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（一）和辻倫理学の特徴 

 日本近代の思想家・和辻哲郎（1889～1960）は、「倫理

学」を「間柄」（人間関係）で構成することで、デカルトの

コギト（cogito）にはじまる西洋近代哲学とはことなる思想

の可能性を示した。『倫理学』（序論）に次のように言う１。 

 

  倫理問題の場所は孤立的個人の意識にではなくしてま

さに人と人との間柄にある。だから倫理学は人間の学  

なのである。人と人との間柄の問題としてでなくては行為

の善悪も義務も責任も徳も真に解くことができない。 

 

 「人間」とは、「人の間」という意味であり、「人と人と

の間柄」にある存在であるという。すべて人間は、他の人

間と何らかの関係のなかにある。人間は、人と人との間に

あってはじめて人間として存在する間柄的存在である。つ

まり、間柄（人間関係）が人間を人間たらしめる。 

 しかし和辻の独創性は、さらにこの「倫理学」の提唱と

同時に「日本倫理思想史」を構想したことにある。日本思

想の伝統には「厳密な意味」での「倫理学」はなかった（『日

本倫理思想史』緒論２）。倫理学は、主としてヨーロッパの

文化伝統に成長した学問である。とはいえいかなる原始社

会でも、人間は互いの意志を示しながら一定の様式のなか

で共同に生きている。ある文化の伝統に「倫理学」がなく

ても、その社会に「倫理」がなかったということはありえ

ない。神話や文学、あるいは儀礼・制度・法律などに表現

されたものは、「倫理」を理論的に反省したものではないが、

普遍的な「倫理」の具体的な現われであって、これを「倫

理思想」と呼ぶわけである。 

 和辻が「倫理思想」を重視したのは卓見であった。日本

のように「倫理学」の伝統のない文化においていかに「倫

理」の問題を考えるかということが、「倫理思想」の学問的

課題であった。 

 この問題は、思想における普遍（倫理学）と特殊（倫理

思想史）についての考察である。普遍は、普遍のままでど

こかに存在しているわけではない。普遍は、必ず特殊とい

うかたちに現象して現われる。普遍と特殊とは別のもので

はない。しかしといって特殊がつねにそのまま普遍である

わけではない。では特殊は、いかにして普遍になるのか。

特殊は自己の特殊性を認識しつつ、たんなる特殊にとどま

ることなく普遍を求めるということである。ここにおいて

特殊（倫理思想史）と普遍（倫理学）とは別のものではな

く、ひとつのものであると理解されることになる。 

 ちなみに『日本倫理思想史』（緒論）で、和辻は①「倫理」、

②「倫理学」、③「倫理思想」の語を区別している。以下は

これを表にして整理したものである。 

 

 言語化される以前 言語化されたもの 

普

遍 

①「倫理」：人間存在の

理法 

②「倫理学」 ：普遍であ

る「倫理」を、学として理

論的に反省したもの 

特

殊 

特定の社会構造におけ

る特殊の行為の仕方 

③「倫理思想」：「特殊の行

為の仕方」を、学と呼ばれ

るほど整ってはいないが、

ロゴス的に自覚し言語に

表現したもの 

 

（二）和辻倫理学における「人間存在の二重構造」 

 和辻倫理学は「間柄」の倫理学である。日本文化の特徴

を説明する場合、しばしば欧米文化の「個人主義」「罪の文

化」に対して「集団主義」「恥の文化」があげられる３。古

くは聖徳太子の「和を以て貴しとなす」があり（十七条憲

法）、和辻の「間柄」もこの立場を受けつぐと考えられてい

る。 

 そこで和辻の倫理学あるいは倫理思想史にかんして「日

本的エートス論」「日本的思惟様式論」であると誤解するむ

きがある（子安宣邦「日本思想史の問題－日本の思想像と

思想史の方法―」４）。この解釈は、いうまでもなく和辻の

趣旨を理解することなく問題を矮小化している５。 

 「間柄」の倫理学は、以下のべるように「人間存在の二

重構造」として展開する。「間柄」は特殊な倫理思想ではな

く、「人間存在の二重構造」という倫理学の普遍性にかさね

られていく。 

 和辻は、「人間」を「個人」（個別性）であるとともに「社

会」（全体性）であると説明し、これを「人間存在の二重構

造」と呼ぶ。『日本倫理思想史』（緒論）は「倫理」につい

てつぎのようにいう。「人間はたゞ社会においてのみ個人た

り得るとともに、また個人を通じてのみ社会たり得るので

ある。さうしてこの構造の原理が「倫理」にほかならない」。
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あたりまえでなんでもない議論にみえるが、たいへん重要

