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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-
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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
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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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