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Ⅰ．はじめに 

 

世界平和統一家庭連合は、将来の社会を予見しながら、神の創造目的を完成した理想世界、つ

まり、地上天国を天の側の社会主義と称し、人間の本心はついには共生共栄共義主義を叫び、共

生共栄共義主義社会を成し遂げようとすることを明らかにする。1これは世界平和統一家庭連合

の未来社会に対するイデオロギーとして共生共栄共義主義を語るものであり、包括的に世界平和

統一家庭連合の政治思想を語っていることでもある。したがって、世界平和統一家庭連合の政治

的イデオロギーは、共生共栄共義主義のそれぞれの共生論、共栄論、共義論に基づいているとい

える。2 

その中で共生主義と共栄主義の土台をなす共義主義を政治思想的に調べてみることによって、

これまでになされた共義主義をより深化させることができる共義論として披露しようと思う。さ

らに、今日の社会が解決しなければならない現実問題の土台、つまり政治思想的土台の一端を批

判的に省察しようと思う。これはまた世界平和統一家庭連合が解決しなければならない現実問題

の一つである、政治参加のための政治倫理的土台を見極めることでもある。 

 

 

 

1 世界平和統一家庭連合、『原理講論』（東京：光言社、2018）、507. 

2 もちろん、共生論は世界平和統一家庭連合の経済思想、共栄論は世界平和統一家庭連合

の政治思想、共義論は世界平和統一家庭連合の倫理思想として、それぞれ特徴づけられる

が、包括的な意味で共生共栄共義主義が理想社会を志向する一つのイデオロギーといえる

から、まとめて政治的イデオロギーであり政治思想であると見ることができる。それに対

する一応の説明を統一思想研究院、『統一思想要綱』（東京：光言社、2000）、697-720 で

見ることができる。 



 - 2 - 

Ⅱ．共義の含意の問題 

 

1. 共義と公義 

 

共義とは、共義主義の共義である。3 言い換えれば、共義は共同倫理を言う。共義主義が共

同倫理の思想、つまり「すべての人が公的にも私的にも道徳・倫理を遵守し、実践することによ

って、健全な道義社会すなわち共同倫理社会を実現しなければならないという思想」4を言うか

らだ。このような「共義」の概念をより確実にするために、まず共義とは異なる概念である「公

義」を考えると次のようになる。公義の辞典的意味は「公正な道義」であり、一般的に正義

（justice または righteousness）と同じ意味だが、キリスト教神学、特にカトリック神学では

「神の義」を正義と分別し、「公義」と書くこともある。5 すなわち、善悪の裁きを公平にす

る神の積極的な品性を、神の義、すなわち公義というのである。 

公義、すなわち神の義とは、義なる神をいう聖書の教えに従っている。旧約聖書の神は最高の

実在だった。あたかも義なる最高裁判官として現れる。神は、義の神であるので、義を守り、義

ならざる者を裁く。言い換えれば、義なる神はすべての判断において公正であるだけでなく、神

の本性によってすべてを公平に決定する。6 したがって、義の神が、神の法を犯した人間を罰

するのは当然だ。7 人間の行為に応じて報応する意義の概念だといえる。 

しかし、公義、すなわち、神の義は、その行使において問題を露出する。イスラエルの民の中

でも、義なる者の現実の経験に照らして、公義は容易に即刻には現れないからである。義の神は

果たしてその裁判権を義にかなって行使するのか。これは、義人を保護し、それに相応する報酬

を与えるという約束を成し遂げる意志と能力を持っているかという疑問であり、また、不義な者

たち、悪なる勢力と邪悪な権勢を持つ者が天下を横行しているときに、神の義をどこで見つけ出

すことができるかについての質問である。 

そのため、公義は未来の神の国で、あるいは終末論的に現れるという神正論（神の正当性を主

張する理論）に弁証された。8 神の義にあずかり知らない反逆の者たちが今の悪なる時代を支

配するが、結局この時代は終わりとなるというのである。終末に、神の究極的な義が日光のよう

に現れるであろう。そうすれば、公義にしたがい義人は永遠の生命に復活するようになり、悪人

 

3 以下、共義は、共義をいう。（ハングルでは共義と公義が同じつづりであることから）同じ綴

りである公義を使うときは、漢字と併記することにする。 

4 統一思想研究院、716. 

5 神の義については キム・ギュンジン、『キリスト教組織神学 III』（ソウル：延世大学出版部、

1987）、212-224． 

6 詩篇 7:11「神は義なるさばきびと、日ごとに憤りを起される神である」. 

