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研究成果の概要（和文）：中東・湾岸地域における「未来共生秩序」（＝未来志向の包摂的な共生秩序）の形成
に向けた人々や国家を分断する「壁」を乗り越える“勇気”や“政策”の重要性に着目する本研究において、短
期的には暴力的過激主義や自国中心主義による対立のエスカレーションが見られるが、より中長期的な取組に、
１）マクロの外交戦略とミクロの公共教育戦略の役割を統合した「未来共生」アクティブ・ラーニングの導入、
２）未来共生教育の実践的取組として宗教指導者間の対話や若年時からの異文化交流体験プログラムの開発の組
み合わせを、マクロのトップダウンの取組とミクロのボトムアップとを融合した取組として有意義であることを
確認することができた。

研究成果の概要（英文）：This study is intended to explore the importance of "courage" and "policies"
 to overcome "walls," both physical and mental, that divide peoples and states and establish a 
future-oriented inclusive co-existence order in Middle East and the Gulf region. A particular 
attention is given to the combination of macro-level diplomatic strategies and micro-level public 
education strategies. The study identified the utility of active learning, with special emphasis on 
youth intercultural experiences as well as religious leaders' interfaith dialogue. This mix of 
top-down and bottom-up initiatives will generate more humane, inclusive and long-lasting trust 
relationship in this turbulent region of Middle East and the Gulf.  

研究分野： 国際関係論

キーワード： 包摂的未来共生秩序　中東・湾岸地域　壁　国連安全保障理事会　アクティブ・ラーニング　宗教間対
話　異文化交流体験
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１．研究開始当初の背景 
（１）キリスト教、ユダヤ教、イスラム教と
いう、相互に関係性を持ちながらもいずれも
一神教として発展してきた宗教の発祥の地
であり、それゆえに対立と紛争の絶えない中
東・湾岸地域では、研究開始当初から揺れに
揺れていた。イスラエルとパレスチナの和平
交渉は一進一退を繰り返し、サウジアラビア
とイランは緊張の度を高め、イラクとシリア
では両国にまたがる地域ではイスラム教過
激組織 IS（イスラム国）が実質的に領域支配
を行い、近代の国際秩序にアンチテーゼを突
き付けるなど、大きな歴史の動きがエスカレ
ートしていった。もとよりこうした事態を引
き起こしたのは人間のである。その結果、内
戦や政情不安によって常居地を失い、難民、
移民、避難民として厳しい境遇に置かれるこ
とにもなったのも人間である。とりわけ人間
の心の中の恐怖・怒り・屈辱といったネガテ
ィブな感情による心の「壁」の高まりが情勢
の混迷を深めていった。 
（２）人間の感情は、しかし、ネガティブな
ものだけではないはずである。また、人間に
は、過去と現在に束縛されるだけでなく、未
来の時間軸に思いを馳せ、互いへの敬意と感
謝と希望をいだく想像力も備わっている。こ
のまま放置をすれば、負の感情のスパイラル
に巻き込まれない人々の心の壁を打ち破り、
より建設的な交流に着手するその“勇気”を
いかにすれば引き出すことができるのか、そ
うした勇気を醸成する政策とは何か。 
 混迷する中東・湾岸地域の情勢は他人ごと
ではなく、グローバルなレベルで不安定を導
き出す。現状打開の必要性をひしひしと感じ
るなかで、本研究を構想した経緯がある。 
 
２．研究の目的 
（１）歴史的なうねりの中で民族・宗教・宗
派をめぐる対立と暴力が後を絶たない中
東・湾岸地域において物理的・心理的な「壁
（＝「共生否定」の象徴的な存在）」を乗り
越え、「未来共生秩序（＝未来志向の包摂的
な共生秩序）」を形成していく“勇気”と“政
策”をいかに推し進めていくかを考察する本
研究では、国際公共政策、言語文化・人間科
学の知見を融合し、学術と政策の両面から現
状分析と提言をまとめることを目的とする。
その際、マクロの戦略的なレベルとミクロの
共生の観点を組み合わせることにより、未来
共生秩序に向けた政策要件と教育プログラ
ムの検討を行った。 
 
３．研究の方法 
（１）まずは、中東・湾岸地域の各アイデン
ティティ・グループ間の相関関係を明らかに
し、国際安全保障論及び言語文化研究の観点
から物理的・心理的な「壁」がどこにどのよ
うに作られているのかを概観した。それとと
もに、「壁」が作られる源泉として、国際関
係論や地域研究の知見に教育学の観点も盛

