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要約 

本研究は統一思想の経済観である共生主義の観点からベーシックインカムを見てみよう

という研究である。このため、『統一思想要綱』に提示された共生主義の核心概念である適

正所有とベーシックインカムに関する論点を整理した。これを通して、共生主義からベーシ

ックインカムを見渡すいくつかの示唆を得ることができた。統一思想的な観点からベーシ

ックインカムの概念を見るとき、第一にベーシックインカムは実施範囲と実施程度の差は

あるが、基本的に私的所有を認める基盤の上に、生存のためのベーシックインカムを提供す

る制度であるため、概念的に肯定的な検討ができるとみられる。第二に、ベーシックインカ

ムが生存のための労働ではなく喜びのための労働、営利追求のための経済活動ではなく共

同体のための非営利活動へと労働の方向を転換するという面で、共生主義で提示している

愛と感謝の未来的経済活動のための制度として検討できる可能性があるとみられる。第三

に、ベーシックインカムの導入過程は、政策的実験を通した段階的な模索と論議、国民投票

や選挙投票を通した民主的な過程を経るという面で、共生主義の経済制度の導入のための

過程として示唆が得られるとみられる。第四に、ベーシックインカムの導入と適用がその趣

旨に適合して成されるためには、根本的に成熟した市民意識が求められるが、適正所有を実

現するために、神の真の愛を中心とした良心回復のための教育が並行されなければならな

いという点で示唆を得ることができた。 
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2016 年 6 月 5日にスイスでベーシックインカム導入のための国民投票が否決され、韓国

社会でもベーシックインカムに対する関心が高まった。特に、ベーシックインカム制度が導

入されれば、何の条件もなしに大人一人あたり月 300 万ウォン、未成年者の場合、月 76万

ウォン程度のベーシックインカムが支給されるものと予想されるにもかかわらず、70%以

上がベーシックインカム導入に反対したという点が話題になった。 

ベーシックインカム導入に否定的な人々は「ポピュリズムに対するスイス国民の合理的

な選択」と歓呼したが、政策導入のための準備不足、豊かな既存の福祉制度があることによ

る必要性のなさ、移民者急増の憂慮など、ベーシックインカム導入そのものよりは、行政的

な準備と周辺国との状況など複合的な要因が影響したものと分析されている。スイスの多

くの国民はベーシックインカム導入の基本趣旨に共感しながらも、行政的な準備過程を経

て、既存の制度との調整、難民流入などの問題が解決した後、今後数年内に導入されると見

ているというアンケート調査結果が発表された。1 

ベーシックインカムの導入が時期の問題に過ぎず近いうちに導入されると予想するのは、

持続的な勤め口の減少のためだ。第四次産業革命以降、全自動システムに代表される労働環

境の変化が加速化するにつれて勤め口が持続的に減少している現実の中で、これ以上労働

に基づく所得という観点が有効ではないと見込まれている。そのため、スイス以外にも世界

各国がベーシックインカムに深い関心を示している。代表的な福祉国家に挙げられるフィ

ンランドは、ベーシックインカムを本格的に導入するため、まず 2017 年 1月から無作為に

選抜した 25~58 歳の失業者二千人に二年間毎月 70 万ウォンを支給することにした。試験

的に選抜された人々を実験群と指定し、ベーシックインカムを支給してみて、意味のある就

業増加傾向や肯定的な変化があるかどうかを確認するというものだ。2 

2017 年春の大統領選挙を控えた大韓民国もまたベーシックインカムをめぐる論議が争点

になっている。ベーシックインカムの導入については、大統領選挙候補らの間で異なる見解

があるものの、働き口が減り、不平等が深刻化している状況で、既存の福祉制度だけでは対

応しづらい現実については認識が一致しているからだ。3 

いろいろな候補者たちのベーシックインカム公約のうち、ベーシックインカムを公式的

に打ち出している候補は、李在明・城南市長だ。李在明は、土地公概念を適用して国土保有

税を新設、全国民に年 30万ウォンずつベーシックインカムを提供し、18 歳以下の未成年と

 

1 イ・ヒョンスン「スイス、月 300 万ウォンのベーシックインカム拒否？ 誤解と真実」

『朝鮮ビーズ』2016.09.24. 

2 ハ・ジョンミン「ベーシックインカムを実験するシピラ・フィンランド首相」『東亜日

報』2017.02.23. 

3 ファン・イェラン「条件のないベーシックインカム、条件を突き詰めてみたら」『ハンギ

ョレ 21』1152, 2017.03.13. 
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障害者、農民、65 歳以上の高齢者には一人当たり年 100 万ウォンを支給するというベーシ

ックインカム公約を発表した。4 

一人当たりの支給金額は多くはないが、支給条件なしに無条件支給するという面で、本格

的なベーシックインカム導入の論議を始めたと評価されている。もちろん、李在明市長の公

約に対して現実的な財源調達案がなく、既存の福祉の恵沢と相反するなど、批判も提起され

ている。このような現実的な批判はもちろん、根本的に労働なしの所得が可能なのか、とい

うことに対する議論も提起されている。5 

果たして、韓国をはじめ世界的に論議されているベーシックインカムとは時期の問題に

過ぎず、いつか導入される未来的な代案なのか？ 統一思想の共生主義的観点では、ベーシ

ックインカムの論議をどのように見るのか？ 本研究はここで統一思想的観点からベーシ

ックインカムをどのように見るのかについての論議が始まらないといけないと考え、その

出発点として統一思想の共生主義とベーシックインカムの論議についての論争点を整理し

て、統一思想的な観点からベーシックインカムを見渡せる観点を提示してみようと思う。 

 

 

Ⅱ．統一思想の経済観 

 

1．統一思想の共生主義 

 

『統一思想要綱』は、まえがきで「統一思想は神の愛を中心とした新しい価値観による

愛他精神」であると明示しながら、共産主義の闘争心および物質主義を取り除き、民主主

義の利己主義を取り除いて、共同で理想世界の実現に向かって前進できるように導く思想

であると、時代的責任を記述した。6 

 

4 イ・ヒョンソク、キム・サンス, ｢ベーシックインカムは成長政策-韓国史に永久に残る｣

『ヘラルド経済』2017.02.23. 