7 イザヤ 59:16-18「主は人のないのを見られ、仲に立つ者のないのをあやしまれた。それゆえ、

ご自分のかいなをもって、勝利を得、その義をもって、おのれをささえられた。主は義を胸当と

してまとい、救のかぶとをその頭にいただき、報復の衣をまとって着物とし、熱心を外套として

身を包まれた。主は彼らの行いにしたがって報いをなし、あだにむかって怒り」。 

8 オ・ヨンソク、『組織神学の理解』（ソウル：大韓キリスト教書会、1992）、100. 
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は恥と呪いを受けるだろう。さらに、公義は、イエスの十字架の処刑と復活から、神の愛として

現れ、苦痛、罪悪、意味喪失、死を克服できる創造的な義になったと言うのである。9 

このようにみれば、共義は、人が空間、時間で実践しなければならない倫理としての義、すな

わち共義が現実での人間倫理を言うなら、公義は、共義の人間に対する神の義の行使に関係す

る。さらに、共義が道義社会を成し遂げようとする人間の倫理であれば、公義は究極的に成し遂

げられる神の国、すなわち理想社会に対する神の未来といえる。 

しかし、共義もまた将来の共生共栄共義主義社会、すなわち宗教の目的が達成された世界であ

り、メシアと共に現実の中で真の愛の生活を営む世界のための倫理的主張であるため、共義と公

義は相互密接な関係に置かれているといえる。公義が神の義を言うことによって公的な義を強調

するならば、共義も公的な義、すなわち神の真の愛による義を強調するということは同じ脈絡と

言えるからである。もちろん、そのような共義は、私的な義も含む共同の倫理を言うことによっ

て、義に対する含意を包括的に拡大すると言える。 

 

2. 共義と正義 

 

正義とは何か。正しいことは何であり、正しい行為は何か。このような正義を語ろうとするな

らば、次のような理解の方法が要求される。まず、功利主義の視点で正義の概念を規定して何が

正しいことであるかを決定しようとすれば、社会全体の幸福を極大化する方法が何であるかを理

解しなければならない。それと異なる方法は、正義を自由と関係させる視点であり、自由至上主

義者が主張するものである。所得と富の公正な分配とは、規制のない市場での財貨とサービスの

自由な交換だというのである。彼らの主張によれば、市場を規制する行為は個人的な選択の自由

を侵害することだから不当である。最後の方法は、正義とは、人々が道徳的に当然に受けなけれ

ばならない分を受けること、すなわち財貨を分配して美徳を褒めて奨励するという視点である。

美徳を基礎とする人は、正義を良い人生に結び付ける。10 したがって、正義とは何かに対する

答えは、正義と功利、正義と自由、正義と道徳を関連させて語ることができるという点である。

万人の幸福や、個人の自由至上、そして美徳としての人生を前提として語るのが正義であると言

える。 

しかし、正義を理解する方法もそれぞれに問題がある。正義の功利主義的な理解方法には、次

の二つの欠点がある。まず、正義と権利を原則ではなく計算の問題にするという点であり、次に

人間行為の価値を一つの計量形に換算し画一化しながら、それらの質的差異を無視するという点

である。また、自由に基づく理論は、権利を真摯に扱い、正義は単純な計算以上であると主張す

るが、どの権利が功利主義で考えることより重視すべきかをおいては意見が分かれる。しかし、

自由に基づく理論は、尊重される権利を選別する前に、人々の好みをそのまま認めることによっ

て、人間が公的生活の中でさらけ出す好みと欲求に疑問を抱くように要求しない。自由に基づく

理論によれば、人間が追求する目的の道徳的価値と人間の生活の意味と重要性、さらに人間の皆

が共有する生活の特性と質は、一様に正義の領域から抜けてしまうという問題がある。 

 

9 オ・ヨンソク、107. 

