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Ⅰ．はじめに 

 

所有に対する政治思想的思惟は、人間歴史の出発からあったと言っても過言ではない。

なぜなら、人間が生存しようとすれば、他人と共に生きなければならず、これは人間が社

会的関係で生きていく存在であることを意味するからである。しかし、所有は歴史的過程

で私的所有(private ownership)と共同所有(common ownership)に区分されて現れ、私的所

有に対する共同所有の本格的な政治思想的論議は、近代ユートピアニズムから始まったと

いえる。近代ユートピアニズムになって、はじめて古代社会から存在してきた私的所有、

すなわち私有財産制度の弊害を改革するための論議が始まったからである。 

 プロレタリア共有のイデオロギーが終焉を告げた今日、人類は新自由主義という新しい

私有のイデオロギーに直面している。私有の極大化と世界化を図る新自由主義の波に人類

はさらされているのである。2とはいえ、共有のイデオロギーが完全に消えてしまったり、

 

1 統一政治思想は世界平和統一家庭連合の政治思想だと言える。もう少し具体的に言え

ば、世界平和統一家庭連合の創始者である文鮮明・韓鶴子先生の政治思想をいう。このよ

うな統一政治思想は、『原理講論』と『統一思想要綱』で見ることができる。 

2 世界化は新自由主義（Neoliberalism）を理念的土台としている。自由主義

（Liberalism）を継承した新自由主義は、市場の自然性と民間の自由な企業活動を重視す

る経済理論であるといえる。自由を希求し、抑圧を拒否し、権力に抵抗した歴史は、人類

の歴史と同じくらい古い。しかし、個人の自由を普遍的価値として認識し、それに基づい

た社会制度を積極的に導入し、国家と社会の指導原理として位置づけられるようになった
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消えるわけでもない。共有のイデオロギーは人類が語ってきた代案的理想であるからであ

る。たとえ共有という代案的理想が一時的な試練に直面しているとしても、永遠に消える

ことはできない。 

 『統一思想要綱』に現れた共有のイデオロギーは、共生共栄共義主義で語られている。

共生共栄共義主義は、『原理講論』で主張する理想社会あるいは理想世界の思想であり、

イデオロギーである。また、地上天国と説明される完全社会に対する理念でもある。『原

理講論』によれば、共生共栄共義主義社会は、「国家の財産が、ある特定の個人階級に独

占される帝国主義的な経済体制を打破して、人民が、それを均等に享有するようになる経

済体制を樹立するために、社会主義を経て、天の側からは、共生共栄共義主義を指向し、

サタンの側からはそれに先立って共産主義を指向」3し、共産主義が死滅する時に登場し、

実現する。 

 したがって、神の創造理想の世界に憧れ探し求める人間の本心は、神の創造目的を完成

した理想世界を成すところまで進み、遂に共生共栄共義主義を唱え、実現させるだろう。

このように『原理講論』では、歴史発展に同意する史観に基づき、共生共栄共義主義社会

の到来を決定的に楽観している。 

 このような共生共栄共義主義の中で、『統一思想要綱』では、共生主義というイデオロ

ギーについて比較的簡単だが意味のある陳述が含まれている。4ここでは、共生主義の共同

所有の概念をより精緻に整えるために西洋の近代ユートピアニズムの共有思想の一端と比

較検討してみようと思う。さらに、共生主義の共有思想が、今後、人類の生き方に対する

一つの代案になり得るかを結論として展望してみようと思う。 

 

 

II．共生主義の「共同所有」の概念 

 

「共生主義は、理想社会の経済的側面を扱った概念であるが、特に所有の側面を扱った

概念である」5。『統一思想要綱』は共生主義の概念をこのように明らかにしている。共生

主義とは、『統一思想要綱』が提示する経済的理想社会のビジョンであり、イデオロギー

 

のは、近代ヨーロッパに見られる現象であった。自由主義という用語が使われ始めたの

は、19 世紀であったが、自由主義が意味する実質的な内容は、既に 17～18 世紀のブルジ

ョア革命の理念の中に含まれていた。普通 19 世紀を自由主義の時代と言うが、自由主義

の具体的な展開過程は、各国の置かれた歴史的条件によって異なる展開を見せてきた。

（パク・ホソン著『共同体論』（ソウル:ヒョヒョン出版, 2010）, 287-289.） 

3 世界平和統一家庭連合, 『原理講論』（東京：光言社, 1996）, 508. 

