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明治学院大学のミッション

“Do for others”
Matthew 7:12 (Ask, Seek, Knock, Do for others)
So in everything, do to others what you would have them do to 
you, for this sums up the Law and the Prophets.
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明治学院大学の建学の精神

明治学院大学学則 第1 条
明治学院大学は，基督教による人格教
育を基礎とし，広く教養を培うとともに，

深く専門の学芸を教授研究し，知的応用
能力を発揮させることを目的とする。
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法学部の教育理念

法学部
法学部は，建学の精神であるキリスト教主義教育
の伝統にのっとり，

他者とりわけ弱者を尊重する自由で平等な社会を
主体的に作り上げていくことができる，

専門的知識を備えた能動的な市民を育成すること
を教育理念とする。
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法学部のミッション

法学部
この教育理念〔建学の精神 “Do for others” 〕のもと，法
学や政治学が，社会の平和と人々の幸福を目指すもの
であるという本来の出発点に常にたちかえり，

さらには現代社会において新たに発生する諸問題に対
処すべく，

人間の尊重，弱者救済の視点から，学部における教育・
研究を行うものとする。
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消費情報環境法学科の教育目標

消費情報環境法学科
法の根底にある正義と公平の理念を実現するためには，
身の回りの人々，環境への配慮，弱者への視線が不可
欠であり，

“Do for others”を教育理念とする本学で法律を学ぶ目
的は，身につけた法律知識と情報技術を駆使して，

法的紛争に直面している人々を助け，私たちの生存に不
可欠な自然環境を守り，社会的弱者の境遇を改善するた
めに奉仕することにある。
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法学研究科の教育理念
法学研究科は，本学の建学の精神である「キリスト教によ
る人格教育」と，本学の創始者ヘボン博士の終生にわたる
教育に対する“Do for others”という基本理念に基づき，

他者の立場にたって考え，行動することに重きをおき，法
学・政治学の専攻分野において，研究者または専門職業
人として，

高度な研究能力を備え，理論・応用両面での高度な学問
の開発に貢献できる人材の養成を，教育目標とする。
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“Do for others”
の起源

Luke 6:31 (Love for Enemies)
Do to others as you would have them do to you.
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求めよ，さらば与えられん
マタイによる福音書7章12節

 7:7 求めなさい。そうすれば，与えられる。探しなさい。そうすれば，
見つかる。門をたたきなさい。そうすれば，開かれる。7:8 だれでも，
求める者は受け，探す者は見つけ，門をたたく者には開かれる。

 7:9 あなたがたのだれが，パンを欲しがる自分の子供に，石を与え
るだろうか。7:10 魚を欲しがるのに，蛇を与えるだろうか。7:11 この
ように，あなたがたは悪い者でありながらも，自分の子供には良い
物を与えることを知っている。まして，あなたがたの天の父は，求め
る者に良い物をくださるにちがいない。

 7:12 だから，人にしてもらいたいと思うことは何でも，あなたがたも
人にしなさい。これこそ律法と預言者である。
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なぜ，求めれば，与えられるのか?
使徒言行録20章35節（与える者は幸いなり）

受けるよりも与える方がより幸せ。 r<g
使徒言行録 20:35 あなたがたもこのように働いて弱い者を助ける

ように，また，主イエスご自身が，「受けるよりは与える方が幸い
である」と言われた言葉を思い出すようにと，わたくし〔パウロ〕は
いつも身をもって示してきました。

「分かち合う心」を持つヒトにとって，与えることは幸せ。
マタイによる福音書 7:7 求めなさい。そうすれば，与えられる。探

しなさい。そうすれば，見つかる。門をたたきなさい。そうすれば，
開かれる。
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「人にしてもらいたいことを人にする」
ことは，善意の押し付けにならないか?