10 Michael J. Sandel、「正義とは何か」、リ・チャンシン訳（ソウル：キムヨンサ、2010）、150。 
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このような正義の理解方法に加えて、ロールズは正義の新しい理解方法を語ろうとする。よく

指摘されてきたように、ロールズの『正義論』11は、古典的自由主義で遺伝されてきた個人的自

由の優先性を再確認しながらも民主主義的な分配的平等を再考するという点で、自由主義的平等

を目指す正義観として認識されている。12 ロールズの正義観は、すべての人が公的正義観に従

う秩序整然とした社会を背景とする理想的な正義観といえる。13 社会正義の原則は、自分が利

益増進に関心を持った自由で合理的な人々が平等な最初の立場で彼ら共同体の社会的基本構造を

規定するものとして採択される原則とみなされるからである。正義の原則をこのように見る方法

は、「公正性としての正義」といえる。 

サンデル（Michael J. Sandel）はまさにその部分が誤りだと考える。正義の社会は、単純に功

利を最大化したり、選択の自由を確保するだけでは作れない。良い人生の意味について一緒に悩

んで、当然に生じてくるであろう異見を喜んで受け入れる文化を整えなければならない。一つの

原則や手続きがあって、それに応じて所得、権力、機会を正当に分配できればどれほど良いの

か、そのような原則を見つけることさえできれば、良い人生を討論する過程で当然生じる論難、

すなわち栄光と美徳、自負心と認定に対立するいろいろな概念を克服できるだろう。正義は正し

い分配だけの問題ではなく、正しい価値測定の問題であるからである。14 

公正性としての正義の後に転換されたロールズの正義観は、主に共同体主義者からの批判に答

えながら、包括的で普遍的真理を言うのではなく、政治的正義観であることを明らかにしてい

る。したがって、ロールズの政治的正義観は、立憲民主政体の基本的社会構造、すなわち政治、

経済、社会制度という特定の議論主題を持つ道徳的概念といえる。したがって、民主社会の公共

的な政治的文化に内在する根本的な信念によって構成されている。このように構成されたロール

ズの正義観は、自由至上主義から福祉自由主義へ、個人的自由主義から共同体自由主義へ、そし

て包括的自由主義から政治的自由主義へ、その代案を語るものといえる。15 

それでは、共義とは何なのか？ 共義を語るために正義を言う方法で共義を言及してみると、

次の通りである。まず、功利主義的正義に対する共義観である。社会全体の幸福を極大化しよう

とする功利主義は、計量化と質的差の無視は共同倫理としての共義とは異なる。共義とは、心理

的幸福を考慮しているため、計量を超えて質的差は認める。また、共義は自由至上主義のように

共同体の平等を無為化しない。個人的自由の重なりが共同体の正義とは言えないためであり、共

義は、個体と連体としての人間存在を前提としていて、16個人的自由と共同体的平等を常に考慮

する。共義は、道徳の源である神の愛をその出発点にしているため、良い人生を正義感を持って

具現しなければならない実践的正義といえる。 

 

 

11 ロールズ、『正義論』、ファン・ギョンシク訳（ソウル：イハク社、2010）. 

12 ファン・ギョンシク、パク・ジョンスン他、『ロールズの正義論とそれ以後』（ソウル：哲学と

現実社、2009）、45. 

13 ファン・ギョンシク、パク・ジョンスン他、51. 

14 Michael J. Sandel, 362-363. 

15 ファン・ギョンシク、パク・ジョンスン他、15-19. 

16 統一思想研究院、180. 
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Ⅲ．『統一思想要綱』での共義論 

 

『統一思想要綱』が明らかにしている共義主義の共義論を語る前に、『原理講論』は義と不義

をこう語っている。 

 

 善の目的を成就していく過程において、その善の目的に役立つ生活的要素を義と

いい、悪（サタン）の目的を成就していく過程において、その悪の目的に役立つ生

活的要素を不義という。それゆえに、善の目的を成就するためには、必然的に、義

の生活を必要とするようになるので、義が善の目的を追求する理由は、すなわちこ

こにある。17 

 

『原理講論』の義は目的論的な義といえる。善の目的を成し遂げるための生活的要素、すなわ

ち倫理を義と言っているからである。このような義は創造本然の価値であることを明らかにして

いる。さらに、義は絶対的である。絶対的な価値の基準である義の神と相対的に決定された人間

の義も絶対的なものになるからである。言い換えれば、義が絶対的なものにならず相対的だった

のは、悪の目的と欲望を中心としたものだったからである。18 

したがって、共同倫理としての共義は、すべての人が公的に私的に実践して成さなければなら

ない共同倫理であり、共義は善の目的を成すための倫理的基礎であり、義なる神に基づく絶対的

で不変の倫理だといえる。そのため、共義は今日の資本主義社会や社会主義社会の誰を問わず遵

守すべき倫理観であるといえる。共義主義は人間なら誰でも、そしていつ、どこでも道徳と倫理

を守ることで地上に健全な道義社会、すなわち共義の社会を成し遂げようという主張である。 

 

