Nutrition ancl physical， mental， ancl social health care 

are requisites for personality-awakening programs. A 

massive chain of preschool chilclren's care centers， 

schoolchilclren's activities， mothers' groups， YOllth 

activities， preventive， curative， ancl after-care pro 

grams for clrug aclclicts ancl alcoholics， nutrition ancl 

health-care activities， water ancl sanitation projects， 

literacy ancl religious instruction programs， peace 

brigacles， peace marches， ancl so on， cater to such 

neecls. Sarvoclaya 九vorkprograms foster all tl 
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平和行進などの大規模なネットワークがこのようなニー

ズを満た します。サルボダヤの活動プログラムでは、自

身が受益者である人々の協力を得てこれらの活動を推進

しています。

奉仕に身を捧げる私達は他者の奉仕に専念している時

も、自身のパーソナリティの覚醒に無関心でトあってはな

りません。サルボダヤに捧げた人生で私はあざけりゃ罵

倒、侮辱や抑圧を受けま した。もちろん、愛と感謝もた

くさん頂戴しました。私は過去 3年間にわたり、政府の

支配する敵意に満ちたメディアキャンペーンの犠牲とな

りました。私自身や家族を殺すという、出所の明らかで

ない脅迫が幾度となく寄せられました。サJレボダヤの土

地は不正なやり方で没収されました。 私達のプログラム

に対する際限のない嫌がらせは、権力者サイドによって

操られていました。これらの障害と妨害によって、私達

のパーソナ リティは鍛えられ、精神的覚醒に不可欠であ

る心の平静に近づくことができました。結局、私達は輪

廻の旅(生死のサイクル)の途上にあり、 Nirvana(浬繋)

において最高の幸福に到達することを望んでいます。こ

のような経験は全て、私達が最高の知慧に到達するため

の完成の行を行うのを助けてくれます。仏陀はこの完成

の開発を Para1l1itas(波羅蜜)と呼びました。

2.課題の第 2の項目は、経験の交換及び相互援助の

ために上記のような全ての個人、グループ及び組織

を結ぶ実践的なネット ワークを国内外にわたって構

築することです。

私達の聞には物理的かつ精神的距離の近さに基づいた

緊密な関係を成立させることが可能です。精神的な価値

観と経験を共有する十分な数の人聞が集まれば、十分な

精神的自覚が生まれます。具体的な現実となってさらに

多くの人々に力を与え、サルボダヤと立正佼成会の関係

はこのような力を与えることとネッ トワークの関係です。

私達はメンバーを交換し、資源を分かち合い、互いに学

び‘合って、世界中で同じよ うな努力を続ける人 と々 自分

達自身の双方を強くしていくよう努めます。立正佼成会

はサノレボダヤと友好関係を結んだ日本で最初の組織です
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others should not ignore our own personality awaken-

ing when we are absorbed in service. Throughout llly 

Sarvodaya life I have been subjected to ridicllle， 

abuse， inslllt， and oppression. Of COllrse， I have 
received llluch love and recognition also. In the last 

three years I have been the victi1l1 of a govern1l1ent-

controlled hostile 1l1edia call1paign. Dozens of death 

threats to l1lyself and 1l1y fa1l1ily were received fr01l1 

unknown sources. Sarvodaya properties ¥.九lerellnjllstly 

seized， and endless harass1l1ent of our prograllls was 

l1lanipulated by certain powerful authorities. All these 

obstacles strengthened our personalities and brought 

us closer to peace of l1lind， which is essential to 

spiritual awakening. After all， we are on a ~型主主型主
journey， a cycle of birth and death， and we want to 

attain suprellle happiness in nirvana. All these are 

experiences that help us to seek perfection leading to 

supre1l1e enlighten1l1ent. Lord Buddha called the devel-

opl1lent of these perfections .P.型豆旦旦坐

The second itel1l on our agenda ShOllld be a 

practical network of all such persons， groups， and 

organizations within cOllntries and between countries 

to exchange experiences and give 1l1utual sllpport. 
Close relationships can be built up al1l0ng Ollr 

