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宗教倫理学会 研究会（宗教から「公共圏」と「世間」を問い直す ）2022 年 7 ⽉ 21 ⽇ 

「世間」と「公共圏」の間から見える現代社会と宗教の関係 
⼩原克博（同志社⼤学 神学部） 

 
事前に 4 ⾴以降の【資料 1】【資料 2】にお⽬通し下さい。発表の中では時間の都合上、⽂
章を読み上げることはしません。 
 
1．はじめに──論点を整理する 
 「世間」は⽇本に固有の事情（⼈間関係等）を如実に反映しているが、それに関連する諸
課題は広く⽇本以外の地域にも⾒られる。その際、それぞれの地域・時代の固有の課題を際
⽴たせる役割を宗教が果たすことがある。 
1）世間について 
 【資料 1】参照 
2）公共圏について 
 【資料 2】参照 
  
 
2．近代日本における「世間」──キリスト教との対比を通じて考える 
1）「世間」とキリスト教──国体イデオロギーの中に組み込まれた「世間」 
 内村鑑三・不敬事件（1891 年）、内村およびキリスト教に対する井上哲次郎の批判 
 「上来論述せるが如く、耶蘇教の東洋の教に異なる要素は四種なり、第⼀、国家を主とせ
ず、第⼆、忠孝を重んせず、第三、重きを出世間に置いて世間を軽んず、第四、其博愛は墨
⼦の兼愛の如く、無差別の愛なり、」（『教育ト宗教ノ衝突』1893 年、125 ⾴） 
※ここから当時の（公的）宗教観を知ることもできる。「世間」（拡⼤すると「国家」）から
宗教は逸脱するな。逸脱しない限りにおいて信教の⾃由を認める。 
 ⼤⽇本帝国憲法 第 28 条「⽇本⾂⺠ハ安寧秩序ヲ妨ケス及⾂⺠タルノ義務ニ背カサル限
ニ於テ信教ノ⾃由ヲ有ス」 
 
2）イエスの脱世間（脱家族的秩序） 
 「わたしが来たのは地上に平和をもたらすためだ、と思ってはならない。平和ではなく、
剣をもたらすために来たのだ。わたしは敵対させるために来たからである。⼈をその⽗に、
娘を⺟に、嫁をしゅうとめに。こうして、⾃分の家族の者が敵となる。わたしよりも⽗や⺟
を愛する者は、わたしにふさわしくない。わたしよりも息⼦や娘を愛する者も、わたしにふ
さわしくない。」（新約聖書「マタイによる福⾳書」10:34-37） 
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3．公共圏をめぐる論争──垣間見える「世間」 
1）政教分離 
 ⻄洋では世俗主義、政教分離の議論（多様性に対する政治的対応）が中⼼ 
 進化論論争、科学と宗教、ナショナリズム（国家）と宗教（分離は固定的ではない） 
【参考】⼩原克博「プロテスタント──再⽣と抵抗の原理としての信仰復興運動」、島薗進
編『宗教信仰復興と現代社会』国書刊⾏会、2022 年、21-48 ⾴。 
 
2）イスラーム主義運動 
・イスラームの誕⽣：部族主義という「世間」から「ウンマ（信仰共同体）」へ 
 【参考】インド：カースト制度という「世間」から、それを否定する「社会」へ（佐々⽊
閑、第 1回研究会記録、http://jare.jp/project/2022 年度.html） 
・イスラーム主義：19 世紀以降、中東においても強まってくる世俗主義や⻄洋的な近代主
義に対する反動。「宗教としてのイスラームへの信仰を思想基盤とし、公的領域におけるイ
スラーム的価値の実現を求める政治的なイデオロギー」（末近浩太『イスラーム主義』岩波
新書、2018 年、2 ⾴） 
 アラブの春以降も、イスラーム社会では公的領域におけるシャリーア（イスラーム法）の
位置づけが⼤きな問題となっている。 
 
