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１ 国際理解教育と平和教育 

 日本で言われている「国際理解教育」は、ユネスコの「国際教育勧告」（1974）に見るとおり、本来、「国

際教育」または「地球市民教育」と呼ばれるべきものである（詳しくは寺島1999を参照）。それはともか

く、「国際理解教育」が「平和」と「人権」を二つの大きな柱に据えていることは疑いない。その証拠に、

ユネスコは上記の「勧告」をさらに具体化するために、1991年に「国際教育に関するカリキュラム・教科

書・他の教材の、開発・評価・改訂のための、指針と基準」、いわゆる「国際教育指針」を出し、「国際教

育」について再度，次のようにまとめなおしている。 

 1974年の「国際理解，国際協力，平和のための教育並びに人権及び基本的自由に関する教育に関する勧告」

を通してユネスコは、異なる社会的・政治的制度をもつ人々と国家の間の友好関係の原則に基づき，人権と基

本的自由を尊重する観点に立って，「国際教育」と呼ばれる分割できない一つの全体を構成するものとして，

国際理解と国際協力と平和を考察してきた。勧告には,「教育は人頽の存続と幸福に影響を及ぼしている主要

な問題を絶え間なく悪化させる諸条件一不平等，不正義，力の行使に基づく国際関係一の根絶と,その解決に

適切に役立つ国際協力の方法の2つに方向づけられるべきであること」が含まれている。 

 つまり「国際教育勧告」では、「国際教育」と呼ばれる分割できない一つの全体を構成するものとして、

まず「国際理解，国際協力，平和のための教育」「人権及び基本的自由に関する教育」の2つの教育を押さ

えた上で、さらに次の2つの方向を提起しているのである。 

① 人頽の存続と幸福に影響を及ぼしている主要な問題を絶え間なく悪化させる諸条件（不平等，不正義，力

の行使に基づく国際関係）の根絶 

② その解決に適切に役立つ国際協力の方法 

 上記の指針を踏まえて、さらに国連は1997年11月に国連総会決議として西暦2000年を「平和の文化、

国際年」と定めた。また2001年から10年間を「世界の子どもたちのための、平和と非暴力の10年」とす

ることも翌年1998年の国連総会で決議している。＜註１＞ 

 それにもかかわらず、1999年にはコソボ問題をめぐってＮＡＴＯ軍による空爆が行なわれ、東チモール

ではインドネシア軍が民兵を組織し、独立派住民を殺薮するという事態が進行した。しかし、このような

ことを放置しているインドネシア政府に対して日本政府は抗議もしないし財政援助も打ち切ろうとしなか

った。これが「平和の文化、国際牛」を迎える現在の状況である。（寺島2000） 

 しかし、だからこそ「国際理解教育」の必要性が高まっているとも言えるのである。「平和の文化」とい

う概念を推し進めてきたユネスコも1998年８月にパリで高等教育世界会議を開いたが、国際大学学長協会

はそこで平和の文化を推進するために大学の果たす役割について以下の５点を提起している。 

（1）戦争と暴力の文化を平和の文化へと転換させるために、平和教育のパラダイムを新しい平和のパラダイ

ムに対応させて発展させるか。冷戦時代に培われた観念を転換し、大学で効果的な平和教育をおこなうために

どうしたらよいか。 
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（2）大学の研究・訓練・社会的役割を通して、高等教育固有の貢献の仕方で、平和の文化を発展させるには

どうしたらよいか。 

（3）正規の授業と、それ以外での平和教育の役割の問題がある。平和の文化を促進するために、大学関係者

だけでなく理論的指導者や政治家や大学の外の教育者とどう協力関係を作っていくか。 

（4）平和の文化を推進するために大学で、インターネットなどの情報技術をどう活用するか。 

（5）大学間の協力関係とネットワークをどう作っていくか。（伊藤武彦1999:7） 

 だとすれば研究者は単に平和学をどのように構築していくかの理論的研究だけでなく、大学で平和教育

をどのように進めていくか実践的研究も求められているといえよう。私は1994年以来、大学における共通

教育「ロックで学ぶ人権・環境・平和」の授業で、一貫してこの問題を追及してきた。また1998年から開

講している教育学部の専門科目「国際理解教育論」でも同じ問題を追求して来た。前者の講義は「人権」

（とりわけ「世界人権宣言」）に焦点をあて、それと「環境」「平和」の関連を探ろうとするものであった

が、後者は逆に「平和」の問題に焦点をあて、それと「人権」「環境」との関連を探ろうとしたものである。

前者については既に寺島（2000）として公刊されているので、この小論では後者について報告し、ユネス

コの提起する「平和の文化」の創造と「平和教育」の前進に少しでも寄与したいと考える。 

 