5 大韓民国の国民が年 30万ウォンではなく、月 30万ウォンのベーシックインカムを得る

ためには、年 180 兆ウォンの財源が追加で調達されなければならないと分析されている。

これに対し、「ベーシックインカム韓国ネットワーク」のカン・ナムフン理事長(韓神大教

授)は、李在明市長の公約より 2 倍高い国土保有税 0.6%を取り立てて環境税と市民税など

を課す方式を導入すれば、年 180 兆ウォンの財源確保が可能だという財源模型を提示し

た。この模型によると、国民の 82%が税金よりベーシックインカムをより多く受ける純受

益者となる。ファン・イェラン「条件のないベーシックインカム、条件を突き詰めてみた

ら」, 29. 

6 統一思想研究院、『新版統一思想要綱（頭翼思想）』(東京：光言社、2002), 2. 
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特に統一思想は、対立する理念と宗教、思想、国家と民族を和解せしめて、人類一家族を実

現する思想であり、統一思想を適用すれば、人類の如何なる難問題でも、根本的に簡単に解決

されうると説明している。7 ただし、まだ思想を中心として体系的に政治、経済などを扱っ

ていないが、必要であれば追加されるだろうと付け加えた。8 

このような叙述の観点から見ると、この本が執筆されていた時期には民主主義と共産主

義の理念的対立が招いた冷戦体制を終息させることが時代的課題であったため、全体的に

思想的観点から共産主義と民主主義の限界を批判し、その代案を提示しようとしたものと

みえる。しかし 1990 年代以降、共産主義が没落した後、冷戦時代は終息した。2000 年代に

入って、人類はこれ以上共産主義の主張に魅了されないが、利己的な資本主義の深化で経済

的不平等の陰は深まり、激しい競争と葛藤が発生している。個人と社会はもちろん、国家ま

で、理念的志向よりは経済的実益を追求する構造の中で生きているのである。 

先に『統一思想要綱』で指摘したように、共産主義の闘争心と物質主義のように資本主義

の利己主義も除去されなければならなかったが、むしろ利己的な競争は深刻化し、所得と富

の不平等による両極化が資本主義の危機をもたらしている状況に処するようになった。今

や統一思想の経済観を中心に資本主義の危機に対する新たな代案を提示しなければならな

い時点なのである。 

『統一思想要綱』には経済観が一つの章として扱われていない。ただ、付録として掲載

された「共生共栄共義主義」に関する章で、共生主義を、神主義を経済的側面から扱った

理念として紹介している。9 続いて、共生主義は「理想社会の経済的側面を扱った概念」

であると同時に「所有の側面を扱った概念」であるとして、資本主義経済と共産主義経済

が心理的要素を排除して物質的所有を論じているという限界を越え、物質的所有の根幹を

成す心理的要素、特に愛という概念を前提とした所有を提示している。10 

特に共生主義は「神の真に愛に基づいた共同所有」を前提としながら、すべての物質を「神

と私との共同所有であり、全体と私、隣人と私の共同所有」として考える、観点の転換を提

示する。さらに、真の愛に基づいた共同所有の原型として家庭を提示しながら、「神の真な

る愛に基づいた、神と私、全体と私、隣人と私」、すなわち三段階の「他者と私」の共同所

有であると説明している。11 

共生主義が共同所有の出発点を人間ではなく神と見るのは、すべての物質の根源が創造

主である神の所有であると考えるためである。人間は神が創造された被造物を借りて使う

ので、感謝する心で物質を大切にし、愛する心で管理し、子孫に譲り渡さなければならな

 

7 統一思想研究院、2. 

8 統一思想研究院、8. 

9 統一思想研究院、698. 

10 統一思想研究院、698. 

11 統一思想研究院、698-700. 
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い。12 特に、原理講論は、未来社会の経済構造を共生主義で説明しながら、神の創造理想

の観点から見れば、人間に与えられた価値は、互いにいかなる差異もあるはずがなく、父

母である神にとって同一の価値をもつ子供と同じだということを前提としている。父母が

すべての子を愛するように、神もすべての人類に均等な環境と平等な生活条件を与えたい

という心情をもっている。したがって、神の創造理想が実現する未来社会は、平等な経済

的な条件が保障される社会主義社会になると見ている。13 

ところが、未来の社会主義社会は物質を中心とした社会主義社会ではなく、神を中心と

した社会主義社会である。すなわち、生産と分配と消費が人体の胃腸と心臓と肺臓のよう

に有機的な関係を持ち、必要に基づく十分な生産と、過不足のない公平な分配、そして、

全体的な目的のための合理的な消費ができる社会だと具体的に説明される。14 

しかし、人間は堕落して、このような観点を知らないままあらゆる万物を自分のものと

考え、利己的に所有し、人間中心的に利用することによって自然を破壊していることはも

ちろん、必要以上の所有を持つための闘争を続けてきた。より多く所有するための闘争は

世界的な単位で帝国主義に帰結した。『原理講論』では、政治的に君主主義が独裁をした

ように、金融資本に対する独占が帝国主義の特徴になると分析しながら、世界を舞台によ

り多くの金融資本を独占するために乗り出したのが帝国主義だと説明する。そのため、君

主主義の後に民主主義が到来したように、帝国主義を打破し、民主主義的な経済社会を築

くために社会主義が到来することになるが、これは唯物史観に立脚した社会主義である共

産主義ではなく、神の真の愛に基づいた社会主義だと区分している。15 

このような共生主義に対して金恒済は「プロレタリアによる完全共有を主張する、共産主

義に対する現実的克服のために提示されたが、共産主義はもちろん資本主義以降を提示す

る未来志向的思想」と評価している。16 ファン・サンソクもまた「共生主義は、所有の側面

を扱った理論で、資本主義経済が追求する私的所有と社会主義経済を支える国家的所有か

ら、『抜けていた領域』を補完した」と評価し、「資本主義と社会主義体制を支える物質的所

有の概念に精神的所有、さらには共同所有の概念を追加した。共生主義は、私的および共同

所有に基づいて運営される理想的な経済システムを構築する代案として提示されたもの」

だと説明した。17 

 

12 統一思想研究院、698-699. 文鮮明、『平和を愛する世界人として』(東京：創芸社、

2010)、339. 

13 世界平和統一家庭連合、『原理講論』(東京：光言社、2018), 506. 

14 世界平和統一家庭連合、506. 

15 世界平和統一家庭連合、503-507. 

16 金恒済、『統一教義学研究Ⅱ』(牙山: 鮮文大出版部, 2002), 164. 

