
教会史における教理      
 

 

はしがき 

 「愛する人々。私はあなたがたに、私たちがともに受けている救いについて手紙を書こうとし

て、あらゆる努力をしていましたが、聖徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた

がたに勧める手紙を書く必要が生じました。」ユダ１：３ 

 キリスト信仰には、神と私との垂直な関係というふうに捉えられる側面だけでなく、「聖徒に

ひとたち伝えられた信仰」とあるように、歴史を貫いて伝達されてきたもの、つまり伝統という

側面がある。本講の意図は三つある。一つは異端問題に対決するなかで明らかにされてきた聖書

の啓示に基づく教理を正しく理解すること。一つは私たちが歴史を貫いて旅をしてきた「公同の

教会」の一員として励ましを受けること。一つはプロテスタント諸教派の教会と教理の形成発展

を知ることにより自己理解と相互理解に役立つことである。 

なお本稿は、かつて雑誌『ハーザー』に連載したものに、2007 年 1 月の新潟聖書学院の集中

講義のために若干加筆したものである。 
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Ⅰ．序論 教理の歴史 

 

１． 教会の一致と分裂 

「それは父よ、あなたがわたしにおられ、わたしがあなたにいるように、彼らがみな一つとな

るためです。また、彼らもわたしたちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが

わたしを遣わされたことを、世が信じるためなのです。」ヨハネ１７：２１  

 教会が一つであるべき理由は少なくとも二つある。第一はキリストの証しのためという宣教上

の理由である。「キリスト教と言ってもいろいろな教会があるんでしょう。カトリックとプロテ

スタントとか。プロテスタントなの。それでいったいどんな教会なの。」未信者の方からこのよ

うに言われた経験が、読者は一度ならずあるのではないだろうか。未信者の方たちにとっては、

キリスト教会にたくさんの教派があるということは、多かれ少なかれつまずきのもとにはなる。 

 教派がたくさんあるということから、教会が多くに分裂しそれぞれ独善的に教派を構えて互い

に争っているという印象を世の人が抱くのはやむを得ない。冒頭の主イエスの言葉にも、主の弟

子たちが一つであるならば、世がイエスを父なる神の遣わされた救い主と信じやすことがわかる。

逆にいえば、弟子たちが分裂しているならば、世はキリストが御父から派遣されたことを信じに

くいということになる。 

 また、主は次のようにもおっしゃった。「もしあなたがたの間に愛があるなら、それによって、

あなたがたがわたしの弟子であることを、すべての人が認めるのです。」（ヨハネ福音書１３：３

５）私たちクリスチャンの間に愛がもし欠けているという実情があったとしても、だからといっ

て神様の前でただちに私たちがクリスチャンではないということにはならない。けれども、世の

すべての人は、もしクリスチャンが互いに愛し合っていないならば、私たちクリスチャンのこと

を見て「彼らはイエスの弟子ではない」という権利があるのである。 

 このように、主イエスの教えによれば、主の弟子が愛し合っていること、また一致しているこ

とは、世に対するキリストの証し、宣教のために重要なことなのである。 

 教会が一つであるべきもう一つの理由は、教会は本来一つであってその分裂を引き起こすこと

が神の御前に重大な罪であるからである。聖書はいう「肉の行いは明白であって、次のようなも

のです。不品行、汚れ、好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分

派、ねたみ、酩酊、遊興、そういった類のものです。」（ガラテヤ５：１９、２０） 

 また使徒パウロはパウロ派、アポロ派に分かれて争っているコリント教会に警告して言った。

「あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたのうちに宿っておられることを知らない

のですか。もし、だれかが神殿をこわすなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるも

のだからです。あなたがたがその神殿です。」（１コリント３：１６、１７） 

 このみ言葉に見るように、党派心をもって教会を分裂させ分派行動をとることは、重大な罪で

あり、神のさばきに値する。分派行動は神の御前にあっては不品行や偶像礼拝とならぶ罪なので

ある。それほど教会が一致しているということは、神の御前において重要なことなのである。我々

プロテスタント教会は他の罪については自覚的だが、教会分裂や分派的行動については、罪意識

が希薄なのではないだろうか。これは反省すべき点ではないかと思う。 

 主イエスが教会が一つであることを望まれた。主を愛するという者たちは、さまざまな伝統の

違いを乗り越えて教会を一つにすることに努力すべきではなかろうか。 

 

２．諸教派が存在する理由 



 それにもかかわらず、地上の教会には多くの教派・教団が存在する。なぜだろうか。また教派

が存在するということには、すべて否定的な意味しかないのだろうか。 

 多くの教派が存在する理由には、おおまかにいって少なくとも二つあると考えられる。一つは

教理的な理由である。教理的な違いがあまりにも甚だしいばあい、たとえば三位一体やキリスト

の神性を否定するといった場合には、それは異端と見なされる。けれども、根本的教理において

は同じでありながら、他の教理において多様性があり団体を形成しているというばあいが、教派

と呼ばれるわけである。 

 たとえば、ルーテル教会や長老教会では幼児洗礼を認めるが、バプテスト教会では成人洗礼の

みを正当な洗礼として認める。今日では、いずれの教会も三位一体やキリストの神性というよう

な根本教理では一致しているので、違いはあってもお互いが真のキリスト教会であることは認め

合っているのだが、洗礼観、教会観における教理が異なっているので、別の派を立てているわけ

である。もっとも宗教改革時代までは幼児洗礼を否定するということは、伝統的教派からは異端

と見なされたのであるが。 

 教理の違いによる諸教派の存立は、あながち否定すべきではない。それはそれぞれの教派にお

ける聖書の真理に対する忠誠心を表しているからである。相対主義の風潮のなかで真理などどう

でもよいというわけで、組織上教会が一つになっても意味はない。むしろそれは危険なことでさ

えある。終わりの時代には偽キリスト・偽預言者が多く出現することが聖書に予告されている。

教会のなかに偽りの教えをもたらす人々が生じ、偽りの教会を造りあげていく動きが出てくるな

かで真理への忠誠ということが重要である。 

 教派が形成された歴史的な理由というのは、そこで教えられ信じられている内容は同じなのだ

が、その教派が形成された歴史的過程において別々の道をたどったために複数の教派ができてし

まったということである。特に日本の場合、外国から宣教師たちが来て諸教会・諸教派ができた

ために、宣教師の本国では同じ団体であったのに、派遣された時期のずれというようなことから、

教理は同じでありながら複数の教派が日本にはできてしまったということもある。教会の一致と

いうことについての主イエスの祈りを真実に受け止めるならば、信仰内容を同じくしている諸教

派は組織的にも一致への道を求めるべきであろう。 

 こういうわけで、教派と教会の一致と協力という課題を考える時、どうしても重要なことは、

教会の教理と歴史を自己理解・相互理解することである。 

 

３．教理史を学ぶ意味 

 ヤロスラブ・ペリカンによれば、「教理（doctrine）とは教会が､神のことばに基づいて教え・

信じ・告白したもの」のことである。特に信仰上の真理を簡明な表現にまとめたものを信条 creed,

ﾗ credo という。 

信条の形成は、すでに新約聖書のなかにも見える。たとえば、「『キリスト・イエスは、罪人を

救うためにこの世に来られた。』ということばは、まことであり、そのまま受け入れるに値する

ものです。私はその罪人のかしらです。」（２テモテ１：１５）における二重括弧の中は初代教会

において形成されていた信条の一つだと考えられている。また、ピリピ２：６－１１のキリスト

が低くなられたことと高く上げられたことについての告白も、同じように初代教会において流布

していた信条であると考えられている。 

 教理ということばを聞いただけで形式主義的であると毛嫌いをするむきが福音派の伝統のな

かにあるのだが、聖書の真理を正確に伝達するためには教理が形成されることは必然なのである。

特に異端との対決のなかで、我々は何を信じるのかということをはっきりさせなければならなか



ったということが、教理の形成を促してきた。 

たとえば、『使徒信条』において「我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。」と告白するの

は、グノーシス主義という古代教会を悩ませた二元論的な異端に対して正統的な信仰を告白し擁

護するためだった。グノーシス主義者たちは物質は悪であり、霊は善であると考えたので、物質

世界を造った旧約聖書の神は悪の神であると教えた。これに対して教会は「天地の造り主」をま

ことの神であると告白した。また、グノーシス主義者は同じ論理をもって、神の御子キリストが

歴史の中にまことの人として来られたという受肉の教理も、キリストがまことの肉体をもって十

字架に苦しまれたこともを否定した。彼らにとって物質である肉体は悪であり苦しみは悪だから

である。そこで、彼らに対して教会は「主は聖霊によりて宿り、おとめマリヤより生まれ、ポン

テオ・ピラトのもとに苦しみを受け・・」とキリストの歴史性を告白したのである。 

 他方、教義（dogma）とは教会が権威をもって公的に宣言した教理のことである。つまり教義

は教理の一部分であって、例えば三位一体のように特にこれだけは信じなければキリスト信者と

は認められませんという内容のものである。 

 教理は、教会がその時代時代において直面した具体的な信仰の戦いを通して、聖書を理解し告

白し形成されたものである。教理は単に聖書を読んで抽出してできたわけではない。ゆえに教理

は、歴史的文脈のなかに見ることによって、私たちはその教理の意義を正しく理解し、また今日

に適用することもできるであろう。また教派の自己理解と相互の理解も深まるであろう。さらに、

教理の形成と歴史を学ぶことで、終わりの時代にあって台頭してきている偽りの教えに対して、

我々は免疫を獲得することができるであろう。 

 「ついに、私たちがみな、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全におと

なになって、キリストの満ち満ちた身たけにまで達するためです。それは、私たちがもはや、

子どもではなくて、人の悪巧みや、人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、

波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ、愛をもって真理を語り、あらゆる点において

成長し、かしらなるキリストに達することができるためなのです。」 エペソ 4:13－15 

 
Ⅱ．三位一体論・キリスト論論争 

 

初代教会から１６世紀の宗教改革前までの教会の歴史を最少限知っておく必要がある。そこで

最初三回ほど、古代から中世の教会の歩みをたどりたい。 

 

１．古カトリック教会とは 

 「我は・・・聖なる公同の教会、聖徒の交わり・・・を信ず。」と私たちは『使徒信条』にお

いて告白する。「公同の教会」と訳されることばは「ecclesia catholica」である。プロテスタ

ントである私たちは「カトリック教会を信じる」と告白しているわけである。これはどういうこ

とか？ローマ教皇を首長とする教会組織がカトリック教会と呼ばれる。ローマ教会自身、ローマ

教会のみが使徒ペテロ以来の正統的で公同教会であると名乗っている。しかし、プロテスタント

側の理解としてはローマ教会だけが本来的な意味での公同（カトリック）教会ではない。私たち

は『使徒信条』を「我は・・聖なる公同の教会、すなわち、聖徒の交わりを信ず」と理解する。

つまり、「聖なる公同の教会」とは「聖徒の交わり」であるのだから、どの教派に所属していよ

うと真の信者はみな本来的な意味で「公同の教会」に含まれているのである。 

 さて、プロテスタントの立場からの教会史の理解の大枠は、いわゆるカトリック教会はごく大

掴みに言えば５世紀まではまともであったが、６世紀頃から聖書から道を踏みはずし始めて１６



世紀にいたったということである。実際、オリゲネス、アウグスティヌスたちは有益な聖書注解

を遺しているが、中世の教会には聖書研究に見るべきものはない。 

１６世紀の宗教改革者は新しい教会を造ろうとしたわけではなく、５世紀までの古代教会を復

興しようとしたのである。実際、宗教改革者たちは古カトリック教会時代の公同信条をみな受け

入れているし、しばしば古代の教父アウグスティヌスに訴えて恩寵による救いを説いている。他

方、宗教改革者と対論したローマ教会の側の論者は、多くの場合、古カトリック時代の教父も聖

書も引くことを避けた。当時のローマ教会の主流が、実際のところ聖書からも古カトリック時代

の教えからも逸脱していたからである。こういうわけで、プロテスタント教会は初代教会と古カ

トリック教会の霊的子孫なのである。 

 