２ 平和教育と戦争教育の相互間係 

 第２次大戦におけるユダヤ人の大虐殺、ベトナム戦争におけるソンミ村の虐殺、湾岸戦争・コソボ紛争

における非軍事地域へ爆撃などを見れば分かるように、戦争はしばしば国際法を踏みにじり深刻な人権侵

害を引さ起こしてきた。またベトナム戦争における枯葉剤の散布、湾岸戦争おける油田破壊に典型的に見

られるように深刻な環境破壊をも引き起こしてきた。 

 しかし戦争の本当の問題は弱者や敗者の側の人権侵害・環境破壊だけでなく、強者や勝者の側にも人権

侵害・環境破壊をも引き起こすことにある。たとえばベトナム戦争の場合、枯葉剤は「勝者」とされるベ

トナムの森林とベトナム人の健康を破壊しただけでなく、枯葉剤を散布したアメリカ兵士たちの健康をも

破壊していたのである。にも関わらずアメリカ政府はこの事実をなかなか認めようとしなかった。＜註２

＞ 

 これは湾岸戦争の場合も同様であった。湾岸戦争は油田破壊による深刻な大気汚染・海洋汚染をもたら

しただけでなく、この戦争の「勝者」であったアメリカ兵士の間に「湾岸戦争症候群」と呼ばれる病気を

引き起こした。しかし、このときもアメリカ政府は「湾岸戦争症候群」の存在を認めようとせず、多くの

兵士が不治の病との孤独な闘いを強いられることになった。このように戦争はしばしば強者・勝者の内部

に弱者・敗者をつくりだす構造になっている。 

 戦争は逆に弱者・敗者の内部に強者・勝者を作り出す場合もある。たとえば日本はアジア・太平洋戦争

で敗北したが、「勝者」であるアメリカは細菌戦部隊７３１の責任者を細菌戦情報と引き換えに免罪し、そ

のおかげで彼らは戦後の日本医学界の重鎮、ミドリ十字などの薬剤会社の経営者となり、強者・勝者に転

じた。政界でも冷戦という状況の中でアメリカはソ連と対抗するため本来は戦犯とするべき人物の多くを

免罪し、それが日本の戦争責任をあいまいにし、今日の従軍慰安婦問題の種を播くことになったのである。

＜註３＞ 

 平和教育は単に「戦争は悪いもの」と教えるだけでは、余りに当然過ぎて誰の心をも動かさず誰の頭を

も鍛えることにならない。そうではなく、次のような、戦争のもつ多面的な問題を提起してこそ、平和を

推進するために何が必要かを深く考えさせることになる。このような問題提起をしてこそ、同じ敗戦国で

あるにもかかわらず、なぜ日本と違ってドイツが自らの戦争責任を明確にし、戦後補償にも積極的なのか

が見えてくるのである。 

（1）戦争はしばしば人権と環境を同時に破壊する。 

（2）人権の侵害・破壊はしばしば強者・勝者にも及ぶ。 

（3）戦争は時には逆に弱者・敗者のなかに人権・民主主義を無視した強者・強者を作り出す。 

 では、このような戦争のもつ多面的な性格・矛盾を明らかにしていく授業をどのように創っていけばよ

いのか、どのような教材をどんな順番に配置していくか、が次に問題となる。先の「国際教育指針」も「国

際教育は以下のような教授と学習へのアプローチを要請する」として次の7項目をあげている。 

a. （国際教育における）態度と価値の目標は一定の認知的、知覚的能力を高めることによって達成されると

いってよい。活動には、ロール・プレイング、共感の表現、鍵となる原理のモデル化、これらの原理の慎重
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で一貫した適用、人々のふれあい、道徳的発達のより高いレベルヘの向上を促す学習環境の提供などを含む

だろう。 

b.  国際教育で用いられる方法とそのメッセージの間の一貫性は絶対に必要である。学校の教育環境と教

授・学習過程は平和・協力・正義・人権・生態系の持続可能性という目標に合致していなくてはならない。 

c.  教授・学習過程は教師と生徒間、教室における生徒間の協力の実践を促進する。 

d.  行動的で過程を重視する教授・学習法は、生徒を常に、問題と関心事の調査から解決の策定へと巻き込

む。 

e.  論争的問題はあらゆる観点から批判的分析を通して研究され、独断と価値相対主義を排して考察される。

オルターナティブな視点と論拠を評価することにおいて、学生は研究の領域を広げたり思考のスキルを練習

したり向上させたりし、自分白身の価値を発見し意見を明確にするだろう。  

f.  学習経験は個々人の行動変化を通して、特に地域レベルにおける積極的な参加と社会的行動を通して問

題の解決に学習者を熱中させていくよう方向づけられる。 

g. 教育内容の構成と教授法は学習者の様々な年齢、能力、学習要求と関心に合致するものであること。 

  また既に述べたように、ユネスコ高等教育世界会議でも、「大学の研究・訓練・社会的役割を通して高等

教育固有の貢献の仕方で、平和の文化を発展させるにはどうしたらよいか」「平和の文化を推進するために

大学で、インターネットなどの情報技術をどう活用するか」などの問題提起をしている。そこで以上のよ

うな観点に立って自分の授業を見なおした場合、どのような成果と課題が見えてくるか。以下、項を改め

て，この点について考察してみたい。 

 なぜなら、このような検討を加えることは、従来「研究」のみに比重がおかれてきた大学教育を再考し、

「教育」にも大学教育にふさわしい地位を与えることに少しでも貢献できるのではないかと考えるからで

ある。このことは，「未来の教師を育てること」「教師の再教育をすること」を任務とする教育学部におい

て、とりわけ急務であると思われる。自らの授業を省みることなく、他者の授業のみを評価し指導するこ

とは、天に唾する行為に等しいからである。逆に自らの授業を通して理論化された教育学は指導される相

手に深い説得力を持つに違いない。（寺島1999a） 

 

３ 暴力・戦争と消極的平和・積極的平和 

 先に紹介したように、「国際教育指針」は「国際教育は以下のような教授と学習へのアプローチを要請す

る」として、その項目の一つに「教育内容の構成と教授法は学習者の様々な年齢、能力、学習要求と関心

に合致するものであること」を挙げている。これは授業をするものにとっては常識的知識であろう。しか

し「知っていること」と「実行すること」はまったく違う。 

 たとえば「平和」を教えるとは何を教えることなのか。平和教育は既に述べたように、単に「戦争は悪

いもの」と教えるだけでは、余りに当然過ぎて誰の心をも動かさず誰の頭をも鍛えることにならない。で

は「平和」そのものをどう教えるのか。それは可能か。それを「学習者の様々な年齢、能力、学習要求と

関心に合致させる」とはどうすることなのか。 

 このように考えると、「教育内容の構成と教授法は学習者の様々な年齢、能力、学習要求と関心に合致す

るものであること」という要請は、これだけでも並大抵のものでないことはすぐ分かるはずである。では

「国際教育指針」はこの問題についてどのように考えているのか。｢指針｣は「カリキュラム、教科書、他

の教育的資料において記述する方法を改善していくため」国際教育の「目標」は「知識、態度、価値、ス

キルの観点から表現される」「（この）４つの次元のすべてが、国際理解、国際協力、平和、人権の諸原則

を総合的に推進していくために必要である」と述べ、その上で「知識」をさらに７項目に分けて提示して

いる。(下線は寺島) 

（ａ）人々の平等：学習者は、すべての人民の平等とすべての人民の生存と自由と自決への権利に関する信念

を支える平等と民主主義の原理について理解を発展させなければらない。 

（ｂ）平和の維持：学習者は、消極的平和と積極的平和の特徴、戦争の異なる類型とそれらの原因と結果、諸

国家間の経済的、文化的、政治的関係の重要性、平和の維持における国際法と集団的安全保障の重要性につい

て理解を発展させなければならない。 

（ｃ）人権：学習者は、地域、国民、地球共同社会の市民としての権利と責任、差別の撤廃の必要性および、

諸原因から生じる人権侵害その他の脅威についての理解を発展させなければならない。 

（ｄ）発展：学習者は、持続可能な開発および貧困と社会的不正義の克服という利益にもとづいて、経済成長
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と社会発展の間のバランスの必要性についての理解を発達させなければならない。 

