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平和心理学の歴史・理論と授業実践
一大学の軍事化への抵抗としての平和教育の提案

大学における軍事研究の台頭の情勢の中で，研究とともに教育の軍事化が懸念さ

れている.大学研究者は，大学における専門科目および教養的・総合的科目での

教育活動の基底に非暴力・積極的平和の観点を持つことを通じて，軍事化に抵抗

する平和の文化を創り出していくことが‘求められているのでないか 本稿では，

その一例として筆者らの専門である平和心理学分野の歴史・理論と実践を紹介す

る.

杉田明宏

いとうたけひこ

はじめに

安全保障関連法 (2015)，改正組織犯罪処

罰法 (2017)が強行的に成立させられ，日

本国憲法の平和主義を段損する改変が加速し

つつある.大学における軍事的研究は増加し，

防衛省が2015年度から始めた「安全保障技

術研究推進制度」は，初年度予算の 3億円か

ら， 2016度に 6億円， 2017年度は 110億円

と急増してきている.学術研究における軍事

的応用分野の拡大は，研究者の主体的・独創

的で自由な研究を阻害し，学術研究の閉塞や

産業経済面の軍事依存度を高めるなど，構造

的・文化的な変質を日本社会に及ぼしていく
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危険性がある 1)

大学という高等教育機関において懸念され

るのは，学生への教育内容への影響である.

すなわち，軍事的研究の増加，常態化によっ

て，戦争・軍事に関わる研究に容認・肯定的

な教育が増加することである.国策への非協

力，「政治的中立性」の名の下に，国家政策

の内容・手段を批判的に検証することを問題

視するような政治的・社会的状況が広がるな

らば，大学における教育・研究の自由に対し

ても，これを制約する危険性が高まることが

懸念される.

このような歴史的分岐点に立つ大学研究者

は，かつてアジア地域に破局をもたらした侵

略戦争に協力・加担した学問研究への反省を

改めて想起することが求められていると言え

よう r自然と社会の真理を追求し，人類の

進歩と人民の生活に科学を役立てることJ(日

本科学者会議創立宣言， 1965)が科学研究

の目的ならば，これは大学教育の基底にも一

貫して流れるべき思想であろう.

本論文の目的は，主として筆者らの専門で

ある平和心理学領域の歴史・理論と実践を紹

介することを通して，大学における平和教育

キーワード:積極的平和 (positivepeace) ，暴力 (violence)，コンフリクト (conflict)， 
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の意義と可能性を考察することである.

1 心理学と戦争・平和の関係史

心理学の現代史は戦争との関係を抜きに語

ることができない.平和心理学者クリスティ

ーとモンティエル (2013)2)は，主として欧

米圏での心理学研究の戦争と平和への関与に

ついて，次のように概観している.

(1)第 1次・第2次世界大戦期

第 1次世界大戦期 (1914'"1918)は，実

験心理学者が学習理論による条件付けや知能

検査等の研究成果を兵士の適性把握や訓練に

応用していた.また，臨床心理学者は，兵

士の砲弾ショック(戦争神経症，現在では

PTSD)の対応を通じて戦争・軍事に関与し

た.第2次世界大戦期 (1939'"1945)は，

上記に加えて，産業心理学が連合国・枢軸国

のGDP比較分析に，機械と人間の関係の研

究(ヒューマンファクターズ心理学)が飛行

機のコックピットの人間工学的デザインに関

わった.また，航空心理学はパイロットの選

抜・分類・訓練等に貢献した.社会心理学に

おいては敵の士気を喪失させる研究， リプレ

ーミング(情報の枠組み操作を通じた意味づ

けの変化)による戦争動員フ。ロパガンダを通

じた新兵徴募等に関わった.

他方，心理学の平和への貢献としては，戦

争末期の 1945年にオールポートらがアメリ

カ心理学会会員に「人間と心理学に関する

心理学者声明」への賛同署名を呼びかけて

2000人以上が署名した例がある.声明の中

心的なメッセージは「戦争は生得的なもので

はなく，後天的に形成される」という戦争本

能論の否定であった.

(2)米ソ冷戦期

大戦後，米ソ冷戦の中でも心理学は軍事貢

献の役割を担う.米国で繰り返された核爆発

演習(爆心への突撃訓練)における兵士の放
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射能への恐怖心を取り去るためのスモールス

テップによる「脱感作法j，共産主義の封じ

込め政策のための共産主義の「恐怖喚起イメ

ージ、j，ベトナム戦争における政治的プロパ

ガンダのための心理操作等が挙げられる.