4 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）, 698-705. 

5 統一思想研究院, 698. 
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という意味である。また、共生主義の特徴としては、経済的な側面の中でも所有に対する

関心が重要である点を明確にしている。資本主義や社会主義、あるいは共産主義のすべて

が所有に基づいており、所有に対する純粋な意味の区分は、資本主義が私的所有ならば、

社会主義、共産主義は社会的所有であるからである。 

 勿論、これは多分に資本主義と共産主義によるイデオロギー的対立というコンテキスト

を念頭に置いた関心といえる。だからといって『原理講論』や『統一思想要綱』の共生主

義が単にコンテキストの産物だけというわけではない。なぜなら、共生共栄共義主義は

「神の創造目的を完成した理想世界をつくるところにまで行」6くメシア王国であり、空想

的社会主義以後に展開される社会主義以後に到来する神側の理念であり、共生主義は共生

共栄共義主義の中の一つであることを『統一思想要綱』は明らかにしているからである。 

 それでは、共生主義の所有とは何か。それは「神の真なる愛に基づいた共同所有」7であ

る。これは、所有を単なる物質的所有に過ぎないと見ることは誤りであり、所有において

重要な要件は心理的要素であり、心理的要素とはすなわち愛であることを明らかにしてい

るのである。したがって、共生主義の所有は資本主義の私的所有と社会主義の社会的所有

とは異なる概念であり、ひいては社会主義が言う共有とも異なると言える。共生主義の所

有は、創造主としての神と、その神の属性である愛を前提にしているだけでなく、被造物

はすべて創造主なる神の所有という思想的基礎があるからである。 

 神の所有は本来、共同所有であり、これは「神と私の共同所有」「全体と私」「隣人と

私の共同所有」8をいう。言い換えれば、創造主なる神の所有を私たち、すなわち私と隣人

が神の所有に参与し管理することを意味すると言える。このような共生主義は、いかなる

創造信仰よりも被造世界が神の所有である点を明確にしている。「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」9。 

 神から授かった愛の主管権を行使する人間は、自然を神と共同所有するという認識をは

っきりとしなければならない。神との共同所有は、人間が自然を独占することができない

ことを意味し、私的所有はさらに認められないことを意味する。資本が所有を独占する資

本主義の私的所有は、賎民たちの天国をつくり、物質優先の利己的な生活を送る資本家た

ちの世の中を作った。共生主義は、そのような資本主義よりは、共同所有を目標とする社

会主義が、人間中心主義に陥らない限り、創造理想と歴史発展にはるかに近いと考える。

10 

 

6 世界平和統一家庭連合, 507. 

7 統一思想研究院, 698. 

8 統一思想研究院, 698. 

9 統一思想研究院, 698. 

10 世界平和統一家庭連合, 507. 
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 このような結論は、神の真の愛に基づいた共同所有こそ、人類が共生できる端緒となる

という事実が、共生主義の所有概念であることを裏付けるのである。だから、共生主義の

所有概念は唯物的ではなく、物質と心が伴う所有であり、心と物質が授受する所有といえ

る。統一思想は、神と人間の関係を、父母と子女の関係と見る。父母と子女の関係が成り

立つ基礎は家庭である。所有の側面から家庭を見ると、家庭において所有は父母の所有で

あると同時に子女達の所有でもある。 

 『統一思想要綱』が想定している本然の世界において、父母はいつも子女達に対して真

の愛を与えるため、子女達はいつでも父母に感謝の心をもち、その所有を保全することに

なる。利己的な私的所有が根を張ることはできない。結論として、共生主義の共同所有

は、神の真の愛に基づいた、神と私、全体と私、隣人と私という 3 段階の「他者と私」と

の共同所有なのである。したがって、これを「神と全体と隣人と私」の共同所有であると

定式化できる。11 

しかし、依然として残る問題は、共生主義でいう共同所有が物心の随伴と授受の関係に

おかれた所有であれば、私的所有が全く存在できないのかという問題だ。これに対する統

一思想の回答はこうである。 

 

個人所有はもちろんあるのであり、またなければならない。なぜならば、人間

は神の普遍相と個別相に共に似ているからである。一人の個人は万人と共通な属

性(普遍相)をもっていると同時に、彼自身だけに特有な属性(個別相)をもってい

る。そして人間には、全体目的と個体目的という二重目的が与えられており、欲

望とともに、愛を実践するための自由がまた与えられている。そのため、人間に

は個人所有が許されているのである。12 

 

この時、私的所有、すなわち個人所有の限界が問題として浮上する。それに対する『統

一思想要綱』の見解は、適正所有である。適正所有とは、自己の分に合うと感じられる、

良心によって測定される所有をいう。だからといって、適正所有は画一的平等ではなく、

その量と質は決して万人共通ではないと『統一思想要綱』は補足説明する。 

 

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

 

11 統一思想研究院, 700. 