（ｅ）環境：学習者は、生態学的バランスや環境破壊の結果の重要性と持続可能な開発の過程を通して経済成

長と環境保全のバランスの重要性の理解を発達させなければならない。 

（ｆ）国際理解と人類の文化遺産：学習者は、文化的多様性、人類文化の普遍性、さらに生活の質を向上させ、

世界的協力と平和に貢献する文化的遺産と伝統について理解を発達させなければならない。 

（ｇ）国連機構：学習者は、国連の役割と手続、世界の諸問題解決への国連の努力、国連の活動の強化と促進

のための様々な方法について理解を発達させなければならない。 

 上記の項目中、「平和の維持」を見て、まず第1に分かることは、｢平和｣には「消極的平和」と「積極的

平和」があることである。この「消極的平和」と「積極的平和」が、下記のガルトゥング(1991) の有名な

定義からきていることを知れば、「平和」そのものを教えることがいかに難しいか、｢平和｣を教えるために

は「暴力」の研究から出発せざるを得ないことが分かるはずである。 

消極的平和：個人的・直接的暴力の不在 

積極的平和：構造的・間接的暴力の不在 

 ところで、ガルトゥングの言うように｢暴力｣には「個人的・直接的暴力」と｢構造的・間接的暴力｣とが

あるとして、では｢戦争｣と「暴力」とはどんな関係にあるのだろうか。上記｢知識｣における「戦争の異な

る類型」と「それらの原因と結果」は「個人的・直接的暴力」｢構造的・間接的暴力｣の分類とどんな関係

にあるのだろうか。この点についてガルトゥング（1991）は詳しく述べていない。彼は「個人的肉体的暴

力の類型」として次のような表を載せているだけである。 

 

個人的肉体的暴力の類型 

肉体的破壊を目的とする 生理的破壊を目的とする 

１ つぶす（殴り合い、石ゆみ） 

２ 裂く（絞首、引き裂く、切断） 

３ 突き刺す（ナイフ、槍、弾丸) 

４ 焼く（放火、火炎放射） 

５ 毒を混ぜる（水中、食物、ガス) 

６ 消滅させる（核爆発） 

 

 

１ 空気の拒否(窒息、絞首) 

２ 水の拒否（脱水） 

３ 食糧の拒否（包囲・封鎖による餓死） 

４ 移動の自由の拒否 

４－１ 身体の拘束(鎖、ガス) 

４－２ 空間の制限（監禁、拘留、追放） 

４－３ 脳の制御（神経ガス、「洗脳」） 

 

 

 しかし｢戦争｣というものが、「国家」の組織する「軍隊」が「兵器」という｢道具｣を使っておこなう「直

接的肉体的暴力」であることは明瞭である。とすると、「戦争」を暴力行使の際に使用する強力な「道具」、

すなわち「爆弾」という観点から分類すると、次の表のようになる。 

 

「爆弾」という「兵器」からみた戦争の類型 

肉体的破壊の目的 爆弾のレベル 

１ つぶす 

２ 裂く 

３ 突き刺す 

４ 焼く 

５ 毒を混ぜる 

６ 消滅させる 

１ 普通の爆弾（つぶす＋裂く） 

２ 散弾（つぶす＋裂く＋突き刺す） 

３ 焼夷弾（つぶす＋裂く＋突き刺す＋焼く） 

４ 生物・化学爆弾（つぶす＋裂く＋突き刺す＋焼く＋毒・ガスを混ぜる） 

５ 核爆弾（（つぶす＋裂く＋突き刺す＋焼く＋毒・ガスを混ぜる＋消滅させる） 

 

 しかし、このように｢兵器｣という観点から戦争を類型化してみても、平和を維持・推進させるための学

習に役立つとは思えない。なぜなら、このような類型化は、国際法上、どのような兵器を禁止すべきかを

考えるときの基準にはなっても、「戦争と諸国家間の経済的・文化的・政治的関係」を明かにし、「戦争の

原因と結果」を解明する手助けにはならないからである。では「平和を維持・推進させるための学習」に

とって、どのような類型化が良いのだろうか。以下、この点について項を改めて考えてみたい。＜註４＞ 

 

４ 中心国・周辺国と中心部・周辺部 

 以上のことから「戦争」とは「国家と国家の間における直接的暴力の行使」、｢紛争｣とは｢国家の内部で
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の、民族と民族の間（あるいは宗教と宗教の間など）における直接的暴力の行使｣であると定義できそうで