17 ファン・サンソク「経済学的観点から見た共生主義：新しい資本主義の代案模索を中心

として」『天地人真の父母御聖誕および基元節 4周年記念学術大会資料集』(2017), 
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しかし、神の真の愛に基づいた共生主義は、宗教的理想に基づいており、宗教的次元の認

識転換と実践が前提にならなければならないという特性を持っている。ムン・ソンヨンは

「共生主義は宗教的理想世界に基盤を置いている完成した創造本然の人間像を、経済的人

間の姿として前提としている」と述べながら、共生主義の出発点が理想的な人間と理想的な

世界の姿を前提として展開されていると論じた。「共生主義は、利己的な人間ではない利他

的な人間、つまり良心によって自律的に貪欲を規制できる人間たちが、真の愛を基盤として

分かち合いと気遣いの宗教的霊性を自ら自発的に実践するという理想が込められているた

め、実践のためには絶え間ない自己修行と省察が求められる」というのである。18 姜和明も

また「共生の経済は私的財産権を個々人の利己的な豊かさのためではなく、彼が属する共同

体が責任を負わなければならない財産として理解することを要求している」とみた。19 

このような側面について金恒済は、共生主義は理想世界が実現する時に成されるので、

「空想的なユートピアニズムだということができる」と指摘しながら、ユートピアニズムに

陥らないためには、現実世界の中で制度的具体化が成されなければならないと指摘してい

る。20 ファン・サンソクもまた、共生主義が志向する実践的なモデルと方案が模索されなか

ったため、共生主義が新しい資本主義の代案として提示されなかったと指摘した。21 資本

主義の危機に対し、神の真の愛に基づいた社会主義である共生主義の制度的なモデルまた

は代案が提示されなければならないというのである。 

 

2．共生主義と適正所有 

 

共生主義で提示する共同所有は、適正所有という新しい概念に代表されている。資本主

義経済は私的所有であり、共産主義経済は社会的所有に区分されるが、所有から愛という

要素が排除されたまま物質的所有にすぎないという共通点がある一方、共生主義経済は、

個人が良心にしたがって自分の欲望を調節できる適正所有を基盤に、神と私、隣人と私が

神の真の愛を基盤として共同所有をすることを意味する。22 

適正所有とは、個々人の分に合う程度、適正の量と質を自ら知ることであり、良心が清

ければ、神がその良心を通じて教えてくださるため、分に合う心理量の決定はたやすくな

 

47-48. 

18 ムン・ソンヨン「討論: 経済学的観点から見た共生主義: 文鮮明経済思想を中心とし

て」『天地人真の父母御聖誕及び基元節 4 周年記念学術大会資料集』(2017),47-48. 

19 姜和明、「経済的新自由主義と文鮮明先生の経済平和思想」『み言と神学』19（2014）

23. 

20 金恒済、163. 

21 ファン・サンソク、49. 

22 統一思想研究院、698. 
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される。ところがその量は、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

それぞれ違うため、同一に決めることはできない。第二に、個々人はみな違う個別相であ

ると同時に相互関連した連体であるため、それぞれ格位が違うので、他の人のために施す

べき物質の量も異なる。したがって、分相応の適正量は各自が決めざるを得ない。23 

このような適正所有について金恒済は「所有の完全な平等を前提としない点と所有の心

的要素を提起する点で社会主義と区分される」としながら、24私的所有と公的所有とは異な

る概念であり、物質と心が共に伴う所有であり、心と物質が授受する所有であると規定する。

25 

ソン・ジュソンは適正所有の意味を公益または共通善を追求するという意味で接近した。

共生主義の適正所有は、共産主義の共同所有とは違い、所有の分配に対する心理的、精神的

次元を強調し、公益を侵害しない線で私的な利益を認めると考えたのである。共同所有と私

的所有の調和を追求し、公益実現のための共通善が強調されるという点で、資本主義の私的

所有と区分されるという点に注目したのである。26 

姜和明は、適正所有の適正量を、他人に物質的被害を与えない線だと、最小限の基準を提

示した。所有が一個人や特定階級の物質的欲望を無限に満たす手段ではなく、万民に適切に

共有されなければならないことを強調しながら、個性真理体として創造された人間の差別

化された能力と業績による所有の格差を認めはするが、その程度が他人の物質的窮乏をも

たらすほど深刻であってはならないと強調した。27 

適正所有が、個人の私的所有の適正の線を、他人の所有を侵害してはならないだけでなく、

公益を追求しなければならないということを前提にするということは意味深い。しかし、そ

の前提が理想社会の実現に限られており、個人の良心が、分相応の適正所有量を自然に知る

ことになるという説明は、現代社会でその現実的意味が制限され得るという批判も提起さ

れている。優先的に、共生主義が追求する適正所有に基づく共同所有が、制度的にどのよう

に具現されるかが明確でないためである。 

ソン・ボムモは「所有問題において適正所有を主張することは、その意味の限界が曖昧だ」

と指摘しながら、28適正所有は、資本主義に基づくために私的所有の限度を定めたのではな

く、財物を得ることに貪欲に走らず、貧しい人から暴利を貪ったり、不当な利益を得たりし

 

23 統一思想研究院、703-704. 

24 金恒済、160. 

25 金恒済、153. 

26 ソン・ジュソン、「統一教会の共生主義経済論についての考察」『統一思想研究』

9(2015): 118-120. 

27 姜和明、「討論: 経済学的観点から見た共生主義: 文鮮明経済思想を中心として」, 34. 

