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道徳の二重構造性
︵わが国戦後の倫理学における一問題について︶

一

ところが︑敗戦は社会的現実を一変せしめ︑神話的な歴史観や神

秘的な国家権威が破滅するとともに︑そのようなものを背景にし︑

根拠にして成立していた道徳の価値表にも重大な影戯是正をうなが

した︒そして︑戦争の破壊的な結果は︑わが国の物心両面を荒廃に

陥れ︑倫理的状況は困乱し︑道徳は頽廃した︒これは蔽えない事実

であった︒この困乱と頽廃から立ち直ろうとする努力が︑ようやく

にして現われ来って︑新道徳を想望し︑新時代の道徳教育が構想せ

られていることは︑当然のこととは︑いえ出暑ぶべ・き現象といわなけれ

倫理学の研究も︑従来のような神秘的非合理的な態度から一転し

ばならない︒

るに到った︒これらはもとより︑広汎な倫理の領域の多方面にわた

て︑科学的合理的に人倫の理法を究明すべく︑多くの論著がなされ

の遺訓として永遠絶対のものとせられ︑国民が永久に遵守すべき道

るものであるが︑その中に倫理道徳の本質に関する原理的な論究が

性を有するものとして規定せられていた︒即ち︑わが国民道徳は︑

た道徳の相対性と絶対性︑歴史性と超歴史性の問題が︑真面目に取

り上げられることは当然である︒そして︑この間．題に関して︑幾多

あり︑この論究において︑上述の︑従来とかく不問に付せられてい

する性格のものと考えられていた︒

すぐれた業績が世に問われており︑もはや論議の余地はないように

︵否︑考えるように教︑兄られて

いた︒︶しかもそれは必謹の聖勅という形式をかり︑絶対主義的国

か︑又道徳教育の振興とかいうことを考える際に極めて重要なこと

がらであると思われるので︑あえていささか屋上さらに屋を重ねる

も思われるが︑この問題は今日︑道徳の再建とか︑新道徳の樹立と

愚挙を試みたい︒

家権力を背景にして︑上から押しつけられていたために︑従来︵敗

理性は信仰に圧服されるべく余儀なくされていたいために︑道徳の

かというような問題は︑社会的事実として現実に認識にのぼってい

道徳は歴史的社会の推移とともに変化するか︑それとも変化しない

信ぜられていた︒従って︑道徳の歴史性と超歴史性︑言いかえれば

本義は不変であり︑倫理の本質は超歴史的普遍的なものと︑一般に

明する自由を奪われていた︒神話と歴史とが無造作に結合せられ︑

戦以前︶のわが国では︑これを科学的合理的に検討し︑学問的に究

縦に歴史を一貫して変らないものであり︑横には八紘一宇的に妥当

として・それは古今に通じて謬らず中外に施して悼らない普遍妥当

かつてのわが国では︑道徳は万世一系の皇統とともに︑皇祖皇宗

浩

るにもかかわらず︑殆んど学問的な研究問題とならず︑学者の問題

道徳の相対性と絶対性︑特殊性と普遍性︑歴史性と超歴史性︑簡

単にいえば︑道徳は変るか変らないかということについて︑人々の

見解は結論的には大体一致している︒その結論を要約していえば︑

道徳はある面では変るがある面では変らない︒道徳には変る面と変

︻

一
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意識の外に押しやられてしまっていたようである︒

二

一

河

のであるというのである︒しかし︑結論的には同じであっても︑そ

らない面との二重性がある︒その意味で道徳は二重構造を有するも

徳が変化したというのである︒しかしこれは忠孝という徳がなくな

エ

こに到る道程はかならずしも一様ではなく︑変化面と不変岨面の意

る︒何を忠とし何を孝とするかの判断が変って来たのである︒L

