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要約 

この論文は、グローバル社会の世界共同体理論であり、世界倫理談論として見直されて

いるコスモポリタニズムの主要な特徴と限界を調べ、共生共栄共義の理想世界を追求する

統一思想の共義主義が、コスモポリタニズムの問題にどのような代案的観点を提示できる

のかを調べた。最近のグローバル化時代の世界市民主義談論の核心は、個別的存在をそれ

自体として認め、他者を普遍性の論理で画一化したり違いを本質化して他者との真の疎通

を基本的に排除せず、他者との「共に生きる」ための責任ある行動を追求することであ

る。しかし、個人的、地域的、国家的利害関係が衝突する場合、このようなコスモポリタ

ン倫理がより根本的な価値や実践的原理として働くことは容易ではない。国家が普遍的な

愛、人類愛を積極的に実践する行為者になることは、現実的に難しい問題だ。だからとい

って、コスモポリタニズムが個人の倫理や道徳性の問題だけに制限される時、社会的次元

で担当すべき共同体的な見解が十分に開かれない。したがって、正義、同等性、平和のよ

うなコスモポリタン倫理と価値が個人的にも制度的にも実現されるためには、多数の市民

の心、目的、欲望と意志を動かし、共感と連帯の感受性を刺激できなければならない。 

このようなコスモポリタニズムの難題を解決する糸口を探り、地球村時代の人類の切迫

した課題として迫ってきた世界共同体を実現するための理論的模索として、本稿は統一思

想の共義主義が提示する三つの重要な洞察に注目した。第一に、世俗的な世界市民主義談

論で提起されてきた宗教的な世界市民主義に対する批判や憂慮にもかかわらず、統一思想

が指摘しているように、共義と平和の世界を実現する上で、宗教の潜在力と役割は看過で

きず、むしろ必要不可欠な要因であるという点である。第二に、共義主義の根幹である神

の真の愛から個別性を尊重しながらも、共に生きるために要請される普遍性の糸口を見つ

けることができる。すべての愛の根源であり、志向点である神の真の愛の超越的で縦的で

垂直的な次元を導入することで、コスモポリタニズムの難題である個別性、多元性と普遍

性、統一性の調和の可能性が開かれるという点である。第三に、統一思想の共義主義は、
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宇宙的な愛の学校としての家庭の役割を強調する真の家庭主義に基づいているが、これを

通じて世界市民主義が個人を超えて社会的かつ実践的運動に拡張される具体的な基盤にな

り得るであろう。神のもとの人類家族を主唱する統一思想の真の家庭主義は、自分の父

母、兄弟を愛しながら、全人類に対する愛を学び、全人類に対する愛を通じて自分の父

母、兄弟を愛することができることを教えているからだ。すべての家庭は世界市民的家庭

であり、天宙的家庭であるという統一思想の真の家庭主義は、家庭を基盤とした個人の倫

理が社会的運動に拡張される論理を提供できるのである。 

[主題語]コスモポリタニズム、共義主義、グローバル化、宗教、真の愛、真の家庭主義 

 

 

Ⅰ．地球村社会の話題、コスモポリタニズム 

 

世界金融経済、情報通信技術、生態および気候危機等により、世界の相互依存性はます

ます大きくなり、国際移動の増加とグローバル・ディアスポラ現象の中で国境の境界が緩

み、世界はますます近づいた地球村社会となっている。特に、デジタル革命と第四次産業

革命は、世界のすべてを連結可能にし、空間の違いを無にすることで、国家間だけでな

く、一国家の内部もグローバル化する新しい時代が加速している。「ますます多くの個人

が国際的に経済活動をし、国際的に労働し、国際的に愛し、国際的に旅行しながら消費

し、料理する。また子供達は国際的に多くの言語を話すように教育を受けてテレビとイン

ターネットの一般化された無の空間で養育されているのだ。」1特殊な少数だけでなく普通

の人々が日常的に数多くの人々、多様なものとの連結と結合を追求する現象が地球規模で

広がっているのが、私たちが住んでいる地球村時代の風景だ。 

しかし、一方では、互いに異なる国家、宗教、民族と人種、階層の人々の間の様々な紛

争や葛藤、戦争、テロ、相互憎悪が依然として続いたり新しい様相に深化している。全地

球的な疎通からも疎外された地域があり(情報の不正義）、グローバル戦争難民、気候危機

難民のようなグローバルな弱者は、むしろ地球上に住む場所すら失った矛盾した状況の中

で苦しんでいる。2カントが世界の永久的平和のための哲学的原理として提示した「訪問の

権利」、3「友好の義務」、友情と歓待の倫理が取り上げられるが、国民国家の生存と安保論

 

1 ウルリッヒ・ベック『世界化時代の権力と対抗権力: 新しい世界政治経済』, ホン・チャ

ンスク訳(ソウル: 図書出版キル, 2011), 7-8. 

2 オ・ウンギョン「グローバル化の矛盾と世界市民の理想」, 『ドイツ文学』57(4) 2016: 

167. 