 「自分が他人にしてもらいたくないこと（例えば，付きまとい）を他人にするな」と
いうのは，普遍的な道徳規範であるが，「自分が他人にしてもらいたいこと（例
えば，落ち込んだときのハグ）を他人にせよ」というのは，
聖書によって初めてもたらされた道徳規範である。
（[岡部・Do for Others（他者への貢献）]（2014）24‐25頁]）
 マタイによる福音書7:12 だから，人にしてもらいたいと思うことは

何でも，あなたがたも人にしなさい。

 しかし，「自分が他人にしてもらいたいこと」と「他人が自分にしてもらいたいこ
と」とは必ずしも一致しないのであるから，「自分が他人にしてもらいたいこと」
を「他人にする」ことは，場合によっては，善意の押し付けになる恐れがある。

 したがって，「小さな親切運動」に対して，「小さな親切，大きなお世話」という批
判が生じたのには，理由がある。
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汝の敵を愛せよ
ルカによる福音書6章31節

 6:27聞いているあなたがたにわたしは言う。あなたがたの敵を愛し
なさい。あなたがたを憎む人たちに善を行ないなさい。6:28あなた
がたをのろう人たちを祝福しなさい。あなたがたをののしる人たちの
ために祈りなさい。

 6:29あなたの頬を打つ者には，他の頬をも向けてやりなさい。あな
たの上着を奪い取る者には，下着をも拒んではいけない。

 6:30すべてあなたに求める者には与えなさい。あなたの物を取り上
げる者から，返してもらおうとしてはいけない。

 6:31自分にしてもらいたいと思うことを，人に対しても行ないなさい。
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泥棒への“Do for others”を通じて
“Do for others”の意味が鮮明になる

マタイによる福音書7:12（求めよ，さらば与えられん）において， “Do for 
others”の意味を，「自分が他人にしてもらいたいことは，何でも他人にせ
よ」と単純に理解することができた。

 しかし，ルカによる福音書6:31では，泥棒に服を盗まれた場合でも，泥棒に
下着まで与えよという場面なので，「あなたが他人にしてもらいたいことは，
何でも他人にせよ」という解釈では，その意味を理解することができない。

 この場合の“Do for others”は，自分が相手である泥棒の立場に立って，
「泥棒である自分が相手に対してしてもらいたいこと（服を与えること）をせ
よ」ということであり，つまるところ，「他人が自分にしてもらいたいことを他
人にせよ」ということになる。
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“Do for others”の意味の解明

 以上の考察を踏まえるならば，“Do for others”の意味は，「他人の立場に立っ
た上で，他人の立場に立った自分(他人）が他人（自分）にしてもらいたいことを
せよ」という意味になることがわかる。
 ルカによる福音書6:29あなたの頬を打つ者には，他の頬をも向けてやりなさい。あなたの上

着を奪い取る者には，下着をも拒んではいけない。6:30すべてあなたに求める者には与えな
さい。あなたの物を取り上げる者から，返してもらおうとしてはいけない。

 6:31自分にしてもらいたいと思うこと〔相手の立場に立ってみて，その場合に，自分が望むで
あろうこと〕を，同じように人に対しても行ないなさい。

 つまり， “Do for others”とは，結局のところ「他人が自分にしてもらいたいこと
を他人にせよ」ということであり，その根拠は，「与える者は幸いなり」という原
理に行き着くことになる。
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“Do for others”と
ロボット三原則

もしも“Do for others”の意味が，「他人があなたにしてほしいことを他人
にしてあげなさい」という，意味だとすると，

そのことは，アシモフの「ロボット三原則」に基づいて，人間に奉仕しつつ，
人間の安全と自己の保全の間で揺れ動くロボットの姿を思い起こさせる。
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“Do for others”とロボット三原則の優先関係

 人間のために尽くすロボットと“Do for others”との関係
 ロボットは，人間がしてほしいことをするように設計されている。まさに， “Do for others”の典型例であ

る。それでは，ロボットは，人間がしてほしいことなら，どんなことでもしてくれるのだろうか?