ってしまったわけでなく︑何が忠であり︑何が孝であるかという
も
の ゆ
ゆ
り む ゆ む
内容質料が変化したのである︒忠孝という徳は依然として存立す

次に島芳夫氏によれば︑﹁道徳的進歩はある意味で可能﹂なので

のである︒

え万である︒そしてその変らない形式を徳︵徳目︶として見ている

容質料の面では変化するが︑形式面形相面では変化しないという考

つまり︑天野氏は道徳を内容と形式︑質料と形相とに分些して内

り

味するところは一義的ではないようである︒いま試みに︑私の目に
とまった論著の中から二三拾ってみると︑まず天野貞裕氏によって
代表される見方がある︒

﹁今や時代が変った︒道徳も変らねばならぬ︑と言われる︒旧道
もはや旧道徳に拘束されるわけはない︑ と

言われる︒変った変ったというから︑それならどんなに変ったかと

徳は廃れてしまった︒

尋ねると︑わたくしはまだ答える人に出会つたことがない︒﹂ので

れの段階において独特の問題解決と自己完成を示していると同時に

その個性的完成は字結した円ではなくしてその中に自己否定的矛盾

あるが︑それは直線的に進歩するものではなく︑﹁各時代はそれぞ

・量るならば︑次のことが明らかになる︒即ち﹁倫理というのは入間

を含み︑それを解決するために次の時代への変動が準備される﹂と

ある︒かくて一切のイドラを排して虚心になって事態を分析して考
の道である︒−そういう道の現われる形がいわゆる徳目である︒・：

﹁歴史的に生成﹂するものなので

﹁道徳は一つの必然的な

人間が人間たる以上人間をして人間たらしめる道が全然変ってしま

歴史的社会的事実﹂なのであり︑

いう﹁螺旋的進歩﹂という考え方である︒

う道理はありえない︒事実また変つでいないことは少しく考えてみ

あって︑道徳の可変性と不変性はこの歴史的生成を規定する条件の

解明によって決定されるのである︒その条件とは歴史的道徳の﹁主

れぽ明らかである︒⁝徳家聖驚動伽聖逡澱み聖⁝
例えば：・信頼がなければどういう社会も存立でぎない︒⁝信頼がな

体﹂︵民族︶と内外の﹁環境﹂であって︑民族の道徳は主体と環境

とは当然予想される﹂がしかし︑﹁道徳の不変性も可能﹂である︒

との函数であるから﹁主体と環境の変化とともに道徳が変化するこ

くては団体の成り立ちうることは永久に考え得られない︒その他の
徳についてもほぼ同じことが認められねばならない︒その限りにお
いてこれらの道徳は時と処とを問わず妥当して︑変易するという如
﹁それならば道徳は変化しないか︑というとそういうわけにはゆ
かない︒かつては︑一旦緩急あれば⁝戦場に出て君国に生命を捧げ

して見られる抽象的普遍性ではなく︑ヘーゲルの所謂止揚の意味に

は﹁歴史的道徳の不変性乃至普遍性は単に歴史全体に共通な性質と

きことは考えられない﹂のである︒

ることが忠であったが⁝今日では⁝そういう忠は妥当しない︒或は

解されねばならぬ︒﹂伝統は単なる保存ではなく発展的保存であ

に真に歴史において不変なるものは︑まさに民族の創造的意志であ

﹁不変の型﹂が認められるからである︒この場合︑注意すべきこと

また社会の一部においては︑身を売って親を養うことが孝とせられ

る︒﹁伝統の価値を決定するものは民族の進歩への意志である︒故

それは︑これらの二条件乃至それらの二条件の相互作用の中にある

﹃つとめの倫理﹄とさえいわれたこともあった︒しかしそういう意

味の孝なるものは今日轍妥当しない︒こういう点を捉えてひと臓道

一
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ろうしといって︑ベルグソソの発展は持続を含み︑過去の創造的持

