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はじめに 

 現在私は大学で哲学を研究し教育しておりますが、専門は西洋近世の哲学であります。

洋近世哲学には宗教も倫理も一応含まれてはおりますが、先生方もご存じのように、大学

の講座には(従って学界の専門分野には)、倫理学、宗教学という講座が哲学や哲学史の講

座とは別にございまして、そのそれぞれの専門家から見れば、私は半分素人のようなもの

であります。そのような私が高等学校の倫理の先生方の前で「宗教と倫理」についてお話

ししようというわけですから、かなり無謀なことであると言わざるをえません。 

ですから、講演を始めるにあたって、これからお話しする内容は、いわゆる宗教学や倫

理学の最新の研究成果を十分に踏まえたものとは言い難いということをお断りしておかな

ければなりません。むしろ、これまで私が哲学を勉強してきたことに基づいて、私なりに

現在考えている「宗教と倫理」の関係についての意見をお話しすることで、先生方お一人

お一人がこの問題を考えるきっかけを、また授業でこの問題をどう取り扱うかを考えるき

っかけを提供させていただきたいと存じております。 

1. 人間に於ける宗教の必然性について 

 表題の順序に従って、まず「宗教」の問題から考察してみることにします。 

本日の演題のきっかけになったのは、言うまでもなく「オウム真理教」をめぐる様々な問

題であります。「オウム」についてはマスコミによって既にその教義や信仰の実態などが

様々に報道されていますが、本日はそのような個別的な事例を問題にするのではなく、端

的に「宗教」一般について考察してみたいと思います。 

 「宗教」という語の語義は、『広辞苑』によれば、 

  「神または何らかの超越的絶対者、或いは卑俗なものから分離され禁忌された神聖な 

  ものに関する信仰・行事。また、それらの連関的体系。帰依者は精神的共同社会(教団) 

  を営む。アニミズム・自然崇拝・トーテミズムなどの原始宗教から、呪物崇拝・多神 

  教などの形態を経て、今日の世界的宗教すなわち仏教・キリスト教・イスラム教など 

  に至るまで、文化段階・民族などの違いによって多種多様。多くは教祖・経典・教義 

  ・典礼などを何らかの形でもつ。」(『広辞苑』第四版、岩波書店、1991 年、1210 頁) 