ある。また戦争にも「侵略戦争」「干渉戦争」｢自衛のための戦争｣「独立のための戦争」など、いろいろ「異

なる類型」があること、また「それらの原因と結果」を知るためには、「諸国家間の経済的・文化的・政治

的関係」をも学ばねばならないことが分かってくる。 

 まず第1に「戦争の類型」であるが、ベトナム戦争のように、いまでは「独立戦争」であったことは明

白になっている戦争でさえ、当時は「共産主義の間接侵略」に対する「自衛のための戦争」だとアメリカ

民衆には真面目に信じられていた（あるいは「信じさせられていた」）戦いもある。皮肉なことに、当のア

メリカ自身が、かってはイギリスからの独立戦争を闘ったにもかかわらず、ベトナム戦争では、そのこと

を認識できなかった。 

 他方、そのアメリカ独立の闘いを尊敬して、当時の北ベトナム首相ホーチミンはベトナムの独立宣言を

わざわざアメリカの独立宣言文から引用している。ベトナム戦争は、かってのアメリカが、戦いを通じて

イギリスから独立を勝ち取ったと同じように、最初はフランスからの「独立戦争」であった。しかし、多

くのベトナム人にとって、ベトナム戦争は同時に、アメリカの南北戦争と同じく、北と南の「内戦」(civil 

war)でもあっただけでなく、フランスからの独立をアメリカが干渉した「干渉戦争」だと受け止められて

いる。＜註５＞ 

 このように、「独立戦争」であると同時に「内戦」であり、それは同時に相手からの「干渉戦争」であり、

相手にとっては「自衛戦争」だと受け止められている戦争が実際に存在するのである。このように戦争の

類型は簡単なようで実は一筋縄ではいかない複雑性を秘めている。これはヒトラーによる「侵略戦争」と

して今では明白になっている戦争でも同じである。第1次世界大戦による戦勝国が戦敗国であるドイツに

法外な賠償金を要求し（これは国家による「間接的暴力」である）、それへの反発がドイツの選挙でヒトラ

ーを首相へと浮上させたとすると、単にドイツやヒトラーだけを責めるわけには行かなくならからである。 

 このような戦勝国による法外な賠償金や領土の割譲は、イギリスによる香港支配に典型的に見ることが

出来る。イギリスは阿片（麻薬）を中国に売りつけ、それを中国が拒否すると武力で屈服させただけでな

く、法外な賠償金と香港を手に入れたのである。しかしイラクのフセイン大統領がクエートに進攻したこ

とは非難されても、イギリスの取った処置が国際法上、問題として取り上げられたことはない。同じよう

に、同じ中東で、近くのイスラエルという国がパレスチナに進攻して領土を拡大していても、アメリカや

多国籍軍ががイスラエルという国を爆撃したことはない。このように戦争の類型と性格は複雑怪奇である。

＜註６＞ 

 また、どんな「侵略戦争」も、みずから「侵略」を公言して行なわれたことはない。ベトナム戦争も、

今となっては、太平洋を隔てたアジアの小国に対する明確な「侵略戦争」「干渉戦争」であったにもかかわ

らず、既に見たように、それはアメリカにとっては「自衛の戦争」であった。中国その他への進攻がアジ

アへの「侵略戦争」であったことは明白であるにもかかわらず、最近の日本でも、それを「自衛の戦争」

だったとする論調が急速に強まってきている。だとすれば、「国際教育指針」の言うように、戦争には「異

なる類型」があり、「それらの原因と結果」を知るために「諸国家間の経済的・文化的・政治的関係」を教

えねばならないとしても、私たちは何を教材として、どのように教えればよいのだろうか。 

 この点を考察するにあたって大いに参考になるのが、既に紹介したガルトゥング（1991）である。彼は

前掲書の中で、世界を「中心国」と「周辺国」に分け、その各々が「中心部」と「周辺部」が分かれてい

るとするモデルを使いながら、次の結論を引き出している。（第2章「帝国主義の構造理論」第４節「帝国

主義のメカニズム」） 

１ 周辺国内部の垂直的分業、とりわけ周辺国における高度の不平等たとえばコミュニケーション手段への

アクセスにおける不平等）および周辺国内の利益不調和によってもたらされる周辺国周辺部（pP)の全般的貧

困化。 

２ 周辺国内部の封建構造により周辺国周辺部（pP)の相互作用・動員および組織化が阻害される。 

３ とりわけ破壊および交通手段における垂直分業によりもたらされる周辺国の全般的貧困化。 

４ 国家間の封建的相互作用構造により、周辺国の相互作用・動員および組織化が阻害される。 

a.  同一の中心国に「属している」他の周辺国との相互作用は困難となる。 

b.  他の中心国に「属している」周辺国との相互作用はよりいっそう困難となる。 

５ 周辺国の周辺部にとって相互作用・動員および組織化を行なうことが、 

a. １および２のために国内的に、 
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b. ３および４のために国際的に、困難となる。 

c. さらにくわえて、周辺国の中心部があらゆる面で国際的相互作用を独占しており、周辺部の利益と

なるように中心部が相互作用をいとなむことは期待できないから、このような相互作用・動員および組

織化がさらに困難となる。 

６ 利益不調和のため、周辺国周辺部（pP）は中心国周辺部(pC)、中心国中心部(cC)のいずれにたいしても

力をもたない。（1991：96‐97） 

 

（図、略） 

 

 ガルトゥングは上記６項目を挙げた後で、最後に次のように結論づけている。 

 明らかに、国内および国家間の帝国主義のメカニズムがより完全に作動すればするほど、あからさまな抑圧

機構はそれだけ不必要になり、全人口中に中心部集団が占める割合はそれだけ小さくても良くなる。不完全で

効果的でない帝国主義だけが武器を必要とするのであって、経験豊かな帝国主義は直接的暴力よりもむしろ構

造的暴力に依拠する。（1991:97） 

 これを見れば、周辺国（発展途上国）の「中心部」が、中心国（先進国）の「中心部」と結びついたり、

「中心国」の傀儡政権となり、いかに腐敗していくか、逆に、それと闘い、独立や民主化を勝ち取ること

がいかに困難かが、はっきりと見えてくるはずである。 

 その証拠に、ベトナム戦争では、1975年にアメリカ（中心国１）が全面撤退するまで、南ベトナムのサ

イゴン（周辺国中心部）では、いくつもの傀儡政権が挿げ替えられ、フランス（中心国２）から引き継い

だアメリカによる「干渉戦争」を終結させるのに20年近くもかかっている。それ以前の、第2次大戦直後

からのフランスとの「独立戦争」を含めると、ベトナムは独立を勝ち取るために30年を要しているのであ

る。 

 しかし上記の「不完全で効果的でない帝国主義だけが武器を必要とするのであって、経験豊かな帝国主

義は直接的暴力よりもむしろ構造的暴力に依拠する」というガルトゥングの説によれば、アメリカ（中心

国）はベトナム（周辺国１）に関しては「不完全で効果的でない帝国主義」だったようである。他方、フ

ィリピン（周辺国２）やインドネシア（周辺国３）に対しては「経験豊かな帝国主義」であった。なぜな

ら同じアメリカの「周辺国」であったフィリピンやインドネシアは独裁者マルコスや独裁者スハルトが退

陣するまで（あるいは退陣した後も）アメリカと武器を持って戦うことはなかったからである。 

 だとすると、平和教育は「戦争の類型」「戦争の原因と結果」を学ぶことだけに終始してはならないこと

になる。なぜなら、表面的には戦争行為がなくても、それは「構造的暴力」が貫徹した結果であり、「武力

による、あからさまな抑圧機構がそれだけ不必要になった結果」だとも考えられるからである。もし平和

教育が「消極低平和」だけでなく、「積極的平和」をも視野に入れた教育をめざすのであれば、「構造的暴

力」が貫徹した状況、すなわち「国内および国家間の帝国主義のメカニズムがより完全に作動すればする

ほど、あからさまな抑圧機構はそれだけ不必要になり」、その結果、「戦争のない状態になった状況」こそ、

平和教育の対象として見据えなければならないかもしれないからである。 

 既に紹介したとおり、「国際教育指針」（1991）では、国際教育の目標」「知識、態度、価値、スキルの、

４つの観点から表現される」と述べられ、「知識」が「諸人民の平等，平和維持，人権、発展、環境，人類

の文化遺産，国連機構」の７項目に分けて提示されているが（下線は寺島）、さらに「指針」では、この「平

和維持」について学ぶべき項目として次の7項目が詳述されている。これを見ると、「指針」においても「消

極的平和」「積極的平和」の概念を平和教育の大きな柱の一つに位置付けていることが再度、確認できるは

ずである。＜註７＞ 

（ａ）平和についての個人的視点：個人・家族・地域・国・地域圏・国際の各レベルにおいて、人々が平和の

うちに生きることのできる方法を探す提案が提供されていること。 

（ｂ）積極的平和：地域・国・地域圏・地球的な規模のそれぞれの条件における具体例を使って、消極的平和

と積極的平和の概念が記述されていること。（下線は寺島） 

（ｃ）平和の創造：経済・文化・政治的関係を通して、また国際法の維持を通して、平和の創造のための様々

な方法が積極的に扱われていること。 

（ｄ）軍事紛争：様々な類型の紛争と原因が、人々・発展・環境への影響とともに提示されていること。 

（ｅ）軍拡競争：軍拡競争の規摸と原因が、（通常兵器、核兵器、生物化学兵器を含む）兵器の主要な生産者
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と買い手への、また軍拡の経済的、社会的、政治的費用への着目とともに、分析がされていること。 

