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現代の精神的状況と世界哲学の可能性 

 

 

 

                                                                 崔 洋碩 

 

 

I. 序文: 現代の精神的状況 

 

私たちは一人でいつも存在する「永遠の哲学」(philosophia perennis)を追い求めるが、真理はいつも状

況の中で運動の中にあるので、真理自体を認識することはできない。だから永遠の哲学は絶対的で排

他的に存在しないで、多様な形態で現われるようになる。ここにヤスパースは自分の哲学的思惟の理解

空間を確保するために、絶えず現代の状況を理解しようと考えた。ヤスパースにおいて哲学的思惟は状

況解明によって可能であり、状況解明は今日、哲学的課題が何なのか把握するために、不可欠に要請

されるのだ。このような彼の個人的態度は次の文章で明らかになる。「私が存在と言うのは何か? - どう

して何かが存在し、どうして無が存在しないか?」という質問をする時、私はそういう問いの始原に立って

いない。私はそういう問いを、その中で過去から私が私自分を見つける状況の中に立っている（Jaspers, 

Philosophie I, Berlin, 1973, 3 Aufl., 1ページ、以下 Ph I, II, IIIと表記）。 

  だからヤスパースは自分の本来的な思惟の課題を、永遠の哲学の一表現形態として現われた、過去

の偉大な哲学者たちの助けを借りて、現代の状況に適当に再構成して把握しようとする。 

ヤスパースは現代の状況を把握しようとするとき、なによりも精神的状況から把握しようとした。何故なら

ば人間は精神であり、本来的な人間の状況は精神的状況だと考えたからだ。彼によれば現代の精神的

状況は、暗黒時代の意識を考察すれば分かるという。「私たちは新しい思惟の限界に立っている。何故

ならば西欧人たちの実在において、静かな中に、ある恐ろしいこと、すべての権威の破滅、理性の権威

に対する完全な失望、あらゆることを可能にするすべての条件の解体」（Jaspers, Vernunft und Existenz, 

Groeningen, 1984, 3 Aufl., 10ページ、以下、 VEと表記）を経験するからだ。 

ヤスパースは暗黒時代の意識の原因を、今日の個人から捜してみることができる「信仰の喪失」

(Glaubenslosigkeit)において追求した。現代はいかなる時代にも見られないほど、信仰が喪失した。私た

ちは今日の信仰の喪失のなかに、現存在の荒れたさびしさを感じる。今日の信仰の喪失を考察しようと

すれば、まず教会の無気力と影響力の減少に見ることができる。過去に宗教は生の全体領域と連関さ

れていて、宗教が生まれてから死ぬまで、日常の生全体に及んで、すべてのものが起きる空間であった

のに比べて、今日、宗教は日曜日には生の領域に入って来るが、平日には生の領域の外に置かれるよ

うになった。今日の信仰の喪失は、個人の無信仰に由来するのではなくて、ヨーロッパの精神的発展の

結果である。彼はその理由として、啓蒙主義、フランス革命、ドイツの哲学的観念論を例としてあげた。 

ヤスパースは現代を科学技術の時代と規定した。科学は産業革命以後、私たちの生をますますもっ
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て規定し、世界の面目を一新させた。だから科学は私たちにとって、精神的、物質的に避けることができ

ない運命となり、同時に機会となった。しかし彼によれば、科学の意味は十分に探求されなかっただけ

でなく、全体的に大きな謎となって、科学に対する迷信が育つようになった。「デカルトが哲学と近代科

学を同一視したことによって、また明らかに当時の精神と符合するデカルトの間違いによって、科学を全

体と見誤るようになり、哲学はひどく堕落してしまった。」（ Jaspers, Der philosophische Glaube, Zuerich, 

1948, 132ページ(以下、 PGと表記)） 

 哲学は科学と連結されていて、科学を媒介として思惟する。しかし新しい真理観の出現は、19世紀の

科学を基礎として、初めて可能となったが、まだ完成されていない。哲学は方法的に、新しく解明されな

ければならない。 

ヤスパースはキェルケゴールとニーチェによって招来された精神的状況を語る。この二人は今日哲学

的状況に新しい雰囲気を創造し、西洋哲学の新しい転換をなした。この二人によって形成された状況

によって、新しく形成された哲学的課題は次のようである（ VE 104ページ）。 

 第一に、理性の可能性は、もっとも広い領域で方法的に自覚されなければならない。第二に、私たち

は自己欺瞞なく、私たちがまた変化させなければならない哲学史において、普遍的な存在に帰らなけ

ればならない。第三に、哲学は啓示信仰と無信仰の二つの可能性の間で動いているということを意識し

なければならない。第四に、哲学的思惟は固有で本来的な哲学的信仰の根拠を新しく確認しなければ

ならない。 

統一思想は、現代の状況を診断して、大混乱の時代であり、大喪失の時代と規定する。「戦争と紛争

は止むことなく、テロ、破壊、放火、拉致、殺人、麻薬中毒、アル中、性道徳の退廃、家庭の崩壊、不正

腐敗、搾取、抑圧、謀略、詐欺、中傷など、数え切れない悪徳現象が世界を覆っている。このような大混

乱の渦中の中で、人類の貴重な精神的遺産はほとんど喪失されている。人格の尊厳性の喪失、伝統の

喪失、生命の尊貴性の喪失、人間相互間の信頼性の喪失、親と教師の権威喪失などがそれである」 

（統一思想研究院、『統一思想要綱』1994、289ページ、以下、『要綱』と表記)。 

 そして政治、経済、社会、科学、芸術、教育、倫理、道徳、宗教など、方向感覚を喪失したまま、混乱

の渦中に落ちて入っている。このような現象は世界文化が急速に没落している過程で発生している。だ

から画期的な、ある方案が立てられなければ、この没落していく文化を救済するということはほとんど絶

望的だと考える。統一思想によれば、このような混乱と喪失が到来ようになった根本原因は伝統的な価

値観の崩壊のためである。 その中でも真善美に対する伝統的な観念が消えたことである。特に善に対

する観念が消えることにより、倫理・道徳が急速に崩壊し始めた。統一思想は価値観の崩壊の原因を次

のように見ている（ 要綱、 289ページ以下）。 

 

第一に、政治、経済、社会、教育、芸術などすべての分野において神を排除し、宗教を軽視して来た

からである。伝統的価値観の大部分は宗教的基盤の上で成立しているので、この基盤が崩れたら価値

観は不可避的に崩壊するしかなかった。第二に、唯物論と無神論、特に共産主義理論の浸透による価

値観の破壊のためである。共産主義は人間を二つの階級に区分して、人と人の間の対立をあおり、不

信感を増大させながら、徹底的な敵がい心を引き起こした。共産主義は伝統的な価値観を封建的とか
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体制維持のための道具だといいながら、価値観の崩壊を企てて来た。第三に、宗教相互間の対立や思

想相互間の対立と相反の為である。このような対立が価値観の崩壊を加速させた。価値観は宗教や思

想の基盤の上で立てられるから、宗教や思想に対立と相反があれば、人々は価値を相対的なものと見

るようになって、一定の価値観に必ずしも従わなくても良いという考え方が広まった。第四に、中世以後

伝わってきた伝統的な宗教(儒教、仏教、キリスト教、イスラム教など)の徳目が、科学的な考え方を持っ

ている現代人を説得するのに失敗したことである。伝統的な宗教の教えの中には非科学的な内容が少

なくない。したがって科学に対して絶対的な信頼を持っている現代人たちにとって、このような宗教的な

価値観は受け入れられにくかったのである。 

このような今日の世界の混乱を究極的煮収拾するための統一思想の提示する方案は、多くの伝統文

化の統一である。ところで文化はそれぞれ一定の宗教または思想を土台としている。宗教や思想は一

定の価値観を持っているので、文化の統一のためには多くの価値観の統一、例えばキリスト教の価値観、

仏教の価値観、儒教の価値観の統一が必要である。したがってすべての価値観を抱擁することができ

る新しい価値観の提示と神観の統一が必要である。存在の秩序を洞察して理論的に提示する形而上

学的存在論は、数千年をかけて多くの形態を取って来た。中国の道と天、インドのブラフマンとアートマ

ンは、この民族の中で、疑う余地がなく、普遍妥当なこととして長い間考えられてきた。西洋においても、

プラトン、アリストテレス、プロティノス、ストア学派、トーマス・アキナス、ライプニッツ、ヘーゲルなどによっ

て展開された存在の体系は強い影響力を発揮してきた。これらによって明かされた宇宙の根源や神様

の属性は人間観、社会観、歴史観に影響を及ぼすようになり、現実問題解決の方法が変わった。だか

ら正しい神観、正しい本体論を立てることでよって、現実の人生問題、社会問題、歴史問題を正しく、そ

して根本的に解決することができるようになるのである。 

その次に人間に対する新しい理解が必要である。人類歴史において現われた、さまざまな文化とす

べての精神運動は必ず人間に対する特別な理解に根拠している。そしてすべての宗教とすべての新し

い運動は、いつも新しい人間理解を基盤にして発展してきた。キリスト教と仏教、ソクラテスにおいて、そ

ういう観点を確認することができるし、ヘーゲルとマルクスにいても同じである。したがって、私たちが人

間は何かという問題を追求することは意味がある。資本主義社会においては、個人主義と物質中心主

義がはびこって、人間は自ら願うことは何でもしても良いというエゴイスチックな考え方が蔓延しており、

人間性の喪失が問題にされている。 

 

II. ヤスパースの実存と超越者 

 

1) 私自分としての実存と実存の覚醒 

ヤスパースによれば、私たちは他者である世界において、なごやかに私たちをかばってやる故郷ではな

く生の脅威を感じるという。だから私は世界内で安定を感じることができない。故郷喪失のショックは私に

付いて自分に導く。私がただ存在するだけであれば、私は無と同じである。「私は一般的な私ではなくて

私自分」（ K. Jaspers, Philosophie II, Berlin, 1973, 44ページ、以下 Ph. IIと表記)であるからだ。このよう

に、私は単に生を長続きさせることに満足することができずに、本来的な自分になろうとする。それで私
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は私自分に対する配慮から私自分を追い求める。私自分を追求するとき、私は生命的現存在に不満を

感じて、私が生命的な現存在であるだけならば、自分は無の中に消えてしまうようになるという不安感に

捕らわれる。 私はこのような私自分を知ろうとする。しかし私は私自分を知ることができず、むしろ誤った

知識に陥って、私を失うこともある。それで私自分とは何か、いつも疑問が残る。私は本来的な私が来る

のか来ないのか、客観的にわからない。私が私自分を追い求めながら、私自分を尋ねることができない

ということが分かって驚く。なぜ私が私自分が知ろうとしても、わからないか? 一体私自分とは、何なの

か? 

