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宗教教育における用語 religionと用語 the religious

小　山　一　乘

1. 本稿のねらい
　本稿のねらいは、周知の①用語 religionと用語 the religiousとの差異に留意
し、巷間、社会通念として馴致している用語 religionの概念に関して、② J.

Deweyのいう用語 religion（1934）と、中村元のいう用語 religion（1992）との
差異の懸絶を確認し、③ J.Deweyのいう the religiousの再考、及び、④宗教的
情操教育成立論議で、いわゆる用語「宗教一般」が成立要件に成る・成らない
という肯定否定に二分するこの用語「宗教一般」の 4点を再考する端緒を得る
作業の断章的な覚え書きである。なお、拙前稿のくりかえしもあることをこと
わっておきたい。

2. ‘common’と ‘religion in general’
　宗教的情操（教育）成立基盤論で、いわゆる「宗教一般」知識教育から宗教
的情操が芽生える事態が想定されうるか否かをめぐって、いわゆる昭和 20年
の教育改革起点以来、平成 27年現在、70年以上（真の終戦からは 63年）に
わたり、争点となってきている経緯は贅言を要さない *1。端的にいえば、用語
「一般」の意味問題である。改正教育基本法（平成 18年 12月 22日公布・施
行）の第 15条「第 1項　宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教
養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。」
に示す「宗教に関する一般的な教養」の「一般的」の範疇問題ともなる。また
同条第 2項の「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗
教教育その他宗教的活動をしてはならない。」での「特定の宗教」の範疇が俎
上にのってくる。
　その争点を、現行日本国憲法公布以降の脈絡下の宗教教育事象で再考する場
合、必然、対日米国占領教育改革施策において、理論的・実践的影響を与えた
デューイ（J. Dewey、1859-1952）の論のうち、用語 religionと用語 the religious
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とを、根柢的に対象化することが重要になる。
　必然、それらの用語を主題とするデューイの著 A Common Faith（『誰れでも
の信仰』、岸本英夫訳、春秋社）*2を取り上げることになる。筆者が、まず着目
するのは、タイトルに、common faithとみえているこの用語 commonである。
この commonは、別項でみるごとく、用語 religion in generalと比較考量される。
用語 religion in generalを、岸本は「宗教一般」と訳している。用語 (in) general

は、如何なる意味関係になるのかが、筆者は気になる。岸本訳によれば、訳語
としての用語「宗教一般」で示されるものは否定的に扱われている。

3. 表記「宗教一般」と表記「一般宗教」との差異考
3.1.　『研究社 新英和大辞典』用例考
　岸本英夫が『誰れでもの信仰』を邦訳した時代の日本の言語空間での、日英
米語理解水準の指標といえる『研究社 新英和大辞典』（昭和 32年 2月、第 33

00

版
0

）を取り上げる。当辞典の「in general」の項には、「全般に；概して、普通
（for the most part, generally）; people in general　一般民衆」とみえる。注目した
いのは、「people in general　一般民衆」というこの用例の記である。「民衆一
般」という表記ではない。類比する。「一般宗教」か「宗教一般」かと。
　この用例は示唆的である。別項でみるように、岸本英夫訳によれば、J.

Deweyは「there is no such thing as religion in general（「宗教一般と云う様なもの
は存在しない。（岸本訳、下線小山）」）*3と否定的文脈で示す。いま、in general 

の訳解の用例の差異をみておこう。
　　　John　Dewey： religion in general → 岸本英夫訳　：　宗教一般
　　　研究社　　    ： people in genneral → 研究社訳　　：　一般民衆
ところで、訳語としての用語「一般」の位置の前後は意味論的にどう違うか。
　研究社の用例は「一般民衆」である。「民衆一般」ではない。研究社の用例
に従えば、Deweyのいう religion in generalは、用語「一般宗教」との訳解にな
ろう。「宗教一般」との訳解にはならない。筆者はこの差異が看過できない。
　たとえば、「一般民衆」と「民衆一般」との意味の異同はどうか。更に別例
で考える。一般教育と教育一般、一般教養と教養一般、一般学生と学生一般、
一般信者と信者一般、一般寺院と寺院一般、一般僧侶と僧侶一般、一般教師と
教師一般等枚挙に暇がない。いま、「一般教育」と「教育一般」との例で差異
を考える。
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一般教育とは、専門教育の基礎となる基本的な一般共通に必要な知識を与
え教養を育てる普通教育を語る用語

教育一般とは、普通教育と専門教育、家庭教育と学校教育と地域社会の教
育等の教育の全般を概括する用語

では、この比較方法で「宗教一般」について仮説的に考えてみる。つまり、

一般宗教とは、専門的でもなく、特定の宗教でもない、普くに通じる一般
的内容をもってする宗教を語る用語

宗教一般とは、専門的でもなく、特定の宗教でもない、普くに通じる一般
的内容をもってする宗教と、専門的で特定の信仰・教義等
の内容をもってする宗教との、いわば非専門と専門との 2

面全般を含意して語られる宗教を示す用語

　J.Deweyの religion in generalを岸本英夫は、「宗教一般」と訳解しているが、
仮に、研究社の用法に従えば、「宗教一般」ではなく、「一般宗教」との訳解と
なる。端的にいう。J.Deweyの ʻreligion in generalʼ は、訳せば、「一般宗教」か、
「宗教一般」かが素朴裡に問われまいか。
　岸本が「一般宗教」でなく、「宗教一般」と訳解するその積極的な理由が気
になる。宗教的情操成立論で、一方の立場の論者は、「宗教一般」などは想定
できない、と主張する。当主張が使用する用語は「宗教一般」である。用語
「一般宗教」と用語「宗教一般」とを比較考量した上での用語「宗教一般」採
択なのか。筆者は端的に考えたい。「一般宗教」は、算数・数学で語られる、
（最大）公約数的であり、他方「宗教一般」は、（最小）公倍数的であるとし
て、たとえてみたい。

