
「

は、常に 自然 を相手に しますので、そ うした結論が現実社会 になかなか うま く適用で きませ ん。

例 えぽ、 アメ リカが コンピューターの使用 の結果、ベ トナムにおいて失敗 した とい うこ とを、

金先生がお っしゃいましたけれ ども、そ うい うよ うな ことがお こるかもしれ ません。そ うい う

意味で、やは りこれは私 自身の個 人的な考 えですが、社会的な問題 とい うのはなかなか数理だ

けでは解決 できないのではないで しょ うか。やは り統一思想の言わ れます よ うに、心情 とか愛

とか、そ うい うものがかな り人間の行動 に影響す ると思 います。む しろ、そ うしたものが行 き

わた って人間 の自己中心的な欲 とい うものがな くなってきた時に、 この数理的な理論 もあては

まる社会 が くるのではないか と、その ように私は考 える しだいであ ります。

ります。

司会者の感想

司会者 として も社 会学 を研究す る立場か らひ とことお話 ししたい と思います。簡単にい って、

私 自身が感 じることは、ゲームセオ リーはいろいろと社会科学的にみて、社会科学が社会科学

となるまで発展す るにあたって、そ の背後には数学的な裏づ けがあ った し、また、 コンビ=一

ターが現われ ることに よって ソウシ ャルセオ リーが相当に発展をみ ることがで きた とい うこ と

です。その よ うな立場 か らみれぽ、相当に利用価値があ ると考 えられます。

しかし、数学や コン ピューターの ような工学、自然科学 の側で、これほ どまでに先に進 んで、

我 々にこの よ うな利用可能なパ ッケージを提供 した とき、問題は社会科学や思想的な形而上学

的 な概念を取 り扱 っている我 々が、そ こに コンピューター とい う機械 にいれ こむ ことのできる

概念を どの ように造作化す るのか とい うこ とが課題 ではないか と思います。 ここで、 自然科学

があ る程度進んでおれぽ、作為的 な定義 を どの よ うに して設定可能 にす るのか とい う代案を社

会科学 の方 で うちだ しておけぽ、ゲームセオ リーとい うのは一つ のパ ッケージとして利用価値

は充分 にあるのではないか と思わ れます。

いずれにせ よ興味わ く討論で、ペ ーパーを発表 して下 さった高橋先生に深 く感謝 し、 コメ ン

トや御質問 くだ さった他の先生方 の協力 に対 して も、深 く感謝致 します。
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序 言

深刻な危機に陥 った今Hの 人類 は救済 されなけれぽな らない。 ここに学者 の使命は甚だ重大

である。

根本的な救済は、全 人類(40億)の 個 々の人 々が革新 されなけれぽな らない。第二次大戦 の

約二十年前か ら世界は、 と りわ け武力 と物質を うちたては じめたし、今 日ではそれが極に達 し

た。 したが って、地球 上に生 き る大部分の人間たち、即、六十六歳 までのすべ ての人間は、汚

染された世界 のなかで見、聞 き、教育を受けて育ち、現実 の政治に苦 しめ られて きたのである。

それゆえに人類の危機 はまさに今 日の人間たちが造成 してきたのであ り、 この救済 は、個 々人

の人間革新、新 しい価値 観の確立 において期待され うるのであ る。

どの国において も、政治は強大 を もって 国民に君臨 してお り、同時に、個人の運命 まで右往

左往 している。だか らといって、人類の救済 を国際政治や国家政治に期待す ることがで きない。

それは危急 の現実に物理的に対応 しなけれ ぽならず、 したが って、すでに道徳 ・倫理 か ら離れ

て久 しいだけでな く、かえ って危機 的な要 因を加重 させ ているのであ る。

結局、人類 の救済は、道徳 ・倫理 ・宗教 ・思想の次元か らな されなけれぽな らない。 ところ

が、 まさに この点に大 きなむずか しさがある。 まず道徳や宗教は、政治の よ うに物理的 な力を

もって外的 に制約 ・拘束 して引 っぱ ってゆ くことがで きない。 どこまでも各 自が内的 に悟 り、

その道を信念 としてた もち、外的な どんな力や誘惑に も屈せず実践 して くれ ることを期待せ ざ

るを えない。

道徳 ・宗教的 な次元で の人間革新は個人 の場合において もむずか し く、また長い歳 月がかか

るが、人類 の大部分が革新 され る とい うことはさらにむず かし く、さ らに長 い歳月を要す る。
りようげん

今た だちに この時 刻に、革新運動が世界的 に 「瞭 原の火」 の ごとく起 こるとして も、今 日の

一歳ぼか りの赤 ん坊が社会的 な存在者 として成長す る三十年 は待たなければならず、その間に

その革新運 動が力強 く持続 され なけれぽな らない。

我 々の人類救済 ・人 間革新 の運動は この よ うに難難にみちているのであ る。 したが って、神

と離れた現実的な眼 目は過 ぎた理想 であると初めか らそ っぽを向 こうとす る。 もっ とも、現実

的な社会現象だけを対象 とし、また分立的な知識 のみ に固執 しなが ら、永遠 と全体 を統合的に

ながめる力の欠乏 した多 くの学者 たちさえも道徳 ・宗教 を無視 していることを否定 できない。
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だか らといって危機 に陥った人類 をほ った らか し、坐視傍観 しなが ら破滅を待 ってい るだろ

うか?も ちろんそ うではあ りえな い。救済 と革新の道がい くら険 し く時間がかか って も我 々

はしなけれぽな らない。

この論 文は、我 々の使命であ る人類 の救済 とその基本 であ る人間の革新に対 す る諸般 の問題

を、 さまざまな学者たちが相互 に討議 しあえ るよ うにそ の端緒を開 こうと書いたのであ る。

この論文は大 き く三つ の部分に分かれてい る。①人類の危機 と救済、②一般論 としての道徳

と倫理、③統一原理 の倫理。

統一原理 は、本来、天地 を創造 され歴 史を摂理 され る神 の原理 ・原則 ・真理に よって、宗教

的な悟 りと実践的な信仰 として深 く体髄 され るのである。 しか し、神が定め られた宇宙 ・自然

の法則 ・真理は、理性や思想的 な次元で合理 的に解得 され ることもあ る。

統一原理は大 きく三つの部分に分け られた。最初は、創造原理で 「神はいか なる方であ り、

またいかな る目的 でいかに万物を創造 され、あらゆ る被造万物の本然 は どうか?」 を解 いてい

る。第二 は、堕落論 で人間 の始祖 アダムとイブが どの よ うに堕落 し、その結果 が どの ように なっ

たのか?第 三は、復 帰原理 で堕落 した人間を救 うとい うことはまさに創造本然 の位置に もど

ることであ り、人間は救 いを受け るために どの ように しなけれ ぽならないか を説明 してい る。

統一原理は、特 に信仰 の主体 としての人間 と実体対象 としての地上世界を重視す る。したがっ

て我 々は、統一原理を人間 ・現実 ・地上世界 の次元でい くらで も思想的 に援用す ることが でき

る。それゆえに、筆者は人類 の救済 と人間の革新 の根本原理 として統～原理お よび統一思想を

提起 した のであ る。

人類歴史の発展 は人間 の力で のみ くわだて られ るものではな く、後にお られた神の摂理 が作

用 してい るとみ るのが統一原理の立 場である。すなわち、人類歴史はまさに神の救援 ・復帰摂

理の歴 史なのであ る。そ して、今 日の この段階を救済摂理 の完成段階 とみ る。 したが って、文

明の拠点 も太平洋文明圏にのぼってきた とみ る。

今や世界人類 は神の力 を背負 って、人間が 自己の責任をはたす ことに よって救済 されなけれ

ぽならない。そのため には、ふ るびた、あ るいは分立された利己的な価値観をすて
、歴史 の発

展にみあ う統一 された 「新 しい一つ の絶対価値」に帰依 しなければな らない。太平洋文 明圏 の

新 しい価値 とい うのは、まさに これ を意味す る。すなわ ち、それは旧約 ・新約 をへて最後 の救

援摂理 の段階であ る成約時代 におけ る 「新 しい価値」 なのであ る。
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我 々は この よ うな原理的救援 の教 えを、思想的 ・道徳的 ・倫理的な次元 から理解 し、また、