ということですが、字義通りにとれば「宗門の教え」ということになるでしょう。しかし、

この「宗教」という日本語は、例えば「哲学」などと同様に、幕末明治期以降に作られた、

ヨーロッパ語からの翻訳語であり、その原語は、例えば英語ならば"religion"であります。

その語源はラテン語の"religio"であり、この名詞は"religo"という動詞に由来します。こ

の"religo"という言葉は「堅く縛る・結びつける」という意味ですが、この言葉はキリス

ト教の信仰の在り方を端的に示しています。即ち、有限で罪深い存在である我々人間が、

無限な絶対者としての神と結ばれていること、これがキリスト教の信仰に他ならないと言



っていいでしょう。ユダヤ教やイスラム教といったキリスト教と同一の系譜をもつ一神教

に於いては、この"religio"という名称は、その信仰の在り方を示すのに極めて適切である

と言えます。しかし世界には、多神教もあれば、仏教などのようにむしろ無神教とも言う

べき宗教も存在します。これらすべての宗教についてこの"religio"という名称をあてはめ

ることには無理があると考えられるかもしれません。 

 しかし、私は、いわゆる「宗教」は本質的に"religio"の構造をもっているのではないか

と考えております。と申しますのも、私は、宗教或いは信仰、さらには仏教に於ける覚り

というようなものもすべて、この現世に於ける有限なこの私の存在と、その有限な私の根

抵にある絶対的存在との関係を間題にしているのではないかと思うからであります。「私は

どこから生まれ、どこに行くのか。」「私が生きていることの根拠は何であるのか。」 

こういった問いに答えを与えるのが宗教であると言ってよいでしよう。しかも、その答え

として、私の存在の根拠を明らかにし、私の存在をそのしっかりとした根拠に繋ぎとめて

くれる、そういう役割を宗教は果たしています。例えば二一チェは「神は死んだ」と宣言

し、現代に生きる我々は、宗教(二一チェの場合はキリスト教ですが)がそれを与えると称

する、上述のような確実な根拠を喪失したニヒリズムの世界に耐えつつ、自ら価値を創造

する「超人」(Obermensch)として生きていかなければならないと説きました(1)。しかし、

この二一チェの言葉自体、宗教即ち自己の絶対的根拠との結び付きが、人間存在にとって

本質的な、極めて切実なものであることを逆説的な形で示しているのではないでしようか。 

 確かに、パスカルやハイデッガーが指摘しているように(2)、我々は日々の暮らしの中で

は、そのような自己自身の根拠との関係に目を向けることなく、むしろそれから目をそら

して生きています。我々は、その時その時の自己と身の回りのものに注意を向け、それら

に没頭することによって「気晴らし」をしつづけています。このことは、例えば日本人の

現世観を表す「うきよ」という言葉に対する理解の歴史的変遷に重ね合わせて考えること

もできます。山上憶良が「世間(よのなか)を憂しとやさしと思へども飛び立ちかねつ鳥に

しあらねば」(3)と歌った「憂き世」、即ち仏教的な無常観に裏打ちされた「憂き世」を、

江戸の人々は「浮き世」と理解しました。そして、現代に生きる我々も基本的にはこの世

は「浮き世」であると思っているのではないでしょうか。しかし、浮き世は、確かに一面

では現世の楽しみに満ちた世間でありますが、その一方では確かな寄る辺のない無常の現

身の世であります。人は、このような浮き世の楽しみや生業に疲れ、ふと自己自身を振り

返った時、自己の存在が寄る辺のない波間を漂う木の葉のように頼りないものであること

に気づきます。そして、たいていの人は、そのような我が身の頼りなさに耐えきれずに、

そのような自己自身から目をそらし、再び気晴らしに没頭することによって自己の存在を

忘れようとするか、忘れることができなければ、何かにすがろうとします。そして、この

ように何かにすがろうとする人間の在り方こそが、宗教が存在する理由に他ならないと考

えることができるでしょう。このように何かにすがりつくということは、普通の人間の在

