
ルーマン宗教論再考

――宗教の社会学的定義をめぐって――

菅野　博史

0. はじめに

宗教とは何であろうか。このように改まって問い直されると、多くの人

は返答に窮するのではないだろうか。もちろん、何らかの信仰をもってい

る人は自らの宗教的な信念に基づいて「宗教なるもの」について語ること

はできる。けれどもそれは「その人から見た宗教」ではあっても、「宗教

一般」についての言明ということにはならない。宗教とは何かを明らかに

するためには、自らの信仰から一歩退いて反省的かつ中立的に、さまざま

な宗教現象について論じていく姿勢が必要になってくるからである。しか

しながら他方で、こうした客観的な姿勢を徹底することにより、却って宗

教の上っ面しかとらえることができなくなり、宗教を理解する場合にもっ

とも大切な「個人の宗教体験」が蔑ろにされて、教義学をめぐる知的繰り

言のみが生み出される、という危険性もまた存在している。このような宗

教についての観念的言説は、たいていの場合にはなはだ形骸化した内容空

疎なものにしかならないからである。

宗教について一般的に語ろうとする場合に生じる、こうした困難を回避

するためには、個々人の宗教体験に照準を合わせながらも
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、宗教について
．．．．．．

の一般的かつ普遍的な視点を確保する
．．．．．．．．．．．．．．．．．

、というアプローチ方法をとる以外

にはない。別の言葉でいえば、宗教体験の底にある普遍的な形式を一般的
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理論の形にまで練り上げたときに初めて、「宗教とは何か」という最初の

問いにわれわれは答えることができるようになるわけである。そして、社

会秩序を前提にして議論を進めるのではなく、その成り立ちを問題にする

社会学の学問的伝統においては、宗教に対するのこうしたアプローチ方法

は自然なものであると同時に、さらなる議論の出発点をなすものであると

言える。なぜなら、宗教とは何かという一般的な問いを明らかにすること

によってのみ、多くの宗教が比較可能になるばかりでなく、その歴史的発

展をたどる方途が提供されるからである。

現在の社会学において、宗教についてのもっとも一般的かつ普遍的な議

論を提示する一つの代表的な試みは、ドイツの社会学者ニクラス・ルーマ

ンによって構築されたシステム理論的なアプローチによるものである。そ

れゆえ、われわれは以下において、彼の難解で煩雑な議論を整理しながら

その理論の要点を簡潔にたどる一方で、彼の提出した宗教理解のあり方を

批判的に検討していくことを目指したい。その結果としてわれわれが確認

することになるのは、ルーマンの議論の射程とそれには収まりきらない宗

教的体験の扱いをめぐる新たな問題である。

1. 宗教の機能

ルーマンは『宗教の機能（Funktion der Religion）』という1977年に刊行

された論文集（1）のなかで、宗教を次のように社会学的機能主義の観点から

定義しようと試みている。すなわち、宗教が果たすべき固有の機能とは、

宗教に特有の準拠問題（Bezugsproblem）とその独自の解決法のうちに求

められるべきであり、その準拠問題とは「規定されたものと規定されざる

ものとの同時性」（2）をどのようにして取り扱うべきかという問題である、

という考え方である。ルーマンによれば、こうした準拠問題はすべての宗

教にとってつねに顕在的であるわけではないけれども、潜在的にはいつも

存在している種類のものであり、その意味ですべての宗教を基礎づける根

本問題を構成している、とされるのである。
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この非常に抽象的な、宗教についての機能主義的な定義を、宗教におけ