（ｆ）科学技術：科学技術を戦争目的に使用することは承認できないことが、平和の促進および社会・経済の

発展のために科学技術が使われうる建設的な方法と比較対照されていること。 

（ｇ）軍縮：軍縮を促進する国際会議や交渉の過程に好意的な扱いがなされていること。 

 

５ 平和教育の内容構成と教授法 

 さて以上で、平和教育は「消極的平和」と「積極的平和」の両方を視野に置かねばならないこと、その

ためには「個人的・直接的暴力」と「構造的・間接的暴力」の双方を研究対象にしなければならないこと、

「軍事紛争」すなわち「直接的暴力」の場合、その「様々な類型」の分析と「原因」の解明が求められて

いること、などをみてきた。 

 しかし、上記「指針」で提起されている7項目には、以上の他に、「平和の創造と国際法の発展」「軍拡

競争と武器売買」「軍拡と経済的・社会的・政治的費用」「科学技術の軍事利用と平和利用、その比較対象

研究」「軍縮を促進する国際会議や交渉の過程」などが列挙されている。その中でも特に注目したいのは、

次の項目である。 

（ｅ）軍拡競争：軍拡競争の規摸と原因が、（通常兵器、核兵器、生物化学兵器を含む）兵器の主要な生産者

と買い手への、また軍拡の経済的、社会的、政治的費用への着目とともに、分析がされていること。 

（ｆ）科学技術：科学技術を戦争目的に使用することは承認できないことが、平和の促進および社会・経済の

発展のために科学技術が使われうる建設的な方法と比較対照されていること。 

 というのは、ソ連崩壊後に世界各地で頻発している地域紛争は、兵器産業にとって格好の売り場を提供

しているとも言えるからである。チャップリンの映画『キッド』では、チャップリン扮する浮浪者が、生

活費を稼ぐために、子どもに石を投げて窓ガラスを破損させ、その直後にガラス修理に回る場面があるが、

このことからも分かるように、うがった見方をすれば、地域紛争をわざと誘発して兵器の需要を作り出し

ているとも考えられるのである。 

 ところが、上記のユネスコ「指針」で「科学技術を戦争目的に使用することは承認できないこと」「軍拡競争の

規摸と原因が、兵器の主要な生産者と買い手への、また軍拡の経済的、社会的、政治的費用への着目とともに、分析が

されていること」とあるにも関わらず、科学の最先端技術が最新兵器の開発に使われ、それが軍事産業を発展

させ、そこで得られた巨額の収入が、さらに国家予算における軍事費を増額させるために、政治家を買収

する巨額の政治献金や議会へのロビー活動に使われている。これは悪循環であるにも関わらず、その実態

がほとんど公表されていない。＜資料２,３＞ 

 したがって、平和教育・平和研究は、このような武器売買の実態を学生に調べさせることも必要であろ

う。なぜなら、教師が調べて得た知識を学生に与えるだけでは、学習者は単なる知識の受け手に過ぎず、

先述のユネスコ「国際教育・指針｣に掲げられているような、「d.  行動的で過程を重視する教授・学習法は、

生徒を常に、問題と関心事の調査から解決の策定へと巻き込む。」といった学習を導き出すことは出来ないからである。 

 また調査・研究という点では、次のような視点も学生に課す課題としては欠かせないものであろう。というのは、戦

争というものが、その前提として「殺人」を不可避としている以上、下記のような項目の考察は避けては通れないもの

と考えられるからである。何故なら、一歩ゆずって、国家による「殺人」が許されるとしても、次に問題となるのは、

皮肉な話に聞こえるかもしれないが、「国家による『人道的』殺人とは、どのようなものか」になるだろうからである。

＜註８＞ 

１ 普通、個人による拷問・殺人は許されない。では現在、国家による拷問（ある種の経済制裁）や殺人（戦

争・死刑）が許されているのは何故か。 
２ 一歩ゆずって、国家による殺人（戦争）が許されるとすれば、では誰が国家の殺人を取り締まり、誰がど

んな基準でそれを裁くべきか。 
２－１ 戦争の際、国際法ではどのような兵器を禁止しているのか。 
２－２ 戦争の際、国際法ではどのような攻撃を禁止しているのか。 
２－３ 戦争の際、国際法では捕虜に対してどのような人権侵害を禁止しているのか。 
３ 欧米では｢良心的兵役拒否｣という制度があるが、これはどのようなものか。 
４ 個人に｢良心的兵役拒否｣が許されるとすれば、国家にも｢良心的兵役拒否｣は許されないのか。 
５ 「自分は人に殺されたくないから、自分も人を殺したくない」という理由で兵役を拒否することは「良心

的兵役拒否」に当たらないのか。 
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 しかし、この他にも学生に考えさせたい課題は数多くある。それを最終レポートの課題として学生に提

示し、そのひとつ（または複数）を選んで40字X40行X５枚以上のレポートとして提出させた。  
その詳細は＜資料１＞に見るとおりであるが、この中から多くの力作が生まれ、教師自身も多くのことを教えられた。

