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要約 

統一思想は理想社会の基本理念として共生共栄共義主義を提示し、その根幹となる共義

主義の定着のために共同倫理確立を促す。本論文は価値と規範の不可分性、また規範に対

する価値の優先性を統一思想の観点で把握した後、万人が従うことのできる共同倫理確立

に必要な普遍的価値の共有のため、次の二つの前提を提示する。一つ目は全ての人間に普

遍的な欲望が内在していなければならないという点であり、二つ目はその欲望を充足させ

る事のできる対象の性質が存在しなければならないという点だ。本論文では一つ目の前提

に関連し、統一思想の心情概念を通して全人類が愛を通じ喜びを追求しようとする、抑制

し難い根源的欲望をもっていることを提示する。また二つ目の前提に関連し、他人の完全

性と幸福により心情の欲望が充足する事を提示し、その欲望の充足地点で普遍的価値また

共同倫理を確立する事ができる可能性を明らかにしている。  
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Ⅰ．はじめに 

 

統一思想は理想的な未来社会の青写真として共生共栄共義主義社会を提示している。共

生共栄共義主義は共生主義、共栄主義、共義主義という三つの単純概念から成り立った複

合概念であり、この中でも倫理を述べる共義主義が共生共栄共義主義全体の根幹として作

用している。1『統一思想要綱』によれば共義主義は『共同倫理』2、すなわち全ての人が

共同で遵守する倫理の確立を前提とする。言い換えると、文化的背景、性別、国家、宗教、

言語などの違いを超越し社会の全構成員が共同倫理を自身の人生の究極的な秩序と法度と

して受け入れることで「互いに義を持って(共義)」眺める事ができる社会を志向する。 

 

1 統一思想研究院、『新版統一思想要綱（頭翼思想）』(東京：光言社、2000)、697、717. 

2 統一思想研究院、716. 
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共同倫理が含意するところを深く理解するには次のような質問に対し答えを探す過程が