12 統一思想研究院, 701. 
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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。13 

 

『統一思想要綱』では、このような適正所有が可能になることを、将来見込まれる世界

の経済として展望している。未来に展望される世界は、神の真の愛を中心とした共同所有

がその基盤を成しており、人間の経済活動もまた過去のものとは変わってくるのである。

言い換えれば「経済活動のすべての過程は、物質的な財貨の流通過程であるが、それは心

情と愛、感謝と調和が共に流れるところの、物心一如の統一的過程」14であるからであ

る。このような展望が非常に理想的なものとみなされてはならないだろう。すでに世界経

済の様相が、利潤だけを追求する利己的な経済活動よりは利他的な経済活動が共にある

時、持続可能な共生の経済活動となることがわかるようになったからである。15 

 

 

III．近代ユートピアニズムの「共有」思想 

 

周知のように、近代資本主義社会は私有財産制度を基礎として発展してきた。しかし、

私的所有は貧富の格差と階級的葛藤は勿論、強者と弱者の対立などを通じて極度の利己主

義、敵対感が造成されてきた。さらに、失業と犯罪の増加は、近代的私的所有の病弊であ

った。このような私的所有の弊害を改革するための一連の思想が、共有制を基礎とする近

 

13 統一思想研究院, 704. 

14 統一思想研究院, 704. 

15 崩壊する昔の秩序、すなわちグローバル化と新自由主義の人間性は一言で「ホモ・サピ

エンス（Homo Sapiens）」のそれであり、「ホモ・エコノミクス（Homo Economicus）」の

それだ。言い換えれば、産業社会の人間性は個人の自由という美名のもとに利己的個人主

義者となってしまった。共存の価値を無力化させ、競争の適者生存を美徳と考える「無他

自利」の人間性を当然視するようになった。しかし、共存の価値として立てられる新文明

の社会は、それを越える。相互依存性や相互信頼を土台にした協力の「利他自利」型の人

間性が新たに立てられる新文明の社会に位置する人間だ。このような人間型は、個人と全

体がみな共に生きる「個全一如」の社会をつくることができる。このような人間は、受動

的、他律的ではなく、「自律」が高揚した「神律」的人間（Homo Deus）であると言え

る。（ユバル・ハラリ, 『ホモ・デウス』, キム・ミョンジュ訳（ソウル:金寧社, 2017）, 

39.） 
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代ユートピアニズム16であるといえる。こうしたユートピアニズムを次のように類型化で

きる。穏健的共有思想、中道的共有思想、急進的共有思想がそれだ。17これはユートピア

ンとして知られる代表的な共有論者達の思想を近代私有財産制度の変革方法に照らして分

類した類型であり、改良的方法と革命的方法を両極端とし、その間に漸進的方法を置く類

型論であると言える。 

 穏健的共有思想は、理想社会を成すためには私的所有の再検討が必要であることを認め

るが、所有の完全な共有を留保し、部分的に私的所有を認める折衷的態度をもつ。このよ

うな穏健的共有思想は、理性の力と自然法の自然な発現を信じる啓蒙思想の楽観主義を土

台とするユートピアニズムだ。所有の完全な共有を言わず、私的所有に対して批判的であ

り、若干の私的所有を認めもするのが中道的共有思想である。この中道的共有思想は、基

本的に所有の共有化に基づく理想社会であり、それは漸進的に成し得るという楽観主義的

思潮を基礎としているユートピアニズムである。急進的共有思想は、私的所有を排撃し、

完全な共有思想を主張するユートピアニズムだ。これは、私的所有が排除された理想社会

の実現のためには、社会経済体制の根本的変革を遂げなければならず、暴力的手段を利用

するほどの過激な変化も図る。 

 穏健的共有思想のユートピアンは、モア（Thomas More）、サン・シモン（Saint-

Simon）、フーリエ（Charles Fourier）、オウエン（Robert Owen）、ブラン（Louis 

Blanc）であり、彼らの共有思想はこうだ。モアは「悪の根源は私有財産であり、その動機

は貪欲と贅沢であり、全体の利益は個人の利益に優先する」18という立場だ。サン・シモ

ンの共有思想は「短時日の完全共有は混乱をもたらすので、漸次共有化する」。19フーリ

エもサン・シモンに似た共有思想を持っている。完全な共有には反対し、部分的な私有財

産も認めるという立場だ。オウエン氏は「戦争と貧困および苦痛の原因が私有財産だとし

 