＜資料２,３＞は、その学生レポートのひとつである。私自身は、このレポートを通じて｢武器売買｣について今まで知

らなかった多くのことを教えられた。 

 教師は全てのことを知っているわけではなく、チョムスキーの言うように、むしろ授業を通じて、もっと知りたくさ

せること、「知の火付け人」なることが仕事なのではないか。したがって私が授業で取り上げたことは、最終レポート

の課題に書かれていることの全く一部に過ぎない。しかも授業の方法として「映像資料＝ドキュメンタリー・ビデオを

多用し、学生たちの常識をくつがえす」という手法を使った。こうして学生たちは眠り込んでいた思考を揺さぶり、最

終レポートに取り組む意欲を書きたてることを狙った。 

 使いたい映像資料は多岐にわたるが（REFERENCESの「映像資料」を参照）、半期15コマといっても、「授業開き」や

「授業終い」があり、時には学園祭などの休講もあるので、実質的には 10 コマくらいしかなく、解説の時間も必要な

ので、最終的に見せることが出来たのは下記のものに終わった。御覧のとおり、現在に近い事件から過去に向かって、

時間軸に沿って並べられている。その方が親近感を持ってみることが出来るし、同じ過ちが繰り返して行なわれている

ことが実感を持って伝わってくる、と考えたからである。 

湾岸戦争症候群、NHKドキュメンタリー（45分） 

Gulf War Baby：湾岸戦争の後遺症に悩むアメリカ、NHK日曜スペシャル（60分） 

残留地雷の恐怖：カンボジア・一千万個の負の遺産、NHKドキュメンタリー（95年5月、50分） 

ベトナム・レクイエム：地獄からの帰還、ドキュメンタリー映画（1983、50分） 

枯葉剤の20年・ベトナム戦争は終わっていない：老提督20年の悔恨、民放ドキュメンタリー（50分） 

核兵器のない地球を：この街・その海・あの大地、日本原水爆禁止協議会（55分） 

細菌戦部隊・731：語られなかった戦争・｢侵略」パート５、映画｢侵略｣上映実行委員会（65分） 

 資料選定の基準となったのは、下記の3点である。湾岸戦争でも、ベトナム戦争でも、アジア太平洋戦争でも、この

３点のことが何の反省もなく繰り返えされてきた。個々の資料を詳しく解説することは＜註＞にゆずリ、ここでは省略

するが、下記の３点が浮き彫りになるように映像資料を選んだつもりである。 

（1）戦争はしばしば人権と環境を同時に破壊する。 

（2）人権の侵害・破壊はしばしば強者・勝者にも及ぶ。 

（3）戦争は時には逆に弱者・敗者のなかに人権・民主主義を無視した強者・強者を作り出す。 

 戦争が繰り返されるなかで、ほとんど何の反省もなく上記の３点のことが繰り返えされてきた。だからこそ平和研

究・平和教育が切に求められているわけだが、それはともかく、上記のことが浮き彫りになるように映像資料を選ぶ、

という私の試みは成功したと思っている。というのは、これらの映像によって、学生たちは眠り込んでいた思考を揺さ

ぶられ、最終レポートに取り組む意欲を書きたてられたことは、最終レポートの「まえがき」または「あとがき」に書

かれた彼らの感想から知ることが出来たからである。 

 

６ 平和研究・平和教育の更なる探求のために 

 昨年度（1999）は、主としてベトナム戦争を教材にして、上記の3点が学生に伝わるように講義の組み立てを考えた。

が、今年度（2000）は東チモール問題が急を告げていたので、NHK ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ『東ティモール、再生の第一章：青年たち

の学校復興』(20分)を「授業開き」で見せ、そこから順に「湾岸戦争」→「ベトナム戦争」→「アジア太平洋戦争」と

いうように世界史を遡り、世界を大きく転換させることになった戦争を取り上げた。そして、それを「人権」と｢環境｣

という点で見つめなおすと言う作業を行なった。＜註９＞ 

 また最終レポートでも、今年度は「ベトナム戦争」ではなく「湾岸戦争」について詳しく調べる課題を提起した。こ

の理由は、今年度４月からイラクからの研究留学生を受け入れることになり、きちんと｢湾岸戦争｣について勉強しなく

てはと思い始めたからである。そして何冊か「湾岸戦争」についての本を集中的に読んでみて、何度も「事実は小説よ

りも奇なり」という思いを味わうことになったからである。そして「湾岸戦争」は｢ベトナム戦争｣に優るとも劣らぬ平

和研究の宝庫であると確信するようになった。＜註９＞ 

 その結果、できあがったのが最終レポートの「課題集」である。もちろん、この「課題集」は未完成であり、学生の

最終レポートを踏まえながら、何度も改訂を積み重ねて行かねばならないものである。また映像資料についても、まだ

まだ取捨選択の試行錯誤が続いて行かざるを得ない。と言うのは、たとえば枯葉剤とベトナム戦争を扱った映像資料だ

けでも、上記に紹介したものの他に次のようなものがあるからである。しかも、これは私が入手したものだけであり、
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もっと良いものが他にあるかも知れないのである。 

メコンに輝く音色、民放ドキュメンタリー（神々の詩） 

ベトナムに生まれて：枯葉剤を浴びた村から、NHKドキュメンタリー（60分） 

ベトナムの衝撃：アメリカ社会が揺らぎ始めた、NHK「映像の世紀」（60分） 

ベトナムの子供たちと、ある日本人の選んだ道、民放：ドキュメンタリー人間劇場（50分） 

中学生が見たベトナム、ベトナムの｢子供の家｣を支える会（30分） 

アジア・フレンズ、ベトナムの｢子供の家｣を支える会（30分） 

 映像資料が教材として持つ迫力は文献資料とは比べもにならないものがある。平和教育・平和研究の仕

事の一つは、真実性と衝撃力に満ちた「良質の映像資料」を発掘することにあると言っても過言ではない

くらいである。したがって、私の｢平和教育｣｢平和研究｣への旅はまだまだ終わりがない。その続編につい

ては「国際理解教育と平和研究（下）」で報告したいと思う。インターネットのホーム・ページを使った大

学院における授業についても、その際、詳しく報告できればと願っている。＜10＞ 

 

 

 