なことを指摘している。 

 和辻は、「個人」と「社会」の関係を、個人が先にあって

社会があるのでもなく、またぎゃくに社会がはじめにあっ

て個人があるのでもないととらえる。つまり、個人を単位

として社会が構成されているのでもなく（個人主義）、一つ

の有機体あるいは機械のようなものとして社会があって、

個人はその器官・歯車であるとするのでもない（集団主義）。 

 『倫理学』（序論）では「二重構造」を「対立的なるもの

の統一」であるという。「個別人」はあくまでも「社会」と

はことなる。「社会」ではないから「個別人」である。した

がってこの「個別人」は「他の個別人」と共同的ではない。

「自他は絶対に他者である」。しかも、「相互に絶対に他者

であるところの自他」が、それにもかかわらず「共同的存

在」において一つになる。こうして人間は、「個別人」と「社

会」、「自」と「他」という「対立的なるものの統一」とし

てある。 

 「個人」と「社会」は「対立」し、「対立」しながら「統

一」する。「二重構造」とは一種の矛盾なのである。とはい

え、一体これはなにを意味するのか。 

 和辻は、矛盾を運動として説明する。矛盾は本来ありえ

ない。ゆえに運動となる。「二重構造」は「否定の運動」で

ある。「否定の運動」とは難解なことばであるが、ようする

に、個人（個別性）と社会（全体性）とが、相互に否定し

ながら関与し続けることを意味する。 

 個人は、社会のなかに生まれる。生まれた時から母があ

り父があり、ようするに人間関係のなかに生まれる。しか

し、だからといって個人は、この人間関係に埋没して没個

性的に生きるわけではない。人は成長するにしたがい自意

識をもつ。自己は、他者とちがったかけがえのない存在と

なる。こうして個人は、社会を否定して個人となる。個人

は、社会に対立することで自己の存在を自覚する。しかし、

社会を否定し、社会の外に出てしまえば、孤立的個人でし

かない。かけがえのない存在であったとしても、社会から

無縁に孤立して生きることに充足はない。そこで、さらに

この立場を否定し、ふたたび社会に関与する運動がある。

「否定は否定の否定に発展する。それが否定の運動なので

ある」（『倫理学』）。 

 ようするに、個別は全体を否定して個別となり（否定）、

さらにこの個別がみずからの個別を否定して全体を回復す

る（否定の否定）。個人（個別性）と社会（全体性）とは、

この「否定」の絶えざる運動でつながる。「否定の運動」と

は、「否定」の無限の運動であり、これを和辻は、「絶対的

否定性」と呼ぶ。 

 この問題をさらにべつの視点から考えてみる。 

 

(A)    (B) 

 

 
 

（三）道元の仏教思想 

 和辻が人間を矛盾する「二重構造」ととらえたことを紹

介したが、これに類する考え方は日本思想にいくつもある。

またここではふれないが西洋思想にもある。これらをなら

べてみてこの問題が一体なにを意味するのか、議論の行方

をおってみたい。 

 以下、和辻倫理学とはまったく関係ないかにみえる道元

（1200～1253）について考える。 

 

 【１】「修証一等」――日本仏教の特殊性 

 道元の思想は、それまでのいわゆる仏教とはことなる独

特の構造をもっている。たとえば「修証一等」とか「生仏

一如」などのことばで表される事態は、通常の修証観とは

きわめて異質である。 

 「修証一等」とは、修行と証果とが一つであることをい

う（弁道話 1-28６）。ふつう手段と目的とは明らかにことな

るものである。修行（手段）とそれによって得られる証果

（目的）とは別のものであるが、ここでは「一等」である

という。手段と目的とは別なものではない。つまり、修行

が即証果となることをいう。 

 
 上の図で、「修証一等」「生仏一如」を説明する。（A）の

修  証  一等 

生  仏  一如 

｜    ｜ 

手段 目的 

凡夫 仏 

群生 諸仏 

｜    ｜ 

※ 個人→社会 

個人←社会 

≪否定の運動≫ 

個
人
・
個
別
性 

 