り︑島氏と大島氏のものは大体︑ヘーゲル的︵弁証法的︶立場のも

解を異にするものであるが︑それは後に明らかになるであろう︒

のと見られる点である︒私は概ね後者に同調して︑前者とはやや見

﹁倫理は⁝歴史的社会的なものに結び
ヨ

続の中に絶対を見るという立場を支持しているのである︒
次に大島康正氏によれぽ︑

ある︒もう少し詳しくいえぽ﹁倫理の旦ハ体的な内容というものは⁝

から革新し改善してゆこうとする主体的な精神に懸っている﹂ので

の本性上そうなのである︒

は︑何としても否定できない事実である︒それは倫理道徳そのもの

倫理道徳は歴史的に変化し︑場所的にその様相を異にすること

ついて仇くことにおいてその現実的具体的性格を獲る﹂とともに
﹁倫理や道徳の根本は︑不断に現実と入間性を正視し︑それを根底

確に歴史的社会の変化発展とともに変らざるを得ない︒それは抽象

係を規制する条理である︒エトスとかモラルとか呼ばれるものは︑

倫理とは社会における人と人との関係︑あるいは人と社会との関

る︒倫理が人間に内在的な存在関係の規定である限り︑如何とも否

的な理想や倫理学内部における理論を超えた︑厳然たる事実であ

本来社会的習俗を意味する︒それは社会における人間の生活行動が

一定の傾向に集積されるところに成立するものなのである︒従って

定し難いことである︒倫理の出来上った徳目や︑教義内容や︑学説

のであらざるを得ないのである︒然しそれにもかかわらず⁝倫理思

政治経済的支配権力︑法律制度の規制力︑宗教信仰の力︑あるいは

人間の生活条件を支配し︑社会構造を変化せしめる原動力には︑

現実の生活条件に左右せられて変易するのである︒

想の時代的変遷の底を貫いて︑変らない一本のものがある︒⁝何

会的生産力の発展増進である︒生産力の消長は人間関係に変容を与

革命や戦争の暴力にいたるまで様々あるであろうが︑根源的には社

ても︑然も大局的にはどこまでも歴史的社会の推移に︑相対的なも

や︑き主義主張はそのそれぞれが如何に自己の立場の絶対性を主張し

か︒⁝自由の確立ということである︒人間の究極的な自由を確立し

え︑人間関係の変化は人間の意識︑思考︑感情に影響する︒マルク

ようとする意志︑乃至精神である︒これこそ倫理の具体的な内容の
変遷の中にありながら尚それを超えた不変の本質︑入間に肝要な一

スのいう如く︑社会の下部構造の変化は上部構造の変化を必然的な

このように︑倫理は相対的過渡的で︑変易するものであるが︑一

であろう︒︶

例は枚挙に妙ない︒敗戦前後にかけてのわが国の場合を思えば充分

変し︑倫理道徳の変容が目に見えて著しくなる︒︵古今東西にその

ア

らしめるのである︒従って社会的変動の急激な時には人間関係も急

ら

本の道であるといえよう︒﹂即ち歴史的変化を貫いて不・変のものは
︵6︶

主体的な自由創造の意志であり︑入間的条理であるというのであ
以上︑冗長を厭わず三氏の所論を紹介したのは︑これらの論者が

る︒

啓蒙的な意味を多分に有し︑従って又多くの人々に読まれていると

とするかということ︑即ち倫理的価値︑道徳的理想及びその価値・

るのであろうか︒それは端的にいえぽ︑何が善であるか︑又何を善

歩立ち入って︑では倫理の何処が相対的であり︑道徳の何が変易す

せられる諸賢に訴えたい意図を有するからである︒
そして︑誰もが直ちに気づくことは︑上掲三楽の所論の中︑天野

思われるからであり︑又この小論が広く倫理道徳の問題に関心をよ

賃のものは多分にアリストラレス的︑カント的︵形式論理的︶であ

一
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三

理想を設定する道徳意識乃至道徳的判断が変化するのである︒道徳

を認め︑ヘラクレイトスも万物流転の中に一貫する永遠の﹁活ける

主張の中に見られる︒パルメニデスは迷妄とはいえ現実的生成変化

スとなり︑変動の極をとればヘラクレイトスとなる︒ソクラテスと

火﹂︑ロゴスを認めた︒不動の極をとって実在を説けばパルメソデ

的意識は規範意識であり︑道徳的判断は価値判断であるから︑当
れぽならない︒価値判断が変るから︑その判断にもとづいて実現さ

ソピステースとでは︑真理の客観性と主観性︑価値の普遍必然性と

然︑意識・判断の変化は規範・価値そのものの変化と相即的でなけ
れる行為の実態が変化することは︑もとより当然のことであるが︑

内部の二重構造性として導入せられ︑プラトンではイデアと個物

特殊相対性とが対立した︒プラトン以来この両極が一個の哲学体系

る︒

行為を規定する価値︑行為の目的理想そのものが変化するのであ

︵ウジアとゲネシス︶︑アリストテレスでは形相と質料︑カントで

あるが︑概していえば︑何れも分析論理的抽象の立場に立つもので

れの仕方において︑これらの対立の融和綜合が試みられているので

は形式と質料︑理性と感性という二元的対立を保ちながら︑それぞ

は道徳的価値そのものは不変である︒あるいは変るのは現象面であ
って︑本質は絶対不変である︒或は実質内容︵質料︶は変易して

このことについて︑道徳は現実的には変るが︑道徳の理想あるい

も︑形式︵形相︶は不変である︒即ち現実と理想︑内容と形式︑

構造の二重性を把握し︑世界観に真の具体的統一性を与えた点にあ

い縣︑︶へーグルの功績は︑絶対者自身の弁証法的自己運動として世界

あり︑形式論理的思惟に偏向して真の具体的統合に立ち到っていな

︵質料と形相︶の二元論から一方を歴史的相対的可変的であると
し︑一方を超歴史的絶対的不変とする見方がある︒前掲の天野氏の
所論は︑これに類するものと受けとられるが︑もしそうだとすれ