NOTES 

１ ユネスコが決議した「平和の文化、国際年」については、平和の文化を築く会（編、2000）に詳しく説明されてい

る。ここには、国連総会決議「平和の文化に関する宣言」、国連総会決議「平和の文化に関する行動計画」、ノーベル平

和賞受賞者たちが起草した「MANIFESTO 2000」だけでなく、20 人の科学者がスペインのセビリアの国際会議に集まり、

戦争の原因を本能や遺伝などに求める誤った考えを科学の立場から批判した「暴力についてのセビリア声明、1986」（こ

れは1989年のユネスコ総会において採択された）などが収録されている。「セビリア声明」については古沢ほか（1997）

で、さらに詳しく解明されている。 

２ ナチスによる犯罪とそれに対する裁判については芝（1997）、ベトナム戦争と枯葉剤については清水（1985）、中村

（1993,1995）、古田（1991）、三野（1999）、吉沢（1999）などを参照のこと。ただし三野（1999）のように侵略性の問

題を抜きに「アメリカはベトナム戦争でなぜ勝てなかったのか」という軍事的考察に終始しているものもある。その点、

吉沢（1999）はベトナム民衆の側に立ち、歴史の推移を詳細に描く好著である。中村（1993）はダイオキシンの問題を

鋭く提起し、中村（1995）の写真は見る人の眼を釘づけにする。またドキュメンタリー映画『ベトナム・レクイエム』

はベトナム戦争後、なぜ多くのアメリカ兵士が帰国後、転落して刑務所に入って行かざるを得なかったかが、インタビ

ュー形式で淡々と語られていく。1983年度のエミー賞最優秀ドキュメンタリー賞、最優秀監督賞に輝いたのも当然であ

る。 

３ アメリカ政府と731部隊の秘密取引きについては映像資料『細菌戦部隊731』がある。またアメリカによる仕組ま

れた罠によって、イラクがどのように湾岸戦争に引きずり込まれて行ったのかについてはクラーク（1994）に詳しい。

この本はアメリカによる戦争犯罪を民衆国際法廷で裁こうとして編まれたものであるが、著者がジョンソン大統領時の

司法長官であったことが、この本の迫真性を一層強めている。読者は本書によって「事実は小説よりも奇なり」という

ことを強烈に体験するはずである。アメリカ兵士が帰国後、自分たちの武器である劣化ウラン弾や他の薬品によって「湾

岸戦争症候群」という病気に冒されていくようす、アメリカ政府のそれに対する対応などについてはドキュメンタリー

『湾岸戦争症候群』『Gulf War Baby』などに詳しく描写されている。これは、枯葉剤の後でも、アメリカ軍によって、

同じ過ちが繰り返されていることをよく示している。（アメリカ軍兵士の枯葉剤による被害については、『枯葉剤の 20

年：ベトナム戦争は終わっていない』などがある。） 

４ ガルトゥングには他にガルトゥング（1989）およびガルトゥング/安西育郎（1999）がある。いずれも『90 年代日

本への提言』『日本は危機か』という表題にもあるとおり、外国人から見た日本批評で、教えられることが多い。最近、

｢危機管理｣という名目で、日本の軍事増強が図られたり、人権侵害の恐れがある盗聴法の強行成立が行なわれたりして

いるが、危機にあるのは国家ではなく個人の権利であることが本書を読むとよく分かる。本書では「危機にあるアメリ

カの教育事情」も具体例を通じて展開されていてきわめて興味深い。 

５ 「干渉戦争」として、アメリカがベトナムや中南米で果たした醜い役割について、内部から鋭く抉（えぐ）ったも

のとしてチョムスキー（1975、1994）などがある。アメリカにはこのような良心的知識人が持続的に活動していること

も、学生に紹介して是非とも紹介しておきたいことである。デリジャー（1997）もその一人である。彼は名門の家柄を

捨て、神学の道に身を投じ、しかも神学生であれば無条件に与えられる「良心的兵役拒否の権利」すら拒否する。そし

て凶悪犯罪者のいる牢獄につながれながらもベトナム反戦を訴え続けた姿は読むひとを感動させる。彼は「人殺しを拒
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否する権利は全てのひとに与えられなければならない」と一貫して主張し、その後の人生も、「読むひとをして襟を正