る単純な現象から複雑な社会組織への歴史的な変遷という流れに沿う形

で、具体的に肉付けしながら見ていくことにしよう。まずルーマンの理解

によれば、原始的な宗教とは世界のすべての現象にそれに特有な意味を与

えようとする、すなわちあらゆる現象をわれわれにとって「規定されたも

の」として馴致しようとする営みであるとされる。例えば、神話は両義的

な現象に類型的な意味を与える物語であり、「規定されざるもの」を「規

定されたもの」へと変換する物語的装置であるために、宗教の原初的な形

態だとみなされるのである（3）。しかし、社会が歴史的に発展して環節的社

会から身分制社会へと移行すると、部族ごとに形成されていたこのような

神話の信憑性が崩れるために、いわば神話の外部にわれわれにとっての

「規定されざるもの」が再び顔を覗かせることになってしまう。このとき、

われわれの視点は「規定されたもの」から「規定されざるもの」の側へと

変化することを余儀なくされ、すべてのものごとを規定するけれども、そ

れ自体は規定されざる存在としての「神」が登場することになる。神話の

世界とは逆に、神が統べる世界ではわれわれの世界がいわば「規定されざ

るもの」の側から見られ、すべての身分の人々に同じように当てはまる、

一般的な「神の教え」が成立するにいたるのである。

かくして、「ヨーロッパの社会と宗教の発展を規定する抽象化の道筋は、

〔宗教システムの〕特定化と一般化、システム化を結びつけるために、超
．

越性
．．
を（尊敬に値する）人格

．．
として確保しようとする、一神教の形態を選

択する」（4）（〔 〕内は引用者。傍点は原文ではイタリック、以下同様）こ

とになったのである。この一神教においては、規定されざるものとしての

神が規定された世界のうちに偏在する、あるいは規定された世界のうちに

規定されざる神の痕跡（例えば、奇跡）がさまざまな形で認められるとい

う了解で、人々が納得し満足しているうちには何ら問題が生じないと言え

る。しかし、一神教には宗教の準拠問題を先鋭化し、規定されざるもの、

すなわち超越的な神の性質を問う方向へと人々を駆り立てるような性質が

潜んでもいる。実際、ヨーロッパの中世においては、神と世界との関係を
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めぐって、神の性質をアナロジーを用いて論じなければならない事態が生