他方，この冷戦の緊張を低減し軍拡を抑制

するための心理学の寄与としては，集団間コ

ンフリクトを解消するための共通の目標設定

や，偏見低減のための直接的コンタクトの有

効性を説く「接触仮説j，対立者同士がお互

いの敵意を同じ姿とみなす「ミラーイメー

ジJ，相互的な脅威の知覚と相互不信を徐々

に軽減する外交戦略GRIT(緊張低減におけ

る漸進的相互的イニシアチプ)等の諸研究が

存在する.

(3)米ソ冷戦後

冷戦後 (1989年以降)の心理学の軍事へ

の関与として，総合的な兵士適応プログラム

に貢献するポジティプ心理学が紹介される.

他方，近年の平和心理学の研究については，

①グローパルな視野を持つこと，②地理的・

歴史的条件によって課題が異なること(例え

ば南米の解放の神学に影響された解放の心理

学，南アフリカのアパルトへイトの政治的暴

力後の真実和解等)，③平和・暴力ともに個

別的・構造的特質を持つこと，④平和・暴力

ともに体系的に組織化されていること，⑤平

和心理学は個人間(ミクロ)，グループ内(メ

ゾ)，国家・地域間(マクロ)の各レベル内で，

あるいは複数のレベルをつないで分析される

ことといった特徴が指摘されている.

2 平和心理学の理論

平和心理学は，平和学理論を援用しつつ展

開されてきている.ここでは，主としてヨハ

ン・ガルトゥングの 1990年代以降の到達点

に立脚して述べていく.

(1)暴力からの平和研究と心理学



ガルトウング (2007)3)は直接的・構造的・

文化的という 3側面から規定された暴力・平

和の概念と，消極的平和・積極的平和の概念

を整理している 4)

暴力一平和の三角形:平和とは「暴力が無

い状態」であり，暴力とは人間の潜在的可

能性の開花を妨げる何らかの影響力である.

60年代のこの定義を，ガルトウング (1990)5) 

はさらに発展させ，暴力を 3つの側面から

規定するように修正した.まず，直接的暴力

(Direct Violence ;略称 DV) は，ある行為

主体によって行使される物理的・身体的影響

力であり，主に身体的な攻撃行動を指す.次

に，構造的暴力 (StructuralViolence ;略称

SV) は，政治・経済・社会のシステムに埋

め込まれた形で人間の可能性を阻害する影響

力である.最後に， 90年代に定式化された

文化的暴力 (CulturalViolence ;略称 CV)

の側面がある.これは直接的・構造的暴力を

正当化しようとする思想・価値観等の文化の

諸側面である.これら三側面は互いに強化し

合って，ある人間(集団)に対する暴力的状

況を構成する.

平和とは暴力がないことであるから，この

暴力の三角形に対応させて，それぞれの側面

での平和を考えることができる.それが直接

的平和 (DirectPeace ;略称 DP)，構造的

平和 StructuralPeace ;略称 SP)，文化的平
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和 (CulturalPeace ;略称 CP)である.直

接的平和は，人々の非暴力的な行動様式であ

り，構造的平和は人々(生命)が共生・持続

可能な創造的社会・政治・経済システムであ

る.そして，文化的平和は，直接的/構造的

暴力を不当なものとみなし，共感・共存・調

和を促進する価値観・態度・思考様式・信念

体系のことである.

以上から，「平和とは暴力の三角形の状態

から，平和の三角形の状態に，社会が全体と

して転化していく，不断の過程」であるいう

こともできる(藤田， 2003) 6). 

心理学においては，攻撃的/援助的な行動

とそれをもたらす心理的な諸要因(性格・人

格，態度，動機，認知スタイル，生理的諸条

件等)の関係といった直接的ー文化的側面で

の研究が多いといえるが，構造的な側面，す

なわち，その背景にある社会的な諸条件(集

団・組織，コミュニティの構造や性質)との

関係を追究する視点、も重要で、ある.例えば，

社会心理学において，差別という行動，それ

をもたらす偏見という態度，それらを生じさ

せる社会システム，という 3つの側面の関係

を分析することが重要で、ある.

消極的/積極的平和と平和教育:さらに，

ガルトウング (2017)7)は，次のように平和

の構成要素を描く.