3）日本の政教分離──「世間」の再確認 
・津地鎮祭訴訟（1965 年） 
「津地鎮祭事件の最⾼裁判決 
 昭和五⼗⼆年七⽉、最⾼裁判所⼤法廷は、いわゆる「津地鎮祭」事件について判決を下し
た。この事件は、昭和四⼗年に津市が主催した津市体育館の起⼯式（地鎮祭）が宗教法⼈で
ある神社の宮司主宰の下に神式にのっとって挙⾏され、その挙⾏費⽤に公⾦が⽀出された
ことについて、その適法性が争われたものであった。この判決においては、津市が⾏った地
鎮祭について、その⽬的は専ら世俗的なもので、その効果は、神道を援助、助成、促進する
ものでないから、憲法第⼆⼗条第三項により禁⽌される宗教的活動には当たらず、これに対
する公⾦の⽀出も憲法第⼋⼗九条に違反するものではないとされた。この判決は、憲法にお
ける政教分離の原則及び国の機関などと宗教活動とのかかわり合いについて、最⾼裁判所
としての判断を⽰したということで、⼤きな意義を持つものである。」 
⽂部科学省による説明 
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318553.htm 
 
・⾃衛官護国神社合祀事件（1988 年） 
殉職した⾃衛官を⼭⼝県護国神社に合祀した⾏為が、信教の⾃由を侵害され、精神の⾃由を
害されたとして遺族の⼥性が、合祀の取消し請求を求めた訴訟。 
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裁判要旨（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52169） 
「⼀ 社団法⼈Ｅ会のＦ⽀部連合会がａ県護国神社に対して殉職⾃衛隊員の合祀を申請す
る過程において、⾃衛隊Ａｉの職員が合祀実現により⾃衛隊員の社会的地位の向上と⼠気
の⾼揚を図る意図、⽬的の下に右連合会に協⼒して、他のＡｉに対し殉職⾃衛隊員の合祀状
況等を照会し、その回答を右連合会会⻑に閲覧させるなどした⾏為は、宗教とのかかわり合
いが間接的で、職員の宗教的意識もどちらかといえば希薄であり、その⾏為の態様からして
国⼜はその機関として特定の宗教への関⼼を呼び起こし、あるいはこれを援助、助⻑、促進
し、⼜は他の宗教に圧迫、⼲渉を加える効果をもつものと⼀般⼈かち評価される⾏為とは認
められず、憲法⼆〇条三項にいう宗教的活動に当たらない。 
⼆ 死去した配偶者の追慕、慰霊等に関して私⼈がした宗教上の⾏為によつて信仰⽣活の
静謐が害されたとしても、それが信教の⾃由の侵害に当たり、その態様、程度が社会的に許
容し得る限度を超える場合でない限り、法的利益が侵害されたとはいえない。 
（⼀、⼆につき補⾜意⾒、反対意⾒がある。）」 
 
 
4．公共性（公共圏）の再解釈のために 
1）不在者の倫理 
「近代国家における公共性は「現代世代」の「⼈間」の利益を最⼤化することを前提とし、
科学技術はそのための道具とされてきた。こうした近代的枠組みを批判し、過剰に⼈間中⼼
的でも、現代世代中⼼的でもない倫理規範を提⽰するためには、死者との対話や未来世代へ
の責任意識が⽋かせない。これら過去および未来における不在者を記憶・想像することは、
現在の存在者である我々に対し、具体的な倫理的責任を喚起させる。本稿では、それを「不
在者の倫理」としてとらえ、その基礎付けを⾏う。それは公共性の中に宗教をいかに位置づ
けるかではなく、宗教の中に閉じ込められてきた「公共性」を解放する試みとして展開され
る。」（⼩原克博「不在者の倫理──科学技術に対する宗教倫理的批判のために」、『宗教と倫
理』第 16号、2016年、4 ⾴） 
 
2）「世間」の未来の形 
・世間の多元化──外国⼈労働者の増加（近未来⽇本の課題） 
  移⺠の⼤量流⼊後のヨーロッパでは複数の「世間」がせめぎ合っている。 
・オンライン時代における世間の強化と変容 
  世間の構成要素としてのフィルターバブルの⼤量発⽣とその習合。 
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※以下の下線（波線）は⼩原による。 
【資料1】 
■阿部謹也『「世間」論序説──⻄洋中世の愛と⼈格』朝⽇選書、1999 年。 
世間と個⼈の関係について注⽬すべきことは、個⼈は⾃分が世間をつくるのだという意識
を全くもっていない点にある。⾃⼰は世間に対して、たいていのばあい、受け⾝の⽴場にた
っているのである。個⼈の⾏動を最終的に判定し、裁くのは世間だとみなされているからで
ある。（6-7 ⾴） 
☞「2. 近代⽇本における「世間」──キリスト教との対⽐を通じて考える」 
 