み出されてきた（5）。つまり、われわれの認識能力を超えたところに、規定

されざるものとして存在する神の性質を、いかにしてわれわれは明らかに

することができるのかという難問に、人格神を前提にする一神教は歴史上

のいずれかの地点で行き当たることになるのである。

この規定されたもの／規定されざるものという区別を突き詰めて考えて

いくと、有限な存在である人間が規定されざるものを規定しようとする

（あらかじめ失敗を約束された）試みの不可能性により、われわれの生き

ているこの世界の内部ではこの区別を十全には定式化できなくなってしま

うことになる。そして、この世界を超越した規定されえないものとして、

われわれの世界の外部に存在する神を仮定することによってのみ、この区

別に関する（とりあえずの）説明をつけることができるようになると言え

るのである（6）。それゆえ、こうした区別、すなわち超越神であり、人格神

でもある神をどのようにこの世界の側から理解すべきかは、特にキリスト

教にとっては大問題となり、教義学（Dogmatik）のなかで、すなわち神の

存在性格についての反省を通じて、さまざまな形で解釈されることになる

わけである。このようにして再び、組織化された宗教においても、規定さ

れたもの／規定されざるものという区別が、別の言葉でいえば、内在／超

越（Immanenz/Transzendenz）という区別（7）が自らの宗教を規定する準拠

問題として教義学の全面に出てくることになるのである。

規定されたものと規定されざるもの、内在と超越をどのように統一的に

理解するのか、すなわちどのようにすれば両者を同時に扱うことができる

ようになるのかというこの独特の問題は、宗教によってのみ問題とされ、

宗教によってのみ答えが出されるような種類の問題であり、つねに宗教が

そこに立ち返って問い続けねばならない準拠問題を構成している。これが

宗教の準拠問題という言葉でルーマンが言わんとしていた事柄であり、ま

さにこれが宗教に関する彼の機能主義的分析の骨子をなしている主張なの

である。
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2. 宗教のコード

宗教とは何かをめぐるルーマンの機能主義的分析は、その後八〇年代後

半に、二値的コード（Binäre Codes）の理論を導入することによって、さ

らなる彫琢が施されることになる（8）。すなわち、すべての物事をある種の

「区別」に由来するものと見なす差異理論から導き出された次のような洞

察が、それまでの理論的枠組みに組み入れられたのである（9）。

① 特定の機能を果たすようなシステム、例えば法システムや経済シス

テム、そして宗教システムといった機能的システムは、そのシステム

に固有な二値的コード（法システムの場合には、合法／不法という

コードが、経済システムの場合は、支払う／支払わないというコード

がそれに当たる）によって、その機能的な分化が可能になる。

② 二値的コードとは正の価値と負の価値をもち、その時々でこの二つ

のうちのどちらかの価値が指し示されるバイナリー・コードであり、

正の価値にはコミュニケーションのさらなる接続可能性

（Anschlüßfähigkei t）が、負の価値には正の価値に対する反省

（Reflexion）が、それぞれの役割として割り当てられるものである。

ルーマンはこうした新たな認識を従来の機能主義的な議論に付け加える

ことで、自身の宗教論を一層洗練すると同時に、宗教の根底にある論理の

明確化を通じて「宗教の不可能性」を暴き出す方向へとその宗教論を急進

化させていくのである。

そこでまず問われねばならないのが、宗教に固有な二値的コードとは何

かということである。そして、例えば自然／超自然といった区別のように

歴史的な文脈に埋め込まれているがために制約されておらず、宗教の本質

を明らかにしうる抽象性を備えたものとしてルーマンが提示するのが、内

在／超越という二値的コードなのである（10）。ここで内在とは人間が体験す

る有意味な出来事すべてを覆う領野、すなわち意味体験の地平を示すとさ

[} @‡_˜l
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れ、超越とは意味を超えた世界、それゆえそもそも意味というものによっ

ては接近不可能な存在の領域を指すものだとされる。このような内在と超

越という二つの価値が相俟って、宗教的意味世界とそれを潜在的に規定す

る超越者という、宗教に特有な世界認識が可能になるわけである。これを

二値的コードの視点から解釈すると、宗教的な意味体験の世界においてさ

まざまなコミュニケーションが展開（つまり接続）する一方で、意味を超

えた超越者からの視線によって、こうした宗教的意味の世界が反省される

ということになる。

注意して欲しいのは、宗教の二値的コードを構成する内在と超越はお互

いに前提しあう関係にあるということである（11）。従って、この観点から見

ると、超越（あるいは彼岸）の側からのみ宗教の本質を読みとったり、内

在（あるいは此岸）における宗教的な行動原則にだけ宗教の意義を見いだ

したりする議論は、はなはだ不十分なものだということになる。ルーマン

の議論に沿って言えば、宗教の本質を明らかにするためには、宗教の二値

的コードの両面を同じ比重で扱う必要があるのである。すなわち、超越が

あっての内在、内在があってこその超越なのであり、両者はいわばそれぞ

れに対する相補的な差異の効果によって生み出される、相対的な項にすぎ

ないのである。

2.1. 聖／俗というコード

今述べたように、ルーマンの見解によれば、宗教に固有の二値的コード

とは内在／超越というコードであるわけだが、宗教現象を全体的に規定し

ようとする場合には聖／俗という区別、すなわちルーマンの言う意味での

二値的コードもまた、広く一般に使用されていると言える。ルーマンによ

れば、これは超越／内在というコードを聖／俗という別のコードに対応さ

せた上で、前者の超越の部分を神として理解するものであり、その意味で

超越神の実在を前提にする特殊なコードであると解釈されることにな

る（12）。そしてこの場合、「神はこの世界には属さない。神が（ご自身では
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なく）この世界をおつくりになったのであり、そのことによってこの世界

