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        アジアにおける和の実現と日本の役割ー縁起史観の立場から 

村石恵照  

（要旨） 本論は、一切が流動化してゆく現在の世界状況の中で、 複雑極まりない政治・経済・文化関係に 
ある日・中・米三国間の平和構築を、特に日中両国民のより善き相互理解の促進を願って記したものであ 
る。伝統的日本文化は、始皇帝以来の文明を引き継ぐ多民族からなる中国文明の余慶を享受して成立した。 
現代日本は、功罪にわたる試行錯誤を繰り返しつつも西欧文明の先端を走り続ける移民国家・米国の多大
な 影響下に特異な産業/経済的発展を遂げてきた。 

中・米の二大国と密接な歴史的関係をもつ日本の今後の役 割はなにか? 日本の特異な歴史的立場は、日・
中・米三国間の平和構築における仲介者・触媒的役割を担 う可能性があるのではないか? そのような可能性
の理念が非覇権性の「和」である。本論は、イズムとド グマを排した生成的な歴史観である縁起史観を設
定して、歴史を大きな文脈で捉え、「和」の理念に立脚す る日本のあるべき国柄について論じる。　　　   
（本論文は、国際アジア共同体学会第4回国内大会(統一テーマ「政冷経冷下の東アジア地域統合の現在と今後」20 12年
12月9日;筑波大学大塚キャンパス)における発表要旨の本論である）  

----------------------------------------------------- 

I  世界史の政治情念とは?  

「アジアにおける和の実現と日本の役割」とは、22世紀をめざした国民主体の日本の国家ヴィジョンのこと
である。しかし、このことを論じる前に、複雑極まりない世界史の政治状況を、大きな人類の情念のながれ
として文学的な大観をしてみたい。大観をする者は、米国に生まれ、英国に帰化し、欧州の知的風土の本質
を直感していた詩人・批評家 T.S. エリオット(1888−1965)である。  

1922年、エリオットは、第一次世界大戦後のヨーロッパ人の精神的荒廃をうたった433行の詩 The Waste 
Land (荒地) を発表したが、最後の部分はヒンズー教のヴェーダ聖典の奥義書ウパニシャッド (紀元 前6世紀
頃成立?) からの引用である。西欧文学の広範な知識とインドの思想についての深い感心をもっていたエリ
オットが、この詩の中で、ガンジス河の沈没とロンドン橋の落下のイメージで象徴的に表現していること
は、何を意味しているのであろうか。それは古代 “アーリア人” の原初的情念を引き継ぐ、西欧の歴史的集合
情念が現代において衰退または劣化の状況であること暗示しているのではないだろうか。 

アーリアンはサンスクリット語の ārya で、その英語 “Aryan” にあらわれる定義 (Merriam-Webster Dictionary; 
m-w.com) では、 “ of or relating to a hypothetical ethnic type illustrated by or descended from early speakers of Indo-
European languages /—used in Nazism to designate a supposed master race of non- Jewish Caucasians usually having 
Nordic features / of or relating to Indo-Iranian or its speakers” であり、英 語 ‘aryan’の文献的初出は 1839年であ
る。この語のサンスクリット語の辞書 （ Monier Monier-Williams; A Sanskrit English Dictionay, 1899 ）におけ
る定義は “a respectable or honourable or faithful man” であるが、 その動詞語根は √ṛi で、“to go, move, advance 
towards a foe, attack, invade” を意味して、この語がアーリアン人の歴史的な移動の過程を見事に反映してい
る。 古代語に内包されている “アーリアン” の歴史的実体としての原義は ー 動詞の語根に原義があるとすれ
ば ー “行動する民、侵攻する民、侵略する民” であった。その原義の意味が変容して、近代の辞書では “a 
respectable or honourable or faithful man” として定義されてい る。  

西欧の政治情念史を概観するにあたって、そこに現代まで貫いている支配的情念の象徴的言葉として、あえ
て “アーリアン” の語を使うのであるが、民族的概念と印欧語族が合体した古代的意味のアーリアンの情念 
とは、ウパニシャッドに示された父性の神・プラジャーパティ（Prajāpati） の3種類の息子たち [人間・デー
ヴァ（deva; 神）・アスラ （asura; 阿修羅; 古代イラン語; ahura)] の性格が象徴的に示している3つの原初的男
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性の情念である。それらの性格は民族の別を超えて人間性に普遍の性格であるが、(deva・神々として象徴さ
れた人間の) 放縦性 / 想像力・（人間の）所有欲・（アスラとして象徴された人間の）闘争欲である。  

仏教における煩悩 (生命欲) についての洞察によれば、人間の根源的生命欲の発露である食欲と性欲にもとづ
いて放縦性/想像力・所有欲・闘争欲の情念が働くのであるが、この中で他の二つを兼ねて人間の欲望の最た
るものは闘争欲の情念にもとづく権力欲・支配欲である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

では世界支配の独裁的権力とはなにか?  