必要だ。「多元化された社会の中で共同倫理というものは果たして成立自体が可能なの

か？」「ある倫理が普遍倫理として認識されるには何が必要なのか？」またはより根本的

に、「普遍的に共有され、普遍的に受け入れられるとは果たして何を意味するのか？」。

このような質問が絡み合う状況でも、一つは確かなようである。ある倫理が共同倫理・普

遍倫理として定着するには、それが志向する人生が非常に価値のあるものとして認識され

て、誰もがその倫理の「規範性(normativeness)」を疑ってはならないというのである。周

知のように価値と倫理は不可分的に連結されている。価値とは人々の考え方や行動様式を

先導できる規範的・目的志向的動力を備えている。したがって共同倫理に関する質問は事

実「共同価値」または「普遍価値」が存在できるかに対する論議と本質的に関連している。

言い換えると、ある価値、またある価値群が社会構成員のアイデンティティを区分する要

素を超越し、普遍的に人々に受け入れられ人生として実践されるかどうかの問題が共同倫

理に関する論議の先決課題及び要となる。 

『統一思想要綱』によると、価値は『主体の欲望を充足させる対象の性質』と定義され

る。3この考察では、この定義方式を一度受け入れた基盤の上で、普遍的な価値が成立する

ためには次のような二つの前提が必要だという点を提示する。第一に、意識的であれ無意

識的であれ、人類は普遍的な「欲望」を備えていなければならない。普遍的な欲望がなけ

れば普遍的な価値に対する認識も不可能になるからである。第二に、人類の普遍的欲望を

充足させる事のできるある対象の性質がなければならない。主観的でありながらも普遍的

な人類個々人の欲望が、ある対象の性質により充足されると認定(appreciation)されれば、

その認定と満足がその対象の性質を普遍的な価値として昇華させる事ができるからである。 

本論文では、この二つの前提について焦点を当て各々に対し論議しようと思う。そのた

めに、まず価値と規範間の相関関係に関し論じる。現実では価値があるものと判断される

「良い」が必ずしもある人間行為を当為的に規定する規範的「正しい」や「義務」に連結

されるという保障がないだけでなく、規範に対し価値が先行するよりは、現実で効力を発

揮する規範を基準にしてその規範との合致いかんにより価値が決定されるという規範優先

的観点もまた存在する。したがって、普遍的価値に対する認識とそれに続く普遍的倫理規

範の確立を図る共義主義の共同倫理思想を明確に理解するためには、価値と規範の関係に

対する統一思想の見解を先に探る必要がある。このような脈絡から統一思想の観点から見

た価値と規範間の相関関係を先に取り上げた後に、共同倫理定立のための二つの前提に関

し各々論議を展開していく。そして共同倫理の実践に関する論議を最後にこの論文を終わ

らせようと思う。 

 

 

3 統一思想研究院、287. 統一思想のこのような定義は、価値の一般的・辞典的定義と大

きく違いはないが、統一思想の価値論の特徴は主体の欲望を深く分析しているという点で

ある。 
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Ⅱ．価値と規範の相関関係 

 

価値と規範の相関関係は長い時間、倫理学や道徳哲学の重要なテーマの中の一つであっ

たが、近・現代に至り英国と米国の分析哲学の基盤の上に現れたメタ倫理学(metaethics)

の脈絡でその本格的な論議が広がっていった。「良い(good)」と「正しい(right)」の違い

を究明する中で、「良いと正しいを各々どのように規定するのか？」「両者はどのような

相関関係があるのか？」「良いが優先されるのか、それとも正しいが優先されるのか？」

等の質問が重要論議事項として台頭した。4 また法哲学の領域で20世紀初、ハーバート・

ハート(H. L. A. Hart)、ハンス・ケルゼン(Hans Kelsen)、グスタフ・ラートブルフ(Gustav 

Radbruch)のような法哲学者の主導により法の規範性の根源及び正当性を把握するための

次元から規範と価値の関係並びにそれらの前後関係についての論議が活発に進められた。5 

規範とは『人間行動についての規定(prescription)』6を意味する。命令文あるいは当為

文の形態で人間の行為を規定し提示しながら、その中では「正しさ」を志向するよう導く

意志が反映されている。一方、価値とは「物事の重要性や意義」のような辞典的定義をは

じめとして経済学、倫理学、美学、法学、教育学、心理学等で多様な意味で使用される。

普通は人間の欲望や目標を成就するにあたって対象が備える期待感や使い道、つまり「良

い」を包括的に通称する概念として理解されている。冒頭に述べた『統一思想要綱』の価

値についての定義、すなわち「主体の欲望を充足させる対象の性質」を念頭に置き考える

と、価値とは主体の欲望を充足する対象の性質の「良さ」を意味するものとみることがで

きる。このような脈絡から見るとき、極めて雑な区分になり得るが、規範を追求する人生

は最優先的に正しさを志向し、価値を追求する人生は最優先的に良さを志向するというこ

とができる。 

そうであるならば、「正しい」と「良い」の関係はどうなるのか？実際のところ、この

二つは相互補完的に不可分的である。規範が人間行為の正誤を分け「正しさ」について当

為的表現として具現される時、その裏には規範の内容が人間と社会全般の調和・均衡・秩

序などを志向する「良い」が含意していることを前提としている。ひいては規範の内容に

関わらず規範が効力を発揮している時、それに従うこと自体が正しいと見る立場でも、規

範を順守することがそうしないことよりも善、つまり「良い」という前提を踏まえている。

同じように、価値が追求する「良い」というものが極めて個人の主観的観点で投影される

かもしれないが、社会的に認められ通用する「良い」が価値と認識されることが大部分で

 

4 オ・セヒョク、「ケンゼルの法理論においての規範と価値：規範と価値の相関関係を中

心として」. 『法哲学研究』18(3)(2015)：100 

5 オ・セヒョク、100‐101. 次を参照。 H. L. A. Hart、The Concept of Law（Oxford：

Oxford UP, 1961）. 

