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統一思想の原相論から見た社会統合の原理 

：個人主義、利他主義、自我・他我主義を中心に 

 

Gee Lyong Lee(韓国鮮文大学教授) 

 

Ⅰ. はじめに 

 統合は今私たちの社会のイシューだ。統合が国民的関心の対象になった背景には増幅さ

れた社会葛藤がある。≪壮子≫の言葉に、「履き物が足にぴったりだと、履き物の存在を忘

れてしまう。」という話があるように、統合が私たちの社会のイシューだということは、そ

れだけ私たちの社会にある分裂と葛藤が深刻だということを意味する。多様な分野、多様

な次元での葛藤が私たちの社会に蔓延している。よって社会構成員の間にある有機的依存

関係の崩壊が深刻で、はなはだしくは構成員相互間の敵対的関係が増幅されている。 

 本論文の目的は、統一思想の原相論に基づいて、今私たちの社会に蔓延した葛藤の原因

を探り、ひいてはその解決方案を模索することにある。社会の葛藤の解決のための統合の

原理を提示することは、単に理論的な議論をするに留まらず、それ自体で現実的な実践の

性格を帯びると見ることができる。葛藤と統合という、一見して、極めて社会学的なイシ

ューを扱いながら、なぜ「神様の属性に関する理論」である原相論に注目すべきかと言う

と、原相の内容と構造、特に神様の二性性相は、世界の全存在者が持つ理想的な様相の基

準になるためだ。世界の全存在者は神様の自己表現であり、原相の内容と構造が時空間的

な世界へ展開したのがまさに被造世界という点で見れば、社会の葛藤と統合というイシュ

ーに対する解決は、社会学学的なアプローチよりはむしろ原相論に基づいたアプローチが

妥当だ。さらにこのようなアプローチ方法は、社会問題に対するいわゆる「対症療法」で

なく原因治癒という意味を持つことができる。 

 社会統合の不在と葛藤の第一の原因は、個人主義的な考え方だ。個人主義は、構成員間

の有機的な依存関係を壊し、さらには構成員間の敵対的関係を増幅させた。それでは私た

ちの社会に個人主義的考え方が蔓延することになった原因は何か？それは何よりも西洋思

想の「実体の断絶」という誤った概念に起因すると見られる。したがって本論文の第 2 章

では原相論、特に四位基台と原相の二段構造に基づいて、西洋思想の実体概念が持つ問題

点を究明する。続いて第 3 章では原相論に基づいて、個人主義と為他主義の関係を究明し

て、この二つの理想的な授受作用の結果で現れる自・他我主義（自我・他我主義）を提示

する。第 4章では自我・他我主義に立って、社会統合の原理を提示した。 

 

Ⅱ. 西洋思想の実体と統一思想の個性真理体―連帯 
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私たちの社会の葛藤と対立は実体の断絶性という西洋哲学の問題がそのまま現実に反映さ

