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まことのはたらきあう共働態 

 

秋山 知宏 

 

要旨 

 

本稿は，2018 年 7 月から同年 11 月におこなった己事究明に基づくものである．日本人は縄文の昔から，
まことのはたらきを民族の叡知として積み重ねてきた．そういったことをしっかりと掘り下げて共有
していけば，これがいかに世界に誇るものとなるか．内から下からのまことのはたらきのリーダーの
一人として，世々代々の〈まことのはたらきあう共働態〉への構造改革を目指したい． 

 

１．はじめに 

 私は，20 年来，学問の道を歩んできた．志をもったきっかけは，19 歳の時の交通事故による臨死体験である．
「誰が中国を養うのか？」という一冊の本と出会い，地球環境問題に取り組むために，世界各地でフィールド
ワークを行ってきた．その結論を一言で言えば，「人類は今まさに文明的岐路に立っており，新しい文明的変革
が今や必要とされている」という認識である．結局，環境問題とは，人間の生き方の問題である．そこで，こ
れからの文明のパラダイムの候補として，統合学の可能性を検討してきた．統合学とは，無限に広がる大きな
認識の枠組をもって，問題に取り組む方法である．主たるテーマは，世界をどう捉えて，どう生きるのかであ
る．自己をとことん開いて，哲学・宗教・思想から最新の科学まで，幅広く研究してきた． 

 統合学を深めていくと，運命としか言いようのない出会いが続いてきた．各学問分野の大家と言われる先生
方から弟子として認めて頂いたり，ローマ教皇庁諸宗教対話評議会が各国で開催する祭典に随行させて頂いた
り，自分の力で切り拓いてきたというよりは，何か大きな力に導かれているとしか言いようがない感覚がある．
井上希道老師の禅を学び，神道も深めてきた．毎日続けている禊では，自分の入魂のためだけでなく，世々
代々の社会の幸福を祈っている．素晴らしい方々と出会い，統合学で求めてきたことが〈まことのはたらきあ
う共働態〉というかたちで，確信できるものがついに見つかった.〈まことのはたらきあう共働態〉という見方
をすると，非常に前向きな未来を描くことができる． 

 本稿では，一人ひとりが〈まことのはたらき〉をしていくことで，個人や組織に囚われがちな社会が変わり，
社会の幸福を実現できる可能性があることを明らかにしたい． 

 

 

２．人類文明史における〈まことのはたらきあう共働態〉の位置づけ 

 〈まことのはたらきあう共働態〉という見方は，非常に新しいと思われる．そこで，先ず人類文明史を振り
返り，その中にこれを位置づけておきたいと思う． 

 人類の歴史を振り返ると，人類共通の転換期が 5 つあった（伊東, 2016）．〈人類革命〉は人類の成立，〈農業革
命〉は農耕と牧畜の開始，〈都市革命〉は都市の形成である．〈精神革命〉は人間の心の中の変革で，〈科学革
命〉は近代科学の成立である．科学革命は，現代の〈情報革命〉へとつながっている．近代の科学技術は，実
に多くの便宜を，人類に与えた．他方，人類はエゴイズムに囚われて，地球や人類の未来を脅かす問題を引き
起こしてきた．人類は今まさに文明的岐路に立っている． 

 この新たな文明的変革は，〈環境革命〉と言われている（伊東, 2016）．その根本問題は，エゴイズムを乗り越
えてどう生きていくのか，どのような文化や社会をつくっていくのかというものである．人類共通の根本的な
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Georgia.  
Moody, R. 1975b. Life After Death. Mocking Bird Books, Atlanta, GA.  
Ring, K., Valarino, E. 1998. Lessons from the light: What we can learn from the near-death experience. Persus, Reading, MA. 

 
 

(あきやまともひろ 京都大学大学院教育学研究科)  
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問いが，今まさに一人ひとりに投げ掛けられている．だから，〈環境革命〉の本質は〈人間革命〉であると考え
られる．私は，〈まことのはたらきあう共働態〉が，新しい文明のパラダイムになり得ると考えている．!

!

!

３．〈まことのはたらきあう共働態〉の意味と意義!