西欧の政治情念の病理を解剖した G.Orwellの 政治文学 Nineteen Eighty-Four （『1984年』）によれば、
“Power is not a means, it is an end.” （権力は手段ではない;それ自身が目的である）であるという。  

ウパニシャッドでは、父性の神・プラジャーパティが人間の根源的情念の象徴としての3種類の性格の息子た
ち ( 神・ 人間・阿修羅) に “Da!” という同一のメッセージを与えて、彼らの理解を試す。 

神の息子たちは答える。それは “ dāmyata” （自制せよ!）という意味であると。父は「汝らは了解せり」と 
いう。　次に父は人間の息子たちに “Da!” といって尋ねる。それは “datta” （施せ!）の意味であると人間の
息子たちは答える。父は「汝らは了解せり」と言う。最後にアスラの息子たちに “Da!” と問いかける。アス
ラたちは “dayadhvam!”（憐れみをもて!）という意味だと答える。父は「汝らは了解せり」という。そこで
雷鳴が “Da,Da,Da!” と轟き、“Shantih shantih shantih!” という祈りの言葉でウパニシャッドのこの章は終る。　
因 に、“shantih” は仏教語で有名な涅槃と同義の寂静の意味であり、歴史的意識世界の善悪の彼岸の領域に
おい て成就されることである。 

エリオットの「荒地」の詩もウパニシャッドのこの部分をそっくり引用している。しかし 放縦性/想像 力・
所有欲・闘争欲に翻弄される息子たちに、“自制せよ!、施せ!、憐れみをもて!” と諭した父・プラジ ャーパ
ティのメッセージを聞かないのできたのが 人類の歴史であるが、西欧思想史の情念の特徴は父性が 勝って
いて母性の原理が希薄なことである。  

歴史を概観すれば、様々な歴史的条件のもとにコーカサス地方を民族の発祥地と想定/仮定されている、いわ
ゆるアーリアン人は大きく東西北方に民族移動し拡散していったが、その一部は東漸してペルシャを経由し
紀元前1500頃インド亜大陸北部に侵入し原住民を隷属させてバラモン階級の支配層となった。 

また別の一部はヨーロッパを席巻してゆき、古代ドイツの Anglo-Saxon となり、350年頃から彼らはさらに民
族移動して、今のイングランド南東部に居住していた住民 （かっては中欧ヨーロッパに起源をもつケルト
族）を侵略してブリテン島を支配して今日のイギリス人（English）となった。 

そこで皮肉なことにインド亜大陸は、古代における侵略に加えて、16世紀にその（特に言語上の）アーリア
ン人の末裔である大英帝国によって侵略され、再度植民地化されたわけである。  

このような歴史の過程において、古代アーリアン的原初の情念に、古代ギリシャ文明の理性と、さらに312
年にコンスタンチヌス・ローマ皇帝がキリスト教を公認したことにより、ユダヤ・キリスト教的宗教情念と
が歴史的に結合し土着の民間信仰を圧殺しながら西欧を席巻し進化してきたのが、今日にいたる世界の政治
史、技術史、文化史を支配している、いわゆる西欧の情念である。 

ユダヤ・キリスト教的宗教情念とは世界史に介入する情念,すなはち神の歴史支配の思想でもある（‘God is 
in control of history.’; The Revelation of John; The New Testament in Modern English by J.B. Phillips）。  

やがてブリテン島のアングロ・サクソンの “父” に反抗した一部の “息子たち” は1620年、Mayflower号に乗っ
て北米大陸に渡ったが、彼らが WASP に象徴される “アメリカ人” となった。新大陸における彼らの侵 略の
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手段は「自由・平等というソフト、キリスト教、銃（軍事力）」であり、この伝統は今日まで維持されてい
る。  

しかしアメリカの独立宣言（1776年7月4）は、“We hold these truths to be self-evident, that all men are created 
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and 
the pursuit of Happiness.” と謳うが、ここに言う “平等” には黒人奴隷やネイティブ・ア メリカンらが含まれて
いなかったことは周知のとおりである。  

一定の語の概念が、征服民と被征服民との関係において、時に優位に時に劣位に変容されるのはアーリアン
の語源史が示すとおりである。因に啓蒙主義者モンテスキュー（1689−1755）は、『法の精神』で「黒人が
人間だと考えることは不可能である。彼らを人間であると考えれば、我々がキリスト教徒でないことを認め
ざるをえなくなる」としている。 

特にアングロ・サクソン的政治情念は、自由・平等の理念のもとに言外に対立の構図を常に理論化して温存
が図られている分断支配（Divide and Rule）の支配精神であるが、対立関係の温存の思考は、長期にわたる
植民地支配で練り上げられてきて、今日の米人の指導層の性格にしみ込んでいるようである。このことは 
S.P.Huntington :The Clash of Civilizations（諸文明の衝突）の論文にもみられることであるが、これに対して鋭
く批判を加えるのもアーリアン的情念 + 西欧の精神である。 

以下の評論でPicco氏は、ソ連が崩壊して対立軸がなくなり、(本人の意図はともかく) 新たな敵と対立の構図
を設定しているとしてHuntingtonの論文を批判する。  

Professor Samuel Huntington published an article titled “The Clash of Civilizations” in the prestigious U.S. magazine 
Foreign Affairs. In this piece, which quickly became famous, he tried to describe the dynamics of the new post-Cold 
War reality. The Soviet Union was no more; civil war had erupted in the Balkans, the Caucasus region and Africa. There 
was a need for a new enemy. His theory was the first of many to offer one.・・・ (Giandomenico Picco: ’A dialogue of 
civilizations’; Special to Japan Times ;10/10/1998).  