selves based on both physical proxi1l1ity and spiritual 

affinity. When enough people who share spiritual 

values and experience COl1le together， they generate a 

critical1l1ass of spiritual consciousness that b巴cOl1lesa 

tangible reality and el1lpowers 1l1uch larger nU1l1bers 

of people. The relationship between Sarvodaya and 

Rissho Kosei-kai is such a forl1l of elllpowering and 

net¥Vorking. We exchange visits of our lllel1lbers， 

share resources， learn from each other， and try to 

strengthen both ollrselves and other sil1lilar efforts in 

the world. While Rissho Kosei-kai was the first 

] apanese organization to establish fraternal relations 

with Sarvodaya， I am happy to state that several 

other individuals， groups， c01l1l1lunity organizations， 

and national nongovern1l1ental organizations are no¥V 

in the process of building develop1l1ent cooperation 

links with us. The people of ]apan， I believe， have to 

play a critical role in building the new world C01l11l1U-

nity we aspire for. 

Sarvodaya has sllcceeded in taki暗 theSarvodaya 

l1lessage to many industrialized and nonindustrialized 

countries of the world. Large numbers of yOllng p 
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が、今、その他の個人、グノレープ、コミュニティ組織及

び国内の非政府組織との聞にも開発協力の幹が築かれて

いる最中であるということをご報告できるのは嬉しい限

りです。日本の人々は私達が求める新しい世界コミュニ

ティの建設において、重要な役割を演じなければならな

いと私は確信しております。

サルボタ守ヤは世界中の多くの工業国や非工業国に自ら

のメッセージを伝えることに成功しました。世界中から

多くの若者がサルボダヤにやってきて活動しています。

サルボダヤのボランティアは他の国々で奉仕を続けてき

ました。私はこの25年間、非暴力、平和及び公正という

メッセージを世界の多くの国々や国際的なフォーラムに

伝える仕事に相当の時間を割いてきました。私達はこの

ような活動を続けなければなりません。

3.課題の第3の項目は、家庭と社会において普遍的

な価値観に基づいたシンプノレなライフスタイ/レ、非

暴力並びに国境を越えた持続可能な生産一供給一消

費システムを推進することです。

サjレボダヤの家庭とコミュニティでは、人間の十の基

本的必要を満たすプログラムというシステムに従ってい

ます。私達の目的は清潔な環境、清潔な水の適切な供給、

バランスの摂れた食事、簡素な衣服、簡素な住居、基本

的な保健衛生、光熱エネルギ一、通信手段、教育サービ

ス、文化的、精神的開発を備えた貧困ではないライフス

タイルを築くことです。

大量消費と物質的に豊かなライフスタイルを維持する

地球の能力には限界があることが明らかになっ た今、サ

ルボダヤの提唱するシンプルなライブスタイルは極めて

今日的なものとなりました。一方、人間の幸福を追求し

ていく上で、大量消費と物質的に豊かなライフスタイル

に価値があるのかどうかについては、それを享受する幸

運に恵まれた少数の人々でさえ疑問を抱いています。

幸福な人類社会とは精神的充足を求めて努力する社会

であると信じる者にとって、欲望とニーズが人為的に造

り出され、たやすく満たされるような豊かなライフスタ

イルは気を散らす元になるでしょう。それゆえ仏陀は、
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part of my time in the last twenty-five years carrying 

the message of nonviolence， peace， and justice arollnd 

the world to many countries and international forums 

'vVe should continue this. 

The third item on our agenda should be to pro 

mote， in our own homes and societies， lifestyles bas巴d

on universally accepted values， ancl sllstainable， non-

violent systems of clistribution ancl consumption with 

no regarcl for national bounclaries. 

1n Sarvoclaya homes and communities， we follow 

a system that we call the Ten Basic Human Needs 

Satisfaction Program. Our objective is to build a 

lifestyle free of poverty， with a clean environment， an 

aclequate supply of clean water， a balanced cliet， sim-

ple clothing， simple housing， primary health care; to 

meet basic energy neecls and communication require-

ments; and to provicle eclucational facilities and oppor 

tunities for cultural and spiritual clevelopment. 
A simple lifestyle， as advocated by Sarvodaya， is 

particularly relevant when the limits to the planet's 

capacity to sustain an extravagant， l1laterially afflu-

ent lifestyle has become clear. On the other hand， the 

value of such a lifestyle in promoting human happi-

ness， even among the global minority fortunate 

enough to enjoy it， is open to question. 