２．正統教理の成立 

 古カトリック教会の遺産として私たちが受け継いでいる最大のものは正統教理である。特に重

要な三つの教えは、三位一体論、キリスト二性一人格論、恩寵救済論である。これらは異説との

対決のなかで明瞭にされてきた。今回は前の二つを取りあげる。 

 

（１）新約聖書の正統信仰 

 新約聖書における信仰は、神が人となられ、その人となられたイエスは死んで復活されたとい

う事実に基づいている。初代キリスト教会にとっては、あの十字架に苦しまれたイエスが復活さ

れたという出来事はきわめて重大なことであった。主の十字架の死のときには臆病風に吹かれて

逃げ出した使徒ペテロたちは、イースターに復活したキリストに直面し、さらにペンテコステに

天の御座のキリストから注がれた聖霊に満たされたとき初めて大胆に復活のキリストを証言し

始めた。また使徒パウロは「もしキリストがよみがえらなかったとすればあながたがたの信仰は

むなしい」と断言する。キリストの復活がなければ、キリスト教会はなかったのである。 

 復活の出来事がイエスこそ神の派遣されたメシヤであることを明らかにし、イエスが「主」す

なわち神であることを明らかにした。第一コリント書に見える「イエスは主です。」（１２：３）

という文は初代キリスト教会において用いられた信仰告白文である。「主（キュリオス）」とは、

当時読まれていた『七十人訳』ギリシャ語訳旧約聖書における神の固有名「主（ＹＨＷＨヤハウ

ェ）」の訳語であった。だから新約聖書は旧約聖書の「主」はイエスそのお方なのであると述べ

ているのである。たとえばヨエル書３：２３にある「主（ＹＨＷＨ）の御名を呼ぶ者はだれでも

救われる。」という一節を引用して、使徒パウロは「あなたの口でイエスを主と告白」するなら

ばあなたは救われるということを立証している（ローマ１０：９－１３）。キリスト教信仰とは、

イエスが神を信じ従ったことを模範として、自らも神を信じる信仰ではない。キリスト教信仰と

はイエスこそ主なる神であると信じる信仰なのである。 

 イエスが神であるという信仰は、近代の神学者たちが空想するように弟子たちがイエスを尊敬

するあまり勝手に造り出したフィクションではない。そうではなく、イエスご自身が自分を神と

等しくされたのである。そもそもイエスが十字架に架けられた公の罪状はなんであったか。ユダ

ヤ人たちがイエスを罪に定めたのは、イエスが自分を神と等しくしたからにほかならない（ヨハ

ネ５：１８、８：５８、１０：３０－３３、１４：８－１１、マルコ１４：６１、６２など参照）。

弟子たちは自分たちと三年間寝食を共にしたイエスが疲れもすれば眠りもする人間であること

を知っていたし、同時にそのイエスが一度も罪を犯さず嵐をも御言葉をもって静め、死さえも克

服なさった神であることを知っていた（マルコ４：３８、３９、１ペテロ２：２２）。イエスが

真の神であり真の人であることはイエス自身の経験と主張であり、弟子たちはそれを身近に経験



し信じ宣べ伝えたのである。 

 さらに主イエスは世を去られる前に、ご自分と同等でご自分に代わる「もう一人の慰め主」と

して聖霊を父に願って派遣なさることを約束なさった（ヨハネ１４：１６－２０）。さらに主イ

エスは世界宣教の命令を授けるにあたり、「父と子と聖霊の（一つの）御名によってバプテスマ

を授け」とおっしゃって（マタイ２８：１９）、三者が一つの御名であることを示された。また

使徒の書簡においてしばしば「神と主と御霊」とは三者一組で表現されている（１コリント１２：

４－６、２コリント１３：１３、エペソ３：１６－１７、同４：４－６など）。聖書の啓示にお

いて、また初代教会の信仰のリアリティにおいて御父と御子と聖霊は分かちがたく三者一組なの

であった。 

 

（２）ヘブライズムとヘレニズムからの挑戦 

 ところが、二つの方面からの異端説が持ち上がってきた。一つはエビオン派と呼ばれるユダヤ

主義の影響からの異説である。エビオン派の異端説は本質的な意味では、すでに新約聖書に見え

るユダヤ人の立場に現れている。彼らはイエスの神性を認めたならば、この宗教は多神教になっ

てしまうと考えた。そこで彼らは神のことば（ロゴス）が人となったという受肉を否定し、イエ

スは一人の預言者であり、律法の成就者だとみなし、使徒パウロを律法に背く者として退けた。 

 他方、ヘレニズムの影響による異端としてグノーシス主義が出現した。ヘレニズムとはアレク

サンドロス大王の東方遠征以来、ギリシャ文化にオリエント文化が融合したものである。グノー

シス主義はすでにコロサイ書やヨハネの手紙第一などの背景にあり、二世紀・三世紀には勢いが

あり、さらにアウグスティヌス（３５４－４３０）が若い日に迷い込んだマニ教も同じ思想類型

に属する異端宗教である。グノーシス主義は物質（肉体）は悪であり精神（霊）は善であるとい

う二元論である。したがって霊であるロゴスが肉体を取ったという受肉などということはありえ

ないということになる。また、苦しみと死は悪のであるから、キリストが肉体をもって十字架に

苦しみ、死なれたこともグノーシス主義者によって否定される。グノーシス主義のキリスト論は

かならずしも一定していないが、ケリントスの教えでは、人間イエスにキリスト霊が取り憑き三

年間の活動の後に、受難の前にキリスト霊は人間イエスから離れたという。グノーシス主義の救

いは哲学的思弁、神秘的儀式、魔術的呪文によりグノーシス（悟り）を得ることによる。今でい

うニューエイジ的宗教である。 

 ヨハネの手紙第一は、グノーシス主義の異端対策として「霊だからといって、みな信じてはい

けません。それらの霊が神からのものかどうかをためしなさい。なぜなら、にせ預言者がたくさ

んでてきたからです。人となって来たイエス・キリストを告白する霊はみな、神からのものです。

それによって神からの霊を知りなさい。」（４：１、２）と告げている。また『使徒信条』も「主

は聖霊によりて宿り、処女マリヤより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに十字架に付けられ、死

にて葬られ・・・」とキリストの受肉と歴史性と十字架の苦しみと死を告白することによって、

グノーシス主義の異端説に対してノーと言っているのである。キリストは真の人である。 

 ついでに、グノーシス主義の創造論について言えば、物質世界を造ったのは悪なる造物主デミ

ウルゴスであるということになり、旧約聖書の神は悪なる神であるということになる。『使徒信

条』において「我は天地の造り主全能の父なる神を信ず」と告白するのは、グノーシス主義対策

である。キリスト教の教理はこのように異端との区別をする過程で明瞭にされてきた。ちなみに

『使徒信条』は原形としてはバプテスマにおける信仰告白から発展したものと考えられ、二世紀

半ばにすでにローマで用いられており、増補を経て六世紀には現在のかたちに確定したものであ

る。 



 以上のように古カトリック教会時代には、新約聖書に啓示された真理が一方ではヘブライズム

によって変質させられそうになり、他方ではヘレニズム文化との混合によって変質させられそう

な危険があった。福音を伝える方法は文化に適合させる(contextualize)必要がある。しかし、

福音自体は不変である。もし福音そのものを文化に適合させようとすれば、それはシンクレティ

ズム(混合宗教)に陥ってしまう。 

 

（３）正統教理－－三位一体、キリストの二性一人格 

ａ．三位一体 

 ３２５年、ニケヤで史上最初の教会会議がコンスタンティヌス皇帝の召集により開催された。

主題は三一論、特に御子の父との関係をめぐってである。アレイオスは司教ではなかったので、

彼の立場を代弁したニコメディアのエウセビオスだったが、アレイオス説は、御子は被造物であ

り、御子の本質は御父とは異なり、「ロゴス（御子）はかつて存在していない時があった」とし、

かりに御子は神と呼ばれても真の神ではないと主張した。 

これに対してアタナシオスは、御子は被造物ではなく、御子と御父は同質であり、御子は父よ

り永遠に生まれる者であると主張した。アタナシオスは、アレイオス説が本当ならば洗礼は被造

物に基づくものとなり、イエスは崇拝してはならず、神が人となられたことによって人にもたら

された真理と永遠のいのちが無に帰してしまうと主張した。実にアタナシオスにとって御子の神

性は哲学的な思弁の対象ではなく救いの土台であった。結論的にはアタナシオスの主張が正統教

理であることが確認され、「主イエス・キリストは真の神より出でたる真の神である」と告白さ

れることになる。 

 しかし、三位一体をめぐっての論争はさらに続き、三位一体論が完成するのはおもにアウグス

ティヌスによって成り、アタナシオスの名が付けられたアタナシオス信条においてである。「わ

れわれは、唯一の神を三位において礼拝すること。・・・なぜなら父の位格と子の位格と聖霊の

位格とは別のものであるが、しかし父と子と聖霊の神性はひとつであり、栄光は等しく、尊厳は

共に永遠だからである。」 

 

ｂ．キリスト論論争 

 三位一体論論争においては、神とキリストがどのように関係しているかということが課題であ

ったが、次の課題は、＜キリストのうちにあって神性と人性がどのように結合しているか＞であ

った。西方教会ではすでにテルトゥリアヌスの定式「二つの本性がキリストのうちに一つのペル

ソナとなって存在している」で解決済みだったが、東方教会では、真理の教師としてのキリスト

を重んじ神性を強調するアレクサンドリア学派と、人間の救い主としてのキリストを重んじ人性

を強調するアンティオキア学派の対立があった。 

①アポリナリオス・・・・アレクサンドリア学派 
  キリストにあっては、ロゴスが人間の理性的精神に取って代わった。人間の肉体に神の精神

が宿っているという。これはキリストの神性を強調するアレクサンドリア学派に有利だが、人性

を強調するアンティオキア学派にとっては不十分だった。人間の肉体に神の精神が宿っても、そ

れはほんとうの人間ではなく、したがって人間の救い主にはなりえない。これは３８１年コンス

タンティノポリス公会議で拒絶される。 

②ネストリオス・・・・・アンティオキア学派 

アンティオキア学派のネストリオスはマリヤを「神の母テオトコス」と呼んで崇拝する人々に

ついて女神崇拝的な問題を感じ、「マリヤは神性を生まなかった」と言い、マリヤを「キリスト



の母キリストトコス」と呼ぶべきだとした。さらに、ネストリオスは神的ロゴスとイエスを区別

し、十字架に苦しんだのはロゴスではないと言った。 

これに対しキュリロスはネストリオス説に従えばキリストが二人いることになると反論した。

こうしてキリスト論論争が巻き起こる。ネストリオスは異端宣告されてペルシャに逃れて、そこ

に独立教会を造る。これが｢景教｣である。 

③エウチュケス・・・・極端なアレクサンドリア学派 

キリストの神性のみを主張しており、キリストの人性を否定。コンスタンティノポリス主教フ

ラウィアノスはこれを異端宣告。 
 
カルケドン会議（４５１年）においてキリストの二性一人格の教理が確定される。 

カルケドン信条 
 されば、聖なる教父等に従い、一同声を合わせ、人々に教えて、げにかの同一なる御子我らの

主イエス・キリストこそ、神性に於いて完全に在し人性に於いてもまた完全に在し給うことを、

告白せしむ。主は真実に神にいまし、 真実に人でありたまい、人間の魂と肉をとり、 その神性
によれば御父と同質、人性によれば我らと同質にして、罪を他にしては、全ての事に於いて我ら