れたのだ。概して、西洋思想の土台は個体性と自己の同一性を維持する実体概念だ。アリ

ストテレスで実体は一次的に世界で個別的に独立したものを意味する。アリストテレスの

実体に対する観点はデカルトの心身二元論で極端な形態で現れたし、それは今でも哲学的

範疇でだけでなく人々の日常生活を支配する原理として作用する。実体の相互断絶という

哲学的問題は現実的な人生を規定する原理として作用したということだ。したがって対立

と葛藤を越えて、調和と共生の生き方が定着するためにはまず実体の相互断絶という西洋

哲学の問題を克服できる理念が要請される。 

 西洋思想での実体間の断絶問題は、原因者としての神を単に純粋形状、すなわち質料的

な側面を全く持たない存在と規定した結果だと考えられる。純粋形状としての神は「無か

らの創造」以外の代案を持てない。無からの創造はまず神と世界の存在論的断絶を意味し、

ひいては存在者すべての断絶で帰結された。アリストテレスによれば、神は物質性や力が

ない純粋形状または純粋現実体だ。神自身内に形状と質料の動的結合がないので、神は不

動であり、すべての変化から超然としている。 

 これに比べて、統一思想の神様はその中に質料因としての形状を持つという特徴を持つ。 

≪原理講論≫によれば、「神様は性状と形状の二性性相の中和的主体としてすべての存在界

第一原因者」である。神様の性状と形状は分離しているのではなく互いに授受作用をしな

がら統一体を成し遂げている。統一思想の二性性相論は何よりも神様と世界の存在論的連

続を規定した点で重要な意味を持つ。また二性性相の中和的主体として神様は自身の中に

「一種の力」または「前段階エネルギー（Prior-stage Energy）」としての形状を持つから、

それ自体で躍動性を持ちながら、ひいては世界のすべての存在者が自体内でそして他者と

の関係の中で相互躍動的な関連を結ぶことができる実際的な力の源泉になる。すなわち原

相論で神様が二性性相の中和的主体ということが、世界の全存在者が躍動的な様相で現れ

る根拠となる。二性性相のもう少し具体的な表現が四位基台である。四位基台は一種の弁

証法に見えるが、何の関係もない。主体・対象は時間と空間に単純に定義される実体でな

く過去（目的）を包握して、未来（合成体）を実現していく過程だ。一方、アリストテレ

スの神は世界に対する力の実際的な源泉といえない。アリストテレスの神は神を世界の形

状因、目的因、動力因と規定しているけれども、神に帰属した力の出処を提示しないため

に、神を世界の動力因ということは単に抽象的な観念に過ぎない。 

 統一思想の個性真理体・連帯概念は世界の全個別的存在者が相互関連の中で存在するこ

とを見せながら、西洋哲学の「実体の断絶」概念がもたらした様々な問題を成功的に解決

する土台になる。統一思想は世界の存在者間の相互関連を神様の二性性相の調和的構造に

内在した授受作用を用いて説明しており、実体の断絶という西洋思想が持つ問題点を解消

している。特に個性真理体・連帯概念は、次章で議論される個人主義と利他主義の葛藤に

対する解決策の出発点になることができるだろう。まずここでは個性真理体と連帯の関係

についてもう少し考察したいと思う。 
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 ≪要綱≫によれば、個性真理体は、「一つの個体に対し、他の個体との関係を考えずに独

立的に扱う時の被造物」だ。これに対し、「ある個体を他の個体との関係で見る時、そうい

う一つ一つの被造物を連帯」という。個性真理体・連帯概念に対する≪要綱≫の説明で見

れば、個性真理体と連帯は別個ではない。すなわちすべての存在者は、個性真理体である

と同時に連帯であるということができる。個性真理体・連帯概念は原相の二段構造を反映

しており、この点で見れば個性真理体と連帯は同時的といわなければならない。なぜなら

原相の二段構造には時間的な先後の関係がありえないためだ。しかし統一思想で原相の二

段構造が存在の二段構造に適用される時は、内的四位基台と外的四位基台または個性真理

体と連帯は時間的な先後の関係で理解される。これは無差別の絶対世界が差別上の相対世

界に現れる過程で見られる差とみるべきだろう。 

 

Ⅲ. 個人主義と利他主義の関係、そして自我・他我主義 

1. 個人主義と利他主義の関係 

原相論で見る時、神様の内外的四位基台に似た人間と社会は、本質的に個別性と関係性を

同時に持つ。社会を構成するひとりまたはある特定の集団は、その自らの個別性を持つが

また他の人／集団との関係の中に存在する。すべての存在者は個性真理体である同時に連

帯であるためだ。このような点で見れば、一個人／集団の中に利己的な側面と利他的な側

面があるのはむしろ当然だ。人間社会に個人主義と利他主義がいつも共存してきたことは

まさにこういう理由のためだ。 

 問題は、人類歴史を通じて、個人主義と利他主義の関係が調和がとれた共存でなく、対

立・葛藤する関係だったとの事実だ。時代と場所に従って大抵この二つのうち一つが強調

されて他の一つが無視された。上求菩提が先か下化衆生が先かをめぐって葛藤したし、個

人の霊的完成が先か社会の構造的な矛盾を除去することが先かをめぐって葛藤した。大抵

東洋の宗教は利他主義を強調したが、それでも私たちの社会に蔓延する個人主義は相変わ

らずだ。ある意味、利他主義が強調されるほど個人主義を強引に通そうとされるのが現実

だ。 

 「実体の断絶」を通じて、個人主義をそそのかした西洋はどうか。個人主義で満足した

のか、いやそうではない。東洋と西洋を問わず成熟した社会では利他主義が高い価値を認

められてきた。思想的にもベルグソン、シャルダン、ホワイトヘッド等を通して、実体の

断絶に誤りがあることが指摘されたし、すべての存在の相互関連に注目する有機体論に進

んだ。個人主義をそそのかした西洋は利他の土台になる有機体論に進んだし、利他主義を

強調してきた東洋ではむしろ個人主義が大勢だ。個人主義は利他主義を懐かしがり、利他

主義の強調はむしろ個人主義をそそのかす結果として現れた。 

 それで個人主義でもなくて利他主義でもない第 3 の道はないか、個人または社会の中に

に利己主義と利他主義は相互補完的に両立できない理念か、この二つの調和がとれた共存

の可能性はないか、これらの疑問に対する答えと関連して、私たちは文鮮明先生が提示し
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た「自我・他我主義」に注目する必要がある。2003 年、文鮮明先生は、自我・他我主義と