理想と現実︑本質と現象︑形式と内容︑これらはいずれも相異る

る︒

総じて︑本体と現象︑理想と現実︑形相と質料︑形式と内容︑先

ば︑それは偏見である︒

対立概念であるにちがいない︒しかしこのような対立概念を予め定

一つの存在を形式論理的静観的抽象の結果︑分析固定したものであ

天性と後天性︑理性と感性⁝というような二元的なものは︑本来は

ではない筈である︒世界構造は分析すれば︑このように二分される

あって︑はじめから︑そういう二つのものが別個に存在しているの

介に自己自身が存立することはあり得ない︒すべての対立者は相互

れぽならない︒弁証法的論理の世界にあっては︑何者も．直接的無媒

践︑創造的行為を説明する論理は︑いうまでもなく弁証法的でなけ

は︑真に活ぎた歴史的社会を説明する論理とはならない︒歴史的実

て実体化しておいて︑しかる後その相互関係を論ずるという仕方

立して︑しかもその一方が他方に対して独立的に存在するものとし

であろうが︑もともと一つのものである︒二元論はこの二つに分け

る︒こういう二元論乃至二世界論は︑想念の中で仮構されたもので

られたものの性格を固定化し︑又その相互関係を絶対的に定立する

を活かす処に歴史的実在の発展があるのである︒従って現実的基礎

の上に立たない理想という如きは︑単なる夢想的可能性を意味する

否定的に相媒介し︑自己矛盾的な相互否定関係によって却って自己

にすぎないし︑又現実的なるものは常に理想的なるものに制約せら

のであるが︑それは世界を全体的統一的に把握するゆえんの途では
倫理道徳に限らず一般に世界構造が二重性を有することは︑古代

ない︒

のパルメンデスとヘラクレイトスの対立における一と多︑静と動の

一
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本質と現象との論理的構造も同様である︒現象ということは本

とを分析論理で固定して︑絶対的な限界を設けてはならないことが

表現には注意が肝要である︒ここでもまた︑面とか部分とかいうこ

代の進んだ社会科学の指示するところである︒だから︑倫理には変
の
り
ゆ ゆ
の
る面と変らない面︑変化する部分と変化しない部分とがあるという

れている限りにおいてのみ具体的に現実であるのである︒

来︑本質の現象ということであって︑現象する本質がなくて現象と

のまま本質であり︑本質がそのまま現象であるということでは︑も

ものは抽象的思惟の仮構にすぎない︒しかしこのことは︑現象がそ

他によって自己も動かされるという現実的な動と反動の行である︒

在︑外物や他の人格に主体的に導きかけて︑これを動かすとともに

ある︒実践は想念や観想とはちがう︒常に客体的な精神物理的存

しかも道徳というものは︑あくまでも実践的行為的性格のもので

知られる︒

いうことはあり得ない︒同時に本質も︑それ自身が超絶的実在では

とよりない︒本質は自己自身を否定することなくして現象するもの

なく︑本質とは現象する本質であって︑現象しない本質という如き

となることはできないし︑現象は自己を否定する作用を通して︑は

はなく︑根源的には存在の論理として︑存在そのものの客観的法則

という意味を有するものである︵﹁すべて現実的なるものは合理的

本来論理とは単なる思惟内の主観的法則であることに尽ぎるもので

であり︑すべて合理的なるものは現実的である﹂一へーゲル︶如

じめて本質を現わすことができるのである︒本質が現象を媒介とし
に実現する途であり︑現象が本質を媒介として自己を否定するとい

く︑倫理というものも単なる精神内部の規範法則であるのではなく

て自己を否定するということは︑かえって現象の中に自己を具体的

る︒

る︒観念論的形而上学者も形式論理学者も現実旦ハ体的な入間として

するとなす考え方がある︒例えばキリストの山上の垂訓や︑孔子の

良心の至上命令や道徳の根本法則は不変であり︑永遠の生命を有
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｝

うことは︑それによって自己の存立根拠を獲得するということであ

の自己の実践的行為の場においては︑如何に自己の立場が無力であ

て︑入間存在︑社会存在の法則として具体的に成立するものであ

とは本来内容的なものの自己発展の形式なのであり︑内容とは形式

るかを悟るであろう︒

形式と内容については︑もはや論ずるまでもないであろう︒形式

こでもまた︑内容的限定を欠いた形式とか︑形式的制約をうけない

的なものの生命としてその質料的原理となるものに外ならない︒こ
内容というようなものは︑実在の抽象的一面を静的実体的に固定し
要するに︑一つの現実的世界を概念的に二分して︑それぞれに固