6 オ・セヒョク、103. 
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ある。したがって、そのような価値に内在する「良い」はすでに社会的合意を含意してい

るため、この価値が志向する派生的行動をすることが望ましいだけでなく、社会的合意に

よってそのように「しなければいけない」という当為的次元を包含している。 

このように規範と価値が不可分的に連結されているという点に対して大部分の学者が同

意する次第である。しかし、規範と価値のどちらを優先するかについては鋭く立場を分け

る。エドモンド・フッサール(Edmund Husserl)は、規範よりも価値を優先すべきという立

場である。彼によれば、例を挙げ、軍人が勇敢であるかそうでないかにおいて、前者が後

者より価値があるという判断が社会的に前提とされている。そして「勇敢な軍人は価値が

ある」という価値判断を前提として「軍人は勇敢でなければならない」という規範が定立

される。すなわち、一定の事態が既に前提とされた価値判断についての価値述語を基に当

為要求が発生するという事である。7一方で、純粋法学を唱えるケルゼンはこれとは正反対

の立場をとっている。彼は現実社会で客観的に効力があるとみなされた規範は、その規範

がどのような内容を持っているかに関わらず、人間行為に対しての価値基準として作用さ

れると主張している。言い換えると、ある行為に対し価値が「ある」と「ない」の区分は、

その行為が効力のある規範に合致するかにかかっているというのである。ケルゼンは法の

規範の正当性を、これ以上その正当性を疑うことのできない「根本規範」によって創設さ

れたかに基づいて判断すべきだと考え、価値とはこのように定立された規範に従属的かつ

後次的な事態として認識した。8 

そうであるならば、統一思想は価値と規範の相関関係についてどのような立場をとって

いるのか？ 結論から述べると、統一思想は価値を性相的、規範を形状的と認識する中で、

価値と規範が主体と対象の相対的関係を備えていると言っているようである。価値とは前

述したとおり、主体の欲望の充足に関連するものだ。ところが統一思想は、人間が神様に

似せて創造されたため、本然の人間の欲望は究極的に神様の創造目的が籠められている心

情、すなわち『愛を通じて喜ぼうとする情的な衝動』9に起源があるという。言い換えると、

価値基準となる人間欲望の充足は根本的に神様の心情にその根を置いているというのであ

る。また一方では、統一思想は自然と人間をひっくるめて、全ての存在は格位を備えてい

ると見る。全ての存在は一定の位置を占めており、その位置は常に個体目的と全体目的を

同時に追求しなければならないという『連体格位』の特性を備えている。10 すなわち、

どんな存在であれ自身が占めている位置、格位から個体目的と全体目的の調和を図らなけ

ればならない当為性が発生する。自然万物は自然法則にしたがって自然にこの当為を遂行

 

7 エドモンド・フッサール『論理研究１』(ソウル：ミウム社，2018)、103 オ・セヒョ

ク、107で再引用。 

8 コ・ボンジン「神、国家、根本規範に現れた『規範定立的権威』」 『法哲学研究』18

(1) (2015)：142－153. 

9 統一思想研究院、53. 

10 統一思想研究院、252. 
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し生きていくが、人間は自由意思により自身の責任としてこの義務を遂行しなければなら