いう新しい概念を提示しながら、今は個人主義でもなくて利他主義でもない、自我・他我

主義、すなわち「私中心の全体」にならなければならいと仰った。 

そうである[個人主義化された]ために自我主義ですが、自我主義ではありません。自我

主義が他我主義にならなければなりません。昔は、個人主義、利他主義と言いました

ね？今は自我主義、他我主義です。これを知らなければなりません。今までは個人主

義と言って利他主義と言いましたね？他の人の為なのに、違います。 

自我主義他我主義！ 

二つを一つとして作らなければならないのです。そのような時代へ超えていくのです。

…なぜ利他主義かです。[個人主義・利他主義は]天使長主義です。今は神様主義で[私

的な]私も公的な私も同じことです。そのために自我主義他我主義です。利他主義でな

く他我主義です。「私中心の全体」にならなければなりません。これです。そのように

変わるのです（≪み言葉選集≫ 407:142・144）。 

上の引用文で注目されるのは、利他主義に対する意味づけが今までとは全く違うという点

だ。すなわち利他主義は個人主義に対する代案ではなく、単に相対的な価値を持つだけだ。

これは「天使長を復帰するものが利他主義」だと言われた点を見ても明らかである。復帰

摂理歴史で天使長復帰は決して目的地ではない。したがって利他主義はそれ自体で意味を

持つというよりは、個人主義の問題点を解消するための手段の性格を持つ。利他主義は天

使長復帰のためにだけ必要な価値で理念といえる。しかし「私的な私」と「公的な私」が

同じことの神様主義時代には天使長主義時代の理念だった利他主義が自我・他我主義で転

換されなければならないということだ。 

 存在の二段構造で見る時、本来人間の霊的成長は自我主義から他我主義に進むのだ。と

ころで人間の堕落によって、その成長過程は「自我主義」でなく「個人主義」で始まった

し、個人主義の問題点を解消するために利他注意が必要だった。したがって文鮮明先生は

従来の「個人主義利他主義」が「自我主義他我主義」に変わらなければならないという点

を繰り返し強調した。言ってみれば、個人主義は自我主義がわい曲されて現れたことであ

り、利他主義はわい曲された個人主義を治癒するための再創造歴史の処方だった。利他主

義を通じて、個人主義の問題点が治る時、真の意味の自我・他我主義が実現される。 

 

1）個人主義を治癒するための利他主義 

前の引用文で見るように、利他主義から自我・他我主義へ超えるのは、天使長主義から神

様主義に転換されることを意味し、広い意味で、利他主義は誤った個人主義と連続線上に

ある。なぜなら個人主義と利他主義は各々自己中心他人中心という差があるが、この両者

とも個体完成の正常な系図から外れているためだ。したがって個人主義・利他主義は自我

主義・他我主義と全く次元が異なる。なぜなら、前者の概念は天使長主義に立っており、

後者の概念は神様主義に立脚しているためだ。言ってみればこの二つの概念は各々主管圏
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が違う。個人主義・利他主義が天使長主管圏での原理ならば、自我主義・他我主義は神様

主管圏での原理だ。 

 それで人類歴史が復帰摂理歴史という観点で見る時、個人主義・利他主義の関係は何か？

≪み言葉選集≫で個人主義・利他主義の関係はカイン・アベルの関係として規定される。

個人主義がカインの立場ならば利他主義はアベルの立場というものだ。個人主義・利他主

義をカイン・アベルの関係で理解する時、復帰摂理歴史で利他主義の意味または個人主義

と利他主義の関係が鮮明になる。≪要綱≫によれば、「神様は、カインがアベルに従順に従

うことによってカインとアベルの両方を神様の方に復帰しようと思われた」（≪要綱≫ 

487）。このような立場で見る時、個人主義（カイン）と利他主義（アベル）は互いに葛藤

する関係ではなくて、個人主義が利他主義に従順にする時、個人主義の弊害が解消される。

個人主義が利他主義に従順に従えば、利他主義一人だけ生きるのではなく個人主義も一緒

に暮らす自・他我主義が現れる。今まで人類歴史を通じて、継続的に利他主義が強調され

たことはまさにこういう理由のためだ。しかし利他主義は最終目的地ではない。それは単

に個人主義が自我・他我主義へ超えていくための臨時の方便にすぎないということだ。 

 それでどのように利他主義が個人主義の弊害、すなわち自体自覚を解毒するのか？この

問題はまた堕落の問題と関連する。「堕落とは何か？自体自覚から堕落しました。自体を一

番の中心とみなしたことです」（≪み言葉選集≫ 407、142）個人主義はただ自分だけがい

て他にはいないという考え方だ。個人主義の最も深刻な問題は、自体自覚だけがあって、「他

我自覚」が全くないという点だ。したがって個人主義に欠如した他我自覚を呼び覚ますた

めに「他人だけ」を強調する利他主義が要請されるのだ。個人主義は「私だけ」主義だか

ら、これを解毒するためには「他人だけ」主義が必要だということだ。とはいえ他我自覚

の強調が自我自覚の排除のためのものと誤解される必要はない。これはあたかもカイン・

アベルの関係でアベルの役割がカインを殺害するのではないのと同じだ。カインがアベル

に従順に従うことによって両者を神様の方に復帰するように、個人主義が利他主義に従順

に従うことによって共に自我・他我主義を迎えることになるのだ。 

 個人主義が利他主義に従順に従うという言葉の意味は何か。どのように利他主義が個人

主義の弊害を解毒するのか。この問いに答える前にまず念頭に置かなければならないこと

は利他主義が個人主義の「私だけ」意識を解毒するための処方という事実だ。言い換えれ

ば、利他主義は窮極的に誤った個人主義を治癒して、本来の自我主義を実現しようという

ことであり、この過程での中心は相変らず「他人」ではなく「私」なのだ。少しだけ極端

な言い方をすれば、窮極的に利他主義は「他人」を大切にする主義ではなく「私」のため

の処方なのだ。 

 厳格に言えば、利他主義は対他的倫理ではなく対自的倫理と言わなければならない。す

なわち窮極的に利他主義は人のためにする主義ではない。それは人のためにする過程で自

分自身が成長して完成する原理だ。カインがアベルに従順に従うのはアベルのためではな

くカイン自身のためのものだ。例えば、私が誰かを崇めるという時、私が崇めることが重
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要な意味をもつのは、私の自体自覚（個別意識）が弱まりながら、他我自覚が入る空間が