社
会
・
全
体
性 

(A)   (B) 
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縦の系列にある「修」「生」は、凡夫・群生が修行をするこ

とを意味する。つづいて（B）の縦の系列にある「証」「仏」

は、凡夫・群生が修行の結果さとりをひらき、仏となるこ

とを意味する。「修証一等」「生仏一如」とは、この手段と

目的とが一つになり、凡夫・群生と仏とがかさなることを

意味する。 

 （A）の系列は、凡夫が所属し生活する現実世界である。

一方（B）の系列は、仏の所属する仏世界である。ふつう

（A）の現世の外部に（B）の他界（仏世界）があると考え

る。（A）の世界に真実・真理（さとり）はない。真実の存

在する場は、（A）の外にある（B）の世界である。それゆ

え修行してさとりをもとめる。しかし「修証一等」「生仏一

如」というと、（A）の現世と（B）の仏世界とは別の世界

ではなく、かさなることになる。したがって真理は（A）の

世界にもある。 

 こうしてさとりは今ある自己と別の所にあるわけではな

いことになる。今ここに真理がある。仏の世界（涅槃）と

いっても、この現実（生死）以外になにか特別な世界があ

るわけではない。現に今あるこの世界こそが仏の世界にほ

かならない。こうして現実を離れた神秘的宗教的世界や、

さとりと称する特別の精神世界の存在を否定する。 

 「現成公案 1-53」は「花は愛惜にちり、草は棄嫌におふ

るのみなり」という。仏の世界においても、花が散るとき

は花を惜しみ（愛惜）、草が生えれば草を嫌う（棄嫌）。「菩

提」（さとり）といっても、特別な精神状態があるわけでは

なく、「愛惜」・「棄嫌」という日常の「煩悩」（感情）があ

ることに変わりはない。 

 以上を図示するとつぎのようになる。   

       

 

 

 

 

 （A）においては、すべてのものがばらばらにある（万法・

差別相）。まづ他者との関係では、自分は自分、他人は他人

として、個々人はエゴイズム（利己主義）のなかにある。

また自然との関係では、人間は人間、自然は自然として峻

別し、自然は人間に対して利用されるために存在する。こ

れはいわゆる人間中心主義（anthropocentrism）である７。 

 これに対して（B）においては、すべての存在は一つで

ある（一如・平等相）。すべては網の目状の関係の総体にあ

る。一つの存在は、他の全存在とつながっている。一つの

存在に、他のすべての存在が映し出されている。ここにお

いて自分と他人、人間と自然は相互に関連する。「一顆明珠

1-182」に「尽十方世界、是一箇明珠（世界全体は一個の輝

き光る玉である）」という。存在するものすべてが一つのつ

ながりのなかに現れたとき、世界全体が光り輝くというこ

とである。 

 さとりとは、人間がそれぞれ孤立して獲得するような特

殊な精神状態を指すのではない。全世界とのかかわりにお

いて、人はそれぞれのさとりをえる。さとりとは、全世界

との関係のありようである。さとりにおいて、全世界は一

つのまとまった全体となる。 

 以上、道元の独特な思想構造を「修証一等」「生仏一如」

という基本的な概念から説明した。つぎにではこの構造が

どのような問題を含んでいるかを考えたい。つまり（A）の

世界と（B）の世界が一つになるあるいはかさなるという

ことはどういうことなのか。 

 