知識人の使命 である人類救済に援 用 しよ う。

1.人 類の危機 と救済

(1)危 機的病弊

人類社会を危機に陥れた絶対要 因は、残忍無道 な共産政権の膨脹 にあ る。 もちろん共産主 義

の虚構性や非人間性お よび非道徳性が事実 として証 明された し、また、共産集 団の破壊性 ・暴

悪性が各処で露わ にされているので長久な る人類文化発展の正統 を守 り、絶対善を指向 し、前

進 している自由 ・民主諸 国家 が必然的に勝利する ことを確信 する。しか し、人類 はそれ らに よっ

てすべての面 で混乱 に陥 った し、つ いには深刻 な危機を招来す るに至 った ことを否定で きない。

す なわち、 自由 ・民主諸国が武力専制の共産主義 と戦 うためにやむをえず 刀を抜 きあげなけれ

ぽならなかった し、 また、すべての力量 を国家安保 に集 中せ ざるをえないか らといって知 らぬ

まに 自由 ・民主主義 も道徳の正道 か らはずれ るよ うになったのである。 あたか も財政難に陥 っ

た教会のために ブ ドウ酒をつ くって売 った り、牧師が アル コール中毒 になった とい う寓話の よ

うである といえ よ う。

共産主義 の恐 るべ き特徴 の一つ は、国家を テロ集 団化 し、国民を盲 目的な戦 闘要員化す るの

である。 したが って、 これ に対抗す る自由 ・民主世界 もやむをえず国家絶対主義 と総力安保体

制に傾か ざるをえない。 ここにまさに今Mの 人類 の危機的な要素が芽を出す ようにな ったので

ある。

危機的な要 因を次 の ように分け ることができる。

① 利己的 な国家絶対主義

② 尖端的 な科学技術の発達 と武力化

③ 恐 るべ き高性能 の破壊武器の開発 と蓄積

④ 無節制 な産業 と経済の膨脹

しか し、この四つの要 因はお互 いが不 可分の因果 関係を結 び、 したが って、お互 いが因と果

の位置 を変 えてゆ きなが ら、さ らに危機 を深め るとい う悪循環を くりか えしてい る。

高度 に発達 した攻 撃武器 は国境 を無視 し、一方 、先進産業はたやす く国籍を 出入 りしている。
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したがって、すべての国家 は軍事的で あれ経済的 であれ、対外的 に露お とされてお り、冷酷な

弱肉強食の競争 の前に脅威を受けてい る。 ここにすべ ての国家 は
、 自存 ・安保 ・発展 のために

力を培わなければ ならず、その力はまさに武力 と財力であるが、その基本 とな る科学 と経済 の

開発 をせ きたて ざるをえない。 したが って、今 日の諸国家は、

「高度 の尖端的 な科学技術お よび産業経済の開発 と保有」　=　 (equal)

「国力 としての武力 と財力の確保 お よび蓄積」　=　 (equal)

咽 家の存立 噴 保お よび発展 の基本」 とし・う等式 を設定 しド 方、「科学 と繍 の発 展」 も

まさに国力を基 本 としなければ な らない とい うたえまな き悪循環 に立 って
、 「富国強兵」 に遇

進せ ざるをえない ようにな った。四つの要 因を項 目別 に敷待 しよ う。

① 莫大 な権力 ・組織 ・技能 を基 本 とした国家絶対主義は、国民 と国家の関係に大 きな変化

を もた らした。個 々人が集 まって 国家を形成 し、その垣のなかで国民が牧歌的 に安住す るとい

う素朴な古典的国家観 はす でに過 ぎ去 った し、今 日の国民は国家 のイデオ ロギー、絶対命 令お

よび高度の管理機能 と組織 に しっか りとしば られてお り、甚だ しきにいた っては、国家 は合 目

的的 に大衆の世論 さえ もつ く りだす ように なった。

② 科学技術の発達 は現代人に多 くの便利 を与 えてい るが、主人であ る人 間を無視 し虐待す

るにいた った。善用 も悪用 もされ うる科学が人間に有害 となる存在になった とい うの も、いわ

ば、人間の責任であ るともい う。 しか し、利 己的な国家絶対主義は科学 の武力化に重 きをおか

ざるを えない し、 したが って、個 々人 に対す る科学 の害毒を放置す るにいた
った。その結果、

現代人は科学の前 に微 々た る存在だけでな く、霊魂 と精 神を剥奪 された し、甚だ しきにいた っ

ては、神を喪失す るにいた った。本来 、神は人類の根 であると同時に一つの帰着点である。神

を失 い霊魂 と精神を剥奪 された物質的存在 としての人間は、結局 お互 いが分裂 ・対立 ・争奪す

る以外に他の道 がない。神 の喪失 は分裂 した人間を餓鬼に転落させて しまった。

③ 恐 るべ き高性能の破壊武器をはて しな く開発 し蓄積 しなが ら、平和 とか戦争防止 を叫ん

でい る今 日の人類 は健全な精 神を もっているのだろ うか?今 日の地球上 には
、貧困 ・疾病 ・

飢餓 ・天災 ・無知に よって大半 の人類があえいでいるが、いわば強大国が半世紀 以上を莫大 な

財力 ・人力 ・知 力を浪費 しなが ら使用す ることもできな い核武器の開発 と蓄積に狂奔 しなけれ

ぽな らないのか?し か し、そ うた りえない現実に生 きているので危機 とい うのである
。

④ 無節制な産業 ・経済 の膨脹 は人類社会を不道徳 な市場 と化 し、人間をエ=ノ ミック ・ア
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ニマルに堕落させてい る。人格や徳性を高めずただお金だけを奪 い取 ろ うとす る企業 は、国家