3 イマヌエル・カント『永遠の平和』AB41~42, ペク・ジョンヒョン訳注(ソウル: アカネ

ット, 2013), 132-133. カントは、すべての人が持つ「訪問の権利」は地球表面の共同占有
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理と衝突し、国際的問題だけでなく各国の国内政治にも葛藤が深まったりする。 

「危険のグローバル化」談論のように、我々はグローバル化した現代社会の危機が、も

はや国家の地理的境界内に限らないということを経験することで、逆説的にグローバル化

した共同体の一部になっているように見える。経済難民、政治難民、戦争難民、未登録難

民、気候難民など様々な原因によって越境する難民、気候温暖化と環境問題、グローバル

テロのようなグローバル化局面の問題は、以前の一国的観点(national frame)で理解も解決

もできないため、国境と国家主義を越えた新たな観点を要請している。同時代の学界と国

際政治の領域で世界市民的権利と正義を求める世界村の現実の切迫した議題を解決するた

めに「民族国家という領土的境界を越える脱領土的共同体に対する理想」としての世界市

民主義がいろいろと再照明されている理由である。 

グローバル化が本格化するにつれ、このようにコスモポリタニズムが新たに談論化する

現象は、私たちの世界内の生存を脅かす差別と矛盾、闘争の文化を克服するためには根本

倫理が必要だと力説したハンス・キュング(Hans Küng)の洞察を再吟味させる。4グローバ

ル化が急速に進展するにつれ、人類は民族や人種、国家、宗教などの境界を越え、一つの

共同運命体であるという認識とともに、地球村の全人類が平和に共存し、ともに豊かに暮

らせる共同体を成すことができる世界市民的法、世界市民社会、世界市民意識と倫理が、

地球村社会が目前に直面した話題になっている。コスモポリタニズムは、単に抽象的観念

や漠然とした理想ではなく、人類の相互依存性に対するこのような現実認識から求められ

るすべての人間の普遍的基本権、他者に対する私/私たちの義務と責任の哲学的、倫理的、

政治的、宗教的根拠として模索されているものである。5ところで、このような世界市民主

義は、時代的脈絡においてや思想の志向において、人類が共同の倫理と価値を持って生き

る神のもとの地球一家族の理想世界を追求する「統一思想(Unification Thought）」の共生

共栄共義主義とかなりの接点を持つ。6 

そこで本論文は、最近グローバル社会の世界共同体理論であり世界倫理談論として活発

に再照明されているコスモポリタニズムの主な特徴と限界を調べ、統一思想の共生共栄主

義の倫理的次元である「共義主義」との接点を探ってみようと思う。さらに統一思想の共

義主義がコスモポリタニズムの難題にどのような代案的観点を提示できるのか、時論的な

 

の権利に起因するとしている。また、外国人が他国に滞在権を要求したり主張したりする

ことはできないが、他国の領土に到着したからといって、この国家によって敵対的に扱わ

れはしない友好(歓待)の権利を世界市民法の普遍的な友好の条件として提示する。 

4 ハンス・キュング『世界倫理構想』, アン・ミョンオク訳(漆谷: ブンド出版社, 1992), 

17. 

5 カン・ナムスン『コスモポリタニズムと宗教: 21 世紀の永久的平和を求めて』(ソウル: 

セムルギョルプラス, 2015), 24-25. 

6 統一思想研究院『統一思想要綱(頭翼思想)』（東京: 光言社, 2002), 757-758. 
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次元で提案してみようと思う。 

 

 

Ⅱ．コスモポリタニズムの多様な意味と限界 

 

古代ギリシャ語に由来するコスモポリタニズム(cosmopolitanism)は世界、宇宙を意味す

る「コスモス(cosmos）」と市民権を意味する「ポリテス(polites）」の合成語を語源とす

る。古代ヘレニズム帝国期の犬儒学派の哲学者ディオゲネス(Diogenes Laertios)が「あな

たはどこから来たのか」という質問に「私は世界市民、宇宙の市民権者」と答えたことに

由来すると伝えられている。シノペのディオゲネス、アレクサンドリアのピロンのように

慣例的に「…の誰某」のように出生地を付けて名前を呼んでいたように、古代ギリシャと

地中海世界における生活規範や価値観、個人のアイデンティティ認識は、一般的に彼らの

属する地域や都市(国家)によって規定された。このため、出身地域と所属集団によって自

分を規定しようとする当時の因習的態度と文化的慣習を拒否したディオゲネスのコスモポ

リタニズム的思惟は、既存の境界を越えた拡張された所属の可能性を開き、特定の地域や

都市(国家)の枠組みを秩序と規範の基準と見なす視覚を、より普遍的次元に拡大したこと

に意味がある。いわゆる世界理性を主張したストア学派もディオゲネスの思想を受け継

ぎ、初期コスモポリタニズムの発展に寄与した。ストア学派の創始者であるゼノン(Zenon 

of Citium, c.334-c.262 BC)は、すべての人間が一つの法の下にある宇宙的都市に属する同

僚市民であり、居住民として共同の愛を分かち合う新しい世界に対する理想と政治体系に

対する構想を展開したりもした。このような思想は、ローマのストア主義者セネカ(Lucius 

Annaeus Seneca)やマルクス・アウレリウス(Marcus Aurelius Antoninus)、キケロ(Marcus 

Tullius Cicero)に継がれ、私たちは生まれた地域共同体と人間性と理想の共同体という二

つの共同体に住んでいるという二重市民権、二重所属性に対する理論とすべての人間が普

遍的理性の法の下一つの共和国(commonwealth)を成すことができるという主張として現

れた。普遍的理性(本性であり自然としての nature)を中心としたストア哲学の人間理解

は、道徳的・政治的共同体の理想を、地域的境界を越えて宇宙まで拡張させ、普遍的理性

と良心の内的原理を中心にコスモポリタニズムの哲学的基礎を築いた。7このような西洋古

代のコスモポリタニズムは、ポリス中心の世界が瓦解し、入り混じりながら変化した世界

の経験の中で、新しい共同体に対するビジョンと普遍的倫理の提案として登場したと見る

ことができる。もちろん、西洋古代の哲学派の初期コスモポリタニズムは、奴隷、女性、

障害や欠如のある人々を共同体に対する権利と責任を持つ自由市民の地位から排除してい

た当時の時代精神から自由ではなかったため、時代的限界と制限性を持つ。それにもかか

 