 これについては、まず日本仏教の特殊性として解釈する

ことができる。ひとくちに仏教といっても、日本仏教とイ

ンド仏教とでは思想内容はまったくことなる。たとえば日

本仏教でくりかえされる考え方に「煩悩即菩提・生死即涅

槃」「草木成仏」などという、おそらく釈迦じしんは考えも

しなかったであろう命題がある８。（A）の世界と（B）の世

界がかさなるとこの考え方がでてくる。 

 これをさらに検討すると、「仏」というもっとも根本的な

概念の定義自体が日本仏教ではことなることが明らかにな

る。このことはべつに不思議なことではない。釈迦のイン

ド仏教と道元など日本仏教は、時代もちがうし場所もちが

う。したがって社会組織や生活形態もちがうわけで、同じ

思想であるはずがないということである。「仏教」といって

もひとつのものではなく、本来ことなる宗教の集まりと考

えたほうがわかりやすい。 

 このようなこともふまえて日本仏教の特徴をまとめると

つぎの三つの項目になる９。 

 

 （ア）徹底的な現実主義 

 （イ）神秘主義の排除 

 （ウ）緊張感のない堕落形態へおちいる可能性 

 

［差別相・万法］［平等相・一如］ 

［煩悩即菩提・生死即涅槃］ 

［無常者即仏性也］ 

生
死
・
煩
悩 

現
世
・
差
別
相 

涅
槃
・
菩
提 

仏
世
界
・
平
等
相 

※凡夫→仏 

凡夫←仏 

≪仏向上≫ 
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 簡単に補足する。［ア徹底的な現実主義］という特徴は、

（A）の世界と（B）の世界がかぎりなくかさなってくる事

態をいう。（B）の宗教世界は、（A）の日常世界の外に想定

されるのではなく、つねに日常世界の現実と一体のものと

してある。したがってこの立場は、現実から逃避して（B）

の世界に神秘的体験、宗教的エクスタシーをもとめるとい

うたぐいの宗教ではない。ここにもう一つの特徴［イ神秘

主義の排除］がある。 

 日本仏教は、（A）と（B）との間の緊張関係に成立する。

この緊張関係がなくなり、（B）に偏向すると「神秘主義」

におちいる。またぎゃくに（A）に偏向すると、無反省に現

実に安住してよしとする［ウ緊張感のない堕落形態へおち

いる可能性］に向かう。 

 