「私が対象人とした私自身が何なのか分からない。 私は私自身を知識ではなく、他の方式で内省し

なければならない」（ Ph I、 5ページ）。 私は自由においてこそ、私自身を見出すことができる。自由と

しての人間に対するヤスパースの探求は、実存としての人間としてみることができる。何故ならば対象化

されたものは、私自身と絶対的同一性を持つことができないからだ。「実存とは、対象になりえない私が

思惟し、行為する根源である。私とは、思索の過程において認識することができないことに対していう」

（同上、15ページ）。実存は関係の中にある。それはまず私自分の関係の中にあり、第二に、超越者との

関係の中にある。「実存は自分の自身と関係し、その中で超越者と関係する」（同上、15ページ）。 それ

は時間性と永遠、孤独と相互疎通、自由と拘束の合一という意味で、逆説的に説明される中に位置して

いる。このような実存の性格は、実存が普遍的な範疇としては、適当な概念化をすることができないこと

を見せてくれる。それでは実存に対して、どのように表すことができるか? 

実存はまず、単純な現存在に対する不安のなかに自分を現わすように見える。実存解明が意識一般

に対していえることは、ただ否定的に得られた対象に対する不満足においてである。現存在に対する不

満が十分に証明されないのは、可能的実存の表示だからである。この不安は自分にたいして世界存在

を突破して根源に帰るようにせしめる。しかし私に近付く不満は、ただ否定的な根源であるだけだ。世界

存在を突破することを肯定的に思惟する確信が実存解明である。「私は私の不満を単純に止揚しない

で説明しようと思う。 どうしてそれが重要なのか、肯定的に思惟すれば実存解明に至る。」（ Ph II、 8ペ

ージ） 

人間の実存は実在的実存ではなく、可能的実存であること分かることが重要である。実存解明的事

由は、上述したように、対象的な思惟を越えて、実存自らの根源的な超越に進むことである。もしそれが

超越しながら思惟されたら、それは実存的実在性ではなくて実存的可能性である。「実存そのものが現

存するのではなくて、現存在として可能的実存において現われる」（ Ph I、 17ページ）。 自己の反省に

より、自分自身から高揚しながら、可能的実存は実在的実存になる。このような事実は本論において重

要である。何故ならば自分の確信が何かということは、実存が何かということによるからである。可能的実

存としての私がここにいる時、私は自己確信を意味あるように追求することができる。現存在における人

間は可能的実存である。すなわちいつも決断しなければならない存在である。このような意味で実存の

存在は固定的ではなく存在可能である。このような実存の特徴は次の文章に明確に現れている。「私が

私に会う時、すでに私自身として、ここにない。哲学しながら可能性としての私になっていくのである」

（同上、27ページ）。 ここでヤスパースは、私は実在的実存ではなくて可能的実存であると明言している。

私は私自分を本来から持っているのではなく、私に来るのだ。 
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私は現存在としていつも一つの特殊な状況に置かれている。私たちは状況内の存在である。状況は

変わり、また私の行為によって状況を変化させたり新たに状況を作ったりする。しかし誰も状況を離れて

存在することはできない。状況のない人間は、空虚や無意味に落ちるのである。「状況は自然法則的な

ものではなくて、 物理的や心理的なものではない私の現存在に利益や損害を与えるとか、機会や限界

を意味する具体的実在として、意味連関的な実体だからである。」（ Ph II、 202ページ） 

 ヤスパースによれば、瞬間的には他のようになるように見えても、決して変化しえない状況がある。 そ

が限界状況である。彼は四つの根本的な限界状況、死、闘い、苦痛そして罪を指摘している。限界状

況は、私がこれ以上単純な現存在でありえない時に感じるようになる。現存在の動揺は現存在の状況か

ら限界状況に導く。言い換えれば、状況が主体を急激な動揺によって実存として覚醒させる時、状況は

限界状況になる。 限界状況は、状況が現存在に属するように実存に属している。現存在に与えられる

限界状況から飛躍することによって、現存在から実存となって、私が新たに生まれることを意識する。限

界状況は自己存在を覚醒させ、それによって限界状況において開かれられた目ができる。したがって、

「限界状況を経験することは実存することと同じである」（同上、204ページ）。 

ここでう現存在を実存に導く四つの個別的な限界状況について説明して見よう。一番目の限界状況

は死である。ヤスパースによれば、死に対する問いは誤った似非問いではないために、哲学的な思惟

に属しているので、哲学者はこれに対して真剣に答えなければならない。何故ならば哲学的思惟派、哲

学者にとって知識ではなく実践であり、真なる生の研究自体であるからである。私自分のものとしての私

の死は、まったく客観的、普遍的に把握することができない。だから現存在の客観的事実としての死は

限界状況ではない。私の死は、隣人の具体的な死に対する知識から、特に私が一番愛する人の死と私

の死において、私たちに実在になる。それが限界状況になる。しかし「私が死に直面して重要なことを何

も見つけることができず、虚無主義的に絶望したら、死は限界状況ではない」（同上、223ページ）。 この

時、実存は可能的深淵の覚醒なしに眠っている。死に対する私の態度が、生による新たな跳躍で変わ

る。私が現存在を、あたかも存在自体であるかのように絶対的に受け入れて、現存在に捕らわれるなら

ば、私は実存を失ってしまう。「死がなかったら、果てしなく永続する存在となろうとも、実存しないだろう」

（同上、 229ページ）。 

苦痛は第二の限界状況である。苦痛は現存在の制約であり、部分的な消滅であり、すべての苦痛の

後には死がある。私はあたかも死を乗り越えることができるように苦痛に打ち勝とう戦う。しかし苦痛を乗

り越えようとするすべての努力はいつも制約されており、苦痛は避けることができない。苦痛は表面的に

見ると、幸せとは矛盾の関係にあるように見える。 だから私たちは日常生活で苦痛は否定的に、幸せ

は肯定的に見る。しかし現存在の幸せは私たちの実存を危うくさせる。現存在の幸せだけがあったら可

能的実存は眠っている。純粋な幸せが何らの成就がないということは驚くべきことである。苦痛が実在的

現存在を破滅させるように、幸せは本来的存在を危うくする。苦痛の限界状況において、私たちは肯定

的側面を見つけることができるのである。「能動的で受動的な諦めの両極という苦痛に対する態度で、

可能的実存は限界状況において、思惟されることができる根源で超越者と一つになる経験において飛

躍する」（同上、232ページ）。 

 苦痛に対する意識において、私たちは他人に対する同情心を感じる。私が他人の苦痛を見れば、そ
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れを代わって、苦痛を受けることにより、世界の苦痛を自分の苦痛として受け持つのである。 

個別的な限界状況の三番目は闘いだ。今まで説明した二つの限界状況である死と苦痛は、私が行

為しなくても生ずる限界状況である。それに対して、闘いと、罪は、私が行為することによって、積極的に

私がもたらしたものだ。現存在としての私は他人と闘争している。受動的には、存在の仮想の安定の中

における単純な現存在のための闘いであり、能動的には、成長と自分の力を増大するための闘いであ

る。私が獲得したすべての地位は、その位置にある他人を追い落として占めたものであり、私の成功は

他人の成功を制限して得たものである。ヤスパースは、このような冷酷な現存在の闘いの性格をよく把

握している。有機体的な生は、闘いなしに生存することができないから、闘いのない天国は不可能であ

る。今まで説明した現存在の闘い以外にも、精神的理念と実存の愛の闘いがある。それは、いずれの方

にも勝利と敗北がなく、何らの暴力なしに展開される。このような闘いは、実存の現象において、自己実

現の条件であり、暴力なしに実存の根拠にまで入っていくのである。人の闘いにおいて、自己存在の現

象の根源である私の実存的な自己の確実性を得るようになる。 

最後の四番目の限界状況は罪である。私の現存在は私の意思と無関係に罪を犯している。私が生を

営むための労動のために、苦痛や悲惨さという対価を払ったといっても、一歩進んで破滅したといっても、

搾取によって生きていく私の罪が消えることはない。狭い意味で、罪は行動において現れる。それなら

私は行動しないことで罪から脱することができるように見える。しかしヤスパースによれば、行動しないこ

と自体が一つの行動、すなわち怠慢だから、行動しても行動しなくても、私は罪から脱することができな

い。だから罪なく暮すことができる人はいない。罪の中で、私は生き、生きていくことができる。だからア

ナクシマンドロスの悲劇的な命題、「人間の最大の罪は彼が生まれたということである」（ K. Jaspers, 

Von der Wahrheit, Muenchen 1983 Bd 1, 932ページ、以下、 VdWと表記)が、説得力を持つのである。

罪の限界状況において、私たちに重要なことは罪がなくなるのではなく、避けることができる罪を実在的

に避けることであり、それを乗り越えようとする緊張の中で、他人が犯すすべての罪に対して同情心を持

たなければならない。 

死と生、苦痛と幸せ、闘いと相互協助、罪と贖いの意識は互いに連関されており、一つは他の一つな

しには存在しない。だから今まで説明した四種類のそれぞれの限界状況は二律背反的である。限界状

況によって、生は深くなり、私は私自分に帰って来るようになる。しかし同時に、生は危機に処して、空

虚の中に自分を忘れてしまうかも知れないという不安にとらわれる。限界状況は私に挫折を提示する。

絶対的挫折の限界状況において、私はいかにすべきか? ヤスパースによれば、限界状況のいかなる破

滅においても、自己の確信の道が見える。それは私自身の自由によって可能である。限界状況におい

て導びかれた自己の確信は、したがって自由を必要とするのである。 

自由としての人間に対する思惟において、自己の確信は獲得される。何故ならば自己の確信は、根

源的に自由から出るものだからである。だから自由は自己の確信の問題を研究するのに、中心的な位

置を占めている。自由と自己の確信への信頼は、絶対的であるとか、空虚な自由のない自己の喪失と、

自己を獲得する可能性を経験する自由の道において、発見される。「自由の道で超越者と自分自身を

経験する人は、そういう道が不可能だとは信じない。自己の本来的な生自体は、彼に自由が可能だとい

う冒険である」（ K. Jaspers, Der philosophische Glaube der Offenbarung, Muenchen, 1984 462ページ、
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以下、 PGOと表記)。 