仁の教えや︑カントの無上命法の如き︑一般に先哲の遺訓といわれ

て考えられたものにすぎない︒

え方は︑悪しき意味の悟性的分析論理の誤りであり︑形式論理的抽

かに︑それらは何時の世にも普く人心を動かし︑長い歴史の波を超

えて人類を諭すであろう︒しかしこの妥当性といえども絶対的では

るものは時処を超えて妥当するものではないかというのである︒確

の理法であるから︑倫理の構造はすぐれて弁証法的でなければなら

あり得ない︒何となれば︑すべて歴史に現われたものは︑歴史的制

象の偏見である︒世界構造は弁証法的であり︑入間社会は勝義にお

ない︒このこと砥ヘーゲル以降︑哲学の教えるところであり︑又現

ける弁証法的発展の世界である︒倫理とは社会の規範であり︑人倫

定的属性を附与して︑一方を絶対不変とし他方を相対変化とする考

四

往時とは異るであろう︒カントの﹁汝の意志の格率が常に同時に普

あるから︑現在の共産主義の中国におけるその妥当性は春秋戦国の

の中国の社会的倫理的状況が︑孔子の入格を介して流出したもので

に妥当するものではあり得ないからである︒孔子教は春秋戦国時代

約の下に立つものであり︑歴史的社会的条件をはなれて︑無制約的

の世界から絶対的に決って来るものではあり得ない︒社会的現実に

ものではない︒善とか悪とかいうことは︑唯形式的超歴史的に永遠

体というようなものが︑人間存在以前に入間を超えた処に存在する

かな事実であって︑そのこと自体は普遍絶対である︒しかし価値自

る︒入間は価値意識を有し︑それによって事物を評価することは確

という考え方からして︑その絶対性を主張しようとする立場があ

る︒真善美というような︑︑いわゆる価値と呼ばれているものは︑概

おいて入間が事物との関係交渉の上で発見し実現して行くものであ

念的に類型化せられた名目である︒何を善とし何を美とするかは人

の根本法則や︑﹁自己並びに他入の人格を常に目的として取り扱
い︑決して単に手段として取り扱ってはならぬ﹂という理性的意志

遍的立法の原理として妥当し得るように行為せよ﹂という実践理性

の命令や︑﹁思為し能う︑何となれば汝為すべきが故に﹂という義

るのである︒価値意識従って価値評価は︑個人的に集団的に階級的

間より前に決っているのではなく︑人間の情意によって選定せられ

に相異り︑しかも歴史の推移とともに常に再評価せられて行く︒こ

務の命法は︑なるほど時処位を超えて普遍妥当性を有する如く考え
の規制を超えた永遠不動の道徳の真理を確立することにあったであ

られ︑又カント自身の意図も︑もとより歴史的社会的な諸条件から

の評価作用における横︵社会的︶の調整統一と︑縦︵歴史的︶の反

う︒

倫理学の内部で行われたフランス革命であったということもできよ

十八世紀的ヨーロッパの社会的精神の顯現であり︑カントの業績は

あるということにもなるのである︒即ち︑自由・平等・独立という

きな立場から見れば︑その時代の歴史的社会的要請に答えたもので

それを無理に超絶化しようとして入間的倫理的関係を超えたところ

め道徳的精神とよぶ先天的な純粋で高潔な精神を所有し︑それによ

る態度︑入類に対する態度と結びついている︒⁝もし人があらかじ

それは階級的意識︑歴史としての現代の意識と密着し︑社会に対す

るものではない︒⁝道徳的判断は倫理的価値に関係するものであり

る︒﹁道徳的判断は人間の本性に基づく先天的精神によって行われ

ことができるのである︒この意味において倫理的価値は相対的であ

省吟味によって価値は社会的歴史的に︑その内容を豊かにして行く

ろう︑しかし他方︑彼が感性的経験的恣意的相対的なるものを悉く
倫理の領域から排除し︑倫理の根拠を専ら人間性の普遍平等︑人格

一般的に言って︑歴史に現われた倫理︑及びそれを基礎づけた理
説は︑歴史において与えられたものであり︑すべて歴史的社会の所

の自由自律︑当為の先験的絶対性に求めたということは︑やはり大

産である︒従って絶対的原理や普遍的法則の確立を企図する人間は
一定の時代一定の社会に生存する個入であって︑その個人の構想自

るであろう︒

義に陥るか︑或は道徳と宗教の区別を無視する誤りを犯すことにな
セ

﹁徳は今日においても依然として徳である︒⁝﹂︵天野氏︶という

次に徳或は徳目の普遍妥当性ということについて一言したい︒

ロ

がら価値を設定しようとすれば︑カントの如く無内容無力な形式主

つて道徳的判断が行われると考えるならばそれは誤りである︒⁝﹂

の

身が一定の歴史的社会に帰属するものと考えざるを得ない︒

以上のことと同様の問題性を有することがらであるが︑倫理的道
徳的価値は一個の精神的な価値として独立性を保持するものである

一
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臣その他これに類した縦の人倫あるところ︑そこにはその人間関係