28 ソン・ボムモ「経済学的観点から見た共生主義: 文鮮明経済思想を中心として」『天地人

真の父母御聖誕及び基元節 4周年記念学術大会資料集』(2017), 7. 
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てはならないという大原則を守れという倫理的意味として解釈した。29 

共生主義経済は適正所有という私的所有を認めるので、資本主義経済体制の枠組みで考

えなければならない、という主張に対する反論もある。前に言及したように共生主義経済

は理想世界の経済体制であり、神主義に基づいた社会主義と明記されているためだ。金恒

済は、共生主義の所有は「神の真の愛に基づいた共同所有」30なので、「制度的には資本主

義より、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」と述べた。31 

二十一世紀の世界経済的変化から見て、適正所有に基づいた共生主義体制が資本主義と

社会主義のどちらに近いのかを議論することは無意味かもしれない。資本主義の限界で経

済危機が発生しながら、所得と富の不平等に基づく両極化が深まる現実的状況を解決でき

る代案が、資本主義 4.0、あるいは暖かい資本主義など多様な形態で模索されているためで

ある。ベーシックインカムもまた、所得と富の両極化を克服するために導入が検討されてい

る制度として、統一思想の共生主義の観点から考える点が多い。 

 

 

Ⅲ．ベーシックインカムに対する理解 

 

1．概念と特徴 

 

ベーシックインカムは、国家や政治共同体がすべての市民に何の条件もつけずに支給す

る所得であり、所得や資産調査を行ったり、労働の有無を問うことなく、全ての構成員に定

期的に一定の現金を支給する制度だ。ベーシックインカムは三つの特徴が代表的に挙げら

れるが、第一に全ての構成員に支給される所得という点で普遍的保障所得であり、第二にい

かなる審査や制限なく無条件的に保障される所得であり、第三に、世帯や家族単位ではなく

構成員個々人に支給される個別的保障所得であるという点である。32 

ベーシックインカムは社会が追求する所得補助の水準や目標設定によって完全なベーシ

ックインカム、部分的なベーシックインカム、転換期のベーシックインカムなどに区分され

ることもある。完全なベーシックインカムは生活に必要な基本需要を満たす金額を無条件

 

29 ソン・ボムモ、56-57. 

30 統一思想研究院、698. 

31 金恒済、153. 

32 ベーシックインカムに関する資料はベーシックインカム導入を推進する世界的なネット

ワークである「ベーシックインカム地球ネットワーク」と連携し 2009 年に結成された

「ベーシックインカム韓国ネットワーク」のホームページに詳しく提示されている。

http://basicincomekorea.org/all-about-bi_definition/ (2017 年 3月 1 日 検索) 
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に支給することを意味する。部分的ベーシックインカムは基本需要の完全な充足には及ば

ない金額を支給することで、既存所得や福祉制度を補助する性格を持つ。転換期のベーシッ

クインカムは完全なベーシックインカムや部分的なベーシックインカムを導入する前に導

入する転換期的制度であり、狭い地域や世帯に限定して支給する制度である。33現在、大韓

民国に導入されている小・中学生の無償給食や幼稚園の無償教育などがこのような転換期

的ベーシックインカムと言える。34 

これまで福祉制度は、すべての国民が人間らしい最小限の生活を送ることができるよう

に保障する目的で持続的に拡大されてきた。しかし、制度的な運営過程で行政的限界による

死角地帯の存在、不正受給などの問題が発生し、経済的効率性が低下するものと指摘されて

きた。特に、経済的な成長期や安定期には、完全雇用を目標に、貧しい人々に最低限の生計

費を支給し、仕事を提供して貧困から脱することができるように支援することに集中する

が、経済が低迷し、失業が長期化すれば、福祉の意味は縮小し、受益要件もさらに限定され

た。35 

もう一つの問題は、受益対象らの福祉依存性を減らすことに限界があるということだ。こ

れまで福祉制度は、受益対象の労働生産性が低下することを防ぐための労働連携福祉また

は生産的福祉として発展してきた。社会的な働き口や希望労働などを通じて、貧しかったり

助けが必要な人々に生計費を一方的に支援してきた方式から、一定部分の労働をしたり、労

働の質を向上させるための職業教育を履修することを前提に福祉を提供する方式に転換さ

せるものだ。しかし、このような労働連携福祉を適用しても、根本的に労働意欲を高めるこ

とはできないと報告されている。受益対象の大半が、職業教育や公共労働に参加しても労働

意欲は高まらず、高齢者、重度障害者など労働能力が無かったり、不足したりしている人々

にさらなる疎外を形成しているという批判を受けている。 

さらに根本的な問題は、産業の機械化でこれ以上完全雇用を保障できない現実だ。雇用を

通して基本的な社会保障がなされている現実の中で、非正規職の拡大と失業の増加は選別

的福祉対象の増加を意味し、労働連携福祉も効率的に実施しにくい現実を示している。賃金

労働の義務と条件を前提に福祉的権利が承認される条件型福祉が限界に達していることを

示している。36 

このような問題を解消するため、福祉と労働の連携を拒否し、福祉を国民の基本権利とし

 

33 パク・フンギュ、「ベーシックインカム研究」『民主法学』36(2008): 135. 

34 ノ・ホチャン、「ベーシックインカムに関する概観と立法事例の検討」『労働法研究』

36(2014): 407. 

35 チェ・グァンウン、『すべての人にベーシックインカムを』(ソウル: パク・ジョンチョ

ル出版社, 2011) 

36 イ・ミョンヒョンほか、『ベーシックインカムの争点と代案社会』(ソウル: パク・ジョ

ンチョル出版社, 2014), 152. 
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て提供しようとするベーシックインカムに対する論議が続いている。 

 

2．歴史と事例 

 

1）ベーシックインカムの論議の歴史 

 