西欧の近代において自由・平等の理念が育まれたが、これらの理念も、ギリシャの知性とユダヤ・キリスト
教の宗教情念とが絡みあって醸成されてきた “アーリアン的“ 放縦性/想像性・所有欲・闘争欲の情念が、さ
らに近代西欧の思想家たちによって洗練されたものである。                                                                                   

ソ連共産主義体制の批判的寓話である G.OrwellのAnimal Farm （動物農園）によれば、“自由” に比較級が認
められて、「すべての動物は平等である; 一部の動物はより平等である（All animals are equall. Some animals 
are more equal.）ということであり、 自由や平等の理念は独裁者/権力者によっていかようにも解釈・応用さ
れうることは歴史の実証しているところである。  

今日、国民国家の性格が希薄化される中で、民主主義社会における自由と平等の理念は極度に抽象化されデ
ジタル化されている。自由という理念が、印欧語族のなかで文法的に最も簡素化されている英語において デ
ジタル化されて、それをもっとも巧みに利用しているのが、特にコンピュータ技術によって加速されて、 あ
たかも数字による支配システムの観を呈している金融資本主義であろう。  

食欲と性欲同様に、放縦性/想像力・ 所有欲・闘争欲/支配欲の情念は、それらを完全に否定すれば、 経済活
動から文化活動にいたる人間生活どころか、社会組織のみならず生きること自体もなりたたない。 此岸世
界に生きる我々のなすべき課題は、プラジャーパティの教示を受けつつ、それらの情念の善用を工夫し、そ
れを現実に応用することであろう。  
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以上、エリオットの直感を援用して、複雑極まりない西欧の情念を歴史的細部の事実を捨象して総括した
が、衣食住を含めて、今パソコンで原稿を記している筆者の身の回りのものはほとんど、いわゆる西欧に
よって営々と作り上げられてきた便利で快適な工業製品である。  

また、ユダヤ・キリスト教の宗教情念に融合したアーリアンの情念は、哲学的には存在論に立脚する絶対的
自己是認の思想であり、これを維持するために懺悔・自己批判の伝統があり、同時に自己の負の行為を巧み
に上書きする様々なレトリック ー 情報操作 ー を歴史的に発達させてきたことは周知のとおりである。  

アーリアン的男性原理の西欧情念とは、「見上げた男! わたしは彼をよく知っている。彼は先ず妻を殴って
おいて、妻の髪をすいてやる」（ゲーテの格言）を文明的規模で実践しているかのようである。  

ノーベル賞、世界文化遺産、ギネス世界記録、世界的格付け機関など、現代の経済・文化の価値基準と法整
備を ー 正義感、好意、偽善、支配欲をないまぜにして ー 不断に率先して計画・実践してゆくのも西欧の政
治情念であり、それは人生のゲーム化である。  

比較言語学上では印欧語族に属する民族としての、いわゆる “アーリアン人” の末裔であるアングロサクソン
としてのイギリス人を考える時、筆者には常に思い出されるジョークがある。ハンガリー生まれのイギリス
人の作家 George Mikes （1912 - 1987） によるイギリス人評である。  

「多くの欧州大陸の欧州人は人生はゲームであると考えるが、英国人はクリケットがゲームであると考える
（Many Continentals think life is a game; the English think cricket is a game.）。 Game （ゲーム）は動物の捕獲過
程と獲物をも意味する。  

中国をふくめて他の文明には見られない特に西欧で発達したゲーム/スポーツとは、いわば闘争本能の文化的
昇華の一面を持っているが、人間が一定の規範に従ってを身体を動かし、他者と競争することに抗しがたい
楽しみを感じることも事実である。 

II  伝統的日本歴史の特殊性  

現代の世界史を席巻している西欧の情念について、ウパニシャッド聖典とエリオットの詩を引用しながら大
づかみな文学的な解釈をしてきたが、以上述べてきたことを念頭におきながら、世界における日本人の自己
認識を確認するために、特に日中関係を論じるにあたって自己確認の意味で、日本の歴史のいくつかの特異
性について指摘しておきたい。  

１.中国文明と日本文化の関係                                                                                                                                       

日本は「文化国家」であって、古代史において文字と金属器、灌漑農耕と官僚制を発明発達させた意味の「文
明国家」ではない。明治維新以来、日本はアジア諸国にあって西欧文化を巧みに摂取して、今日世界の経済
大国となったが、それを成し遂げた日本人の資質はすべて明治維新以前までに伝統的に蓄積されてきた、人
的と技術的資産であり、以下に述べるようにインドに発祥した仏教と中国文明の余慶である。 そのような
伝統的な人的および技術的資産とは、どのように築き上げられ蓄積されてきたのか。  

日本の古代史を概観すれば、四季が豊かに移り行く中で、海洋の資源に恵まれた森林列島において『古事
記』に示されている素朴な生命感覚に恵まれた日本人は、中国文明から革命思想、宦官、纏足、科挙制など
を除外して、その中から日本に取って有益で良質の部分だけ摂取してきた。この選別の智慧は奈良時代から
育成されてきた仏教の余慶である。  