To those of llS who believe that a contentecl 

society is one that strives fOl・spiritualfulfillment， an 

affluent lifestyle in which clesires are artificially creat-

ecl ancl easily satisfied will be a distraction. This is the 

reason Lorcl Buddha advised us to avoid both extreme 

asceticism and self-inclulgence. Majjima Patipacla ，the 

Micldle Path， is the most noble.、

1n turn， tho田 whosee the extravagant lifestyle of 

a few and live in that atmosphere ¥凡.rillfind it difficlllt 

to resist the natural temptation to il1litate it. Because 

of the interconnection of the lifestyles of eve1'yone， the 

worlcl neecls to 1'eo1'ient itself to lifestyles that a1'e 

neither poor no1' affluent， so that the lifestyles of sOl1le 

will not undermine those of the majority. 

The fourth item is building strong spiritual， psy-

chological， ancl social infrastructures among members 

of rural and urban communities of no more than a 

hunclrecl families. The size of the community should be 

sllch that every member， young or old， should be able 

to know and communicate with all the other members. 

The present-clay violence within our countries ancl 

between our countries is roo 
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苦行と放縦の両方を慎むよう私達に説きました。iVlaj-

jima Patipac1a (中道)が最も尊いのです。

また、少数の者が享受する大量消費のライフスタイル

を見、そのような雰囲気の中に生活する者は、そういう

ライフスタイ jレを模倣したいという誘惑には抗い難いで

しょう。間々のライフスタイルは相互に関係があります

から、世界の人々は一部の人間のライ フスタ イノレが多数

の人間のライ フスタイルを蝕むことがないよ うな、貧困

でも富裕でもないライフスタイルに向けて自らを方向付

ける必要があり ます。

4.第 4の項目は、各100世帯ほどから成る農村及び都

市コミュニティのメ ンバーの聞に強力な精神的、心

理的及び社会的基盤を築くことです。コミュニティ

は老いも若きも全員が顔見知りで、コ ミュニテ ィの

他のメ ンバー全てとコミュニケー卜できる規模でな

りればなりません。

現在、国内及び国家聞に見られる暴力は二つの大きな

原因に根ざしています。一つは、絶え間ない欲望と悪意

の邪悪な考えを生み出す私達自身の無知な心です。二つ

めは、このような欲望と悪意の邪悪な考えが集合体とし

て組織される社会経済的及び政治的構造です。政治経済

構造が大規模であればあるほど権力は少数者の手に集中

していくでしょ う。

真理、非暴力、無私、善行、道徳、精神性、寛大さな

どは私達個々の生において最もよく発揮され、そして、

ある程度までは家族や小さなコミュニティにおいても発

揮されうる価値です。このような価値は本来、心を持た

ず精神的に死んで、いる政府や企業においては、根付き育

つことができません。大統領や首相、王や女王、閣僚や

外交官、官僚や将軍、企業のトッ プやエグゼクテ ィプこ

れらの人々は純粋な心を持った善男善女かも しれません。

しかし、彼らの支配する政府、軍、産業、金融などの巨

大組織は、その無情な構造を支配し動かすのに、個人の

精神的な価値体系を用いること を本質的に許さないので

す。

人間性は資本主義及び共産主義体制においては、数十
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is our social， econol1lic， and political strllctures in 

which these evil thOllghts of greed and ill will can be 

organized for collective l1lanifestations. The larger 

the political and economic strllctllres we establish， the 

greater will be the concentration of power in the 

hands of a few 

Trllth， nonviolence， selflessness， beneficence， 

11l0rality， spiritllality， forgiveness， and so on are vir-

tues that can l1lanifest thel1lselves best in our personal 

lives and to SOl1le extent in Ollr fal1lilies ancl small 

cOl1ll1l11nities. Certainly they cannot take root ancl 

gro¥V in governments or corporations， ¥Vhich by nature 

are spiritllally c1eacl， minclless， ancl heartless. Presi・

dents and prime ministers， kings ancl qlleens， ministers 

ancl diplomats， bureallcrats and generals， corporation 

heacls and executives-一一theyl1lay all be pllre-heart巴d

and high-mincled， bllt the very nature of the gigantic 

governl1lental， military， indllstrial， and financial estab-

lishl1lents does not allow these people to llse their 

spiritllal values in controlling ancl c1irecting these 

soulless structures 

All traces of humanity in both capitalist ancl 

commllnist systems vanished decades ago. The strllc-

tures of commllnism are collapsing as ¥Ve can witness 

today in Eastern Ellrope and the former Soviet Union. 