ベーシックインカムに関するアイデアは、16 世紀のトマス・モア(Thomas More, 1478-

1535)の『ユートピア』で提示されたと知られており、モアの友人だったヨハネス・ルドビ

クス・ビベス(Johannes Ludovicus Vives, 1943-1540)が、このための実用的かつ理論的な計

画を樹立したと紹介されている。37このような構想は、十八世紀にコンドルセ(Condorcet, 

1743―1794)が社会保険をすべての国民に適用する案を提案して以来、彼の友人であるトマ

ス・ペイン(Thomas Paine, 1737-1809)によってさらに具体化された。ペインは「二十一歳

になれば無条件に一時金を支給し、十五歳になれば市民年金を支給できるように国民基金

を創設する」と主張し、公共財である土地の地代収入を一定に支給しようとする財源準備方

案を提示した。ペインのこのような主張は、ベーシックインカムと似た構想を最初に提案し

たものと評価されている。38 

フランスの初期社会主義者シャルル・フーリエ(Charles Fourier、1772-1837)は，基本的

自然権を享受できず、自身の生活を満たせない人々に最低限の寝食を提供し，生存権を保障

すべきだと主張した。また、ジョセフ・シャルリエ(Joseph Charlier, 1816 –1896)は 1848 年

の土地賃貸料に相当する金額をすべての市民に毎月支給する土地配当を実施することを主

張した。 

20世紀にはバートランド・ラッセル(Bertrand A. W. Russell, 1872-1970)とデニス・ミル

ナー(Dennis Milner, 1892-1956)らが、仕事をするかどうかを離れ生存に必要な十分な所得

を皆に与えなければならないと主張しながら論議を続けた。まず、二十世紀初期、イギリス

を中心に「社会配当」、「国家ボーナス」、「国家配当」といった名前で条件なしの普遍的ベー

シックインカムに対する提案が論議された。この提案は制度的には実施されなかったが、

1960 年代に入って米国では制度的導入が試みられた。1968年、ジェームズ・トービン(James 

Tobin、1918-2002)を中心に、経済学者千二百人が「デモグラント」と呼ばれる普遍的ベー

シックインカムの導入を促し、民主党候補の大統領選挙綱領に含めるなど、大衆的な支持を

受けた。またマーティン・ルーサー・キング牧師(Martin Luther King Jr.、1929–1968)も「貧

困を解決する最も簡単な方法はベーシックインカムの保障」と提案したりもした。しかし、

このような大衆的支持にもかかわらず、制度化はされなかった。以後、1970 年代からヨー

ロッパでベーシックインカムに関する論議が活発に進められた。ヨーロッパは成長が鈍化

 

37 ベーシックインカム韓国ネットワークホームページ参照. 

38 パク・フンギュ、127. 
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しながら、失業率が上昇、少子化が深刻化するなど、現実的な問題が浮上しながら、その代

案としてベーシックインカムへの関心が高まった。その後、1986 年に「ベーシックインカ

ム・ヨーロッパ・ネットワーク」が結成され、続いて 2004 年にベーシックインカム地球ネ

ットワーク（BIEN, Basic Income Earth Network）が組織され、ベーシックインカム支持者

の連携を強化している。39 

 

2）ベーシックインカム導入の事例 

 

理論的な論議にもかかわらず、完全なベーシックインカムが制度的に導入された国や事

例はない。現在は、一部の地域に限定されるか、一部の人に局限して実験的に導入または施

行されている段階である。年齢や所得と関係なく、すべての人に個別に支給されるというベ

ーシックインカムの趣旨を制度的に実現したのは、米国のアラスカである。アラスカ州の州

知事ジェイ・ハモンド(Jay Sterner Hammond、1922–2005)は、アラスカ州で採掘される石

油収入の一部を投資し、住民に所得として支払う基金を設立することを提案した。そして

1976 年に州憲法が改正され、アラスカ永久基金（APF）を設置、1982 年からアラスカで 6

ヵ月以上公式的に居住したすべての人は、毎年一定の配当を受けるようになった。このよう

なベーシックインカム制度は、アラスカが米国で最も平等な地域になるように手助けして

いると評価されている。40 

アラスカ以外にもインドやアフリカなど、限られた地域の人々にベーシックインカムを

実験的に実施したこともある。インドは 2011 年 6 月から 2012 年 8 月まで自営業女性連合

（Self Employed Women's Association=SEWA）でユニセフの支援を受け、マディヤ・プラ

デーシュ（MadhyaPradesh）州では成人一人当たり 200 ルピー（約 3300 ウォン）、子供一

人当たり 100 ルピー（約 1600 ウォン）を毎月支給した。翌年にはそれぞれ 300 ルピー（約

5000 ウォン）、150 ルピー（2500 ウォン）に支給額を引き上げた。性別、年齢と関係なく、

皆に現金でベーシックインカムを支給した結果、子どもたちの栄養失調が大きく改善され、

学校の出席率が高くなった。また、ベーシックインカムを受けた家庭のうち 21%の所得水

準が向上し、肯定的な評価を受けた。41 

アフリカにあるナミビアのオミタラ地域では民間団体が集まって「ベーシックインカム

連合（Basic Income Grant Coalition）」を設立し、2008 年 1 月から 2009 年 12月まで地域

住民 930 人に毎月 100 ナミビアドル（1万 4000～1 万 5000 ウォン）を支給するベーシック

 

39 ベーシックインカム韓国ネットワークホームページ参照. 

40 パク・ノワンほか、『ベーシックインカム運動の世界的現況と展望』(ソウル: パク・ジ

ョンチョル出版社, 2014) 

41 イ・ユンジョン、「インドとナミビアのベーシックインカム実験―希望と限界の間」『朝

鮮ビーズ』2016.09.26. 
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インカム実験が実施された。その結果、ベーシックインカム支給前には「毎日食べるものが

不足している」と答えた住民が全体の 30%に達したが、ベーシックインカム実験以後はこ

の割合が 12%に下落し、栄養失調で苦しんでいた子供の割合は 42%から 17%下落した。失

業率は 60%から 45%へ、15 ポイント減少し、成人 1 人当たりの平均所得は 200 ナミビア

ドル（約 1 万 6000 ウォン）から 389 ナミビアドル（約 3万 1000 ウォン）に上昇した。ベ

ーシックインカムの支給額以上に所得が増えたのだ。 

インドとアフリカの実験は、福祉体制が十分に構築されていない国家の遅れた地域に住

む少数の人々を対象に外部団体の基金支援を受けて試行されたという条件的限界があるに

もかかわらず、ベーシックインカムが労働意志を弱めるという杞憂を払拭するのに寄与し

た。42 

発展途上国で制限的にベーシックインカムに対する成功的な実験が試みられたのに対し、

ヨーロッパはベーシックインカムに対する論議と実験が試みられている。序論で述べたよ

うに、スイスはベーシックインカムの導入に対する国民投票を実施し、フィンランドは 2017

年から失業手当を受け取る人々のうち 2000 人を無作為に選抜して月 560 ユーロ(月 73 万

ウォン)のベーシックインカムを支給する 2 年間のモデル事業を実施することにした。成功

的に評価されれば、支給対象をフリーランサー、小企業、パートタイム労働者など低所得グ

ループに段階的に拡大していく計画だ。フィンランド政府は、ベーシックインカム導入後、

市民の労働意欲が促進され、既存の福祉体制を維持するのに必要な行政管理費用が下がる

ことを期待している。オランダはユトレヒトをはじめ、十九の地方自治体政府がベーシック

インカムの実験を準備している。ユトレヒト市の計画は、社会保障給与の受給者に従来の手

当ての代わりに、月 660 ポンド（約 115 万ウォン）のベーシックインカムを支給する方針

だ。43 

 

3．賛否論の争点 

 

 ベーシックインカムは無条件支給という明確な特性によって、労働と福祉を断絶させる

という論争点を作り、支持者と反対者の間で活発な討論を呼んだ。興味深いのは、一般的に

保守と進歩が、反対と賛成としてその立場が分けられるのではなく、擁護と反対が多様なイ

デオロギーの中に存在するということだ。例えば、市場主義的な見方を持つ経済学者の中に

も、市場の活性化と政府介入の最小化のためにベーシックインカムの導入を主張する人も

おり、マルクス主義的な見方を持つ経済学者の中にも労働と社会的発展の因果関係を解体

 

42 イ・ユンジョン、「インドとナミビアのベーシックインカム実験―希望と限界の間」『朝

鮮ビーズ』2016.09.26. 