3.2.　『広辞苑』考
　『広辞苑』（第 6版）の「共通」の項には「二つまたはそれ以上のもののどれ
にも通ずること、あてはまること。「―の友人」「万人に―する願望」「―
点」。」とみえる。また、「一般」の項には、「①広く認められ成り立つこと。ご
く当り前であること。すべてに対して成り立つ場合にも、少数の特殊例を除い
て成り立つ場合にも使う。←→特殊。㋐普遍。「―性に欠ける」「今年は―に景
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気が悪い」。㋑普通。多くの普通の人々。「―の会社」「―受けのする話題」「―
に公開する」。②一様であること。同様。末広鉄腸、雪中梅「恰あだかも廿里
の旅行を為す者の僅に六七里を往て已すでに日午じつごに逢ふと―なり」とみ
える。また「一般教養」の項には「職業的・専門的な知識・技術に対して、広
く人間性を磨き高めることに役立つ一般的な学芸的素養。普遍的・全体的・調
和的人間の完成を目ざす。古代ギリシア・ローマ以来の伝統をもつ概念。」と
みえる。さらに［一般教育］の項には「専門教育の基礎となる基本的な教育。
第二次大戦後の教育改革により大学で一般教育科目として人文科学・社会科
学・自然科学の 3系列について開設。1991年大学設置基準の改正により、必
修制を廃止。」とみえる。なお、近年の文科省の一般教養の取扱いに関する施
政に重大な傾注が要る。

　注意が要るのは、用語「一般」の項に、「すべてに対して成り立つ場合にも、
少数の特殊例を除いて成り立つ場合にも使う。」と規定していることである。
　「宗教一般」という場合の「一般」の解釈問題となると思う。少数の特殊例
が除外例としてあることを前提としながらの成立、を認める規定である。弾力
的である。研究社の用例とすり合わせての再考が今後の課題となる。

4. J.Dewey（デューイ）の生い立ちと家庭教育における福音主義の宗教教育
　生い立ちをみてみる。1859年 10月 20日に、米国ヴァーモンド州バーリン
トンの町の食料品店、父アーチボルトと母ルシナの三男として誕生する。日本
では、折しも、安政の大獄の年である。デューイの成長・発達上の節目は、奇
しくも、日本の近代化の歩み、明治・大正・昭和の節目に一致する。歴史の巡
りあわせの皮肉がみえる。
　没年は 1952年 6月 1日。まさに日本の真の終戦の年である。デューイの生
死年と日本史展開の大きな節目の年の一致に興味がわく。
　長男 Johnは火傷で死亡した。我が子を不注意で死なせてしまった敬虔な信
仰者である母親の慟哭は尽きず、grief careも及ばない。そこでデューイに対し
て、死んだ長男と同じ名前 Johnを命名したほどである。母親は慟哭と表裏の
関係で、一層、敬虔なクリスチャンとして、J.Deweyの家庭教育における宗教
教育環境に関して、熱心になる。上寺常和の興味深い記載が見える。
　　 母親の狭量な敬虔さと過度の宗教的感情に彼は嫌気を感じていたが、宗教
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を捨てることはなかった。というのは、彼は、自由な福音主義信仰に関心
を持っていたからである。この信仰は彼が主張する・発展する知性に一層
適するキリスト教（プロテスタント）であったからである。この福音主義
は、聖書をキリスト教の教義の最終の証しとして認めているが、聖書を文
字通りまた何らかの伝統的な宗教上の信条という点から読み、解釈する必
要があるという考えを拒否している。それに代わって、聖書は経験と知性
に照らし合わせて読むことを、その福音主義は教えた *4。

とみえる。そのことにこそ、Deweyの関心は向いていたと考えられる、と上
寺は指摘している。福音主義とは、端的に言えば、キリストの十字架による罪
のゆるしの福音を中心とし、教会の権威や既成、規制の神学にとらわれずに、
敬虔な心情と実践とを重視する運動・考え方を展開している。
　端的にいえば、ここに、デューイが the religious（宗教的なもの）を措定する、
哲学的胎芽があったといえよう。
　デューイは、福音主義には賛同するけれども、敬虔なクリスチャンの母親の
家庭教育の仕方・信仰態度には、反発をしている。伝統的な教義解釈に束縛さ
れないで、自分がおかれている、現実の社会生活上の解釈それ自体に、一過性
ではない時間的・空間的・人

じんかんてき

間的な大きな意味を見いだそうとしている。ここ
には、家庭生活・家庭教育における宗教教育の根深い問題点と課題点とが看取
される。後の、宗教に関する、デューイの思想形成の原風景が想定されよう。

5. 宗教の定義：岸本英夫の定義と中村元の定義との差異

114*5　故岸本英夫氏（東京大学教授）＝「第一の類型に属する定義は、
神の観念を中心として、宗教を規定しようとするものである。…定義の第
二の類型は、人間の情緒的経験の上に、宗教としての特徴を見出そうとす
るものである。…これらの二つの類型に対して、第三の類型がある。それ
は人間の生活活動を中心として、宗教を捉えようとする立場である。…
　本書としては、上述の第三の立場にたつ。人間の生活活動を中心にして
文化現象をみる。宗教を、ダイナミックな現象としてみる。そして、人間
生活の中で、それが、どのようなはたらきをしているか、どのような役割
りをつとめているか、そういう角度から宗教を規定する。本書の立場から
の研究にあたって、観察の対象とする宗教に、次のような作業仮設的規定
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を与える。」
　「宗教とは、人間生活の究極的な意味をあきらかにし、人間の問題の究
極的な解決にかかわりをもつと、人々によって信じられているいとなみを
中心とした文化現象である。」そして、そのあとに、次のような但書をつ
け加える。
　「宗教には、そのいとなみとの関連において、神観念や神聖性を伴う場
合が多い。」*6（太字は小山）

122*7　中村元氏（東京大学教授）＝「宗教は普通は学問、芸術、道徳、
政治、経済などと相並んで、一つの文化領域と考えられている。しかし宗
教の真義は、単なる文化の一形態としては尽くされないものがある。
　宗教は絶対者に対する人間の対決であり、そこにおいては、人間は一個
の哀れむべき裸の人間として投げ出されている。そこでは、人間はいかな
るおおいをももっていない。
　人間の絶対者に対する対決は、死においてきわまる。死は人から一切の
物を奪い去る。」*8（太字は小山）