できるということだ。言ってみれば対他的に崇めることはつまり対自的自己否定になると

いうことだ。利他的人生は「私的な私」を「公的な私」に完成させていく過程であり、つ

いに私的な私も公的な私も同じことになる時、はじめて「私中心の全体となる」自我・他

我主義に転換することになる。 

 

2）主体・対象の関係としての利他主義・個人主義 

利他主義・個人主義の関係は四位基台の主体・対象の関係で理解することができる。利他

主義と個人主義は、主体と対象の関係で四位基台の二つの要素となりながら、調和した授

受作用を通じて、新生体を成し遂げなければならない。ここでの新生体は、私的な私が公

的な私に転換されて現れる結果だ。すなわち利他主義と個人主義が目的を中心に授受作用

をして、新生体となるということだ。ここで新生体が現れる授受作用は、一つによる他の

一つの吸収または二つの合体を意味しない。四位基台で新生体を成し遂げる授受作用は、

主体が対象を吸収するのではなくて、その反対でもない。むしろそれは主体と対象が各々

それ自体の性を脱却する合性一体化過程だ。主体は対象を通じて、主体性を脱却して、対

象は主体を通じて、対象性を脱却する時、主体と対象の合性が起きる。主体と対象の授受

作用がこのような意味で理解される時、四位基台で主体と対象だけでなく中心（目的）が

意味を持つことになる。ここで私たちは「中心」という話の意味を考え直してみる必要が

ある。中心とは何か？たいてい中心は、「図形や事物の真ん中」を称する言葉だ。 

 それでは「真ん中」とは何を意味するのか？それは「ゼロ（0）」だ。真ん中（中心）が

ゼロというのは、幾何学的図表（道標）の中心がゼロと表現されるという事実を見て、容

易に察することができる。x軸に値を持たず、y軸にも値を持たない地点がまさに中心であ

り、中心はゼロと表現される。自体自覚、すなわち私という考えがあれば、x軸と y軸のい

ずれかに値を持つということであり、x軸のy軸のいずれかに値を持つ限り、中心ではない。 

 復帰歴史で主体・対象の授受作用は、一言で私の自体自覚を解毒する過程だ。前で話し

たように、自体自覚が解毒されればされるほど、それだけ私の中には他我自覚が育ちなが

ら、私的な私から公的な私に転換される。もちろんここで言う「転換」は、一つに対する

他の一つの排除、または一つに対する他の一つの代替を意味するのではない。むしろその

二つが一つになるのだ。それは私的な私と公的な私が同じになることだ。すなわち、私的

な私と公的な私が同じになる時、私的な私でもなく公的な私でもない本来の私が実現され

る時、その「私」はまさに宇宙の中心になる。 

 四位基台の 4 位の中の第 1 位である心情を「中心」と言ったのと同様に理解されるはず

だ。なぜ心情が四位基台の中心か？心情は私的な私と公的な私が同じになった場であり、

その両方が消えた場であるためだ。言ってみれば、四位基台で心情は中心であり、中心は

私もなくてあなたもないゼロポイントと言うことができる。事実、心情の外的表現と言え

る愛にも心情と同じようにゼロ（0）の属性が入っている。例えば、男女が真に愛すれば、
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両者には自体自覚がない。すなわち私があったり君があれば愛はない。愛があるならば私

もなくて君もない。主体・対象の関係で「主体が中心的」（≪要綱≫ 478)というものも同

じ脈絡で理解することができる。すなわち主体が中心的ということは対象に比べてゼロポ

イントに近いということを意味する。誰でもゼロポイントに近い人が中心であり、主体の

位に立つことになるのだ。 

 摂理歴史の中心人物らがそうしたように、中心または主体の位置（ゼロポイント）は常

に「苦痛」で特徴づける。なぜなら中心になるということは、まさに自体自覚の死を意味

するためだ。身体の死でも自体自覚の死でも、地上世界で死ぬことの第一の意味は苦痛だ。

したがって、自ら自体自覚の死（苦痛）を嬉しい気持ちで受け入れなければ、主体・対象

関係で主体になることはできない。 

 