7 カン・ナムスン, 78-87. 
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わらず、ギリシャ中心主義、男性エリート中心、自由民中心だった当時の主流の視覚より

は一歩進み、制限的ではあるが世界市民という囲いの中に異民族、女性、奴隷や下層民が

包容される可能性を拡大したという評価を受けている。 

以後、西洋のコスモポリタニズム思想は、イエスとパウロを中心とした初期キリスト教

運動の宗教的コスモポリタニズムに発展し、都市や国家の地理的境界を越えた一つの普遍

的キリスト教世界を形成しながら、西欧文明の精神に刻印された。旧約聖書のヤハウェ神

を、最も低く卑賤で暗いところにいる罪人まで照らして救う普遍的な愛の神と規定し、真

の律法精神は愛(神の愛と隣人愛)にあることを明らかにし、身分と地位、性別、階級、人

種の違いを超え、皆が神の子女であり、キリストの中で一つの兄弟姉妹であることを主張

したイエス運動と初期キリスト教運動は、エリート主義的思想に留まっていた哲学的な世

界市民主義の限界を超え、世界市民主義を大衆化し、文化的に拡散した。8 

以後、このような西洋のコスモポリタニズムは近代哲学者イマヌエル・カントによって

継承され発展した。カントは、人間が自身と他者を含め誰でも、手段ではない目的それ自

体とみなし互いに待遇しあう「目的の国(Reich der Zwecke)」という新しい世界に対する

ビジョンを持って、世界の永久的平和のための哲学的企画として現実的平和条約を含む和

約が基礎としなければならない哲学的原理(超越的原理)を探求することによってコスモポ

リタニズムを体系的な哲学理論として提示した。民族主義を旗印とした絶対列強の権力意

志が膨張主義に突き進んだ 18 世紀、彼は予言者的洞察として次のようにコスモポリタン

の権利と義務について宣言した。 

 

地球のすべての人はそれぞれ違う次元でこの宇宙的共同体に入ってきた。そして、こ

の世界のどこかで権利の侵害が起きた時、それはどこでも感じることができる。コス

モポリタンの権利という思想は、単に幻想的であったり過度な考えではない。それは

政治的に国際的な権利に関する不文律が人類の普遍的な権利へと変革されるように補

完するのに必要なことだ。ただこの条件の下でだけ、私たち人類は永久的平和に向か

って持続的に進んでいると言える。9 

 

 カントの観点において、人類共同体の永遠の平和は「政治的最高善」であり、理性に基

づいた政治的動物として「人間の最高善」である。すなわち、人間の理性は永遠な平和共

同体を要求し、それはコスモポリタン権利に対する認識を必要とするのである。彼は

「我々の中にある道徳的-実践的理性は『いかなる戦争もあってはならない』と、抵抗でき

 

8 しかし、このような宗教的な世界市民主義が、一方では信者と不信者の二分法を通じて

他者をより致命的に排除し罪に定める文化を作り出したという批判もある。 

9 Immanuel Kant, "Perpetual Peace," H. S. Reiss, ed., Kant: Political Writings, (Cambridge, 

New York: Cambridge University Press, 1989), 107-108 (カン・ナムスン, 99 から再引用). 



6 

 

ない拒否権を表現する。自然状態での私とあなたの間の戦争も、たとえ内的には法則の状

態だが、外的には(互いに対する関係で)法則のない私たちの間の戦争もだめである。なぜ

なら、それは各自が自分の権利を求めなければならない方式ではないからだ」10と述べて

いる。したがって、カントは、この世界にそのような道徳的-実践的理性が要求する永久的

平和を実現するための必要な三つの目標として、世界市民意識、歓待に対する普遍的義

務、地球上に居住するすべての人の平和と人間の尊厳性を成すことを提示した。11 

 このようにコスモポリタニズムは歴史的に多様な脈絡で時代精神を現わし、特定の哲学

的、宗教的、倫理的理想を表現する積極的な意味で発言されてきた。しかし、一方でコス

モポリタニズムは同時に、これを批判する論者によって否定的な烙印や批判的な口調と文

脈でも使われた。コスモポリタニズムは、しばしば社会の政治的義務と責任を放棄し、根

がなくさまよう無責任で脱政治的な生き方、あるいは実体のない理想主義という批判を受

けた。また、帝国主義と関連させたり、資本主義的企図の一部にすぎないという警戒の対

象でもあった。コスモポリタニズムに対する批判は大きく民族主義、国家主義的観点か

ら、いわゆる世界市民主義者の責任回避とアナキズム的側面を狙った批判と、マルクス主

義の観点から資本主義的世界体制、物神主義および脱政治化との関連性を批判する二つの

グループに分けられる。したがって、最近のグローバル化談論の中で再び見直されている

コスモポリタニズムは、こうした批判を意識して代案を模索する。資本主義世界体制と切

り離せないグローバル化主義(globalism)との違いを示しながら、コスモポリタニズムの理

想と実践的側面を積極的に探求するのである。例えば、グローバル化主義は基本原理にお

いて市場秩序と資本の自由移動を強調し、価値中立的態度を表明する反面、世界市民主義

は、すべての人間が人類共同体の一員として持つ同等の価値と普遍的正義と善を重視する

倫理的見地の世界主義を強調すると区分する。12 

 多様であり時に相反した用例として広く使われているが、先に述べたコスモポリタニズ

ムの語源には、今のグローバル化の局面で有意義に注目すべき二つの意味が含まれてい

る。すなわち「宇宙、世界」は拡大されたアイデンティティの範囲を表現し、「市民(権)」

は世界の同胞たちに対する責任と権利の主体という意味を含んでいるのである。地球村の

生存と未来がかかった人類の当面の課題に対する新たな代案として見直されているコスモ

ポリタニズムは、この二つの側面をさらに強調しながら、責任に対する感受性が不足した

自由主義的グローバル化主義や、存在に対する哲学が欠如した単純なグローバルエチケッ

トとも異なり、西欧中心の普遍主義、抽象的・観念的普遍主義、違いを無批判的に理想化

 

10 Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten A233f, イマヌエル・カント『永遠の平和』, 

ペク・ジョンヒョン訳注(ソウル: アカネット, 2013), 21, 23, 26. 