43 パク・スユン、「行かなかった道に立った先進国…随所で『ベーシックインカム』実

験」『連合ニュース』2016.12.25. 
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するという点で、ベーシックインカムの導入に反対する学者もいる。このような視角の差異

は、ベーシックインカムをどの年齢層にどの程度の額で支給するかなど、設定様態によって

顕著に現れる。つまり、一般的には自由主義者は最小限のベーシックインカムを主張する反

面、進歩主義者は十分な水準の完全なベーシックインカムを主張する。しかし、このような

多様な視角の差異のため、ベーシックインカムに対する論争はベーシックインカムが持つ

普遍的な特性を擁護したり反対したりする次元から、ベーシックインカムの形態について

論争する次元に変化している。したがって、ベーシックインカムに対する論争点を単純化す

るのは、誤りを起こす可能性が高い。44 

 このような限界にもかかわらず、論議の展開のためにベーシックインカム導入について

の論点を整理してみると、大きく「ただ乗り」や「労働倫理」などの倫理的側面と、「財源

を用意する」などの技術的側面とに分けることができる。 

 倫理的側面は「互恵性（reciprocity）」に基づく批判が主である。互恵性とは、社会的協働

から生まれた経済的利益を自ら進んで享受する人々には、このような利益を提供した協働

共同体に生産的に貢献する相応の義務があるということだ。もちろん、この時の寄与義務と

は、自分が受けた利益の価値に正確に比例しなければならないという意味ではない。障害や

その他の能力の違いにより、自分が受けた利益ほど貢献できないとしても、自分の能力の範

囲内で最小限の貢献活動を遂行しなければならない義務があるというのである。45 

 ところが、ベーシックインカムを導入することになれば、個人と社会の相互互恵の義務に

反する社会的「ただ乗り」が起こることになる。個人が社会に対して何の貢献もしなかった

としても、社会が個人に無条件的な補償をしてくれるからだ。特に、ベーシックインカムが

支給されれば、労働をしなくても生計を維持することができるため、身体が健康な人も社会

に貢献しないかもしれない。 

厳密な意味で、このように、社会に貢献できる能力があるにもかかわらず労働しない人が

現れれば、労働する人が労働しない人の分まで、より多くの労働をすることになる。結局、

労働しない人が社会にただ乗りするのではなく、労働する人にただ乗りする構造になり、労

働する人が労働しない人のベーシックインカムまで支給するために労働をして税金を納め

ることになるので、これはまた別の形態の寄生または搾取とも言える。46 

ロールズもこのような脈絡から、一所懸命働いた市民から徴収した税金で、労働を放棄し

たまま遊ぶことを選んだ人を扶養するのに使うのは正義ではないと見た。「能力があるにも

かかわらず遊ぶことを選択した人」、すなわち「最小受益者ではない人」は（自分を）扶養

 

44 キム・ヘヨン、「イデオロギー的多様性によるベーシックインカムの政策特性に関する

研究」『批判社会政策』42(2014): 95. 

45 チョ・ヒョンジン、「互恵性に基づくベーシックインカム批判に対する反論と韓国社会

でのその含蓄」『統一人文学』62(2015): 372. 

46 キム・ヘヨン、99. 
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する手段を自ら準備しなければならないのである。47 

さらに互恵性が揺らぐと、労働を通して社会に貢献しようとする人がいなくなり、社会的

生産性が低下し、結局社会が崩壊するという憂慮が提起される。生産と発展が国家を支える

という視角から見るとき、ベーシックインカムが提供され、健康な労働者が労働市場から離

れるようになれば、社会全体の生産力が低下し、結局、ベーシックインカムの税制基盤が崩

壊するのである。48 

倫理的な問題提起に対して、ベーシックインカム導入賛成論者たちは、ベーシックインカ

ムとは労働による総生産を分配することではなく、国家が所有している資産の一人分の価

値に該当するものを返してもらうことだと指摘する。すなわち、労働しない人が労働する人

が生産した結果に頼ってベーシックインカムを得るということではないため、搾取ではな

く、最初から発生している所得と富の不平等による不正義を予防するより大きな機能を果

たすことができるというのだ。さらに、ベーシックインカムの導入で分配の定義が保障され

れば、すべての人々の自由な労働の選択が成され、真の意味での互恵性の原理が作動すると

主張する。49 

前述したロールズの思想から見ても、所有と生まれつきの才能の原初的分配から発生す

る能力所得による実質的不平等はやむを得ないが、資産を公平に分配して出発から人々に

平等な状態を維持しなければならないという財産所有民主主義 (property-owning 

democracy)の観点から見ると、土地所得、相続・贈与所得、株式譲渡所得などに基づくベー

シックインカムは平等な自由と公正な機会均等を保障するという次元で導入されるべきだ

というのである。50 

技術的かつ現実的な側面では、ベーシックインカムを支給するためには莫大な財源が必

要であり、税率引き上げが避けられないという点がベーシックインカム導入のための最大

の障壁とされている。特に、ベーシックインカムは、賃金労働による（社会への）自己寄与

につながらず、全国民に支給されるという支給規模ゆえに社会の総体的な富と関係を結ば

ざるを得ないため、ベーシックインカムの財源をどのように調達するかは現実的な問題と

して浮上する。 

このような批判に対し、フランスのミロンド(Mylondo)は、財源調達の問題ではなく、財

源調達の方法をどのように定めるかによって、社会の変化と富の分配に及ぼす影響力が変

わようになると指摘し、財源調達方案に慎重なアプローチが必要だと指摘している。51 

 

47 ナム・キオプ、「ベーシックインカムと正義の財源」『韓国行政学会学術発表論文集』

(2015), 480. 