と等し。神性によれば、万世の前に御父より生れ、人性によれば、この末の世に我らのため、ま

た我らの救いのため、神の母なる処女マリヤより生れ給えり。同一なるキリスト、御子、主、独

り子は二つの性より成り、そは混淆せられず、変更せられず、分割せられず、分離せられずして

承認せらるべきなり。されば、この二つの性の区別は、一つとなりしことによりて何等除去さる

ることなく、却って各々の特性は保有せられ、一つの人格と一つの存在とに合体し、二つの人格

に分離せられず、分割せられずして、同一の御子、独り子、御言なる神、主なるイエス・キリス

トなり。げに預言者等が、昔より、彼につきて宣べ、また主イエス・キリスト自ら我等に教え給

い、聖なる教父等の信条が我等に伝えたるが如し。（東京基督教研究所訳） 
 

 振り返れば三位一体にせよキリスト二性一人格にせよ、実はキリストご自身によって啓示され、

使徒たちが経験し、新約聖書に記録された真理であった。それがさまざまな文化的哲学的背景か

らチャレンジを受け、祈りをもって聖書にさらに真剣に耳傾けることを通して、明確に誤解の余

地なく確定された。それが、これら古代教会における正統な教理であった。私たちはその信仰の

遺産を受け継いでいる公同の教会なのである。 

 
Ⅲ．救済論･教会論における正統教理の確立―― 古カトリック時代（２） 

 

１．恵みによる救い・・・ペラギウス論争 

 五世紀までの古カトリック教会時代、アレイオス論争は神の三位一体の教理を、キリスト論論

争はキリスト二性一人格論を確立させた。そして、恵みによる救いの教理を確立させるのはペラ

ギウス論争である。 

 パリサイ人たちは律法の行いによって人は救われると説いていた。しかし、主イエスは「わた

しは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。」とおっしゃって、救いは神

の恵みによると断じられた。また、使徒パウロは、教会を迫害した罪人のかしらである自分が赦

しをいただいた感激のなかで恵みによる救いを力説してやまなかった。「すべての人は、罪を犯

したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ、神の恵みにより、キリスト・イエスによ

る贖いのゆえに、価なしに義と認められるのです！」（ローマ３：２３、２４）と。 



 ペラギウスとの論争を通して恵みによる救いの教理を鮮明にしたのはアウグスティヌス（３５

４－４３０）であった。北アフリカに生まれたアウグスティヌスは、若い日にはマニ教という当

時流行の二元論的異端に走ったり、女性問題があったりと母モニカに涙の祈りをさせた蕩児だっ

た。しかし、三十二歳の時、ついに「涙の子」はキリストへと劇的回心を経験し、その後、司祭

となりさらに司教となる。 

 若き日、肉欲のままに放蕩していたように見えたアウグスティヌスの魂は、実は悪の問題に悩

んでいた。彼の魂は、「なぜ悪が存在するのか」という抽象的問いに始まり、「私はいかにすれば

罪から救われるのか」という実存的問いへと向かっていき、ついにキリストの光を注がれるので

ある。 

 ペラギウス論争のキーポイントは罪観であった。ブリトン人の修道士ペラギウスは謹厳な人物

であった。彼はある日アウグスティヌスの「なんじの命じるところを与え、なんじの欲するとこ

ろを命じたまえ」(告白Ⅹ:29)という祈りが唱えられるのを耳にして、腹を立てた。人が善をな
す能力を持っているからこそ、神が善をなせとおっしゃったとき善をなせば賞賛され、悪をなせ

ば罰せられるのだ。もしアウグスティヌスのいう通りなら、人間の責任も道徳も成立しないでは

ないか、というのがペラギウスの主張だった。「ペラギウスの所業」Augustinus, De gestis 
Pelagii23 によれば、彼は①アダムは死ぬべき者として創造されており、罪を犯しても犯さな
くても死んだであろう。②アダムの罪は彼のみを傷つけたのであって、人類には及ばなかった。

③福音と同じように､律法も人を御国へ導く。④キリストの降臨以前に、罪を持たない人々がい

た。⑤新生児は、堕落以前のアダムと同じ状態にある。と教えた。 
 これに対してアウグスティヌスは、人は母の胎にみごもられた時から罪に汚れており（詩篇５

１：５）、自由意志が残されているとしてもそれはただ罪を犯すことにのみ機能するだけだ。神

はかくもみじめな罪人をお召しになり、腐ってしまった意志さえも動かして善き業を行わせてく

ださる。つまり、神は恵みをもって腐敗した人間の自由意志そのものを再建してくださると説い

た（『恩恵と自由意志』）。そして、神がある罪人を救いへとお召しになるのは、その人が救われ

た後に積むであろう功績を予知したゆえでなく、ただ神の恵み深い選びによる（『聖徒の予定』

10:19）。アウグスティヌスの主張はパウロ書簡の代弁であるとともに、キリストに反抗する罪人

のかしらであった彼自身の回心の経験に裏打ちされたものだった。 

 ペラギウス論争からわかるように、「罪認識は神学体系におけるアルキメデス点である。」

（A.A.Hodge）人間の罪が深く認識されていれば、自力救済は不可能であるから恩寵救済主義と

なり、キリストは罪からの救い主として受け入れられる。が、もし人間に原罪がないとすれば、

自力救済主義でよいことになり、そのばあいにはキリストは救い主でなく単なる模範者にすぎな

いことになる。近世まで視野に入れれば、次のように公式化される。 

 ＜パウロ・アウグスティヌス～ルター・カルヴァン： 

全的堕落→恩寵救済→キリストは救い主＞ 

 ＜エビオン派・ペラギウス～ソッシニウス・・・・ 

原罪なし→自力救済→キリストは模範者＞ 

 恵みによる救いの教理は、中世ローマ教会時代には曇らされ「半ペラギウス主義」が主流とな

るのだが、十六世紀宗教改革によって回復する正統教理である。 

 

２．教会の一致をめぐって 

（１）モンタノス主義運動 

 次に古代教会の二つの運動をとりあげて、教会の一致について考えたい。一つ目はモンタノス



主義運動である。モンタノスは二世紀半ばに小アジアのフルギアに出現し、聖霊が教会に急速に

注がれることを待望し、その最初の注ぎはすでに自分になされたと主張した。そして聖霊が宿っ

ている自分こそ慰め主であり、自分が語ることは聖霊が語ることであると主張した。またモンタ

ノスは終末が切迫していると強調し、彼は二人の女預言者プリスカとマクシミラとともに、天の

エルサレムがフルギアのペプザ付近に降ると言った。終末を迎えるために、モンタノスと信奉者

たちは厳しい禁欲生活を営み、再婚を禁じ、断食を励行した。 

 この運動は瞬く間に広がる。教会はモンタノス派への対応に苦慮した。というのは、終末に関

する発言を別にしてモンタノス派の人々の教理は正統的であり、その生活は当時やや形式主義化

しつつあった一般の教会よりも熱烈だったからである。三八一年のコンスタンチノポリス会議は

モンタノス派を異教とみなすと声明したが、他方では西方教会の代表的人物テルトゥリアヌスと

いう神学者までもこの運動に参加するといった混乱が起こった。しかし、やがてモンタノスと女

預言者たちが死に、終末も到来しなかったので勢いも衰える。 

 モンタノス運動をいかに評価すべきかということには、意見が分かれよう。制度主義化しつつ

あった教会に初代キリスト教会の生命力を復興させようとした点で積極的に評価され、他方、モ

ンタノスは自分の言葉を聖霊が語ることそのものであると主張して自己絶対化し、終末預言の行

き過ぎがあった点では否定的に評価される。歴史に折々出現する聖霊主義運動の意義と限界をこ

こに見る。 

 

（２）ドナティスト論争 

 ディオクレティアヌス皇帝（245－313）は、三回の勅令をもって皇帝礼拝を拒むキリスト者へ

の帝国最後の大迫害を行い、教会堂の破壊とキリスト教文書の焼却、聖職の投獄、拷問、死刑を

実行し、第三回目の勅令では一般信徒の迫害まで命じたので多くの人々がつまづいた。 

 このような大迫害の最中に妥協してしまった聖職者も、迫害が終わった後、その職務に戻った。

これに対して異議をとなえたのがドナトゥスであり、その意見に同調した人々がドナティストと

呼ばれる分派である。ドナティストたちは拷問にも迫害にも耐え忍んだ熱心で忠実な人々であっ

た。ドナティストの主張によれば、一度背教した者による聖職の任命や洗礼は無効であるという

ことであった。つまり、教会における儀式が有効であるか無効であるかということは、その司式

者の品性のいかんによるということになる。これを人効説  ex opere operantis(なす者のわざ

から)という。この分派運動は北アフリカ全土に及んだ。 

 アウグスティヌスがヒッポの司祭になったころ、町のキリスト者の大半はドナティストだった

という。アウグスティヌスは約二十年間、ドナティストと論争して教会の統一のために力を尽く

した。アウグスティヌスの主張は、教会の儀式の有効性は司式者の品性いかんではなく、儀式と

いう事がらそれ自体によるのであるとした。これを事効説 ex opere operato（なされたわざか

ら）という。 

 アウグスティヌスの主張は見方によっては形式主義にすぎると批判もあろう。また司祭の品性

おかまいなしという事効説にあぐらをかいて、司祭たちが堕落する危険性も確かにある。しかし、

アウグスティヌスは、第一コリント書十三章の「愛がなければ何の役にも立たない。」を引用し

つつ、ドナティストは最もたいせつな愛に欠けていると主張し、互いに愛のうちにしのび合い、

平和の絆のうちに霊の一致を守ることの重要性を説いてやまなかった（『洗礼論』1:9､14）。 

 我々はいつも熱心なペテロに主がおっしゃった警告に耳傾けることが必要であろう。「ただ先

の者が後になり、後の者が先になることが多いのです。」（マタイ１９：３０） 

 



＊ アウグスティヌスの限界 

 ドナティスト運動の激化の背景には、北アフリカにおける社会的背景があったことに、アウグ

スティヌスが気づいていなかったようである。ヌミディア、モーリタニアの貧しい農民のほとん

どが迫害時代から命がけで信仰を守ってきた敬虔な人々であったが、キリスト教が公認されると、

貴族・商人ら富裕層が続々とキリスト教に回心し、不潔で世俗的な空気を教会に持ち込んだ。し

かも、彼らカルタゴに住む富裕層は、貧しい農民から安く麦を買い付けてローマに売りさばいて

巨利を得ていた。これはドナティストにはがまんならない事態であった。アウグスティヌスは富

裕層に属する人であった。 

 権力の側に神学が立つときに、見えなくなるものがある。ドイツ農民戦争のときのルター、奴

隷商人を紳士の職業と考えていたというジョン・ニュートン。アパルトヘイト政策に対してアン

ドリュー・マーレイは沈黙した。ラテン・アメリカから富を収奪する米国の教会の神学はどうな

のか？これは解放の神学の課題である。 

 