日中交流史をみれば、古代日本の政権の中枢は、今日の政治状況よりも国際的であった。主な歴史的事例を
一覧してみよう。 
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聖徳太子（574−621）は、高麗の慧慈、百済の慧聡を側近として、中華帝国と朝鮮半島の動向を遠望しなが
ら政治を行っていた。仏教国日本の国家的記念碑として東大寺が建立されたが、これは行基（百済系）や帰
化人らの協力の賜物であった。 

神社といえば非外来性の神道の宗教的施設のように考えられている が、全国稲荷神社の総本家・伏見稲荷や
弥勒菩薩像で有名な広隆寺は渡来系の秦氏が建立したものである。  

663年に、朝鮮半島で日本・百済連合の水軍は唐・新羅連合と戦ったが、その時、百済の貴族、官人ら 4，
000～5，000人以上が日本に亡命してきた。彼らは現代的意味の難民ではなく、貧民、無教養の人々とはほ
ど遠い高い教養と技術をもった人々であり、彼らが日本に同化してその後の日本の文化的、技術的発展に多
大な寄与をなしたことはいうまでもない。 中国大陸から膨大な優れたソフトの技能とハードの技術が日本
にもたらされてきたのである。  

日本の古代氏族の系譜である『新撰姓氏録』（810−824）によれば、当時京畿在住の氏族 1，065の内、帰化
系氏族は326氏で全体の約30%を占めている。今日的に喩えれば、霞ヶ関の上級官僚の3割が大陸からの渡来
人の末裔であったことになる。  

中国の宋代、日中間に正式な国交はなかったが僧侶の往来は盛んで、多くの日本人の僧侶が大陸に渡った
が、南宋時代(1127−1279)に限っても、わかっているだけで120名を超えている。もちろん大陸からも鎌倉円
覚寺の開祖・無学祖元らが日本にやってきて、自らの祖国を超えた普遍的仏教者の立場で時の政権の精神的
な指南役となった。  

つまり明治維新以前の伝統的な日本の時代の、いわゆる日本文化のソフトとハードは、ほとんどアジア大陸
からもたらされてきたものである。今日、日本人自身が享受し諸外国に評価されている様々な日本文化 ー 
俳句、茶道、アニメ、クールな細部にこだわる美意識、大震災の時にみられた助け合いの精神など ー は、
すべて徳川時代までに築きあげられた伝統文化に由来するものであり、古代・中世日本において結実した基
本的文化遺産との縁起的連動のもとに結果したものである。  

日本人が “日本人” の出自に異常な関心を持ち続ける主要な原因の一つは、古代史における天皇家の歴史的
出自の経過が曖昧にされてきたことが一因であろう。この曖昧さをあえて否定したりする必要はないのであ
るが、日本文化の生成的歴史に理解のない一部の日本人は、この出自自身に不自然な純粋性を勝手にいだい
ている。彼らは西欧コンプレックスの裏返しであるアジア人を見下すことで偏狭な愛国主義を生み出し自己
肯定をしているのである。このような偏狭な思想傾向は徳川期のある時期から顕在化してきたものである
が、これが日本人の国際理解への障害となっているばかりでなく、日本文化の基本的情念を否定しているこ
とを彼らは理解していない。  

イギリスであれば、アングロ・サクソンが古代ドイツの部族であり、彼らがブリテン島に侵略して打ち立て
た国がイングランドであることは、彼らの常識であろう。現エリザベス女王の高祖母（great-great- 
grandmother）であるVictoria女王（1819−1910）はイギリス生まれであるが、彼女の母と夫はドイツ人であ
り、彼女が結婚した時ドイツ語風の Saxe-Coburg-Gotha を名乗っていた。 現在の英国王室の姓（surname）で
あるWindsorという英語風の姓に変えたのは King George V （1865-1936）であった。  

古代において天皇家が朝鮮半島の人々と深く関わっていたことは、かっては日本列島と大陸が今よりも近　
接していたことを考えれば当然のことである。 この程度のことに神経過敏になることが、一部の日本人の 
“歴史認識” が根底でゆがみを生み出していて、かえって日本人としての自立的思考を失っている。  

いわゆる日本文化のソフトは、インドの精神文明（仏教+インド神話）と中国から将来された漢字、法制
度、諸思想（儒教、道教）の融合から成り立っていることは明白な歴史的事実である。  
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鑑真（688−763）がいなければ日本仏教における仏教教団は確立されず、したがってその後の仏教の歴史的
発展もなかったはずである。 

日本天台宗を成立させたのは最澄（766-822）であるが、彼の先祖は後漢（劉氏）の孝献帝の末孫、登萬貴
王であり、応神天皇の時日本に渡来したのである。中国の天台宗で学んだ最澄が日本天台宗を開かなけれ
ば、法然、親鸞、道元、日蓮、栄西ら、日本人の伝統的性格を形成したような人物たちはいなかっただろう
し、源氏物語、能、茶道、歌舞伎、俳句などの日本文化の成果はありえなかったことは当然である。  