をご自身とは異なったものにされたのである｣（13）という神話的説明の形を

借りて、聖／俗コードにおける超越神を創造神として規定する一方で、わ

れわれの属する世俗の世界を超越的な神の管轄下に置くという解釈に歴史

的に見ればいたったのである。すなわち、全知全能の神に比べるとわれわ

れ人間は悲しいまでに有限な存在であり、それゆえ神の視座からのみわれ

われの行為は判断されねばならない、というわけである。

こうした説明からも分かるように、この聖／俗というコードでは、超越

（としての神）の側（すなわち聖の側）に正の価値が認められて、すべて

のコミュニケーションがそこから展開されることになる。つまり通常の内

在／超越というコードとは正負の価値が逆転するのである。それゆえ聖／

俗コードにおいて俗の側は否定されるべき対象となり、われわれの生きる

俗なる現実には救済のための準備期間、選別期間という負の価値しか与え

られないことになってしまうのである。

聖の側からさらにコミュニケーションを展開するには、超越神の意志を

理解するための手がかりとなるもの、すなわち彼岸でのわれわれの命運を

決定するような第二のコードである、救済（Heil）と劫罰（Verdammnis）、

あるいは天国と地獄という付加的なコードが必要となる（14）。そしてこの第

二のコードを実際に肉付けするのは、良い（つまり神の意志にかなった）

行為と悪い（つまり神の意志に反する）行為とを弁別するような基準を与

える道徳（Moral）なのである。もちろん、われわれが道徳に従うことで

天国に行き、逆らうことで地獄に堕ちると素朴に信じられるうちは何も問

題は起きないため、この第二コードはうまく機能すると言える。しかしな

がら、こうした宗教的道徳はヨーロッパの実際の歴史においては功利主義

の流れのなかで世俗化してしまい、宗教的な意味での説得力を失ってしま

うことになる。これに加えて、われわれ近代人が「地獄」なるものをもは

や信じられなくなってしまったことにより、この第二のコードは決定的に

解体してしまう。なぜなら、地獄や悪魔の存在が人々の信憑性を失えば、

天国や神の存在まで（差異による区別を通じて）その影響を受けるからで

[} @‡_˜l
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ある。このことは、聖／俗というコードそのものの価値がもはや失われて

しまったことを意味している、とルーマンは考える（15）。こうしてルーマン

は、聖／俗というコードは近代にいたってその役目を終えるような、近代

人の検討には耐えられない代物だと結論するのである。

2.2. 内在／超越というコード

内在／超越というコードの検討に戻ろう。まずこのコードは、宗教者自

身によって使用されてきたコードというよりも、社会学者が宗教的体験を

外部からの観察を通じて一般的に規定するために作り出した区別である、

ということを確認できる。従って、このコードは宗教にとって破壊的な意

味をもちうるものであり、逆に宗教を外部から観察する社会学にとっては

そこから得られるものが大きいと考えられるものである。

次にこのコードは、他の機能システムの二値的コードとはまったく異

なって、コードにおける「一つの価値の存在がもう一方の価値の現前

（Präsenz）と結びついている」（16）点にその特徴があるとされる。すなわち、

例えば法システムにおける合法という価値は、それと対をなす価値である

非合法とは同時には結びつかず、むしろそれを排除する必要がある（＝合

法は非合法ではない）のに対して、宗教においては「内在における日々の

生活が超越においても同時に拠り所をもつかどうかを、その時そのときで

再三にわたって疑ってみることができる」（17）のであり、その意味で内在の

体験にはつねに超越の存在が潜在的な形で伏在していると言えるのであ

る。換言すれば、宗教においては「内在とは超越の否定である」という形

で、内在と超越とを切り離すことは考えられないことになるのである。

三番目に言えることは、このコードによって、内在におけるすべての体

験に特定の宗教的意味が与えられるということである。すなわち、「すべ
．．

ての正と負の体験に正の意味が対置されうる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（18）のである。というのも、

人生で経験する幸福と受苦、正義と不正、善と悪といったプラスもしくは

マイナスの諸々の体験にはすべて、正の意味、つまり人を宗教的な方向へ
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と導くような意味が見いだされうるからである。そしてこのとき必要にな