り方であり、このこと自体は責められるべきことではありません。ただ、その先が問題で



す。 

 現在でも、様々な占いや、霊感と称する超自然的知覚或いは予知能力といったものを売

り物にする、宗教団体やそれに類した活動が存在します。マスコミによる報道を見る限り

「オウム」もその一種だったようです。そのような占いや超能力といったものに何故我々

は惹かれるのでしようか。 

私は、そのような占いや超能力ブームを支えている心情と宗教を求める心情とは、根っ

こではつながっていると思います。我々はやはり、自分自身の存在をしっかりと繋ぎとめ

てくれるものを求めているのです。しかし私の見るところでは、占いや超能力といったも

のは、所詮は私たちと同じこの浮き世の存在者に寄る辺を求めているとしか思えません。

有限なもの・相対的なものに安易に寄り掛かろうとしているだけです。確かに、漂流して

いる時には、一枚の板切れでも無いよりは有る方がましかもしれません。しかし、本当に

救われたいのであれば、しっかりとした船に乗り、陸地にたどり着かなければならないで

しょう。陸地とは、まさに我々自身の存在を支えてくれるもの、我々の存在の確実な根拠

に他なりません。そして、恐らくそのような根拠は、有限なこの世の存在者の一切を超越 

したものと考えるのが妥当でありましよう。何故ならば、今日に至るまで世界の多くの人 

々が信仰してきた宗教の多くが(例えば、キリスト教やイスラム教、そして仏教、さらに 

は儒教も)、我々が安んじてそれに依拠することができるもの(或いはこと)を、我々と同じ

存在者のレベルには置かず、我々の存在を超越したところに置いているからであります。 

このように、有限で無常なる我々の存在をそれを越えた絶対的存在(或いは絶対無)との

関係に於いて捉え、この両者の結び付きを求めることこそが、"religio"としての宗教に他

ならないと私は考えております。その意味で、宗教は、人間存在にとって偶々存在すると

いうような性格のものではなく、むしろ、人間の有限な在り方から必然的に求められるも

のである、即ち、宗教は、人間にとって、人間の本質に基づいて必然的に存在するもので

あると言ってもよいのではないでしょうか。 

ただし、これは、やや厳密性を欠いた言い方であります。このような言い方をすれば、

哲学も宗教の申に含まれるということにもなりかねません。いわゆる「宗教」には、単に

信仰に於いて結びついているということにはとどまらずに、親鷲の主著『教行信証』とい

う書名に端的に示されているように、具体的な教義や、修行・体験の問題、信仰の証(あか

し)の問題等、本当は押さえておかなければならない事柄があります。そして、それらを押

さえていくことによって、例えば哲学と宗教との相違も明瞭になるとは思いますが、ここ

では細かいことはご容赦いただいて、有限な我々人間の存在と絶対的なものとの関係とい

う視点から宗教を押さえておきたいと思います。 

 

 

2. 倫理に於ける宗教との内的連関について 

 



次に倫理についてですが、まずは倫理と宗教との関係という点から考察してみたいと思

います。倫理部会の先生方に対して「倫理」についてお話しするのは、釈迦に説法の愚を

犯すことのようにも思われますが、お話の都合上、愚見を披露することをお許しいただき

たいと存じます。 

「倫理」という言葉は、和辻哲郎が『人間の学としての倫理学』に於いて「人間共同態

の存在根祇たる道義を意味する」(4)と規定しているように、その文字通りの意味に従えば、

「ともがらの間のことわり」「人間がそれに従うべきすじみち」という意味であります。ま

た、西洋語に於ける倫理或いは倫理学を意味する言葉、英語では"ethics"ですが、これは

はギリシア語の に由来します。この語はもともとは「住み慣れた場所」を意味

する語であり、そこから転化して「習慣」といった意味をもっています。また"moral"とい

う語、こちらは"mos"というラテン語に由来しますが、"mos"という語も、習俗、習慣、風

習、或いは規則、掟、さらには流儀、様式といった意味をもつ言葉です。従って、"ethics"