権 力を背にせず世界 に進 出 しなければな らない。 ここにまた、

国家 ・武力 ・科学 ・経済 の四大要因は ぐるぐると因果 の悪循環

を くりかえ しなが ら、人間 と人類社会を危機 にお としいれてい

るのであ る。

そ うしてつ いに、今 日の人類は次の ような危機的状況に処す

るよ うになった。

〈a>人 間の尊厳性 と高貴な精神が無 視され 、人間を物 質化す るよ うになった し、

〈b>世 界 のすべ ての国家が道 義的に堕 落 し、

〈c>世 界 のすべて の人類が一つの帰一点 を喪失 し、同時に絶対価値を忘却 し、互いに対立 ・

分裂す るに いた った し、

〈d>貴 重 な人力 と莫大 な財物 をはて しない破壊武器 の開発 と蓄積 に浪費 し、
き そん

〈e>つ いに、地 球 と環境 を殿損 し、汚染す るにいた ったし、

〈f>い っそ う人 類を恐怖 と絶望 にお とし入れている。

(2)克 服 と救済

健全な精神 と良識 を もった世界 の多 くの知性人た ちは誰 もが今 日の危機 を心配 してお り、 こ

れに対す る救済を念願 している。そ うしなが ら現実的 に彼 らの 「精神や良識」が表わ されえず、

かえって人類 は暗闇 の中に陥 ってい るのである。 ここに我 々知1生人たちはいっそ う憂 うつ た ら

ざるをえない。

だか らといって我 々は批棄す ることもできない。数十万年をへて今 日の段階に まで発展 して

きた人類社会を、今 日の危機 に よって破滅 させて しま うこ とはで きない。 い くらつ ら くむずか

し くとも、我 々知性人たちは、健全 な精神 と良識で今 日の危機を克服 し、人類を救済 しなけれ

ぽな らない。

では どの よ うに克服 されなけれぽならないのか、また救済の道 は何か?

まず我 々は、共産主義 の集団 と勢力を打倒 しなければな らない。彼 らこそ人間 と人類社会を

武力的に破壊す る元 凶だか らである。そのために、我 々はやむをえず彼 らよ りもさ らに大 きな
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力をもたなけれぽな らず、 ここに 自由 ・民主世界の苦悶があるのであ る
。 だか らといって我 々

は彼 らの ような次元に とどまって唯物主義的 な武力破壊 ないしは残忍 な専制抑圧 に専念 しては

ならない。た とえ我 々が武力的 な優位に立つ ことに よって彼 らの侵攻を さえぎ り
、 さらには、

彼 らを抑制 し・終働 ・は彼 ら掘 月艮させ 鮒 れ願 らない とあ しらわれても
、我 ・鯛 時 に彼

らの もちえない貴重なすべ てをもち、育て、顕現 させ ることに よって、人類発展 の正道を行か

なければな らない。それが まさに今 日の人類 の危機を克 服 し、また、人類 を救済す る道 である

ともい う。

(1)「 現時的 ・個別 的な存在 としての私」だけをみず、私が まさに 「時間的には永遠 であ り
、

空間的には無限大の全体」 とひ とかた ま りになっていることに覚醒 し
、また 、その 自覚の上 で行

動 しなけれぽならない。

(2)価 値 の頂点を利 己的 な武力支配 におかず、真 ・善 ・美が三位一体をな した全体的な調和

統一におかなけれぽな らない。

今 日の危機的状況においては、人間の知識 ・能力お よび財物や科学 ・技術等がすべ て武力化

に集中す る傾向が濃厚であ る。 これ は価値の倒 錯たらざるをえない
。

(3)尊 貴な る人間性 を もってい るすべての人 間は、専制 統治の無差別的 ・物質的な道具や部

品でな く、それぞれ の絶対位置か らそれ ぞれ の精神的 ・独創的存在 として永久の人類 の文化 に

寄与す る ようになってい る。 したが って、すべての人間はその ように教育され
、また開発 され

なけれ ばならない。

(4)人 間は必ず社会生活を営む よ うになってお り、大 きく小 さい社 会集団(家 庭 ・地域社会 ・

職能社 会 ・国家 ・国家共同体 等)は それ 自体 として存在や活動の 目的 ・価値 を限定 してはな ら

ず、必ず 「永遠 な る一つ の世界」に まとめ られなければな らない。

人間の思考や行動 は多様であ り、千差万別 になっている。 したが って、人生観 ・宇宙観 ・歴

史観 ・国家観等が互 いに異 な るの も当然 であ るといえよ う。 しか し、人間が個別的であ りなが

ら全体的存在であ るかの ように、思考や行動に もま とめ られたその何かを発見で きる
。

まず私の存在や価値の範囲を どこまで拡大す るのか とい う点を考慮 してみ よ う
。

超現象的

永遠 まで
一つの世界
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7

私が 「→(矢 印)」 に したが って大 き く拡大 されれぽ され るだけ、我 々はその人 を 「大 人」

とい う。

一方、人 間の行動を誘発 した り抑制する要 因や準拠に次のよ うな差 があるとみ る。

(i)最 も低 い段階 としては、身体 的快楽や苦痛、あ るいは、物質的報酬や損害 、

(ii)次 の段階 としては、人や社会あ るいは国家か ら受 ける賞罰、名声や誹諺 、

(ω そ して他律的な最後の段階 としては社会の規則や 国家の法律 、

㈲ 彼 らよりも一層高い段 階には、他律的 な拘束力 よりは、 自覚 し自ら進んで追従す る社会

的な諸般の規範 としての倫理道徳があ り、

(v)次 に高い段階 としては、高度 の良識 と徳行 の ともな う天道 ・天理 ・イデアeロ ゴスがあ

り、

働 最後 に、高 い段階 としては、宗教 的な悟 りと信仰 がある 。

この よ うにみ るとき、一人 の人 間の存在 ・価値 ・行動は結局、 「大 きな範 囲 と高い段階」 に

おいてなされればな され るほ ど、我 々はそれを高 く評価 し、その反対を 「低 く小 さい もの」 と

す る。

このよ うな見地 か らみ るとき、今 日の危機が結局 は、「大 き くな りえず高 くな りえない」 わ

けで こじあ け られ た し、 したが って、その治癒 と救済は、「低 く小さな」境地 での政 治や教 育

でな く、反対 に 「大 き く高い」 境地の宗教や倫理道徳の境地 か らな されなけれぽな らない。

乱世が極に達 すれぽあ らゆ る邪説暴行がはびこるよ うになっている。共産集団の乱動や宗教

界お よび道徳界の混乱 ・堕落が まさにその よ うな兆候であ るといえよ う。我 々は正 しい宗教 ・

思想 ・道徳 ・倫理 に よって危機を克服 し、人類を救済 しなけれぽならない。

1]1.道 徳 と倫理(一 般論)

(1)私 の存在

現象界の万物は、時間 と空間 の交又点の上に存在 してい る。個体 としての私 の存在 も同様 で

ある。時間(X)と 空 間(y)が 交叉す る点(O)に まさに私が いる。一方、中国では 「上下四

方(空 間)」 を宇 といい、「往古 来今(時 間)」 を宙 とい う。 したがって、個体 としての私 はま
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さに宇宙 の中心 にあ る よ うに なってお り、x・yの 交叉す る座x時 間

標oに 位置 す る私の存在 は唯一無二 なのであ る。つ ま り、私 は

絶対的存在 として この上 な く貴重にな っている。

この ように私 は、個 体 として座標oに 位置す る点的 な存在 でy

あるが、同時に私は、永遠 の時 間 と無限 の空間 と直結 されて い

る。す なわち、oと い う点 は 「永遠 な時間」 であ るが、「無限

の空間」 のいずれ とも分立 され えない点であ りなが ら、宇(空 間)・ 宙(時 間)を 統括 してい

る。 したが って、私 とい う個体は まさに宇宙 の中心的存在 であると同時に、宇宙 とい う全体 に

ま とめ られた存在 でもあ り、 これを認識す る主体がま さに私 の心であ る。実に陸象山が 「宇宙

便是吾心 、吾心便是宇宙」 といった通 りであ る。

(2)万 物 との関係

認識 の主体 としての宇宙的存在であ る私 は、同時に万 物(神 ・人間 ・物質)と の関係 のなか

に生 きてい る。

(個 人 ・集 団 ・

社 会 ・国 家 ・

世界)