11 カン・ナムスン, 97. 

12 マーサー・ナースボム『国を愛するということ: 愛国主義と世界市民主義の限界論争』, 

オ・インヨン訳(ソウル: 図書出版サムイン, 2003), 11. 
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してむしろ真の疎通に無関心な多文化主義とも同じではないと主張している。最近の談論

の中で、コスモポリタニズムは個々人が地域、国家、あるいは他の何かに所属感を持つそ

の個別性を尊重しながら、同時に宇宙的全人類共同体に所属し、その一員として責任感を

持つべきという観点を堅持しようとする。すなわち、閉鎖的な国家主義と地域主義は克服

しようとするが、開放的な地域主義と国家主義は認めながら、世界共同体主義と調和させ

ようとするのである。そのような世界共同体主義は、地球上に住むすべての人間の権利と

尊厳性を認め尊重し、彼らに対する責任と倫理を実践しようとするので、コスモポリタン

権利、コスモポリタン正義、コスモポリタン倫理などを積極的に探索し実践する。 

 もちろん、コスモポリタニズム談論は、政治的(制度的)法的次元と道徳的・倫理的次元

(コスモポリタン倫理)に区別することができる。政治的・法的次元の談論は、コスモポリ

タニズムを国際政治と国際関係だけでなく、国内政治でもどのように実現させるかにより

集中する。そして道徳的・倫理的次元の談論は、現実的な実現可能性そのものよりその根

幹になる原理や理想的な状態を提示することにより焦点を当てる。しかし、事実上、両者

は厳密には分離できない。コスモポリタニズムが何であり、どのように実践されるかとい

う問題は、コスモポリタニズムが何であるべきか、そして何を目指すかと究極的に分離す

ることができず、コスモポリタニズムが目指す価値は、道徳と倫理的次元にとどまらず、

多様な社会制度と結びつく不断の実現への努力を要することであるからである。少なくと

も先に述べた二つの次元、すなわち個別的アイデンティティを尊重しながら、さらに拡大

された共同体のアイデンティティに悩み、権利と責任の意識と倫理を放棄しないコスモポ

リタニズムは、可能性と不可能性、条件性と無条件性の二つの軸の間で創造的な緊張を維

持し、絶えず取り組まざるを得ないのである。13現在論議されている世界市民主義はもは

や人類の長年の夢であるだけでなく、これからはそれを実現する方法を積極的に探求しな

ければならない地球村社会の厳然たる現実的要請であるからなおさらである。 

 ところで、世界市民主義が人類の未来のための希望の代案となるために、無責任なアナ

キズムや資本主義的商業主義とも区別されなければならないが、ウルリッヒ・ベック

(Ulrich Beck)が指摘したように、歴史的に世界市民主義に対して提起された危険、すなわ

ち世界市民主義が全体主義や専制主義に流れる危険性に対する警告と非難も念頭に置く必

要がある。世界市民的政治と世界市民倫理を通じて世界市民社会を発展させるためには、

コスモポリタニズムという言葉がいかにしてイデオロギー的な誤用を可能にするかを知ら

なければならないのである。 

 現代の積極的なコスモポリタニズム理論家に属するウルリッヒ・ベックは、専制的(独裁

的)コスモポリタニズムと解放的コスモポリタニズムを区分し、解放的コスモポリタニズム

の歴史的事例として古代コスモポリタニズム(ストア哲学)、啓蒙主義思想の世界市民法(イ

 

13 カン・ナムスン, 33; Ulrich Beck, Cosmopolitan Vision, tr. by Ciatran Cronin 

(Cambridge, Uk: Polity Press, 2006), 44. 
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マヌエル・カント)、「人類に対する犯罪」14を概念化したカール・ヤスパースとハンナ・