　岸本英夫は、「文化現象」として捕捉し、中村元は、「単なる文化の一形態と
しては尽くされないもの。絶対者に対する人間の対決」として捕捉している。
岸本英夫の定義に依拠するか、中村元の定義に依拠するか、宗教教育の論者は
意識的自覚が要る。学校教育面では、いわゆる昭和 22年発行の初期社会科学
習指導要領以来、社会科における宗教の取扱いに関して、岸本英夫の定義の影
響は看過できない。

6. 日本国憲法 20 条に対する岸本英夫の指摘
　その日本国憲法 20条の邦文は
① 信教の自由は、何人に對してもこれを保障する。いかなる宗教團体も、
國から特權を受け、又は政治上の權力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制され
ない。
③ 國及びその機關は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならな
い。
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である。岸本英夫は、日本国憲法 20条③項すなわち「③國及びその機關は、
宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」のなかの文言「宗教
教育」を、文言「宗派教育」に改正すべきである、と指摘するのである。この
点は、筆者は折りにふれ、述べてきたのでここでは詳細は省く *9。大日本帝国
憲法修正条項 73条の手続き論に基づいて、最後の大日本帝国議会が、日本国
憲法を立法制定する。その局面に GHQ/SCAPの顧問として、換言すればある
種の当事者であるのが岸本英夫である。貴重な歴史的な証言と洞察ができるそ
の岸本英夫がいう。
　　 「現憲法は、「宗教教育」という言葉を、特定の宗派の信仰を教える教育と

いう意味に用いている。（中略）特定の宗派の教育を禁止する限りでは、
この条文は当然であって、少しも差支えない。ところが宗教教育という言
葉は、元来、もっと広い意味に用いられてきた。人間の宗教的価値の育成
に関係した教育を、すべて引っくるめた意味においてこの言葉が用いられ
てきたのである。そこで、重大な誤解と混同が起ってきた。憲法は、宗派
教育だけでなく、ひろい人間の宗教的価値の育成に関しても、国家がそれ
に触れることを禁止しているのではないかという見解である。（中略）こ
の点は憲法の公布後間もなく、人々の気づくところとなった。そして、憲
法から約半年遅れて公布された「教育基本法」のなかでは、その意味での
補足が試みられている。憲法の「宗教教育」というのは「特定の宗教のた
めの宗教教育」すなわち、宗派教育という意味だという公的解釈を与えて
いるのである。」*10

といい、さらに
　　 「もし、憲法改正というような事態が起るとすれば、宗教関係でもっとも

改正を要する点は、この宗教教育という言葉を宗派教育と書き改めること
であろう。」*11

と指摘している。
　ところで、日本国憲法邦文条文で「してはならない」と命令するのは誰か。
英文条文中の助動詞 shall の中に隠れた話者（米国）の意思が伏在する、と
INOUE　Kyouko 教授（イリノイ大学シカゴ校）はするどく指摘する *12。
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7. 日本国憲法 20 条に対する中村元の指摘
　中村元は問題提起する。法的思考の観点から、日本国憲法英文条文について
　　 freedom of religionとして抽象名詞としての religionという語は一回だけ明

示されているが、それ以外には、religiousと形容詞のみ用いられていて、
そらがいかなる意味で religionを前提としているかは明瞭ではない。それ
らすべて邦文では［宗教］と訳しているが、邦語における［宗教］という
語がさらに多義なのである *13。

と指摘する。さらに
　　 日本文では［宗教］という唯だ一語で表現されていても、近代西洋諸言語

における a religion を意味するのか、religionsという複数形を意味するのか、
the religionなのか、冠詞も語尾もつけない唯の religionなのか、判然とし
ない場合がある。それらの区別を無視して全てを同一視して論議を進めて
行くと、形式論理学でいう四個名辞の誤謬に陥るおそれが無きにしも非ず
である *14。

と指摘する。さらに
　中村元博士の指摘の定義を、筆者なりに整理すると

a religion 世界には多数の宗教があるということを認めた上で、そのうちの
一つを意味する

religions 世の中には多数の宗教が存在するということを認めると複数形が
成立する

the religion 一つの国で何か特定の宗教を国教としているというような場合に、
特定の宗教を意味するときには定冠詞のついた形が用いられる。

religion 個々の宗教教団の組織や教義を離れた、諸宗教に通ずる普遍的・
本質的なものをいうかあるいは諸宗教をすべてひっくるめて全体
的なものを意味する。

となる。確かに、religionをめぐる上記範疇の差異は西洋言語文化では自明的
範疇だが、「われわれが日本語でただ［宗教］というときには、通常にこれら
の区別は無視される傾きがある」との中村の指摘には傾注が要る｡

8. 「宗教（religion）」と「宗教的なもの（the religious）」
　　　　　　＜ A Common Faith（岸本英夫訳『誰れでもの信仰』）＞ *15

　岸本英夫は「譯者の序」で次のように記している。
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本書の中でデュウイー博士は、超自然観や奇蹟の信仰を、徹底的に批判し
ている。超自然的な実在者を認識することが、宗教の根本的要因であると
云う考え方をも、批判している。そして、人が、全人間的な熱情と感激と
を以つて、一つの理想を希求してゆく時に、そこに、宗教的なもののある
ことを主張する。宗教は、超自然の領域にあるのではない。人間の社会生
活の中にある。理想の希求の中に存すると云うのである。これを、宗教的
な新理想主義の提唱と、見ることも出来よう。
　私が、本書の翻訳を試みるべく決意をしたのは、ひとり、宗教思想を同
じうする先輩帆足理一郎氏の懇篤な慫慂によるのみではない。私が、今ま
でに接した宗教思想の中で、このデュウイー博士の宗教思想ほど、私自身
の思想に近いものを、他に知らないからである。
　私自身は、元来、研究室の中で、實證的な人文科学としての宗教學の建
設に没頭しているものである。実証的な研究者としての私にも、一個の人
間としての宗教観はある。併し、私が、老年にでもなってから、自分の宗
教観を整理して、体系的に纏め得る時が来るかどうか、それは全く予想が
つかない。私は、そうした気持をも籠めて、この翻訳を試みた。即ち、
デュウイー博士の筆を藉りて、自分の宗教思想をも、併せて述べさせて
貰った様な思いである。*16（太字は小山）