 このような意味において、実存と自由は互いに異なるものではない。もし自由を否定すれば人間に対

する信頼を忘れてしまうようになる。自由は実存解明の最初と最後の記号になる。もし自由が記号と考え

られるならば、自由に対する質問は意識一般の質問ではなくて、実存の自己存在に対する質問であ

る。 

ヤスパースが自由の必然性をいうとすれば、自由は超越者の贈り物としてのみ可能である。それでは

必然性は、経験的事件や論理的思惟の帰結ではなくて、超越者によってプレゼントされられる中で完成

された自由である。このような事実から次のように問うことができる。私たちが自由であるというとき、私た

ちによって自由を獲得するのであろうか? 私たちは、実存としての私を作るのではなくて、本来的自己

である一人の私は、超越者によって贈り物を受けたものであるということが分かる。超越者との関係にお

いて、私は初めて自由な本質を意識する。したがって自由は実存とともに、私たちが自ら作ったのでは

なくて、そこには限界がある。私たちが本来的な自由を確信しようとすれば、私たちは同時に超越者を

確信しなければならない。何故ならば、人間の自由は超越者によって贈られた自由だからである。しか

し超越者からの助力は、人間が自己であることができる時だけに現われる。 

可能的実存としての私は、超越者によって存在し、私は私の自由が実在することを超越者との関係の

中で確信する。実際に自己の自由を確信する人は、同時に神を確信する。自由と神は切り離すことがで

きない。このような事実は、自由の根源が何なのかを、私たちに提示している。自由はそれ自体が根源

ではない他のことに向かうようになる。私たちは自由における自分自身を論究した。しかし私自分が何で

あるかは実存解明において挫折する。何故ならば私自分は超越者なしには支えられることができないし、

超越者に直面して本来的な意識を持つからである。自由によって私は世界から独立したた一点を持つ。

しかしまさに同時に、超越者との根源的な関連意識を獲得するのである。何故ならば、私は私自分によ

って存在しないからである。私自分の本来的な姿を得るためには、超越者との関連を扱わなければなら

ない。 

 

2) 超越者の暗号 

ヤスパースは超越者を存在、実在、神性、神など、いろいろ名前で呼んだ。彼によれば、私たちが超越

者を包括者だと考えるとき、それを存在であるという。そして私たちが超越者と生を共にする時、それが

本来的に実在なのである。このような実在において私たちに要求されること、そしてその実在の包括的

なことをいう時、私たちは超越者を神性と呼ぶ。個別者としての私たちが人格的な超越者と関係を持て

ば、私たちはそれを神と呼ぶ（ Jaspers, Von der Wahrheit, Muenchen, 1974, 3 Aufl., 111ページ参照、

以下、 VdWと表記)。 

 ヤスパースによれば、超越者だけが絶対的意味において存在であるが、それは世界内存在のような実

在としては検証することができないことなので、あたかも無いような、無存在のように見える。それでは、

いかにしたら超越者を経験する事は可能なのだろうか? ヤスパースにおいて、哲学的思惟はいつも超

越することであり、挫折の中で超越者の実在に近ずくことができるのである。 

超越する思惟という特別な領域において、いかなる方式で超越者に至ることができるのか、考察して
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見よう。ヤスパースにおいて、カントの三種類の理念と連関づけられる三種類の実在がある。最初の実

在は世界である。世界は私たちが客観的に探求することができる存在であり、経験的実在ともいう。第二

は、私たちの実在である実存であり、三番目の実在は超越者自身である。このような三つの実在と連関

して超越者に至る三段階がある。第一の超越とは、世界が経験的な現存在の現象であることを認識する

時に起きる。このような超越とともに私たちは経験的実在に対する束縛から脱して、世界存在を突破す

ることによって、私は可能的実存に帰るようになる。二番目の超越とは、実存になろうとするときに起きる。

この段階において、私たちは現在的な自己存在の意識へ迫っていく。実存の存在は、経験的実在の限

界において現われるので、それは意識一般には否定的に見える。しかし実存の存在も、その自体で十

分なものではない。「存在自体は自由の他の存在とともに、そしてそれによってあるのではなくて、それ

自体は実存ではない超越者と連関しているのである」（ Ph III 2ページ）。私たちは、私たちであることが

できる実存の道において、そしてそのような道においてのみ、超越者に到達することができる。最後は、

超越者自体に到達しようとする超越である。この三番目の段階では、私が把握することができる世界内

の存在者や、私自分である存在の具体的実存に関係しないで、超越者の実在に関係するのである。こ

のような三重の超越において、私たちは、存在は世界定位からのように歴史的ではないことが分かるよう

になり、実存解明における私自身のように、内省しないで、ただ内的な行為と挫折の中で、このような本

来的な存在にとどまっていることが分かる。 

ヤスパースは形式的な超越では、存在を把握するのに挫折するが、いわゆる「超越者の実存的連

関」において、超越者が経験されることを説いている。「形式的な超越は存在自体に向かっている。哲学

的思惟の各段階が提起する超越者に関する問いは、ここで終りに達する」 （Ph III 37ページ）。 しかし

これが最終的な答えではない。答えが不可能だということは、哲学的思惟においては、ただ対象的に空

虚な事由に適用されるのであって、実存的連関において、その答えが可能となる。実存によって、存在

としての存在である超越者に関する問いがなされなければならない。可能的実存が初めて超越者と関

係して、それを求めていく。何故ならば現存在と意識一般は超越者の存在を経験することができないか

らである。ここで私たちは、認識において、存在を把握することができないが、可能的実存において、存

在を把握することができるという事実が分かるようになる。意識一般である私においては、経験的対象が

実在的である。すべての他の対象は非実在的である。実存としての私においては、経験的なことは非実

在的であり、超越者は本質的な実在性である。有限な事物は、その存在を確認するために証拠を要求

する。しかし無限な存在である超越者にはそれを要求することができない。私たちは私たちの反省をそ

の根拠で根源である実存に戻る時、超越者を確かに洞察することができる。可能的実存だけが絶対的

実在に関して問うことができるから、超越者は超越者の実存連関において確信されるのである。 

超越者に対する追求において、私たちは確かに受け入れることができる客観的な保証を願う。そして

神話、神学、哲学において、超越者の存在を明確に客観的に言明して表現するために努力した。しか

し私たちが超越者と直接的経験を願うとしても、超越者はいつも私たちから遠く離れている。超越者は

隠されているので、それとの直接的出会いは不可能である。超越者そのものは直接的に思惟によって

把握することは可能でなく、暗号という媒介によって思惟されるだけなので、暗号によって超越者の存在

で迫ることができる。暗号は超越者を現在化することができる唯一のものである。何故ならば超越者の現
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実性は、対象性である、超越者の言語である暗号において現われるからである。 

暗号になることができるものは何であろうか? 実存においては根本的に、世界で私たちが経験するこ

とができる事物、存在するすべてのもの、人間によって作られたもの、実在的なもの、表象されたもの、

思惟されたことが暗号になることができる。それは神秘的で 提議的で、教義的で、詩的で、芸術的な伝

統と哲学において、生まれるのである（Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, 

Muechen, 1962, 3 Aufl., 193ページ参照、以下、 PGOと表記)。 

 私たちはいかなる計画によっても暗号を解読することができない。それは存在の根源から来る一つの

贈り物のようなものである。だから暗号解読においては何らの方法もない。無限に多様な暗号の解釈可

能性は、唯一の暗号の体系を否定する。何故ならば、暗号解読において一つの解釈は有限性を持って

いて、唯一の超越者の担い手として受け入れることができないからだ。勿論、「体系そのものが一つの暗

号になることができる。しかし真の暗号の企てとしての体系は(超越者を)意味あるように包括しない」

（ Ph III 150ページ）。 

ヤスパースによれば、暗号は存在自体である超越者に向けた運動の自由な領域を開き、超越者に対

する哲学的接近は暗号文字の解読にある。だから超越者の暗号を明らかにすることは、彼の哲学にお

いて哲学的思惟の一番高い段階になる。ここでヤスパースが提示している超越者の根本暗号を把握す

ることが重要となる。暗号の世界には数えきれないほどの暗号がある。私たちは暗号を恣意的に作ること

ができず、私たちの周りをくるくる回わる多くの異なる暗号の領域から暗号を聞く。私たちは新たに登場

した歴史的根源において、それぞれの暗号領域で展開された暗号を聞くのである。 

私たちは何より無制約的なものの変化と力を、真実性の中で聞く。私たちが暗号を聞けば、それぞれ

の暗号は多義的で非規定的に語りかける。「暗号の王国は、存在の充満を一意的に提供する調和な王

国ではない」（VdW 204ページ）。 何故ならば暗号自体は絶対的ではなくて、一つの暗号は他の暗号

に対して排他的であるからだ。暗号は運動の中で、その内容が貧弱であるとか欠乏していたりするし、

豊かであるとか力があふれたりする。それらは私たちの存在意識と自己意識において、運動を上昇させ

るとか曇るようにさせる。「暗号は実存的に私たちを高揚させるとか、あるいは超越者がいないという反逆

を語るとか、あるいは無への破滅へと悪魔的に誘惑する。」（ PGO 155ページ） 

 多様な暗号の中で根本暗号は何なのか考察してみよう。ヤスパースは三種類の根本暗号を持ってい

るが、これはギリシア的で聖書的な根拠から出たものである。根本暗号は、第一に「一つの神」である。 

次に「人格的な神」である。 第三は「神が人間になった」ということである（ PGO、 214ページ以下）。こ

のような根本暗号は思惟なしには聞くことができない。何故ならば、それらは伝え受け継がれたことと接

しながら、完全な変化と同和があってこそ真実であるからである。 

 