地 ・自然

工 ・物 質)

@「 私 と神」 の関係は主 として宗 教に属 し、⑤ 「私 と人(個 人)ま たは集団 ・国家」 の関係

は主 として倫理 に属 し、◎ 「私 と物 質」 の関係は主 として科学に属する。

一方、人間は 肉身 とともに心霊 を もってお り、心霊 をさらに高め ることに よって万物の霊長

であ るといわれ る。

それゆえに、「私 を中心 とした万物 との関係」において も、④ が最 も重要 であ り、⑤や◎ の
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場合に も心霊や精神が主体的に作用 する ようにな っている。すなわ ち、⑥ 「私 と人、 あるいは

集団 との関係」 において も純 粋に 「肉身 と肉身の関係」 でな く、心霊 ・精神がさ らに いっそ う

重要に作用 し、◎ 「私 と物質」 の関係において も同様 であ る。

ここに心的基準に よって、私 を中心 とした万物 との関係、お よびそれ らに対す る認識 と欲求

の範囲が異 なるよ うにな っている。

動物 は個体保 存のために食物 を求 める。一方 、類の

存続 ・繁殖のために偶(相 手)を 求め る。 この二つの

段 階は動物には本能的 であ り、非常に重要 な ものであ

り、動物の生のすべ てである といえ よ う。

人 間 も動物で あ る。 したが って、「食 と偶」 を本能

的 に重視す る。つ ま り、 自己保 存 と種族 の繁殖のため

に不可欠なのである。 しか し、人間は同時 に霊的存在

として、その対物認識や欲求の範 囲が形而下か ら形而

上 に拡大 され るよ うになってお り、「大 き くな る もの

が高 くなる もの」 と最高点で我 々は神に 出会い、私 の

人格のなか に神性を もつ よ うになっている。

幼児は乳だけを求め、動物的 な人 間はお金 とセ ックスだけを知 り、暴力革命 に血 まな ことなっ

た共産独裁者は神の存在 を否定 し、また人間性 を抹殺 し、人間を徹底的 に武器で転落 させ てい

る。それだけではない。不幸 に も、自由 ・民主 の政治的な現実 も、武力 と物質 の段階に とどま っ

ているか らといって危機を招来 しておいているのである。ひ と言で、今 日の世 界は狭 く低 く認

識 し、欲求す る小人世界 といえ よ う。

(3>三 才 と天道 ・地徳 ・人行

人間は霊 と肉を兼ねた実体 として、本質的 には霊を主体 としてい る。一方、個体 として のす

べての人間は宇宙的に存在 し、同時に、神 ・人間 ・物質 との関係のなか で生活 している。

それゆえに、人間 はその存在や生活において、宇宙的な法則に したが うよ うになってお り、

それを霊的作用の一つであ る理智 として認識す るよ うになってい る。空間(宇)と 時間(宙)

を統合 し、瞬間 と永遠、個体 と全体 をま とめ る超現 象的 な法則を理性的次元で、儒教 では天道
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といい、キ リス ト教 では 「神の真理 ・LogOS」 とい う。

天道 は天理 ともいい、 この ときの 「天」 は 「一」 と 「大」 の合字で
、

「天道Jを 「一大之道」 ともい う。「一」 は空間的には 「個体(ひ とつ)」

であ り、時 間的には 「瞬間(現 在)」 である。一方 、「大」は空間的 には

「全体(す べて)」 であ り、時間的に は 「永遠(過 ・現 ・未)」 である
。

したが って、「一」 と 「大」を統合 した 「天」は まさに空間的 には
、「個

体 と全体」、時間的には 「瞬間 と永遠」を統合 した ものであ り
、したが っ

て、「一大之道」「天道」は 「個体 と全体」、「瞬間 と永遠」、「空 間 と時間」

を統合 した法則 なのであ る。

一方・私が関係 を結んでい る万物(神 ・欄 お よび燗 社会 ・e然 お よび人工 吻 質)も 宇

宙的法則のなか に存在 し、作為 あ るいは作用 している。

したがって、私の存在 と生活 の法則 は、まさに私 の関係す る万物 の存在や作用 の法則 でもあ

り、私 と万物の相互作用 を支配す る法則 もまた宇宙的な法則
、即 ち、天道 なのであ る。

天道をキ リス ト教 では 「神順 劇 とい う.そ れは時 間 控 間の制約授 け 硯 象界 のすべ

ての存在 と作用 の法則を包括 ・統一す るだけでな く、時空を超越 した超現象界にまで貫 通す る

法則 ・原理なのである。

(中 国で も上古時には天を一神教的 な人格神 とみ な した痕跡が濃 い。)

価働 効 能的にみる とき・天猷 宇宙(空 間 塒 間 酌 に天地醐 をいつ まで も創造 溌

展させ る道理 で もあ る。根源的に道 は礼(理)に 通 じ、 「礼必本於太一」 といって、天道 ・天

理は 「太ヨ 絶対的 いつ)」 に基づ ・・た もの で励 、そ の 「いつ(一)」 は他の ものでは ない。

説癬 字をみ ると次の ようであ る・ 「むか し1埴 が一か らたて られ款 に天 と地力・分け られて
、

ふたたび万物が化生 した。(惟 始太初、道立於一、造分 天地 、化生万物)」

天道 はまさに天地万物をたえず化生(創 造 ・発展)さ せる 「いつ(一)」 か ら生 じたま とま
っ

た原理 ・道理 ・法則 なのであ る。

天 ・地 ・人 を三才 とい う。あ らゆ る創造 と発展は この三才 によってなされ る
。

形而上 の天猷 したが ・て形而下 の地上世界に具体的 によい成果
、即、地徳を髄 す る1動き

手が まさに燗 であ り沃 道に したカ・・て地徳 をたて る燗 の儲 を人行 とい う
.徳 購 噸

ず る。

F道
一

一
個 体

　

瞬 間

大

属

全 体

　

永遠

空 間

一

時 間
一
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自然科学 で科学者が 自然法則に したがい、活用 して偉大 な科学的な成果 をあげた とき、彼 は