岸本は「私が、今までに接した宗教思想の中で、このデュウイー博士の宗教思
想ほど、私自身の思想に近いものを、他に知らない」といい、飜訳することの
いわゆる経緯を記す。しかし、岸本は、デューイと一線を画す。

　一点だけ、デュウイー博士と自分との間に、見解のずれがある様に思わ
れる。それは、デュウイー博士は、人間の社会生活に於ける理想希求のみに、
宗教的なものを見出そうとしておられる。私には、それと並んで、もう一
つ、他の方法もあるように思われるのである。それは、寂静の場処に身を
置き、沈思冥想、雑念を去って、自我を統一することである。この方法に
よっても、全人間的な綜合統一を成就して、宗教的なものを把握すること
が、出来る様に思う。これも、奇蹟や超自然とは何等の開係もない。併し。
たしかに、一種の神秘主義的な方法ではある。この様な見解を私が持つのは、
東洋人と西洋人との、思考態度の相違の故であろうか。*17（太字は小山）
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デューイが、宗教的なものの発露の起点を、「人間の社会生活に於ける理想希
求のみに、宗教的なものを見出そうとして」いることを指摘する。これに対し
て、岸本は「他の方法もあるように思われるのである。それは、寂静の場処に
身を置き、沈思冥想、雑念を去って、自我を統一することである。」と。この
方法によっても、「全人間的な綜合統一を成就して、宗教的なものを把握する
ことが、出来る様に思う」とし、「これも奇蹟や超自然とは何等の開係もな
い。」と岸本はいう。デューイと岸本英夫との差異を、西洋人と東洋人との思
考態度の差異として比べている。

9. 『誰れでもの信仰』（岸本英夫訳）目次概観
　J.Deweyの原著 A Common Faithには目次はみえない。訳者岸本英夫が「章の
分け方は原著の通りであるが、各章中の分節と、その見出し（ゴシック）とは、
原著にはない。讀者の便を思うて、譯者が勝手に附け加えたものであることを、
御諒承を乞う。」と記している。本書の内容を概観する利便から摘記しておく。
旧漢字の一部は新漢字で記した。

　　第一章　「宗教」と「宗教的なもの」との対立…………三
　　　　　　二つの陣営（三）
　　　　　　私の立場（五）
　　　　　　宗教の定義について（六）
　　　　　　歴史的現実の影宗

ママ
響（一〇）

　　　　　　宗教の普遍性に対する疑問（一二）
　　　　　　宗教

4 4

と宗教的
4 4 4

と（一五）
　　　　　　宗教的経験の濫用（一七）
　　　　　　神存在の経験的証明の錯覚（一九）
　　　　　　宗教の効果性（二三）
　　　　　　順応

4 4

と単なる順応以上のもの（二六）
　　　　　　介入する

4 4 4 4

ものと後に続く
4 4 4 4

もの（二九）
　　　　　　思惟と想像との役割（三一）
　　　　　　信仰の二形態（三三）
　　　　　　理想の意義（三八）
　　　　　　全体的見透し（四〇）
　　　　　　再び成立宗教と宗教的なもの

4 4 4 4 4 4

について（四五）
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　　第二章　信仰とその対象 ……………………………… 四七
　　　　　　成立宗教の難関（四七）
　　　　　　科學と宗教の葛藤（四九）
　　　　　　宗教と真理との関係（五二）
　　　　　　領域を分ける試み（五四）
　　　　　　特に神秘主義について（五六）
　　　　　　科学の特性（六〇）
　　　　　　象徴と理想と（六四）
　　　　　　神の観念について（六六）
　　　　　　理想と実体との分離（六九）
　　　　　　超自然的なものを離れた人間の努力（七一）
　　　　　　理想実現の漸進性（七四）
　　　　　　理想的目的は空虚ではない（七六）
　　　　　　理想的目的の内容（七九）
　　　　　　理想と現実との融合（八二）
　　　　　　それを何とよぶか（八四）
　　　　　　自然をどう見るか（八七）
　　　　　　宗教に與えられる位置（八九）

　　第三章　人間に於ける宗教的機能……………………九三
　　　　　　傅統的宗教と個人（九三）
　　　　　　宗教の社会的位置の推移（九五）
　　　　　　科學の影響（九八）
　　　　　　世俗化の進展（一〇一）
　　　　　　成立宗教的な解釈（一〇四）
　　　　　　自然的な解釈（一〇七）
　　　　　　両者の対比（一〇九）
　　　　　　第三の段階（一一二）
　　　　　　悲観論と制度風習の偶然性（一一四）
　　　　　　超自然的な解釈との闘い（一一七）
　　　　　　二頭の馬（一二〇）
　　　　　　二者択一（一二三）
　　　　　　信仰の普遍性（一二六）
　　　　　　社会を基盤とする（一二九）
　　　　　　誰れでもの信仰（一三二）
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10. 『誰れでもの信仰』（岸本英夫訳）本文（以下、適宜「岸本訳本文」と略す）
10.1.　相対立する 2 群

二つの陣営
　1　傅統的には、宗教と云うものは、超自然と云う観念と、密接に結び
ついて来たと云えよう。
　2　一方、これに反對する陣営を形成する人々は、こう考える。即ち、
文化と科學との進歩の結果、超自然的なものは、もはや完全に信用をなく
してしまった。そして、それとともに、斯様な超自然的な信仰と結びつい
たすべての成立宗教も、無用のものとなってしまった。併し、それのみで
はない。この陣営の中でも極端な論者達は、更に、問題を突きつめて、超
自然観の排除によって、無用になったのは、歴史的な諸成立宗教だけでは
なく、それとともに、宗教的性質なものすべてが、捨て去られなければな
らなくなったと、考えるのである。
　既に、歴史的な知識によって、歴史的宗教の創始者と傅えられる人々が、
超自然的な性格を持っているとする主張は、打ち破られた。又、神聖とさ
れている文献に仮託されていた超自然的な啓示の謎は、解き明された。更
に又、人類學や心理學の知識は、宗教的信仰や宗教的実践の出て来た余り
にも人間的な源泉を暴露した。こうした時代に於ては、すべての宗教的な
ものは、それ等とともに消え失せるべきものであると、これ等の人々は考
えるのである。（岸本訳本文、3-4頁）

