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第 3ユニット報告（1）
アジアにおける多文化共生と国際化を考える

宮本　久義

　第３ユニットの宮本でございます。ちょうど今気が付いたんですけれど、今日のシンポジウムのチラシに「国際

化とは何をすることなのか」というテーマが真ん中に書いてあって、そこに非常に大きなクエスチョンマークが付

いています。これは国際化って言っているけれど、国際哲学研究センターは本当に何かやっているのかっていう、

たいへん挑戦的な質問が突き付けられている感じがします。今、沼田一郎先生が「外国に行ったり外国人を招いた

りすることが国際化ではないんだ」と言われましたが、 わが第３ユニットはそういうことをやっております。だか

ら本当にこのクエスチョンマークに真摯に答えなければならないと思っております。

　私たち第３ユニットは、多文化共生社会構築の基盤研究を課題にしております。取り組んでいる問題が大きく分

けて三つあり、アジアにおける諸宗教と多文化共生というのが一つ目の柱です。それからその中でちょっとイス

ラームを別立てで考えて、イランの研究者たちと好い関係が築かれつつあるので、イラン・イスラームにおける多

文化共生の問題としてもう一つの柱にしております。それからもう一つ、今日はお話しませんが、西洋哲学におけ

る共生の研究を行っています。例えば身体と精神とか、過去の思考法と現在のそれがどういうふうにして繋がって

いるのか。さらには、人間と自然との共生などを扱っています。今日は、この三つの課題のうち、私がアジアにお

ける諸宗教と多文化共生の問題、永井晋先生がイラン・イスラームにおける多文化共生の問題をお話します。

　まずインドとの関係をお話します。この国際哲学研究センターができる前、東洋大学共生思想研究センターとい

う所で 2006 年から５年間活動をしておりました。その間、2007 年 8 月にデリーのラール・バハードゥル・シャー

ストリー大学で International Seminar on the Sustainability and the Philosophy of Co-existence というテーマで

シンポジウムを開催しました（写真１）。

　サステイナビリティについての議論はあまり論じられませんでし

たが、共生については、インドにはそのような考えが古代からあっ

たと主張する見解が多くみられました。社会の調和が失われつつあ

る現在のグローバライゼーションの時代において、われわれは互い

の信頼醸成の難しさに直面しているといえますが、信頼の危機を除

去ないし回避できるのは共生を広めることによってでしかない、と

いう点で意見が一致しました。ただし、カースト制度との関係を質

問すると、なかにはこの制度は一般に誤解されているが職能による

役割分担であって差別ではないと答える人もいて、それをめぐって

激しい意見の応酬がありました。おそらく出席者の大半がバラモン

階級出身者であることを反映しているのだと思います。しかし逆に極端な意見でしたが、共生の思想はインドには

過去にもなかったし、現在もまったくないという意見もありました。この発表をした教授は、アウトカースト出身

者で、この教授の立場から見ればインド社会に共生の考えはないという意見は極めて妥当だと思います。しかしそ

の状況をどうしたら打破できるのかという方法までは、残念ながら議論されませんでした。インドでは共生のこと

を問題にする場合は、カーストは避けて通れない問題なのだということをあらためて実感した次第です。

　ある意味でこのときのシンポジウムは私にとって非常にいろいろなことを考えさせられるシンポジウムでした。

哲学や宗教の扱える範囲というものを越えているんだと。共に何かをしていこうというときには、頭の中だけでは

写真 1：インド・デリーにおけるシンポジウム（2007
年 8 月）
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なかなかうまくいかないんだということを考えさせられました。た