天道(法 則)に したが って成果(地 徳)を たてたし、その行為を人行 とい う。

道徳 とい う二つ の字 の中には、 「人間が行動的に天道に したが って地 徳をたて る」 とい う意

味が含 まれてお り、その範 囲が広 い。宗教 ・人間社会 ・自然科学のすべて の面、即 、人 間の生

全体にお いて具現 されなけれぽな らない当為なのである。

(4)倫 理 とその優位 性

我 々が一般に道徳 とい うことぽは、まさに天道 と地徳 をさすのである。形而上の原理 ・法則

が道であ り、それに似て活用 してえ られた形而下の よい成果 ・業績が徳 なのであ る。 したが っ

て、道徳は広範 である。神 と人間 との関係 で も道徳を守 らなけれぽな らず 、人間 と物 質 との関

係 でも道徳を守 らなければならない。 しか し、倫理は道徳の一部で、その範 囲は狭いが、何 よ

りも優位に位置づ けなければな らない。倫理は人(個 人 ・集団)と の関係のなか に存在 し生活

す る人間が守 らなけれぽな らない道 であると同時 に、成就 しなけれぽな らない徳 なので ある。

天地人 の三才のなかで も、人間 は認識 と行動 の主体者、即、

天道を悟 り、これに したが って行い、地徳 をたて る人行者 と 時間
X

して最 も貴重 なる存在で ある。

㌫1㌫ 巖 ㌫∴1◎〉響
に、空 間(横)に 人 との密接な関係にあ り、その最小の典型1

縦

が まさに家庭 であ る。すなわち、私が全体 とま とまっている 蘭

ところが家庭 である。家庭は まさに小宇宙 である。 錘

次に、人間は人行 に よって地徳 をたてなければな らない価

値的存在であ ると同時に行動 の主体者 である。 この ときに も人間は絶対にひ と りで行動 して い

ない。宗教の世界で神の願 う地 上世界 とい う地徳をたてるために も、人間は一人で生 きた り行

動 してはならない。 自然科学や人類文化 の発展において も、時間的に空 間的 にすべての人間が

協 同しな くてはならない。い うまで もな く国家 ・世界は協 同に よって善化され相残に よって悪
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化され、善化 され る協 同は天道 にか な う人間関係であ り、悪化され る相残は天道 にそむ く人間

なのである。この よ うに、人 間は存在 ・生活 ・行動にお いて人 との関係のなかにいるよ うにな っ

てお り、 この時に天道 にかな う善化 の原理が まさに倫理なのである。 したがって倫理 は人間 ・

人類社会で最 も優位 に位置す る道徳 なのであ る。

西洋哲学では道徳(Morality)と 倫理　(Ethics)　 をほ とん ど同じ意味で うけいれ、意味が習

俗に通 じて、個 人的 ・社会的行動の規律 ・規範 とみ る。 もちろんそれは人類 の長久な る文化発

達 を通 して経験的 に獲得 され蓄積 された価値的 な規範 とい う意味で うなず くことがで きる。漢

字 の倫 とい う字 の核心 であ る命は、「簡冊 を順序 よく選 びだ して集め、文理 を求める」 とい う

意味があ り、 したが って倫は、「人 々が秩序正 し く共生協 同す るよい道理」を表わす 字である。

このときの 「よい とい うこと」 はま さに 「天道 にしたが って地徳をたてる」 とい う意味 を内包

してい ることはい うまで もない。

今 日の危機 は人間が発展の基 本であ る共生協 同にそむ き、悪化の基本 である相残侵 に陥 って

いるか らである。経済 ・政 治がい くら近代化 し科学化 して も、人間が倫理道徳を忘却す る こと

によって人類社会は禽獣界 よ りも低 い残忍 な相をおび るようにな った。

我 々は歴史上 に現われた多 くの聖君 あるいは暴君を知 って いる。彼 らは ともに多 くの人た ち

をい っしょくた にして大 きな仕事 を成就 した。ただ聖君 にしたが って個 々人の尊貴 さを基本 に

すべての力を集 めて共生協 同、即 、個体 と全体 の 目的の達成 をなした。その反面、暴君は 自分

の野望のため に、個 々人や人あ るいは人の集 団を暴悪に躁躍 し、また侵略お よび収奪をほ しい

ままに したので ある。

政 治であれ経済活動 であれ科学発展 であれ、人間は人 との共生協 同なしには何 もで きない。

この とき、人 との共生協 同を天道 、天理を もとに実践す ることをまさに倫理 的である とい い、

反対 に、暴君の よ うに人 を躁躍 し、 自分 の野望をみたす ことを非倫理的 ・非道徳的な悪徳で あ

るとい う。

今 日の人類の危機 は、まさに道徳 ・倫理が忘却 されて守 られないためであ る。

(5)人 類の発展 と協 同

人間が共生 し協 同す るこ とに よって ともに発展す る とい うことは倫理的であれ道徳的であれ

当為なのである。本来、社会的動物であ る人間は必ず共生す るようにな ってい る。
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共生 の類型を細分すれば多様 だろ う。 しか し大 きく次 の二つに分けてみ ることができる。

① あなた と私 が互 いに愛 しあい協 同しあ って 「大 きな我 々」、即 、一つ の統合体をな して、

共生 ・共存 ・共進化す る。

② あなたは私 の祭物 となれ 、あなたを収奪す る ことに よって富強になろ う。 もち ろん、相

手 もまった く同様 にす ることに よって 、あなた と私 はあい争い、あい奪 うよ うになる。

人間 と人(個 人 ・集 団)と の関係 にお いてだけでな く、人間 と万物 との関係において も① と

②があ りうる。

共生の二 つの類型 のなかで、いずれがすべての人 に平和 ・幸福 ・発展を抱かせ て くれ るもの

か?今 さら問 うまで もな く① である。だか ら、人類 の知恵 と良心 の統合体 としての宗教 ある

いは聖賢たちは、すべ てが①を指示す る立場にいる ようにな っている。 しか し一方、②を主張

す る立場 も人類歴史 には厳然 として存在 した し、また現実的に も存在 してお り、人間は 「弱肉

強食」、「優 者適存」 の原 則をかかげて残虐侵奪を敢行 してい る。 これ は堕落 した人間社会 の現

象 として、我 々は堕落人 間に価値基準をお くことが できない。 そ こでは善 意が完全に転倒 しえ

ないか らである。価値判断 の基準は どこまで も 「神の絶対価値」 あるいは少 くとも天道におか

なけれぽな らない。 この ときに① は、空間 と時間を統合 した次元で、 「私 と人」 「個体 と全体」

が ともに 「生 き発 展す る」原則 なので 「善」 であ り、② は、 「私あ るいは一部」 のため に 「人

あるいは大 多数」が残殺 され る原則なので悪なのであ る。

堕落 した人間社 会でな く、本然 の自然の原則か ら調べてみて もよくわか る。一つ一つ のすべ

ての細胞がそれな りの個 体 として存在 ・活動す るが、そのすべては互 いが合わ さって統合 され、

一つ の大 きな生命体(全 体)と ともに共生 ・共存 ・共進化 しているのであ る。つ ま り、個体9

的 ・価値が全体 のそれ とま とめ られて いる。

また我 々は長久 なる人類 の歴史発展を通 して① の真理性を実証できる。原始人か ら今 日の文

明人へ と人類を成長 ・発展 させ て くれた最 も大 きな要 因は何だ ろ うか?知 恵言語道具 を用 い

ることので きる手?も ちろん これ らはみな一部 の貢献を した ことは認め る。 しか し、まさに

これ らが人類の堕落的行為 に大 きく寄与 してい ることを忘却 してはな らない。

人類の文 化をめ ぐって、歴史 の発展 させた最 も核心的な要 因は、やは り 「愛 を基本 とした協

同」 なのであ る。 あなた と私が一つであ るとい う同類意識で、あなた と私が互 いに愛 し協同 し

あって、 「大 きな我 々」 として、共生 ・共存 ・共進 化 して きたためであ る。協 同は人類 発展の
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根本 である。