３．教会と国家 

（１）殉教者の血は教会の種 

 「主は・・・ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け」と『使徒信条』の条項に象徴されるよ

うに、キリストと国家との関係は、旧約時代以来、難しい関係にある。およそ五世紀までの古カ

トリック教会時代は、帝国にキリスト教が公認されさらに国教とされる前の時代と、帝国に公認

されて後の時代に区分される。 

 ローマ帝国は当初キリスト教会をユダヤ教会の一派とみなしていた。ユダヤ教はローマ帝国の

保護下にあったのでキリスト教会も当初難を免れていたが、悪魔はユダヤ当局を通して初代教会

を激しく弾圧した。しかし、神は悪魔の仕業を逆手に取られる。ユダヤ当局がエルサレム教会を

あまりにも激しく弾圧したために、キリスト者たちは難を逃れるために異邦人の地へと出て行き、

各地に福音を伝えた。これが世界宣教の実際的スタートとなったのである（使徒８：１－４）。 

 帝国のキリスト教弾圧の最初は、皇帝ネロの時代、紀元六十四年のことである。ネロは自分の

ローマ放火の罪をキリスト者に着せて、野獣に食わせたり火あぶりにした。このような罪の転嫁

が可能だったという事実は、当時すでにキリスト者が帝国の住民にとって不愉快な勢力になって

いたことを示唆している。当時キリスト者は「無神論者」と非難されていた。キリスト者はロー

マの先祖伝来の神々を拝もうとは決してしなかったからである。 

 ネロの迫害は単発的なものであったが、デキウス帝以後迫害は組織的になる。キリスト者が迫

害の対象となった理由はローマ皇帝崇拝を拒否したせいであった。神はこの警察権と徴税権を国

家に与えておられるが（ローマ１３：１－７）、サタンに誘惑された権力者は往々にして世俗的

業務にあきたりず宗教を利用する。その習性はヤロブアムの金の子牛、ネブカデネザルの金の像、

江戸幕府の寺請制度、近代天皇制にいたるまで共通する。終末に登場する「不法の人」は世界に

向かって自分を神と宣言することになっている（２テサロニケ２：３）。ローマ皇帝は民心を束

ねるために皇帝礼拝を強制し、キリスト者はこれを拒んだ。そこで大迫害が起こった。殉教者た

ちの血は教会の種となり、弾圧のなかで教会は急速に帝国内に広がっていった。 

 

（２）公認そして国教へ 

 三一三年、コンスタンティヌス帝はミラノ勅令を発布しキリスト教を公認する。伝説によれば

その前年の戦でコンスタンティヌスは夢のなかで「このしるしで勝て」というお告げとともに印

を見て、それを旗印として戦ったところ大勝利を得たという。そのしるしとは、ギリシャ文字の



Ｘ（キー）とＰ（ロー）を組み合わせたもので、キリストの頭文字だった。帝国のキリスト教会

に対する態度は一変した。キリスト教をもって民心を掌握するという政策に大転換したのである。 
 従来の皇帝が帝国の異教の大祭司を務めたように、コンスタンティヌス帝は大祭司という称号

を変えず、キリスト教会の庇護者として積極的にふるまう。皇帝教皇主義（カエサル・パピズム）

である。帝は教会の一致のためにはイニシアチブをとって教会会議を開き、分派や異端を罰した。

アレイオス論争にあってコンスタンティヌスは熱心なアレイオス支持者だったので、コルドヴァ

の監督ホシウスを脅迫してアレイオス説が正統とされるように動いた。このときホシウスは手紙

の中で「『カイザルのものはカイザルに、神のものは神に』われわれは地上の支配権を行使する

ことを許されておらず、陛下は香を焚く権威をもってはおられません。」と聖書のことばを引い

てコンスタンティヌスをたしなめ、「政教分離原則」を教えている。このような政治的圧力の下

にありながら、アタナシオスの正統的三位一体論が確立しえたのは神の摂理というべきであろう。 
 コンスタンティヌスの政策は後代に受け継がれ、テオドシウス帝はついにキリスト教を国家宗

教とする。キリスト教の公認と国教化は初代教会以来迫害を耐え忍んだことに対する偉大な報酬

と見える。しかし、この事態を手放しで喜べるわけでもない。この後、教会は国家との複雑なか

かわりに苦慮し、自らの権力化・世俗化・腐敗の危機に瀕することになる。いばらの中に蒔かれ

た種のように。 
 
Ⅳ．東方･西方教会の分裂――フィリオクエ論争 
 
 東西の教会の分裂、つまり東方のギリシャ正教と、西のローマ教会の分裂がいつ起こったかに

ついては議論がある。それはものの見方による。 
 早期分裂説をとなえる人々は、451年のカルケドン会議をそのはじめと言う。すなわち、その
第 28項でコンスタンチノポリス司教をローマ司教と同等としたときからという見方。後期分裂
説では、1054年。これにはフィリオクエ filioque問題が重きをしめている。 
 
フィリオクエ論争 
 
３８１年のコンスタンティノポリス公会議で「ニカイア・コンスタンティノポリス信条」 
 わたしたちは、唯一の神、全能の父、天と地と、見えるものと見えないものすべての造り主を

信じます。 
 わたしたちは、唯一の主、神の独り子、イエス・キリストを信じます。主はすべての時に先立

って、父より生まれ、光よりの光、まことの神よりのまことの神、造られずに生まれ、父と同質

であり、すべてのものはこの方によって造られました。主は、わたしたち人間のため、またわた

したちの救いのために、天より降り、聖霊によって、おとめマリアより肉体を取って、人となり、

わたしたちのためにポンティオ・ピラトのもとで十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、聖

書に従って、三日目によみがえり、天に昇られました。そして父の右に座し、生きている者と死

んだ者とをさばくために、栄光をもって再び来られます。その御国は終わることがありません。 
 わたしたちは、主であり、命を与える聖霊を信じます。聖霊は、父と子から出て、父と子とと

もに礼拝され、あがめられ、預言者を通して語ってこられました。わたしたちは、唯一の、聖な

る、公同の、使徒的教会を信じます。わたしたちは、罪のゆるしのための唯一の洗礼を、信じ告

白します。わたしたちは、死人のよみがえりと来るべき世の命を待ち望みます。              

アーメン 



 
 上記本文における「と子から」filioque は、５８９年トレド会議で西方教会が加えた部分であ
る。東方教会は西方教会がこれを加えたことに反対であった。結局 1054年には、相互に破門し
て東西に分裂。 
フィリオクエ論争 

381 年ニカイア・コンスタンチノポリス信条では単数発生論で、聖霊は父から出るとされ
ていたが、西方はこれにフィリオクエをつけてしまう。西方で当時最大の異端はアレイオ

ス派だった。これに対して御子と同等にしようとした。東方教会は父をアルケーと見て、

御子は父より生まれ、聖霊は父より発出するとして調和を見ようとした。西方はこれはキ

リストの従属説にあたるのではないかと考える。むしろ、アウグスティヌスは聖霊が父と

子の統一の原理だと見る。父は愛するもの、子は愛されるもの、聖霊は愛である。 
 
６． 他の分裂要因 政治的･文化的要因 
分裂は教会政治の問題、文化的な問題でもあった。 
（１）政治的ちがいというのは 
① 西は教皇中心主義であり司教が正統信仰を保証するという考えであり、東は各教区の独立
を認める連邦主義いいかえると会議主義であったこと。 

② 東方は皇帝教皇主義であった。皇帝が大祭司である。4-8 世紀の七つの会議は皇帝が召集
した。西方はペテロの座の首位制をとなえた。そして、俗権とのバランス。 

（２）教理の問題  カルケドン理解の違い 
① 東はキリストの神性を重んじて、キリスト単性論。 
西は、神･人二性論であり、キリスト単性論は異端であるとする。 

（３）その他､礼典の習慣の違い 
② 東は種いりパン、西は種なしパン 
 文化的な理由というのは、東はギリシャ文化圏であり、西はラテン文化圏であったこと。 
③ 頭のそり方もちがう。東は前を剃って後頭部のみ残し、西はカッパ。 
④ 礼典の言葉がちがう。  東は受動態、西は能動態。 

 
Ⅴ．聖なるものと俗なるもの －－中世の教会（６世紀から１５世紀まで）－－ 

                                                                                 「だ

れも、ふたりの主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて

他方を軽んじたりするからです。あなたがたは、神にも仕え、また富にも仕えるということはで

きません。」マタイ福音書６：２４ 

  

１．教会の世俗的権力化 

 かつて帝国の厳しい迫害の下にあった時代、教会は自らをこの世から聖く保つことについては

比較的たやすかった。キリスト者となることが権力や富を得ることと直接関係なく、むしろ権力

や富を放棄することを意味していたからである。ところが、キリスト教が国教化されると事態が

変わる。聖なるものが徐々に俗なるものに侵食されていく。 

 キリスト教を国教化したテオドシウス帝は死にあたって、二人の息子に帝国を東西に分割し

（３９５年）、東ローマ帝国はこの後１４５３年に滅亡するまで存続し、皇帝が教会の元首とし

て君臨する。東方教会は古代教会の基本教理である三位一体論、キリスト二性一人格論を尊び、



その後は神学的な発展は見られない。 

 他方、西方にはゲルマン民族が各地に侵入し、フランス、スペイン、北アフリカ、北イタリア

にそれぞれ王国を建設し、四六七年ついに西ローマ帝国は滅亡する。国家の弱体化は社会を混乱

させるが、反面、教会は比較的国家権力から自由な勢力として成長する。こうして中世ローマ教

会が幕をあける準備は整った。 

 中世ローマ教会の幕をあけたのはグレゴリウス大教皇（在位五九○－六○四）である。彼は大

貴族の出身だが、全財産を投げうって七つの修道院を建て、自ら修道士となり、後に教皇となる。

大グレゴリウスの在位は十四年間だが、その間に以後千年間の中世ローマ教会の基礎を築いた。

彼は混乱していたイタリアの行政・軍事に関与して、教皇が世俗面でも権力を発揮するという先

例を作り、また、フランス、スペインの教会にも影響力を及ぼして西方教会の盟主となり、さら

に、司祭－主教－大主教－教皇というピラミッド型のヒエラルキーからなる職制を確立した。 

 教会の世俗化はフランク王国との癒着によって深まる。７５１年ピピンは王の立場を権威づけ

ることをねらって、教皇ステファヌス二世に油注がれて王位につき、そのお返しとして教皇領を

寄進する。八○○年には、教皇レオ三世はフランク国王カールに冠を授けて神聖ローマ帝国を成

立させ、滅亡していた西ローマ帝国を復興させる。またニコラス一世（八五八－八六七年）は古

代教会の教令集と偽って編集された『イシドルス教令集』を駆使して、教皇の世界統治権力の確

立を進めた。その中には「コンスタンティヌスの寄進」という項目によると、あの皇帝コンスタ

ンティヌスが帝国の西部をローマの監督つまり後のローマ教皇に寄進したという。ローマ教皇は

この世の皇帝としての権力をもあわせもつのだというわけである。こうして教皇は権力と癒着し、

あるいは自ら権力化して堕落する。 

 中世教会のなかでも最も悪名高い教皇を一人あげておこう。ヨハネス十二世（九五五－九六三

年）は、「あらゆる罪を犯した。地位の高低を問わず、処女、未亡人を犯し、父の情婦と同棲し、

教皇宮廷を売淫の宿とした。彼は姦淫の現場で怒り狂った女の夫によって殺された。」（ハーレー） 

 末端の司祭の堕落も推して知るべし。国王や領主たちは司祭職を金で売買した。グレゴリウス

七世（一○七三－八五年）は教会の改革を志し、皇帝・王・領主から聖職者任命権を取り戻そう

とするが、これに反抗する神聖ローマ皇帝ハインリッヒはグレゴリウスを罷免し、他方グレゴリ

ウスはハインリッヒを破門する。このように世俗権力と闘争しつつ教皇の権力はさらに大きくな

っていく。 

 教皇権が頂点に達するのはインノケンチウス三世の時代である。教皇はキリストの代理者、神

の代理者、教会と世界の最高主権者を自称し、天上、地上、地獄の一切のものは教皇の臣下であ

るとされた。教理面ではミサにおける化体説を布告し、政治面では諸国の王たち領主たちを動か

して、二回の十字軍遠征を行なった。 

 教会は頂点を極めたとも見える。が、むしろ逆に、聖なる教会はここまで富や権力というもの

に侵されてしまっていたと見るべきである。 

 