ない。したがって人間社会の規範は人間個々人が置かれている格位それ自体に内在してい

る当為的義務から始まるものだ。11 ところで、統一思想によると人間の根本格位は家庭

という体制に基盤を置いているため、結局のところ規範は、家庭と、拡大された家庭とし

ての社会の上下左右前後の関係、すなわち、縦的な父母-子女の関係と横的な夫婦関係およ

び兄弟姉妹の関係の中の格位で正に要求される責任と義務に基盤を置くのである。父母は

当然、子女を慈愛で世話し養育しなければならず、子女は父母を孝心と孝行を尽くし仕え

なければならない。夫婦は夫婦愛を基にしてお互いを尊敬し尽くしていかなければならず、

兄弟姉妹は友愛を尽くし相互信頼を失ってはいけない。 

家庭的四位基台では、各格位で要求される規範、すなわち「当然～しなければいけない」

という要求はその当為性に最終目的を置いていない。なぜならば、その規範は心情の発動、

つまり愛を通じて喜びを得ようとする欲望から始まった形式的当為性であるからだ。例え

てみるならば、心情と愛は電源から流れて来る電気のようであり、規範はその電気が流れ

るようにしてくれる電線と同じ役割をしている。後ほど詳細に論じるが、心情の欲望は人

間を絶えず価値の追求と現実に導く動力である。したがって心情と規範、すなわち価値と

規範、「良い」と「正しい」の関係は原因と結果、主体と対象、性状と形状の相対的関係

性を持っている。このような脈絡から統一思想は倫理を『家庭における愛を中心とした授

受法に従う人間行為の規範』12と定義している。 

要するに、統一思想は価値と規範の不可分的相互補完関係を認めながらも価値が規範の

発生する原因の役割をすると見ることによって、規範に対しての価値の優先性を述べてい

る。ここで私たちは統一思想の共義主義が主唱する共同倫理定立において非常に重要な示

唆点を発見することができる。全ての人が共同で順守する倫理規範が成立するためにはそ

の原因的様相、つまり規範の根となる普遍的価値の可能性をまず打診しなければならない

という点だ。したがって以下では普遍規範のための普遍的価値の定立は果たして可能なの

かを打診していきながら、必然的に台頭する二つの前提について論議しようと思う。 

 

 

Ⅲ. 人類に普遍的な欲望は存在するのか？ 

 

共同倫理定立のための最初の前提は、ある欲望－おそらく他の欲望に影響を及ぼす根本

的な欲望－が全人類の心の内に存在しきて、今もなお存在し、これからも存在しなければ

ならないということだ。統一思想はこのような欲望が存在すると論じ、これを「心情」と

 

11 もちろん巨視的観点から見れば、この規範の根源は神から始まった理法としてのロゴス

である。 

12 統一思想研究院、389. 



6 

 

表現する。心情とは『愛を通じて喜ぼうとする情的な衝動』13または『限りなく愛そうと

する情的な衝動』14だ。ここで衝動とは心の深い部分から湧き上がる『抑えがたい願望ま

たは欲望』15を言う。言い換えると、すべての人間は愛を通して喜びを追求しようとする

抑制しがたい根源的な欲望を備えているというのである。この欲望はあまりにも深く人間

の心に内在しているため、心の知情意機能を作動させ、また生活の中で知情意活動を先導

する原動力の役割をする。 

このような根源的欲望は知情意の価値を追求するための努力によって発現する。知の領

域で、心情は知的徳目が偽物を追い出し、真を追求する「真」の価値として収束するよう

に導き、情の領域では芸術的徳目が究極的には美しさという「美」の価値に到達できるよ

うに導き、また意の領域では多様な規範的徳目を「善」の価値として導く役割をする。16 

言い換えると、心情は真理と美しさ、善を体得するよう導く根源的欲望として作動するの

である。統一思想はこれを欲望の欲望、すなわち全ての欲望の根となる欲望として規定す

る。実際、人生の中で人間が備えている心情が利己的な欲望で歪み発現されるとしても、

心情自体が完全に消滅することはないため、この心情は全ての人類が備える根源的であり

ながら普遍的な欲望だということができる。17 『統一思想要綱』によれば、心情は創造

 

13 統一思想研究院、52. 

14 統一思想研究院、55. 

15 統一思想研究院、53. 

16 統一思想研究院、56. 