協 同には二つの側面が ある。私 とのすべての関係がそ うであった よ うに、

@時 間的 な協 同

⑮ 空間的 な協 同であ る。

この二つ の うち③は人類のみ が もっている重要な ものである。高等動物の世 界で も現時的な

協同をみ ることが できる。 ア リや ハチは協同生活をす る。 しか し、歴史的に文化 を蓄積 し、先

人の業績 の上に よ り高い新 しい創造を なすのは、人類のみが行 ってい る。縦的 な協同はま さに

文化伝統 の継承 と発展 の正経で ある。

結局、協 同が人類発展の根幹なのである。

この ときにも堕落社 会では、天道 にさか ら う行動 を行 うための邪悪 な強制的集 団化がい くら

でもある。それゆえに、真 なる協 同は天道に したが って地徳をたてるために、あなた と私 が愛

に よって団結 し、「大 きな一つ の統合 され」、共生 ・共進化する協 同でなけれぽならない。

倫理 は人間 と人間の願わ しい関係 と、その関係 のなかに生 きている人間の行動の原理 を意味

す る。 したがって① の 「愛を基本 とした協 同」は まさに倫理 の当為 であ り、天道に したが って

すべてがいつ まで も平和 ・幸 福 ・発展 を亨有す ることのできる基本である。

m.統 一原理の倫理実践

(1)宗 教原理 と思想 ・理性

一般に宗教 と思想 を分立 させ よ うとす る人が いる
。宗教 は信仰を基本 とし、思想 は理性を基

本 としているか らであ る。

しか し、高度に発達 した科学時代 に生 きてい る今 日の人間の宗教 は盲信を基本 とせず、理性

を基本 とした ものでなければな らない。

理性は本能的 ・衝動的 ・感覚的欲求を抑制 し、思慮を もとに行動で きるように 自己を規制す

る力であ り、 この時 の思慮 は広 く ・深 くまた論証的であ り、概念的でなければな らない。 した

がって、理性 は形而下 の外界のみを見ず 、形而上の内面 まで も洞察す る能力で もある。同時 に

理性は、時 ・空 を包括 した統 一的 な理法 を認識 させ るだけ でな く、その理法を 自律的に実 践す

ることまで内面的に命ず る力があ る。
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一

したがって、我 々は理性的な次元で国家 の法を知 って したが うことがで

きるよ うに、天道　(Logos)　 ・真理 ・理想(ldea)を 知 って したが うこと

もで き、終局にいた っては 「一つ の頂点」か ら太極 、さらには 「一つの権

化 され た生 きてお られ る神」 まで も知 って したが うこ とがで きる。

ただ、理 性に信仰が加われぽ、「太極(最 終的LogOS)」 の次元を越えて、

「無形 であ られるが生 きてお られ る愛 と心情 の神」 を よ り直接的かつ 内面

的に認知 しまた通ず る ことがで きるのである。すなわち、信仰は理性 だけ

では越えがたい最後 の峠を越え るよ うに して くれ る 「心霊的な力」 を与 え

る本であ るといえよ う。

信仰は最初 か らまった く非理 性的な道 に したが うのではない。信仰 も理

性的でなけれ ぽならない。

神 様

一一一t-(信仰)

太 極

↑
善真理 ・天理

国家の法

人間理想

次に、今 日の学問が陥 ってい る病弊 に対 して考えてみ よう。学問は細密な分析 と高度に専門

化 され る必要 もある。 しか し、全体的、宇宙的統合がで きず、それぞれ分立 された まま、 よ り

上位の 目的 と価値を忘却 し、現象的部 分にのみ執着す ることに よって今 日の学問が しぽ しぼ策

略的に悪用 されてい る。その大 きな例 が唯物共産主 義の学問であ るといえよ うし、 また、今 日

の人文、社会科学は あま りに も社会現 象を分立的にのみ処理す ることに よって、学 問の人類文

化に対す る、 または、先来指向的な貢献 をはた しえないだけでな く、今 日の人類の危機 の造成

の悪い同調者 として転落 してい るのである。

学問は細密 な事実 に対す る分析を もとに正確 な科学 とな らなけれぽな らない。しか し同時 に、

学問は高価値 の行為 に属す る以上、 うま く統一 された天道 ・地徳の次元 でな されなけれぽ なら

ない。統一思想は宗教原理 、即 、「神 の原理」を時 間的 に体系化 し、人類を体系化 しよ うとす

る思想 なのであ る。

(2)原 理的統一 の意味

真な る協 同は、一つ の帰一点を求めた ときなされ る。天道が 「一」 か らはじま り ト 」 に も

どって くるように、キ リス ト教 は 「ひ とつの根」 と 「ひ とつ の帰一点」を 「神」に求めている。

一方
、次元 は非常 に低いが、人類歴史や社会で も、多 くの中心人物たちが多 くの人たちを、

いわば ト つ の中心」 に結束 させ ることに よって、善 ・悪 の多 くのことを成就 した ことがわ か
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る。 この ときに多 くの人たちに 「一」 が何であ り、 また 「-jに すべての人が結束す るように

促進する要因が何かに よって、その次元 の高 さと範 囲お よび価値が異 なるよ うになっている。

犯罪集団の頭 目が犯罪 の成功 とい う 「一」 のために仲間を抑圧 した り財物で誘 いこむ ことも

あ る。

帝国主義 の独裁者が 自国の膨脹 を 「一」 として うちたて、他国の武力侵略のために冷 酷な政

治理念 と無慈悲 な悪法 と、一方 では極端 な論功行賞 をたてまえに、国民 を強圧的に動員 し、彼

らの結束 した力を悪用す る こともある。

しか し、彼 らのいわば協 同 ・結束は天道 にたが える逆道 の悪徳 なのである。

天道 の 「一」 は 「時間 と空間が統合 され」、「空間的には個体 と全体が統合 され」、「時 間的 に

は瞬間 と永遠 に統合 された」 もの として、これは万物 の根源であ ると同時に、万物が帰一 し、

「生生不 己(は て しな き創造 と発展)」 す るものである。それゆえに、 「天道 の一」 に帰一す る

のは、部分的であるが、時間的 なものを超越 し、一貫 した統一 の次元に到達 しなけれぽな らな

い 。

統一原理 は、 まさに この よ うな次元 か らな された ものである。その意味は実に広 く深 い。 も

ちろん 「いつな る神」 と一つ になる ことであ るが、 これ を具体 的に分けれぽ次のよ うに い くつ

かの段階があ る。

まず宗教的 にいろいろな教派に分かれたプ ロテスタン トが一つにな らなけれぽな らず 、さ ら

には、新 ・旧が統合 されなけれぽな らず 、さらにはキ リス ト教 ・仏教 ・回教等、地球上 にある

すべ ての宗教が神の名 の もとに一つ にならなければならない。

宗教統一を もとに、世界 と人類が一 つに統 一され なけれぽな らない。(正 反対 の価値観 の上

にある現国際政 治社会 では、非現実的 であろ うが、絶対価値を追求すれぽ可能 だろ う。)そ の

ため に 「サ タ ン側 の共産主義」 を克 服 し、「神側 の 自由 ・民主Jの 世界が愛を も とに協 同 しな

けれぽな らない。これに対す る漸進的な実践 として、人種差別をな くし、貧富の隔差をへ らし、

また平等 な文化交流を促進 しなけれ ばならない。

以上の宗教的 ・政 治的統一 は、 よ り根源的な統一か らは じめ られ なけれぽならない。 まさに

すべての私が神 とひ とつに統一 され ることである。

すべて の人間は・神の息子 ・娘 として神に似せてつ くられた し、 したが って、個性真理体 と

して神の本性相 と本形状に よって霊 と肉を もっている。 ところが人間始祖 の原罪に よって我 々
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は本然 の真の姿を失 い、心霊が零落す るにいた り、堕落人間 として生 きているのであ る。言い