3）中心の主管の法則 

人類歴史は個人主義と利他主義の葛藤の歴史と言っても過言ではない。なぜそうだろう

か？この二つの間の授受作用がこんがらかったためだ。それでなぜその二つの授受作用が

こんがらかることになったのか？個人主義と利他主義が互いに主体の地位を占めると争っ

たためであり、そもそも主体・対象の関係に対する誤解があった。すなわち主体の位置を

中心（0）だ単に「主管する位置」と誤解したので、個人主義だけでなく利他主義も中心に

なるという姿勢よりは主管するという姿勢で一貫した。 

 ≪要綱≫の「中心の主管の法則」には、主体・対象の関係が次のように説明される。「主

体と対象の授受作用において主体は中心になって、対象は主体の主管を受けることになる

（478）。」ここで見られるように、主体の第一義的意味は、「中心になる位置」で、主管す

る位置ではない。主体が低い中心（0）になる時、対象は自ずから「主管を受ける」位置に

なるのだ。主体の核心は中心になることで、主管するのではない。≪要綱≫の「主体と対

象の概念」に対する説明（≪要綱≫ 96）でも、主体の核心要素は「中心」だ。能動的な主

体と被動的な対象の関係は、「主管（支配）・依存の関係」ではなく、「中心・依存の関係」

だ。能動的な主体が中心的ということは、主体が「能動的に中心になる位置」、すなわち自

発的にゼロポイントに近く近付く位置、自発的に苦痛と犠牲を受け入れる位置という意味

だ。 

 ≪要綱≫によれば、理想的な授受作用、すなわち合成体を成し遂げる授受作用は、主体

と対象の間だけで広がり、主体と対象は格位が違う。したがって格位の差がある所でだけ

授受作用が広がる。言い換えると、二つの要素や個体が同格の場合には、授受作用は広が

ることができず、かえって反発が起きやすい。今まで個人主義と利他主義の相対的関係は、

主体と対象の授受関係が生じず、主体と主体の反発関係になってしまった。個人主義と利

他主義は互いに主管して支配しようとしたので、互いに反発して相反する他はなかった。

個人主義は利他主義を排斥し、利他主義は個人主義を抑圧した。はなはだしくは宗教とい

う名の下に個人主義に対する利他主義の横暴が激しかった。 
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2.「私中心の全体」となる自我・他我主義 

個人主義と利他主義が自動的四位基台で主体と対象の関係ならば、この二つと自我・他我

主義の関係は何か？前で話したように、利他主義は個人主義の弊害を治癒するための処方

だ。したがって、個人主義と利他主義が授受作用を通じて、合成一体化する時、創造本来

の「自我主義」を実現することになる。また自我主義が本来の他我主義と授受作用をして、

合成一体化を成し遂げる時、自我・他我主義が現れると言える。自我・他我主義は一言で、

私中心の全体」になる生き方だ。それは自分だけのためにしようという個人主義でもなく、

ただ人のためにしようという利他主義でもない。個人主義と利他主義を合わせた概念でも

ない。なぜなら、自我主義・他我主義は、個人主義・利他主義と範疇が違うためだ。自我・

他我主義は「相対までも私と一つにするということ」であり、「他が私になる」原理だ。今

までは「個人主義世界を作ったので、今は自我・他我主義で全世界が私と一つにならなけ

ればならない」ということだ。 

 自我・他我主義の観点で見る時、個人主義と利他主義は葛藤する関係ではなくて、利他

主義は個人主義の弊害を解消する処方の性格を持つ。この点で自我・他我主義は、利他主

義に対する既存の理解と地平を異にする。今まで東洋宗教思想で強調されてきた利他主義

は、個人主義の上に君臨する利他主義であった。個人主義を廃棄しようという利他主義で

あった。しかし自我・他我主義の立場で見る時、利他主義は個人主義を真の意味の自我主

義で回復する解毒剤であった。解毒が終わって病気が完治した後には、処方が必要ないの

と同じように、自体自覚（個別意識）で中毒を起こした私が、利他主義で治癒されて、「私

的な私も公的な私も同じこと」になれば、個人主義と同様、利他主義もそれ自体これ以上

の存在意味がない。 

 自我・他我主義思想に照らしてみる時、個人主義は無条件に排斥されて抹殺しなければ

ならない対象ではない。それは不必要な理念ではなく、単に不完全な理念であるだけであ

り、利他主義で治癒されて完全な自・他我主義に回復しなければならない価値だ。自我・

他我主義は、原相の二段構造または個性真理体・連帯が地上に実現される原理だ。自我主

義が内的四位基台に似たとすれば、他我主義は外的四位基台を表現する。今まで個人また

は社会の中で個人主義と利他主義が葛藤することになったのは、この二つの関係を相互排

斥する関係と規定したためだ。個人主義に対する利他主義の意味がわい曲されたので、個

人主義は「私」だけ大切にする利己主義で現れたし、利他主義は一方的に「私」の犠牲だ

けを強調することになった。 

 

Ⅳ. 葛藤の解決のための統一思想的アプローチ 

統一思想の核心概念は「授受作用」だと言っても言い過ぎではなく、授受作用の核心は「統

合・拡張・上昇」だ。≪要綱≫によれば、「心情（愛）を中心とした授受作用」は、神様と

世界の全存在が存在する方式であり、またそれは世界の全存在が互いに疎通しながら調和
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がとれた関係を結ぶ理想的な存在様相だ。しかし今日私たちの現実はそうではない。統合・

拡張・上昇よりはむしろ対立・葛藤・人間性喪失が顕著だ。これは≪要綱≫に提示された

理想が真理でないのではなく、今でも私たちは相変らず真理実現中にあるということを意

味する。真理実現に成功しようとするならば、≪要綱≫に提示された理想的な授受作用を

実現するために、具体的で現実的な実践方案が要請される。まず原相論に基づいて、対立・

葛藤の本質と意味を調べた後に、これを解決するための実践原理を提示しようと思う。 

 

1. 葛藤は常に除去の対象か? 