【釈迦の教え＝もともとの仏教】（A）→（B） 

［人］ 

（B）解脱……涅槃……菩提 

  ↑    ↑   ↑ 

（A）輪廻転生…生死…煩悩 

［物］ 

（B）［仏世界］…仏性 

        ↑ 

（A）［現世］ …無常 

【道元などの日本仏教】 

（A）≒（B）：（A）→（B）、（A）←（B） 

         （A）≒（B） 

［人］  煩悩即菩提 

     生死即涅槃 

             ∥ 

        即身成仏 

          （A）≒（B） 

［物］   無常者即仏性也 

              ∥ 

        ∥ 

           草木成仏 

【原始神道】shamanism animism 

【２】「仏向上」 ――日本仏教の普遍性 

 道元の思想構造を日本仏教の特殊性として見たが、しか

しまた別の解釈が可能である。（A）の世界と（B）の世界

が一つになりかさなることを、思想のより普遍的な問題と

して考えることができる。 

 道元は「仏向上」という。これもまたどくとくな考え方

である。「仏向上」とは、すでにさとりをひらいた仏が、さ

らにその上をもとめて向上することである（仏向上事

2-144）。仏とは修行の究極目的であったはずであるが、ほ

んとうの修行はこの境界に執着することなく、さらにこの

仏をも超える境界をもとめつづけよという。 

 「仏向上」を説明する「坐仏」ということばがある（光

明 1-287）１０。「作仏」ということばは通常の概念である。

仏（証）と作る（修）、修行して仏となる（さとりをひらく）

ということである。手段としての修があり、その結果目的

として証がある。これに対して「坐仏」とは、「仏」が「坐」

るということである。坐禅（修）をする仏（証）というこ

とである。仏（証）はすでにさとりをひらいているが、な

お坐禅（修）をつづけるという意味である。証にあってさ

らに修をつづける、仏でありながらさらに修行するという

ことである。「坐仏」ということばに「仏向上」が表現され

ている。 

 「仏向上」は「修証一等」とか「生仏一如」と一見関係

のない考え方に見えるが、じつはこれらはすべて論理的に

等価な思考である。 

 通常、修行とはさとりをもとめて（A）の世界から（B）

の世界に向かうことである。しかし「修証一等」「生仏一如」

では（A）と（B）とがかぎりなく近づくわけで、この説明

は成立しない。つまり、修行は（B）のさとりの世界に到

達してここに満足し、修行が完了するというものではない。

（B）に至ると、つぎに（A）にもどることが考えられてい

る１１。仏道修行は（A）→（B）→（A）→（B）・・・と無

限につづくことになる。かくて（A）と（B）との間を無限

に往復することで、（A）の世界と（B）の世界とがかぎり

なくかさなる事態が現われる。 

 「修証一等」「生仏一如」の考え方は、結局「仏向上」に

なる。「一等」「一如」といい（A）の世界と（B）の世界が

一つになるというが、これをどのように理解するかが重要

な問題なのである。（A）と（B）とはかさなっていて一つ

のものである。しかしこれは（A）＝（B）を意味するので

はない。むしろ反対に（A）≠（B）とすべきであり、この

二つの事態は相互に矛盾するのである。（上の表では＝のか

わりに≒を用いた） 

 ようするに人間それじしんが、（A）（B）の互いに相反す

る側面をもつということである。矛盾するがゆえに、（A）

と（B）とは同時に現われない。（A）の状態のときは（B）

はその背後に隠れる。（B）が現われるときは（A）は現わ

れない。「現成公案 1-54」では「一方を証するときは一方

はくらし」という。一方が現われているときは一方は隠れ

るという意味である１２。 

 仏道修行は（A）→（B）→（A）→（B）・・・と無限に

つづく。「修証一等」「生仏一如」の考え方は、人間存在を

（A）（B）の相互に矛盾する事態から理解する。しかし矛

盾は本来ありえないがゆえに、無限の運動となる。ここに

「仏向上」という考え方がでてくる。 

 「現成公案1-58」につぎのようにいう。 

 

 うを（魚）水をゆくに、ゆけども水のきは（際）なく、

鳥そら（空）をとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。

しかあれども、うをとり（魚鳥）、いまだむかしよりみづそ

ら（水空）をはなれず。只用大のときは使大なり（大きく

用いるときは使い方が大きく）。要小のときは使小なり（小
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さいときには小さく使う）。 

 

 「水」（全体）において「魚」（部分）が泳ぎ、「空」（全

体）において「鳥」（部分）が飛ぶ。「うを（魚）水をゆく

に、ゆけども水のきは（際）なく、鳥そら（空）をとぶに、

とぶといへどもそらのきはなし」というように、存在（部

分）はその場（全体）において無限の働きをして活溌自在

である。 

 「魚」も「鳥」も、「仏向上」という無限の活動のなかに

ある自在な存在である。すべて存在は、（A）の世界の個物

であると同時に、（B）の全体（網の目状の関係の総体）の

なかにあって存在する。（A）の個物は（B）の全体（網の

目状の関係の総体）を認識して、（A）の個物にもどるが、

この時たんなる孤立した個物ではなく、関係の総体を自覚

した個物となる［（A）→（B）→（A）］。こうして存在（個

物）は、それぞれの場（全体＝網の目状の関係の総体）に

おいて、全体から働きかける力を受けとめて自在に活動す

ることになる。 

 ちなみに「坐禅箴 1-244」では、宏智正覚 の「坐禅箴」

を引用し、坐禅において実現する境地をつぎのように説明

している。すなわち「（前略）水清んで底に徹つて、魚の行

くこと遲々。空闊くして涯りなし、鳥の飛ぶこと杳々（く

らくはるかなさま）なり」。澄みきった水は、どこまで行っ

ても果てがない。あるいは、世界が地水火風の四大からな

るのであれば、いわゆる川とか海の水だけが水なのではな

い。水は、全世界に遍満してどこにでもある。ゆえに、魚

は水を行けども、ついにその果てにたどり着くことはない。

澄みきった水を行く魚は、いくら進んでも、その世界の大

きさに比べれば「遅々」として停まるかに見える。「遅々」

とは、無限の場にあって、かぎりなく自在に進行するさま

を表わす。「涯り」なき空を行く鳥の「杳々」も、また同じ

である。存在は、無限の場にあって力を受け、自在の運動

をする。 

 