言い換えれば、資本主義社会と共産主義社会の次の段階として到来するようになる理

想社会は、先に説明した共生共栄の社会であると同時に、万人が地位の上下を問わず、

共同に同一なる倫理観をもって生活する共同倫理の社会なのである。19 

 

共義をもとにした共義主義社会の特徴はこうである。主体と対象の関係におかれた社会構成員

のうち、主体が神様の愛を各対象に絶えずまた無限に施すことによって相互間の愛を誘発させ、

愛の倫理社会を成し遂げるのである。この時、すべての人間的格差は、そのような神のような愛

によって消えるようになる。また、共義主義社会は、理想家庭の理念、つまり家庭の構成員が神

の愛を授受し、秩序が定礎され規範が立てられる愛の家庭が基礎となって拡大される特徴があ

る。20このような『統一思想要綱要項』の共義論は、神のような愛を土台にする愛の倫理といえ

る。 

 

17 世界平和統一家庭連合、74. 

18 世界平和統一家庭連合、71. 

19 統一思想研究院、716-17. 

20 統一思想研究院、718-19. 
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したがって、『原理講論』や『統一思想要綱』が言っている人間の幸福は、功利主義的幸福の

極大化とは異なるといえる。「人間は、何人といえども、不幸を退けて幸福を追い求め、それを

得ようともがいている」21という言明は、幸福至上主義を語るものではないからである。功利主

義的幸福の極大化が万人の、つまり社会全体の画一的幸福の極大化を言うものであれば、統一思

想要綱の幸福は平均で計算することはできず、主観的で質的差異を受け入れる、多分に自足的な

幸福の極大化である。統一思想要綱の共義論が設定して成し遂げようとする幸福とは、主観的、

道徳的であり、自足的、倫理的であるからだ。 

このような統一思想要綱の共義論は、所得と富の公正な分配とは規制のない市場で財貨とサー

ビスの自由な交換であり市場を規制する行為は個人的な選択の自由を侵害するものなので不当だ

という自由至上主義とははなはだしい違いがある。すでに述べたように、自由至上主義の正義

は、人間が公的生活の中であらわす好みと欲求に疑問を抱くことを要求しない。自由に基づく理

論によれば、人間が追求する目的の道徳的価値と人間の生の意味と重要性、さらには人間すべて

が共有する生の特性と質は、どれもこれも正義の領域から抜け出ている。 

さらに、共議論は、所有に関して共同所有を掲げることによって自由主義的正義を超えてい

る。所有について単に物質的な所有を拒否するものといえる。所有において心理的要素も非常に

重要であるからだ。共義論の所有は「神の真なる愛に基づいた共同所有」であり、この「共同所

有は単なる物質的所有だけではなく、神の真の愛に基づいた共同所有」22の形態の全人的

（holistic）自由主義の所有といえる。もちろん、「創造原理から見たとき、被造世界は神の所有

である。なぜならば被造世界は本来、神の愛の主管下にあるからである」23という前提がある。 

このような共同所有の概念は、私的所有や社会的所有を超えている。言い換えれば、私的所有

を許すが、24自由至上主義者のように私的所有の極大化を、そして彼のための市場の絶対的な自

由を認めない。それだけでなく、功利主義のように社会的所有で最大多数の幸福の極大化をたく

らまない。幸福は計量的ではないからである。共義論は、共同所有の原型を家庭的所有形態と見

ており、共同所有が家庭的所有形態にその原型をおくことは、家庭に人間存在の様式である個体

と連体が有する目的性が現存すると見るからである。したがって、共同所有が個人所有を認めざ

るを得ない理由は、人間は神様の普遍相と個別相にすべて共に似ているからである。言い換えれ

ば、個人は、万人との共通の属性、すなわち普遍相を持っていると共に、その個人にのみ特有の

属性、すなわち個別相をも持っている。そして、人間には普遍的な連体目的25と個別的個体目的

という二重目的が与えられており、欲望と共に愛を実践するための自由が与えられている。26 

 

21 世界平和統一家庭連合、21. 

22 統一思想研究院、698. 

23 統一思想研究院、698. 

24 統一思想研究院、701. 