るのが、神と世界とか、神と悪魔、悪魔と魂といった、正負の体験それぞ

れに宗教的な解釈を与えうるような宗教的教義、つまり宗教的なドグマの

存在なのである。約言すれば、特定の教義を信じ、つねにみずからの体験

をドクマに照らして解釈することで、われわれが経験する正負の人生体験

はすべて、超越へと方向づけられるわけである。

さらにこの内在／超越というコードにおいては、「すべての
．．．．

内在は、超

越に対して同じくらいに近く
．．．．．．．．

、かつ同じくらいに遠くあらね
．．．．．．．．．．．．．

ばならない」

（19）とされ、神の視座に近づく特権的場所は存在しないとされる。すなわ

ち、いわば無限遠点としての神に対して、すべての体験には等しく同じ内

在的意味のみが与えらるのである。超越としての神はつねに潜在的にのみ

われわれに現前するのであり、超越を前にして人は沈黙せざるをえないの

である。

こうした説明からも分かるように、超越がつねに現前するけれども潜在

的なままにとどまる限り、内在／超越という宗教コードはうまく機能する。

しかし、「内在的世界の出来事の領域において、こうしたコード自体の拒

否が生じ、それが負の意味をもつもの、つまり罪と見なされる」（20）ような

ときには、大きな問題が生じる。つまり、誰かが超越に対して否定的な態

度を取るときには、そうした態度を排除できなければ内在／超越の宗教

コードはうまく機能しなくなるのである。従って、内在／超越というコー

ドに対して否定的な態度を取ることを禁止するために、超越に否定的に接

するのはまさに悪魔の仕業であり、もしそのようなことを行う人間がいる

とすればそれは悪魔だからであるといった教義を流布する必要が出てくる

わけである。つまり超越、ひいては内在／超越というコードそのものに否

定的に関わることは、宗教コードにおける最大のタブーとなるのである。

しかしながら、すべての正、負の体験に正の宗教的な意味を与えると主

張する内在／超越という宗教コードは、ここにおいてその例外を認めざる

をえなくなってしまうためにディレンマに陥る。なぜなら、超越（正確に

は内在／超越という区別）の否定には、内在／超越のコードによっても負

[} @‡_˜l
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の宗教的意味しか与えることができないからであり、これによってまさに

内在／超越コードの自己否定といった現象が起こりかねないからである。

これはすべての体験
．．．．．．

を問題にする宗教という機能システムに固有の特徴で

あると言える。そしてこのことを考慮するとき、内在／超越というコード

は、それが先に述べたタブーを何とか押さえ込み、一定の説得力をもって

人々に認められる限りにおいてのみ、正常に機能するということになる。

3. 神というパラドックス

内在／超越というコードに対して否定的な言及を行うことは、宗教コー

ドの機能を損なうということを確認した。つまり、超越としての神を否定

的に取り扱うことは、内在／超越のコード自体を否定的に使用することを

意味し、宗教的体験をすべて歪めてしまったり、最終的には無意味なもの

にしてしまいかねないのである。この宗教コードの否定が何をもたらすか

は比較的見やすい事柄であり、それゆえ神を冒涜するような行為は歴史的

に見ても厳しく禁じられてきたわけである。

では、内在／超越のコードに肯定的に言及する場合はどうであろうか。

超越としての神を否定するのではなく、神を愛するがゆえにそれについて

言及しようと試みることは、信仰心の篤い人間にとって自然の成り行きで

あると言える。しかし、内在／超越というコードにおいては超越としての

神について肯定的に言及することもまた、パラドックスを形成してしまう

のである。ルーマンはこうした事情を、次のように説明している。

超越神がこの世界を、それゆえにわれわれ人間をも観察しているとい

うことを考慮に入れることなく、人は超越神について考えることはでき

ない。というのも、そうでなければいかなる意味で超越神と名づけら

れたかが分からなくなるだろうからである。人間は自分たちが観察され

ているのが分かると、自分たちを観察している主体を自分たちの側でも

観察したいと望むようになるのだ。それゆえ、神を観察できるようにと
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望むのであり、また必然的に内在的なものでしかない操作によって、こ