17 統一思想の基礎となる統一原理では人間始祖の堕落によって人類は罪悪を繁殖する堕落

性を持つようになったと説明する。本来、人間は全ての思惟と行動が神の心情を中心とし

て利他的に発現されなければならない。しかし、堕落により人間は人生の志向性が自分自

身の利益をまず取ろうとする利己的な方向に捻じれてしまった。堕落性の本質は神中心か

ら自己中心への人生の方向の転換にあるのである。このような観点から見る時、真美善の

価値を追求する欲望の欲望としての心情が堕落した人間に作用する方式と、本然の人間、

つまり堕落とは無関係な創造本然の人間に作用する方式の間には明らかに違いがあるであ

ろう。堕落した人間にも同じように知ろうとする知的な欲望、感じようとする情的な欲

望、目標としたところを成そうとする意的な欲望があり、これらの欲望は全て愛を通じて

喜ぼうとする情的な欲望、すなわち心情から始まるものである。しかし、これらの欲望が

真なる真美善の価値に連結されえないという点が問題である。つまり、知情意の欲望、そ

して愛し愛され、そしてその過程で喜びを得ようとする心情の欲望が神を中心として利他

的に発現されるのではなく、自分自身のためを思う利己的方向に表出するのである。愛ま

でも利己的になるほど変質してしまった。比喩的に言うと、心情が表出される時、堕落性

が外力として作用し欲望の方向を利己的な方向に歪曲させるのである。しかし、本論文で

は、たとえ堕落により変質したとしても、心情の根源である神が永遠不変であられるため

に、絶えず人間の心情を創造本然の方向に導いてくれるとみている。だから相変わらず心
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主神様から賦与された神的属性として、神様に似て創造された人間の根本のアイデンティ

ティ及び人格の核心を形成する。 

 

心情はまた、「愛の源泉」であり、「愛さずにはいられない情的な衝動」であり、

原相の核心をなしている。したがって心情は、性相の核心となっているのである。

そればかりでなく、心情は神において人格の核心である。イエスが「あなたがたの

天の父が完全であられるように、あなたがたも完全な者となりなさい」（マタイ

五・四八）といわれたのは、人間が神の人格、すなわち神の心情に似るようにとい

う教えである。人間においても、心情は人格の核心となる。したがって人格の完成

は、神の心情を体恤するとき、初めて可能となるである。神の心情を体恤すること

によって人格を完成した人間が、まさに心情的存在である。18 

 

このような統一思想の根源的欲望として心情についての説明と、主体の欲望を満たす対

象の性質という価値についての説明は、分節的というよりは一つの脈絡として連結し統合

的に理解することが必要である。インドの経済学者であり哲学者であるアマティア・セン

(Amartya Sen)はこのような統一思想の視覚と類似した論点を提供する。彼は普遍的な価値

の形成が人々の「同意(consent)」とは無関係であると言う。多くの人々が「これは普遍的

価値だ」と同意をして普遍的価値が成立するのではなく、全世界の人々があることを価値

があると判断する「理由(reason)」を備えている時、その価値が普遍性を備えることがで

きるというのである。19 例を挙げると、ガンディーは「非暴力」が普遍的価値だと主張

したが、彼がこのような主張をする時、非暴力の価値がすでに全ての人々に共有され受け

入れられていることを前提として主張した訳ではなかった。ガンディーは全ての人々が非

暴力を価値あるものとして受け入れることができる理由を探すことができると展望したの

だ。20 

統一思想の観点から見る時、このようなセンの主張は次のように再陳述することができ

る: 「全ての人々の心に内在している、価値を追求する知的、理性的欲望が、ある対象

（非暴力）により満たされる時、その結果はその対象（非暴力）に対する普遍的価値とし

ての認識だ」と。たとえセンのこのような主張は知情意の心の機能の中で知の側面に局限

されてはいるが、全般的な論理構造は統一思想の心情に基盤を置いた欲望と価値の概念と

よく似ている。 

 

 

情は人間の本質の中の本質であり普遍的だといえるのである。 

18 統一思想研究院、237. 

19 Amartya Sen “Democracy as a Universal Value” Journal of Democracy 10(3)(199

9): 12. 

20 Sen, 12. 
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Ⅳ. 何が愛の欲望を満たすことができるのか？ 

 