日本文化とは、中国文明の価値ある様々な素材を、仏教の知性によって選別し相対化して、（後世の排他 
性・イデオロギー性とは異質の日本の社稷の保全を本来の使命とする）神道的感性において洗練化され縁起
的に生成されてきたものである。  

2. 日本人は世界でまれな戦争体験皆無の国民である                                                                                                 

日本の天下分け目を争った関ヶ原の戦い（1600年）は、同国民のしかも基本的に武士同士の戦であるが、世
界の常識としての戦争とは民間人をも巻き込んだ自国の領土内に外国語を話し、宗教を異にする外国の軍隊
が侵入してくる状況を意味する。卑近な描写をすれば、東京の銀座に外国の戦車が侵攻してきて都民を銃殺
し建物に砲火を加え、時に婦女暴行を欲しいままにしている状況が現代に至るまでの大方の戦場の実際であ
る。  

 この点で（1274年と1281年の元寇・蒙古襲来と沖縄のことは措いて）、幸いなことに日本人はかって一度も
自国の領土での戦争体験を持たない国民である。 

さらに幸いなことではあるが、世界史上まれな260年間に及ぶ徳川期における太平の時代は、日本人の希薄
な戦争体験に世界の諸外国の国民とは違った軍事に関わる歴史意識を育んだにちがいない。大方の先進国の
首都には軍事博物館があるが、このような博物館の設置に日本人は拒絶反応をするだろう。 

“大東亜戦争” または “太平洋戦争” で、米国は東京を空爆し、死者: 8万3793人; 負傷者:4万918人; 被災者:100
万8005人をもたらし、 さらに当時人口42万人の広島にウラン235を使用した原爆で、死者、行方不明合わせ
て12万2338人をもたらし、当時人口24万人の長崎にプルトニウム239を使用した原爆で、死者、行方不明合
わせて7万3884人の被災をもたらしたが（直接被害者は別として）一般の日本人の意識には、米国人自体に
たいして強烈な敵愾心の被害意識はほとんど消去されているかのようである。これも、米国による情報操作
に加えて、自国で地上戦が行われなかったことが原因であろう。  

日本人一般の “歴史認識” には、歴史とは自国における戦場史であることに体験的理解がないために、戦争
問題に関わる被害者意識と加害者意識の双方に対する理解が不足しており、外国人と歴史認識を論じる場合
の瑕疵となっているのだろう。  

3. 民族、言語、宗教に対する実体的な認識の欠如: 

1.と2. に縁起的に関連するが、特に近代の歴史で自国の領土が戦場にならなかったことは幸なことである
が、このことが日本の為政者、知識人らにおける民族問題、言語問題、宗教問題に対する実感的な認識の欠
落につながっている。 

日本の歴史では、かって一度も西欧で行われてきたような宗教に起因する苛烈な大虐殺 ー十字軍・異端審
問・魔女狩り・新旧キリスト教徒同士の殺戮など ー が行われてきたことはない。それらの神学的、軍事的
な組織立った歴史的動員に比較して、日本の僧兵などの行動は単なる集団的暴挙に過ぎない。  
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現代の大方の日本の政治家、日本思想や西欧思想を翻訳、研究している在野と大学在籍の大方の知識人は、
ユダヤ問題やキリスト教についての生活的体験や実感的知識がなく、特に社会科学では未だにマックス・
ウェーバーらの論文を信奉して西欧の論文を翻訳し、解釈し仲間内で観念的に論じ合っている状況を呈して
いる。 

国家を論じればかならず戦争について論じなければならず、世界史においては戦争と宗教は密接な関係があ
るが、宗教思想の本質を論じることを回避する日本の知識人は歴史的文脈に立脚した自立した思考ができな
いことになるだろう。そこで、宗教の持つ象徴的言語の意味に対する現実的感性が欠如し、政治家が安易に
公の場で一神教批判をして国際的に誤解を招くようなことが起こりがちである。  

将軍と言われた伝統的な為政者たちは、聖徳太子以来、宗教についての鋭敏な感覚をもって、その政治性に
対処してきた。しかし明治元年（1896）の神仏分離令によって、以後約8年間にわたって廃仏毀釈運動の下
に、各地の寺院、仏像が次々と破壊された。全国に10万以上あった寺の半数が取り壊され、多数の 文化財
が失われ、興福寺の五重塔が25円（当時の現価）で売りにだされた。 

この神仏分離・廃仏毀釈が日本人の民情分断に与えた影響は、今日まで深層意識に残っているだろう。因に
“日本版文化大革命” に強い衝撃を受けて日本美術の保護に立ち上がったのは、アメリカ人フェノロサであっ
た。彼（当時27歳）は1880年、学生の岡倉天心を助手として京都・奈良で古美術の調査を開始し、文化財の
保護に多大な貢献をした。  

現在、日本に在住のムスリム（イスラム教徒）は、一説に約10万人以上いるといわれるが、今後は、日本国
内の国際化がさらに進めば、民族と宗教に起因する諸問題に為政者と国民は適切に対応しなければならない
事態に直面することだろう。  