統一史観の基本的立場から見れば、人類歴史はまさに罪悪歴史だから、「対立と葛藤、戦争

と苦痛、悲しみと惨状でからまった混乱の歴史」でしかない。したがってこのような問題

に対する根本的な解決は、人類歴史を罪悪歴史にした「堕落の問題」に対する解決なしに

は不可能だと言わなければならない。葛藤を根本的に解決するためには、その原因である

堕落の問題が解決されなければならない。しかし私たちの社会の葛藤現場でその当事者に

「葛藤の原因が堕落であるから、葛藤をなくそうとするならまず堕落の問題を解決しなけ

ればならない」と話すのは、多少行き過ぎた処理方法だ。したがって、先ずは葛藤の原因

に対する「戦略的な」再考または詳しい説明が必要だ。 

 ここでまず指摘したいことは、「葛藤の原因は堕落」という話から「葛藤は常に悪いこと」

と誤解される必要はないという点だ。なぜなら、人類歴史は罪悪史と言うだけでなく、再

創造歴史でありまた復帰歴史でもあるためだ。再創造歴史の立場から見れば、「堕落は悪い

ことであるからこれから発生する全てのものは悪くて使い道がない」と話すことはできな

い。万一そのように言うならば、それは再創造歴史自らの可能性を基本的に否定する結果

になるためだ。 

 葛藤はそれ自体で価値中立的と言わなければならない。葛藤はそれ自体で善でもなく悪

でもない。葛藤が善または悪になるのは、その背後の意図と目的に従ってである。統一思

想の歴史論で言及されるように、蕩減復帰の歴史は善悪闘争の法則または奪い合う法則が

適用される場だ。生きている限り戦わざるをえない。またニーチェの言葉を借りると、「努

力する者はさまよわざるをえない。」したがって、無条件に「戦うな!」と訓戒するのはむな

しい。本来戦うように運命づけられたのが私たち人間の現状であるためだ。 

 したがって単に戦いを悪いことに規定して否定するよりは、むしろ「戦いの技術」を教

える必要がある。それではどのように戦ったらよいだろうか？葛藤は「より良い授受関係

を形成」するための苦闘になる。ただこの場合の戦いは勝利のための戦いではなく、「理解

の地平を合わせようとする努力」でなければならない。統一思想の連帯概念で見る時、勝

利のための戦いが破壊的ということは自明だ。私の勝利はまさに君の敗北を意味しながら、

君の敗北は連帯として私の敗北と違わないためだ。すべての存在が個性真理体であると同

時に連帯であるという観点で見れば、この世で私一人だけの勝利はありえなくて、君一人

だけの敗北もありえない。個性真理体が外的四位基台を成し遂げる目的は、「勝利」にある
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のではなく、「共生・共栄・公義」だ。授受作用は決して相手に勝とうということではなく、

相手と共に生きようという苦闘だ。 

 ≪EUT≫には葛藤の肯定的な意味が具体的に言及されている。前述したように、葛藤は

主体（+）と主体（+）が遭遇する時起きる現象だ。これに比べて、授受作用は主体と主体

の間でなく主体（+）と対象（-）の間で起きる。葛藤、すなわち主体と主体間の作用は拒否

的だ。すなわちその二つは結合することを拒否しながら、互いに反発する。しかしここで

一つ注目すべきことは、主体と主体間の反発作用が持つ肯定的な意味だ。≪EUT≫によれ

ば、主体と主体間の反発作用は、主体と対象の間の理想的な授受作用が生じるようにする

原動力になるということだ。ここで私たちは闘争または葛藤が持つ積極的で肯定的な意味

を読むことができる。 

 ある意味私の内外で目撃されるすべての葛藤は必然的なものと言うことができる。統一

原理でいう「人間の責任分担」は、それ自体で葛藤を含む概念だ。人間は自由意志を持つ

から、人生の各瞬間は、これかあれかの選択の岐路に立ち、これは人生には葛藤状況が綿々

と続くということを意味する。いわゆる蘇生・長生の成長期間または間接主管圏には調和

がとれた関係だけがあるのではなく、その合間合間に葛藤の関係も必ずあるはずだ。万一、

誰かの人生の中に葛藤がないならば努力していないということであり、自由意志にともな

う努力がない限り成長は不可能だ。完全な蕩減復帰が実現されない限り、調和がとれた関

係というのは、単に理想、はなはだしくは蜃気楼に過ぎないのだ。復帰歴史の路程では、

蜃気楼に関心を持つよりは、葛藤が蔓延する足もとを見回す必要がある。 

 

2. どのように葛藤を肯定的に克服したらよいか? 