（四）その他の問題ー還元主義（reductionism）と全体論

（holism） 

 和辻倫理学は、人間を（A）「個人」（個別性）と（B）「社

会」（全体性）との「二重構造」でとらえた。また道元は、

（A）「現世（差別相）」と（B）「仏世界（平等相）」という

相互に対立する事態のなかで理解した。人間存在はこうし

て矛盾として理解される。人は、孤立した個体でありなが

ら同時に他者・他物とさまざまな関係のなかにある。矛盾

というのは、孤立の事態と繋がりの事態が同時に人間の意

識に現われることはないということである。孤立の時は当

然繋がりの意識はない。繋がりの時には孤立の意識はない。

この矛盾した両側面が、たえず交互に現われて人間の活動

を方向付けている。ゆえに「否定の運動」とか「仏向上」

という運動につながっていく。 

 この問題について和辻・道元以外にもさまざまな例があ

る。さいごにひとつだけ簡略に追加して、倫理学における

「人間とは何か」という存在をめぐる課題の一端にふれて

おく。 

 「還元主義」（reductionism）という近代の認識法がある。

これは全体を、部分あるいは要素に還元することで理解す

るという立場である。近代のわれわれは、物質（全体）を

分子や原子など（部分）によって説明し、あるいは生命体

（全体）を DNA（部分）に還元することで、その物質・生

命体について科学的な説明ができたと考える。また自然科

学だけではなく、社会科学あるいは哲学でも、個人（部分）

を一つの完結した単位ととらえ、社会（全体）をこの個人

の集まりと見る立場がある。このような認識法は、基本的

に主観と客観とを峻別する考え方を前提にする。主観は、

認識の主体であり人間のことである。また客観は、認識の

対象であり主として自然である。 

 この還元主義にたいして「全体論」（holism）という考え

方がある。これは「全体」を意味するギリシア語「ホロス

（holos）」に由来する。類似することばに全体主義

（totalitarianism）がありまぎらわしいが、いうまでもなく両

者はまったくことなる思想である１３。 

 「全体論」は古代からある世界観の一種である。全体は、

部分の総和としては認識できず、全体それじしんとして理

解しなくてはならないという考え方である。全体は、部分

のたんなる集合ではない。全体は、独自の存在としてあり、

部分あるいは要素には還元できないという。 

 たとえば人間（全体）は骨と臓器（部分）とでできてい

る。しかし骨と臓器を寄せ集めれば人間ができるかという

とできない。どういうことかというとそこに生命がある。

生命とは、骨と臓器（部分）の集合だけではない人間（全

体）を作りあげるなにものかである。つまり、全体（人間）

＝部分の集合（骨と臓器）＋関係（生命）ということであ

る。 

 全体論の具体的な実際はそれぞれの思想家でことなる。

たとえば道元については前掲「道元の全体論（ホーリズム）」

を、また『万葉集』にみられる全体論は前掲『日本人の感

情』を参照されたい。問題は、今日、科学と資本主義の根

本にある還元主義では、人間あるいは世界のすべてを説明

しえないということである。還元主義的な認識は、人間の

認識の一部にすぎない。もうひとつの重要な認識あるいは

世界観として全体論がある。今回の報告は還元主義と全体

論との指摘にとどまるが、今後のさらなる検討が課題であ
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る。 

(A)    (B) 
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る「国民道徳論」構想」、佐藤・清水・田中編『甦る和辻哲
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８ 「煩悩即菩提・生死即涅槃」「草木成仏」については、

高島元洋『日本人の感情』（ぺりかん社、2000、p.96、 118）
を参照。 
９ 高島元洋「アジアにおける思想の多様性と主体性ー日本

思想から考える」（『東アジアにおける儒教思想の倫理 思

想史的研究ー「人倫」概念を手がかりに』平成13 年度～

平成 15 年度・科学研究費補助金・基盤研究（C）（２）研
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１０ 注７参照。 
１１ この構造は、親鸞の往相・還相に対応する。高島元洋

「なぜ往相し、還相するのか」（『AERA Mook 親鸞が わか

る』朝日新聞社、1999）を参照。 
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