25 『原理講論』と『統一思想要綱』は、連体としての普遍的人間が持つ生活の目的を「全体目

的」とし、個別的、すなわち個性真理体としての人間が持つ生活の目的を「全体目的」に対して

「個体目的」であると概念化している。しかし、ここでは「全体目的」が個体目的を無為化する

場合の「全体主義的目的」と区別するために「連体目的」という概念を使用することにする。 

26 統一思想研究院、702. 
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このような共同所有は、所有において心理上の多少の程度、つまり心理量まで考慮して「適正

所有」を語っている。適正所有の心理量は、神が教えてくれる良心に従うので、分に合った所有

の決定は容易に成し遂げられると見る。27したがって、心理量は適正ではあるが、同一ではな

い。 

 

ところで、ここで一つ明らかにしておきたいのは、いくら良心によって、各自の分に合

う個人所有の適正な量と質が決定されるとしても、すべての人においてその量と質は決

して同一ではないということである。そこには、いくつかの理由がある。第一に、個人

ごとに独特な個別相をもっていて性格と趣味がそれぞれ違うからである。第二に、個々

人はみな個性真理体であると同時に連体であるからである。連体とは、個人が一定の格

位(連体格位)において、上下、前後、左右に、愛の対象に相対している存在であるとい

うことである。だから、そこには最小限の、一定量の、対象に施すための物質が必要と

なる。そのような物質の質と量は、その格位が高くなるほど、増大する場合がある。そ

のような理由によって、分に合う質と量は各人各様にならざるをえない。したがって、

それが他人に対して真なる愛を投入するために必要な個人所有であるならば、多少、多

くても、それは適正所有になるのである。28 

 

それ故に、共同所有でいう適正所有は共義に従う所有であり、功利主義と自由至上主義を越え

て共同体主義と相応しているといえる。しかし、共同体主義的平等が個人的な自由を犠牲にして

抑圧するならば、共義とは異なる。共義は、共同所有で見られるように適正所有のための自由と

平等を語っているからである。共同倫理としての共義は、個体目的と連体目的が共義の源泉であ

る神を中心に授受することであるため、適正な自由と平等を通じて個人の幸福を極大化するだけ

でなく、連体の幸福も最大化することができる。良い人生のための積極的な道徳と倫理といえる

神の愛を実践する中で成し遂げられるものが共義といえる。 

 

 

Ⅳ．統一政治思想としての共義論 

 

『統一思想要綱』の共義論は共生共栄共義主義に基づいており、そのうち共義主義の共義観で

あるといえる。これは、共義主義が共生主義や共栄主義との関係で理解されるべきであることを

明確にするものである。『統一思想要綱』では、「共生主義、共栄主義、共義主義はそれぞれが

分かれることのできない、渾然一体となった理念であり、思想である。そのような主義が実現さ

れるとき、初めて神が構想された創造理想世界が実現されるようになる」29と明らかにしてい

る。それだけでなく、「共生共栄共義主義は、未来社会(理想社会)の経済的、政治的体制の特徴

を表す用語である。すなわち共義主義(共同倫理)によって運営される経済体制であり、政治体制

 

27 統一思想研究院、703. 

28 統一思想研究院、703-704. 

29 統一思想研究院、719-720. 
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であるという点が未来社会体制の特性」30であるという点を強調している。言い換えれば、未来