16 「ユートピア」（U-topia）はトマス・モアが作り出した言葉だ。「U」という接頭語はギ

リシャ語で「ない」（ou）という意味と「良い」（eu）という意味を一緒に内包しており、

topos または topia は場所（place）を指す言葉なので、U-topia はこの世に「ない場所」

（outopia: no place）と意味することもでき、「良い場所」（eutopia: good place）と意味す

ることもできる。トマス・モアの著書「ユートピア」の原題「国家の中で最も良い国とユ

ートピアという新しい島に関して」(De Optimo republicae statu, deque nova insula 

utopia)となっており、ユートピアの二重的意味を念頭に置いて Utopia という言葉を創案

したといえる。(キム・ヨンハン, 「理想社会とユートピア」『韓国史市民講座』第 10 集

（ソウル：一潮閣, 1992）, 163.) 

17 チョン・ギドン「近代共有思想研究」（全南大政治学科博士学位論文, 1994）, 7-8. 

18 チョン・ギドン, 68. 

19 チョン・ギドン, 68. 
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て共有を主張したが、制限的ではあるものの私有財産も認める」20という態度を持ってい

る。「財産の共有化に強い意欲はなく、制限的ではあるが私有を認める」のは反革命的改

革主義者であるブランの見解だ。このようなユートピアニズムは、共有の問題において完

全共有には賛成せず、私的所有は排撃するが、ある程度認めることができるという態度

だ。 

 中道的共有思想のユートピアンは、ウィンスタンレー（Gerrard Winstanley）、マブリ

ー（Mably）、モレリ（Morelly）、カベー（Étienne Cabet）そしてプルードン（Pierre-

Joseph Proudhon）だ。ウィンスタンレーは「私有財産は人間の貪欲から出たものであ

り、廃止されなければならないが、極端な共有は避けるべきだ。ただし、土地の共有は推

進されるべきだ」と述べた。マブリーは「私有財産を完全に廃止するよりも、部分的に認

めながら、私有財産制度の害悪を除去しなければならない」という見解だ。モレリも「財

産の完全な共有よりは、土地の共有に限定しなければならない」とし、カベーは「財産の

完全な共有までには至らないとしても、土地の共有は認めなければならない」と主張す

る。21 

プルードンはより積極的な意味の共有を説いている。「財産の共有を主張し、ただ財産

の所有の程度に関心を示した。プルードンの主張は、小さな財産はむしろ所有すべきだと

いう共有思想を力説している」。このような中道的共有思想は、共有の問題において穏健

的共有思想のように、完全共有は排斥する。もちろん、私的所有も一定水準認める。ただ

し、穏健的共有思想と異なる点は、その変革の方法で資本家と労働者、そして農民の協働

で成し遂げようとする理性の調和によるものであったと言える。 

 急進的共有思想のユートピアンには、カンパネッラ（Tommaso Campanella）、メリエ

（Jean Meslier）、バブーフ（francois noel babeuf）、ブランキ（Auguste Blanqui）、

デザミ（Théodore Dézamy）、ヴァイトリング（Wilhelm Weitling）がいる。カンパネッ

ラは、共有において「生産財だけでなく消費財までも完全に共有し、妻と子女そして結婚

までも国が管理すべきだ」と言うことで、非常に理想的で急進的な態度を取っている。メ

リエが「私有財産は終わりなき貪欲とすべての悪を招くとして、徹底的に反対する立場」

だった一方、バブーフは「私有財産を直ちに没収するのは難しいことだが、原則として完

全共有を主張した」。ブランキも「完全な共有を主張したが、私有財産の廃止は慎重な過

程を経なければならない」という立場であり、デザミは「私有財産が人間の感情を歪め、

利己主義と私欲を生む」として反対した。22 

ヴァイトリングも私有財産制度を積極的に反対している。全ての人が自分の欲求を自由

に、そして平等に享受するため、私有財産は廃止されるべきだと述べたからだ。このように

 

20 チョン・ギドン, 68. 