一国内の民族、言語、宗教は互いに密接な関係をもっているが、それらに対する基本的な理解がないこと
が、非生産的で腰の据わらない日本の外国語、特に英語教育の実態にも反映しているだろう。因に今日世界
で活躍し評価されている著名人たち（特に音楽家、芸術家など）と英語の能力とは（英語能力自体が仕事に
直結している人を除いて）、ほとんど関係ない。 

4. 国境観念の欠如                                                                                                                                                              

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」はノーベル文学賞受賞者、川端康成の小説『雪国』の有名
な書き出しであるが、実は大方の日本人の意識に「国境」はない。 現在、尖閣、竹島をめぐって、日中、日
韓が係争しているが、日本人一般には歴史的に国境の実感がない。このことは日本人の幸運な歴史的な事実
であると同時に、多くの戦争体験を自国領土内で経験している人々と歴史問題を語り合う時の共通の土台で
ある “歴史認識” の根本にかかわることである。 たとえば列車でギリシャからトルコに入る陸橋の下をみれ
ば銃を構えた兵士の姿が見られ、インド・パキスタンの国境には両国の兵士たちが対峙しているようなこと
を、ほとんどの日本人は自国内で体験がない。 世界が共有している “歴史認識” の基本的素養として、国家
間を分離している国境を実感的に学ぶには、日本の高校生、大学生に板門店を見学させるとよいだろう。  

5.「文化」化される宗教                                                                                                                                                 

日本における仏教は、奈良時代の学僧による教学仏教、平安時代の実践的修行者による修道仏教、鎌倉時代
の都市と農村における大衆化仏教を経て国民に普及していった。キリスト教圏の中世欧州においては教権が
政治を動していたが、鎌倉期における仏教指導者は、基本的に政治を支配しようとする意図も実際の組織運
動にもかかわっていない。 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日本仏教は祖師仏教といわれるが、鎌倉期の祖師たち ー法然、親鸞、道元、日蓮などー には基本的に全国
布教が是認されていて、彼らと信者たちのと信頼関係のもとに平等思想が普及されていった。このことは、
国土と民族構成が異なるとはいえ、中国における宗教状況とはまったく性格を異にしている。 

 日本においては、信仰は基本的に個人に関わることであり、宗教組織の活動は「文化」化して「マツリ」と
して行われるのである。キリスト教の宗教行事のクリスマスでさえも「マツリ」として「文化」化して、 宗
教に内在する政治性を脱色してゆくのが日本の宗教情念である。このことは以下に述べる「和」の理念にか
かわっている。  

III  日本を中心とした和の理念の実現へ ー 日本のアイデンティティ  

国際関係論における日本の「和」の実現は、日本国内で自己充足する理念ではない。縁起的に一切は相関的
に連動しているのであるから、「和」の理念はかならず対外的関係において論じられるべきことである。そ
こで日本は「和」国の実現の歴史的可能性をもっているのであるから、まず日本が自らの国のすがた・国の
本質を「和」の理念として対外的に提示しなければならない。  

先に西欧のアーリアン的政治情念について述べたが、東洋諸国においても人類の基本的情念は今後も変わら
ないだろう。 そして世界の政治情念は、一応は平和を目指しているといっても、軍事産業をもっている先進
国は一定の条件の下での戦闘を常に是認/前提としている意味において基本的に覇権国家であることは認めざ
るを得ない。  

では日本という国家を、世界の覇権的な国家間においていかに自己認識すべきなのか。  

中国語の「國」は一定の城壁内に武器を蓄えていることを意味しているが、日本語の「クニ」は単なる一定
の地域に過ぎず、「サト」は一定の生活空間を意味しているに過ぎない。 意図せずして 國が国に置き換えら
れたのは、表記上の簡略化の結果とはいえ、日本人の知恵である。そこで日本は有史以来、歴史的・伝統的
に非覇権性の国民国家であることが相応しい「クニ」であることを自己認識すべきである。 ここで「国民」
は偏狭な純血主義にもとづく内容であってはならない。 

中国と米国という二つの大国間の地政学的干渉地帯に位置している日本は、いずれの国に対しても敵視する
政治国家体制をとらないためには、今後、憲法や安保条約より高い次元の理念を国是（国家ヴィジョン）と
して国家経営しなければならないだろう。  

ここで、先に述べた世界を席巻している西欧の拡大的政治情念、二千有余年にわたる特異な帝国的性格をも
つ中国、日中間の伝統的な関係、日本人の特異な歴史体験とを念頭に置きながら、 聖徳太子の 「十七条憲
法」に含意されている「和」と「まこと」の理念にもとづく22世紀の世界をめざした日本の国是について説
明したい。  

現代の先進国はすべて軍隊を維持し、軍備を備え、軍需産業をもち、兵器輸出をし、戦時体制に備え、時に
仮想敵国を前提とした国家体制をしいている。しかし日本は、過去の世界史を鑑みて、非覇権を国是とし得
る僥倖を得ている国である。 そこで日本は非覇権国をめざす「和」国として、世界の文明における特異で貴
重な「文化」国家を目指す べきであり、改めて「和」国の国是を世界に公言して、日本の国論を統合し民情
を融合してゆくべきである。この理念のプロトタイプが聖徳太子の「十七条憲法」にもられた「和」の精神
である。  