うした超越を把握できるようにと望むのである。しかし、それはいかに

して可能なのだろうか。（21）

ルーマンが述べるように、神を観察することがなぜパラドックスにつな

がるのかを見ておこう。まず前提として、内在／超越というコードは、意

味をもつもの／意味を超えたものという区別に対応しているということを

確認しておく必要がある。そして次に、神についての観察が言葉を使って

行われる限り、当然のことながら、何らかの意味をもつものとして観察が

行われることになるということも確認できる。けれども、内在／超越とい

う宗教コードに厳密に従うとき、超越としての神は意味を超えたものであ

り、言葉の意味によってはその存在をとらえることができないということ

もまた明らかである。ここにおいて、神を観察しようとするあらゆる試み

は（それが神に対して肯定的なものであれ）、パラドックスを形成してし

まうことになるわけである。

観察はするけれども観察されることは許さない超越神。こうした事態か

ら生じる超越神のパラドックスを避けるためには、大きく分けて二通りの

方法がある。まず一つは、神を一者として、まったき真理であり絶対的に

良きものであるとして、それ以外の神の可能性を決して人間は観察するこ

とができないとする道徳的な教義を信奉する宗教的伝統である（22）。この方

法が効果をもつのは、もし良きものとしての神ではない神の側面を観察し

たとすれば、神を否定するようなその行為自体が悪となり、いわば悪魔の

仕業と見なされるにいたるからである。またもう一つとしては、観察不可

能な超越神について隠喩的に語るという神秘主義のやり方を挙げることが

できる。これはわれわれ人間が内在／超越というコードを使って超越神に

ついて言及するのではなく、逆に超越神の側がわれわれ人間にこのコード

の使用をお許しになったということを自らの神秘的体験として、言語に

よっては語り得ないものとして語る、それ自体パラドキシカルな方法であ

る。神秘主義における神とは、こうしたやり方において、差異を欠いた一
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者、内在／超越という差異を超越的に統一するような一者となるわけであ

る（23）。

しかしながら、現代においてはもはや宗教道徳や悪魔を持ち出してもわ

れわれに超越神の観察を禁ずることはできないし、また語り得ないものに

ついて語る神秘主義の試みについてもわれわれは何の論理的根拠も見いだ

し得ないために、こうした二つの方法によっては超越神をめぐるパラドッ

クスを覆い隠すことはできなくなってしまっている。別の言い方をすれば、

すべてのものが観察にさらされる現代においては、これまで超越としてい

わば社会全体を表象してきた神もまた、その観察の例外とはならなかった

のである。その結果として、超越神について言及することが内在／超越と

いう宗教コードをパラドックスへと追い込み、神とは何かという根本的な

問いに対して論理的に満足のいく答えをもたらすことができなくなってし

まったのである。それぞれの宗教の教義は、こうした視角から見ると、論

理的に見てパラドックスを覆い得ない冗語法による解釈か、それ自体がパ

ラドックスでしかない隠喩的なドグマでしかなくなる。それゆえ、ルーマ

ンははっきりとは言わないが、現代人にとって満足のいく宗教は存在しな

いし、またいま述べたパラドックスが解決できない限り、これからも存在

し得ないと考えるのである。こうしてルーマンとともに内在／超越という

コードに沿って考察を進めると、現代における宗教の不可能性という事態

に至ることになる。しかし、それで良いのだろうか。

4. 宗教コード再考

ルーマンの宗教に関する議論の要点をわれわれはこれまで駆け足でた

どってきた。ここでそれを要約すれば、規定されたもの／規定されざるも

のという区別をめぐる宗教の準拠問題についての機能的分析が、内在／超

越という宗教的コードの議論に引き継がれて、論理的により先鋭化された

形で現代における宗教の不可能性を明らかにするに至った、ということに

なる。超越、すなわち神とは何かが論理的に問えないにもかかわらず、そ
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うした神を信じて信仰をもつことは、少なくとも現代人には出来ないので