　この文脈から、デューイが、意識的に対象化し、論ういわゆる宗教とは、超
自然的性格を持つものであることが浮き彫りになっている。デューイが宗教を
語る際のキーワードの一つは超自然的であることが推察される。けだし、宗教
の定義を抽象化してそれを語る際での、「超自然性（超越性）」、「究極的関心」、
「聖と俗」の範疇を想起すると、聊か疑問が生じるけれども、今はふれない。

10.2.　 相対立する 2 群における共通観念　　宗教的と超自然的とを同一視す
る根拠・結果・理由・価値の問題化

かくの如き相對立する二群がある。併し、その両者によって、共通に承認
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されている 1つの観念がある。それは、宗教的ということと、超自然的と
云うこととを、同一なものと見ることである。
　私が、これから本論の中で論じようとする問題は、實に、この點につい
てである。この両者を同一と見ることの根拠についてであり、又、その結
果に對してである。又、それの理由についてであり、それの價値について
である。
　そして、この議論の中に、私は、人間経験に於ける宗教的営み性質につ
いて、全く別個の考え方を展開するであろう。その考え方とは、超自然的
なものから、又、超自然的な考え方の周遍に成長している様々のものから、
宗数的なものを、区別し、分離するものである。これ等の派生的なものは、
實は、わずらわしい挾雑物にほかならない。そのことを、私は、論證しよ
うと試みるであろう。純粋に宗教的なものは、これらの挾雑物から解き放
された時に、一つの解放的展開を逐げるであろう。そうすることによって、
はじめて、人間経験に於ける宗教的な営みは、自由に、それ自身の本来の
性質に従って、発展し得るであろう。
　この見解は、上に挙げた二つの陣営の、両側からの攻撃にさらされるべ
き運命にある。まず、これは、今日、宗教的な関心を持つ大部分の人々を
包含する処の、伝統的宗教と對立する。かくの如き見解は、宗教的要素に
とっての、核心的な、生命線とも云うべきものを断つこととして感ぜられ
る。傅統的な諸宗教や制度組織が、その上に打ち立てられて来たその基盤
を、奪うことになるからである。
　又、他の陣営から見れば、私がとっている見解と云うものは、臆病な、
中途半端な立場の様に見える。割り切った思想からすれば、いやしむべき
譲歩であり、妥協であると見える。それは、唯、気の弱い人間の考え方に
過ぎないとも考えられる。又、幼少の時代に注入された偏見の、感傷的な
二日酔いとも見倣される。更に、人々の反對を避け、その御機嫌を損ねま
いとする下心の現れとさえ、考えられるかも知れないのである。（岸本訳
本文、5-6頁）
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10.3.　宗教の定義の内容を無意味な公分母にしてしまう 3 つの事実について

宗教の定義について
この最初の章に於いて、私が展開しようと考えている課題の中心點は、あ
る一つの宗教と、宗教的なものとの間には、相違があると云うことである。
　その相違とは、具体的な内容を盛った名詞によって示されるものと、形
容詞によって現わされる人間経験の内容との間にあるものである。具体的
な内容を含んで、然も萬人に異論のない様な宗教の定義を見出すことは、
容易ではない。オックスフォード辞典の中に、併し、私は、次の如き叙述
のあるのを見出す。
　　 「人間が、自分の運命を支配するものとして、又、服従や尊敬や崇拝

に値いするものとして、ある目に見えない、高い力を認めること。」
　この特定の定義は、高い、目に見えない力の超自然的な性格を、必ずし
も、非常に強調しているとは云えない。もっとその点を強調している他の
定義を、いくらでも引用することが可能である。併しながら、この定義に
於いですらも、超自然的なものに對する信仰に結びついた様様な観念を基
盤とした暗示が過剰である。それは歴史的な諸宗教に、特質的なものであ
る。試みに、一人の、宗教史的な事実をよく知っている人を、想定しよう。
その人は、原始宗教についても詳しいとする。その人が、この定義を、既
に明らかにされている宗教史的な諸事実に照らして、観察したとする。そ
して、そうすることによって、この定義が、実質的に意味している内容を、
明らかにしようとしたとする。
　その場合に、彼は、三つの事実に気付くであろう。
　その三つの事実は、定義の内容を、殆ど無意味な公分母にまで引き下げ
てしまうであろう。
　①まず気の付くこととは、ここで云われている目に見えない力は、互に
相容れない様な多種多様な形に於いて、考えられていることである。若し、
その相互間の差異を除いてしまえば、後には、単に、目に見えない力強い
何者かを指すこと以外には、何も残らないであろう。その内容として考え
られて来たものには、メラネシヤ人の漠然としていて輪郭のはつきりしな
いマナや、原始神道に於けるカミや、アフリカ人の崇拝する庶物（fetish）
等もある。部分的に人間的性質を備えた精霊（spirit）は、自然界に遍漫
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し、自然力に生気を吹き込む。佛教の原理は、究極的且つ非人格的である。
ギリシャ思想に於ける動因は、みずからは他を動か しながら、他に動か
されることがない。ギリシャ及びローマの神組織には、神々及び半神半人
の英雄達がある。キリスト教に於ける、人格的愛に満ちた摂理の神は、全
能でありながら、然も邪悪によって制約を受ける。マホメット教には、専
断的な意志の所有者がある。理神観は、最高の立法者的、裁判官的存在を
考えている。然も、これ等数え挙たものは、目に見えない力として、今ま
でに考えられて来たものの中から、顕著なものを抽き出した僅かな例に過
ぎない。
　②次に、服従や崇敬の表現される形態も、それに劣らず、千態萬様で
あった。動物、妖霊、祖先等の崇拝や、生殖器崇拝もある。恐ろしい力の
所有者、愛の所有者、叙智の所有者に對する崇拝も、それと並んで行われ
て来た。宗教は、ペルー人やアズテック人の間では、人身供犠の形をとつ
て表現された。東洋の宗教の中には、性的燥宴を営むものもある。魔除け
の祓いや、水垢離も行われる。ユダヤの預言者達の謙虚な悔悟の心も、捧
げものとされる。ギリシャ正教やローマ教會には、絢爛精緻な儀禮がある。
（略）
　③最後に指摘すべきは、道徳的な動機についても、それに訴え、それを
活用するに當って、はっきりとした一致のないことである。そこには、一
方には、無限の責苦に對する恐れがある。他方には、永遠の幸福に對する
希望がある。その永遠の幸福には、性的な悦楽が著しい要素となっている
場合すら稀ではない。肉体的な禁慾や、甚だしい苦行も行われる。売淫が
営まれる一方には、貞潔が教えられる。不信の徒を撲滅する為の戦いも行
われる。異教徒を回心せしめ、或は、罰する為の迫害がなされるかと思う
と、博愛の熱情が傾けられる。強制された教義に對する奴隷的な服従が、
人間の間に於ける、兄弟愛や、正義の支配に對する希求と、並んでいる。
（略）（岸本訳本文訳 8-10頁）（太字は筆者）