48 キム・ヘヨン、100. 

49 チョ・ヒョンジン、400. 

50 ナム・キオプ、481. 

51 ノ・ホチャン、428. 
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財源調達方案は、いくつかの案が提示されているが、第一に、既存の財源を再分配する案

であり、社会保障のために支出する類似予算と選別的社会保障制を運営するためにかかる

行政費用をなくし、集めた財源を再分配する案、第二に、金融システムの共有化、トービン

税、環境税、富裕税などの新たな税制案の導入および所得税体系の改編、付加価値税を引き

上げる案、第三に、国・公有自然資源の利用による収益を通した財源造成および主要企業の

国有化を通した財源調達案、第四に、投機所得や不労所得などに対する重課税を通して財源

をつくる案などだ。 

 

 

Ⅳ．統一思想的観点から見たベーシックインカムの論議 

 

1．労働と人類の未来 

 

統一思想の経済観は、神の真の愛に基づく共生主義であり、個人の良心による適正所有に

基づく共同所有を追求していることを二章で論議した。このような観点からベーシックイ

ンカム導入をめぐる論争を見てみよう。 

倫理的側面から見ると、ベーシックインカムの導入は人間の本質に対する規定と未来的

展望が前提になっている。つまり、人間は労働を通して社会に寄与し、社会から代価を与え

られるという相互互恵性の観点から見ると、ベーシックインカムは問題になるが、これより

先に分配の正義が保障されれば、人間の労働が生存のための所得という枠を越えて、真の相

互互恵性が保障されるという論点が発生することを見ることができた。 

『統一思想要綱』は、神の真の愛に似て子女として創造された人間が、堕落ゆえに愛が

分からず利己主義に陥って万物の一部を独占するようになったと批判しながら、貧しい隣

人の苦痛に背を向け、良心の呵責を感じない姿を具体的に叙述している。52 堕落した人間

は所有を物質それ自体としてだけ考え、所有の目的である愛を失ってしまった。個人の所

有は自分のものではなく、「他人に愛を施すために与えられたもの」という事実を知らず

に、より多くの所有をしようと努力する不幸な人生を送っているのである。したがって、

創造本然の人間に戻るためには、より多くの人を愛するために労働し所有する人間の本質

を知らなければならない。 

さらに『統一思想要綱』は、未来の経済が「財貨の生産、交換、分配、消費などに関す

る活動の総和」という過去の経済様相とは完全に変わると展望しながら、経済活動のすべ

ての過程が物質的な財貨の流通過程であるだけでなく、心情と愛、感謝と調和が共に流れ

る物心一如の統一的過程になると説明している。53 

 

52 統一思想研究院、699. 

53 統一思想研究院、704. 
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経済活動が財貨を中心とした活動ではなく、愛と感謝の統一的過程になるためには、人間

が生存のための労働から解放されなければならないだろう。ジェレミー・リフキン(Jeremy 

Rifkin、1945-)は 1995 年にすでに技術革新と機械化、情報化に代表される第三次産業革命

で二十一世紀には「機械が急速に人間とおきかわり」、産業生産において「人間がほとんど

必要のない文明の世界」になると予見している。労働は人間が群れをなして住み始めた旧石

器時代から生存のための人間活動の核心領域であったが、二十一世紀にはその労働が今ま

さに消える危機に瀕しているというのである。彼は「人間の労働は現在第一段階の生産過程

から体系的に除去」されており、これから「一世紀以内の市場部門の大量労働は事実上、世

界のすべての産業国家から消えるだろう」と述べた。54 

2004 年に改訂版を出して、彼は自分が予見したように、すでに働き口が大量に消えてい

ると主張しながら、二十一世紀には労働の本質が変わらざるを得ないと述べた。2050 年に

は伝統的な産業部門を管理運営するのに全体の成人人口の 5%程度しか必要にならなくな

るとしながら、反復的な単純業務はもちろん、高度に概念的な専門業務まで徐々に多くの肉

体的、精神的労働を安価で効率的な機械が担うことになると考えた。55 

人間の働き口が失われる現象について、リフキンは人類にとって労働の終末はまた別の

意味の新しいルネサンスが開かれる契機であると肯定的に解釈した。人類がこれ以上営利

を目的とする労働をしなくてもいいため、社会的、文化的に意味のある非営利活動をしなが

ら人生の意味を探すことになると考えたのだ。二十二世紀になると、大半の人々は文化的領

域に属する職業を持つために教育と訓練を受け、人々は内在的価値を創出し、共有された社

会共同体意識を再活性化するために解放されると考えた。56 

しかし、生存のための労働から解放され、創造的で意味のある非営利的労働で、基本的な

生計の保障を受けるためには、基本的な生計を補助できるベーシックインカムが保障され

なければならない。つまり、全ての人が同じ所得を保障してもらう完全ベーシックインカム

は不可能だが、最小限の生計を保障できる最小のベーシックインカムを実施した基盤の上

で、各自の所得を保障する方案が検討されなければならないのである。労働環境の変化を勘

案するとき、非営利活動をしながらも生存を持続できる最小限のベーシックインカムの導

入は、適切な時点で導入が検討されなければならない。ベーシックインカムが保障されれば、

『統一思想要綱』で言及したように、財貨を生産するための経済活動、生存のために劣悪な

労働環境で耐えながら働くのではなく、愛と感謝を分かち合うことのできる経済活動が可

能であり、共同所有の基盤の上に適正所有が保障されるものと期待される。 

 

2．制度と教育の問題 

 

54 ジェレミー・リフキン『労働の終末』イ・ヨンホ訳(ソウル: 民音社, 2005), 47-57. 

55 ジェレミー・リフキン、21. 