だもう一つは、現地に行って何かを見てくること、それから現地に

行ってその人たちと対話をすることで、例えば、「共生って何です

か？」と言うと、向こうは「あ、共生って知らないな。そんな言葉

は初めてだ」ということで何か考えてくれるわけです。そういうよ

うな種をまいてくることの大事さも学びました。

　次にお話しするのは、同じくインド関係ですが、2011 年 9 月に

当センター研究員の橋本泰元先生とリサーチアシスタントの三澤祐

嗣さんが、スィク教における多文化共生の現地調査を行ってきまし

た。開祖のナーナクは 15 世紀に生まれた人ですが、ヒンドゥー教

やイスラームと異なる道を示した人です。形式主義に陥った宗教を

否定して、良いところを残して悪いところには従わないという仕方

で、宗教改革のみならず、ある意味で社会改革も行いました。ただ

し、それがゆえにヒンドゥー教からもイスラームからも攻撃の対象

にされることもありました。写真２は北西インドのアムリトサルと

いう都市にある総本山のハルマンディル寺院、別名黄金寺院です

が、頭にかぶりものをすれば誰でも参拝できるし、無料で宿泊と食

事を受けることができます。スィク教の寺院には普通４つの方角そ

れぞれに門があって 4 階級全ての人に開かれています（写真３）。基本的にはカースト制度というものは認めてな

いわけです。宗教が原理主義的な考えに固着せずに、改革が可能であることを示している点で、スィク教の教義は

今後の多文化、多宗教共生を考える際にたいへん重要であると思います。

　３番目にブータンを取り上げたのは、日本にブータンの若い国王夫妻が来日したときに、国民総幸福度（GNH: 