III. 統一思想の神観と人間観 

 

1. 統一思想の神観 

  統一思想において、神様の属性を具体的に扱う理論部門が原相論である（要綱 29-165ページ参

照）。 次はその要約である。 
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 一般のキリスト教では、神様を全知全能、無所不在、至善、至美、至真、正義の愛の主体、創造主、主

管主、審判主などで見ている。統一思想は神のこのような属性を神性(Divine Character)という。ところで

神の属性には、それよりもっと重要な属性があるという。それを神相(Divine Image)というが、統一原理で

はこれを 「神様の二性性相」と呼んでいる。統一思想は原相論では、神の属性(神相と神相)からその理

論が展開されて存在論、本性論、価値論、教育論、倫理論、芸術論、歴史論、認識論、論理学、方法

論など、哲学のほとんどの分野を扱っている。神相には、性相と形状、 陽性と陰性の普遍相と個別相

がある。神性には、上述したようにさまざまな属性があるが、心情、ロゴス、創造性を代表的な神性として

扱う。 

 

 1) 原相の内容 

 

  (1) 神相 

  神相は神様の属性の中で「形」の部分をいう。神様はたとえ私たちの目には見えないが「形」の部分と、

形になることができる材料、すなわち質料などを持っている。 

 a )性相と形状 

  神の性相、すなわち本性相は人間に比喩すれば心にあたって、すべての被造物の無形迹な要素の

根本原因である。すなわち人間における心、動物における本能、植物における生命、鉱物における物

理化学的作用性などの根本原因である。神の性相が次元を異にしながら、時空の世界に展開されたの

が、物理化学的作用性(鉱物)、生命(植物)、本能(動物)、心(人間)である。神の性相、すなわち本性相

の内部は、さらに内的性相と内的形状の二つの部分から成り立っているが、これを本性相の内部構造と

いう。内的性相は機能的部分として知情意の機能をいう。 

神の形状は人間に比喩すれば体に相当し、すべての被造物の有形的部分の根本原因である。これ

は素材または質料の側面をいい、創造に必要な材料を意味する。この素材(材料) 自体には一定の形

や性質がなくて、ただいかなる形にも現われることができる可能性を持っている。このような可能性を無

限応形性または簡単に応形性という。このような質料と応形性を持った神の形状が次元を異にしながら

時空の世界に展開されたのが、無機物質(鉱物)、組職・細胞(植物)、肉体(動物)、身体(人間)なのであ

る。 

  ところで本性相と本形状は本質的に同質的か、異質的か。もし異質的ならば、二元論になり、同質的

ならば一元論になる。統一思想は本性相と本形状を本質的な面では同質的であると見る。本性相と本

形状は結果の世界では無形と有形として、すなわち異質的なものとして現われるが、本質的な面では同

質的である。そのように統一思想は本性相と本形状を本質的な面から見るとき、同質的なものと見る。神

の属性は本体論的に見る時、二性性相(性相・形状)の中和的主体である。そして神の属性は本体論の

結果的立場から見るとき、統一論であり、原因的立場から見るとき、唯一論である。従来の本体論にお

いて、宇宙の根本を物質と精神と認める立場、すなわちアリストテレス、デカルトなどの二元論の立場は

性相・形状の同質性が分からないことに起因していると見る。 

 b )陽性と陰性 
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  様の神相の中の陽性・陰性の二性性相は、性相・形状の二性性相とはその次元が異なる。性相・形

状の二性性相は一時的な属性であり、陽性・陰性の二性性相は二次的な属性である。すなわち性相・

形状は神様の直接的な属性であり、陽性・陰性は神様の間接的な属性である。陽性・陰性の二性性相

を二次的な属性、または間接的な属性であるということは、神の陽性・陰性がそれぞれ本性相と本形状

の属性を成しているという意味である。すなわち性相にも陽的側面と陰的側面があり、 形状にも陽的側

面と陰的側面があることを意味する。属性とは、実体に属していることだから実体なしに属性は現われる

ことができない。例えば「花が美しい」と言う時、「美しい」という属性は「花」という実体を離れては現われ

ることができない。属性は実体を通じて現われるように、陽性・陰性も性相・形状を通じて現われるのであ

る。 

  東洋哲学の陰陽の概念と統一思想の陽性・陰性の概念には大きな差がある。統一思想の陽性と陰

性は、すでに述べたように、性相・形状の属性なので、被造世界では性相・形状の実体の属性に過ぎな

い。陽性・陰性は性相・形状の属性であるという命題(proposition)は、男女問題、夫婦問題、家庭問題な

どの根本的解決に重要な手がかりになる。例えば三綱五倫や脩身斉家の教えは 「陽性・陰性は性相・

形状の属性」という原理にもとづくとき、成立するのである。 

 c )個別相 

  個別相とは普遍上が個別化されたことを意味する。すなわち、すべての被造物は神の二性性相に似

ていているから、性相・形状、陽性・陰性を共通的にそして普遍的に持っている。だから性相・形状、 陽

性・陰性を普遍という。人間を含んだすべての万物は、個体ごとに普遍相(性相・形状、陽性・陰性)が個

別化された独特の性質・特性を持っているが、特に人間において、その特性は著しく現われる。このよう

な特性は神様から由来したものであり、普遍相の個別化である。人間の個性も本性相が個別化されたも

のであり、神の個別に由来している。個別相の所在は内的形状にある。したがって統一思想では人間

の個性尊重の哲学的根拠が示されている。人道主義、芸術分野などにおいて、人間の個性を尊重して

いるが、人間の個性・人格が真に尊重されるためには、個性の根が神に由来することが認識されなけれ

ばならない。 

 

(2)神性 

  神には神相という形の側面もあるが、機能・性質・能力の側面もあり、これを神性という。神性には全

知・全能、至善、至美、至真、公儀、偏在性、愛、心情、ロゴス、創造性などがある。このような神性の中

で重要なのが心情、ロゴス、創造性である。 

   ａ)心情 

  まず心情に対して考察してみよう。心情とは愛を通じて喜ぼうとする情的な衝動をいう。ここで衝動と

は、心の内部からほとばしる抑えることができない欲求の力、願いの力を意味する。人間は誰でも喜ぼう

とする衝動をもっている。しかし、どのようにしたら真なる喜びが得られるかわからない場合が多い。しば

しば人間は、お金、地位、権力、名誉を通じて喜びを得ようとするが、それらを通じて得られる喜びは限

られたものでしかない。真なる喜びは他人のために暮す生活、すなわち真の愛を通じて得られる。人間

には神から受け継いだ心情の基盤があるからである。真なる喜びは真の愛を通じて得られるから、本然
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の人間は真の愛の実践を通じて無限な喜びを求める。真の喜びは真の愛を通じて得られるが、真の喜

びと真の愛は刺激的な対象がなければ成立しえない。したがって神は、このような抑えることができない

真の愛の衝動のために、真の愛の対象が必ず必要であったのであり、真の愛の対象として、人間と万物

を創造せざるをえなかったのである。ここで統一思想は宇宙と人間の創造の必然性を裏付ける心情動

機説を主張する。 

  b )ロゴス 

  神性の中で二番目で強調しているのがロゴス(Logos)である。ロゴスはギリシャ語で言または理法とい

う意味がある。原理講論ではロゴスを「言」、「理法」と解釈しているが、統一思想では「ロゴス」を 「思考

能力」あるいは「構想力」と解釈する。ロゴスの二性性相とは、ロゴスの中の主体的な要素(内的性相)と

対象的な要素(内的形状)を意味するのであり、ロゴスを理法という場合、主体的要素は理(理性)で対象

的要素は法(法則、原則)である。宇宙はロゴスによって創造されたから、宇宙万物には必ず理性的要素

と法則的要素そして数理的要素が統一的に内包されている。ただ、低次元の万物であればあるほど法

則的要素が、高次元の万物であればあるほど理性的要素が多く作用している。したがって万物の存在

と運動は自由性(理性)と必然性(法則)の統一であり、目的性と機械性の統一である。すなわち必然性の

中に自由性があり、機械性の中に目的性があるのである。 

 c )創造性 

  創造性は宇宙と人間を創造した神の創造能力をいう。言い換えれば、神の二性性相(性相・形状、陽

性・陰性)が授受作用によって新生体(繁殖体)を生み出す能力を意味する。二性性相が授受作用をす

るとき、必ず四位基台が形成される。すなわち創造性は心情を土台にした目的中心の四位基台形成の

能力でもある。神の創造性は心情を土台にした創造の能力であるから、人間はすべての領域の万物主

管において、愛の心を先に立てるのが本然の主管である。しかし人間始祖の堕落によって、本然の主

管が成り立たなくなった。人間が完全な創造性を受け継ぐことができずに不完全な創造性を持つように

なったのはそのためである。すなわち人間始祖が責任分担を履行することができなかったことによって、

人間は神の創造性を完全に継ぐことができなかったのである。神の創造性は心情を土台にした能力で

あるから、人間が神の心情を体恤・継承して完成する時、初めて神の創造性を完全に受け継ぐようにな

る。今日まで、科学は概して価値観を無視したまま物質中心に発達してきた。その結果、人類は科学技

術の発達によって物質生活は大いに便利になったが、環境問題、公害問題、殺戮兵器の開発、深刻な

環境汚染問題などに直面するようになった。 

 