２．教会の霊的世界での権力化－－神人協力説から 

（１）神人協力説 

 中世の西方教会の神学では、関心は救済論に集中する。前回見たように、救済論には徹底した

恩寵主義であるアウグスティヌスの線と、徹底した自力主義のペラギウスが両極にあり、その中

間に自力と他力のバランスで中途半端な立場＜神人協力説＞がある。中世の神学的な基本線は、

表向きアウグスティヌス主義とされるが、実質的には半アウグスティヌス主義から徐々に半ペラ

ギウス主義へとズレていったということができる。つまり、救済の理解においても聖なるもの（恩



寵）が俗なるもの（人の功徳）に侵食されていく。 

 中世教会千年の土台をすえた大グレゴリウスは、アウグスティヌスの影響を強く受けた人物だ

が、アウグスティヌスほどには恩寵主義に徹しない。アウグスティヌスは人間は堕落して自由意

志までも正しく機能しなくなったといったが、グレゴリウスは、人はアダムにあって堕落したが、

自由をすべて失ったわけではなく、ただ意志の善性を失ったのみだという。とはいえ、恩寵なし

に救いはなく人の功績もないとも強調し、神の「先行の恩恵」が人間を動かして善を願うように

導き、新たにされた自由意志は「後続の恩恵」と共に働いて善を行い功徳を積むのだといった。 

 要するに、人は救いを得るためには、神の恵みだけでなく人の功徳が必要とされ、教会が定め

た徳を積むことが奨励され、教会は神と人との間を取り持つ仲保者となる。 

 

（２）トマス神学の構造 

 「神人協力」という原理を神学的に大成したのがトマス・アクィナス（１２２４－７４）だっ

た。彼の神学の構造は自然と恩寵の二階建ての構造である。ここにいう「自然」とは人間理性を、

「恩寵」は聖書啓示を意味する。『神学大全』は問答形式なのですが、問いに対して答えるにあ

たって、トマスは聖書のことばや教父のことばとともに、異教徒の哲学者アリストテレスのこと

ばを引用する。アリストテレスの自然理性の下からのはしごに、神の恩寵という上からのはしご

を足すことによって、神認識に至ることができるという。例えば、神の唯一性は自然的理性で達

し得る真理だが、三位一体は恩寵によってのみわかる真理だという。このトマスの神学こそ今日

にいたるまでローマ教会の公認の神学である。 

 ここにも恩寵すなわち聖なるものと、自然すなわち俗なるものとの二元論があり、自然は次第

に恩寵を侵食していくというのが、今後、中世の神学のたどる道である。さらに近世･近代の思

想家たちにおいては、自然理性は神学から分離して哲学となり、啓示を否定するようになる。 

 

（３）煉獄の教えと免償状（免罪符） 

 神人協力説に立つならば、信者は救いの確信をもてない。救いが百パーセント神の恵みによる

のなら、罪人は己の無力を認めてキリストにすがれば救われるのだが、たとえ数パーセントでも

人間の功徳が必要となれば、良心の敏感な人ほど自分の行いが神の目の前に十分な功徳であるか

どうかを疑うからである。 

 ローマ教会では、信者は司祭に罪を告白すれば、教会の司祭を通して、罪が赦され永遠の罰は

除かれるものの、有限な罰は残るとされます。そして、現世か来世で、教会の定める善業を行な

って、有限な罰を償わねばならないと教えられる。その償いの期間を免除・短縮するために教会

が取り成すことを誓うことを免償という。 

 ローマ教会においては、教会は一般信者から成る「聞き学び信じる教会」と教皇以下全聖職者

から成る「教える教会」とに区別され、一般信者は俗なるものでキリストに直接近づくことがで

きない。信者は地上の「教える教会」と、聖母マリヤを筆頭とする諸聖人からなる天の教会とを

仲保者として、キリストに近づくことができる。信者は諸聖人の大量の「功徳の宝庫」のおこぼ

れに与かることによって、罪を償い、キリストに至り救われるというのである。恩寵プラス諸聖

人の功徳というわけだ。 

 この「功徳の宝庫」の教えと煉獄の教えが十五世紀に合体することによって、免償状（免罪符）

が登場する。ローマ教会によれば、聖人でもない大多数の信者はストレートで天国には入れない。

そこで天国の予備校である煉獄にはいる。煉獄で清めの試練を受けて償いを果たして後、天国に

入る。しかし、現世にある信者が死者のために教会から免償状を買ってやるならば、死者はその



試練の期間を免除・短縮されて天国へと移されるという。裏口入学みたいである。あるいは大枚

はたいて長々しい戒名を付けたら極楽で良い椅子が用意されているという、仏教寺院みたいであ

る。まさに、聖なるものが俗なるものに侵食された姿だ。この免償状に対する抗議がルターによ

る改革の発端となる。 

 中世の教会はこのようにして巨大で俗悪な権力と化した。それを誇らしげに述べた回勅がボニ

ファティウス八世の「ウナム・サンクタム」である（１３０２年）。「霊的な剣も現世的剣も、両

方とも教会の権内にある。（中略）前者は祭司によって用いられ、後者は王や長たる人々によっ

て用いられるが、しかし祭司の意志にしたがいその許可によって用いられるべきものである。そ

こで（中略）現世的権威は霊的権威にしたがうべきものである。（中略）すべての造られた人間

にとって、ローマ教皇に従属することが救いのためにまったく必要であることを、われわれは宣

言し、明記し、定義、発表する。」中世の教会は我こそ神と人との仲保者と任じていたが、実は

人々が神に近づくことを妨げていたのである。「しかし、忌まわしいものだ。偽善の律法学者、

パリサイ人たち。あなたがたは、人々から天の御国をさえぎっているのです。自分もはいらず、

はいろうとしている人々をもはいらせないのです。」（マタイ２３：１３） 

 

３．修道院の働き 

 聖なるものと俗なるものとの二元論は、キリスト者をも二種類に分ける。一般信徒は俗なる者

として神に喜ばれる完全な生き方をする必要はなく、山上の説教に教えられるような完全な生き

方は、この世から聖別された修道士たちのなすこととされた。修道院はこの時代の教会にとって

霊的生命を維持した力だった。 

 修道院は、もともと隠遁者たちが共同体を作ったのが始まりで、厭世的で天国への望みだけに

生きるという性格の強いものだった。しかし６世紀、ベネディクトスによってモンテ・カシーノ

に設立された西方の修道院はこうした隠遁的性格に加えて、外に向かっての愛と宣教の奉仕活動

や古典文献の継承という役割を果たしていく。福音未伝のヨーロッパへの宣教の主役は修道院だ

った。 

 教皇庁の腐敗が甚だしかった十世紀、十一世紀の時代、ベネディクトゥス修道院の改革がクリ

ューニーで始まる。それは地域の領主や主教の干渉から自由になるため、修道院長は修道僧が選

び、ローマ教皇の直接保護のもとに置かれた修道院の設立だった。そして、修道僧個々人の霊的

訓練を重んじた。三百以上の修道院がこの運動に参加した。十二世紀にはシトー修道会が、十三

世紀にはドミニコ会とフランチェスコ会が教会の中の霊的な改革の力となっている。フランチェ

スコ会はあのアッシジのフランチェスコが始めた修道会で、フランチェスコはその謙虚で純真な

信仰ゆえにキリストに最も似た者と呼ばれた。「兄弟なる太陽、姉妹なる月よ」という彼の詩は

映画『ブラザーサン・シスタームーン』の題名となっている。フランチェスコの青年時代を描い

たこの美しい映画は、当時の封建社会における教会と世俗権力の葛藤、封建社会の貧富の状況と

修道会の果たした役割をたいへんよく表している。 

 ソドムのためにとりなすアブラハムに対して「滅ぼすまい。その十人のために。」とお答にな

った主は、わずかに残された聖なる人々のゆえにあの時代の教会を忍耐されたと言える。しかし、

中世末期には修道院もその霊的力を失っていく。   

 
ⅤI．聖書に帰れ！－－－宗教改革の準備と先駆者たち－－ 

 今回は宗教改革の先駆的存在として、ドイツ神秘主義、ルネサンス人文主義、そして先駆者ウ

ィクリフとフスについて見たい。 



 