はないか、というルーマンの鋭い指摘は傾聴に値すると言える。もちろん

そのことは認めつつも、われわれが次に問うべきなのは、彼の議論をどの

ように評価すべきか、である。

まず最初に気づくことは、ルーマンの議論はヨーロッパにおける宗教、

特に超越神を崇めるキリスト教に照準が絞られたものであるという特有の

制約をもつ、ということである。このことにより、神との一体化をめざす

ヒンズー教や、仏になることを最終目的とする仏教の伝統に対して、超越

を人間にとっては決して到達できない、いわば外部に措定するキリスト教

的把握に基づいた彼の議論を、そのままの形で適用することは難しくなる。

もちろん、神や仏とはわれわれに東洋人にとっても意味を超えたものであ

り、それゆえ超越の側に立つ存在であると言うこともできる。しかしそう

した場合でも、明らかに超越についてのとらえ方が異なっているとも言え

るのである。従って、次のように問う必要があるように思える。すなわち、

東洋の宗教的伝統においては意味を超えたもの、超越についていかにして

語ることが可能となっているのか、と。

この問いに答えるためには、超越についてもう一度吟味し直す必要があ

る。ルーマンは超越ということを意味の超越として理解した。そこから超

越について語ることはパラドックス（意味を超えたものについて意味を用

いて言及する）しか生み出せないことになってしまったのである。しかし、

東洋の伝統において超越とはむしろ、「感覚を超えたもの」、「超感覚的な

もの」を意味しているように思える。それゆえ超越はさまざまな身体技法

を用いて実際に体験されるべき事柄
．．．．．．．．．．．．

となり、言葉や概念によって理解でき

ないという点においては意味を超えたものであると考えられるが、決して
．．．

人間にとって到達できないものではない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

と了解されることになるわけであ

る。

ルーマンの議論に対する第二の批判点として挙げられるのは、宗教体験

の核心、つまり神あるいは超自然的な事柄を体験することを軽視、あるい

はこれを全く無視する態度である。これは内在／超越というコードの定義
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から必然的にもたらされる態度であると言えるが、このことによってルー

マンの議論は宗教の本質を取り逃がす結果になってしまっているとも言え

る。すなわち宗教体験の核をなす信仰体験について極めて皮相的な見方し

かできなくなっているのである。翻って、東洋の宗教的伝統においては、

感覚を超えたものの体験、つまり神秘体験は宗教というものの本質だとさ

れているように思える（あるいは契約宗教としての一神教を信じるような

文化的な伝統以外においては、と言っても良いかも知れない）。例えば、

鈴木大拙は次のように述べている。

宗教というものに、力を与えるのは、どうしても神秘的経験でなけれ

ばならない。神秘的経験というのはいつも新しいものを作り出す動機で

ある。非常に宗教が主知主義に偏するというと、一つの型にはいってし

まう怖れがある。そのころになると神秘的経験をやかましく言う禅宗と

いった、そうしたものがその固定した形にはまらない新しい運動を逐次

発展させるようになる。（中略）禅というのは、すなわち神秘的経験

ということである。神秘的経験とはどういうことになるかというと、人

の心の働きには理屈で説くことのできない一つの経験がある。その経験

というものを経て来なければ人間というものの生命がのらぬ。形式に

なってしまう。その経験にふれたならば、形式そのものさえも変わって

来る。そして生命が流れる。その経験ということのみに力を集中してか

かろうというのが禅である。（24）

この引用文から逆にあぶり出されることは、ルーマンの議論が宗教の主

知主義的な側面に過度に焦点を合わせたものだということである。この観

点から見ると、ルーマンがキリスト教における神秘主義の伝統を、内在と

超越をめぐるパラドックスを解決できていないと簡単に切り捨ててしまっ

ている理由も理解できるようになる（25）。しかし、ルーマンの議論がもしも

宗教現象の主知主義的側面しか取り扱うことができないのであれば、それ

は宗教理論としてははなはだ不十分であると言わざるを得ない。別の言い
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方をすれば、ルーマンの宗教論は宗教体験の核心をとらえ損なったまま、