して実現せられた倫理内容に附けられた名称である︒なるほど︑君

人がある︒徳目は文字逓り徳の名目であって︑ある一定の行為を通

﹁倒れて後やむ﹂か︑それは徳自体からは何等解決の手がかりは与

であろう︒孝の場合︑﹁命あってのものだね﹂とするか︑それとも

立するけれども︑病気の時にはどちかを犠牲にしなくてはならない

は答えることがむつかしいσ即ち病気でない時には︑この二徳は両

えられない︒その時の倫理的状況によって︑人が主体的に決しなけ

れと教えるが︑戦時の国家権力は︑殺せ盗めだませと命ずる︒徳の

ころには孝があり︑夫婦あれば和があろう︒それはその通りで古今

の条理があり︑それを名附けて忠というのであろう︒親子のあると

間にはそういう矛盾衝突が起る︒かつては︑これをあらかじめ統制

できないことがらである︒聖賢は︑殺す興れ︑盗む遅れ︑だます勿

運扶翼を除けば今日に妥当する真理を有し︑教育勅語の内容をなす

れぽならないことであって︑あらかじめ一般的に決めておくことは

諸徳目は永遠である︒といわれるのは︑如上の意味からはうなづけ

して︑徳目に序列を与えることが企てられ︑忠と孝とでは忠を先に

あろう︒天野氏が︑教育勅語は一旦緩急における義勇奉公による皇

る︒しかし︑名目化された徳は一個の形式論理的概念であって︑従

し︑孝と和とでは孝を先にするという如く︑概して縦の倫理を横の

東西に変りはなく︑その人間関係が存続する限り︑徳目も存続するで

って形式論理的には普遍妥当性を有するが︑現実的実在性を有しな

倫理に優先せしめたが︑その優先の根拠を支持していた専制的全体

お

い︒徳目が先に在って︑それに適合する行為が後からあイ︑はまって

主義の価値観の変貌とともに︑徳の番付も変化してしまった︒

る︒この名目的概念だけを切りはなして固定すれば︑或は形式的妥

以上︑倫理は相対的・過渡的性格のものであるということについ

ものもそれであり︑カントの道徳法もそれへの強い志向を示すもの

倫理学は人間の学である︒社会共同の規範であり︑公共の条理でな

一
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行くのではなくて︑徳目は一定の道徳的行為に附けられた名目であ