 ロボット三原則（アシモフ（1942））
 第1条（禁止原則）

 ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を
及ぼしてはならない。

 第2条（Do for others）
 ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一

条に反する場合は、この限りでない。

 第3条（自由行動原則）

 ロボットは、前掲第1条および第2条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
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ロボット三原則の優先関係
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第1条
①社会規範

第2条
②対人規範

第3条
③固体規範



“Do for others”と社会規範

第1順位としての社会規範（他人を害してはならない）
他人からしてほしいといわれても，してはいけないことがある。

嘱託殺人，自殺教唆・幇助などを含めて不法行為は禁止される。

第2順位としての“Do for others”（信頼原則）
社会規範（強行規範）に反しない限りでは，他人がしてほしいことをする。

神や他人との契約による拘束力が生じるのは，この原則による。

第3順位としての行動の自由（自分のやりたいことをしてよい）
社会規範にも反せず，他人にしてほしいといわれていない限りで（契約に違
反しない限りで），自分の好きなことをしてよい。

自由の余地を大きくするためには，他人の信頼を得ることが鍵となる。
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残された疑問
「命がほしい」といわれたら差し出すのか?

 「物がほしい」といわれたら，与えればよい。奪われそうになった場合でさえ，奪
おうとする者にその物を与えればよい。与えることができる者は，そのような物
をまた得ることができるからである。

 しかし，「命がほしい」といわれた場合には，どうすべきか。

 命はあげても違法ではない。

 人間はいつか死ぬ。そう言われたときが潮時だと思えばよい。尊敬するソクラ
テスも，イエスも，ガンジーもそうした。ただし，どういう死に方をするかについて
は，最後の願いをしてみよう。
 私は，泣いて生まれてきた。周りには人がいて，喜んで笑ってくれた。

 私が死ぬときは，私は笑って死にたい。周りの人には泣いてほしい。

 誰でもいい。あなたならなおよい。泣いてくれる人を呼んでしてほしい。そしたら，私は笑って
死ぬ。これが最後のお願いだ。
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“Do for others”の
法的分析

“Do for others”は，倫理的な命題であるが，それを強制可能な法的な命題へと
昇華する場合には，正確性と適用範囲の限定が必要となる。

民法697条（事務管理：委託を受けずに行う事件処理）は， “Do for others”を法
的に表現したものであるように思われる。
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民法における“Do for others”

第697条（事務管理）→ 立法理由 →ドイツ民法677条
①義務なく他人のために事務の管理を始めた者（以下この章に
おいて「管理者」という。）は，その事務の性質に従い，最も本人
の利益に適合する方法によって，その事務の管理（以下「事務管
理」という。）をしなければならない。

②管理者は，本人の意思を知っているとき，又はこれを推知する
ことができるときは，その意思に従って事務管理をしなければなら
ない。
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民法697条（事務管理）の立法理由

本条第2項は，管理の方法に付き本人の意思が管理者に明白なる
か又は之を推知することを得る場合に於ては，第1項に規定する所

の管理の方法に依らずして，寧ろ，本人の意思に従ひ管理を為す
べきことを規定し，

事務管理の名義を以て濫りに他人の事務に干渉し，本人の欲せざ
ることを行ふこと勿からしむるものにして，

本人の意思に反するも，尚ほ且つ，此者に利益なりとして，其事務

に干渉する如きは，事務管理の立法の本旨に反し，寧ろ不当利得
の規定に従はしむべきものと云ふべし。
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日本民法697条の制定に際して参照された
ドイツ民法典677条（事務管理）→民法697条

ドイツ民法677条（事務管理）
委任を受けることなく，その他事務を管理する権利を与えられるこ
となしに他人のために事務を処理する者は，本人の真の意思又
は推知すべき意思に鑑みて，本人の利益に適する方法により，
その管理をする義務を負う。

§677 BGB (Pflichten des Geshäftsfuehrers)
Wer ein Geshäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt 

oder ihm gegenüber sonst dazu berechtig zu sein, hat das Geshäft so 
zu führen, wie das Interesse des Geshäftsherrn mit Rücksicht auf 
dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert.
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本人の意思の理解
阿部佳『私はコンシェルジュ』講談社文庫（2010）87‐90頁