アーレントの思想を挙げている。15それによると、専制的コスモポリタニズムは、歴史的

に個別的差異を認めず画一化する帝国主義と全体主義社会のプロパガンダとして利用され

てきたのである。反面、抑圧的でない解放的コスモポリタニズムは、すべての差異を取り

除かず、他者をそれ自体の観点と欲望、生き方などを持った個別体として認めることから

始まる。具体的にベックは、そのような解放的なコスモポリタニズムの条件として、第一

に、文化的他者の違い(他の文明と異なる近代性など)を認めること、第二に、未来が異な

ることを認めること、第三に、自然が異なることを認めること、第四に、対象が異なるこ

とを認めること、第五に、異なる合理性を認めることなどを主張している。16 

 専制的コスモポリタニズムではなく、解放的コスモポリタニズムを目指しながら、より

代案的なビジョンを積極的に思惟する現代の理論家たちは、現実を変革することができる

根源的な力で「惑星的愛(planetary love)」を唱えているガヤトリ・スピヴァク、解体の哲

学から友情と歓待の哲学を積極的に改進している後期デリダ、「二つの経験」という愛を

通じて、個別的な普遍性と連帯の可能性を模索したアラン・バディウ、地球的危機を手段

として省察的近代性とコスモポリタニズムの関係を新しい代案として探求しているアンソ

ニー・ギデンズとウルリッヒ・ベック、歴史的イエスとパウロのコスモポリタン神学を同

時代の問題に対する代案として再解釈している政治神学者たちまで、非常に多様な分野で

活発な談論的実践に参加している。このように 20 世紀以降、世界共同体の代案として探

求されているコスモポリタニズム理論は、細部では異なりながらも基本的に共有する特徴

と志向点がある。コスモポリタニズムと宗教というテーマを積極的に研究したカン・ナム

スンは、これをうまく整理している。彼によれば、そのような共通の特徴は個別性に対す

る尊重と包容、コスモポリタニズムの究極的関心の単位が生きているすべての人間に適用

される個別的な普遍性、そして他の人々の差異と同等性を認める実践を追求する責任性で

 

14 「人類に対する犯罪」は、1919 年の第一次世界大戦直後、パリ講和会議で使われた

「人類の法」の概念を受け継ぎ、1948 年 8 月 8 日のロンドン会議でアメリカ、イギリ

ス、フランス、旧ソ連など連合国の四国が調印したソビエト国際軍事裁判憲章第 6 条に反

映された概念で、ニュルンベルク戦犯裁判の重要な基準として適用された。すなわち、一

個人が「国家法(実定法)に従った」という理由で人類に行った犯罪を正当化することはで

きないのである。ヤスパース、アーレント、レヴィナスなどが、この「人類に対する犯

罪」概念に踏み込んで、いかなる根拠であれ、特定の他者に対する憎悪はすなわち「人類

に対する憎悪」であり、「人類に対する犯罪」という世界市民的哲学を発展させた。カ

ン・ナムスン, 110-117. 

15 Ulrich Beck, 2006, 45. 

16 ウルリッヒ・ベック『グローバル化時代の権力と対抗権力: 新しい世界政治経済』,ホ

ン・チャンスク訳(ソウル: 図書出版キル, 2011), 433-435. 
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ある。17 

 要するに、グローバル化時代の世界市民主義談論の核心は、個別的存在をそれ自体とし

て認め、他者をアイデンティティの論理で画一化せず、他者の違いを本質化することで他

者との真の疎通を排除せず、むしろ他者との「共にする(共に生きる)」ための責任ある行

動を追求するのである。つまり、世界市民主義倫理は、地球村にいるすべての人々に対す

る無条件の尊重、彼らを私と同じ尊厳性と地球上の居住権を持つ隣人、兄弟姉妹として歓

待しなければならないという責任を積極的に含んでいる。しかし、このような要請は難民

問題でしばしば表れるように、現実政治や複雑な社会的状況の中で、現実的に非常に難し

い課題である場合が多い。世界市民主義倫理が依然として非現実的な原則や漠然とした理

想としてみなされたりする理由だ。それにもかかわらず、そのような倫理的理想は、現実

政治をはじめ具体的な日常のジレンマ状況においても、選択と意志における永続的な参照

事項や準拠事項として役割を果たすことができ、また果たされなければならない。18地球

村の人類は、だんだん他人の問題がいつでも私の問題となるかもしれないと現実的に体感

しているだけでなく、カントの洞察のように人間の権利の保障と真の進歩は地球村社会の

永遠な平和の上でのみ期待できるということを否定できない世界経験をしているからであ

る。19 

 そして、世界市民主義倫理の基礎として提示されるものは、地球村の相互依存性と相互

連結性、生命を持つすべての人間の尊厳性と、同等な地球上の居住権に対する認識、普遍

的愛と慈悲、宇宙的愛、友好と歓待の倫理などだ。このような倫理の論理的基礎を確立し

たり正当化するための論議は、カントのような理性主義的アプローチ、同情心と共感を強

調するアプローチ、グローバル危機の普遍性に訴える現実主義的アプローチなどがある。 

 しかし、地域的、国家的利害関係が世界市民倫理と相反する場合、コスモポリタン倫理

がより根本的な価値として認められたり、優先的な道徳の源泉として働くことは容易では

ない。地球的災難と該当国家の安全が直接結びつかなければ、国家がその災難に対応する

ための普遍的愛、人類愛を直接的に実践する行為者になることは、現実的に難しい問題で

もある。だからといって、コスモポリタニズムが個人倫理と道徳性の問題だけに限られる

時、社会的レベルで担当すべき共同体的な地平が十分に開かれない。だからこそ、正義、

同等性、平和のようなコスモポリタン倫理と価値、コスモポリタン議題が個人的にも制度

的にも作用し実現されるためには、コスモポリタニズムが「多数」市民の心、目的、欲望

と意志を動かすことができ、共感と連帯と協力を自発的に引き出さなければならない。 

 本論文はまさにここで統一思想の共義主義が提案する三つの媒介的要素に注目したい。

 

17 カン・ナムスン, 63-68; Thomas W. Pogge, "Cosmopolitanism and Sovereignty," Ethics 

103 (1992): 48. 

18 カン・ナムスン, 29. 