１．ドイツ神秘主義 

 宗教改革者ルターが「聖書とアウグスティヌスを除けば、神、人間、キリスト、万物について、

この書以上に教訓を受けたものはほかにない。」と言った書物があります。それはトマス・ア・

ケンピスの著書とされる『キリストにならいて』です。岩波文庫にも入っているので読者にもお

すすめしたい一冊です。トマス・ア・ケンピス（一三八０－一四七一）は、フローテの＜共同生

活兄弟会＞というドイツ神秘主義の流れに属する、個人的な神への敬虔を重んじるグループに属

した人でした。 

 フローテ（一三四０－八四）は二十代半ばに改心しホイゼン修道院で三年間修業の後、神秘家

ロイスブルークの勧めがあって伝道説教者となりました。彼は悔い改めを求め、聖書を読むこと

を勧め、聖書の筆写運動を始めた。これが近代的敬虔の始まりとなる。先に紹介した『キリスト

の倣いて』も実はフローテの作ではないかという説もある。 

 さらにロイスブルーク（一二九三－一三八一）にさかのぼると、この人はアウグスティヌス会

の規則にのっとって瞑想修業をして、自ら修道院長となり、多くの神秘主義的な著述をなした。

「神秘主義」とは、神と人との一致を理想とする信仰のありかたである。神秘主義には「梵我一

如（梵：宇宙原理）」をめざすウパニシャッド哲学のような異教的・汎神論的なものもあるが、

キリスト教的な神秘主義もある。ロイスブルークは人間の霊魂は本来、神の像に造られているか

ら、瞑想によって人間の存在の根本的基盤である三位一体の神に帰るべきだと説いた。三位一体

の神の瞑想をキリスト者の聖化の過程であるという主張には、アウグスティヌスの『三位一体論』

の後半部が響いている。 

 さらにさかのぼるなら、ロイスブルークは、ドイツの神秘思想家エックハルト（一二六０－一

三二七）の影響を受けた。エックハルトは＜魂のなかに神の言が生まれる＞＜神と人との直接的

な交わり＞を説いた。彼はトマス・アクィナスとも比肩される著名な神学者だったが、この教え

のゆえに教会から異端宣告をされ、著書は禁書とされその名声は奪い去られてしまう。教会とい

う制度的な仲保者を必要とせず信徒が神と直接交わり得るという思想が、ローマ教会に危険と映

ったからである。当時ローマ教会は前回見たように、キリストになり代わるまでに神と人との仲

保者と自任していたからなおのことである。 

 それはともかく制度的教会を仲保者とはせず、神との直接的交わりができるという神秘主義者

たちの敬虔は、後にルターが主張する「信徒皆祭司」に影響する。 

２．哲学思想 

 哲学の流れを追うならば、唯名論が力を得、実念論において尊ばれた普遍への関心は低くなり、

個別存在に関心が転じる。個別存在の把握は特に罪意識に凝集される。個別者の罪についての意

識の深まりを度外視しては宗教改革を理解することは出来ない。 
 普遍的なものという観念がもはや解決力を持つことが出来ない時代状況が中世末期に起こっ

ている。実際には、学者の間でトマス説の祖述を行なっている向きが多かったのではあるが、そ

れに満足しきれない人が次第に増えている。 
 罪の苦しみに対しては癒しが普遍的教会によって差し出されていた。かつての時代にはその解

決策で人々は満足した。しかし、個別者の意識が深まって来ると普遍的解決をもって個別の解決

に適用することが難しくなる。 



３．公会議主義（Conciliarismus） の発展。教皇至上主義の矛盾の克服の試み。改革会議。 

 ローマ・カトリック教会の中には教皇至上主義と公会議主義の二つの考え方があった。近年の

第二ヴァティカン会議では後者が大きい力を持って来たが、中世では概ね前者の考えが強い。し

かし、対立教皇がローマとアヴィニヨンに立ち、双方が至上の権威を主張するに及んで、教皇至

上主義では解決が付かないことが明らかになる。そこで、公会議を開催して決着を付ける考えが

強くなる。公会議主義の指導的役割を演じた神学者はジャン・ジェルソンであるが、この思想は

一時的な機能を果たしただけで、その後また弱まった。さらに、改革会議が改革の先駆者である

フスを断罪したことは、会議による教会の改革という彼らの考えに限界があるのを物語る。また、

宗教改革期のカトリック体制擁護派が公会議主義を用いてトリエント会議を開いたことも見落

としてはならない。公会議主義が宗教改革に近いと見るのは誤解である。 

 近世カトリックにおいては公会議主義は衰退の一途をたどり、１９世紀の第一ヴァティカン会

議において教皇権の至上性が認められるが、２０世紀になって第二ヴァティカン会議で盛んにな

る。 

  ＊ 公会議(concilium) と地方会議（synodus)を権威の点でカトリックは峻別する。それは

常識的にも肯定出来るが、実際にどれが本質的に公会議であり、地方会議であるかという問題に

なるとはっきりしなくなる。公会議の数え方が東方正教会とローマ・カトリック教会では違う。

コンキリウムはラテン語で「コン」＋「カロー」（共に、呼び集め  る）、シノドゥスはギリシ

ャ語で「シュン」＋「ホドス」（道が集まる）で、意味の上から違いを論じることは出来ない。 

 

４．ルネサンス人文主義 

 

 「エラスムスが卵を生み、ルターがそれをかえした。」ということばがある。エラスムスとは、

ルターと同時代を生きた最大の人文主義者だった。人文主義というのはヒューマニズムの訳語だ

が、それは人道主義という意味ではなく、むしろ人間主義と言った方が的確でしょう。それがど

うして人文主義というように「文」の字をはさむかというと、彼らがギリシャ・ローマの古典文

芸の原典研究にきわめて熱心であったからである。人間の人間たるゆえんの一つは、言葉を用い

ることだから、古典の言葉の研究によって、人間の「再生（ルネサンス）」を目指したのである。 

 人文主義者たちがギリシャ・ローマの古典に見いだしたのは、中世ローマ教会の支配下に置か

れる前のたいへん現世肯定的な人間性だった。なにしろギリシャ・ローマの古典の世界では神々

までも浮気をしたり酔っ払ったりと露骨に人間的なのだ。 

 こうした人文主義のなにが宗教改革にとっての「卵」になったのか。一つには天国の光を指さ

して、この世を仮の薄暗い世界とする中世の教会を彼らが批判したからである。中世ゴシックの

絵画に見える聖母像が、およそ人間的でなくて天的なものとして様式化されて来たのに対して、

ルネサンスの画家たちが描く聖母像はまさに生身の人間そのものとして描かれているのは、現世

肯定的なヒューマニズムの現れだといえる。また、エラスムスは『痴愚神礼賛』という文学的ス

タイルで教会と修道院の腐敗を徹底的にあざ笑った。 

 人文主義が宗教改革のために生んだもう一つの卵は、古典文献の原典研究。それは聖書の原典

を求める写本研究をも促した。ルターたち宗教改革者の神学論争における最大の武器とは何であ

ったか。それはエラスムスが校訂し一五一六年に出版したギリシャ語新約聖書だった。中世教会



はウルガタと呼ばれるラテン訳を権威としてきたものを、改革者たちは原典主義に立つことによ

って確信をもって覆すことができたのです。神学論争において、改革者たちはウルガタではなく、

ギリシャ語本文をヘブル語本文をもって答えよと、ローマ教会の対論者に言っている。今日、多

くの神学校でギリシャ語・ヘブル語を重んじる伝統はここから来ている。しかし、人間中心的な

原理については、人文主義者と宗教改革者は後にたもとを分かつことになる。 

 

５．宗教改革の先駆者－－ウィクリフとフス－－ 

 十四世紀になると「教皇のバビロン捕囚」という事件が起こる。フランス国王フィリップ四世

はアヴィニョンに教皇庁を移させ、以後七十年間、教皇庁はアヴィニョンに置かれる。この七十

年間の教皇はすべてフランス人というのだから、教皇庁はフランス国王によって私物化されたと

いう事態。教皇庁は堕落をきわめた。その様子を詩人ペトラルカは「不敬虔なバビロン、地上の

地獄、悪徳の巣窟、この世の下水道。そこには信仰、愛、宗教、神への恐れの片鱗もない。」と

激しく非難している。しかも、かつて教会の内的改革力であった修道院も、この時代には霊的な

活力を失っていた。 

 人々は改革の叫びをあげ始めた。その代表的人物として最も急進的な改革を提唱した英国オッ

クスフォード大学のジョン・ウィクリフとボヘミヤのヤン・フスをあげておこう。ウィクリフは

アウグスティヌス主義と聖書の権威への確信から教会の改革を主張した。ウィクリフは聖書を母

国語である英語に翻訳した最初の人だった。当時の教会では、公認聖書はラテン訳ウルガタ聖書

のみだったから、一般庶民にとって聖書は理解不能だった。しかし、ウィクリフは聖書のみが教

会にとっての最高の規範であると主張し、誰でもわかることを目指して弟子とともに旧新約聖書

の翻訳を完成した。 

聖書に照らした当時のローマ教会は、ウィクリフにとってもはや教会と呼べるしろものではな

かった。ウィクリフが当時の教会と封建制社会に向けた大胆な非難をいくつか列挙しよう。 

 

1. ウィクリフは魔術化したミサの教理を非難した。（ミサでは、パンと葡萄酒そのものがキリス
トに変化したとして、これを拝み、また、パンと葡萄酒の姿をしたキリストを司祭が罪のた

めのいけにえとして神に捧げる。） 

2. また、ウィクリフは、大罪を犯している聖職者による洗礼式や聖職任命の儀式は無効である
とした。 

3. また信徒が司祭に罪を告白し司祭が罪を赦すという告解制度を非難し、 
4. 大罪を犯している間はだれも領主、高位聖職者、司教ではなく、 
5. 人民は自分たちの意のままに、罪を犯している領主たちを正す権利があるとした。 
6. また教皇と主教による免償制度を信じることはおろかだ。 
7. また修道院制度もキリスト教的ではなく異端であると非難し、修道士たちは托鉢ではなく自
分の手で働いて糧を得るべきだと主張した。 

8. そして、きわめつけにローマ教会はサタンの集団であり、教皇は反キリストでありその部下
たちは吸血鬼だ。 

 

 要するに、ウィクリフは当時の堕落したローマ教会を全面的に否定し、社会改革も主張した。

この点、ウィクリフはたしかに十六世紀の宗教改革者の先駆者である。ただ彼の主張は教会の霊

性・道徳性に関する非難にとどまっていて、ローマ教会の救いの教理そのものに対する批判には

至っていない。そこがルターの宗教改革との違い。また、ウィクリフの、大罪を犯している聖職



者による儀式は無効だという主張は、アウグスティヌスの時代の分派ドナティストの「人効説」

と通じるところがあり、教会の一致問題の難しさを感じる。 

 十五世紀には、ボヘミアにヤン・フスが登場する。フスはウィクリフの主張をそのままボヘミ

ヤの教会改革に適用しようとした。彼はボヘミアの貧しい農家に生まれ、後にプラハ大学総長と

なり、ベツレヘム教会の説教者として聖書に基づく教会改革を主張した。彼はローマからの破門

にも屈せず、ついにコンスタンツ会議で異端の宣告を受けて、火刑台に殉教した。一四一五年七

月六日のことである。後に、宗教改革者ルターはライプチヒ討論において、彼の主張はボヘミア

のフスの異端に属すると非難されたとき、「私は知らずしてフスの弟子であった。」と認めた。 

 フスの信仰はボヘミア兄弟団、モラビア兄弟団へと流れて行く。彼らは聖書のみに基づく信仰

と実践の共同体を形成した。十八世紀の英国メソジスト運動の指導者ジョン・ウェスレーは彼ら

の霊的感化を強く受けることになる。「彼は死にましたが、その信仰によって、今もなお語って

います。」（ヘブル十一：四）宗教改革の先駆者たちが語る信仰とはなにか。それは聖書こそ教会

の最高権威であるという確信である。 

 
 Ⅶ．聖書のみ、信仰のみ   ――宗教改革１――   

 

 プロテスタント教会の歴史はマルチン・ルターの宗教改革に始まる。宗教改革から近代プロテ

スタントの四つの主要な流れが流れ出る。すなわち、ルター派、改革派、アナバプテスト派、そ

して英国のプロテスタントである。 

 

１．ルターと信仰義認の発見                                                       

 宗教改革について語るには、どうしてもマルチン・ルターその人について語らなければならな

い。それは神はマルチン・ルターという強烈な個性の霊的経験を通して、聖書に啓示されながら

千年間も曇らされていた信仰義認の教理を再発見させたからである。そして、この信仰義認の教

理こそプロテスタント教会の根本教理である。 

 