The Gross National Happiness）というものが、非常に話題になりました。これは本当はどうなっているんだろう

というのが一つ大きな疑問だったんです。それからもう一つは、ブータンは自然環境に配慮した環境立国になって

いるけれど、それって本当にそうなのかということで、まず知らないことに関しては知っている専門家をお招きし

て話を聞いてみようということになりました。

　異なった分野の専門家お二人を順次お招きしてお話を聞きました。

　第１回目の研究会（2012 年 2 月）では、脇田道子さん（慶応大学）に、「辺境のツーリズム：ブータンの近代化

と牧畜民ブロクパのアイデンティティーの行方」というテーマで、お話していただきました。脇田さんによれば、

急速に進行するこの地域のツーリズム開発の結果、「伝統とモダニティ間の緊張」はこの地域においても例外なく

強まっているという。今後、ブータンの東端に住むブロクパが自文化見直しの方向へ動くのか、あるいは「一般の

ブータンの人びと」への同化に向かうのか、ブロクパ出身の教育を受けた「民族エリート」が新たな道を開くの

か、彼らの今後は注目に値する、と脇田さんは締めくくりました。ブータンは今、観光立国にもなりつつある。そ

ういうなかで、マイノリティーの人たちがどうやってツーリズムの嵐のなかでもまれつつ自分たちのアイデンティ

ティーを確立していくのか、実はこれは世界の国々がグローバライゼーションの嵐のなかで、それぞれ自分たちの

道を模索している状況と同じなんだといえると思います。

　第２回目の研究会（2012 年 7 月）では、宮本万里さん（国立民族学博物館）をお呼びしてお話を伺いました。

「ブータン、幸福社会という国づくり：国民の属性と境界画定のプロセスから」ということで、中国とインドとい

う二つの大国に挟まれながら、チベット仏教を国教とする主権国家として生き残るために、ブータンの為政者たち

がどのようにして現在のブータン像を作り上げていったのかを 3 期に分けて解説していただきました。1 期、2 期

はちょっと省略をして、第 3 期（1980 年代から 90 年代）に当たる頃から、ブータンはグローバルな環境主義の潮

流に呼応しつつ、自然環境保護への傾倒をみせはじめ、政府は「すべての生き物に対する憐れみ」を求める仏教の

思想を根拠としながら、自然を守り育てるブータン人という国民像を構築していった。これはブータンが環境主義

を中心にしますよというアピールで、これによって国際社会から非常に大きな金銭的援助を得ることができたん

写真 2：アムリトサルのスィク教寺院（黄金寺院）

写真 3：グルドワーラー内部（ゴーインドワル）
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です。

　ところがそもそもブータン政府が環境を守ると言ったその場所は、昔ブータンの国王が持っていたご領地、お狩

場なんです。そこをそのまま環境保護の対象としてしまった。そうしたら逆に国際社会から、環境保護政策を重視

していると、称賛されたわけです。ある意味で話がすり替えられてしまったわけです。それから、脇田さんも宮本

さんも幸福度については直接批判はなされなかったんですけども、やっぱり心の中ではそれはちょっとおかしいん

じゃないのというようなことも考えているんです。

　２回の研究会でいろいろ事前にお話を聞いたあとに、橋本泰元研究員、永井晋研究員、斎藤明客員研究員（東京

大学）、井上忠男客員研究員（日本赤十字学園）、堀内俊郎研究助手、三澤祐嗣 RA と私の、合わせて 7 名で 8 月に

ブータンに行って研究集会をもちました（写真４）。「現代社会におけるブータン仏教」、「国民総幸福度に対する仏

教の貢献」、「アジアにおける仏教の役割」を調査テーマに掲げて、ブータン仏教界の重鎮ロペン・ゲンボ・ドルジ

師にお話を伺ってきました。師は中央僧団事務局長となっていますが、実際の宗務総長かナンバー 2 ぐらいに当た

る人だと思います。師の考えは、『国際哲学研究』２号に掲載されているので、詳細はそちらに譲りますが、周回

遅れのトップランナーというのが私の考えたブータン像なんです。国際社会からは何周も遅れているわけです。と

ころが結果的に環境問題だとか幸福度だとかというような話題性のある問題で、国際的に注目を浴びているわけで

す。でもそれってまだまだ限界があるわけです。王政という擬制のなかで、王様がうまくやっているときはいいか

もしれないけれども、隣国のネパールで王政が崩壊した例もあるとおり、仏教を基礎としつつも実情を反映してい

ない国民総幸福度や無理のある環境主義という政治的キャンペーンのなかで、国民が主体的に多文化共生などの問

題に取り組む姿勢はまだまだ見えてこないと感じられました。こういうのは行ってみて初めて分かるなっていう気

はしました。

　４番目は、人口の約９割が仏教徒であるミャンマーに、2013 年 3 月に私と渡辺章悟研究員と井上忠男客員研究

員と３人で、多文化共生現地調査に行きました。主として、仏教の瞑想センターというものがどういう機能をして

写真 4：ブータン研究集会（2012 年 8 月） 写真 5：ブータン国立僧侶学校の訪問

写真 7：タクツァン僧院（ブータン最大の聖
地で、険しい山岳地帯にある。伝説ではパ
ドマサンバヴァが空を飛んで現れこの僧院
を開いたという。）

写真 6：タシチョ・ゾン（官公庁兼ブータン仏教界の
総本山）
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いるのかということで、そこを中心としてヤンゴンとマンダレーに