て考察した︒繰り返しいえば︑倫理とは人間生活の条理であり︑社

当性を有し︑その名目は永遠に残るかもしれないが︑実践内容から
遊離した徳目は︑もはや死せる形骸にすぎない︒天野氏も前掲の通

会的規範であり︑そして人間は社会内存在であり︑社会は歴史的社
うことであった︒

会であるところがらして︑倫理は時処位に応じて相対的となるとい

とめの倫理﹂的な個人の入筆を否定する孝行は︑民主主義の倫理で
はないといっていられるが︑それならば徳目の普遍妥当性を強調さ

しかし同時に又︑同じこのことからして︑倫理が王土位を超える

であり︑最大多数の最大幸福もそれへの要求である︒日常の事実か

性格も出て来るのである︒先ず才一に︑倫理は人間の条理であり︑
ゆ

なお︑徳はそれ自体が相対的で︑決して独立自尊ではあり得ない

式主義である︒だから仏は入を見て法を説き︑孔子も個別的に仁徳
ぬ
の内容を示してその実践方法を教えている︒

ら見ても︑人がそれぞれの倫理を論じ︑道徳を説く場合︑自意識の

ければ︑倫理的意味はない︒ソクラテスが命をかけて確立に努めた

の二つを比べて何れがより重要かと問われると︑徳自体の根拠から

ものである︒例えば︑健康と勤勉とは何れも重要な徳であるが︑こ

から切りはなして︑それだけを固定的に見る徳目主義は︑一種の形

為︑実践的工夫がより重要である︒徳目それ自体を重視し︑名を実

れない方がよい︒徳目が重要なのではなくて︑いわば徳目以前の行

り︑義勇奉公の忠は国母天皇制の変易とともに︑実質が変り︑﹁つ

五

る力は︑歴史自体から生れて歴史によって養われて行くのでなけれ

遠である︒永遠なる倫理的価値とは︑ここに在りあそこに在ったも

程度に強弱はあっても︑入はいつでも道徳の真理は一つであり︑自

性を普遍的に要求するものというべきである︒普遍への志向をはな

のではなくて︑歴史的な価値を絶えず審判しつつ︑自己を創造的に

己を創造しようとする歴史的自覚の精神︑それは歴史の続く限り永

れて︑すべて真理の主張はあり得ないのである︒人は個人的︒民族

現わして行く︑現用する自覚的精神である︒歴史は絶えず歴史的な

ばならない︒歴史的なるものを絶えず自己に反映しつつ︑未来に自

的・或は階級的立場に限定されつつも︑ひろく世界の正義︑人類の

るものを審判して行く︒この歴史的再評価の絶対主体的な精神が永

己の説くところは必ずや万人に遍通すべぎものという信念に裏づけ

幸福を求めてやまないのである︒即ち普遍永劫の真理を要求するの

られているに違いない︒懐疑論やニヒリズムも逆説的に自己の正当

である︒

接的なもの︑与えられたもの︑今ここに在るものとして把握される

的絶対ともいうべきものである︒弁証法的には︑すべての存在は直

はそのまま直接的に絶対普遍ではあり得ない︒それはいわぽ︑相対

て︑これをどこまでも永遠化して肯定しようとすることは誤りであ

直接的に既存現存の社会秩序における善や徳を︑抽象化し固定化し

は︑常に否定的媒介を通してのみ具体的に可能である︒ただ即自的

従って道徳における真の価値評価は︑歴史的現一実の世界において

ものである︒

遠なるものである︒だからこの永遠は︑いわば歴史的永遠であり︑
む
む
相対的絶対である︒倫理はこのような弁証法的二重構造性を有する

しかしこの普遍絶対性の要求は︑あくまでも個性︒民族性・階級

とともに︑同時にこれを他によって媒介されたものとして︑無限の

る︒過去の道徳をそのまま今日に持ち出して見たり︑現状のままで

性という特殊相対的なるものに媒介されているのであるから︑それ

媒介関係において把握されなければならない︒倫理の絶対は常に相

ゆ

固定しようとする間違つた考え方が︑抜き難い勢力をもち︑それが
ゆ

今日の道徳問題︵特に道徳教育の問題︶を混乱せしめる重大な原因
ち

相対的立場を支えることができないと︑いう︑相互否定的自己矛盾的
の

対を媒介として成立し︑逆に相対は絶対を志向しない限り︑自己の
ゆ

となっていることは遺憾である︒この小論は︑それらの人々に対す

ある︒
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ロ

コ
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ロ

ロ

もないであろう︒⁝︵中略︶⁝思うに︑若し誰かがすべての人間に

に承認する︒しかしマルクス﹁経済学批判﹂序文の
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ロ

の

じ︑次に再びその醜の集合中から︑各が美と考えるものを取るよう
ロ

の
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ロ

ロ
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ロ

コ
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コ

も同じではないからである﹂︵傍点筆者︶

ロ

展に伴って産業上では分業が興り︑学問上では科学及び技術が自立

ィスト﹂一七七頁より重引︶両立論は著者不詳であるがソピステー