とか"moraｌ"とかいった西洋語がもっている意味もやはり、和辻が指摘した「人間共同態

の存在根抵たる道義」という規定と相通ずるものであると言ってよいでしょう。 

さて、このような「ともがらの間のことわり」「人間がそれに従うべきすじみち」として、

また人間共同態即ち社会の規範として存在する「倫理」は、和辻も指摘しているように(5)、

人間の「世間性」(或いは社会性)と「個人性」という二つの側面を表すものであります。

っまり、倫理には、人間が社会的な存在であり、アリストテレスが言ったように「ポリス

的動物」  (6）としてはじめて存在することができることを表す

側面と、その社会の中で倫理を実現するのは一人一人の主体的な個人であるということを

表す側面とがあります。人間が社会の中で、古風に言えば「人間(じんかん)」即ち世間の

中ではじめて人間であることができる以上、人間とはその本質に於いて倫理的な存在者で

あると言うことができます。言い換えれば、人間は、人間社会の中ではじめて生きること

ができるのであり、従ってその社会を形成する規範なしに生きていくことはできない存在

者であると言ってもよいでしよう。そして、人間が本質的に倫理的存在者であるからこそ、

人間に対して「あの人は善い人だ」とか「彼の行為は道徳的に間違っている」とかいうよ

うに、道徳的善悪を語り、問うことができるわけであります。これに対して、石ころや机

や自動車については、その有用性を語ることはできても、道徳的善悪を語ることはできま

せん。単なる物体や道具と人間とでは、その存在性格が根本的に異なっているからです。

人間は、世間性があってはじめて人間として存在することができるのに対して、単なる物

体にはそのような存在基盤は必要ありません。しかしまた倫理・道徳に関連した、人間と

単なる物体との根本的相違として、もう一つ重要な点があります。言うまでもなくそれは

意志或いは意志の自由であります。人間は自由意志をもつのに対して、物体は意志も自由

ももっていません。もし、人間一人一人に主体性即ち自由が認められなければ、やはり道

徳的善悪を問うことはできないでしょう。人は自らが生きている社会の規範に従うことも



背くこともできるという自由をもっています。そして、自分自身でこの規範に従うか背く

かを主体的に決断し、それを実践する能力をもっています。我々は、自己や他人のこのよ

うな主体的な行為に対して道徳的な価値判断を下すわけです。それ故に、このような道徳

的価値判断には、人間が社会的存在であることと人間が主体的自由をもつ者であることと

が、常に前提されていると言うことができます。 

さて、このような人間存在及ぴ倫理がもっている社会性と個人性という二側面から、倫

理・道徳に於ける存在(Sein)と当為[なすべし](Sollen)の分裂が生じます。もし人間が、

その類的規定(例えばホモ・サピエンスという生物の一種であるという規定)に従ってだけ

生きているのであれば、つまり一般に動物について言われているように、その本能に従っ

て生きているだけなのであれば、人間の行為が道徳的に非難されるということはありえな

いでしょう。たとえライオンが他の獣を殺して食べるという行為がどれほど残酷であるよ

うに見えても、それを道徳的に非難するのは不当なことであります。何故ならば、動物は

自らの自然(nature)から外れることがないからです。動物はそれが在るがままに在るが故

に、それ以外の在り方の可能性をもちません。そのようなものに対して道徳的判断を下す

ことはできないわけです。それと同様に、もし人間がただその自然本性(nature)に従って

だけ生きているものであり、そこから逸脱する自由をもたないものであるとすれば、存在

している人間は社会を構成する要素として、各々が各々の役割を果たしていると言えばそ

れで終わりということになるでしよう。しかし、人間は、自らが社会的存在であり、その

社会を形成する規範によってその存在を支えられているという"nature"即ち本性から逸脱

する自由をもっています。人間は、社会の中でその規範通りに存在する可能性と同時に、

規範通りには存在しない可能性ももっているのです。それ故に、人間には「かく在る」(Sein)

とともに「かく在るべし」(Sollen)という要求が提起されるわけです。 

(さらに言えば、…般に「倫理」は、まさにこのような「かく在るべし」という要求を提起

する、じゃまくさい無粋なものと考えられているわけです。) 