以上の事例は多くの事例中の「極く僅かな実例に過ぎない」と措定する。
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10.4.　宗教と宗教的と

宗教と宗教的と
　歴史的に見た場合、宗教の倫理的、理想的な要素は強まりつつある。こ
の事実が暗示しているのは、更に今後も、宗教の浄化の過程が進展するで
あろうと云うことである。即ち、それは、新しい選択の必要が差し迫って
おり、人間経験の中から、更に、或る特殊の価値や機能が選び出されるか
も知れないと云うことである。私が、先に、宗教的なもの（religious）と
一つの宗教（religion）との相違について述べた時に、心の中で考えてい
たのは、このことの可能性である。
　私は、ここに、一個の宗教を打ち立てようとしているのではない。宗教
的なものとよぶに相応しい様なものの、内容や見透しを、解放して見たい
と考えているのである。
　と云うのは、我我が、一つの宗教（a religion）を持つとすると、その途
端に、人間経験の中にあつて宗教的なものと称さるべき理想的要素には、
他の要素が加わるからである。それに、それ自身のものではない、別な重
荷を課せられるのである。それが、アメリカインディアンのスー族の宗教
であれ、ユダヤ教であれ、キリスト教であれ、同じことである。理想的要
素自身とは、直接には何等関係のないそれぞれの時代の信仰や、制度習慣
的な行事の、重荷を負うことになる。（岸本訳本文、15頁）（太字は筆者）

10.5.　用語 a  religion と用語 the  religious についての定義

もう少しはっきりと云うならば、
一つの宗教（a  religion）とは
　　 （先に述べた如く、宗教一般と云う様なものは存在しない =there is no 

such thing as religion in general）、常に、ある特定の信仰と実践とを
持った団体を意味する。

　　 又、その団結に強弱の差はあれ、何等かの制度化された組織を持つて
いるものを指す。

それに反して、
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宗教的（religious）と云う形容詞は、
　特定の実体的なものは、何も指し示さない。
　如何なる制度や、習慣をも、又、信仰の組織的体系をも意味しない。
　 歴史的な宗教や、実際にある教会を、あれこれと指す様な意味のものは、
何も含まない。
　 何となれば、この言葉は、それ自体として存在することが出来る様なも
のは、何も指していないからである。又、それを組織立てれば、特定な、
独特な形の存在になる様なものを含んでいないからである。
　 それは、人間の態度を指し示している。如何なる対象に對しても、如何
なる目的や理想に向つても構え得る様な、人間の態度を指すものである。
 （岸本訳本文、17頁）（太字は筆者）

10.6.　「誰れでもの信仰」

誰れでもの信仰
　本章に於いて試みた考察は、本章の題目が示すところによって、概括さ
れている。我々が、信仰に結び付けるところの理想的目的は、影の様なも
のでもなく、又、浮動的なものでもない。理想的目的は、具体的である。
我々の相互の間の関係や、その関係に含まれた價値に對する、我々の理解
と云う具体的な形をとる。
　我々、即ち、現在生きている我々は、遠い過去にまで繋がっている人間
存在の一部分である。又、大自然と相互に影響し合う人間存在の、一部分
でもある。文明の中にあるもので、最も大切なものは、我々自身ではない。
大切なものは、永續的な人間社会の営みや苦労のおかげで、存在している
ものである。我々は、その永續的な社會の一鐶である。（岸本訳本文、133頁）
（We who now live are parts of a humanity that extends into the remote past ,a 

humanity that has interacted with nature. THe things in civilization we most prize 

are not of ourselves. They exist by grace of  the doings and sufferings of  the 

continuous human community in which we are a link.*18）

　我々が受け継いだ遺産としての價値を保存し、傅え、調え、廣げること
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が、我々の責任である。そして、我々より後に来るものが、それを、我々
が受け継いだよりも、もつと充實し安定し、もっと廣く受け入れられ、も
つと豊かに分ち合えるようにすることである。（岸本訳本文 133頁）
（Ours is the responsibility of conserving,transmitting,rctifying and expanding the 

heritage of values we have received that those come after us may receive it more 

solid and secure ,more widely accessible and more generously shared than we have 

received it.*19）（太字は筆者）

ここに、ある特定の固定的な、時間軸・空間軸・人間軸からの影響を受けない
「如何なる対象に對しても、如何なる目的や理想に向つても構え得る様な、人
間の態度」すなわち人間の構えという原形から、いわゆる宗教を考えようとす
る姿勢がみられる。しかも、その原形は、今日今時の現在の現実の社会生活に、
現に、受け継がれているのだという。これが「宗教的なもの」であり、いわゆ
る宗教というその「原形」との認識だと解し得よう。英文法でいえば、さなが
ら原形不定詞である。可変的である。「遠い過去にまで繫がっている人間存在
の一部分」といい、「大自然と相互に影響し合う人間存在の、一部分」という。
デューイは、胎芽的な相に留意する。生物学でいう「個体発生は系統発生を繰
り返す」の命題が知られる。デューイのいう「現実の社会生活をする人間」の
胎児は、子宮の中で魚類から始まって両生類、爬虫類、哺乳類へと進化・発生
して生まれてくる。35億年の過程を経て産声をあげる。ここに着目すれば、
デューイの the religious論の commonの、時間的・空間的・人間的な広がり、
普遍性の原風景・原形を想定することがより容易となろう。筆者は、仏教の縁
起、依他起性を想起する。また、時々刻々、諸行無常し、片時も、固定化され
るものはない、という洞察が見えてくる。「身体髪膚稟於父母赤白二滴始終是
空」*20にも通底しよう。道元禅師が「圜悟禪師克勤和尚云、生也全機現、死
也全機現。」を引く「全機」の道取を想起する。