Bllt the trillmph of capitalism will not be permanent 

either. Those who are holding together big institlltions 

by sheer brllte force or tight administrative， financial， 

and commllnications controls have also， in essence， 

collapsed morally. vVhen environmental， ecological， 

and health hazards brought about by abuse of technol 

ogy and the llse of modern weaponry reach critical 

proportions， these too will collapse in plain sight 

before our very eyes. Finding alternative systems and 

keeping them in place ancl in ¥Vorking orcler is the 

responsibility of all concernecl ¥Vorld citizens such as 

you ¥Vho are gathered here. 

Community Control 

The fifth and last item on the People's Agenda for 

Global A¥Vakening that 1 propose is to establish self-

governing communities globally， where spiritllal， 

moral， cultural， social， econol1lic， anc1 political activ-

ities are llncler the direct control of the people 

Once a sllfficient number of sustainable COl1ll1lU・

nities are organizecl arollncl the ¥Vorld， controlling and 

managing their o¥Vn physical， social， ancl structural 

environments， then a global process of creating a n巴W
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年前に失われました。ご存知のように東欧や旧ソ連にお

いて共産主義の構造形態は崩壊しつつあります。しかし、

資本主義の勝利も永遠には続かないでしょう。巨大な制

度を維持している者達は容赦なく権力を行使したり、金

融や通信を厳重な行政により統制していますが、本質に

おいて道徳的に退廃しています。技術の濫用と武器の使

用によってもたらされた環境上、生態学上及び健康上の

危機が決定的なレベ/レに達した時、彼らは私達の目の前

で滅び去るでしょう。新たなシステムを捜し求め、それ

を適所に有効に配置することはここに集った私達のよう

に問題意識を抱く全ての世界市民の責任です。

コミュニティ管理

5.私が提案する世界の覚醒のための課題を締めくく

る第 5の項目は、人々が自身の精神的、 道徳的、 文

化的、社会的、経済的及び政治的生活を自ら直接管

理するような自治コミュニティを世界中に築くこと

です。

人々が自身の物理的、社会的及び構造的環境を支配し

管理するような、持続可能なコミュニティが世界中に十

分な数だけ組織されれば、世界中の新しい社会の水準が

全般的に向上するでしょう。

現在のマクロ社会の管理者達が、このような世界の全

般的な覚醒の重要性を認識するようになるまでこのプロ

セスは推進されます。兵器の生産と使用は通常兵器も含

めて次第に削減され、再生不能な資源及び環境的に危険

なエネルギー源の消費も減らされるでしょう o

政府が威圧的な手段を用いる必要ももはやなくなりま

す。この地球上に無数の自治コ ミュニティが出現します。

このコミュニティはかなりの程度まで自立しているでし

ょう。人々は自然との調和を保ちながら生活します。文

化的存在は下位文化も含めて全て保存され人類社会に光

彩を添えます。自己に打ち克って精神的向上を果たした

人々は、高度に中央集権化された体制の中で周辺に追い

やられるようなことはなく、 指導的な役割を果たすこと

ができるでしょう。

世界コミュニティに暮らす私達は、科学知識と技術ノ
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society will start to evolve， both horizontally and 

frol1l the bottom l1p. 