ところで、このような倫理の「かく在るべし」という要求の内容つまりは社会規範は、

時代や地域によって様々であります。しかし、そのそれぞれの時代・地域の社会に暮らし

ている人々にとって、自分たちの社会のもつ倫理規範は或る強制力をもって迫ってきます。

この強制力つまりは"Sollen"の規範性は何に由来するのでしょうか。確かに、この規範性

は、その内容がまちまちであるということから、その時々の偶然的要素に左右されること

は間違いありません。では、このような規範そのものは、その時々の社会の成員同士の合

意によって成立しているものでしょうか。一部はそうでしょう。しかし、その本質的な部

分は単なる社会的合意には還元されえないのではないでしようか。例えば、人のものを盗

んではいけないとか、嘘をついてはいけないとかいった倫理規範は、みんながそのように

合意しているから守らなければならないルールであるというよりも、より根本的な、自己

の存在そのものに根差したものとして実感されるのではないでしょうか、このような倫理

規範の強制力は、和辻流に言えば、「人間共同態の存在根低」から生ずるものだと言ってよ



いでしょう。つまり私たちは、倫理に於いて、特にその倫理規範に直面することに於いて、

一方ではその規範に背くこともできる独立した人格としての自己を見出すと同時に、他方

ではそのような自己の根砥にある、或る意味では自己を超越した自己の存在根拠に出会う

と言えるのではないでしょうか。つまり我々は、倫理に於いて、自由なる自己自身に出会

いつつ、同時に自己を越えた、そして自己を包括するものに出会うのではないでしょうか。 

私はここに宗教と倫理が触れ合う場が開かれるのではないかと思います。即ち、既に前章

に於いて宗教は有限な自己とそのような自己の根拠となる絶対的なものとの結び付きとし

て成立すると言いました。ところが、倫理もまた自己と自己を越えた自己の存在の根抵に

在るものとの関係に於いてはじめて成立するものと言うことができるのです。このような

意味で、倫理は宗教と必然的に連関するものだと考えることができます。例えば、ユダヤ

教・キリスト教の根本的教義をなしている「十戒」も、その五番目から十番目までの六つ

の戒律は倫理規範です。仏教もその戒律の中に純粋な宗教的な戒律とともに多くの倫理規

範をもっています。またイスラム教では『コーラン』の教えそのものがいまだに社会規範

そのものであります。儒教に至っては、その宗教性が極めて希薄となり、往々にして倫理

規範性だけの体系であるかのように語られます(7)。このような事態は、我々人間が倫理的

存在であり、かつ同時に自己を超えた自己の存在根拠を求める存在であることに基づくか

らであると私は考えています。つまり私たちは、倫理的存在者として、自己を超えた自己

の存在根拠から自己自身の行動規範を汲み取ろうとする根本的欲求をもっているのです。

確実で絶対的な根拠から自己の行為の規範を得たいという我々の欲求に応えるのが、絶対

的根拠との結び付きを標樗する宗教であると言うことができます。 

このような意味で、宗教は倫理にその根拠を与えるという役割を果たしていると言うこ

ともできます。その意味では、宗教は倫理に優越し、倫理を包括するものであると考える

こともできるわけです。 

3. 宗教に対する倫理の権能と責任について 

このように規定しますと、各宗教の提示する倫理規範は、それぞれが絶対的な性格をも

っということになりかねません。恐らく、現在問題となっているオウム事件も、その根本

にはこのような宗教と倫理の関係についての理解がひそんでいると思われます。即ち、宗

教(信仰)によって示された倫理規範は絶対であり、たとえそれが従来の規範と一致しない

としても、それは従来の(或いは世俗的な)規範が間違っているからである。そのような発

想から、いわゆるオウム事件を引き起こした犯人たちは犯行を繰り返していったのだと考

えられます。 

しかし、はたして倫理はそのように宗教に対して全面的に服従しなければならない無力

なものなのでしょうか。恐らく、本日の「宗教と倫理」という講演で先生方が私に期待さ

れているのは、まさにこの問いに答えることだと思います。そこで、まず私なりの答えを

提示しておきたいと思います。そして、そのように考えることの理由を後から申し述べる

ことにいたします。 



結論から言えば、私は、倫理には宗教を批判的に吟味し、その宗教が正当なものである

ことをチェヅクする役割があると考えます。従って、正しく立てられた倫理規範に反する

宗教は間違いであると言うことができる、というのが現在の私の考えです。しかし、これ

は現代の常識的な考え方であります。むしろ間題は、如何にしてそのような考え方を基礎

づけ、狂信的な主張に対抗することができるようにするかでありましょう。 

そのために、もう一度「倫理」について考えてみる必要があります。 

先ほど、和辻哲郎に即しながら倫理には「社会性」と「個人性」の二側面があることを

指摘しました。そして、社会性或いは世間性の側面は、人間を人間として存在させる人間

の根本的規定であると言いました。つまり、人間は常に他の人々との交わりの中で社会を

構成し、その中で生きるという仕方の他には、本来の人間として存在することはできない

ということです。その意味では、ヘーゲルが指摘しているように「人倫」(sittlichkeit)