心情は限りなく愛したい情的な衝動であり、これが人間の根源的な欲望として作用する

ため、欲望の本質は結局愛であることがわかる。ところで、愛は決して一人では行うこと

ができないものであり、相互補完の関係の中で愛を授け受けできる相対が必要である。こ

のような論理の帰結は自然と、冒頭で提示した二つ目の前提、すなわち、人間の普遍的欲

望を満たしてあげられるある対象の性質が存在しなければならないという点に連結される。

普遍的欲望は即ち愛の欲望であり、そのような対象の性質は即ち私たちが愛する対象の性

質になる。 

それならば、人間の普遍的な愛の欲望を満たすことのできる対象の属性は何であるの

か？ この質問に答えるためには愛の本質について考えてみなければならない。簡略に言

うと、真なる愛は、愛を受ける対象が神様から付与された潜在性を実現し、これを通して

幸福を成就しようと最善を尽くすのである。21 すなわち、愛を受ける対象が神様の前に

完全に「価値ある」存在として立つことのできるよう情熱を尽くすのである。22 愛は、

愛する自身ではなく愛される対象に焦点が合わせられている。愛する主体の満足は、愛を

受ける対象の満足に依存する。したがって、普遍的な愛の欲望を満たしてくれる対象の性

質は、その対象の完全性(perfection)と幸福だと言うことができる。このような原則は、愛

を受ける対象が愛する立場に立つようになる時にも同様に適用される。このような「利他

的満足」の成就こそ普遍的価値の成立のため必須的過程となるのである。 

 キリスト教の「第一の教え(Great Commandment)」と「黄金率(Golden Rule)」、即ち

『心をつくし、精神をつくし、力をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神を愛せよ』

(ルカ10:27)という教えは、このような普遍価値の確立過程をよく表している。もし心情が

神の属性に似て神様から付与されたものなら、人間の愛の欲望は根本的に神に先に定位

(orient)されるべきであろう。利他的満足が神様に向けた精誠のこもった献身で得られる時、

人間は初めて隣人と共に普遍価値確立過程を実践していける用意を備えるようになる。そ

して「自分を愛するように、あなたの隣り人を愛せよ」という戒めは普遍的愛の欲望に対

する利他的満足という観点から、愛する人と愛される人の本質的連結性をよく見せている。 

 

21 このような説明は、アリストテレスの目的論的(teleological)観点からの完全性について

の概念と、ポール・ティリッヒの非存在と立ち向かう「存在の力」という概念とよく似て

いる。次を参照、Paul Tillich, Love, Power, and Justice（New York: Oxford University

 Press, 1960）, 82. 

22 『原理講論』の観点から見る時、相手が神の前に完全に価値ある存在となるよう尽くし

てあげるというのは、その相手が「三大祝福」すなわち個性完成、家庭完成、主管性完成

を成就できるように物心両面で助けるという意味である。世界平和統一家庭連合,『原理講

論』(東京：光言社, 1987), 66-69. 
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 もちろんこのような普遍価値の確立過程は双方向的、相互同等な関係の中で進められな