 「『おいしいレストラン』で食事がしたい」の意味の多義性
 自分の好みに合った味の食事を提供するレストラン

 昼に食べたものとは違う食事を提供するレストラン

 家族みんなと楽しく食べられるレストラン

 予算が○○円以内の食事を提供するレストラン

 意思を知る方法としての質問（情報提供と助言のための前提）
 質問は多くて二つ

 ポイントは、場所か？雰囲気か？予算か？を推測して、多くの情報が引き出せるような質問を選ぶ。

 質問の例

 どんな夕食を計画されていますか? 今夜はどんな夜にしようと思っていますか？

 優雅な雰囲気からアットホームな雰囲気のお店までありますが、どんなところがいいですか？
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本人の意思の推測と選択の余地のある提案
阿部佳『私はコンシェルジュ』講談社文庫（2010）97‐103頁

 要望に対して質問で意思を確認した場合，提案をするときは，
ひとつではなく，いくつかの選択肢を示す
 「この三軒のレストランならどれでもご満足いただけると思います。」

 「あなたに選択を任せる」との言葉を真に受けてはいけない。
 「あなただったらどれにする？」といわれても，すぐに自分の意見を述べてはいけない。

 「あなただったら…」の意味は，「今の私が行くとしたら，どこが一番楽しめると思う？」と言う
意味である。あくまで，Do for othersに徹することが大切。

 相手の立場に立って提案する。相手を自分の一番大切な友人と思うとよい。
 今日はお疲れのようなので、この三軒のうちでもできるだけあっさりした味のレストランにしま

しょうか。

 観光でいらっしゃっているのでしたら、お土産話になるような話題のレストランをご紹介しま
しょう。
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大学教授の
“Do for others”
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アジア諸国とは異なり，日本の司法関係の腐敗が少いといわれている。しかし，
“Do for others”という観点から見た場合，日本の司法も腐敗していないだろうか。

口頭弁論をしない民事法廷，有罪率が90%を超える刑事裁判，国民審査で罷免
された判事が一人もいないのは，むしろ，制度が腐っているからであろう。

では，大学は，腐敗していないだろうか。大学教授は，社会から期待されている研
究と教育という仕事をきちんとしているのだろうか。



大学教授の仕事とは? →建学の精神

大学教授の仕事は，上司を持たない上に，何をすべきかを
すべて自分の判断で行うことができるという点で，「個性
的」で，かつ，「ストレスの少ない」希有の職業である。

このような素晴らしい職業環境は，大学教授が，世の中で
「まだ誰もやっていないことに挑戦し，新しい知識・技術・思
想などを作り出す」という仕事に従事し，その中で，「教育と
研究を通じて学問の発展に貢献している」からこそ，それ
が社会的に認められていることを忘れてはならない。
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大学教授のミッションとは?

大学教授は，その普遍的な責務として，以下の三つ
のミッションを遂行すべきである。
コンスタントに新規性のある論文を作成し，それを公表し
て，学問の発展に貢献する。
独立研究能力のある学生を育て，博士号を取得させる。
以上の目的を達成するために，研究・教育に
必要な資金を調達する。
（杉原厚吉『大学教授という仕事』水曜社（2010））
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大学教授の“Do for others”とは?
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研
究
・
教
育

研
究

学界
まだ誰もやっていないことに挑戦し，

新しい知識・技術・思想などを作り出す

社会
専門知識を体系化し，わかりやすく解説する。
現状を分析し，問題点と将来の展望を示す。

教
育

学生
学習段階を考慮した学習教材を作成し，
具体的な問題が解けるように指導する。

社会
生涯学習のために，自学･自習に適した
教科書を執筆し，一般に公開する。



付録
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人格形成とは?

 リーダーとなる者に要求される人格・品格とは何か?
 人格・品格は，いかにして形成されるのか?
 人格形成のプロセスはどのようなものか?
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人格とは何か，→建学の精神

人格は，どのように形成されるのか?
人格とは
習慣化された行動として，無意識になされる行動に対する評価である。

品格とは
習慣化された行動として，無意識になされる行動に対する評価が高いものを
いう。

人格はどのようにして形成されるのか?
目標を立て，評価基準を決めて，達成度を見ながら，目標に向かって持続的
な努力をすることによって形成される。

意識して習慣化された行動は，とっさのときにも，無意識に出てくるので，とっ
てつけた行動とは異なり，化けの皮がはがれるという心配もない。
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人格形成のプロセス
平光雄『子供たちが身を乗り出して聞く道徳の話』致知出版（2014）
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自尊心を
育てる