こそが我々人間の現実性を構成しています。しかしその時に・そのような人倫或いは倫理

を実現するのは、やはり個々の、一人一人の人間であるということも事実です。その時、

倫理を実現する個々人はいったい何を基準として行為しているのでしょうか。言葉を換え

れば、我々はどのような仕方で自己自身の行為の規範を自己自身の存在根抵である倫理規

範と一致させているのでしょうか。 

倫理がご専門の先生方にはもうおわかりでしようが、実は最後に申し上げたような問い

の設定の仕方は、極めてカント的なものであります。どのような仕方で自己自身の行為の

規範を自己自身の存在根抵である倫理規範と一致させるかという問いは、カント的に言え

ば、どのようにして自己自身の行為の格率(Maxime)を普遍的道徳法則と一致させるかとい

うことになります。これに対するカントの答えは、よく知られているように、「意志の自律」

(Autonomie des Willens)としての「自由」(Freiheit)によって、であります。 

私たちが道徳的行為をなしうるのは、決して私たちが自らの外から与えられた規則に従

うことができるからではありません。むしろ、私たち一人一人は理性的存在者即ち独立し

た人格(Person)として、自己の内面に普遍的な道徳法則をもっています。そしてこの自己

自身の内面から現れ出てくる道徳法則の絶対的命令即ち「定言命法」(Kategorischer 

Imperativ)に自ら自発的に従うことこそが、道徳・倫理の本質であるとカントは説きまし

た。私も基本的にはこのカントの考え方に従って倫理を理解したいと思います。 

このようなカントの考え方に即して考えるとき、前に申し上げました、倫理規範のもつ

強制力の根源としての、自己を超越した自己の存在根拠というものも、決して単純に自己

の外に求めることはできないということになります。むしろ、そのような根拠は、普遍的

規則を捉える能力である理性(或いは知性)をもつ存在者である我々人間の内面に求められ

なければなりません。つまり、倫理規範の正当性は、単に自己の外にある絶対的権威によ

って与えられるというようなものではありません。「教祖がそう言ったからそれは絶対に正

しい」というのは、決して倫理的な根拠をもった言い分ではありません。そしてそれは、

宗教的にも底の浅いものの言い方ということになるでしょう。むしろ、宗教的戒律として



与えられる、その意味では絶対的命令という性格をもった倫理規範も、それが自己の内面

の奥底にひそむ良心の呼び声となってはじめて、本当の意味での倫理規範に、即ち倫理的

存在者としての我々人間の存在根抵になると言えるのではないでしょうか。そして、その

ようになってこそ、本当の意味での自己と自己の根拠としての絶対的なものとの結び付き

(即ち宗教)が実現すると言えるのではないでしょうか。 

このように倫理規範(カント的に言えば道徳法則)を内面化し、自らのものとするために

は、我々は理性を働かさなければなりません。自分自身で考えることなく、他人から与え

られる行動指針に従って行為するだけであるならば、我々は機械と同じです。確かに我々

は機械に対して道徳的責任を間うことはありません。しかしそれは、機械が自由をもたず、

自発的な判断も行為も行わないからです。その代わり、我々は機械を尊敬することもあり

ません。機械は都合が悪ければ取り替え可能な道具、即ち我々の意志を実現するための道

具であるにすぎません。これに対して、一人一人の人間(人格)は、取り替え不可能な、絶

対的尊厳をもつ存在者であります。即ち、私たちは人間であり、その一人一人の人格は尊

敬に値する可能性をもっています。それは、私たちが理性的存在者であり、自らの自由に

従って道徳的に価値を認められる行為をなすことができるからです。簡単に言えば、自分

の頭で考えて、自ら善悪を判断し、行為することができるからです。そして、この判断は

別段高度な思考力を要求するものではありません。難しい数学や論理学などを理解するこ

とはできなくても、また該博な知識をもっていなくても、人を殺してはいけないとか、嘘

をついてはいけない、人のものを盗んではいけないとかいったことは、まともに頭を使う

ことができる人にはすぐわかります。カントは、このような善悪の判断の基準を「格率の

普遍妥当性」という形で示しました。即ち、カントの有名な定言命法「君の行為の格率が

普遍的法則となることを、その格率を通じて君が同時に意欲することができるような、そ