させるものがある（チョムスキーの言）。」アメリカの良心は、このような人によって支えられている感を強くさせられ

る本である。 

６ イスラエルの侵略行為と他の国（イラクなど）の侵略行為に対するアメリカの違った姿勢、いわゆる「ダブル・ス

タンダード」については、先述のチョムスキーが鋭い批判を浴びせている。同じイラクでも、イラクがアメリカの言い

なりになっていた時は、アメリカはイラクに武器を援助していたのである。また第一次大戦後の反省を踏まえて、第二

次大戦後の終戦処理については、ドイツに法外な賠償金を支払わせることは止め、経済復興に焦点を合わせたこと、そ

れを日本にも適用する方針だったことは油井（1989）に詳しい。さらに「戦勝国による法外な賠償金や領土の割譲」

の例としての「イギリスによる香港支配」については、ドキュメンタリー「阿片戦争から孫文へ・苦悩する近

代（陳舜臣・悠久の中国を語る２）が、まざまざと当時の様子を再現している。 

７ ここでは十分に取り上げて展開することは出来なかったが、「指針」の「（ｃ）平和の創造：経済・文化・政治的関

係を通して、また国際法の維持を通して、平和の創造のための様々な方法が積極的に扱われていること。」も重要であ

る（下線は筆者）。というのは、日本政府が当時の国際法を軍部に周知徹底させていれば、日本軍による捕虜虐待も避

けられ、下級軍人の戦犯・処刑も防げたはずだからである。沖縄住民の「集団自決」という悲劇も、国際法による「捕

虜の保護」を知っていれば、あり得なかったものである。ところが日本軍は沖縄住民に「集団自決」を迫りながら、い

ざアメリカ軍が上陸するや、沖縄住民を保護せず、自らは背走するだけだった。チョムスキーの言うように（寺島1999）、

多国籍軍のイラク爆撃、NATO軍のユーゴスラビア爆撃も同様に、国際法に照らして検証すべきことが多く残されている。 

８ ｢殺人｣という観点で「戦争」「良心的兵役拒否」そのものを、もう一度、根本的に考えてみようとしたものに、川

本(1992,1995)､村田（1982）、ボウルトン（1993）などがある。特に村田（1982）は支配者の側からではなく,一般の生

活者の立場から,「宗教者の立場から出発する良心的兵役拒否の思想は誤りであり、“殺されるのは嫌だから、殺すのも

拒否する”」という主張を貫こうとして、彼の思索を押し進めている。彼の書籍タイトルが『“非”良心的兵役拒否』と

なっている所以である。この姿勢は前述したデリンジャー（1997）に通じるものである。また国家における「良心的兵

役拒否」を論じたものとしてオーバビー（1997）があって興味深い。他方、国際法では「戦争」による「殺人」を少し

でも人道的なものにしようとして、さまざまな規約・法令を創ってきた。それを調べるのに便利な事典・資料集として、

杉江・樅木（編、1997）、堀尾・河内（編、1998）、松井ほか（1995）などがある。また油井（編、1997）は「戦争と平

和」という観点から世界史をもう一度、見つめなおそうとした好著である。 

９ 東チモール問題について詳しく知りたい場合は高橋ほか（1999）が良い。これを読めば、虐殺の実態だけでなく東

チモール住民の虐殺に日本がどのように関わってきたかを知ることが出来る。東チモール住民の虐殺にアメリカが度の

ように関わってきたか、についてはチョムスキーの論考に詳しく述べられている（寺島2000）。またソ連が崩壊した後

は、良きにつけ悪しきにつけ、アメリカが世界を動かしていることは事実であろう。そのアメリカを簡便に知るための

本としては、明石・川島（編、1998）、柳沢（編、1999）、山内（1995）などがある。山内（1995）は「イスラムとアメ

リカ」を研究したものとして特に興味深い。最後に、末尾の「参考文献」には、本文または＜註＞で直接に言及しなか

った青木ほか（1999）、岡本(1993)、加藤（1999）、小林・樋口（編､1999）、藤田久一（1995）、藤田秀雄(編、1988)、

山田（編、1984）なども掲げられているが、書名を見ていただければ、私がどのような文脈で、これらの文献を参照し

たのかが理解していただけるものと思う。 

10 これまでに収集した映像資料については、その一部をデータ・ベース化して寺島のホームページ

（http//:www.gifu-u.ac.jp/~terasima）の「ビデオ資料館」（｢電子図書館｣のコーナー）に載せてある。し

かし、このような資料は個人が収集するよりも本来は図書館がすべき仕事ではないかとおもう。というの

は増え続ける映像資料を蓄積・分類していく仕事は、個人の仕事としては、そんなに簡単なことではない

からである。その証拠に、同志社大学の図書館のように、名称を「研究情報センター」と改め、書籍だけ

ではなく CD、LD、DVD、ビデオなど多様な資料を収集し、音楽・映像資料だけで一つの部屋を確保す

る大学が増えている。なお大学院の授業については最近、『国際理解教育』第７号（2001年５月発刊予定）

に実践の一端を載せる機会を得た。機会があれば、参照していただきたい。 
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油井大三郎（1989）未刊の占領改革、東京大学出版会 
油井大三郎（編、1997）戦争と平和（岩波講座、世界歴史25）、岩波書店 
吉沢南（1999）ベトナム戦争：民衆にとっての戦場、吉川弘文館 
ｵｰﾊﾞﾋﾞｰ、ﾁｬｰﾙｽﾞ・Ｍ（國弘正雄・訳、1997）地球憲法第9条、講談社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 
ｶﾞﾙﾄｩﾝｸﾞ、ﾖﾊﾝ（1989）90年代日本への提言、中央大学出版部 
ｶﾞﾙﾄｩﾝｸﾞ、ﾖﾊﾝ（1991）構造的暴力と平和、中央大学出版部 
ｶﾞﾙﾄｩﾝｸﾞ、ﾖﾊﾝ＆安西育郎（1999）日本は危機か、かもがわ出版 
ｸﾗｰｸ、ﾗﾑｾﾞｲ（中平信也・訳、1994）湾岸戦争：いま戦争はこうして作られる、地湧社 
ﾁｮﾑｽｷｰ、ﾉｰﾑ（小田実・訳、1975）お国のために：ペンタゴンのお小姓たち、河出書房新社 
ﾁｮﾑｽｷｰ、ﾉｰﾑ（小田実・訳、1975）お国のために：国家理由か絶対理由か、河出書房新社 
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ﾁｮﾑｽｷｰ、ﾉｰﾑ（益岡賢・訳、1994）アメリカが本当に望んでいること、現代企画室 
ﾃﾞｰﾋﾞｽ（、訳、1995）地雷に浮かぶ国・カンボジア、朝日新聞社 
ﾃﾞﾘﾝｼﾞｬｰ、D (吉川勇一・訳、1997)「アメリカ」が知らないアメリカ、藤原書店 

ﾈﾙｿﾝ、ｱﾚﾝ ＆ 國広正雄（1997）沖縄に基地は要らない：元海兵隊員が本当の戦争を語る、岩波ブックレット 

ﾎﾞｳﾙﾄﾝ、ﾃﾞｨｳﾞｨｯﾄﾞ（福田ほか・訳、1993）異議却下：イギリスの良心的兵役拒否運動、未来社 

ﾎｰｽﾄﾏﾝ、ﾌﾚﾄﾞﾘｶ（家田荘子・訳、1993）映画に必要なことは全てベトナムの戦場で学んだ：監督オリバー・ストーンの

記録、メディアファクトリー 

 

映像資料 
１ ベトナムの衝撃（映像の20世紀）、NHKドキュメンタリー、（75分） 

２ 独立の旗の下に（映像の20世紀）、NHKドキュメンタリー、（75分） 

３ ベトナム・レクイエム：地獄からの帰還、映画、監督ジョナス・マックコート、ビル・コートリー（1983、50分）、

1983年エミー賞最優秀ドキュメンタリー賞、最優秀監督賞 

４ ディア・アメリカ：戦場からの手紙、監督ジョナス・マックコート、ビル・コートリー（1987、86分） 

５ フルメタル・ジャケット、映画、監督 

６ ベトナムに生まれて：枯葉剤を浴びた村から、NHKドキュメンタリー、 

７ 枯葉剤の20年：ベトナム戦争は終わっていない、民放ドキュメンタリー、 

８ ベトナム戦争，枯葉剤作戦：老提督20年の悔恨、民放ドキュメンタリー（ザ スクープ、50分）、 

９ Gulf War Baby：湾岸戦争の後遺症に悩むアメリカ、NHK日曜スペシャル（60分） 

10 湾岸戦争症候群、NHKドキュメンタリー（45分） 

11 核兵器のない地球を：この街、その海、あの大地、（55分） 

12 原爆を投下した国、アメリカは今：アトミック・ソルジァー、（55分） 

13 細菌戦部隊731は生きている、民放、終戦50年特別企画（99/08/02、75分) 

14 細菌戦部隊・731、語られなかった戦争・｢侵略」パート５、映画｢侵略｣上映実行委員会（65分） 

15 阿片戦争から孫文へ・苦悩する近代（陳舜臣・悠久の中国を語る２）、NHK・ＥＴＶ特集 

16 東ティモール、再生の第一章：青年たちの学校復興、NHK ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ：新アジア発見 (00/04/09、20分) 

17 残留地雷の恐怖：カンボジア・一千万個の負の遺産、NHKドキュメンタリー（95年5月、50分） 

18 メコンに輝く音色、民放ドキュメンタリー（神々の詩） 

19 ベトナムの衝撃：アメリカ社会が揺らぎ始めた、NHK「映像の世紀」（60分） 

20 ベトナムの子供たちと、ある日本人の選んだ道、民放：ドキュメンタリー人間劇場（1997、50分） 

21 中学生が見たベトナム、ベトナムの｢子供の家」を支える会（1996） 

22 アジア・フレンズ、ベトナムの｢子供の家」を支える会（1998） 

23 ベトナム戦争への道、米大統領の選択①：ﾄﾙｰﾏﾝ＆ｱｲｾﾞﾝﾊﾜｰ、NHK/BSドキュメンタリー（50分） 

24 ベトナム戦争への道、米大統領の選択②：ケネディ、NHK/BSドキュメンタリー（50分） 

25 ベトナム戦争への道、米大統領の選択③：ジョンソン、NHK/BSドキュメンタリー（50分） 

26 テレビの中のイメージと現実：放送は戦争をどう伝えたか（第2回）、NHK、ETV特集（45分）  