  2) 原相の構造 

原相の構造とは、神の属性特に性相と形状の相互関係をいう。今日の世界問題、国家問題、社会問題

など幾多の問題はほとんど大部分が関係の問題である。このような関係の問題を根本的に解決する基

準と鍵は原相の構造の中に見出すことができる。したがって性相と形状の相互関係は現実問題を解決

する重要な理論となる。 

  (1) 授受作用と四位基台 

   性相・形状の関係とは、性相・形状の間の相互作用の関係をいう。このような相互作用を授受作用と
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いう。性相と形状が相対的関係を結んで、相手基準を造成すれば、その時「何かを取り交わす現象」が

起こるが、そのような現象が授受作用である。ここで両者が互いに相対的関係を結ぶということは、向か

い合って対することをいうのであり、両者が相対基準を造成するとは、共通目的を中心して相対的関係

を結ぶことをいう。そのとき、授受作用において具体的に授受される種類は無限に多いといえる。人間

の場合、愛の授受、対話の授受、金銭の授受、協力の授受、責任の授受、親切の授受、感謝の授受、

知識の授受等であり、万物の場合力(万有引力)の授受、栄養素の授受、酸素と二酸化炭素の授受、相

互共生の授受等であり、そして神の属性においては、ロゴス(性相)と質料(形状)の授受などである。とこ

ろで授受作用が成り立つためには二つの前提条件が必要である。第一は授受作用に先立ってで中心

を立てることであり、二番目は授受作用が終わった後には、必ず一定の結果が現われるということである。

中心も結果もない相互作用は単なる相互作用であって、授受作用ではない。神の属性(性相と形状)の

間の授受作用には、中心が心情の場合と目的の場合がある。心情が中心である時、その結果は合性体

あるいは中和体となり、目的が中心である時、その結果は繁殖体または新生体になる。この時の授受作

用はいつでもどこでも円満性、調和性、円滑性の特性を現わす。 

  性相と形状の授受作用には中心と結果が連なるから、授受作用には必ず中心-性相-形状-結果の 

4位置が立てられるようになる。このように4位置を土台にする性相と形状の授受関係を四位基台という。

性相・形状の授受作用において性相は能動的であり、形状は受動的である。この時、性相の立場(位

置)を主体といい、形状の立場(位置)を対象という。したがって四位基台は中心-主体-対象-結果の 4

位置を土台にした主体と対象の授受関係である。 

   (2) 正分合作用 

  前述したように、四位基台は中心、主体、対象、結果という 4要素間の授受作用を空間的次元で扱

った概念である。ところですべての現象は空間性とともに時間性を帯びるようになるので、授受作用を時

間的次元で扱えば正分合作用になる。4要素の授受作用において中心がまず立てられ、 次に主体と

対象が定立されて授受作用を行い、後に結果が現われる。このような時間的な三段階過程において把

握する授受作用がまさに正分合作用である。発展は、いかなる事物の発展でも、必ず共通目的を中心

して主体と対象間の調和、すなわち相対物の調和ある授受作用によってのみ成り立つ。したがって唯物

弁証法において、正と反をそれぞれ主体と対象と見て、そこに共通要素を中心に立てたら、唯物弁証法

はそのまま原理的な授受作用、すなわち正分合作用であると同時に四位基台になるのである。そうすれ

ば、唯物弁証法において、弁証法の矛盾の定義の中に統一の概念が目立つようになり、闘いの概念は

無視されて統一による発展理論になって、唯物弁証法は統一思想の授受法の理論と一致するようにな

る。このような弁証法は新弁証法といえるであろう。 

 

2. 統一思想の人間論（ 要綱 227-287 参照） 

 

  人間は長い歴史の期間を通じて、人生と宇宙の根本問題を解決しようと苦闘してきた。特に歴史の中

に現れた多くの聖賢や賢哲たちは、このような問題にぶつかる度に、いかにして本来の人間の姿を回復

することができるかという問題を追求してきた。統一思想の本性論は本然の人間の姿、すなわち堕落し
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ない本性的人間を扱う哲学部門である。本然の人間とは、神の属性とその関係性に完全に似ている人

間であって、神相的存在、神性的存在、格位的存在である。今日、個人問題、家庭問題、社会問題、国

家問題、政治問題、経済問題、教育・芸術・文化などの問題、環境問題などが発生する根本原因は、人

間が本然の姿と本然の生活様式を喪失したからである。したがってこのような複雑な問題の根本的な解

決の鍵は人間の本然の姿を具体的に明らかにするときに、見い出すことができるのである。 

 

1) 神相的存在 

 すべての被造物は神の二性性相に似た個性真理体である。人間も個性真理体であるから、神の神相

的部分である二性性相すなわち性相・形状、陽性・陰性、そして個別相において、本性的に似ている。

これを 「人間は性相・形状の統一体、陽性・陰性の調和体、個性真理体(個性体)である」と表現する 

 

(1) 性相と形状の統一体 

    人間が神の性相と形状に似ているということは、人間が心と体の二重体すなわち性相・形状の統一

体であることを意味する。ところでこのような人間の性相と形状には四種類の類型がある。第一に、人間

は宇宙を総合した実体相である。すなわち人間は性相と形状において、それぞれ動物、植物、鉱物の

性相と形状の要素をみな持っている。二番目に、人間は霊人体と肉身の二重的存在である。三番目に、

人間は心と体が統一を成している心身統一体である。そして四番目に、人間は二重の心、すなわち生

心と肉心の二重心の統一体として、二重心的存在である。ここで人間が本来の姿を失ったという観点か

ら見る時、四番目の生心と肉心の「二重心的存在」という点が特に重要である。したがって、「性相と形

状の統一体」はとりもなおさず「生心と肉心の統一体」と同じ意味になる。ここで生心と肉心は、どちらも

心(性相)であるにもかかわらず、生心と肉心の関係を性相と形状の関係で表すのは、生心は霊人体(性

相)の心であり、肉心は肉身(形状)の心なので、生心と肉心の関係は霊人体と肉身の関係と同じだから

である。 

  ところで生心と肉心は本来、主体と対象の関係にある。霊人体が主体で、肉身が対象だからである。

したがって肉心が生心に従うのが本来の姿である。生心と肉心が合性一体化したのが人間の心であり、、

生心が主体、肉心が対象の関係にある時の人間の心が本心である。肉心が生心に従うとは、価値を追

求し、実現する生活を第1次的にして、物質を追い求める生活を第2次的にすることである。言い換えれ

ば、価値の生活が目的であり、衣食住の生活はその目的実現のための手段であるということである。そ

ればかりでなく、肉心が生心に従って、生心が機能がよくなされれば、霊人体と肉身は互いに共鳴する。

この状態が人格を完成した状態、すなわち本然の人間の姿である。 

  ところが人間は堕落することによって、生心と肉心の本来の関係を維持することができなくなった。対

象にならなければならない肉心が主体の立場に立つようになり、主体にならなければならない生心が対

象の立場に立つようになった。そして衣食住の生活が目的になり、価値の生活はその衣食住のための

手段のようになり、2次的なことになってしまった。このように生心と肉心の本来の関係が逆転してしまっ

たのが今日の実情である。したがって人間の本来の姿を回復するためには、このように逆転した関係を

本来の関係に回復させなければならない。これが人間が修道生活をしなければならない不可欠な理由
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である。そのため今日まで、すべての宗教はまず自分との戦いに勝利せよと説いたのであった。 

 