• 良心の声（目玉おやじ）を意識する。

• 良心の声（目玉おやじ）を納得させる行動をする。

• 良心の声（目玉おやじ）との対話を日記に記録する。

目標を
設定し

評価する

• 偉人伝等の伝記を参考にして，人生の目標を決める。いつでも変更は可能。

• 目標の達成度を評価するものを用意する。

• 評価基準の達成度を毎日確かめ，記録する。グラフにするのが望ましい。

失敗・挫折を
乗り越える

• 人間は失敗からしか学べないと覚悟を決め，挫折と孤独を恐れない。

• 失敗したら，原因を突き止め，改善目標と評価基準を設定する

• 評価基準の達成度を毎日確かめ，記録する。



「和の精神」と「付和雷同」とは異なる
「同調圧力に弱い」ことは民主主義の危機につながる
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 「日本人には付和雷同型の人間が多い」という通念はかなり定着し
ているようで，火災に見舞われた豪華客船の乗客を海に飛び込ま
せるには「皆さん飛び込んでいますよ」といえばいいという有名な
ジョークがある。（中略）
イギリス人には「紳士は飛び込むものです」，

フランス人には「飛び込んではいけません」，

ドイツ人には「命令だから飛び込みなさい」，

イタリア人には「さっき美女が飛び込んだぞ」といえばいいという。

実によくできたジョークだと感心させられるが，実際にどの言葉に反
応して飛び込むか（あるいは飛び込まないか）は，国籍を問わず十
人十色にちがいない。」[石井洋二郎・フランス的思考（2010）4‐5頁] 



民主主義の前提としての
市民の資質 →能動的な市民の育成

 正しい観察によって得られた事実からしっかりした論理展開によって導き出された結論
には，多くの人が賛成するので，正しいことと多くの人が賛成することには相関関係が
ある。つまり，「賛成する人の数が多ければそれは正しい可能性が高い」。

 しかし，このことは，他の人がきちんと事実や論理展開を見極めて導き出したという仮
定のもとでのみ成り立つ。「賛成する人が多いから賛成しておこう」と思って賛成してい
る人が多いと，その前提が崩れてしまう（一票を単純に一票としてカウントできない）。

 「多くの人が賛成しているから正しい」という考え方をもとに賛成してしまうことは，誤っ
た結論を導く可能性を増大させるだけである。この考え方は自己矛盾を
含んでいる。だからこそ，多くの人が賛成しているから正しいという論理は，
たとえその結論が正しくても，使ってはいけないのだ。

岩田宗之『議論のルールブック』新潮新書（2007/10） 18‐19頁。
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日本人の品格
リーダーの資質としての「和の精神」
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第1条〔和の精神〕
和をもつて貴（とうと）しとなし〔孔
子〕，忤（さから）うことなきを宗とせ
よ。

人みな党（たむら）あり，また達（さ
と）れる者少なし。ここをもつて，あ
るいは君父に順わず，また隣里に
違（たが）う。

しかれども，上和（かみやわら）ぎ，
下睦（しもむつ）びて，事を論ずるに
諧（かな）うときは，すなわち事理
（じり）自ら通ず。何事か成らざらん。

第10条〔仏教の教え：議論の前提条件〕
 心の怒りを絶ち，顔色に怒りを出さないようにし，
人が自分と違うからといって怒らないようにせよ。

 人には皆それぞれ心があり，お互いに譲れない
ところもある。彼がよいと思うことを，自分はよくな
いと思ったり，自分が良いことだと思っても，彼の
方は良くないと思ったりする。自分が聖者で，彼が
愚者ということもない。ともに凡人なのである。

 是非の理は誰も定めることはできない。お互い
に賢者でもあり愚者でもあることは，端のない環
のようなものだ。相手が怒ったら，自分が過ちをし
ているのではないかと反省する。自分一人が正し
いと思っても，衆人の意見も尊重し，その行なうと
ころに従うがよい。
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