「十七条憲法」は古代の文献であり、一定の歴史的状況のなかで生み出されたものであるから思想的かつ表
現上の限定があるが、そこに込められた国家観、平和思考、宗教観、人間観の平等思想などは今日でも普遍
的道義性をもつ有益なものである。 
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「和」の理念の背景にある仏教教理的体系は、「維摩経」（男性理念）、「勝鬘経」（女性理念）、「法華
経」（総合理念）からなる「『三経義疏』であり、現世における「和」の彼岸における個人的内面的理念が
浄土仏教である。 

「十七条憲法」は、特に国家経営の要諦について説いている「公人」のための指南書であるが、詳細な説明
を措いて、「十七条憲法」から示唆される日本的独立国家とは、すなはち「和」と「まこと」の理念を中心
価値とした文化国家である。  

「まこと」の理念とは仏教にもとづいた平等の人間観であり、民族間と宗教間の様々な相違を超えた、人間 
の情念について深い自省の念をもった人間同士の信頼を尊重する「こころ」である。そこで国家間や個人
間 の関係については “win-win” の関係を目指すべきである。また第六条「人の善（ほま）れを匿すことなか
れ。悪しきを見てはかならず匡せ」の精神にもとづき、日本人としての矜持を持つ者は、不正や正義に悖る 
ことがあれば、友人や友好国であっても批判しなければならないが、恩恵をうけた国民や個人が不幸にあっ
たり混乱するのを見て喜ぶようなことは「まことのこころ」ではない。  

今後も、此岸世界である歴史的世界において、人類の基本的情念が変わらないことと各国が政治的な闘争情
念とその利器である軍備を放棄することはないことを前提にして、22世紀以降の日本の将来をみすえて、
「和」の世界の実現・育成のために日本国の「和」の理念にもとづく基本的な所見を以下に理念として述べ
たい。  

IV  和の理念  

◎「和」とは、「和」の和訓は「やはらぐ」であり、宗教教理にとらわれない “柔軟思考” であり、宗教的
価値は個々人の内面のことがらであるとみなすことである。「和」とは人間関係において宗教的差別意識を
持たない思考である。様々な宗教的区別は歴史的縁起の所産であり、イデオロギー化した宗教的情念が
「和」の理念にとっての最大の否定概念である。これが、聖徳太子の憲法第一条に「和」が第二条の仏教よ
り上位に置かれている意味である。  

◎「和」とは、諸宗教、様々な民族的イデオロギーの止揚の原理であり、日本においては民族的情念（自然 
への畏敬の心情にもとづく社稷の尊重精神としての神道的なるもの）と普遍的教理（仏教）の共存である。
聖徳太子は、神々と仏たちの宗教的意義の棲み分けと共存を歴史的に象徴的に体現している。 様々な宗教は
「和」の理念のもとに共存すべきである。 

 ◎「和」とは、国家関係における平等観であり、支配/被支配の上下関係に関わらないことであり、非権
威・非覇権主義である。このことは、日本以外の国々の戦略は研究し理解しても、「和」国日本としては、
常に各国との友好関係を維持して、隣国はもとより世界の政治に “戦略的” に参加しないことである。特に 
“友好国” といえども外国であり、その戦略的失敗に関われば自国の安全にとって恒常的禍根を残す場合もあ
る。 

 国家間における平等観は「十七条憲法」の各条を貫いている人間の平等観にもとづいている。「和」の理念
は個人において実現すべき徳目であると同時に、国家体制の根本理念であり、自ずから世界政治 史における
永続的理想的政治遺産である。  

 以上の「和」国の理念を日本国民は共有の日本の精神的資産とし、これを国際社会にも公表し、 “善民” 外
交を総合的に推進すべきである。すべての誤った戦争は政治的、経済的、宗教的イデオロギーをもった利害
集団の意向を反映した各界の指導者らの判断と命令のもとで行われてきた。今後は、各界の指導者らに道具
化され、偏見に満ちた愛国心によって動かされた国民ではなく、国民の平和と経済的繁栄を願う各国の “善
民”相互の交流を促進すべきである。 
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“善民”とは、狭量な愛国心が民情の劣化を招き国家間の誤解と敵対心をつくりだす ことへの自覚的批判精神
をもつ国民のことである。  

「和」を国是とする日本は、東西文明を俯瞰する大局観を持って、22世紀以後の未来に向かって、排他性の
イデオロギーを交えずに日・中・米三国の “善民相互交流” を促進すべきである。 

----------------------------------------------------- 

              縁起史観とはなにか 

縁起史観とは、仏教の縁起観にもとづいて、歴史の諸現象について固定的観念やイデオロギー的先入観を 排
して、総合的に歴史を観る思考と、それにもとづく世界観である。それは様々な歴史解釈と歴史解釈自体 の
不断の相対化の思考営為である。そこで、自分の所属する国家をも相対化して観る立場であり、国際問題を
政治・経済の分野に局限または切り離して論じることの偏見・断見をも超える統合的世界観である。  

縁起史観のもとづく縁起観自体は彼岸と此岸の全相にかかわることである。 

 因に此岸 (三界=欲界・色 界・無色界) とは、「われ」よって認識される世界であり、ミクロとマクロの「わ
れわれ」の認識領域の極 限である。「われ」とは、身体行為+言語行為+意思行為が同時的に恊働している
行為の認識主体である。         