  (2) 陽性と陰性の調和体 

  陽性と陰性は性相と形状の属性であるが、本性論でいう陽性と陰性は陽的実体、陰的実体としての

夫婦のことわいう。動物も、植物も、鉱物も、みな陽陰の結合によって存在し、繁殖する。万物がそうであ

るから、人間の陽陰の結合すなわち夫婦の結合も、単純な男女の肉体的な結合であるとのみ見やすい。

しかしそれは夫婦を生物学的な観点だけで見る立場である。このような立場を取れば、今日の世界のあ

ちこちで見られるように、男女が結婚しても簡単にわかれたりすることにより、結婚の神聖性や永遠性は

喪失されやすいのである。これは本来の夫婦の姿ではない。 

 本然の夫婦は、第一に、それぞれ神の陽性と陰性の二性性相中の一性を代表する存在である。した

がって夫婦の結合は、陽性・陰性を持った神様の顕現を意味する。夫婦が神様を中心に横的に互いに

愛すれば、神の縦的な愛がそこに臨むようになり、そこに愛の相乗作用による生命の創造が成り立つよ

うになる。第二に、本然の夫婦の結合は神の創造過程における最後の段階であるから、それはまさに宇

宙創造の完了を意味する。アダム・エバが堕落しなかったら、アダム・エバの完成とともに、宇宙の創造

も完了したはずであった。宇宙創造の最終的な目標は万物の主管主である人間の出現だからである。

このように夫婦の完成は宇宙創造の完了を意味している。しかし夫婦(アダム・エバ)が完成しなかったか

ら宇宙創造は完了しなかった。したがって今日まで、神は再創造の摂理を継続してこられた。だいさん

に、本然の夫婦はそれぞれ人類の半分を代表する存在である。したがって夫婦の結合は人類の統一を

意味している。すなわち夫婦において、夫は全人類の男性を代表し、妻は全人類の女性を代表してい

る。今日、世界の総人口は約６０億であるという。それなら、それぞれ３０億を代表した価値を持っている

ことが、夫であり、その妻である。第四に、本然の夫婦はそれぞれ家庭の半分を代表する存在である。し

たがって夫婦の結合は家庭の完成を意味する。家庭において、夫はすべての男性を代表し、妻はすべ

ての女性を代表する立場だからである。 

  以上のような側面から見る時、夫がが妻を愛し、妻が夫をを愛するということは、その家庭における神

様の顕現と宇宙創造の完成を意味し、人類の統一と家庭の完成を意味する。このように夫婦の結合は

実に神聖で尊い結合である。夫婦がそれぞれ原相の姿に似て、人格者に成熟した後、創造目的を中

心して互いに愛し合う授受作用をするようになれば、神の愛がそこに臨在するようになる。家庭は夫婦の

横的な愛と神の縦的な愛が触れ合う所だからである。このように神の愛を中心して完成した家庭が集ま

って社会を成し、さらには国家、世界をこの地上に建てるようになれば、それがすなわち地上天国であり、

神の創造理想を完成した世界になるのである。 

 

  (3) 個性体 

  神は宇宙の創造において、まず完成した人間の姿を構想し、それを標準にして実体対象として展開

したのが被造世界である。したがって被造万物は原因者であられる神の原相に象徴的に似ている個性

体であり、人間は原相に形象的に似ている個性体である。個性体とは原相の個別相に似ている個性真

理体という意味であるが、人間はまず神の普遍相と個別相に似ている個性真理体である。ところで個別
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相は三つの側面で人間の特性として現われる。第一の特性は容貌上の特徴である。二番目の特性は

行動上の特徴である。三番目の特性は創作上の特徴である。親が子に対するとき、特性において、どん

な子であっても美しくて愛しいと思う。子は親の表現体だからである。同様に、神が人間にを対するとき、

その人間の容貌、行動、創作生活において、美しさを感じて喜ばれるのである。このような人間の個性

は神から来たものであるから、尊いのである。人間が人間の個性を尊く思って、相互に尊重しなければ

ならない理由はまさにこの点にある。 

 ところで人間の堕落により、今日まで人間の個性は無視され、人権が蹂躙される場合が多かった。特

に独裁社会においては、さらにそうであった。今日までの共産主義社会がその著しい例である。共産主

義は人間の個性を、唯物論を根拠して環境の産物であると見るために、軽視したのであった。私たちは

人道主義(humanism)が人間の個性を尊重していることを知っている。しかし、なぜ人間の個性が尊重さ

れなければならないのかということにたいして、人道主義には哲学的な解答がないから、哲学を持った

共産主義の批判に耐えることができなかった。それに対して統一思想は、人間の個性は偶然的なもの

でも環境の産物でもなく、神の個別相に由来するものだから貴重であるという確固たる神学的、 哲学的

根拠を提示している。 

 

  2) 神性的存在 

 人間はまた神の神性に似ている。神性には全知、全能、愛、無所不在(遍在)、生命、真・善・美、正義、

ロゴス、創造性、心情など、さまざまあるが、その中で人間において特に重要なものは、愛の根本である

心情とロゴスと創造性である。人間は神のこのような属性に本性的に似ていているから、人間を心情的

存在、ロゴス的存在、創造的存在という。 

 

  (1) 心情的存在 

  ここで情とは、原相論で明らかにしたように、愛を通じて喜びを得ようとする情的な衝動、すなわち愛し

たくてたまらない情的な衝動をいう。 したがって心情は愛の源泉であり、神の人格の核心である。だか

ら人間は成長して神様の人格の完全性に似るようになっていた。「神が完全であられるように、あなた方

も完全でありなさい」(マタイ 5/48)という、イエスの教えがそのことをあらわしている。人間において人格

の完成は、神様の心情の体恤によってのみ可能である。したがって神の心情を体恤することによって人

格を完成した人間が心情的存在である。このような人間が神の心情を継続的に体恤すれば、ついには

神様の心情を完全に受け継ぐようになる。そのおうな人間は事物や万物を愛したくてたまらないのであ

る。 

  心情は性相(心)の核心部分であり、知情意の原動力なので、人格形成の出発点であり、真善美の価

値の出発点であり、文化創造の出発点となる。文化とは、知的活動、情的活動、意的活動のすべて成

果であって、真の追求活動、美の追求活動、善の追求活動が総合されたものである。文化とは結局、心

情の衝動力が動機となって、知情意の三機能が真美善の価値を絶え間なく追求する活動を通じて得ら

れた成果の総和である。したがって、本然の世界においては、心情的人間(愛の人間)が文化活動の主

役になる。本然の世界において、政治、経済、社会、法律、教育、哲学、宗教、倫理、芸術、言論など、
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すべての文化領域は神の心情(愛)を土台にするから、人間は愛を実践しようと努力するのである。その

ようになるとき、ここに心情文化、愛の文化が立てられるようになる。そのとき、知的活動、情的活動、意

的活動は愛を中心して統一されるようになる。それが統一文化である。本然の世界の文化を心情文化ま

たは愛の文化と呼ぶ理由はそのためである。 

 

(2) ロゴス的存在 

 ロゴスという言葉は原相論で明らかにしたとおり、原相内において創造目的を中心した内的授受作用

の産物（新生体）を意味するのであり、同時に神の構想、理法を意味する。創造目的は心情を土台にし

ているから、ロゴスの基盤も心情である。宇宙は言すなわちロゴスによって創造されたので、理法によっ

て支えされている。したがって宇宙の背後には、神の心情（愛）がいつも作用している。人間もロゴスによ

って創造され、ロゴスによって生きるようになっているから、人間はロゴス的存在である。人間がロゴス的

存在であるとは、人間が理法的存在であることをいう。ここで理性と法則の特性は、それぞれ自由性と必

然性なので、ロゴス的存在であるということは、自由性と必然性を統一的に持っている存在であることを

を意味する。すなわち人間は、自由意志によって行動する理性的存在でありながら、法則によって生き

る規範的存在である。 

  人間はロゴス的存在なので法則に従おうとするのが本来の姿である。人間が守らなければならない法

則とは、宇宙に作用している法則、すなわち授受作用の法則をいう。ところで原相において、ロゴスが形

成されるとき、その動機は心情である。したがって宇宙の法則は愛(心情)がその動機であったし、愛の

実現がその目的であった。存在論でいうように、家庭は宇宙の秩序体系の縮小体である。すなわち宇宙

に縦的・横的な秩序があるように、家庭においても縦的・横的な秩序がある。 

 

  (3) 創造的存在 

   人間が創造的存在である理由は何であろうか。人間は神の創造性に似たとき、創造的存在となる。

人間が責任分担を果すとき、神の創造性に完全に似るようになっていた。しかし人間は、成長期間に堕

落することによって神の創造性を完全に受け継ぐことができなかった。神の創造性とは、宇宙と人間を創

造した神の能力をいう。神が人間に創造性を付与した目的は、人間がその創造性を活用して、万物と人

間を愛して主管するためであった。主管とは、物的対象(自然万物と財貨)を管理し扱うことと、人的対象

(部下、年少者、追従者など)を治めることをいう。すなわち産業、企業、政治、経済、科学、教育などの

分野において、人的・物的対象を愛し、治め、管理する、すべての事が主管の概念に含まれる。人間の

主管生活は、神の愛を中心した本来の創造性として行われなければならない。科学は主管の学問とし

て創造性と一番深い関連のある学問である。だから科学は事物を扱うとき、物質そのもののみならず、

愛すなわち精神的価値もともに扱わなければならない。そのようにするとき、初めて殺戮兵器の開発、公

害、生態系の破壊など、さまざまな問題が根本的に解決されるのである。 

 

  (4) 格位的存在 

  人間は神様の関係性に似て、主体格位と対象格位を持っている。 言いかえれば、人間は主体格位
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と対象格位を一緒に持った格位的存在である。対象格位とは、対象が主体の主管を受ける立場、すな

わち主体にいつも美と喜びを返す位置にあることをいう。主体格位とは、主体が対象を主管する格位で

ある。主体の主管を受ける対象の実例を挙げれば、神の主管の対象は人間と万物であり、国家の主管

の対象は国民であり、親の主管の対象は子女である。先生の主管の対象は弟子・学生であり、上官の

主観の対象は部下である。人類全体の主管の対象は個人である。ところで主体が対象を主管すること

に、一定の心的態度が要求される。これを主体意識というが、なによりも主体には対象に対する絶え間

ない関心が要求される。主体はいつも対象に対して忘卻地帯がないように、対象が疎外意識を感じな

いようにしなければならない。対象を主管することにおいて、一番重要な主体意識は対象に対する真の

愛であって、主体は対象に無限な愛を施さなければならない。それは真の愛によって永遠な喜びと幸

せと理想、そして生命が蘇るからである。一個体は主体である同時に対象の位置にある、すなわち連体

であるから、一個体は同時に二重格位に立つようになるのである。こんな格位を連体格位であるという。

連体格位に立つとき、要求される心的態度を連体意識という。 人間は二重格位の中で主体格位よりは

対象格位を優先しなければならないし、目的の中では個体目的より全体目的を優先しなければならな

い。対象意識の基盤の上で主体意識を立てるのが本然の姿勢だからである。 

 

IV. 統一思想から見たヤスパース哲学の批判 

 