あるいくつかの瞑想センターをまわってきました（写真８）。

　非常に面白いと思ったのは、日本の禅宗の僧堂あるいは坐禅堂は

非常に静謐な空間で、坐禅を組む人はかなり厳しい規則に従うわけ

ですが、ミャンマーでは、もちろんここも静謐な空間であることに

は変わりありませんが、疲れたら自由に出入りしてよろしい（写真

９）。それから普通にプラスチックのイスとかもゴロゴロ置いてあ

るんです。子どもや、何か楽にしたい人はそこに座って構わない。

全員が全員、結跏趺坐をしたり、あるいはそれに類するようなきつ

い姿勢をしなくてもいいんだと。とにかく時間があったらやってき

て、そうして人に迷惑を掛けないように座って、そしてそこからま

た立ち去っていく。これが今、世界的に非常に受けているんです。

現代はネット社会ですから、世界のあちこちからネットで申し込み

をして、１カ月とか２カ月とか３カ月とか、ここに瞑想しに来るん

です。この修行法はヴィパッサナーと呼ばれるもので、ヨーガや禅

と共通しています。今後、瞑想という極めて平和的な修行方法が多

文化・多宗教社会に

おいてどのような意

味や役割を持ってい

るのかを検証していきたいと考えています。それから、ミャンマー

民主化のシンボル的な存在であるアウン・サン・スーチーさんの元

コックさんのモエ・リン氏（写真 10）にお会いすることができま

した。彼は通算何年も牢獄の中に居て、その人生を『アップ・ク

ローズ』という本にまとめました。現在、隣国のタイが政治的に不

安定な状態にあるので、相対的にミャンマーが安全だということ

で、旅行者が大挙して訪れていますが、本当の平和はまだまだ先の

ことだと感じられました。

　最後になりますが、2014 年 8 月に渡辺章悟研究員、堀内俊郎研

究助手、それに私の３人でオーストリアを訪れました。第 3 ユニッ

トでは、海外の研究者を東洋大学に招聘したら、その次にはこちら

から向こうへ行って対話をする機会を作ろうということで、できる

だけ実践してきました。インスブルック大学（写真 11）では、「多

文化共生社会に向けて－宗教・思想に何ができるか？」というテー

マで研究集会（写真 12）を開き、以前日本に招聘したソーニーご

夫妻に研究発表をしていただきました。奥様のルイットガード・

ソーニー博士の発表「間文化的な文脈における物語の重要性」は、

仏教に由来する菩薩の物語が、多くの変遷を伴いながらキリスト教

の聖者として受容され、カトリック教会の儀礼の中にも取り入れら

れ、祭日にもなるほど重視されて礼拝されていった事例を提示し、

物語が宗教・文化の垣根を越えることを鮮やかに示してくれまし

た。ジャヤンドラ・ソーニー博士（インスブルック大学講師）は、

「非暴力と間文化的対話におけるその役割」と題して、古典インド

の聖典『チャラカサンヒター』では討論において従うべき決まりを

設けており、また、ジャイナ教では思想における暴力も避けるべき

写真 9：ミャンマー：瞑想センター内部

写真 8：ミャンマー：瞑想センター事務局長と

写真 10：モエ・リン氏（スーチー女史の元コック）

写真 11：オーストリア：インスブルック大学校舎

写真 12：オーストリア：インスブルック大学研究集
会
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とされていることを指摘し、ジャイナ教では討論における行いの決まりが、生活における行いの決まりにまで引き