≪要綱≫は「悪側が善側に素直に屈服すれば、平和的な転換が成される」可能性をいう（≪

要綱≫ 502）。しかし私たちが経験する現実はむしろその反対だ。悪側が善側に素直に屈服

する例は珍しい。世界あちこちで広がっているテロと戦争はむしろその反対の例を見せて

いる。それでは、どのように悪側が善側に素直に屈服するようになるのだろうか？葛藤を

克服する方法を模索する前に、まず授受作用の法則に基づいて、葛藤の原因をもう一度調

べる必要がある。 

 前で見たように、葛藤は主体と主体がぶつかった時起きる反発だ。互いに反発すれば、

二つの主体の間には統合ではなく分離と解体が起きる。はなはだしくは二つの主体の間に

敵対的関係が増幅されることもある。しかし二つの主体が反発し合う時、その反発力がよ

く管理されれば、むしろそれは授受作用が起きる力になることもできる。例をあげれば、

棒磁石二つをとらえて N 極と N 極を互いにあうようにすれば、初めは互いに反発するが、

その力をよく調節すれば、突然一つが回転して、他の一つにくっつく。言い換えれば、二

つ棒磁石の N極と N極が会った時できる反発力がよく管理されれば、その力は二つのうち

一つが回転して、ついに回転した磁石の S極と相手側磁石の N極が互いにくっつくように

なるということだ。これは葛藤が授受作用で転換される例と言える。 
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 主体と主体が葛藤し合う時、ただその二つをそのままにおくのは葛藤の解決にはならな