︵﹁両立論﹂

ロ

尽すであろう︒なぜなら︑万人の認めるところ︵ノモス︶は必ずし
の

︵8︶〇一例を古代ギリシアにとれば︑前馬世紀の中葉において生産力の発

して専門化した︒又植民地争奪を原因として起つたペルシヤ戦役に

スと推定せられる︒右は申すまでもなく社会を横観した場合の倫理

bみの9δσqo一二章九節以下一五中美智太郎著﹁ソフ

勝利を得た後のアテナイの社会的政治的生活は︑画期的な繁栄隆昌
を見せ︑貴族政治から民主政治への転向は︑政治方式を一変せしめ

の相対性を指摘して余すところがない︒

の言葉として︑傍点の部分とほとんど同一の意味の文章の引用があ

なお同●bd口㎏口OfO目OΦ昇℃ゲ旨OωO℃げ矯●℃℃●ドOドにヘロドトス

るとともに人々の関心に重大な変化を与えて︑ピユシス的なものか
らノモス的なものへと思想傾向の転回を促して︑ソピステースを輩

る︒

︵ここまでは具体的統合的であるが︶しかし彼の世界観の発展

アリストテレスは個別的存在は︑すべて形相と質料の結合とする

系列は形相の形相︑質料の質料というように︑両極的方向へ分析論

が︑

︵9︶

﹁勝者の利益が即ち正義である﹂ことを語らしめている︒

うソピステースをして﹁勝てば官軍負ければ朝敵﹂と同じ意味の

○℃一98P℃O一一苗O冨●ωωつoO・

にはプラトンがトラシユマコスとい

出せしめ︑又東方との交通の結果は歴史学的矢族学的視野を拡大し
て︑ヘロドトスやツキジデスの歴史学を生んだ︒

○ソピステースーソクラテス時期の哲学が自然学的関心から人間学的
としない︒ソピステースが価値の相対性︑ノモスの過渡性︑道徳の

関心へと転向し︑倫理道徳の問題が論議の中心になったのは故なし
変易性を強調したことは注目に価する︒﹁例えば︑スパルタでは︑

されるが︑イオニアでは︑それはみつともないことである︒テスサ

理的に進行し︑その結果︑矛一形相と矛一質料︵神と単なる物質︶

娘が体操をしたり︑袖なし下着なしで歩いたりすることも美なりと
リアでは︑自分で牛を引いて来て︑これを殺して皮を剥ぎ︑肉を切

カントの認識論においては︑先ず感覚内容と直観形式︵時間・空

という抽象的概念に行きつまって︑依然として二元論である︒

間︶︑知覚内容と悟性形式︵範疇︶という二元的対立が措定せられ

るのも結構なこととされるが︑シシリイ島では︑それは奴隷の仕事
娘が恋をして男と交わることも許されるが︑結婚後はそれが許され

然る後﹁内容なき思惟は空理であり︑概念なき直観は盲目である﹂

で︑自分がするのは醜とされている︒マケドニアでは︑結婚前なら
ない︒しかしギシアではり︑両方とも許されない︒トラケでは︑少

一
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野獣は﹁愛人﹂

簗遅には誰時は﹁仁者先難険後獲︒﹂︵論語︑雍也︶

或時は﹁居処恭︒執事敬︒与入墨︒﹂︵論語︑関路︶

︵論語︑顔淵︶

先天的形式の優勝の宣告を意味する︒道徳論においては二元論的傾

と教えている︒むろん仁徳は徒に多義ではないから各人に対する孔

とされる︒そして︑いわゆる彼のコペルニクス的転回は認識主観の

の他律と自律とが峻別対置せられ︑後者による前者の否定︑即ち理

向が一層顕著である︒感性と理性︑感性的欲向と義務の命法︑意志

が﹁能鼻取讐︒可謂仁之方也己︒﹂︵論語︑雍也︶といっている如

子の答には共通の義が含まれている︒しかし︑注意すべきは︑孔子

く︑具体的な実践の工夫を矛一義として説教している点である︒

性による意志の純粋形式的規定性に道徳的価値をみとめる︒
カントの形式主義の道徳では︑義務のために義務をつくせと︑いうが

務台理作﹁倫理的状況と道徳的判断﹂思想一九五五年矛五号参照

︵11︶

︵−o︶

の時代に特定の社会的関連の中において︑特定の入間が特定のこと

何を義務と心得︑何に対して義務を負うべきかということは︑特定
がらに対して判定すべきことで︑単なる義務のための義務というよ
うなことは︑現実的には無力︑無意味である︒現実特定の歴史的社
会から来る環境的限定と︑これに基づく特定の内容を持つた歴史的
ということも︑人格を自立させる方途︑人間性を尊重する具体的な

課題からはなれて道徳の現実性はない︒人格の自立︑人間性の尊重

ない︒

方法は︑やはり環境的限定と歴史的課題から判断されなければなら
︵ηV 宗教は再評価が︑ある程度は許されるが︑ある程度は許されない︒

る︒しかしこれも特定既成宗教内部におけることで︑人間が特定宗

教義信條の根本は教祖宗祖の絶対的擢威によって固定せられてい

には絶対的ではない︒

教の域を出れば宗教改革は可能である︒だから宗教といえども厳密

孔子は仁を説くに

︵3ユ︶ 天野貞砧﹁今日に生きる倫理﹂六五頁以下参照

︵14︶

︒﹂︵論

己所不欲︒勿施於人︒

顔淵には﹁克己復礼為仁︒﹂云々︵論語︑顔淵︶

﹂云々︵論語︑顔淵︶

仲弓には﹁出門如見大賓︒使民如承大祭︒

子張には﹁能行五者︵恭︑寛︑信︑敏︑慧︶於天下為仁

司馬牛には﹁仁者其言也調︒﹂︵論語︑顔淵︶

語︑陽貨︶

｝
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