19 イマヌエル・カント『永遠の平和』, 22. 
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第一に、宗教的な世界市民主義に対する憂慮にもかかわらず、宗教が依然として持ってい

る潜在力、第二に、神的愛の超越的かつ垂直的次元の導入、第三に、真の家庭主義が主張

する宇宙的愛の学校としての家庭の役割がそれである。統一思想の共義主義は、このよう

な三つの要素を中心に、世界市民主義のテーマに重要な洞察を提示することができる。ま

ず宗教の役割について考え、次章で真の愛の超越的かつ垂直的な次元での意義と真の家庭

主義の示唆点について述べる。 

 

 

Ⅲ．共義主義からみた宗教の世界市民的役割 

 

世界平和統一家庭連合(以下「家庭連合」)は、神主義と真の愛の原理、真の家庭運動を

通じて人間本性を回復し、平和理想世界を実現しようする。したがって家庭連合の思想体

系を指す統一思想は「神主義」と呼んだりもする。家庭連合が追求する統一が実現した平

和世界の名称である天一国も、二人が神の真の愛を中心として一つになり共に暮らす国と

して表象される。20また、統一思想はそうした平和理想世界である天一国を共生共栄主義

が実現した世界として表現している。 

『統一思想要綱』は、共生共栄共義主義の原理が、神主義の経済的、政治的、倫理的次

元を表現する複合的理念として、厳密には分離できないが、共義主義が共栄共栄共義の理

想社会を成す最も核心的な原理であることを強調している。21『原理講論』も「真理に立

脚した宗教によって、全人類が神の心情に帰一することにより、一つの理念を中心とした

経済の基台の上で、創造理想を実現する政治社会がつくられるはずであるが、これがすな

わち、共生共栄共義主義に立脚した、メシア王国」22であると明らかにしているが、神の

心情に帰一することによって一つになることができる理念を「共義」の理念という。「共

義」の概念がまさにより性相的な価値、意図、目的と関連しているからである。『統一思

想要綱』によると、共義の原理は価値観の崩壊問題を解決でき、この地上にいつでもどこ

でも道徳と倫理を自由に守る道義主義社会を確立できる理念であり、すべての人々が彼ら

の地位やいかなる条件と関係なく同じ倫理的態度を持って生きていく共同倫理社会の理念

である。 

統一思想はそうした理想社会、すなわち共生共栄共義主義社会は、宗教の目的がすでに

成就した社会であるため、宗教はもはや必要ではないだろうと見る。23しかし、そのよう

 

20 世界平和統一家庭連合、『天一国経典天聖経』(東京：世界平和統一家庭連合、2013)、

1286. 

21 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)、717. 

22 世界平和統一家庭連合、『原理講論』(東京：光言社、2018)、508. 

23 統一思想研究院、『新版統一思想要綱(頭翼思想)』、717. 
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な理想世界を成していく過程で、宗教は真理と神の心情を教え、信仰と所望を通じて実践

を鼓舞し、相対的で制限的であっても規範、秩序、価値を提供するという点を指摘する。

したがって、統一思想は歴史的に宗教の権威が弱体化することに対して否定的な認識と憂

慮を表明する。 

統一思想は宗教の究極的な理想として「宗教のない世界」を宣言するが、また一方では

良心を目覚めさせ、価値と規範の基準となってきた宗教の復帰摂理的役割を強調し、共生

共栄共義の社会を成していく過程でも宗教が共義の道徳と倫理を樹立するのに寄与しなけ

ればならないと見る。また、現代社会における数多くの葛藤と悪徳現象は、価値の崩壊と

混乱によってさらに深まったものと見ている。すなわち、神を否定する風潮と、宗教と思

想に対する軽視、宗教間の葛藤によって価値が相対化されるのである。ところが、宗教の

相対化と宗教間の葛藤が価値を相対化し価値崩壊の原因になるなら、これは互いに葛藤し

ていた宗教が互いに協力してより大きな善のために調和を成す時、価値崩壊による問題を

解決し、真の価値を回復させることができるという意味でもある。 

何度も述べたように、21 世紀の人類にとって、世界共同体と世界市民的倫理の理想は、

すでに現実的要請である。それでは私たちはどのように民族、人種、地域、国家そしてそ

れ以外の多くの個別的アイデンティティを無視しないでいながらも、真のコスモポリタン

意識と倫理を持つことができるのだろうか？ どのようにして人類はコスモポリタンの正

義が実現した世界共同体を実現できるのか？ コスモポリタンの権利と正義が当然のよう

に実現されなければならない時、世界市民主義が個人の利益と国家の利害関係を適切に抑

制できるだろうか？ 

これらの問題と関連して、統一思想の共生共栄共義主義が、宗教の目的が実現した宗教

以後の世界を志向しながらも、共義主義を成していくのに宗教の役割を強調することに注

目する必要がある。コスモポリタン倫理実現のきっかけとして宗教は果たすべき役割があ

り、潜在力を持っているのである。歴史の中で人間性を導いてきた倫理、道徳、価値は宗

教に基づいて確立されたからである。もちろんそのような倫理や価値の中には、今の時代

にもはや有効でなくなったものもあるが、重要なのは宗教が自己超越、犠牲、ケノーシス

(kenosis)、謙遜を教え実践してきており、これを通して他者を受け入れ、意識を改革し、

拡張されたアイデンティティを通じて人間性を高めてきた豊富な経験と潜在力を持ってい

る点である。特に世界宗教は、国家、民族、人種の間に存在する位階と境界を克服できる

世界市民主義の内的構造を持っている。24すべての人間は神の前に同等であり、すべての

衆生は既に仏なのである。宗教は境界を越え、分裂した関係に橋渡しをすることができる

力と経験も持っている。また、宗教的信仰の力は多数の人々の心を自律的に動かすことが

でき、そのような信仰の力を動員できる宗教の組織は、献身的かつ持続的な実践運動を発

 

24 ウルリッヒ・ベック『自分だけの神: 我々にまだ神は存在できるのか』, ホン・チャン

スク訳(ソウル:図書出版キル, 2013). 79-81. 
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展させることができるのである。 