その偏頗な理論的図式を生きた宗教現象に当てはめることで無意味な一人

相撲をとっている、ということにもなるのである。

キリスト教の特定の宗派にとっては破壊的な意味をもつルーマンの議論

は、宗教全体に対する説明能力をあまりもっていないのではないか。われ

われが行ったように、このような批判を行うのは簡単であるが、ではどう

すれば良いのかという代替案を提出することはことのほか難しい。そこで、

以下でこれに代わる議論の方向性を示して、この論文を締めくくることに

しよう。

ルーマンの宗教論を批判する場合にもっとも大切なことは、宗教のコー

ドを超越／内在から、感覚を超えたもの／感覚的なものというコードへと

読み替える必要を説くことであるように思える。詳述は避けるが、このと

きには超感覚的なものを感覚を超えた認識によって体験したり、感覚を超

えたものの側から、感覚を超えたもの／感覚的なものという区別を顧みる

ことは何ら（体験上の）パラドックスを形成しないことになる（26）。そして、

この宗教コードはルーマンが言う意味での二値的なコードではないという

ことも言えるのである（実はルーマンの内在／超越というコードも二値的

コードではなかったのであり、それが彼の議論を複雑なものにしたように

も思えるのであるが）。それゆえこのコードに従って宗教という機能シス

テムの分化がうながされるということはないのである。

それでは宗教は社会の中でどのような位置を占め、なぜ重要な機能を歴

史的に果たしてきたのであろうか。われわれはこの新たなコードを前提と

して、こうした問題に具体的に答えていかなければならない。問題は山積

していると言える。われわれの宗教についての非主知主義的なアプローチ

はその端緒についたばかりであり、今後具体的な問題に答えていくなかで

陶冶されねばならないということを確認して、ひとまずの結びとすること

にしたい。

[} @‡_˜l

― 33―



補註

（ 1）Niklas Luhmann, Funktion der Religion, Suhrkamp, 1977〔土方昭、三

瓶憲彦訳、『宗教社会学』（新版）、新泉社、一九九九年〕

（ 2）Ebenda, S.36〔同訳書、三一頁〕但し、訳文は訳書とは異なっている。

以下同様。

（ 3）Ebenda, SS.37-38〔同訳書、三二～三三頁〕

（ 4）Ebenda, S.38 〔同訳書、三三頁〕

（ 5）Ebenda, SS.42-43〔同訳書、三五～三六頁〕

（ 6）Ebenda, SS.39-40〔同訳書、三四頁〕

（ 7）Ebenda, S.46〔同訳書、三八頁〕

（ 8）Niklas Luhmann, “Die Unterscheidung Gottes”, in Soziologische

Aufklärung 4, Westdeutscher Verlag, 1987〔土方昭・土方透訳、「神の

区別」、『宗教論　現代社会における宗教の可能性』、法政大学出版局、

一九九四年〕

（ 9）Ebenda, SS.237-238〔同訳書、二二頁〕

（10）Ebenda, S.238〔同訳書、二二頁〕この区別は、さきに取り扱った機

能主義的分析においても登場したものであり、その意味でルーマン

の議論はこの区別をめぐって深化したとも言える。

（11）Ebenda, S.239〔同訳書、二四頁〕

（12）Ebenda, S.239〔同訳書、二五頁〕

（13）Ebenda, SS.239-240〔同訳書、二五頁〕

（14）Ebenda, S.240〔同訳書、二五頁〕

（15）Ebenda, SS.240-242〔同訳書、二五～二八頁〕

（16）Ebenda, S.247〔同訳書、三七頁〕

（17）Ebenda, S.247〔同訳書、三八頁〕

（18）Ebenda, S.246〔同訳書、三六～三七頁〕

（19）Ebenda, S.248〔同訳書、四〇頁〕

（20）Ebenda, S.249〔同訳書、四一頁〕

（21）Ebenda, S.242〔同訳書、二九頁〕

― 34―



（22）Ebenda, SS.243-244〔同訳書、三一～三二頁〕

（23）Ebenda, SS.244-245〔同訳書、三二～三五頁〕

（24）鈴木大拙、『禅とは何か』（旧題『禅とは何ぞや』）、角川文庫、

一九三〇年→一九五三年、一一一頁。

（25）Luhmann, Ebenda, SS.244-245〔同訳書、三二～三五頁〕

（26）しかし、この体験について言葉を使って言及する場合には独特のパ

ラドックスが生じる。こうした現象については、菅野博史、「禅のコ

ミュニケーション――コミュニケーションの臨界をめぐって――」、

『帝京社会学』（第15号）、四五～六二頁、二〇〇二年を参照のこと。

[} @‡_˜l

― 35―