⽇本⼈の世間は、常に排他的で、差別的な構造をもっているからである。わが国の被差別部
落に対する差別の問題も、現代に関していえば、⽇本⼈の世間がもつ差別的構造に由来する
ところが⼤きいのではないか、と私は考えている。差別をなくすことは、世間の解体あるい
は拡⼤によることなしに困難ではないか、とさえ思っているのである。（10 ⾴） 
☞ 真宗⼤⾕派「「是旃陀羅」問題に関する決議」（2021 年 6⽉） 
https://www.higashihonganji.or.jp/news/notice/3540502/ 
 
■阿部 謹也『近代化と世間──私が⾒たヨーロッパと⽇本』 朝⽇新書、2006年 
明治⼀〇年（⼀⼋七七）に英語のソサイエティが社会という⾔葉に翻訳され、明治⼀七年に
インディヴィデュアルが個⼈という⾔葉に訳された。しかし訳語が出来ても社会の内容も
個⼈の内容も現在にいたるまで全く実質をもたなかった。⻄欧では個⼈という⾔葉が⽣ま
れてから九世紀もの闘争を経てようやく個⼈は実質的な権利を⼿に⼊れたのである。⽇本
で個⼈と社会の訳語が出来てもその内容は全く異なったものだった。なぜなら⽇本では古
代からこの世を「世間」と⾒なす考え⽅が⽀配してきたからである。（92 ⾴） 
 
「世間」は広い意味で⽇本の公共性の役割を果たしてきたが、⻄欧のように市⺠を主体とす
る公共性ではなく、⼈格ではなく、それぞれの場をもっている個⼈の集合体として全体を維
持するためのものである。公共性という⾔葉は公として⽇本では⼤きな家という意味であ
り、最終的には天皇に帰着する性格をもっている。そこに⻄欧との⼤きな違いがある。現在
でも公共性という場合、官を意味する場合が多い。「世間」は市⺠の公共性とはなっていな
いのである。（98 ⾴） 
 
宗教家といわれる⼈たちも同様である。特に仏教教団は「世間」を維持する中⼼的な役割を
果たしてきた。明治以降の政府の近代化政策に対しても⾃らの存続のために多少の改⾰を
⾏って時の流れに従ってきたに過ぎない。 「世間」の中にはすでに述べたように欧⽶のよ
うな個⼈はいない。したがってキリスト教のような直線的な時間意識もほとんど⾒られな
い。いわば「世間」には歴史がないのである。（101 ⾴） 
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島崎藤村の『破戒』の中で主⼈公の被差別部落出⾝者丑松は「世間に⼊れて貰いたい」と述
懐している。当時「世間」には被差別部落出⾝者は⼊れなかったのであり、「世間」は差別
されていない⼈の集合体とされていたのである。しかし「世間」はまた差別の温床でもある。
「世間」はどのような組織にもあり、それは⾃ずから差別的で排他的な組織となっている
（112 ⾴） 
 
⼈間と⼩動物だけでなく、「世間」の中ではあらゆる植物と動物が⼈間とともに⽣きていま
した。そしてこれらの動植物と⼈間の間は深い関係で結ばれていたのです。そのことは『⽇
本霊異記』に詳しく述べられています。（160 ⾴） 
 
■⽝飼裕⼀『世間体国家・⽇本──その構造と呪縛』光⽂社新書、2021 年。 
⼈は内的な規範や価値観の⾯で空虚である時、世間体の影響が個⼈の中で増す。それはやが
て、世間体が個⼈を⽀配するようになる。そして、「あるべき」と信じる⾃⼰像と世間体と
の間に⼤きなギャップを⽣む。すると、⾃⼰の価値を⾒失い、⽣きる術を失ってしまう、つ
まり世間体に押しつぶされることになる。これが、今⽇の⽇本の構造だと考えられるが、社
会学が扱うべき「社会」はここにある。（Location 537） 
 
これまで、いくつかの視点から世間体とそれがもたらす課題について⾒てきた。⼈は本質的
に社会的な存在であるので、⽇本だけにとどまらず、いかなる⽂明にあっても規律構造たる
世間体と切り離しては⽣きていけない。各々の社会は、やはりそれぞれの「世間体」によっ
て⼈々を拘束しているはずである。世間体は、その国や⽂明の歴史的経緯や精神的基盤を背
景として積み上がっていて、⾮常に複雑なものだ。そして、その世間体が負の作⽤をする時
に、歴史的に幾多の悲劇を⽣み出してきた。（L. 2107） 
 