だから 21 世紀に各宗教が互いに各自の絶対性を主張しながら排他的な態度で互いに葛

藤し世俗領域とも葛藤する道を選択するより自分を超越して世界市民的で平和学的な神

学、コスモポリタン宗教を発展させ良心世界を代表する「平和の連合」を成すことができ

れば、世界市民主義は宗教(制度)の媒介的役割を通じてより効果的に現実化できるだろ

う。統一思想の主唱者であるムン・ソンミョン先生は、心の世界を代表する宗教の平和の

ための連合と一致の運動が政治的・国家的平和運動の限界を克服し、平和世界を実現する

近道であることを重ねて強調してきた。「宗教間の平和なくして世界の平和はない」とい

うハンス・キュングの言葉25もそうした次元で平和な地球村社会の実現のために、多様な

異なる宗教が平和のモデルを提示しなければならないという言葉に解釈できる。また、世

界的平和学者のヨハン・ガルトゥングは、宗教を構造的暴力を正当化するより根深く強力

な文化的暴力の要素としたこと26も同様に、文化的力を持った宗教が逆に平和の文化を作

っていく上でも決定的な役割を果たすことができることを意味するものと積極的に解釈で

きるのである。 

宗教はグローバル化時代に切実な普遍的愛、正義、共感、寛容、実践的倫理のような世

界市民主義の核心的資源と潜在力を持っている。宗教が葛藤の一軸となって共倒れの道を

進むよりは、葛藤への解決策を提示して葛藤を乗り越え互いに win-win の関係になる橋を

架けることができる時、機会でも危機でもあるグローバル時代の人類の当面の課題の一部

になったり新しい課題を加えるよりは、解決策の展望と希望のビジョンを提示することが

できる。宗教のための宗教は葛藤の道を避けることができない。宗教が平和を愛する共義

の宗教となるとき、はじめて統一思想の共義主義が指す「宗教のいらない」世界を実現す

るその本来の役割を果たすことができるだろう。 

 

 

Ⅳ．共義主義の真の愛と真の家庭主義の世界市民的洞察 

 

統一思想の共義主義は、神の真の愛を中心に人間の共通価値を実現しようとする。共義

主義が言うこのような普遍主義は個別性が完全になくなってしまう統一を追求するのだろ

うか？ 統一思想は、人間を個体目的と全体目的の二重目的を持った連体的存在と見な

し、原相論で神相内の普遍相とともに個別相を認めている。したがって、個性真理体とし

ての個別性を排除するよりは、むしろ原相に基づいて固有の価値に大きな意味を与えてい

 

25 ハンス・キュング『世界倫理構想』, アン・ミョンオク訳(漆谷: ブンド出版社, 1992), 

211. 

26 ヨハン・ガルトゥング『平和的手段による平和』, カン・ジョンイルほか訳(ソウル: 野

原, 2000), 424-426. 
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る。それでは、統一思想の共義主義が言う普遍的価値と共同倫理とはどのような意味であ

ろうか？ これは既存の宗教的な世界市民主義に対する憂慮、つまり画一的普遍化の傾向

に対する批判と懸念を払拭し、統一思想の共義主義がコスモポリタニズムの難題を解消で

きるビジョンになるために重要な論点であろう。 

多様な宗教と多様な文化が共存する地球村の状況で、共同倫理や同一の価値は画一的な

普遍主義として理解される危険がある。ある国家や宗教が中心モデルとなる時、他の個別

性が十分に尊重されない可能性も看過することができないのである。そうであるならば、

統一思想の共義主義はどのようにしてコスモポリタニズムを実現するのに鍵となる普遍性

と個別性の調和を可能にすることができるのか？ 

個別性と普遍性、普遍的同等性を調和させることによって、世界市民主義の理想を実現

するために普遍的に共有される価値と共同倫理は、すべての人が好む価値、すなわちすべ

ての人が自律的に追求できる価値でなければならない。そうであるならば、皆が好きで共

感すること、皆が自発的に望み追求できるものを提示しなければならないのである。そこ

から真の同意と参加と疎通による普遍主義と連帯が可能となることができるためである。

文鮮明先生み言選集は、神の愛がどのように和動と平和の共同体の原理になるかを次のよ

うに述べている。 

 

 愛の調和の圏は範囲が小さいですが、宇宙と連結されることができる内容がある

ことを知らなければなりません。拡張され拡散されるにおいて、この愛の波紋とい

うのは無限な波紋です。この波紋に動かされないものがないというとき、愛の世界

に同化、和動するところには全宇宙が歩調を合わせます。だから、その宇宙の中心

となる神も間違いなく歩調を合わせざるを得ません。27 

 

 統一思想は、誰もが好きにならざるを得ないもの、永遠に好きになることができ無限に

授け受けできるもの、全知全能の神も好きにならざるを得ないものは愛だけであり、神も

愛によって創造され、愛を通じた創造理想をたてたと見ているのである。28共同倫理の社

会を志向する統一思想の共義概念の基盤である神の愛、つまり真の愛とは何かということ

は非常に重要である。統一思想によれば、すべての人類が一つの倫理によって大家族社会

を築いて兄弟姉妹として生きることができることは、人類の父母であられる神の真の愛と

真理を土台として可能である。 

 統一思想は、ロゴスとしての真理の根源は神の心情と真の愛であると述べている。心情

と愛から心が動き、目的が立てられ、価値が樹立され、実践的行動が始まることができる

のである。すべての人が自発的に神の心情に帰一することによってのみ、真の共義の理念

 

27 文鮮明先生み言編纂委員会、『文鮮明先生み言選集』第 113 巻(ソウル: 成和社, 1990), 104-105. 