ければならない。もし一方の、もう一方に対する献身が戻って来ないで、一方向にだけ流

れるようになる時、そのような偏向的関係は苦痛を同伴し関係持続の動力を失い易い。事

実、上で言及したルカ福音書は無条件的な(unconditional)愛と、同等で相互互恵的な

(reciprocal)愛の間の緊張関係を示している。ルカ福音書6章27節から30節は無条件的愛を

次のように強調する。「敵を愛し、憎む者に親切にせよ。のろう者を祝福し、はずかしめ

る者のために祈れ。あなたの頬を打つ者にはほかの頬をも向けてやり、あなたの上着を奪

い取る者には下着をも拒むな。あなたに求める者には与えてやり、あなたの持ち物を奪う

者からは取りもどそうとするな」。そしてすぐ次に続く節では、愛の無条件性は愛の条件

性に移っていく。:「人々にしてほしいと、あなたがたの望むことを、人々にもそのとおり

にせよ」。(ルカ6:31)「人々にしてほしいと、あなたがたの望むこと」という一節は、明

らかに一方がもう一方にもつ適切ながらも正当な期待のことを含意している。 

 フランスの哲学者ポール·リクールはこのような愛の二つの様相を各々「満ち溢れの論理」

(logic of superabandance )と「等価の論理」(logic of equivalence)と表現しながら、これら

をキリスト教倫理の二つの軸である愛と正義の関係を説明するのに活用している。23 愛

は本質的に無条件的である反面、正義は本質的に等価を追求する。リクールが言わんとす

る所は、要するに、正義は愛が実現されるよう助け、愛は正義が実現される場を育てると

いう事である。正義は無条件的愛が持つ暴力性を減らして、愛は相互互恵的な領域の外に

追い払われた人々、即ち「人にしてもらいたいと思うことを、人にもできる」能力を持ち

合わせない人々に持続的に手を差し伸べながら相互互恵の場を育てる。24 

文鮮明・韓鶴子先生によると、真の愛の関係は永遠で持続的に成長する。主体と対象全

てが真の愛の関係で常に相手から受けるものよりより大きいものを返そうと願うからであ

る。与えるものと受けるものの間の調和した均衡は愛の関係だけでなく、どのような関係

でも必ず要求される属性であらざるを得ない。しかし、与えるものと受けるものの間の等

価性にのみ焦点を合わせると、その関係は受けるもの以上の何かを包容する能力を欠いた

まま現在の状態(Status quo)にだけ留まるようになり、発展を生み出すのが難しい。このよ

うに、制限された関係で捕捉される価値は、それが何であろうとその関係に参与する人達

にのみ適用される価値となるであろう。そのような価値には決して｢普遍的｣という属性を

付与することができない。 

 

23 Paul Ricoeur, “Love and Justice,” Philosophy ＆ Social Criticism 21(5/6)(1995): 32-

37 

24 David W. Hall, Paul Ricoeur and the Poetic Imperative: the Creative Tension betw

een Love and Justice (New York: State University of New York Press, 2007), 126-13

5; キム・ヘリョン「ポール・リクールの‘贈り物経済’概念から探った愛と正義」、『現代

ヨーロッパ哲学研究』39 (2015): 154. 
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そうであるならば、この制限された脈絡を脱するには何をどうしなければならないか？ 

これについての文鮮明･韓鶴子先生の洞察は私たちに示唆するところが大きい。それは｢受

けるものより常により大きいものを与えなさい｣というものだ。もし10をもらえば11を返

し、もし家族から多くのものを受けて来たならばその受けたものを家族にだけ返すのでは

なく、さらに大きい次元の社会に寄与せよというのである。これが正に愛の本性である。

理性的な観点から見る時、そのように行動すべき｢理由(reason)｣が存在する訳ではない。25 

しかしまた一方では、これが正に無条件的な愛が介入しなければならない理由になるので

ある。 

 

私たちの本心を推し量ってみるとき、ある方が自分のために心から命を懸けて尽く

してくれた事実があるとすれば、皆様の本心はそれに報いるときにどのように言う

でしょうか。一〇〇パーセント世話になったとすれば、「およそ五〇パーセントは

ポケットに入れて、残りの五〇パーセントだけお返ししなさいと言うでしょうか、

それとも、「一〇〇パーセント以上お返ししなさい」と言うでしょうか。そのよう

に問うならば私たちの本心ははっきりと答えるでしょう。「一〇〇パーセント以上

お返ししなさい」と言うのです。言い換えると、Ａという人にＢという人が、一〇

〇パーセントだけお世話になったとすれば、Ｂはこれに報いるのに一〇〇パーセン

ト以上を返すのです。そうするとＡは、一〇〇パーセント以上返してくれたＢに対

して、パーセンテージをもっと高めて返したいと思うのです。このように与えて受

けるところにおいて、与えて受ける度合が高まれば高まるほど、だんだんと多くな

るので、そこから永遠という概念が設定されるのです。永遠という概念、これは自

分のために生きるところでは不可能です。26 

 

私たちは今、価値がどのように普遍性を持つようになるかを論じているが、等価的であ

りながらも無条件的な「満ち溢れ」が存在する愛の授受作用の関係の中でのみ価値が成立

する場が大きくなり、そうであることによって、その価値が普遍性を確保できるようにな

る事を言おうとしているのである。10を受け取った時、10という等価性の上に無条件的な

1を加えることによりお互いの欲望が充足される互恵的関係を場を育て、その中で確立す

る価値を、一定の脈絡でだけ通用する制限的価値ではなく価値ではなく、全世界で通用す

る普遍的価値に作ることができるのである。いや、少なくともそのように普遍的価値に

｢作って行ける｣可能性が開けていることを言おうとするのである。 

 

 