〈平和=消極的平和十積極的平和〉

表 1 直接的・構造的・文化的暴力/平和友ぴ消極的・積極的平和

暴力 直接的暴力 (DV) 構造的暴力 (SV) 文化的暴力 (CV)

平和 直接的平和 (DP) 構造的平和 (sp) 文化的平和 (CP)

消極的平和 DVの不在 SVの不在 CVの不在

(NP) (休戦・砂漠・墓場) (搾取の不在・ (正当化の不在・

構造の不在) 文化の不在)

積極的平和 DPの存在 SPの存在 CPの存在

(PP) (協力) (衡平・平等) (平和の文化・対話)

平和 NP+PP NP+PP NP+PP 
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ここで消極的平和 (NegativePeace ;略

称 NP)は「暴力や戦争がないだけの状態」

であり，積極的平和 (PositivePeace ;略称

PP)は，それを前提として，「共感に裏づけ

られた協調と調和がある状態」をいう.

平和の概念をこのようにとらえるならば，

平和教育は，次のように定式化されるだろう.

〈平和教育=消極的平和の教育+積極的平和

の教育〉

これを心理学教育に即して考えるならば，

例えば，心理学史において，先に概観したよ

うな戦争・軍事や差別・人権侵害に加担した

負の歴史を学び，理論的，倫理的な側面から

批判的に検証することや，心的外傷後ストレ

ス障害 (PosttraumaticStress Disorder，略

称 PTSD)のメカニズムとその治療を扱うこ

とは消極的平和教育に当たるであろう.また，

心的外傷後成長 (PosttraumaticGrowth， 

略称PTG)，戦争や暴力被害からの人間の回

復力(レジリエンス)，人間同士の協力・共感・

援助を促進する心理学研究の成果，戦争が人

間性に埋め込まれたものではないという心理

学者たちの科学的メッセージについて学ぶこ

とは，積極的平和教育として意味づけること

ができるだろう.

(2)コンフリク卜からの平和研究と心理学

さて，暴力を克服するためにはどのような

プロセス・方法論が有効であるかが問題とな

る.ここで重要なのは対立や摩擦が生じた際

に，いかに暴力(直接的暴力)にエスカレー

トさせずに解決するかというコンフリクト転

換 (ConflictTransformation)の視点、である.

コンフリクトとは対立，葛藤，もめごと，

紛争を表す言葉であり，複数の行為者(アク

ター)が相容れない目標(ゴール)をめぐっ

て否定的な相互作用をしている事態である.

この概念は，個人間(ミクロ)，グループ間(メ

ゾ)，国家・地域間(マクロ)，さらに大きな
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宗教・文化圏間(メガ)といういずれのレベ

ルにおいても使われる.

心理学において，コンフリクトは「葛藤」

として研究されてきた.これも複数の相容れ

ない欲求や思考がぶつかっているという意味

で，構造的に同型の事態といえる.前者の個

人・集団聞で生じるものを外的(社会的)コ

ンフリクト，後者の個人内で生じるものを内

的コンフリクトとも呼ぶ.

さて， AlとA2の二者の聞にコンフリク

トが生じた場合，図 1のように，その決着点

は論理的に 5つ想定できる.

この図において，①は Alのひとり勝ちで

あり， Alのみが自分のゴールを達成し A2

はまったく得るものがない.②はその逆に，

A2のひとり勝ちで， A2のみが自分のゴール

を達成し Alは得るものない.③は撤退(退

却)であり，どちらも自分のゴールを達成で

きない.一時的な撤退は「棚上げ」とも表現

できる.④は，妥協であり，どちらもゴール

を一定程度達成し，一定程度達成できない.

そして，⑤が超越(トランセンド)であり，

どちらにも満足感のある決着点を達成できる.

AlとA2が対立的に自己のゴール達成に

のみ固執すれば，力による綱引きとなり，一

人勝ちとなるか，そのどこかの中間点で妥協

となる.こうした①一④一②の対角線上での

対抗関係は緊張をエスカレートさせ，暴力を

図 1 ニ者 (A1対A2.)のコンフリクトの決着点



生みやすい. これに対して， Al， A2のどち

らのゴールも無視しない③ー④ー⑤の対角線

上のプロセスは双方に満足感の高い決着点を

めざすことができる. これは， ミクロレベル

の物の取り合いや，メゾレベルの労使交渉か

ら，マクロレベルの領土紛争にいたるまで，

複雑さの度合いは異なっても，共通の構造と

して考えることができる.