21 チョン・ギドン, 108. 

22 チョン・ギドン, 160. 
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急進的な共有思想は、私的所有の廃止はもちろん、完全共有を実現することを理想とする。

そのような理想の実現に向けて革命を支持し、革命の主体をプロレタリアにしようとした。 

上述のように、共有制ユートピアの理論的基礎は、キリスト教の人間観の中の、罪人とし

ての人間観に由来する。罪人としての人間性、すなわち貪欲、驕慢、怠惰、嫉妬、詐欺など

が悪の根源という信仰から、共有制ユートピアンの主な関心は罪人としての人間を善良に

するための人間改造にあった。全てのユートピアンたちが「教育に大きな関心を置いている

のはまさにこのためだ。しかし、罪人としての人間性を完全に改造することは不可能であり、

したがって強力な社会制度を作って人間の悪を最大限に抑制しようというのが彼らの意図

であった」。23 

ユートピアンが想定する理想社会に厳格な修道院的規律と過酷な刑罰制を採択する理由

もそこにあると言えよう。これに対し後期ユートピアンたちは、人間の本性は善良で、社会

は完全に上達できるという信念に基づいている。事実上、啓蒙思想の進歩観は、人間性に対

する肯定的な評価を前提として樹立されたものである。例えばモレリは、モアとカンパネッ

ラの思想を継承し、体系的に発展させた代表的なユートピアンだった。彼は本来人間性は善

良で徳のあるものだったが、私有制とこれを保護する法律が人間を堕落させたと主張した。

だから私有制が全ての罪悪の根源であると述べた。これは全ての悪と腐敗の源が人間性で

はないところにあるという主張であり、モレリ以降、バブーフ、サン・シモン、オウエン、

カベーなどの空想的社会主義者の共通の信念でもあった。 

前期、すなわちルネサンス期のユートピアンとその後の空想的社会主義者は、共に社会制

度の改革、つまり共有制を通して彼らの理想を実現しようとした点では同じだ。しかし、前

者の共有制は人間性に対する不信に、後者のそれは社会制度に対する不信に基づいている。 

従って前者の共有制は、それ自体よりも人間性の善化や徳化のための手段であるが、後者の

共有制はそれ自体が目的だ。なぜなら、社会制度だけ改革されれば、人間は自動的に善良に

なるためである。 

前者のユートピアは完全な理想に至らないが、地上の最善という次善の策にとどまって

いることに比べ、後者のユートピアは、天国に代わる完全な地上の理想社会を目指している

ことも、そのような理由である。このような点において、近代ユートピアンたちは「理念的

に天国を地上に引きずり下ろそうとする近代史のたゆみない世俗化運動の先駆者であり、

実際には具体的な社会制度を通して新しい社会のモデルを提示した社会改革の立案者たち

だった」。24 

 

 

IV. 共生主義の「共同所有」と近代ユートピアニズムの「共有」 

 

23 キム・ヨンハン, 「ルネサンスのユートピア思想」（ソウル:探究堂, 1995）, 96. 

24 キム・ヨンハン, 97-98. 
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1．人間観の問題 

上述したように、共生主義の「共同所有」と近代ユートピアニズムの「共有」を比較する

ことにより、共生主義の「共同所有」の概念をより精緻に整えてみることにする。このため

にまず共生主義と近代ユートピアニズムが前提とした人間観を探ることにする。共生主義

は、近代ユートピアンが前提とした人間性に対する否定的立場を全面的には採用しない。言

い換えれば人間をただの罪人と認識することで、人間性の破壊的な側面を強調しない。 

共生主義の人間観は、人間が創造された被造物として良心を持った存在であり、同時に堕

落することによって罪悪の現実にさらされた存在としてとらえている。このような人間観

は、人間の堕落性、すなわち罪悪からの解放を人間以外の条件にだけ期待できないようにす

る。人間の私的所有に対する限りない貪欲は、私的所有の共有によって抑制することはでき

ず、神という公的存在に対する愛の共有によって制限しうると共生主義は述べている。 

また、共生主義は、神との共同所有のための人間の自由と責任を強調することで、人間性

の二重性すべてを肯定していることが分かる。共生主義は、神に似た人間の創造性を通して

人間の罪悪の現実を打開しなければならない責任と、人間の堕落により現れた罪悪の現実

を改善できる自律性を同時に肯定している。したがって、共生主義は共同所有を語るものの、

真の愛に基づいた神との共同所有を主張する。このような点は、共有を人間中心に考えるこ

とを警戒する。人間の罪悪が人間性や社会制度に起因するとされる、所有の物性のみをいう

ことは、共同所有を物質の共有に還元することになる。 

このような共生主義の人間観によって展開する共同所有の概念と近代ユートピアニズム

の共有概念を比較すると、以下の通りである。まず所有の心理的次元、すなわち愛の次元も

あるという点が近代ユートピアニズムの共有と大きく異なる点といえる。 

 