社会は共義に基づいて運営される政治と経済体制を言うので、共義は形而上学的だというよりは

現実的と言え、すなわち政治的であるといえる。 

世界平和統一家庭連合は政治思想として共生共栄共義主義の共栄主義を語っている。共栄主義

は、「共栄主義は、理想社会の政治的な側面を扱った概念で」31あり、「共同政治に関する理論

である。共同政治とは、万人が共に参加する政治をいう」32したがって共栄主義は、「特に、資

本主義の政治理念である民主主義に対する代案としての側面から、未来社会の政治的特性を扱っ

た概念である」33さらに、民主主義政治の最終目的は人民34の自由と平等の実現にあり、このと

きに言う自由と平等は表裏の関係にあり、自由なしには平等があることができず、平等なしには

自由があり得ない。35このような共栄主義の倫理的根拠となる共義は、自由と平等が共同で実現

される政治的共義といえる。 

世界平和統一家庭連合の政治的共義は目的論的共義論といえる。正しいことと良いこと、すな

わち善の対する原理的根拠を準備し、36そのように準備された正しいことと良いことを倫理化さ

せるからだ。このような目的論的共義論は、当為的または包括的であるので、現実問題を解決し

再構成(reconstructive)するときに少なくない批判を受ける可能性がある。多様な価値観が互いに

ぶつかる状況で、ある選択をしなければならない場合、支配的または決定的な目的と価値がある

なら、合理的な選択をすることが原則的に可能または容易になると考えることができる。しか

し、そのような支配的なあるいは決定的な目的と価値が果たして存在するのかを尋ねるとき、躊

躇するようになる。なぜなら、ある価値が支配的な目的価値になるためには、それが多様な価値

を還元するにふさわしい指標になることができなければならないだけでなく、その価値が妥当で

望ましいものでなければならないが、そのような支配的目的価値は存在しないからである。 

このようなロールズの批判は価値一元論に対するものといえる。さらに、ロールズは、そのよ

うな支配的な目的や価値が、ある一つの支配的な目的や価値に還元されないとしても、合理的な

熟考や選択をすることが不可能でもないという。人間の価値や目的が多様で多元的であるしかな

いなら、各自が追求する多様な目的と価値を実現できる社会体制を構成することがより説得力が

あると主張する。37このようなロールズの価値多元論的批判に対して、世界平和統一家庭連合の

共義論も避けていく道がないようだ。それにもかかわらず、世界平和統一家庭連合の共義論が持

つ価値追求と実現の方法論は、また別の道を模索することで、その意義を十分に持つといえる。 

 

30 統一思想研究院、732. 

31 統一思想研究院、705. 

32 統一思想研究院、712. 

33 統一思想研究院、705. 

34 『統一思想要綱』では人民を「権力層や富裕特権層を除いた『大多数の国民』の意味に解釈し

てよいのであろう」と言う。（統一思想研究院、706．） 

35 統一思想研究院、706. 

36 統一思想研究院、386-388. 

37 ファン・ギョンシク、パク・ジョンスン他、37. 
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言い換えれば、世界平和統一家庭連合の共義論が持つ価値追求と実現の方法論は、授受法的ア

プローチであるからである。38授受法的アプローチの支配的な目的価値とその実現方法は、相互

作用でやり取りする方法である。つまり、支配的な目的価値を適用実現する一方的な方法ではな

く、価値実現の方法が支配的な目的価値だとしても、影響を及ぼすことができる道を開いておい

ている。これは支配的な目的価値を語りつつも「時代の流れとともに、漸次高められてきた心霊

と知能の程度に応じて、各時代の人々に与えられたものであるために、その真理を教示する範囲

とか、それを表現する程度や方法においては、時代によって変わらざるを得ないのである」39と

表明していることをみてわかる。 

したがって、世界平和統一家庭連合の共義論は、価値追求の方法においては普遍的であるが、

価値実現の方法においては特定社会や一連の社会において問題解決を発見しようとする現実的な

社会的課題を遂行する実践的な政治思想だといえる。例えば、民主主義体制のもとで多元的社会

を前提とする場合、社会的統合の基盤を確立することが共義論の課題となるのである。互いに異

なる信条と理念に対する多様な立場を持っている現代社会で、市民が合理的で知識に基づいた自

発的な政治的合意を共有できる共義論になれば、これは価値実現の方法として妥当であるとする

ことができるからだ。 

そのため、統一政治思想としての共義論が支持する政治体制は、すでに述べたように、資本主

義の政治理念である自由民主主義に対する代案的体制であるといえる。世界平和統一家庭連合の

共義論が後押しする代案的体制は、自由と平等が共同で実現される体制だ。これはロールズの哲

学的野心と同じ線上にある。すなわち、ロールズの哲学的野心は、「近現代社会を二分した自由

民主主義と社会主義の哲学的冷戦を超越しようとするもの」であったからである。40共義論もま

たそうである。そのため、資本主義と自由民主主義を批判し、共義を述べようとする。 

統一政治思想としての共義論は自由主義的平等主義だといえる。共義論は、自由主義が後押し

している資本主義の構造的矛盾、つまり利己的個人主義に流れざるを得ない自由至上主義によっ

てなされた富の格差と偏在のため、この社会に不平等と不自由をもたらしたと見る。41ロールズ

をはじめとする現代の自由主義者が「平等」に関心を持っているのは、自由主義の保障する自由

がただ形式的な自由ではなく、実質的な自由であり、社会経済的な観点から効率的に実現される

自由でなければならないからである。42共義論もそのような価値、つまり自由と平等の実現を優

先するため、自由主義的平等を支持するのである。 

また、世界平和統一家庭連合の共義論は、共同体の価値、つまり平等は自由と表裏の関係があ

ると表明することから自由主義的家庭共同体主義だといえる。世界平和統一家庭連合の家庭共同

体主義43は、第一に「個人の家庭化」を志向する。もちろん個人の家庭化を語る世界平和統一家

 

38 授受法については、統一思想研究院、676-685. 