かえれぽ、我 々は神 の代 りにサ タンと相対 してい るが、本然の人間、即、神 とひ とつ とな った

私 とな らなけれぽな らない。堕落 人間がそれぞれ 「メシア」を迎 え、救いを受けて創造本然に

復帰 し、本来 の個性真理体 とな らなけれぽならない。そ して次には、神 を中心に男性 と女性が

相対 して中和 ・統一 され ることに よって愛 の子女を繁殖 し、さらに種族が一つに団結 し、また

社 会 ・国家 ・世界 が神 を中心 にひ とつ に統一 され るこ とに よってひ とつ の地上 天国が なされ

る。

地上世界だけでな く、霊 界 も統一 され なけれぽな らない。原理 では天宙統一 とい う。無形 実

体世界である天 と有形実体世界であ る宙 が統一 しなければな らない。す なわち、天上天国 と地

上天国がひ とつ に統一 されなけれぽな らない。

このよ うな統一 は、まさに 「アルパ」 と 「オメガ」 の統一 であ り、旧約聖書 と新約聖書 の終

りの章の統一 ・完成 で もある。

だから、統一原理 は まさにすべて の宗教の統一 中枢 とな るキ リス ト教 の旧約 ・新約 ・成約 の

三段階を完成 させ る原理 なのである。

統一はまさに 「始め と終 り」、「極 小 と極大」、「個体 と全体」 ・ 「瞬間 と永遠」 ・ 「時間 と空

間」 ・ 「天国 と地上」 ・ 「人間 と万物」 ・ 「宗教 と科学」 ・ 「精神 と物質」 ・ 「霊 と肉」 ・ 「神

と私」等 を一つ に統一す るのであ る。それはまさに今 日の罪悪世界のすべての矛盾 ・対立 ・乖

離 ・葛藤を解消 し、すべてが一つ に最終的統一をな しとげ る原理 なのであ る。

この統一は結局、人間が最後 に責任 を負ってや らなけ れぽな らない。 したがって倫理 の 目標

であ る。

(3)原 理の人間観

倫理 を意識 した り実践す る主 体者が まさに人間である。それゆえに 、人間の本質 をいかにみ

るかに よって、倫理 の概念把握や 目的価値 ないしは実践方法が大 き く異 なるよ うになっている。

共産主義者たち は、人間を機械の部品や道具 と同一視する。 したが って人間を残忍 な暴 力戦

争の祭物 としてささげるこ とを理念的に倫理 的に当然視 している。これはサ タンの悪徳であ る。

統一原理 では、人間の本質 を どのよ うに説明 しているのだろ うか?

① 人間は神に似た形 象的 な個性真理体で ある。すべて の被造物は、第一原因であ り無形の
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主体者 としてお られ る神の本性相 と本形状 お よび陽性 と陰性 の二性性相 に似た実体 として分立

された実体対象 であ り、 したが って、個性真理体であ る。そのなかで人間 は、形象的 な実体対

象としての形象的 な個性真理 体であ り、万物 は象徴的な実体対象 としての象徴的な個性真理体

とい う 「人人有一太極、物物有一太極」 とい った性理学 の境地 よりもいっそ う細密に 人間 を

高めている。

② 人間は小宇宙 であ り、天宙 的存在であ る。神は人を 「土 でつ くられ」、 また 「生気を鼻

に吹 きいれるこ とに よって」 完成 された。 したが って、人間は 肉と霊を ともに持つ ようにな っ

た。二性性相 の中和体であ られ る神 に似た個性真理体 としての人間は、外形で肉身 を、 内性で

は霊人体をそなえているのである。 肉身は有形実体世界(自 然界)の 縮小体である といえよ う

し、霊人体は無形実体世界(霊 界)の 縮小体である といえよ う。 したが って、人 間は 「二つの

世界(天 宙)」 を総合 した実体的存在 といえた し、まさに小宇宙 とい うことがで き、同時 に 「二

つの世界」を主管す るこ とので きる能力を賦与され ることもあ った。

③ 人間 は被造世界の媒 介体 であ り、また和動の中心体 であ ると同蹴 こ、万物 の主管者 とし

て創造された。本来、神が創 造された霊界 と自然界は直接通 じるよ うにはな っていず、人間が

「二 つの世界」 を媒介 とし和動 させ る ことによって通ず るよ うになっていた。 しかし、人間が

堕落す ることに よって、人間 の霊人体が零落 し、天 と通ず ることがで きず、結局、「天」と 「地」

も断絶 された。

(4)原 理的存在 と関係

一般的lrこは個体 としての人 間や万物 は孤立的に存在 し、個体の二つ以上が ともに共存す ると

きは じめて関係が生 じるとみ やす い。

しか し、原理の立場 は異 なる。存在 自体を相対的関係 のなかで把握す る。

まず、すべての被造 物は万有 の第一原因者であ ると同時 に、主体 であられ る神 の実体対象 と

して造 られた とみ る。 したが って、すべての被造万物 は、主体であられ る神の対象 として相対

的な関係にあ る。一方、時間 と空 間を統摂 され る神は、すべての個体 を時 ・空 を統合 した全体

と統一 した存在 としてつ くられてい る。同時 に、すべての実体対象であ る人間や万物 は、神 に

似た個性真理 体 として存在 してい る。 したが って、原理 では次の よ うにいっている。 「存在す

るものは何 であれ、それ 自体内においてだけ でな く、他の存在 との間において、二性性相 の相
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「

神(正)を 中心に分立 された主 体 と対象が与 えて受けれ ぽ、合性一体 をなす。すなわ ち、一

なる神が正 であ り、それか ら分立 された主体 と対象が、 よく与えて受け ることに よってふたた

び合性一体(合)と なる過程を正分合作用 とい う。 この ときの正の位置 、分立 された二つ の位

置、ふたたび合性一体化 した位置 の四つすべてをお しなべ て四位基台 といい、 この基 台は神が

運行 され うる基本単位であ り、神の創造 目的を完成 す る基本であ る。

ここで人間 を例に あげてみ よ う。

① まず人間は、神を中心 として心 と体 の正 しい授受作用に よって、人格を完成 しなければ

な らない。

② 次に、人格完成 した男 と女が互いに よく与 え受け ることによってすぼ らしい合性一体(家

庭 ・子女)を えなけれぽな らない。

③ すぽ らしい家庭が神を中心 として互 いに関係を結び、 よく与 え受け ることに よってすば

らしい社会 ・国家 ・世界をな さなけれぽな らない。神の創造 昌的 は人間 とい う統合体の生存に

あ り、個人 の 目的は全体社 会に直結され、地上世界 と天上世界に までひ っくるめ られ るのであ

る。

この よ うに 目的は 、形状的な個体 目的 と性相的な全体 目的が まとめ られてお り、その 目的を

具現せ しめる神 中心 の授受作用のすべての場が四位基台であ り、その過程が正分合 として展 開

され るよ うになって いる。

(6)人 間の生存 目的 と絶対価値

あらゆ る存在 は存在 目的が ある。人間 も存在 してお り、 したが って存在の 目的があ る。 しか
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し、人間は被造物なので、 自分 で存在や存在 目的を設定 できず、神が設定す るようにな ってい

る。 ただ認識の主 であるため に、人間はそれを認識す ることができる。

神は何故、人間 と万物 を創造 された のか?そ れが まさに万物 の存在 目的 であ り、同時に神

の創造 目的であ る。

無形 としてお られる全知全能 の神が、なぜ 宇宙 ・天地 ・自然 ・万物 の有形 実体世 界を創造 さ

れたのか?