To the extent that the present l1lanagers of large 

societies realize the il1lportance of this kind of hori-

zontal global awakening， the process will be expedit-

ed. Also， a progressive reclllction in the manufacture 

and llse of even conventional weapons of clestrllction 

will be achievecl. Cons1ll1lption of nonrenewable and 

environmentally clangerous energy reSOllrces ¥へ.rillalso 

be redllcecl 

The neecl for coercive instr1ll1lents of governl1lent 

will no longer exit. Thollsancls of self-governing COl1l-

l1l11nities will emerge on this planet. To a very large 

extent they will be self-sllstaining. They will live in 

harmony with nature. Every cllltural ancl sllbcllltural 

entJty ¥'札.rillbe preserved and add 111ster to society 

People who have mastered thel1lselves ancl are llplift 

ecl in spirit will be able to play a leacling role insteacl 

of being driven to the peripheries， as they are in highly 

centralized systems 

As a global cOl1ll1l11nity we have an extrel1lely 

aclvancecl body of scientific knowleclge ancl technologi-

cal know-how. Unwisely we have llsecl it to satisfy Ol1r 

animal instincts and sensllal desires. vVhen these 

powerflll instr11l1lents fell into the hands of selfish， 

greecly， crllel people who were able to capture powel 

llnder centralizecl systems， they devastat巴clnature， 

l1larginalized l1lillions of people who had no access to 

that l1l0clern knowleclge ancl technology， ancl wagecl 

two worlcl wars and hllnclrecls of sl1laller on巴s.On the 

other hand， as a global coml1l11nity， we still possess an 
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ウハウの極めて発達したシステムを有しています。私達

は愚かにもこれらを動物的な本能と五感の欲求を満たす

ために使ってきました。この強力な道具が中央集権体制

の中で権力を握る、 利己的で貧欲で残酷な人々の手中に

落ちた時、彼らは自然を荒廃させ、近代的な知識と技術

を入手するすべをもたない無数の人々を置き去りにし、

二度にわたる大戦と数多くの戦争を引き起こしました。

一方、世界コミュニティに暮らす私達には精神的科学知

識と技術の財産があります。私達は主にこの財産を自身

とその家族だけが来世あるいは天国においてより良い生

を得るためだりに使っています。今や科学技術と精神的

知慧を世界的な規模で結合させ、より高度で、より満ち足

りた、公正で、平和な世界コミュニティを建設しなりれば

ならない時がきたのです。

この記念すべき機会にこの厳かな集会において、私は

これまで述べたような人類社会を建設するため、我が固

と世界中の仲間と手を携え、さらに全力を尽くしサルボ

ダヤの奉仕を続げることに私の全生涯を捧げることを誓

います。と共に、この地球における神の国の一員として

ふさわしい存在になれるよう、自らの渇望と悪意と無知

を次第に減ずる努力を続けることにより、私自身の自己

実現の目標を懸命に追求していく所存です。

おしまいに、法句経より仏陀のお言葉で締めくくらせ

て頂きたいと思います。

“Arogya parama labha 

Santuththi paramam clhanam 

Vissasa parama nati 

Nibbanam paramam sukham" 

「健康は最高の利益であり 、

満足は最高の富であり、

信頼は最高の同胞であり、

j里繋 自由 は究極の幸福で、ある。」

皆様に三宝の恵みと天の守護がもたらされますよう

』こ /
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immense wealth of spiritl1al wisdom. 'vVe l1se this 

mostly in Ol1r own limited ways confined to Ol1rsεlves 

and our families， with a view to attaining a better life 

with the next birth or in heaven. Now the time has 

come when science and technology on the one hand 

and spiritual ¥ovisdom on the other have to be synthe 

sized on a global scale to build a nobler， more content， 

just， and peacef111 global community. 

On this memorable occasion 1 pledge before this 

august assembly that 1 shall devote the rest of my life 

with my colleagues in my cOl1ntry and around the 

world to continuing with greater dedication our Sar-

vodaya services to build sl1ch a society. At the same 

time， 九札lillvigorol1sly pursue my own goal of self-

realization by progressively trying to reduce my own 

craving， ill will， and ignorance， so that 1 will be a 

worthy member of the kingdom of Heaven on this 

planet earth 

May 1 concll1de with the Buddha's words from the 

Dhammapada: 

Arogya parama labha 

Santl1ththi paramam dhanam 

Vissasa parama nati 

N ibbanam paramam sukham. 

Good health is the greatest gain， 

Contentment is the greatest wealth， 

Trust is the greatest kinsman， 

Nirvana--freedom--is the ultimate happiness. 

May yOl1 enjoy the blessings of the Noble Triple 

Gem and the protection of the Devas. Thank you 

5守