本書において、世間体とは「個⼈間あるいは特定の集団において、その社会⽣活やコミュニ
ケーションにおいて機能する、顕在化・潜在化した⽐較的強固な規律と罰則（または褒賞） 
の構造」であると定義した上で、⽇本社会と世間体、そして各々の個⼈と世間体の在り⽅に
ついて、その関係性について考えてきた。（L. 2113） 
 
世間体は、それがよく発露する限りにおいては、⾼い公共性や公衆衛⽣、低い犯罪発⽣率や、
相互の助け合いなどといった形で現れるが、ひとたび負の側⾯として顕在化すると、⾃殺や
イジメ、現実世界やネットを通した⾔葉や態度による私刑、モラルハラスメントに向かって
しまう。（L. 2116） 
 
■鴻上尚史さんが⾒た「マスクと⽇本⼈」 感染対策とは別の新たな役割（『朝⽇新聞』2022
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年 5 ⽉ 21 ⽇） 
 新型コロナウイルスの流⾏が始まって 3 年⽬。⼈との距離が 2 メートル以上あれば、多
くの場合はマスクを外せる、との基準を政府が⽰しました。感染リスクに応じた対策緩和の
機運が⾼まる中、コロナ禍における⽇本社会の空気についてメディアを通じて発信してき
た劇作家の鴻上尚史さんは「⽇本⼈にとってマスクは感染対策とは別の意味を持っており、
⼿放すのは簡単ではない」と指摘します。詳しく聞きました。 
 
「世間」だけ意識する⽂化が影響 
――この間、⽇本のマスク着⽤率の⾼さをどう⾒ていますか。 
 欧⽶に⽐べれば、⽇本のマスクへの抵抗感は少なかった。それには⽇本特有とも⾔える⽂
化が⾊濃く影響しています。 
 私なりの⾔葉で⾔えば、⽇本⼈が家族や会社、学校、となり近所といった⾝近な⼈でつく
る「世間」しか意識せずに⽣きていることが⼤きいと思います。 
――どういうことでしょうか。 
 たとえば、欧⽶⼈の多くはエレベーターにいて「知らない⼈」が⼊ってくれば「ハロー」
とあいさつしたり、⽬と⽬を合わせたり、ほほ笑みあったりします。 
 でも、⽇本⼈は⽬も合わさずに数字だけを⾒つめている⼈が多い気がします。あなたにも
⼼当たりはありませんか？ 
――そうかもしれません。 
 ⽇本⼈は普段、接することがない「知らない⼈」とのコミュニケーションが苦⼿なんです。
⾝近な⼈とは濃密に接したい気持ちがある⼀⽅で、そうでない関係の薄い⼈との接触は避
けたい。コロナ禍でマスクを着けるようになったことでこうした「知らない⼈」とソフトに
遮断されることに、安⼼感を持っている⼈も多いのではないでしょうか。 
 さらに知らない⼈との関係が薄れ、⾝近な⼈とでつくる「世間」のつながりが強まってい
くことで、「みんなと違うことをするな」という同調圧⼒が⾼まることも⼤きい。 
 コロナ禍では営業する飲⾷店をネット上でさらしたり、マスクを着けていない⼈を⾮難
したりするいわゆる「⾃粛警察」が登場し、「世間」が凶暴化しました。改めて多くの⼈が
「世間」が⽛をむいたら怖いということを実感したのではないでしょうか。 
――マスクが定着した背景にはコロナ感染への恐れだけではなく、「世間」から攻撃される
ことへの恐れもあったということですね。 
 