うした格率に従ってのみ行為せよ。」(7)がそれであります。つまり、今自分がこうしよう

と思っていること、それをすべての人に当てはめることができるか、もしすべての人に当

てはめても矛盾が生じないならばそれはしてもよい。もし矛盾や不都合が生じるとすれば

それは間違っているという形で、道徳的判断の基準を示しました。確かに、このような判

断のためには普遍的にものを考える能力である理性が必要です。しかし、そこで働いてい

る理性の働きは、高度で難解な学問的認識を行うための理性の働き方と同一ではありませ

ん。このような倫理的道徳的場面で働く理性の働きをカントは「実践理性」(praktische 

Vernunft)と呼び、これを学問的認識を行う「理論理性」(theoretische Vernunft)と区別

しています。(これは倫理の先生方には改めて申し上げるまでもないことでした。)このよ

うな実践理性の働きに於いて、私たちは本当の意味での倫理的存在者となることができま

す。そしてそこでは倫理規範は内面化され、本当の意味で自己自身の根抵にあるものとな

ります。 

このような形で実現される倫理によって、宗教は吟味されることになります。宗教が提

示する実践的命令、それが、実践理性によって内面化され、自覚された倫理規範と一致し



ない場合、そのような実践的命令を提示する宗教に対しては、「果たしてそれは真の宗教で

あろうか?」という疑いの眼差しが向けられなければなりません。何故ならば、そのような

宗教は、本当に我々一人一人の存在の根拠である絶対的なものと結び付いていないのでは

ないか、即ちそれは本当の意味での宗教とは呼べないのではないかという根本的な疑問が

投げかけられて然るべきだからであります。 

以上のような理由から、私は倫理には宗教を批判的に吟味し、それが単なる狂信・妄信

に陥らないようにチェックする権能と義務があると言えるのではないかと考えております。 

4. 結び 

以上、申し上げてきましたことをもう一度繰り返しますと、宗教は人間にとって必然的

なものであること、そして倫理は宗教と必然的に連関しており、むしろその倫理規範の絶

対性の源泉を宗教的なものから得ているとさえ言えるのではないかということ、しかし同

時に、倫理は宗教に単に従属しているのではなく、宗教の正当性を吟味する役割をもつの

ではないかということ。現在私は「宗教と倫理」という問題についてこのように考えてお

ります。先生方がこの間題についてさらにお考えになる際のご参考になれば幸いに存じま

す。 

注 

(1)例えば、二一チェ「ツアラツストラはかく串りき』(Also sprach Zarathustra)第四部

「高等な人間について」(「二一チェ全集』10、ちくま学芸文庫、1993 年)270-290 頁他参

照。 

(2)「我々の惨めさを慰めてくれるただ一つのものは、気晴らし(le divertissement)であ

る。しかし、これこそ我々の惨めさの最大のものである。」(Pascal,Pensées.§171)とい

うパスカルの『パンセ』に於ける言葉や、ハイデッガーの『存在と時間』に於ける「頽落」

(Verfallen)と「気安め」(Beruhigung)に関する分析(Heidegger,Sein und Zeit.§

38,S.175-180)を参照。 

(3)佐々木信綱編「新訂新訓万葉集』上巻(岩波文庫、1954 年)巻五、229 頁。 

(4)和辻哲郎『人間の学としての倫理学』(岩波書店、1951 年改版)8 頁。 

(5)和辻、同書、31 頁参照。 

(6)アリストテレス『政治学』1253a2-3。 

(7)儒教の「宗教性」に関しては、加地伸行『儒教とは何か』(中公新書、中央公論社、1990

年)や同じく加地伸行「沈黙の宗教一儒教』(ちくまライブラリー、筑摩書房、1994 年)を

参照。 

(8)カント「人倫の形而上学の基礎づけ』(Grundlegung zur Metaphysikder Sitten: 

in Kant's Gesammelte Schriften.Bd.4,Berlin1911)421 頁。 

(本稿は、1995(平成 7)年 12 月 7 日、高知追手前高等学校に於いて開催された高知県高等

学校教育研究会公民科倫理部会平成 7年度研究会に於ける講演「宗教と倫理」の内容に加

筆修正を加えたものである。) 



 