ヤスパースは世界内で満足を感じることができず、人間の本来の姿である自分自身を探した。そして私

自分である実存が何なのかを探求した。ひいては超越者に対しても探求した。言い換えれば、非本来

的な人間をまず探求し、次に非本来的な人間から本来的な人間を、そして超越者へと上がる方式で探

求した。これに対して、統一思想はまず神を探求し、神から本来な人間の姿を捜し出して、本来な人間

の姿に照らして、非本来な人間の姿が何なのかを見い出す下向の方式を採択している。統一思想がこ

おような方式をとっている理由は、本来的な人間の姿が分からなくては非本来的な人間の姿が分かりに

くいと見るためである。 

統一思想から見るとき、ヤスパースが見出した本来的人間である実存は、本来的人間の多くの姿の

中の極めて一部分に過ぎない。人間は神の姿に似ていている。人間の本来の姿は神相に似た神相的

存在であり、神性に似た神性的存在である。そして原相の格位を似た格位的存在である（ 要綱、本性

論を参照）。 その中で、ヤスパースは神相的存在の一部分を本来てきな姿としたのであった。そしてヤ

スパースにおいて、実存とは本来的実存ではない可能的実存であった。しかしヤスパースはなぜ人間

は可能的実存として、超越者から落ちるようになったのか、説明することができない。またなぜ人間は限

界状況を通過する時に超越者に会うのであろうか? ヤスパースはこれに対して明らかにしていない。し

かしこれが明確にされない限り、本来の自分は何なのか、またいかにして本来の自己を回復するか、具

体的にわからない。 

統一思想によれば人間は創造目的を完成するように創られた。創造目的は創造理想の実現にある。

そして「創造目的の完成とは、三大祝福の完成、すなわち人格の完成、家庭の完成、主管性の完成を

意味する。ところで人間始祖であるアダムとエバは、成長過程において神のみ言を守らないで、人格が
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未完成のままで堕落し、非原理的な愛を中心として夫婦となり、罪の子女を繁殖するようになった。その

結果、全人類は神から離れてしまった」 （要綱、 276ページ）。 したがって人間は非原理的な愛を捨て

て神に帰り、神の愛を中心として創造目的を完成するのが本来的な自己を回復する道である。統一思

想によれば、人間の本性は人間が神様の創造目的を実現するとき、現われるようになっている。 

ヤスパースはキェルケゴールと同じく、自己自身に関係しながら超越者と関係する存在になることが

実存だと言った。これは統一思想から見るとき、三大祝福すなわち個性(人格)完成、家庭完成、主管性

完成の中の第一祝福である人格完成のみを扱っている。言い換えれば、それは統一思想のいう人間本

性の「性相と形状の統一体」にあたる。ここで性相と形状の統一体とは、生心と肉心の統一体と同じ意味

である。統一思想では「肉心が生心に従って、生心の機能がよくなされれば、霊人体と肉身は共鳴する。

この状態が人格を完成した状態、すなわち本然の人間の姿である」（要綱、 234ページ）。 

 ヤスパースは他人と付き合うことを通じて愛を実践しなければならないと言ったが、この愛もキェルケゴ

ールと同様、覚束ない。「真の愛」である神の愛は、温情を持って対象を限りなく慈しもうとする情的な衝

動であって、この愛が家庭を通じて、四つの対象に向かう愛、すなわち父母に対する子女の愛、夫婦の

愛、子女に対する父母の愛、子女相互間の愛として、分性的に現われる。この四対象への愛を基本に

するとき、他人との付き合いにおける愛が円満になる」（ 要綱、 277ページ）。 

ヤスパースは実存の交わりは緊張の関係であり、愛の戦いであると言った。しかし統一思想から見ると

き、愛の本質は喜びである。したがって本来の愛は、緊張や戦いとして表されることでは決してない。ヤ

スパースは人間が限界状況を通過することで超越者に会えるとしたが、その理由を明らかにすることが

できない。ただ彼は、人間が限界状況に直面して、挫折を直視して、真摯にそれを受け入れることで神

に出会うと言った。しかし限界状況に直面して挫折を真摯に受け入れた人の中には、ニーチェのように、

神からもっと遠くなった人もあり、キェルケゴールのように、神にもっと近くなった人もいる。どうしてそのよ

うなことが起こるのであろうか? その理由がヤスパースの哲学では明白ではない。統一思想によれば、

「万物は原理自体の主管性または自律性によって成長するようになっているのに対して、人間は成長に

おいての原理の自律性、 主管性のほかに自己の責任分担が要求される」（ 要綱 77ページ）のである。

人間は神のみ言を守らないで神から離れ、悪の主体であるサタンの主管下に置かれるようになったので、

無条件に神に帰ることはできないのである。人間は自己の責任分担すなわち一定の贖いの条件、蕩減

条件を立てることによってのみ、神に帰ることができるのである。したがって「ヤスパースの限界状況にお

ける絶望と挫折は蕩減条件に相当するのであり、その条件をみ旨にかなうように立てることによって、人

間は神の前に近づくことができるようになる」（ 要綱、 277ページ）。 

 人間は限界状況において苦痛を耐えながらも、「求めよ。そうすれば、与えられるであろう。捜せ。そう

すれば、見い出すであろう」(マタイ 7:7)とあるように、自己中心を捨てて絶対的な主体である神を捜そう

と思う対象意識を持たなければならない。自己中心的な主体意識のみを持っているとか、怨念や復讐

心を抱いているかぎり、いくら限界状況を通過しても、神に出会うことはできない。 

ヤスパースは、存在自体は世界定位における経験的実在でもなく、実存照明での実存の訴える実在

でもなく、超越者であると主張した。しかしヤスパースは経験的実在と実存そして超越者の係わり合いを

説明することができなかった。統一思想によれば、「人間は神に似せて創造され(創 1:27)、 万物は人
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間に似せて創造された。神は宇宙創造に先立って、心の中でまず神に似せて人間の像(姿)を描いたの

である。そしてその人間の像を基本にしてそれに似せて、万物を一つ一つ創造したのである。これを相

似の創造といい、このような創造の法則を相似の法則という」（ 要綱 169ページ）。 

ヤスパースは実存の覚醒が私たちを超越者への意識へと導いて行くが、超越者を経験するのには十

分ではないと思って、超越者を表現する空間である暗号解読をしなければならないと主張した。暗号の

解読において超越者を現在化することができる可能性が入っていると考えたのである。しかし統一思想

によれば、暗号を解読することで人間は超越者に会うと言っても、暗号解読によって知られたのは象徴

的な神に過ぎない。したがって暗号解読だけでは神の真の姿を理解することができない。「神の創造目

的と人間堕落の事実が分かって、信仰生活を通じて神の三大祝福の実現のために努力しなければなら

ない。そのようにして神の心情を体恤することができ、神の実存を把握することができるのである」（ 要綱 

278ページ）。 

ヤスパースは超越者を把握するための最も重要な根本暗号について、三種類の根本暗号を言って

いる。根本暗号は第一に「一なる神」である。第二は「人格神」である。第三は「神が人間になった」という

ことである。ところでこれらはヤスパースが言うように、ギリシア的で聖書的な根拠からきたものである。今

日の地球村時代において、ギリシア的で聖書的な根拠とは狭小なことではないか? ここに東洋思想的

根拠まで提示されなければならないであろう。統一思想から見れば、ギリシアと聖書そして東洋思想t期

根拠まで含んで、新たに根本暗号を提示することができる。それは本性論で説明していることである。統

一思想から見るとき、根本暗号は次のようである。 

第一に神様は本性相と本形状の二性性相の中和的主体である。第二に、神は陽性と陰性の二性性

相の中和的主体である。第三に、神は性相と形状、陽性と陰性の普遍相だけでなく個別相を持ってい

る。第四に、神は心情的存在である。第五に、神はロゴス的存在である。第六に、神は創造性を持って

いる。この中で一番重要なのは「心情的存在」である。心情は神の属性、特に性相の最も核心になる部

分であって、愛を通じて喜ぼうとする情的な衝動である。私たちは神の心情を体験することにより、象徴

的な神でなくて、生きておられる神にお会いできるのである。ここにヤスパースの暗号としての神を乗り

越えることができるのである。 

 

V. 結び: 世界哲学の理念とその可能性 

 

現代のすべての人間生活は総体的で急激な変化によって、今までとはまったく異なる意味を持つように

なった。人類は交通の発展により、相互に交流を始め、今日にいたり、情報通信技術の目覚しい発展は

迅速な交流ができるようにすることで、全地球を一つのネットワークに結んだ。ここに一つの同一な歴史

が始まり、人類は同じ運命を担って行くようになった。このように極端に変化する条件の下で哲学するた

めには、精神の新しい形式が不可欠である。それは古代から伝わる永遠なるものを時代状況にあわせ

て、私たちの器に盛るために、新たなことを要求することである。ヤスパースはそのような新しい思想を世

界哲学と呼んだ。世界哲学とは、理性の機関になることであり、思惟の可能性を包括する体系学になる

ことである。世界哲学は理解の中に作用する限界ない開放性であって、最高に含まれた可能性を伝達
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することができる。したがって世界哲学は一つの人類のために、普遍的な交際領域を用意しようとする