「とりあえず着ける」という思考停⽌ 
 マスクは⼆重の意味で⾃分を守ってくれる存在になったのだと思います。「ウイルスから
⾝を守ってくれる」という本来の役割に加え、「知らない⼈たちと凶暴化した世間から守っ
てくれる」ということに多くの⼈が気付いたのではないでしょうか。 
 たとえ屋外で距離があったとしても、マスクをしていなかったら誰に何を⾔われるかわ
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からない。だったらとりあえず着けておこう。そうすれば問題は起きない、という思考停⽌
が起きていたところはあったと思います。 
 こういった⾮常時に同調圧⼒が⾼まりやすいことは歴史も証明しています。わたしがよ
く挙げるのが 1940 年にぜいたく品を追放する「七・七禁令」という省令が出たときのこと
です。 
 東京の街には「⽇本⼈ならぜいたくは出来ない筈（はず）だ！」などと書かれた看板が並
びました。こんなに同調圧⼒を端的に表現する標語はありません。⽇本⼈であれば従いまし
ょう、と。時代が変わった今もこうした空気感は何ら変わっていないと感じます。 
――政府の発表もありましたが、今後、⽇本社会とマスクの関係はどうなっていくのでしょ
うか。 
 感染対策として始まった習慣だったはずなのに「着けてみると周りからのバリアーにな
る」と感じている⼈も多いはずです。コロナ禍を通じて「知らない⼈とうっとうしい世間」
を遮断できるツールとしてその便利さを知った⽇本⼈がすぐに⼿放せるのかどうか。この 2
年余りで獲得した「快適さ」を⼿放せない⼈も⼀定程度、残るような気もしています。 
 ただ「世間」では「みんな同じ」がルール。周りを⾒ながら着ける時も外すときも「右に
ならえ」で雪崩を打っていくことも想像できます。それでも、コロナ以前よりはマスクを着
けたままの⼈が増えると思いますが。（聞き⼿・⻑野佑介） 
 
【資料2】 
■ユルゲン・ハーバーマス『⾃然主義と宗教の間』（庄司信ほか訳）法政⼤学出版会、2014
年（特に、第 5 章「公共圏における宗教──宗教的市⺠と世俗的市⺠の「公共的理性使⽤」
のための認知的諸前提」） 
 
リベラルな国家では、世俗的理由だけが物を⾔うのだから、信仰を持つ市⺠は、宗教的信念
と世俗的信念のあいだで⼀種の「均衡」──神学的-倫理的均衡──を⽣み出す義務がある
のである。（146⾴） 
 
近代の三つの挑戦とは、複数の宗教が競合するという事実、近代諸科学の興隆、実定法と世
俗的な社会道徳の普及の三つである。これらとの関係で、世俗的市⺠には⽣じないか類似の
教条的教義を信奉するときにしか⽣じないような認知的不協和を、伝統的な宗教共同体は
何とかしなければならなかったのである。（156-157 ⾴） 
☞「3．公共圏をめぐる論争──垣間⾒える「世間」」 
 

宗教共同体が存続するという事態に認識⾯でも対応する
、、、、、、、、、

ポスト世俗化社会に私たちは⽣き
ているという洞察が世俗的市⺠のあいだで成⽴するためには、世俗的市⺠の側でのメンタ
リティの転換が求められるのであり、それは、ますます世俗化が進む環境のなかで宗教的意
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識がさまざまな挑戦に適応するのと同じくらい認知的に⼤変⾼い要求を課すことになる。
みずからの限界を確かめようとする啓蒙の尺度に従うならば、世俗的市⺠は、宗教的な考え

⽅との不⼀致は理性的に
、、、、

考えれば当然予想される
、、、、、、、、、、、

不⼀致と理解するのである。（159-160 ⾴） 
 
原理主義的な考え⽅と世俗主義的な考え⽅とがぶつかって公共体がばらばらになったりす
るのは「学習がうまくいっていない」からであるなどということを、いかなるパースペクテ
ィブから主張しうるのだろうか。（中略）宗教的意識が反省的になるためには、世俗主義的
意識を⾃⼰反省によって克服する場合と同じように、認識態度の転換が必要である。そのよ
うなメンタリティの変化を「学習過程」と⾒なしうるのは、近代の特定の⾃⼰理解の⽴場か
らのみである。（165 ⾴） 
 
■ユルゲン・ハーバーマス、チャールズ・テイラー、ジュディス・バトラー、コーネル・ウ
ェスト『公共圏に挑戦する宗教──ポスト世俗化時代における共棲のために』（箱⽥徹、⾦
城美幸訳）岩波書店、2014 年 
 
バトラー （前略）共通（コモン）というテーマにはさほど関⼼が持てません。クレイグが
話題にしましたが──共通でないもの、共通には属さないもの、完全に共通には決してなり
えないものがあるからこそ、真に固有の差異が⽣まれるのだと思います。また、そうしたも
のが──共通ではなく──他者性を倫理性の基礎とする倫理的関係を⽀えるのではないで
しょうか。このような差異によって、倫理的関係の⼟台が作り出されることなくしては、共
感することも、他者の苦痛に関わることもできないと思います。（134 ⾴） 