25 前に言及した通り、理性を重視したセンの主張が普遍的価値の本質を含むには非常に制

限的な観点であると知ることができる。 

26 世界平和統一家庭連合『平和経』(東京：世界平和統一家庭連合, 2013), 60. 
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Ⅴ. おわりに:：共同倫理の実践 

 

結論的に、共同倫理または普遍倫理は誰かが一方的に従うように強要する規範でないだ

けでなく、全ての人が従うことを同意し立てられる規範でもない。これは全ての人々が共

有することができる共同の価値が存在することができるかという質問と密接に関連してい

る。つまり、全世界人がどんな障壁も超越して彼等の人生を規範的に導く、ある根本的価

値を共有することができるかについての質問である。主体の欲望を充足させる対象の性質

という統一思想の価値についての定義に基本的に従いながら、本小稿は、心情という、普

遍的ながらも根源的な愛についての欲望が全ての人々の心に内在していることを一つの前

提として、その愛の欲望が、愛を受ける対象の性質、すなわち愛を受ける人の完全性と幸

福によって充足されることをまた一つの前提として提示しながら、その欲望の充足地点か

ら普遍価値、普遍倫理が立てられる可能性が開かれることを論じた。愛の相互関係が「満

ち溢れ」と「等価」を全て包容する時、そのような関係から成立する価値は、より広い社

会に適用される可能性を備えており、究極的に普遍価値および普遍倫理として定礎し得る

ことを私たちは望む事ができる。 

 このような観点から見る時、共同倫理は事実、静態的(static)概念ではない。私たち人

類は数多くの社会的関係を通して共同価値と共同倫理を確立するための過程を踏んで進ん

でいるので、その概念は動態的(dynamic)と把握するべきことが明らかであろう。本小稿

は、このような普遍価値確立過程が、普遍倫理を定礎するための｢形式的原理(formal 

principle)｣となれると主張している。例を挙げると、ある人がより具体的に｢寛容｣という

徳目が普遍倫理に含まれるべきかを問うことができる。その答えは、既に定められた何か

から出てくるのではなく、私たちの利他的欲望の充足と関連して私たちが自ら悟ってこそ

出てくる性質の答えである。もし私たちが多様な脈絡の中から生きて行く私たちの隣人た

ちを歓待し、彼らが完全性と幸福を成就できるよう手伝う過程で、私たちに寛容がなけれ

ばそのようにすることがほぼ不可能な事だと深く気付くようになれば、初めて寛容という

価値が普遍価値として昇華される道が開かれるであろう。  

 最後に、普遍倫理に至る過程は決して簡単ではない。ほぼ全ての段階で私たちは｢なぜ

これをしなければならないのか？｣という理性の批評に耐えなければならないからである。

27 更に私たちの究極的な愛の欲望と衣食住と関連した現実的欲望はいつも互いに衝突し

うる状況に晒されている。しかし、私は、私たちの実生活において普遍価値に向けた小さ

な勝利を蓄積していくならば普遍倫理の定立が不可能なことではないと信じる。ここで

「小さな勝利」とは、一遍に全人類が普遍倫理に接近することが難しいため、小さな範囲

 

27 この地点で私は「責任」という概念に期待したくはない。なぜなら、責任というものも

知情意の機能の中の当為の次元を強調する「意」の側面に基盤を置いているからである。

人間が持つ根源的欲望は知情意の根にある心情にある事を看過してはいけないのである。 
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から－個人から、家庭から、地域共同体から－普遍価値と普遍倫理の確立を経験していこ

うということを意味する。そして、その小さい範囲からの普遍価値の経験をより多くの

人々と分かち合いながら｢包容の円｣を広げて行こうというのである。その展開の速度が遅

いとしても、｢小さな勝利｣に対する経験が積もりに積もり形成されるものであるからであ

る。「一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかし、もし

死んだなら、豊かに実を結ぶようになる」(ヨハネ福音書12:24)ように、生活の中の普遍価

値に向けた小さな勝利が無意味に感じたとしても終局には大きな普遍倫理の森をなすこと

ができると確信する。今後、統一思想の欲望、価値、倫理に関する深い洞察が普遍価値お

よび普遍倫理確立の過程において灯台の役割をすることを期待したい。 
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