（１）きまじめな修道士として 

 マルチン・ルターは父ハンス・ルターの次男として生まれた。父ハンスの教育方針は峻厳なも

のであって、ルターはこの厳格な父親に神の姿を二重写しにして見たと言われる。鉱山夫から身

を起こして小さな坑山の所有者となっていた父ハンスは、自分の息子には学問と名誉を手に入れ

させるべく、エルフルト大学文学部（現在の教養課程にあたる）に進ませた。ルターは卒業間近

に、同級生が試験中に急性肋膜炎で急死するという経験をする。ルターは死の恐怖におののいた。 

 文学部を終えて彼は父の命令にしたがって法学部に入る。当時、身分制度社会のなかで法律家

になることは庶民の出世のための登竜門であった。ところが、神にはルターについて別の計画が

あった。法学部にはいった直後、ルターは落雷のなかで死の恐怖におののき、修道士として自分

の身を捧げる誓いを立て、アウグスティヌス会の修道院に入ってしまうのである。死の恐怖が当

時のルターにつきまとっていたことをうかがわせるもう一つの事件だった。 

 修道士となったルターはきわめて謹厳な修道士であった。ルター自身が後年、述懐するところ

によれば、「ほんとうのところ、私は敬虔な修道士であった。私は非常に厳格に修道会の戒律を

守ったので、次のように言うことができる。『もしこれまでひとりの修道士でも修道士生活によ

って天国に入ったのなら、私もそこに入れるだろう。』と。私を知っているすべての修道士仲間

は、そのことを証言してくれるだろう。なぜなら、もっと長く続いていたなら、私は徹夜、祈り、



朗読、その他の務めで自らを苦しめさいなみ、そのため死んでしまっていたことだろうから。」 

 彼が修道に徹して知ったことは、いかに苦行を重ねても霊魂の汚れがきよめられることはでき

ないという事実だった。そこでルターは痛悔をしようとした。痛悔とは洗礼後に犯した罪が赦さ

れるために設けられたローマ教会の秘蹟である。完全な痛悔とは、「父である神と救い主イエス・

キリストを愛する心から、その愛に背き、その恩を無視したという理由から、犯した罪を悔やみ、

忌み嫌う」ことであり、完全痛悔する者のみが神に罪を赦していただける。他方、不完全な痛悔

とは「罪を罰する神の正義を考え、地獄、煉獄、この世における神の罰を恐れて、犯した罪を悔

やみ、忌み嫌うこと」である（『カトリック要理』）。不完全な痛悔では神と和解することはでき

ない、とされる。 

 さてルターは完全な痛悔をしようとしたが、彼は不完全な痛悔に陥ってにっちもさっちもいか

なくなってしまう。ルターは神の正義と神の下す罰にふるえおののいていたのである。また彼に

とっては神を愛することは、地獄の罰から救われたいということが動機にすぎないことをルター

は知った。その愛は自己追求という罪によって汚れており、この自己追求こそ罪の根源であるこ

とをルターは認識する。そして、どう苦行して完全痛悔を求めても自己追求という罪から逃れる

ことができない醜い自己に絶望したのである。 

 

（２）塔の経験－－「神の義」の理解 

 ルターはいかなる意味でも、自力救済の道は閉ざされていることを認めた。悩むルターは、人

に勧められてヴィッテンベルク大学の一角の塔の一室で聖書の研究を始める。特に彼はローマ書

の一章十七節に苦しめられた。「神の義は、その福音のなかに啓示されている。」ルターはこの「神

の義」とは、神が正義であり、その義によって罪人を罰する義であると考えていた。神は、律法

を行うことができずにうちひしがれている罪人を、福音のうちに啓示される義によってさらに苦

しめていると彼は誤解していたのである。ルターは後年、次のように言っている「私は義にして

罪人を罰する神を愛さず、むしろ神を憎んでいた。なぜならば、私は非の打ち所のない修道士と

して生きて来たにもかかわらず、神の前で自分が良心の不安におののく罪人であると感じ、私の

償罪の行いによって神と和解していると信じることができなかったからである。」 

 しかし、やがて聖霊はルターに福音の真理を明らかにされた。すなわち、ローマ書にいう「神

の義」とは、神が罪人にお与えになる贈り物としての義であると悟ったのである。「神の義は、

この方が義である義ではなく、われわれがこの方により義とされる義と解されねばならない。」

（「ローマ書」）神は、罪人がいかに修業しようと自分を義とできないので、キリストの義を贈与

としてくださったのである。これが、人は行いによらず信仰によって義とされるという使徒パウ

ロの福音の発見、信仰義認の発見であった。さらにルターはアウグスティヌスの著書『霊と文字』

のなかに「神がわれわれを義とするとき、神はわれわれにその義をあてがうのである」というこ

とばを見いだして確信を深めている。その意味ではルターの救済論はアウグスティヌスの恩寵救

済主義の復興でもある。 

 

（３）宗教改革へ－－「聖書のみ」 

 当時、ローマ教会は聖ペテロ寺院改築のために免償状を売り出していた（免償制度については

本誌六月号参照）。免償状説教者は、免償状を買う者の金がチャリンと献金箱の中に落ちるとき、

その者のあらゆる罪は赦され、さらに煉獄で苦しんでいるその人の親も罪赦されて天国へと移さ

れると説いていた。 

 ルターはこれに抗議して、「九十五か条の提題」を発表した。彼としては宗教改革など起こす



つもりはなく、ただ神の御前における罪が免償状を買うという安易な行ないによって赦されると

いう教えは、魂を永遠の滅びに陥れる危険なものであるとして、抗議をしたのである。人は免償

状を買って神に罪赦された、平安だと思った瞬間、滅びてしまう。逆に、人は自らは神の御前に

滅ぶべき罪人であると恐怖しておののくときにこそ、ただキリストのうちに贈与としての義を見

いだす道が開かれる。 

 ルターは、ただ聖書の博士として教会の教えを正したいと思ったにすぎない。ところが、事態

はこの後、ルターにとって思いがけない方向へと展開してゆく。ローマ教会当局は、ルターにそ

の見解を取り消さなければ異端として破門すると通告して来た。一五一九年のライプチヒ論争で

は、ルターは教皇に盾突いて火刑に処せられたヤン・フスと同意見の異端であると断じられた。

しかし、さらにルターは文筆活動をもって教皇制度の批判を展開していく。そのため、彼はつい

に教皇から破門状を出されるが、これをヴィッテンベルクの全学生の前で公然と焼却してしまう。 

 さらにルターは一五二一年にはヴォルムス国会に召喚され、その著書を取り消すことを求めら

れた。拒否すれば火刑が待っているという状況であった。時にルターは言った。「皇帝陛下なら

びに領主が単純な答えを求めておられますので、私は両刀論法を使わずに、次のように答えたい

と思います。即ち、聖書の証しによって、あるいは明白な理由と根拠によって－－なぜなら、私

は、教皇も公会議もそれだけでは信用していません。というのも彼らがしばしば過ちを犯し、矛

盾したことをいってきたのは明白なのですから－－克服され、納得させられないかぎり、私はす

でに述べたように、聖書に信服し、私の良心は神のみ言葉にとらわれているのですから、私は取

り消すことはできないし、また取り消そうとも思いません。（後略）」これぞ宗教改革の形式原理

「聖書のみ」の宣言であった。 

 

２．宗教改革の二大原理 

（１）「聖書のみ」：形式原理 

 ルターの足取りから宗教改革の二大原理があきらかになってきた。宗教改革の形式原理と言わ

れるのは、「聖書のみ」が教会における第一の権威であるということである。ローマ教会は今日

に至るまで聖書とともに「聖伝」というものを教会の権威としている。『カトリック要理』によ

れば、「聖伝とは古代教会の信仰宣言、公会議、教導職の証言、古代教会の記録、教父たちの著

作、古代からの礼典などによって示されている」もので、これらは「使徒たちがキリストと聖霊

から受け、教会に伝えた」とされている。ルターは「聖伝」も過ちを犯し矛盾したことを言って

いおり、ただ聖書のみが教会の上に立つ権威であると主張したのであった。公会議はそれ自体は

信仰を拘束する権威を持つものではなく、ただ聖書と一致するかぎりで承認されるものである

（『公会議と教会について』）。 

 他方、ローマ教会は一五四五年、宗教改革に対抗してトリエント公会議を開くが、ここでは教

会の権威を改めて規定し、教会は聖書と教義の誤らない解釈者であると決議する。さらに一八七

○年の第一バチカン公会議ではローマ教皇が公的に発言したことは誤ることがないという決定

をした。こういうわけで、ローマ教会においては結局、聖書とともに聖伝、教会、教皇が最高権

威として並び立つということになる。だからローマ教会では、聖書に明らかに反している母マリ

ヤについての教えなども教会に混入いうるわけだ。 

 プロテスタント宗教改革は「聖書のみ」が教会にとっての最高権威であると宣言した。近代の

聖書批判に走った自由主義神学は別として、本来プロテスタント教会においては、教理上の論争

の至高の審判者は聖書で語り給う聖霊にほかならない。 

 



（２）「信仰のみ」：実質原理 

 では、形式原理たる聖書が宣言する真理の中核つまり実質原理はなにか。それは、「信仰のみ」

ということである。新約聖書のパウロ書簡は、人が神の前に義とされるのは律法の行いによるの

ではなく、神の恩寵を受けとる信仰によることを示している。 

 「なぜなら、律法を行うことによっては、だれひとり神の前に義と認められないからです。律

法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。しかし、今は、律法とは別に、しかも律法と

預言者によってあかしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信

仰による神の義であて、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。」（ローマ

三：二十－二二） 

 教父アウグスティヌスは自力救済主義者ペラギウスとの論争を通じて、人が救われるのは、神

の恵みによることを明らかにしたが、中世に入ると徐々に救いには神の恵みのみではなく、人の

行いも必要であると説かれるようになっていた。 

 しかし、神はルターの深刻な罪認識をともなう霊的危機の体験を通して、もう一度徹底的な恵

みによる救済をあきらかにされた。ルターは人間の原罪は本源的罪であり、本性の堕落であり、

生来のパン種であるとした。人間本性は常に悪に傾き、格別それは不信仰という形で現れる。し

たがって、罪人は自由意志をもって自らを救いへと導くことはできない。人間には奴隷的意志が

あるのみであり、すべてはただ神の意志にかかっている。 

 神は罪人に律法と福音によって働きかけられる。律法は人間が何をなすべきかを教え、かつそ

れをなし得ない罪の病の現実をあらわしに、福音はこれを癒す薬を与える。福音のうちには神が

罪人に与える贈り物としての義が啓示されていて、人はこれをただ信仰によってのみ受け取る。

「信仰のみ」がキリストにおける神の義を受け取るための器官なのである。しかも、その信仰は、

聖霊によって引き起こされる再生の最初の要素である。したがって、罪人の救いのすべては神の

恵みにかかっている。 

 ペラギウス論争でも見たように、ここでも罪論は神学のアルキメデス点として働いている。徹

底的な罪認識は徹底的な恩寵救済へと必然的につながるのである。ただルターがアウグスティヌ

ス以上に福音の真理を明白にした点は、神の御前では罪人が義人になってから義と認められるの

でなく、罪人が罪人であるままで義人と認定されると主張したことと、罪人は神の義を「信仰の

み」によって受け取るとしたことというべきであろう。「われわれは実際は罪人であるが、しか

し憐れみたもう神の認定のゆえに義人であり・・・、現実においては罪人であるが、しかし他方、

希望においては義人である。」（「ローマ書」）罪人はここにこそ救いの確かさと平安を得ることが

できるのである。                 

 
Ⅷ．Soli Deo gloria「ただ神にのみ栄光があるように」――改革派教会                            

 「聖書のみ」「信仰のみ」を旗印としてドイツのルターに始まったプロテスタント宗教改革で

あるが、同じ根本原理に立ちつつも別の展開を見せたのが、ツヴィングリを先駆者としてカルヴ

ァンに継承され発展したスイス宗教改革運動に発する改革派教会である。改革派はカルヴァンの

影響が大であるのでカルヴァン派とも呼ばれ、その教会の統治形態の特徴から長老派とも呼ばれ

る。 

 