2．私的所有の問題 

既に上述したように、共生主義の共同所有は完全共有を主張していないことから、近代ユ

ートピアニズムの中で、急進的な思想ではないと言える。なぜなら、共生主義は私的所有す

なわち、私有財産を肯定的に認めているからだ。言い換えると、共生主義は私的所有、また

は個人所有の限界を説いている。これを「適正所有」という。共生主義が語る適正所有は、

その概念の中に重層的な意味を持っている。一つは所有の完全平等を言わない側面であり、

もう一つは所有の概念に心的要素を言うことである。 

したがって、個人の適正所有は、共生主義が前提としている神の創造物としての個人が完

成するとき成されるものであり、利己的な欲望の影から抜け出せる時に可能な所有だとい

うことができる。個人の適正所有は、良心によって物質的欲求を自制し、むしろ真の愛によ

って物質的犠牲を甘受しながらも満足する所有をいう。これは、所有に対する宗教的理解を

前提としたものであり、空想的とまで言われるユートピアニズムといえる。 

だからといって個人所有の平等を認めるわけではない。共生主義の個人所有は個性真理



10 

 

体である個人の個別性を認めているため、画一的な平等はありえず、あってはならない。し

たがって共生主義の個人所有は、格位的平等の個人所有である。共生主義の個人所有は、個

人が格位的存在であるという点に注目する。個人が個性真理体であるだけでなく連体であ

るため、一定の格位に存在するようになるのである。言い換えると、ある個人は他の人との

関係で上下、前後、左右で相対的な存在としていることをいう。 

このとき共生主義は、その格位によって所有の差が生じることを認めている。ただ、その

所有の違いは、真の愛の投入に必要な所有であるときである。これを指して共生主義は「適

正所有」と呼ぶのである。したがって、共生主義の適正所有は、共生主義が志向する私的所

有の別の言葉だといえる。もちろん共生主義の適正所有は、真の愛のように主観的で不可算

的で境目をつくることができないという点が指摘されるかもしれないが、共生主義は人間

が善良で良心的でありうるという人間観を前提とするため、理想的であるとは言えるが、非

論理的であるとは言えないだろう。 

したがって共生主義の適正所有は、個人の私有財産をある程度認めようとする穏健的、中

道的な近代ユートピアニズムのような立場であるといえる。ただ、穏健中道的近代ユートピ

アニズムが私的所有を物質的な所有とだけ把握し、その限界を問題視したのに比べ、共生主

義の適正所有は私的所有を規定するものが物質とともに愛であることもできるという、所

有の拡張された概念を含んでいる。これは私的所有も愛によって私的所有の物質的欲望を

調節可能だという共生主義の人間観による態度であり、近代の急進的ユートピアニズムに

よって空想的で非科学的だと罵倒された近代の穏健、中道的ユートピアニズムのような態

度だと言える。言い換えれば、近代の穏健、中道的ユートピアニズムも人間性の完全性を前

提とする場合が多く、物質的貪欲を教育や制度の変化で制限したりなくしたりできること

を示している。良心にしたがって物質的欲求を制限しようとしただけでなく、私的所有より

は共有を制限する消極的な方法を選んだりもしたためである。 

 

3．完全共有の問題 

共生主義の共同所有は、すでに見てきた近代ユートピアニズムの共有思想のうち穏健、中

道のそれと似ているが、急進的な完全共有とは異なる。言い換えれば、完全共有とは、私的

私有を一切認めないことをいう。私有財産に反対し、その制度の廃止を主張するのが近代の

急進的ユートピアニズムだ。共生主義の共同所有は、一部の私的所有は認めながら、人間中

心主義的共有は認められないという立場だ。完全な共有だとしても、それが人間中心主義な

ら根源的に共有されることはできないと共生主義は言う。なぜなら、人間中心主義的共有と

は、人間の利己心を制限できないと考えるからだ。人間の物質に対する利己的欲望は根源的

に抑制できないという点が歴史的で現実的な判断であるためである。 

したがって、完全な共有を制度化することは不可能であり、完全な共有を成すことができ

る道は、所有に対する新たな見解を広げなければならず、実践の可能性がなければならない。

このような新しい見解は、脱人間中心主義的でなければならず、脱人間中心主義的所有制度
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は、公的所有と私的所有のいずれも疎外しない制度でなければならない。それゆえ共生主義