さらに，ガルトウングは，コンフリクトを

プロセスとしてとらえ， 1暴力以前， II暴力

最中，皿暴力以後の 3局面を持つライフサ

イクルと称している.それぞれの局面に対応

して，介入の必要性・方法論・課題が存在す

る.すなわち，暴力以前(局面I)は，コン

フリクトをコントロールして暴力(主として

直接的暴力)の勃発を防止することが最重要

課題である.暴力が発生した局面IIにおいて

は，その暴力のエスカレートを抑え，犠牲を

最小化し早期の終息を図ることが重要となる.

暴力以後の局面皿では，暴力の停止の後，被

害・損害を回復し，破壊された関係を結び直

し，紛争を根本的に解決して暴力の再発を防

ぐことが重要となる.

この視点から心理学教育における平和教育

を考えるならば，先述のコンフリクトプロセ

スに局面に対応する形で諸研究を位置づけ

ることが考えられる.すなわち，局面 Iで

は，例えば，非暴力的なコミュニケーション

やアサーション(自分・相手ともに尊重する

自己主張)訓練，傾聴，怒りのコントロール

といった対人関係スキルや，メディアリテラ

シー，予防外交に関わる研究や平和教育の内

容や方法についての研究があげられる.局面

IIに対応するものとしては，説得，紛争解

決， GRIT (先述)のような緊張緩和に関わ

る研究をあげることができる.局面固におい

ては，暴力被害による PTSDの治療や癒やし，

PTGやリジリエンスを含むポジティプ心理

平和心理学の歴史・理論と授業実践

学，謝罪・赦し・和解，修復的正義に関わる

諸研究が重要な役割を果たすであろう.

3 平和心理学の授業実践

堀・伊藤 (1995)8)の調査報告によれば，

平和教育の方法自体の中に，学生が能動的に

学び・調べ・表現する活動を引き出す工夫が

求められていると指摘されている.実施され

ている方法としては「ビデオ・スライド・映

画等を見せたJ r学生同士で討論させた」が

50%を越えていたが，「見学・視察等に出か

けさせたJr集団で調べたJr体験させたJr何

かをつくらせた」等の活動は 20%以下であ

った

ここでは，これらの何点かに関連して筆者

らがこれまで行なってきた心理学系科目にお

ける積極的平和教育の授業実践を紹介する.

(1)メテaイアの活用

杉田 (2017)9)は，大学新入生へのオリエ

ンテーション合宿において，対人関係のコン

フリクトについて考える「アニメで学ぶ対立

の解決」と題した講座を実施した効果につい

て報告している.この講座は社会心理学の入

門的位置づ、けを持っとともに，高校までの発

達過程において，友人同士のもめごと・対立・

いじめ等のコンフリクトで傷ついてきたであ

ろう学生たちにとって，そうした事態に対処

し転換していくための知識，思考法，スキル

を獲得することがこれからの学生生活にとっ

て有用であることを考慮して企画された.

方法としては，小学校を舞台にした 10分

の短編アニメーション作品 rHappyになる

5つの方法J10)を用いた.これは，前出のコ

ンフリクトの 5つの決着点をベースにして

いる.小学校のホームルームにおいて学習発

表会の出し物の劇を「みにくいあひるの子」

にするか「浦島太郎」にするかで対立するが，

一人一人の意見を聞いていく中で，どちらか
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一つに決定する，劇自体をやめる，時間を半

分にして両方やる， といった意見が出された

後，新しい劇をみんなで創作するというアイ

ディア(超越 transcend)の案が出されてみ

んなが意欲的に取り組み始める展開となる.

事後の自由記述の感想文には，解決法が多

数決だけではない，答えは一つだけではない，

話し合うことで発想や違った意見が出る，柔

軟な発想の重要性など，さまざまな気づきが

記されており，今後に役立てたいという意欲

も示されていた

(2)協同学習

いわゆるアクティプラーニングで言われて

いる「主体的，対話的で、深い学習」に到達す

るには，協同による課題解決プロセスが不可

欠である.

杉田他 (2017)11)は，現職教員を対象とし

て夏休み中に大学で実施されている教員免許

状更新講習で「平和心理学からの教育論」の

プログラムの実践と評価を行なった.この講

座では，前述した暴力・コンフリクトの理論

に関するレクチャーと，コンフリクトを題材

とした前項のアニメーションを用いたグルー

プワークを実施した上で，その理論的な枠組

みを使って，受講者自身が学校現場で直面し

て悩んでいる暴力やコンフリクトの問題を各

自分析する演習を行なった.最後に，いずれ

かの事例についてメンバー全員で分析する協

同的なグループワークを行なった.