思想である。だから世界哲学は誰にも理解可能なことではなければならないし、世界全体の哲学ではな

い、民主的な哲学にならなければならない。（ ヤスパースの世界哲学に対しては、文芸出版社、1999。

第5節 「ヤスパースの基本構想の結果としての  哲学の世界史と世界哲学に対する企画と展望」

(149-162ページ) 参照）。 

ヤスパースにおいて、世界哲学はまだ現実的実在ではなくて近い未来の哲学であった。彼は世界哲

学の理念にたいして、すでによく分かっているからというよりはむしろ、予感しながら試みているという立

場で言及している。「私たちはヨーロッパ哲学の夕暮れ期から現時代の暗闇を越えて、世界哲学の黎明

に至る途上にある」（ Jaspers, Rechenschaft und Ausblick, Muechen, 1951. 391ページ）。 統一思想が

宗教の統一、中心史と周辺史の統一、民主主義と共産主義の統一、西洋文明と東洋文明の統一、そし

て思想と価値観の統一を追求していることを見るとき、ヤスパースが成すことができなかった世界哲学を

現実的に定立しようとする目標を持っているように見える。何故ならば、このような統一なくては、やがて

到来する未来の理想社会に備えることができないと見るからである。このような意図は、統一思想が「宗

教的差異、文化的差異、思想的差異、民族的差異などを乗り越えることができる評価基準、すなわち人

類に共同される価値評価の基準」 （要綱 306ページ）である絶対価値を定立しようとする所に見ること

ができる。そして「統一思想は人類の親である、すべての宗教を設立した最高の中心である神の真の愛

によって、対立する諸民族と諸宗教を和解せしめて、人類一家族の理念を実現すると同時に、人類の

すべての難問題を根本的に解決することによって、永遠なる神の真の愛による理想世界を創建しようと

する神の思想である」 （要綱 2ページ）と規定しているところに、統一思想が世界哲学を志向しているこ

とが分かる。 

統一思想は実際にどのようにして世界哲学を実現することができようか? 私たちの経験からいえば、

そのような試みは不可能である。民族と国家の統一性、宗教の統一性、文化の統一性は存在している

が、このような統一性は普遍性を欠いている。今日まで人類は統一性を追求してきたが、究極の目標に

達することはできなかった。以前にそのような試みをした人たちは、視野が狭かったために、西洋では西

洋に、中国では中国に限定された統一性を主張したのであった。歴史上初めて人間相互間の理解と紐

帯が可能となる世界哲学はいずこに存在するのであろうか? そういう可能性にたいしては日増しに懐疑

的になっている。 

フクヤマは資本主義を基礎とした自由民主主義において、可能性を見ている。彼によれば自由民主

主義は君主制、ファシズム、共産主義のイデオロギーを崩壊せしめて、唯一の政治体系になっているの

で歴史の終末になりうると主張している（ フランシス・フクヤマ、歴史の終末、一心社、1992、10ページ）。

私たちをこれ以上満足させてくれることができる他の社会制度はあることができないし、歴史の進歩はこ

れ以上起きる可能性が全くないという（同上、12ページ）。 

  統一思想は西洋の自由民主主義に基づいた世界哲学は近視眼的であると評する。「何故ならば、資

本主義経済の構造的矛盾による労使紛争及び貧富の格差の深刻化と、それに伴う価値観の崩壊と社

会的犯罪の氾濫、そして科学技術の先端化による犯罪技術の先端化、産業の発達による公害の増大

などは資本主義の慢性的な病弊として、資本主義を衰亡させる要因になるかもしれないないからであ
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る」 （要綱 81ページ）。 統一思想は民主主義が文明の最終段階であることを否定し、新しい発展の前

奏曲として見ている。人類全体を結んで和合せしめ、さらに統一性を提供する根源性は、自由民主主

義より高い根源性である神においてのみ、その根拠を求めることができる。したがって世界哲学は神に

対する関係において決定的に表わされるのである。 

統一思想は世界哲学になるためのいくつかの条件を提示している。第一に、既存のすべての宗教の

根本的な教えと、すべての思想を抱擁しなければならない。そのためには、すべての宗教を立てた根源

者が神であるから、神の属性、創造目的、宇宙創造の法則(ロゴス)などを正確に理解しなければならな

い。第二に、唯物論や無神論を克服しなければならない。第三に、科学を包容し導かなければならない。

最後に、このような内容を持った世界哲学は、絶対者である神の真の愛を中心した「絶対価値」（統一思

想が主張する絶対価値に対しては、統一思想要綱 第4章価値論を参照）に基づいて定立されなけれ

ばならない。ここで世界哲学になるためには、絶対価値の定立が特に重要であるが、その理由は宗教

統一、思想統一も価値観の統一として可能であるからである。統一思想は世界哲学の中心になる新し

い価値観が、その絶対性を保障されるために、神学的、哲学的、歴史的根拠を提示している（ 要綱 

321-328ページ参照）。 

統一思想によれば、世界哲学は唯一なるものとして存在しながら、すべての他のものを支配する排他

的な要求ではなくて、多様な哲学を共にする中で生じる統一性である。世界哲学を成立させるために、

「あえて新しい宗教や哲学を立てる必要はなく、既存の宗教や哲学を残存せしめればよいのである。今

日まで、仏教などが残されて来たのはそのためである」（要綱 484ページ）。 

 統一思想は西洋哲学的に理論化したものなので、その中にはキリスト教思想と西洋思想的要素が当

然入っている。その外にも統一思想には多様な思想の要素をうかがうことができる。統一思想において、

韓国の伝統思想的な側面を見ることができる。 

宗教学者Lee Ung-Bongは 「現在はアリストテレス的な哲学体系を持って、神を論証する方式が受

け入れられず、宗教哲学においても、ほとんど光が見られない。これからはプラトンやアリストテレスのよ

うに静的で構造的な哲学体系よりは、東洋の陰陽思想とその下に韓国人の心情的なものが反映されて

体系化された統一原理が、動的な論議を充分に含んでいるので、大きな脚光を浴びるであろう（ 聖火

社編集部、統一原理研究、聖火社、1981、35ページ）。 

哲学者Ｃｈｏｉ Dong-Heeは「統一原理は、西洋哲学の形相と質料とは多少異なる性相と形状を立て、

東洋哲学の陰陽説とも多少異なる陽性と陰性を立てている。これは東洋思想と西洋思想を総合して統

一しようとする韓国思想の立場ではないだろうか?」と言う（同上、47ページ） 

李恒寧ンは「統一原理はキリスト教の伝統を受け継ぎながら、韓国思想の要素を持っている。キリスト

教的な要素と韓国的思想の要素がいかに調和するかということが問題であるが、統一原理の中では両

者が十分に対話しあっており、現実的に両者の統一が成り立っていると思う。いまだ韓国思想自体が充

分に啓発されるとか、定立されることができなかった状況において、今日統一原理との具体的な比較検

討をなすことは困難であったが、これから長らく私たちが倦まず弛まず推進させなければならない課題

であると思う」（同上、133ページ）。 

また統一思想において、儒教思想的な側面を見ることができる。Lee Byong-Do博士は 「統一原理
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で正分合作用を言っているが、それはHegelの弁証法と異なっている。ヘーゲルにおいては、正が矛盾

を内包していて、それを乗り越えて合となる正反合の論理である。しかし統一原理の正分合を中庸の

「喜怒哀楽之未発謂之中 発而階中節謂之和」と照らし合わせて見れば、中を正と見ることができ、喜

怒哀楽は分と見ることができるし、発而階中節は合と見ることができて、とても相通じている。そして太極

図説も同じだと思われる（同上、 313ページ）。 

儒学者Yoo Jong-Dongは「どう見ても統一原理には儒教的な要素が強く入っていると感じました。そ

して儒教の論理が信仰的なものと連接される可能性を統一原理の中に見出すことができないか考えて

見た。中和的主体という表現を関心をもって見たが、これに対する儒教経典の展開は周易と中庸にある。

周易は陰陽関係を説明するものであるが、これを一つに説明するのが中庸である。中庸は精誠性(誠)

に帰一されるが、その意味がまさに中和的主体だとすれば、儒教の中庸も信仰の道と通じているといえ

る」（同上、26ページ）。 

さらにまた統一思想において、仏教思想的な側面を見ることができる。仏教学者Jon Tae-Hyongは、

統一思想においてキリスト教より仏教的な要素を見ている。「蕩減とは、条件的に救援を受けるというの

で興味ある内容である。キリスト教の放蕩息子の比喩は、息子が帰って来たので無条件受け入れていｒ

が、それは段階的な蕩減ではない。仏教では無条件ではなくて、自分が犯した罪は自分が反省するま

で苦労をさせる。それで段階的になされたと考えられる時、受け入れる。このような仏教の放蕩息子の比

喩は法華経にあるが、統一原理の内容と似ているのである」（同上、 207ページ）。 

統一思想の中にあるこのような多様な要素は、批判的に見るとき、折衷的であると批判され、肯定的

に見れば、総合したと評価されるであろう。統一思想に対する研究がさらに行なわれれば、もっと客観的

な評価が可能だろうと思われる。 

以上、統一思想の多様な性格を提示して、多様な哲学が統合されうる可能性を提示した。しかし統一

思想が世界哲学として登場するためには、概念の精巧化と、他の思想との関係を比較検討しなければ

ならないし、世界哲学史の中で統一思想の位置を確かにするために、統一思想の立場から見た世界哲

学史も必要である。統一思想が世界哲学として現われざるをえない必然性を根拠づけるために、世界

史の記述も必要であろう。そのためには一人二人の努力では不可能であり、多くの学者たちの助けを借

りなければならないであろう。韓国哲学界も、ヤスパースが提示し、統一思想が実現しようとしている「世

界哲学」の理念を論ずることはどうであろうか。韓国哲学は実に豊かな内容を持っている。Choi 

Chi-Wongがいう儒仏仙三教を含んだ韓国伝統の風流、およそ 2000年に近い儒教と仏教思想、そして

近世に流入し、韓国社会に大きな影響を及ぼしているキリスト教と西洋思想などがそうである。今日、韓

国哲学界は、各自の領域でばかり活動していて、世界哲学の産出のためには努力が足りないようだ。韓

国哲学の豊かな内容が世界哲学を産出しうるとき、韓国哲学は世界の哲学界にたいして、大いなる貢

献ができないであろうかと考えるのである。 