の共同所有は、そのために神を中心として所有の見解を拡大させている。まず共生主義は、

神の前での人間関係を授受関係と見ることで、所有に対して神と人間の共同所有の道を開

いている。 

また、共同所有は、神との共同所有を基盤とするため、個性真理体としての人間、すなわ

ち個別相を持つ人間の私的所有は存在論的妥当性を持っているという立場が共生主義だ。

それだけでなく、連体としての人間、すなわち他人との関係で自分の格位が決まるので、共

同所有も存在論的妥当性を持つようになるといえる。そのため、共生主義の共同所有は、脱

人間中心主義的であり、物質に対する利己的貪欲を抑制できると見る。神との共同所有は所

有の根底に神の愛があり、その愛を所有した人間は私的所有の沼に落ちず、共同所有のイデ

オロギーに揺れない。 

共生主義の共同所有は、人間中心主義的な完全所有の誤りを訂正することはもちろん、

完全所有のための制度の不完全性を指摘している。この時、見逃せないのは、共生主義も

共同所有のための制度については具体化していないことである。これに対して共生主義は

本然の世界を説明するものと暗示しているが、本来の世界とは文字通り歴史的に実現され

たことのないユートピアであり、ユートピアニズムが陥る非現実的な敗北主義を克服でき

ないという弱点が露わになっている。 

ただ、共生主義がまだ盲目的な段階にある思想であるという点を勘案すると、現実的な

実践の過程で樹立されてくる思想だという展望をもつことができる。いずれにせよ、共生

主義の共同所有は、近代の穏健、中道的ユートピアニズムの共有思想と物質的所有につい

ては類似しているが、心的所有という前提において差異があるため同一だとは見ることが

できない。 

したがって、共生主義の共同所有は所有に対する心理的側面を看過しないので、所有に

対する心的次元までその見解を広げ、さらに所有を「物心一如」の統一的過程25と語って

いる。「物心一如」という統一的過程としての所有は、物質的な財貨とそれに伴う心情と

愛、感謝と調和が共に込められた所有を意味する。このような所有の概念は、共同所有が

完全共有とならない所以でもある。 

 

 

V. おわりに 

 

統一政治思想における「所有」は、その思想の一端を統一思想要綱の共生主義に見るこ

とができ、共生主義の所有は私的な適正所有を認めつつ、共同所有を主張するものとされ

ている。このような所有に対する統一政治思想は、何よりもまずプロレタリアによる完全

 

25 統一思想研究院, 704. 
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共有を主張する共産主義に対する現実的克服のために提示されたものとしても大きな意義

を見出すことができる。だからといって、単純に共産主義に対する戦略的次元の所有思想

ではない。 

むしろ、統一政治思想は共産主義以後を語ろうとする未来志向的な思想だ。これは統一

思想の歴史認識による結果であり、原初的には統一思想が提示した存在論的土台の故だと

言える。だからといって、統一政治思想としての共生主義に現れる適正所有や共同所有思

想の歴史的背景が全くないわけではない。西洋の近代ユートピアニズムの中で穏健、中道

的ユートピアニズムの所有に対する思想と対比されうるからだ。したがって、統一政治思

想としての共生主義で主張する共同所有は、近代ユートピアニズムが歴史的に体験した試

行錯誤をいかに克服できる思想になり得るかという帰趨の問題は依然として残っていると

言える。 

共生主義の共同所有は、共生主義を支えている思想であるので、共同所有の社会を成す

ことは共生主義を完成させることであり、共生主義を完成させることは共生共栄主義社会

を達成することであり、共生共栄主義社会を達成することは神の理想社会に復帰すること

になる。そのため、共生主義の共同所有が制度化され実践される道だけが、すでに発現し

た統一政治思想の道として残る。これは神の真の愛による共同所有を喜んでやり遂げられ

る人間の完成という、もう一つの道が残されることを意味する。 
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