り込み、各アイデンティティ・グループ間の
差異の認識や現状での優劣関係が変更され
ること（＝現状変更）に対する恐怖の存在を
あぶり出し、「共生否定」の克服（すなわち、
他者への否定的な認識とは別次元の「理解」
と「敬意」という建設的な認識への転換）に
向けた国際協力政策や教育プログラムのあ
り方を議論する土台を作った。 
（２）イスラエル及びパレスチナ地域の現地
調査も行い、カタール大学の研究チームの強
力も得て、資料収集や現状分析の一助とした。
なお、本研究は、「未来共生秩序」形成の一
般的な理論と政策を検討することも目的の
一つであるため、中東・湾岸地域とは異なる
地域（主に東南アジア地域やアフリカ）での
動向についても副次的ながら注意を向けて
分析した。 
 
４．研究成果 
（１）中東・湾岸地域における「未来共生秩
序」（＝未来志向の包摂的な共生秩序）の形
成に向けた人々や国家を分断する「壁」を乗
り越える“勇気”や“政策”の重要性に着目
する本研究だが、現実の世界では本研究期間
中もシリアでの化学兵器の使用とそれに対
する米英等の軍事作戦、イスラム教スンニ派
過激組織ＩＳ（イスラム国）による連続テロ、
トランプ米政権による在イスラエル米大使
館のエルサレム移転及びイラン核合意から
の撤退の検討など国家の一方的な行動とそ
れによる人々の犠牲、また、人々を分断する
物理的・心理的な「壁」の存在とエスカレー
ションなどが進み、本研究の学問的・実務的
な意義はますます再確認されることとなっ
た。 
（２）互いの差異への恐怖を相互理解と敬意
へと転換する勇気を醸成する戦略の必要性
がますます高まるなか、萌芽的ではあるが国
民和解、対話、脱過激化、穏健主義の醸成、
テロ対策などのための積極的な動きもあり、
いかなる政策がいかなる効果を及ぼすのか
を実証的に深めていく素材や課題も明確化
されてきた。他方、国連安保理の常任理事国
間の分裂と対立、主要国の単独行動外交など、
予断を許さぬ動きも再び勢いを見せてきた。 
 
以下の図のロードマップに集約できる。 
 
 
 
 
 
 
 

 
（３）本共同研究で打ち出す「未来志向の包
摂的な共生秩序」形成の戦略は、上図に示さ
れたロードマップにそった３つの段階を想
定した。特に、１）マクロの外交戦略とミク
ロの公共教育戦略の役割に着目し、「未来共



生」をキーワードとするアクティブ・ラーニ
ングの導入、２）未来共生教育の実践的取組
として宗教指導者間の対話や若年時からの
異文化交流体験プログラムの開発という具
体的な事業を通じ、マクロのトップダウンの
取組とミクロのボトムアップの取組の融合
例として確認するなど、そのメカニズムの考
察の方法について深掘りを行った。 
 このプロセスは３つ相互にシンクロする
フェーズ、すなわち、「安定化と心の解放」、
「平和創造とアイデンティティ変化」、「平和
構築とエンパワメント」の各フェーズを継ぎ
目なく、成果を蓄積していく作業として計画
をしていくことを提唱する。 
 第一フェーズでは、物理的な暴力という壁
に対して紛争管理の観点と心理的な暴力と
いう壁から当事者を解放するための対話（特
に宗教・宗派・民族間対話）をシンクロさせ
ることにより、心の扉を開き、現状の対立関
係を変更する心の準備を解きほぐすプログ
ラムを集中的に実施することを提案する。こ
の結果、政治環境と心理環境の安定化の土台
が形成される。 
 第二フェーズでは、自己と他者という区別
に基づくアイデンティティを見直すプロセ
スを導入する。一般に対立は自己と他者との
区別のなかに存在するが、自分が他者の一部
であり、他者も自分の一部を構成するという
アイデンティティ自体の変更に目を向ける
事業を提案する。 
 第三フェーズでは、権力関係や利益関係の
変化による紛争のトランスフォーメーショ
ンと、発想の転換による対立関係のトランス
フォーメーションをシンクロさせるための
エンパワメントを進めることにより、包摂的
な共生の理念に基づく平和構築プロセスへ
とステップを進めていく。 
 以上の 3フェーズと三つのシンクロされた
プロセスが常にスムーズに進むとは限らな
い。しかし、物理的・心理的な「壁」の克服
をめざすこと、それをマクロの戦略的レベル
とミクロの公共教育レベルでシンクロさせ
ることが必要で、そのどちらが欠落しても平
和の持続が難しいことを本研究ではあきら
かにした。 
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