 さて，〈まことのはたらきあう共働態〉という言葉の意味は何か．まことの起源は，漢字が伝わる遥か昔，縄
文時代に遡る．縄文時代を生きた一人ひとりの生き様が，文化となり，いわゆる神道となって継承されてきた．
小野（&#-#）によれば，「まことが神道の目的であり，原理である．まことは純粋なる行，美しいたましいのは
たらきである」という．この言説は，非常に包容力があると考える．なぜなら，神道でなくとも，まことはあ
り得るからである．小野（&#-#）は，また，「まこととは公共することである」、「まことは個人の自分勝手の中
には無い．公共，これを古語におほやけという，天地の神々に公開して，神々がよろしい，結構であると，皆
御承認になるような，そういうことでなければまこととは申せない」という．!

 ここで，神道がどのような世界観を持っているのか．図 & に神道における自己観・世界観を示す．吾郷・鹿島
（&#'-）の「神道理論大系」では，図 & の八面体を宇宙と考え，原点 . を自己と見なし，上下 //0を空間軸，
左右 110を時間軸，前後 220を陰陽軸と見なす．このとき，上のピラミッドは神々の世界である神界，下の逆ピ
ラミッドは死者の世界である幽界，あいだの平面は私たちが生きる顕界を示す．神道には〈中今〉という思想
がある．それは，空間的には天人地の中，霊的には神顕幽の中，陰陽の視点での中，過去・現在・未来の今，
生命的には先祖・自己・子孫の中今である．!

 この枠組みに照らして従来の宗教を考察すれば，すべての宗教はまことを前提としているとも言える．大坂
懐徳堂の富永仲基は，上に加えるという「加上」という言葉を用いて，「儒学にせよ，仏教にせよ，神道にせよ，
みな先発の教えに付け足しをしているけれども，結局辿り着くのは『まことの道』に尽きる」と喝破した．!

!

!
!

図 &)! 吾郷・鹿島（&#'-）に基づく神道における自己観・世界観)!

!

 そうすると，まことというのは，結局，〈主体性の真理〉であると言える．デンマークの哲学者キルケゴール
は，キリストを生きるという道を真剣に実践し，半端を生きるキリスト者を徹底的に批判した．キルケゴール
の批判の中身は，聖徳太子の言葉を借りれば世間虚仮ということである．つまり，世間の常識と人の心は欺瞞
に満ちており，真実は無い．社会も誤解しているし，自分自身も誤解している．二重の誤解があるということ
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である．キルケゴールの生き様から学ぶことのできる重要なことは，感じたことを行いにすることである．感
じたことを行ってみると，「あぁ，これがそうなのか」と，道を確信できる．そうして，道に対する〈信〉がで
きてくるわけである．それで，自分の生き方が変わっていくことを自覚できたら，「これが真理だ」とわかるわ
けである 1) ． 

 〈まことのはたらき〉を確信すると，〈まことのはたらき〉を自分一人にとどめるのではなく，他者の行いの
中にそれを見つけて，共にまことをはたらきあうようになる．これが〈まことのはたらきあう共働態〉である．
これは，図 2 に示すように，従来のピラミッド型の共同体とは根本的に異なる．いつどこにいても，まこととま
ことがはたらきあうのが〈まことのはたらきあう共働態〉である．これを生きる目的にしていくことで，個人
も社会も青天井に進化していくと考えられる． 

 

 
図 2. 〈まことのはたらきあう共働態〉と〈共同体〉との違い. 

 

 この〈まことのはたらきあう共働態〉が世々代々のものになった時，それが即ち社会の幸福だと考えられる．
なぜなら，一瞬一瞬まことを尽くして生きていると，悩みや，迷いは，なくなるからである．何も問題になら
なくなるからである．この囚われのない生き方が，本当の幸せなのだと私は実感している．幸せは，本当は目
の前にあるはずなのに，囚われていると気づけない．究極の救世主は自分自身である．このような帰結を期待
できることが，〈まことのはたらきあう共働態〉の意義だと考えられる． 

 

 

４．〈まこと〉の自覚と実践 

 では，どうしたら，〈まこと〉に気づくことできるのだろうか．そのプロセスを図 3 に示す．人間の心には，
知情意という 3 つのはたらきがある．この 3 つの働きが三位一体となってこそ，人間としての人格が形成され，
人間性を豊かにすると言われている．しかし，現代に生きる私たちは，この知情意がバラバラになっていると
捉えられる．エゴへの囚われが，最もやっかいな囚われである．エゴへの囚われによって，知識に囚われ，自
分の問題意識に囚われ，組織に囚われ，立場に囚われるなど，種々の固定観念に囚われるようになる．これは
危険なことであるし，不幸なことである．本来の自分の潜在能力を引き出していないという意味で，もったい
ないことでもある． 

 

まことのはたらきあう共働態 共同体

組織やエゴに

囚われていない
ピラミッド型組織やエゴに

囚われている

一人ひとりがまことをはたらきあっている状態 コミュニティ
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図 3. 囚われと本来性のはたらきとの違い. 