上げられていることを指摘するという内容でした。インドには複数の哲学学派や宗派がありますが、それらの間で

活発に討論がなされることで学問が発達してきました。あるときには 180 度異なるような学説の対立があったわけ

ですが、そこで殺し合いに至るような戦いはしなかった。なぜならばそこでいろいろなルールを作ってきたからで

す。討論のルールを作って、それを実際の生活レベルの規則にしていく。例えば人を殺すな（不殺生）とか、そう

いうものが基礎になり周知されることで、だから対話をすることが重要なんだという考えが浸透していったわけで

す。ジャイナ教が寛容な宗教であることがよく理解され、多文化共生社会構築のヒントが得られる発表でありまし

た。

　日本側からは、私と渡辺章悟研究員が発表をしました。私は、「ヒンドゥー教における個人と社会」というちょっ

と大きなテーマですが、もともとヒンドゥー教あるいは仏教には共生という考えはほとんど見られず、むしろ個人

の救済が主な関心事である。それが近代になって国際社会に触れるようになって、ボランティアだとかいろんな概

念が出てきて、それを宗教のなかに組み込むようになったというようなお話をしました。それから渡辺先生は慈

悲、あるいは憐れみというお話をしました。

　オーストリアでのもう一つの目的は、ウィーン大学で開催された第 17 回国際仏教学会に参加することでした。

ここでは堀内研究助手が、「『楞伽経』における外教批判―仏教的観点からの多文化共生哲学の構築に向けて」とい

うテーマで発表しました（写真 13）。一神教的な抑圧や征服ではなく、さらには近年はやりの妥協や融和でもなく、

それぞれがそれぞれの場所を保ちながら、他に干渉したり害したり

しないことによる共存、今西錦司のいう「棲み分け」という発想が

共生を考える際に重要なのではないかという。魚が上流や中流に棲

み分けているように、さまざまな考えを持った人々が、「思想的棲

み分け」をすることが大事である。それこそが、『楞伽経』の一節

から学びうる多文化・多宗教の共生の智慧として提示できるのでは

ないか、という趣旨の発表でした。

　これは非常に面白い観点で、私は多文化共生の方法論の一つとい

うのが対話、飽くなき対話で、それが一つだとすれば、その対話が

通じないとき、あるいは対話は通じるけどもやっぱり棲み分けてい

こうよという、これも一つの方法論だと思うんです。そういう意味

でもう少しこれを精査して考えていければいいなというふうに思い

ます。

　最後にひとつ、現地に行かなきゃ分からないということを付け加

えておきます。帰国の日に空港に行こうとしたら４時間半ぐらいの

遅れがあるとわかったので、ウィーン中央墓地に行きました。ここ

はベートーヴェンのお墓だとかがある有名な墓地で、私も 30 年ぐ

らい前に行ったんですが、今回入り口の案内板の一部にちょっとし

た発見をしたんです。ここにはカトリックの墓地のほかに福音派や

ユダヤ教の墓地、さらにはイスラム教徒、それからムスリム系エジ

プト人、モルモン教徒、それから仏教徒の墓地まであるんです（写

真 14、15）。いつ頃からこのように多くの宗教の信者に場所が与え

られ始めたかはわかりませんが、仏教徒の場所を見に行ったら、ま

だそれほど多くの墓石はなかったので、比較的新しく振り分けられ

たのだと思います。ウィーン郊外の墓地でこんな形で大げさに言え

ば多文化共生というのが、あるいは棲み分けといってもいいです

が、行われているんだと、本当に驚きました。私はアジアのほうを

中心に見てきて、多文化共生は非常に難しいなと常々思っていまし

写真 13：オーストリア：国際仏教学会（ウイーン大
学）

写真 14：ウィーン中央墓地

写真 15：ウィーン中央墓地（拡大図）



28 全体シンポジウム「国際化とは何をすることなのか～東洋大学国際哲学研究センターの「これまでとこれから」～」

たが、ヨーロッパのほうでは実はかなり昔からこういうことに対しては配慮してきたのかなというようなことが

行って初めて分かりました。

　時間がなくなりましたが、国際化とは何をすることなのかということで、それだけ一言お話させていただきま

す。国際化とは、私が考えるに地球的な規模で物事の本質を探り、地球的規模で考えようということです。地球的

規模で物事の本質を把握し、声高のイデオロギーに屈することなく、これは今「イスラーム国」だとかいろんな

人々が言っていますけども、そういうイデオロギー的なものに屈してはいけない。なおかつ哲学のできること、宗

教のできることの限界を見据えて、共に生きることのできる社会を模索すること。これが私の考えている、国際化

とは何をすることなのかということです。

　本日のシンポジウムのテーマは、「国際化とは何をすることなのか」ですが、副題に、「これまでとこれから」と

あります。「これまで」とは、いろんな文化を見たときに、その文化がどうやってできて、どうやって受け継がれ

て、どうやって変わって、そして今どのようになっているのかと、起承転結を分析することです。そして「これか

ら」というのは、これは仏教で言う苦集滅道だと私は思うんです。まず苦に気付くこと、つまり問題点を見つける

ことです。問題点があったら、どうしてそのような問題点があるのか、そしてその問題点に対しては解決方法があ

るんだと、対話だとか棲み分けだとかいろいろな方法で、提言できるならば問題はなくなるだろうと。これを今後

の展望としたいと思います。ちょっと時間が長くなりましたけれども、終わりにさせていただきます。どうもご清

聴ありがとうございました。
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