原理 では、神が 「喜 ばれ るため に」実体対 象 としての天地万物を創造 された し、 これを主管

する代身者 としての人間 が形象的な個性真理 体 として生 まれた と解 く。

神は人間 に三大祝福を下 した。

① 第一祝福 ……個性完成。神を中心 として心 と体が授受作用 をして合性一体化す ることに

よって、人間が まさに神 の聖殿 となるのであ る。

② 第二 祝福 ……個性を完成 した アダム(男 性)と エバ(女 性)が 、神 を中心 とした家庭 を

なし、善の子女 を繁殖す るのであ る。そ して地上には神 に似た子女が充満す ることを願 った の

であ る。

③ 第三 祝福 ……万物 を地上お よび天国まで人間が和動の中心 となって主管せ よ とい う祝福

を下 した。

結局、神は極小 か ら極大 までみずか らつ くった実体世 界が人 間を中心に一貫 した原理 に よっ

て中和をな し、限 りな く発展す ることを願われた し、その ようになることに よって喜びを得 よ

うと万物を創造 した ことがわ か る。

性相的主体 としておられ る神が、実体対 象である万物をさまざまに創造 されたが、万物 の存

在 の意義や価値 は結局 、神 の創造 目的に帰一 し、 したが って 「一(い つ)」 に統一 され るので

ある。

そ して、神の代身者 として造 られた我 々人間の存在価値は まさに この 「いつな る絶対的価値」

を追求 し、「一つの 目的」 を具現す る ところにあ るのである。

]V.原 王里自勺イ禽王里(結 論)

一般的に
、倫理 の定義 と価値を再整理 すれば次の通 りであ る。
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「倫理は人 との関係 のなかに生 きてい る個体 としての私が、全体 としての我 々とひ とつ に統

一 され る理法 としての天道 と、実践 としての地徳を兼ねた ものであ り、その価値 と目的はまさ

に個体 と全体 がま とめ られた創造的発展 を享有す るところにある。」

以上を原理的 に解 いてみ よ う。

① 心情 の神 は、愛 の主体 として、対 象 としての実体世界を真善美の統合 された絶対価値 の

具現実体 として創造 され、喜びをえ よ うとされ る。

② 神 は どこまで も原理 に よって万物 を創造 され、また歴史を摂理 してお られる。

③ 神 は自らに似 るよ うにつ くられた人間を代身者 にたて、和 動の中心であ ると同時に万物

の主管者 とみ なそ うとされ る。

④ 人間は個性真理体 として、 どこまで も原理 に よって存在 もしまた生 きもす る。

⑤ 個体 としての人間は、神 を中心 とした内的四位基台を造成 し、心(性 相)と 体(形 状)

の授受作用を よ くなす ことに よって、個性 ・人格を完成 し、 これが神 の第一祝福 である。

⑥ 人格を完成 した男性(陽)と 女性(陰)が 、神を中心 とした外的四位基台を造成 し、授

受作用を よくす ることに よって愛 の子女 を繁殖 し、 これが第二祝福 であ る。

⑦ 次に、人間(個 人 ・集団)が 神を中心 とした外的四位基台を造成 し、万物を対 象 として

授受作用を よくす る ことに よって、神のみ 旨にかな うよ うに万物を主管 しなけれぽな らない。

これが神の第三祝福 であ り、 この三つの祝福 の 目的や価値 はまとめ られなけれぽな らない。

⑧ とくに、⑤ と⑥は道徳 に属 し、⑦ は倫理に属す る。

⑨ 人間倫理の基 盤がまさに家庭的 な四位基台であ る。神(正)を 中

心 として分立 された夫(主 体)と 妻(対 象)が 授受作用を よ くす れば、

合性一体 化 した愛の子女(合)が 繁殖 し、それは神 の創造理想、即 、愛の

実現でもあ る。

家庭的な四位基台は、人間倫理の基盤であると同時に、神の愛を実現

する貴重な場でもある。

⑩ 家庭的な四位基台は小宇宙体系でもある。神 との縦的(時 間的)

関係と夫婦の横的(空 間的)関 係が交錯し統合された家庭は小宇宙とも

い う。
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⑪ 宇宙には厳 格な位階 ・秩序 ・法度(原 理 の一部)が あるよ うに、小宇宙が家庭 であるが 、

その体系 である家庭的な四位基台に も位階 ・秩 序 ・法度 がある。

⑫ しか し、すべての個体 はそれぞれ 自己を中心 とし、主体 とな りうるのであ り、その時に

各 自は三対象を もつ よ うになってお り、それぞれの位置か ら三対象を愛する ことに よって全体

としての 「一な る愛 の家庭」を完成す る。例 をあげてみ よ う。

父の三対象 は 「神 ・母 ・子」 であ り、子の三対象は 「父 ・母 ・神」で

ある。 この ように三対象は異 なるが、父や子がそれぞれ他 の三対 象を愛

す る 目的は、家庭における全体 目的に一致 し、それは結局、神の創造理

想、愛の実現に まとめ られ るのであ る。 したが って、各者はそれぞれ他

の位置 か ら主体的に愛を実践 し、また、 自己の三対象 目的 を全体 に帰一

させ るこ とによって平等を享有 してい るのである。原理や天道の世界は

階級的 な世界 ではない。 ある位置において神か らゆず られた愛は、主体

的に思い っき り発揮 され ることので きる世界 であ る。

⑬ このよ うな家庭倫理を拡大 ・展開すれば、まさに社会倫理 ・国家倫理 ・世界倫理 とな り、

彼らのすべての倫理 はまとめ られ る天道 と地徳 に合致す るのであ る。

⑭ この ような原理的倫理力泪 的 とす るところが一 な る神 の創造理 想にかない、追 求す る価

値は神 の価値に帰一 しよ うとす るのである。

⑮ 倫理 と道徳は同 じ規範 であ るが、前者は外的四位基台(家 庭)を 、後者は内的四位基 台

を形成す る規範 である。

今 日の危機 は人間 を物質化 し、強制 で集めた集団を私欲 の達成 に動員 し、統一 ではな く分立

を促 し、そのために科学 と財力を浪費 してい るため である。

危機 をのがれて救済 され るためには、宗教的な次元か ら個人が内面的 に革新 し、道徳的 な次

元か ら万物 ・物質を善用 し、 とくに倫理的な次元か ら 「一つの世 界、絶対価値」 に帰一 しなけ

ればな らない。

了77

τ　諭