　我々が受け継いだ遺産としての價値を保存し、傅え、調え、廣げること
が、我々の責任である。そして、我々より後に来るものが、それを、我々
が受け継いだよりも、もつと充實し安定し、もっと廣く受け入れられ、も
つと豊かに分ち合えるようにすることである *21。ここに宗教信仰に必要
なすべての要素が、宗派や、階級や、民族（race）に、制限されることな
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く、存在する。かくの如き信仰は、常に暗黙の中には（小山㊟→無条件
に）、人類にとって、共通な、誰れでもの信仰（the common faith of mankind）
であった。それを、もつと鮮明に（explicit）し、もつと潑剌（militant.）
とさせることが、残された仕事である。（岸本訳本文、133頁）
（Here are all the elements for a religious faith that shall not be confined to 

sect,class,or race. Such a faith has always been implicitly the common faith of 

mankind. It remains to make it explicit and militant.*22）

11. デューイの the religious と中村元の析出している religion とは同義語か
　デューイの religionは、中村元の析出している、a religion、religions、the 

religionと同義語であるといえよう。
　そこで、同じ綴りでも、デューイの religionは制度的・組織的であり、時
代・社会の手垢がある。
　中村元の religionは、制度・組織から離れた普遍的なものを指す。手垢はな
い。デューイの用語 the religiousを使用して、a common faithの宗教を語るとき、
commonの邦訳語として、一般と特殊とを含むと考えられる誰にも共通する
「宗教一般

0 0 0 0

」（religion in general）との表記及び捕捉は可能なのではないか。確
かに、デューイはいう。すなわち「宗教一般と云う様なものは存在しない。
（岸本訳本文、17頁）」（there is no such thing as religion in general. J.Dewey, 原文

p.9）との訳だが、デューイが否定的に問題にしたのは用語「一般宗教」で語
られるものではなかったか。用語「宗教一般」で語られるものには果たして否
定的だったのだろうか。

12. 用語 religion を、デューイの用法で語るか、中村元の用法で語るか
　中村元の措定する religionと、デューイの措定する the religiousとは近似的で
ある。また、religionといっても、次のように異なる。

中村 元の措定する＜ religion＞は、（個々の宗教教団の組織や教義を離れ
た、諸宗教に通ずる普遍的・本質的なものをいうか、あるいは諸宗教
をすべてひっくるめて全体的なものを意味する。）

デューイの措定する＜ religion＞は、（組織的制度的宗教を指す）
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同じ綴り字の <religion>でもその意味は明確に異なる。けだし、中村元（1912

年（大正元年）11月 28日 -1999年（平成 11年）10月 10日没）は、デューイ
（1859年 10月 20日 -1952年 6月 1日没）の用法全体を相対化しうる時制に存
在したことへの留意が不可欠と思う。

13. まとめにかえて
　本稿において、デューイのいう religionと中村元のいう religionとの異同点
を確認した。いずれの用語で語るのか、いわゆる宗教及び宗教教育を語るに際
しては、事前の概念確認が不可欠という教訓を再確認した。また、commonに
も、generalにも、「全体に通じる社会一般」の義が、辞書的には、看取される。
用語「宗教一般」は、特定の個々の宗教にも顧慮し、全体にも通じるという両
面の意味を語る用語として解することが可能ではないか。ならば、宗教的情操
の成立基盤論で、「宗教一般知識教育」からは、生じ得ないという論の根柢的
見直しが要る。デューイのいう the religiousの義を、いつでも・どこでも・だ
れでもの、全ての宗教の成立の原初・原形の要素を語る用語として使用する場
合、全ての宗教に一般的にあてはまる用語と解し得よう。それを用語「宗教一
般」と称することは不可能なのか。用語「一般宗教」とは異質であると思う。
全てに通じる宗教一般知識教育から、宗教的情操醸成は不可能ではない、と考
えることが可能ではないか。岸本訳用語「宗教一般」の再考を課題としたい。
いわゆる宗教教育論においては、the religiousに顧慮し、宗教教育論の場面と
根柢 *23との原形を掴むことを今後の課題としたい。

注
*1　拙稿「宗教的情操教育の成立基盤考」（駒澤大學佛教學部研究紀要　第 70号、平成

24年 3月）において、内山憲尚、岸本英夫、教育職員免許法、石津照璽等の所論にふ
れて、考察した。とくに、昭和 20年以来、宗教教育改革論議のなかで、宗教的情操
教育の成立基盤論議は重要な問題を孕んでいる。宗教的情操教育の成立は、教育の場
面において、教え手も、学び手も、共に、何等かの宗派信仰を持っていなければ成立
し得ない、という論者（見解 1）が一方に存在する。他方には、見解 1の論は、これ
を承認するけれども、そのほかに、宗教一般知識教育からも、宗教的情操教育は成立
しうる、という論者（見解 2）が存在する。見解 1の代表的論者は洗建氏が、また、
見解 2の論者には、杉原誠四郎氏や文部省が知られる。見解 1の立場の洗氏は、全て
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の宗教について共通する特色を語る「宗教一般」というものは考えがたい。つまり、
必ず、具体的な制度や組織の事象としてあると説かれる。

*2　デユウィー『誰れでもの信仰　　デユウィー宗教論』、訳者 岸本英夫、春秋社、昭
和 31年 3月 6日、普及版、第 1印刷発行。以降は『誰れでもの信仰』（岸本英夫訳）
と記す。

*3  岸本英夫訳前掲書、16頁
*4　上寺常和『デューイ宗教論の射程　　「道徳」としての「誰でもの信仰」』、北樹出
版、2010年、33頁参照

*5　この番号は、筆者の整理上の番号である。
*6　岸本英夫著『宗教学』、1961年、大明堂、14-17頁
*7　筆者の整理上の番号である。
*8　中村元著『東洋人の発言』、アポロン社、37頁
*9　たとえば、拙稿「新旧教育基本法と宗教教育　　新井白石・福澤諭吉・岸本英夫・
中村元に触れて　　」、 関東短期大学紀要、51 集、平成 19年 3月 31日