56 ジェレミー・リフキン、45. 
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『統一思想要綱』は、このような変化の核心が制度より人間の良心にかかっていることを

強調している。つまり、人間の良心が自身に適正な所有を自ら知り調節できる理想社会が到

来すれば、いかなる制度よりも簡単に適正所有を通じた共同所有の社会になるであろう。 

では、どうしたらそのような共生主義社会に進むことができるのか？ 既に第二章で論議

したように、人間の良心が回復する制度的模索がなされなければならない。 

このような観点から、現在全世界的にベーシックインカム導入をめぐる過程を見るとき、

興味深い点を発見できる。まず、ベーシックインカムを導入する過程が段階的であり民主的

であることである。過去の共産主義は、個性真理体である人間の特性と所有の根源である欲

望を看過したまま、所有を物質的なものと見なし、私的所有を禁止し、すべての所有を均等

に共同所有する物質的な共産主義を強制的に一気に導入して失敗してしまった。一方、資本

主義は、神の真の愛に基づく共同所有に顔をそむけ、人間の利己的な欲望だけを認め、私的

所有だけを極大化し、所得と富の不平等を深化させている。このような現実に対する代案と

して登場した「ベーシックインカム導入」は、生存を保障する最小のベーシックインカムを

共同所有として認め、分配の正義を保障した基盤の上に、個々人の個性と欲望の差による私

的所有を認めるという面で共生主義と相通ずるものとみられ、導入される過程で多くの論

議と実験的適用を経て国民投票を通じて導入されるという面で民主的な国民選択の過程を

経て、共産主義と民主主義の限界を克服できるものとみられる。 

ベーシックインカムの導入は、未来のための代案的制度であるため、ある人や集団によっ

て一方的かつ強制的に、また早急に導入できる制度ではない。世界的にも最小限の生存要件

を満たす代案的なベーシックインカムの導入が、ゆっくりと実験的に試みられている状況

だ。このような過程を経て、その社会の構成員の良心が望む時に望む形態でベーシックイン

カムが導入されるであろう。 

スイスが 2016 年に月 300 万ウォン程度が支給されるベーシックインカムの導入に関す

る国民投票を実施して拒否したのと同様、直接的な国民投票または大統領候補の選挙公約

を通じた選挙投票を通して国民の選択が反映されているのである。投票の過程は、政策的論

議と国民的共感を形成できる時間的努力が必要であるため、民主的な世論形成と論議と検

討を経て、漸進的に導入が模索されるだろう。 

また、制度的導入に先立ち、実験的な適用もまた多様に成されるかもしれない。インドや

アフリカはもちろん、ヨーロッパやアメリカ、カナダまで未来のための制度として、一部地

域または一部の階層を対象にベーシックインカムを導入する実験を行ったか、進行中であ

る。既にベーシックインカムを導入した地域では、条件なく与える最低限の基本所得が人間

を病ませたり堕落させたりせず、基本的な生存権を保障し、物理的な安寧を守ることはもち

ろん、良心を回復させ、より多くの子女を教育させ、家族を愛するようにするものであると

報告されている。 

このような実験は、基本的な生存権が保障されるとき人間の良心が回復され得るという
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希望的な報告である。それと共にベーシックインカムの導入と実行のためには良心回復の

教育が伴われるべきだということも考えられる。良心的な市民が多いなら、ベーシックイン

カムの導入と実行過程で成功的な制度施行が可能だろうが、良心的な市民が少ないなら、ベ

ーシックインカムの導入と実行が成り立たないか、歪曲される可能性が高い。 

共生主義を論議するときに最も論点となる部分もまた適正所有の適正線をどう考えるか

についてのことであった。共生主義が基本的に共同所有を認める素地の上に個人の適正所

有を認めるとするとき、各個人の良心が定めなければならないものではあるが、社会的にも

最小限の倫理的基準を適用し、適正所有の最小基準を制度化しなければならないだろう。こ

のような面で、共同所有に該当するベーシックインカムの支給形態を完全なベーシックイ

ンカム、部分的なベーシックインカムと、最小限のベーシックインカムとに区分するなら、

生計のために十分ではないが最小限の基準を充足できる最小水準のベーシックインカムを

保障すれば、個人の自由意志による勤労所得は個人の適正所有を保障できるだろう。この時、

ベーシックインカムの最小水準を決定することが適正所有の適正線につながるので、神の

真の愛に基づいた人間の良心回復にしたがって、ベーシックインカム導入の趣旨が完全に

具現されることはもちろん、個人の適正所有も保障されるということが分かる。 

 

 

Ⅴ．結論 

 

本研究は、最近韓国社会で論議されているベーシックインカムを統一思想の経済観であ

る共生主義の観点から考えようとした研究である。そのため、まず、『統一思想要綱』で示

された共生主義の概念を整理し、その核心的な論点である適正所有についての論議を整理

した。その結果、共生主義は「神の真の愛に基づく共同所有」を追求し、所有の物質的な側

面のみではなく、愛を中心とした心的な側面を考え、個性真理体である人間の欲望に基づく

私的所有を認めた基盤の上で共同所有を追求することが分かった。この実現のためには人

間の良心が基準となり、自発的に神と隣人のために私的所有を適正に調節できる適正所有

ができなければならなかった。共生主義は、共同所有だけを強調した共産主義と、私的所有

だけを強調する資本主義の限界を越えることができる根本的な経済的代案だが、理想社会

の体制として過程的な制度に対する模索が不十分であった。 

ベーシックインカムは、市民にどんな義務も条件もなしに一定期間ごとに一定金額を支

給する制度として、所得と富の不均衡による所得格差の深化や、人工知能の登場など産業の

機械化による働き口の不足問題などを解決できる未来的な制度として論議されている。世

界的に政策的実験と制度的論議が成されており、これを基に賛否両論の論争が活発に行わ

れている。 

統一思想的な観点からベーシックインカムの概念を見るとき、ベーシックインカムが公

共財に基づいた共同所有として生存のための基本所得を提供すると同時に、私的所有を認
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めるという面で制度的に肯定的な側面から検討される面があることが分かった。また、人類

にとって、生存のための労働から喜びのための労働、営利追求のための経済活動から共同体

のための非営利活動に転換できる転換点になるという面で、共生主義が提示している愛と

感謝の未来的経済活動のための基盤制度になる可能性を見ることができた。 

ベーシックインカムの導入過程は、政策的実験を通した段階的な模索と論議、国民投票や

選挙投票を通した民主的な過程を経るという面で、共生主義経済制度の導入のための示唆

点を与えた。政策的実験から、ベーシックインカムを通じて生存が保障される時に愛と感謝

の良心的な活動が増加すると報告されている点から、理想世界で適正所有を通じた共生主

義実現の可能性を見ることができた。さらに、人間の良心がどれほど回復されるかにしたが

って、ベーシックインカムの導入と適用、またその制度的趣旨を実現できるかどうかが決定

されるものと展望された。ベーシックインカムを導入し適用するためには、神の真の愛を中

心にした良心回復のための教育が並行されなければならないことが分かった。 
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