 

 一方，知情意がバラバラの①の状態から，②，③，④と知情意が一致させていくと，個人の全体性が回復し
てくる．真善美が一致し，学問的真理・宗教的真理・体験的真理も一致し，より高次の真理を発見できるよう
になる．この知情意の一致がいわゆる精神の覚醒あるいは気づき（spiritual awakening）と言われるものである．
それは，伝統による違いによって，〈梵我一如あるいは汝はそれなり（tat tvam asi）〉〈悟り〉〈回心（metanoia）〉
〈解脱（moksha）〉〈無（wu）〉などと呼ばれている．いずれにしても，そこから青天井に広がる世界に己を開い
ていくようになる．これが私の言う統合である．統合とは開いていくことであると私は捉えている． 

 〈まこと〉の自覚の契機は，研究の結果，少なくとも 5 つあると考えられる．第一は，臨死体験である．いわ
ゆる体外立脱など，科学で充分に説明できない現象である．これを広く捉えれば，真剣に死と向き合うことで
ある．第二は，〈まことのはたらきあう共働態〉を前提とした宗教的実践である．例えば禅や，神道の禊などで
ある．第三は，芸道の修業である．これも道を究めれば，宗教的実践をした時と同じ変化が生じる．第四は，
負の経験価値の受け取り直しである．受け取り直しの要点は，①自分は何に囚われているのか，②それに囚わ
れなければどういう可能性があるか，を問うことである．簡単に言えば，逆転の発想をすると，見方が全然違
ってくるということである．第五は，〈まことのはたらきの発見〉である．自分自身の〈まことのはたらき〉，
家庭，会社，社会の〈まことのはたらき〉，あるいは歴史の中の〈まことのはたらき〉などを発見することであ
る．そうすると，〈まことのはたらき〉を実践していこうという気概が生じる．これらの 5 つのことを続けるこ
とによって，まことのはたらきを行えるようになり，ひいては生き方自体も変わってくる． 

 ただし，まことのはたらきには，浅深の違いがあることに注意を要する．では，深い〈まことのはたらき〉
の条件とは何なのか．第一は，求道心である．「一瞬一瞬まことのはたらきを尽くすんだ，まことを生き抜くん
だ」という強い求道心が必要である．第二は，信用創造である．信用創造の方法はシンプルである．自他の
〈まことのはたらき〉を発見して，共有しあうことである．その時に気をつけなければならないのが，「絶対化
しない」「押し付けない」という態度である．これが，第三の条件である．なにかにつけて，無自覚にも，傲慢
な態度で押し付けてしまうことがある．そうではなくて，自らが〈まことのはたらき〉の教材となり，押し付
けずに生き様として見せていくことによって，文化にしていくという態度が重要である．神道は言挙げしてこ
なかったこと，つまり言葉として残してこなかった．このことは，他者に押しつけないという態度の表れだっ
たのではないかと考えられる．言挙げせずに道として残していけば，後世の人たちが広がりを創っていけるよ
うになる．こういう態度で学びを深めていけば，知情意が一致し，学問的真理，宗教的真理，体験的真理が一
致してくる．そうすると，包容力のある大きな認識の枠組を持てるようになってくる．包容力のある大きな認

意

知 情
①

②

③

④

知識・立場・組織
への囚われ

エゴへの囚われ

特定の価値観（認識
の枠組）への囚われ

統合とは開いていくこと

1本来性（まこと，良心，美しいたましい）のはたらき
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識の枠組みを持つことが，第四の条件である． 

 

 

５．むすびに 

 以上，一人ひとりが〈まことのはたらき〉をしていくことで，個人や組織に囚われがちな社会が変わり，社
会の幸福を実現できる可能性があることを示した．しかし，いくら言葉を尽くしても，本人が行動しない限り，
本質的な意味がない．本人が気づいて行動しなければわからないのが，〈まこと〉である． 