「われ」の意思は言語（音声・記号・文字・身体行為など）で表現され、その言語は政治的には、指導者の 
性癖、命令、様々な法令、条約、情報操作、故意の誤報、陰謀文書、レトリックなどをとおして、人間の組
織を動かし、さらに様々な物質的構造物を建造したり破壊したりしていく。この観点から、歴史的に世界を
動かしているのは、人間の情念と組織・物質を仲介している言語（情報）である。  

仏教的智見によれば、地球上の諸現象、太陽系宇宙、銀河系宇宙、暗黒物質世界なども、すべて此岸（三界）
世界の認識領域である。縁起史観は、縁起の内容である四法印 （諸行無常・諸法無我・一切行苦・涅槃寂
静）のうち、涅槃寂静の宗教性（彼岸性）を捨象した此岸・現世の認識に限定した世界観である。すなはち
「諸行無常・諸法無我・一切行苦」から派生し結果された縁起の諸性格が縁起史観を構成する。因に一切行
苦とは、「人間は根源的に苦悩 (無明) の存在であることの是認においてこそ人間である」との意味である。  

縁起史観の特徴を仏教学の基本的定義にもとづいて一般的な用語で以下、要約する。　　　　　　　　　　　　　 

1.  生成史観である・・・これは「諸行無常」の時間観にもとづいている。縁起観は「存在論」ではなく「生
成論」であるから時間論的には無限の過去から無限の未来を許容する三世観である。 一方、過去2千年の西
欧史の思想的特徴は、端的にいえば、ユダヤ・キリスト教の God とギリシャ思想と、それら二者を Thomas 
Aquinas の哲学が合体した広義の「存在論」の歴史であり、支配被支配・有無・善悪・好悪の原初思考にも
つづいた二元的対立の思考である。 

しかし、この思考が、政治的、社会学的に正と負の影響をわれ われの歴史に与えているが、今日われわれ
が享受している近代より顕著に発達してきた様々な科学的、工業 的発展をもたらした動因であることも縁起
的に肯定されることである。因に、一定の語の概念（たとえば自由、平等など）が変容するのも諸行無常で
あるから当然である。  

縁起史観は生成史観であるから、いかなる意味でも歴史は繰り返さないという歴史認識である。生成史観 
の時間論は、現在から未来に進む、キリスト教的一方向的直線的時間観ではなく、それに異議を唱えたニー
チェの永劫回帰の時間観でもなく、いわゆる円環的時間論でもなく、波動的反復説でもない。 あえてイメー
ジすれば、無限の過去から無限の未来に向かって渦巻き状にのびてゆく時間観である。  
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2. 「一切」は連動している・・・縁起の時間面が「諸行無常」であれば、縁起の存在面が「諸法無我」であ
る。あらゆる「もの・こと」と、それらの関係自体について、絶対の固定性はないということである。「一
切」とは、「われ」と「世界」との関係を素単位とする無数の「われわれ」の諸関係の一切であり、これが
縁起史観としての歴史である。縁起的には「支配被支配・有無・善悪・好悪にもつづいた二元的対立」につ
いて、対立する双方は全体的に、または部分的に相互に連動している。  

3.  善悪の固定的判断をしない・・・これは2. の追加説明である。仏教縁起論は、一切の「もの・こと」を
表層的意味（顕意）と深層的意味（密意）で考え、様々な対立概念は互いに不一不異とする思考で、これを
仏教では「空観」という。縁起史観としては、歴史的場面での善悪・正邪は表層的意味 (顕意) において扱わ
れる。密意においては、善悪は相対性の「空」である。  

4.  認識される世界は常に変容されている・・・「われ」の客観的対象である世界 （dharma/s; 諸法）は、
「われ」の認識方法・置かれた時間・置かれた状況によって、多様に観察される。これは「蟻の目と鷹の目」
や「一水四見」などの喩えで説明される。これは仏教では「唯識観」として詳述される。  

5.  物理的事実と意味的現実（仏教では「事」と「理」という）・・・事と理は此岸世界の唯識性として第八 
識（アーラヤ識）の場で感応道交している。アーラヤ識の場において、指導者の様々な心態（統率力、宗教 
的感性、冷酷さ、意欲、怯懦、躁鬱など）は、組織（国家）の法体系と実際の人間関係をとおして、深層に
おいてはアーラヤ識の領域で、表層においては言葉（情報手段）を仲介として、特に「われわれ」の本能に
根ざす「所有欲・想像性・支配欲」を刺激しつつ、組織系統を通じてスタッフとラインに拡大的に伝播して
ゆく。一国の宰相の心態・人間性が国民にとって重大な意味を持っている所以である。  

天台教学と華厳教学は、インド仏教が中国仏教史で開花された仏教哲学の精華であるが、特に華厳教学
（重々無尽縁起）においては、物理的事実と意味的現実は相互相入的に無限に連動していることを詳述す
る。この華厳哲学の今後の、特に西欧世界への寄与は鈴木大拙（1870 - 1966）の強調するところである。 
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