感想の中で特徴的だったのは，授業中や休

み時間，部活動，といったさまざまな場面で

直面している困りごとが，暴力の三角形やコ

ンフリクトの概念を使って整理される実感や，

グループワークで、小・中・高の校種を越え，

それぞれの経験を持ち寄って解決方法を導き

出す作業の新鮮さ，楽しさであった.

積極的平和教育においては， とりわけ，こ

のような協同的な学習方法の体験自体が，そ
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の内容と共に重要であるといえるだろう.

(3)フィールドワーク

杉田 (2017)12)は，自らの平和学習論ゼミ

の年間の総仕上げとして毎年実施している

「沖縄ピースツアー」の取り組みについて考

察している.このフィールドワークは， 4泊

5日で沖縄本島北部・中部・南部・島慣を巡り，

沖縄戦，米軍基地，歴史・自然・文化・生活

について，現地の関係する人々と交流しなが

ら体験的に学ぶプログラムである.

その意義としては，社会の中で生きていく

自分の役割を考え，教員免許状を取得する学

生たちが平和教育を体験的に学習すること，

主体的な平和創造の市民形成の担い手となる

こと，ゼミ学習の最後のプログラムとして「平

和を創るとはいかなることか ?Jについて自

分なりの総括を行うということが挙げられる.

参加した学生たちは，現地での経験を通じ

て，新たな視点，新たな課題に気づき，沖縄

や平和の問題に関わり続けようというモチベ

ーションが高められることが明らかにされた.

おわりに

本稿では，平和心理学の授業の理論と授業

を例示しながら，専門教育や教養教育を通じ

て消極的平和を越えた積極的平和の価値・文

化を大学の中に築いて行くことの重要性と可

能性を示そうとした.

視聴覚メディアの活用は，今日の大学生に

とって， とりわけ初学者の導入段階での動機

付けに有効であり，例示したようなアニメー

ションに限らず，各専門分野におけるドキュ

メンタリーや劇映画等，視聴覚に訴える優れ

た作品をリストアップしておくことは有用で、

ある.ただ，活用の際は，作品のメッセージ

や構成を十分に把握し，授業テーマとかみ合

った発問や補足説明を口頭やプリントで加え

られるような教材研究が必要であろう.あえ



て戦争や差別を肯定的に扱うものや，双方の

論争的なやりとりがある映像を提示して，そ

れに対する意見を求める方法もあるだろう.

また，協同学習的手法は， とりわけ中教審

答申 (2012)で「能動的学修J (アクティプ

ラーニング)が強調されて以来，大学でも

FD研修等で経験することが増えてきている.

これらは主に教育方法開発の文脈で受け取ら

れ，さまざまな分野の講義・演習で広がりつ

つある.

しかし，例えば，そうした学習法の一つで

あるジグソー法 13)の提唱者である社会心理

学者のアロンソンは，米国の人種統合後の学

校での子どもたちの融和を目指して実践的研

究を重ね，その究極の目的を「協同が適切で，

機能的で，刺激的で，そして人間性のあるも

のであるということを子供に分からせること

である」としている r子供が教育経験の一

部として組織的な協同を経験するようになる

と，彼らが成人したときの社会の価値は，勝

つことに伴う冷酷な利害関係から少しは移動

し始めるようになるかもしれない」と夢を述

べている叫.協同学習自体の持っこうした

平和教育的意義にも着目したい.

さらに，学外に体験的学びの場を設けるス

タディツアーや現地調査等の活動は，時間

的・経済的制約のために実施は容易ではない

が， どの専門分野においても研究・学習内容

や意義を社会現実の文脈の中で確認する絶好

の機会となることは言うまでもない.

戦争という国家的・組織的暴力は，どの国

でも，その準備過程から，自然科学のみなら

ず，あらゆる科学領域の人材・資源・研究成

果を動員し，軍・官・産・学の利益共同体を

形成していく.今またこうした波に飲み込ま

れつつある我われは，次世代の教育の内容・

方法の両面において平和の思想を位置づけ直

すことが求められているのではないだ、ろうか.

平和心理学の歴史・理論と授業実践

そこで育まれる教員・学習者たちの認識が，

研究の軍事化に抵抗する知的共同体を創り出

す基盤となるのではないだろうか.
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