*10　『岸本英夫集』第 5巻、渓声社、1976年、276-277頁
*11　前掲『岸本英夫集』、278頁
*12　日本国憲法・教育基本法の英語条文に看取される ' illocutionary force ' 問題研究。日
本国憲法立法制定及び教育基本法立法制定過程の紆余曲折をめぐり、日本語条文と英
語条文とを比較し、英文の助動詞 ʻshallʼ に着目しながら、法律用語とは別に「憲法の
文体、即ち文そのもの」と「動詞」とを分析した比較文化論、比較言語学的研究があ
る。助動詞 ʻshallʼ の ʻillocutionary forceʼ *1即ち「文の意味が、それが発話される状況や
話者の意図により特定の意味を持つ」点に注目する Kyoko INOUE 教授の研究がある。
同教授の論文に拠って次のことを学ぶ。（ → Kyoko INOUE（University of Illinois at 
Chicago）, “MacArthur's Japanese Constitution---A Linguistic and Cultural Study of its 
Making---”）
日本国憲法英文　Article 20.
　③ The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious 
　　 activity.
　「國及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」

 邦文条文で「してはならない」と命令するのは英文条文中の shallの中に隠れた話者
（米国民）であると INOUE 教授は指摘する。
教育基本法　Article 9 (Religious Education)
　② The schools established by the state and local public bodies shall refrain from religious 
　　 education or other activities for a specific religion.
　国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教
的活動をしてはならない。」

 英文には、どこにも、アメリカの Aの字も、米国のＢの字も見えない。要するに宗教
的には異文化の米国の宗教観、宗教教育観に依拠して、それが政治的力学として、隠
れた力として作用し、日本の宗教観、宗教教育観の方向付けに少なくない影響を与え
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たことの陰影を看取できる相である。また、大日本帝国憲法と日本国憲法間の欽定か
民定かの差異がそれぞれ反映している「文言の文体・文そのもの」の比較検討もして
いる。日米間の「言語学的・比較文化的観点で考察」する。日本国憲法英文条文での
構文上、その主語が 3人称で平叙文、否定文の文体の場合である。日本人の自発的な
意思で立法制定すると装わせつつ、実は「コミットメント・命令」を講ずる占領政策
のディレンマを反映・胚胎した英文 -邦文間のコンテクストが看取され邦訳は複雑だ
という。詮じる。英文条文に即して解すれば「隠れた話者＝アメリカ人＝ GHQ/
SCAP」が見え隠れするが、それが邦文条文になると、明治憲法と同じく、構文上に
は隠れた話者などもなく「断定」文を用いている。主権者日本国民の代弁者として憲
法の草案を書くという表向きの姿勢と、日本人にこの憲法を与え指導するのだという
現実の行動に見られる矛盾を胚胎したまま構文上には姿のない「隠れた話者＝アメリ
カ人」が「命令」していると解せる文体という。言語学的・比較文化的観点での考察
がなされる故、日本国憲法 20条、教育基本法 9条等に規定する宗教、宗教教育、宗
教的活動に関しても、比較文化、比較宗教学的な照射が当たる。このような研究への
傾注も「教師教育における宗教」の問題・課題検討には不可欠と思う。助動詞 ʻshallʼ
の用法理解のための外国語（英語）力は高校生の学力で十分でもあることゆえ、公民
科、地理歴史科での近現代史学習として、立体的に合科的授業の地平も開けよう。日
本国民に知らされなかった日本国憲法制定過程の深層を意識的に対象化して、宗教教
育問題、教師教育における宗教問題を再考する必要がある。

*13　中村元「「宗教」という訳語」、『日本学士院紀要』、第 46巻、第 2号、平成４年 2
月 24日、49頁

*14　前掲中村元「「宗教」という訳語」、49頁
*15　本項では、用語「religion」・「the religious」、訳語「宗教」・「宗教的なもの」のそれ
ぞれを含む文脈を対照して分析し、抽出した一部を摘記する。下記①～⑦までの観点
で見た。一つの用語の説明のための文脈の中に、他の用語が引かれている。引用の仕
方に注目したいのである。なお、紙幅上、詳細は割愛する。

 　① 説明の文脈によって、一方では不明確だった用語の意味構造が、こちらで明確に
なってくる。

 　② 文脈上で同義語が判明して結果として別の用語の意味構造が明確になってしまっ
ている。

 　③ 教育上の、または、宗教上の、一つの用語の意味の構造が対比の関係で判明して
いる。

 　④ 教育的意味の、または、宗教的意味の不明な用語の構造が、その否定としての非
Ｘの文脈関係によって判明してきている。

 　⑤ 用語が登場せしめられている意味の場における関係から、用語の教育的、または、
宗教的意味の構造が判明する。

 　⑥ 対句によって二またはそれ以上の用語間の教育的、または、宗教的意味の関係が
判明する。

 　⑦ 歴史上の宗教的用語における主要な教育上の用語は通常は深い宗教的内容の文脈
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で使用される。けれども、しばしば、世俗的な意味を明らかにする非宗教的な文
脈で使用されている。この場合、比喩という修辞的手法が用いられることが多い。
歴史上の用語の宗教的意味の構造をどう考察しているかを推察するのに貴重な端
緒となる。これは、被教育者の学習の端緒ともなる。敷衍すれば、教育の文脈中
に宗教が必然裡に入り込む場合と、宗教の文脈の中に自然、教育が入り込む場合
とを対照させて思量することともなる。

*16　前掲『誰れでもの信仰』（岸本英夫訳）、「譯者の序」、2-3頁
*17　前掲『誰れでもの信仰』（岸本英夫訳）、「譯者の序」、3頁
*18　J.Dewey, A Common Faith, YALE UNIVERSITY, 1971, p.87 
*19　Ibid., p.87
*20　道元禅師『学道用心集』、「可發菩提心事」。
*21　「子どもたちは已に激しく活動している。」（『学校と社会』）を想起する。宗教にお
いても、同様だと解しうる、と筆者は思う。

*22　J.Dewey, A Common Faith, YALE UNIVERSITY, 1971, p.87
*23　石津照璽『宗教哲学の場面と根底』、創文社、1968年、参照。
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