39 世界平和統一家庭連合、30. 

40 キリスト教哲学研究所編、『現代社会と正義』（ソウル：哲学と現実史、1995）、195. 

41 統一思想研究院、699. 

42 ファン・ギョンシク、パク・ジョンスン他、23. 

43 文鮮明先生は、世界平和統一家庭連合の家庭主義を真の家庭主義と呼ぶ。「真の家庭主義は、

どのような主義ですか。真の家庭主義は、神様の愛の主義です。簡単でしょう。愛がなければ、
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庭連合の家庭共同体主義が決して看過しない点はこうである。個人の家庭化を言うとき、家庭と

いう共同体的価値に個人の自由を陥没させない。個人の家庭化が個性真理体としての個人が持つ

独尊的価値を無視したり、看過しないということである。これは、家庭が全体主義化されるべき

ではないということと同じである。世界平和統一家庭連合の家庭共同体主義は存在の二重目的を

語っているので、個人完成の目的が家庭完成であるだけで、家庭を完成するために個人完成を通

さなければ、決して家庭完成は成し遂げられないことを明確にしている。 

また、世界平和統一家庭連合の家庭共同体主義が語る個人の家庭化は、家庭の存在論的意味を

明確にすることで、家庭で成される生命の保全と心情と愛の体験などが、神様の臨在と共にその

完成を修練できる個人と家庭の関係性に関心をもつ。個人完成を通じた家庭の完成はもちろん、

家庭を通じた個人の完成も授受の関係で成そうとするためである。これは関係の断絶で生み出さ

れる不幸の克服も意味するが、さらに過密な関係でもたらされる家族主義の克服も意味する。 

第二に、世界平和統一家庭連合の家庭共同体主義は「社会の家庭化」だといえる。この時、

社会の家庭化とは、家庭の存在論的意味と価値の上で家庭の共同体性を社会化するという意味

だ。「家庭の社会化と再社会化」が、家庭が克服すべき利己的家族主義のための談論として進ん

できた一方で、「社会の家庭化」は社会が家庭の共同体性を回復するための談論になるであろ

う。特に今日のように社会的不幸が原因不明の災いのように蔓延している時、ある社会の家庭的

共同体性を存在論的に照明、つまり社会の家庭化を論ずる必要が求められている。 

このため、まず共同体に関して述べると、共同体とは一定の関係の中に結束されている人た

ちから成りたち、その成員は一定の価値観と信念を共有する。その関係は人格的で直接的で、通

常は対面的なものである。その成員を結びつけるものは自己利益よりは友情や義務感である。成

員間のつながりは、いくつかの側面だけでなく、それぞれの生活全体に絡み合っている。成員は

所属感、すなわち「自分たち」という意識を感じる。各成員の利益とアイデンティティは、全体

の利益とアイデンティティに依存しながら、それを形成する。44 

世界平和統一家庭連合の家庭共同体主義が語る「家庭の共同体性」は、何よりも先に神の創

造による存在論的当為性である。言い換えれば、「神が家庭を創造した」と主張することで、家

庭は人為的ではなく天賦的なものであることを明確にしているのである。したがって、家庭共同

体がもっている共同体性は、存在論的価値を志向するようになる。その中の一つが生命の保全性

である。家庭は基礎的集団として生殖保存と養育機能があり、生命に対する責任性が与えられて

いる。したがって、人類存続の基本要件となる生命を軽視することは、人類共存の最大の脅威要

素となる。生命はいかなる状況でも保存されなければならない。生命創造の機能は人間が持って

 

いくら世界一だと腹を出して歩いても、その人は不幸な人です。そうですか、そうではないです

か。真の家庭主義は、父母が行けば、息子・娘は父母の後を永遠についていく主義、また、兄さ

んが行けば、弟が永遠についていく主義、弟が行けば、兄さんが永遠についていく主義です。で

すから、弟の国があれば、兄さんの国がついていき、兄さんの国があれば弟の国もついていこう

と言わなければなりません」。（世界基督教統一神霊協会、『祝福家庭と理想天国Ⅰ』（東京：光言

社、1999）、678） 

44 イ・ジホン編、『個人、共同体、教育 II：自由主義、共同体主義、社会主義』（ソウル：教育科

学社、1997）、53-56. 