28 『天一国経典天聖経』, 3. 1. 3. 4, 284. 
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が立てられる。それでは神の真の愛とは何か？ 文鮮明先生のみ言によると、神の真の愛

はすべての生命の源泉であり、人間本心の起源であり、真の幸福と平和の源泉である。ま

た、無限に与えようとし、無限に為に生きようとし、変わらぬ絶対、唯一、不変、永遠の

属性を持っている。29それゆえ、『統一思想要綱』によると、神の真の愛は皆が好まざるを

得ないものである。神の絶対的な愛は皆に与えられる、差別がなく条件のない不変の無限

な愛なので、皆が願い、好まざるを得ないのである。それは、隣人と敵を区分する境界を

作らず、怨讐までも愛するため、怨讐がいることのできない絶対的な愛である。30隣人、

他宗教、ひいては敵や怨讐さえも神の真の愛の対象、つまり神の子女であることを認める

こと、すべての人々を一つの兄弟姉妹であり同胞として愛することで、神を愛し自分を愛

することは、これまで論議した世界市民主義の根本的理想を実現できる絶対的かつ普遍的

な土台になるだろう。神の真の愛の垂直性と結びついた絶対性と普遍性は水平的多元性、

個別性と相反さず、無限な調和を成すことができる。 

最近、世界市民主義が追求してきた、個別的な他者に対する無条件的な愛と尊重の文化

は、このような神の無限で永遠であり超越的な愛、垂直的次元であらゆる所に到来するこ

とができる愛を中心に、宇宙的、普遍的な愛として初めて実践することができる。さら

に、それは、神の真の愛の心情と一つになった個人のレベルで可能になるだけでなく、家

庭の中で神の普遍的、宇宙的な愛が経験され実践されなければならないために、破片化さ

れる個人主義を超えて真の社会的現象として現わすことができる。統一思想によれば、神

の愛を中心とした真の家庭は私の子供と家族を愛することで世界を愛することを学ぶ所で

あるだけでなく、世界を愛し、神を愛することで私の子供、家族を愛することを学ぶ普遍

的な愛の学校でもある。 

世界市民主義の倫理に関する談論は、しばしば個人化、省察的個人と対応して話され

る。しかし、他者との愛の関係性の中での経験と関連性を断ち切った単独者、個別的個人

が普遍的で責任ある倫理の担い手として経験と知恵を持つことができるだろうか？ 世界

市民主義が呼びかけにとどまらないためには、個人と宇宙的(天主的)次元を連結できる世

界市民的家庭の倫理が必要なのである。そのような点で、統一思想の真の家庭主義が、す

べての家庭が私的次元だけでなく公的次元、ひいては宇宙的次元を持つと教えているとい

うことは、重要な洞察を提供するものである。共義主義は、「個人救援だけを完成したと

言ってこの宇宙が解放される」のではなく、「宇宙救援を完成することによって世界が解

放され、国家と民族と家庭と個人までも解放される」31という宇宙的(天宙的)真の家庭主

義を通じて可能になる。統一思想の共義主義は、宇宙的(天宙的)真の家庭主義を通じて真

の愛を学ぶ学校である家庭で個体的な目的と全体的な目的が授受作用を通じて拡張される

 

29 『天一国経典天聖経』, 3. 1. 1. 1-2, 263. 

30 『新版統一思想要綱（頭翼思想）』, 718-719. 

31 文鮮明先生み言編纂委員会、『文鮮明先生み言選集』第 205 巻(ソウル: 成和社, 1993), 167. 
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ようにすることで、世界市民主義の倫理が実質的に実現されうる連結点を提供することが

できる。世界市民的個人だけでなく、世界主義的家族、世界主義的民族、世界主義的国家

になった時、真の平和の世界共同体を実現することができるからだ。 

 

 

Ⅴ．結論 

 

統一思想の共義主義は、愛と心情に基づいた共同の倫理を通じて、神のもとの人類一家

族の平和理想世界を実現しようとする。それだけでなく、共義主義は、このような理想を

具体的に実現できる理論的原理と、注目に値する実践的ビジョンも提示している。その第

一は、神の愛の超越的で垂直的な普遍性を通じて、無数の個別性を抱擁して一つに和動さ

せることができる平和の原理を提示しているということである。第二は、最も小さい同心

円である私の家庭を、最も広い同心円である宇宙(天宙)の家庭と結びつける真の家庭主義

の理想と実践を通じて、個人を超えて家庭を中心に社会的拡散を追求する愛の運動を提案

している。第三は、歴史的に価値と倫理の源泉となってきた宗教がグローバル社会で平和

世界を実現するためにできる果たすべき役割を明確に認識し、宗教和合と対話のための展

開をしているという点である。宗教的資源は、家庭と同様に個人と世界の間で民族や国家

よりも現実的なコスモポリタン正義と理想の実現の主体になり得るからである。 

最近、経済的、技術的、環境的要因によってグローバル社会が可視化され、世界政府、

世界共同体、世界市民社会に対する関心が高まる中、コスモポリタニズムが切実で具体的

な現実談論として台頭している。急進的世界市民主義から穏健な世界市民主義まで、世界

政府論から自由主義的な世界市民主義まで、すべて個別性と普遍性、地域的アイデンティ

ティと世界市民的アイデンティティ、愛国主義と世界市民主義の間のジレンマをどのよう

に解くのかについて、それなりの解決策を提示している。 

本稿は、平和理想の世界共同体を追求してきた統一思想の共義主義が、上述の三つの側

面からそのような難題を解決できる論理と実践的方向を提示していることを原論的に明ら

かにしようとした。このような主張に対する可能な反駁と批判に対するより細心の論証と

主要なコスモポリタニズム理論との比較研究は、今後の課題として残っている。 
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