い。なぜなら葛藤の解決は、窮極的にその二つの「解体」ではなく、その二つの授受作用

を通した統合・拡張・上昇であるためだ。葛藤の解消のための第一の方案は、葛藤する当

事者を分離するのではなく、彼らの間で起きる反発の力を肯定して調節するのだ。実際に

葛藤が起きたということは、すでにその中に授受作用を望む力が発生しているということ

だ。全く関係がない者同士の間には、全く葛藤の素地がない。最初から無関心ならば、憎

しみがある理由がない。しかし無関心は愛ではない。蕩減復帰歴史を進展させるためには、

無関心よりはかえって憎しみの方が良いこともある。君は君で私は私だと無関心な関係よ

りは、両者に葛藤があった方が、それが転換されて、授受作用が起きることがあるためだ。 

 それで棒磁石ではなく自由意志を持った人の場合には、どのように葛藤が授受作用で転

換されるのか？二つの棒磁石は外的な力の調節によって、主体・主体の関係が主体・対象

の関係に転換されるが、人の場合には、対立する二つの主体中の一つが能動的に中心（主

体）の位置に「降りなければならない」。二つの主体の間にある葛藤が克服されて、授受作

用が生じるためには、まずどちらか一方が自らを低くしなければならない。ゼロポイント

に向かって降りて行かなければならない。二つのうち一方が低くなれば、水平的な対立が

ぐらつき、「ぐらついた均衡」を正すために授受作用が起こる。ひとまず授受作用が起きさ

えすれば、主体と対象の格位は固定されたものではなく、相対的になる。 

 ≪要綱≫で「主体と対象の格位は違う」としたことは、単に主体は高くて対象は低いと

いう意味ではなく、授受作用が起きる条件を明示したことと理解しなければならない。窮

極的に主体と対象は同格だ。なぜならひとまず授受作用が起きたら、主体・対象の関係は

固定されておらず相対的な関係になり、相対的な関係に突入した主体・対象の格位は同格

とみるべきだからだ。同格の主体・対象がぐらついた均衡を成しながら、授受作用する様

相がまさに≪要綱≫でいう円環運動だ。≪要綱≫でその二つの格位が違うと言ったのは、

二つのうち一つが自ら低い位置に臨んで均衡状態をぐらつかせて授受作用を起こすことが

できるためだ。 

 誰が自らを低くして、中心（主体）になるのだろうか？ここで低くなるということはど

ちらか一方が対象の格位になるということではなく、ゼロポイントに近づくことによって

真の主体としての面目を得るという意味だ。蕩減復帰の法則に従うならば、まず善悪の分

立が必要で、その内、善側、神側、より強い方が、自発的に対象の位置に降りて行く必要

がある。なぜか？前で話したように、葛藤または戦いは決して勝利のためにあるのではな

いからだ。強い方が弱い方に勝つことはできるだろうが、勝つことだけが出来るのではな

いということだ。前で調べたように、自我・他我主義は相手を除去しようということでな

く、「君と私が一緒に住む主義で、「相手までも私と一つにするという」主義あるためだ。

弱い方が対象の位置に格位を低くするのは、自発的な格位の移動と言うことはできない。

それは一種の屈辱に該当する。屈辱的に低くなった対象と、力自慢だけする主体の間には、

理想的な授受作用が起こらない。 
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Ⅴ. 結びの言葉 

今まで統一思想の原相論に基づいて、社会統合の原理を調べた。私たちの社会に統合に対

する議論が多いということはまさに私たちの社会に対立と葛藤が深刻だということを意味

する。本論文で特に原相論に注目したのは、原相の内容と構造が世界の全存在者が持つ理

想的な様相の基準になるためだ。社会統合の不在と葛藤の第一の原因は個人主義的な考え

方だ。構成員間の有機的な依存関係を壊して、さらには敵対的関係を増幅させた個人主義

は、西洋思想の「実体の断絶」という誤った概念に起因する。一方、統一思想の四位基台

―授受作用または個性真理体―連帯概念は、世界の全存在者の有機的統一を含蓄する。西

洋思想の実体概念が純粋形状としての神概念に土台を置いているならば、統一思想の神様

は、性状と形状の二性性相の中和的主体としてその中に質料（エネルギー）の側面（形状）

を持つ。これで神様は世界の全存在者の質料因になるだけではなく、存在者などの間の有

機的な相互関連の原因になる。 

 個人や社会は、自らの個別性を持つが、同時に他の人／社会との関係の中に存在する。

すべての存在者は、個性真理体であると同時に連帯でもあるためだ。このような点で見れ

ば、個人または社会の中に、利己的な側面と利他的な側面があるのはむしろ当然だ。問題

は、今までこの二つの関係が「疎通する共存」ではなく「対立する並存」であったという

事実であり、これは利他主義の意味に対する誤解から始まったのだ。利他主義はそれ自体

で意味を持つのではなく、誤った個人主義の弊害を解消するためにあるのだ。この二つの

関係に対する誤解は、「私だけ」を強調する個人主義と「他人だけ」を強調する利他主義が

互いに対立して葛藤するようになった。個人主義は他我意識が欠如した自体（自我）意識

という点で問題があった。利他主義は自体意識に中毒を起こした個人主義を解毒するため

の解毒剤という意味を持つ。しかし歴史的に利他主義はそれ自体が目的地であると誤解さ

れたし、その結果で人類歴史は個人主義と利他主義が対立・葛藤する歴史となった。 

 文鮮明先生は、個人主義・利他主義を克服した第 3 の理念として自我・他我主義を提示

した。自我・他我主義は一言で「私中心の全体」になる生き方だ。それは自分だけのため

にしようという個人主義でもなくて、単に人のためにしようという利他主義でもない。自

我・他我主義は、「相手までも私と一つにするということ」であり、「他が私になる」原理

だ。自我・他我主義思想に照らしてみる時、個人主義は無条件に排斥されて抹殺されるべ

き対象でない。それは不必要な理念ではなく、単に不完全な理念であるだけであり、最後

は利他主義で治癒されて完全な自・他我主義に回復しなければならない過程的な（相対的

な）価値だ。 

 人類歴史が罪悪歴史という統一史観の立場で見る時、堕落の結果で引き起こされた私た

ちの社会の葛藤は、明らかに否定的な側面を持つ。しかし、また人類歴史は再創造・復帰

歴史だから、私たちの社会の葛藤はまず当然のことと受容されなければならない。「人間の

責任分担」はそれ自体で葛藤を含蓄しており、「奪い合うこと」が復帰歴史の法則であるた
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めだ。葛藤を否定しると再創造歴史は不可能なためだ。私たちに必要なことは単に葛藤を

避けて否定するのではなく、むしろ「どのように葛藤したらよいか」、または「どのように

奪い合うばよいか」という戦いの技術だ。ある意味、葛藤の中にはすでに授受作用の力が

芽生えている。その力を否定するのではなく、その力の方向を授受作用側に転換させる必

要がある。 

 ≪要綱≫によれば、葛藤は主体(+)と主体(+)がぶつかる時に起きながら、葛藤の力を授受

作用の力に転換させる技術の核心は、主体・対象の関係に対する正しい理解だ。≪要綱≫

で繰り返し強調されているように、主体の一次的な意味は「中心」であり、ここでの中心

はゼロポイント（0）、すなわち自体自覚がない状態、「私的な私」と「公的な私」が同じに

なる状態を意味する。言い換えれば、主体というのは、対象を主管する位置である前に、

中心、すなわちゼロになる位置だ。ゼロになる位置は、一種の死の位置で、したがって苦

痛を伴うはずだ。今まで個人主義と利他主義が葛藤して戦ったことは主体の位置を中心（0）

ではなく単に支配して主管する位置と誤解したためだ。主体は「能動的に中心になる位置」、

すなわち自発的に苦痛と犠牲を受け入れる位置だ。 

 葛藤関係の二つの主体中で誰が自らを低くして、中心（主体）になるのか？蕩減復帰の

法則に従うならば、二つのうちで善側、神側、より強い方が、自発的に中心の位置に降り

て行かなければならない。復帰歴史で葛藤または戦いは決して勝利のためではないためだ。

強い方が弱い方に勝つことはできるだろうが、君の敗北はまさに私の敗北である。自我・

他我主義は「君と私が一緒に住む」主義で、「相手までも私と一つするという」主義である。

弱い方がやむを得ず主体の主管を受けるのは、主体に対する対象の、または対象に対する

主体の一種の横暴に過ぎず、屈辱的に主管を受ける対象と力自慢だけをする主体の間には

理想的な授受作用が起こらない。 