 - 11 - 

いないため、人間は生命を思うままにする権限がない。ただただ生命に対する尊重と保全性を備

えなければならない。その出発点がまさに家庭である。生命の保全性の出発が家庭であるだけ

に、このような共同体性を社会および国家、世界、地球、宇宙でも実現するようにしなければな

らないだろう。 

次に、「家庭の社会化」は、家庭共同体で成されなければならない人間化を社会化することで

ある。「家庭の人間化」とは、各構成員の尊厳性と価値、自己決定権の程度で評価することがで

きる。家庭での人間化の程度が高いほど、家族構成員間の相互支持がなされると共に、家族構成

員個々人の自律性が重要視される家族関係を維持する。また、円満な会話による相互の理解を通

じて可能である。したがって、家族構成員間の意思疎通は明確に成されなければならない。45最

も人間的な待遇を受けることができる場所が家庭である。社会的地位と能力によっては家族間の

関係はあまり影響を受けない。誰でも家に帰ってくると、一家族の構成員の一部に過ぎない。そ

のように家庭に戻ってきたなら、特定の条件と基準がなく、自然人として無条件的関係と犠牲と

奉仕の関係になる。 

最後に、家庭の社会化は家庭共同体を維持している性平等を社会化することである。家族構成

員間では、機能と役割によって関係の優位性を持つことはできない。神の前で心情と愛を通じた

関係の平等性を追求する。社会の制度的男女の関係の偏重はあり得るが、究極的な家庭での男女

平等は基本的な特徴である。なくてはならない唯一性と役割の固有性を持っているため、男女の

不平等はあり得ない。46家庭存続の基本要件は、父系と母系の平等性である。社会の性平等性の

維持は、家庭共同体の性平等を通じて可能である。 

このような世界平和統一家庭連合の家庭共同体主義は、個人的であり共同体的な価値を還元で

きる支配的価値であり、現実的実現価値の土台を語っているといえる。したがって、これを共同

体主義的自由主義と言うことができ、個人的自由主義を越えることで、ロールズが志向した自由

主義的平等や政治的自由主義とその軌道を同じくすると見ることができるだろう。ただ、支配的

価値を認めようとする共義論と、支配的価値の存在自体を否定するロールズの正義論との相違点

があることは明確にした上でのことである。これもやはり世界平和統一家庭連合の共義論の方法

論によるものといえる。授受法による価値実現のもう一つの談論を模索し、その代案であること

を主張するからである。 

 

 

V.おわりに 

 

 

45 これとは反対に、非人間的な家族規則と家族関係を維持する場合を逆機能的家族という。逆機

能的な家族は、家族構成員間で意思疎通が間接的で、率直な感情表現が許されないため、家族間

の葛藤が深化する。特にこのような家庭には、責めと非難の対象となる、スケープゴート子女が

存在し、彼らはしばしば問題青少年に発展するようになる。 

46 例えば、韓国社会は男性中心の父系社会の伝統が続いてきた。しかし、現代社会の趨勢は、非

父系中心の家族意識も大きくなっている。（アンホヨン、「二つの家族原理と新しい家族意識の形

成」、『精神文化研究』、第 19 集（1996）、29。） 
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統一政治思想としての共義論は、ロールズ以来論議されてきた、自由と平等の問題を政治的に

解決しようとする現代の哲学的野心と一致する。共義論は、ロールズの自由主義的平等主義を超

えて、自由主義的家庭共同体主義であるといえる。これを家庭共同体的自由主義と言っても構わ

ないであるだろう。共同体の核心を家庭に置く世界平和統一家庭連合の家庭主義47は、共義の価

値実現も家庭共同体を通じてのみ成し遂げられることを明確にするのである。共義が共同倫理の

思想であり、共同倫理社会を支える倫理的根拠であるならば、共同倫理社会は功利主義的幸福の

極大化を追求する社会ではなく、また自由至上主義的自由の極大化を追求して共同体的平等を無

為化させる社会でもないことは間違いない。共同倫理社会は、全体の幸福の極大化を追求する

が、質的差異を考慮し、愛でその間隙を埋めて適正な幸福の平等が成される社会といえる。その

ような社会は、共義の政治がイデオロギーとなる社会であり、政治的共義を成し遂げようとする

のが世界平和統一家庭連合の政治思想といえるであろう。 
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