 では，私はこれから何をしていくのか．内から下からのまことのはたらきのリーダーとして，世々代々の
〈まことのはたらきあう共働態〉への構造改革を目指したい．そのために，学問と教育の構造改革を進めてい
きたい．これまでのように，誰かが決めた知識の枠組みに囚われるのではなく，一人ひとりが実践を通じて主
体性の真理をつかむことが重要であると考える．それを共働態の視座から自覚することで，人生のあらゆる出
会いが機会になっていく．家族との関係も，社会との関係もより前向きなものに変わっていくはずである．い
わゆるエゴイズムとは全く反対の生き方になるわけである．それが構造改革という言葉の意味である．私にと
って重要なことは，人類全体と自然の救済である．そのためには，人類全体が本物になることが重要である．
それが，後世への最高の贈り物になると考えている．そのために共働していくことを願っている． 

 

 
註 
1) しかしながら，キルケゴールでさえキリスト教に囚われていたという一面があり，そこに主体性の真理の落とし穴が
あることには注意が必要である． 
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図 3. 囚われと本来性のはたらきとの違い. 

 

 一方，知情意がバラバラの①の状態から，②，③，④と知情意が一致させていくと，個人の全体性が回復し
てくる．真善美が一致し，学問的真理・宗教的真理・体験的真理も一致し，より高次の真理を発見できるよう
になる．この知情意の一致がいわゆる精神の覚醒あるいは気づき（spiritual awakening）と言われるものである．
それは，伝統による違いによって，〈梵我一如あるいは汝はそれなり（tat tvam asi）〉〈悟り〉〈回心（metanoia）〉
〈解脱（moksha）〉〈無（wu）〉などと呼ばれている．いずれにしても，そこから青天井に広がる世界に己を開い
ていくようになる．これが私の言う統合である．統合とは開いていくことであると私は捉えている． 

 〈まこと〉の自覚の契機は，研究の結果，少なくとも 5 つあると考えられる．第一は，臨死体験である．いわ
ゆる体外立脱など，科学で充分に説明できない現象である．これを広く捉えれば，真剣に死と向き合うことで
ある．第二は，〈まことのはたらきあう共働態〉を前提とした宗教的実践である．例えば禅や，神道の禊などで
ある．第三は，芸道の修業である．これも道を究めれば，宗教的実践をした時と同じ変化が生じる．第四は，
負の経験価値の受け取り直しである．受け取り直しの要点は，①自分は何に囚われているのか，②それに囚わ
れなければどういう可能性があるか，を問うことである．簡単に言えば，逆転の発想をすると，見方が全然違
ってくるということである．第五は，〈まことのはたらきの発見〉である．自分自身の〈まことのはたらき〉，
家庭，会社，社会の〈まことのはたらき〉，あるいは歴史の中の〈まことのはたらき〉などを発見することであ
る．そうすると，〈まことのはたらき〉を実践していこうという気概が生じる．これらの 5 つのことを続けるこ
とによって，まことのはたらきを行えるようになり，ひいては生き方自体も変わってくる． 

 ただし，まことのはたらきには，浅深の違いがあることに注意を要する．では，深い〈まことのはたらき〉
の条件とは何なのか．第一は，求道心である．「一瞬一瞬まことのはたらきを尽くすんだ，まことを生き抜くん
だ」という強い求道心が必要である．第二は，信用創造である．信用創造の方法はシンプルである．自他の
〈まことのはたらき〉を発見して，共有しあうことである．その時に気をつけなければならないのが，「絶対化
しない」「押し付けない」という態度である．これが，第三の条件である．なにかにつけて，無自覚にも，傲慢
な態度で押し付けてしまうことがある．そうではなくて，自らが〈まことのはたらき〉の教材となり，押し付
けずに生き様として見せていくことによって，文化にしていくという態度が重要である．神道は言挙げしてこ
なかったこと，つまり言葉として残してこなかった．このことは，他者に押しつけないという態度の表れだっ
たのではないかと考えられる．言挙げせずに道として残していけば，後世の人たちが広がりを創っていけるよ
うになる．こういう態度で学びを深めていけば，知情意が一致し，学問的真理，宗教的真理，体験的真理が一
致してくる．そうすると，包容力のある大きな認識の枠組を持てるようになってくる．包容力のある大きな認
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