１．スイスから世界へ 

 ツヴィングリ（一四八四－一五三一）は、ローマ教会の司祭であったが、人文主義的方法をも

って聖書を研究し説教をすることを通して聖書中心的な思想を固めた。それでも彼は、当初ロー



マ教会から離脱するつもりはなかったのだが、チューリヒの司祭となった一五一九年にペストに

かかって死線をさまよう経験をしてのち癒され、神が自分を教会改革に召しておられることを確

信し、立ち上がった。 

 ツヴィングリによる改革は修道院解散、ミサの廃止とプロテスタント化、教会堂内の聖像・聖

画の追放、さらに貧民救済・教育機関の設置など実際的なことに及び、チューリヒ市の政治的問

題にも積極的に発言した。信仰生活と政治や日常生活は不可分のものであり、生活の全領域を神

の主権の下に置こうとしたのである。ただ、ツヴィングリの場合、単純に一元的に神の言葉の下

に政治をも置こうとしたために、教会と政治とが不分明で癒着する傾向があった。牧師であるツ

ヴィングリの死が、自ら剣を握っての戦死であったことは彼の改革の特徴と問題性を物語ってい

るとはいえまいか。 

 カルヴァン（一五○九－六四）もまた人文主義者としてスタートし、『セネカの「寛容につい

て」の注解』によって、そのなみなみならぬ力が世に認められた。しかし、ある日、神はカルヴ

ァンを突然、捕らえ、彼を教会の改革に立ち上がらせる。彼はローマ教会側からの迫害が始まっ

たパリを去り、バーゼルに逃れて『キリスト教綱要』のカルヴァン第一版を著した。その後、カ

ルヴァンがシュトラスブルクへの旅の途上、ジュネーブに滞在した折り、この地の改革運動の指

導者ファレルがカルヴァンに協力を求めて宿を訪ねて来た。カルヴァンは自分は人文学者として

平和に暮らすことを望んでいるから、とファレルの申し出を断ろうとした。するとファレルはカ

ルヴァンに呪いのことばを投げかけ、「こんな重大な時に助けを拒むならば、神よカルヴァンの

平和を呪い給え。」と言った。カルヴァンはファレルの言葉に神の御声を聞いて畏れおののき、

ついにジュネーヴの改革に乗り出すことになる。当時ファレル四十九歳、カルヴァン二十九歳で

あった。 

 ひとたびジュネーヴの宗教改革に立ち上がるや、カルヴァンは鉄の意志をもってこの改革を徹

底的に推進する。ジュネーヴは市を挙げて改革を志したのであり、市全体がひとつの教会だった。

が、途中、ジュネーブ市当局はカルヴァンの徹底した改革を嫌って、彼を追放したりもしたが、

再招聘の後、カルヴァンはジュネーヴの教会改革を遂行する。 

 ジュネーブ改革のために、なされたことの第一は聖書の連続講解説教である。説教とは講話で

はない。説教とは神のことばの説き明かしである。神のことばが教会を建設する。カルヴァンが

ジュネーヴに来た時、福音の説教はすでになされていたが、教会は無秩序の極みのなかにあった。

そこでカルヴァンは神のことばの支配が具体化するために、「教会規則」を作る。その要点は、

第一に信徒のなかから信仰の模範となる長老を選び、この人々に教会の規律を守らせること。第

二に、詩篇歌を礼拝における会衆の讚美歌として用いること。ローマ教会では会衆は司祭たちの

歌う意味不明のラテン語典礼歌の聞き手にすぎなかった。第三に教理問答書による信仰教育。そ

して第四に正しい結婚についての規則である。 

 またカルヴァンは著述をもって改革を推進した。一つには黙示録を除く聖書全巻の注解を書い

たことである。カルヴァンは今日に至るまで聖書注解の王と呼ばれる。もう一つはプロテスタン

トの兵器庫と称される『基督教綱要』である。 

 ジュネーブの宗教改革はスイスの諸都市に及んだばかりか、ヨーロッパ各地からカルヴァンの

もとに神学と教会改革を学びに多くの人々が訪れ、オランダ、スコットランド、イングランド、

ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、ドイツなど各地に改革派信仰が広がることになる。十七

世紀イングランドではピューリタンが改革派信仰による国教会改革を志したが達し得なかった

が、その余波が米国に及び米国の主流派教会となった。 

 明治に日本に来たＳ．Ｒ．ブラウン，フルベッキ、ヘボンら宣教師たちの多くは、米国の改革



派系教会の出身であったので、日本のプロテスタント教会の制度や思想は、米国の改革派系教会

の伝統から多くの影響を受けている。 

 

２．神の主権を・・・教理的特徴                                                   

（１）「常に改革を semper reformanda」 

 宗教改革によって誕生した教会という意味では、ルター派教会も改革派教会であり、事実、ル

ター派「和協信条」にも自らを「改革された教会」と呼んでいる。しかし、ルター派教会と区別

して改革派教会というばあいには、ルターが信仰義認の教理を宣明したことは高く評価し同意し

つつも、ルター派教会が十分には聖書による教会改革を進めなかったという批判をもって、さら

に徹底的な聖書による教会改革を進める教会という意味を持っている。「改革された教会は、（聖

書にしたがって）常に改革され続けなければならぬ」という理念が改革派教会の一つの特徴であ

る。 

 具体例をあげよう。改革派から見てルター派教会の改革が不徹底であるといわれるのは、たと

えば礼拝形式においてルターが「福音に反していないかぎりは」伝統的な典礼的な要素を保持し

ようとした姿勢にルター派教会が倣っているということである。だから多くの人はルター派教会

の礼拝に出ると、儀式的・カトリック的だなという印象を受けるであろう。他方、改革派教会の

礼拝に関する原理は、まことの神を礼拝する正しい方法は神ご自身が聖書によって制限されてい

るとして、「聖書において命じられていることだけを」行うということである。したがって、改

革派教会では聖像・聖画に類するものは排除される。偶像礼拝・異教的習慣の徹底的排除は今日

も改革派教会の特色の一つである。 

 

（２）神の主権の高調と予定の強調 

 偶像礼拝の徹底的排除は、「ただ神にのみ栄光を！」と改革派信仰において神の主権が高調さ

れることの裏面である。改革派神学の特質は、神の主権を高調して、全体として首尾一貫した体

系を築くことにあるといわれる。改革派の信仰問答書の傑作『ウェストミンスター小教理問答』

の第一問答「人の主な目的はなんであるか。」「人の主な目的は、神の栄光を現わし、神を永遠に

喜ぶことである。」はあまりにも有名である。 

 また、神の主権の高調との関連で予定（選び）が改革派神学体系では重要な位置を占めている。

とはいえ、予定の教理は改革派神学の専売特許ではない。予定の教理は、神が使徒パウロを通し

てローマ書八章や九章、エペソ書一章に啓示されたことである。 

「神は予め定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに

栄光をお与えになりました。」ローマ八：三十 

「すなわち、神は私たちを世界の基の置かれる前からキリストのうちに選び、御前で聖く、傷の

ない者にしようとされました。」エペソ一：四 

 アウグスティヌス、ルターもそれぞれ『信仰・希望・愛』と『奴隷意志論』で予定について述

べている。 

 つまるところ、予定とは恩寵救済の福音の究極的表現なのである。人の救いは、その人の行い

にはよらず神の恵みによるということは、言い換えると、人が救われるのは、その人が善も悪も

行わない前に、神が自由な主権的意志をもってその人を選んでいるからであるということになる。

この予定の真理は己の罪深さを自覚するまじめな信徒にとってはこの上ない慰めとなり、神への

賛美となる。 

 しかし、予定の真理は扱いの難しさがあって、その扱いを誤ると、まじめな求道や信仰的努力



や伝道意欲を損なう危険性があるのは事実であろう。しかし、それは扱いを誤ればの話である。

ジョナサン・エドワーズ、ジョージ・ホイットフィールドといった十八世紀の信仰覚醒運動の強

力な指導者たちも、十九世紀の大説教者チャールズ・スポルジョンも厳格なカルヴァン主義者で

あった。ともかく、予定の強調は神の主権の現れとして改革派神学の特質の一つであることは確

かである。 

 

３．長老主義政治 

 改革派教会のもう一つの特徴は、長老主義と呼ばれる教会統治の形態を取ることである。それ

で改革派信仰に立つ教会を、その教会統治の形態から長老教会と称する場合もある。教会統治の

方法は、ふつう監督政治・会衆政治・長老政治と呼ばれる三つの形態がある。この際、教会政治

のあり方を一般的な統治形態になぞらえて、それぞれの長短について整理しておきたい。 

 監督制とは、世の統治形態になぞらえていえば、君主制ということである。君主制では主権は

君主にあるので、君主の善し悪しがその組織の動向を決することになる。君主がよければ決断即

実行ということで仕事はバリバリ進み、メンバーも君主に信頼してやる気十分になる。他方、君

主制の欠点は君主がよくないと、決断を誤って仕事は進まず、メンバーもやる気を失ってしまう。

一言でいえば、監督制は君主がすぐれていれば仕事機能・参加意識において抜群であるが、君主

に一切がかかっているので、組織としての維持機能・安定感に欠いているということである。軍

隊や野球チームなどは君主制で運営されているのは、即時の決断が迫られる団体であるから当然

である。 

 伝統的に監督政治をとって来たのは、ローマ教会、英国国教会、またその流れをくむメソジス

ト教会などである。 

 次に、会衆制とは、世の統治の形態になぞらえていえば、直接民主制にあたる。「民が主」の

制度であるから、ここでは主権は民全体が持っている。だから民の質の善し悪しが、その団体の

動向を決めることになる。民主制の長所は、構成員がその団体の運営に直接かかわるので、みな

が自分はお客さんではなく当事者であると意識しやすいことである。そして、もし、能力ある人々

がそれぞれの能力を伸び伸びと発揮して一致してことに当たることができるならば、君主制にも

勝る仕事機能を発揮することができる。 

 他方、民主制の短所は、もし民の質が悪ければ、その団体は烏合の衆に堕して、いわゆる衆愚

政治に陥ってしまうことである。また、もう一つ民主制が機能するための重要な点は、強いリー

ダーシップがあることである。民一人一人が個性豊かで有能だと、えてしてその団体はまとまり

がつかなくなってしまうからである。米国やフランスは民主主義の国であり、個人主義が確立し

ているからこそ、あのような強力な権限を委ねられた大統領が必要なのである。 

 会衆制を取ってきた教会は、組合派教会・バプテスト教会などである。 

 第三に、長老制。長老制を世の統治形態になぞらえていえば、共和制（寡頭制）にあたる。こ

れは少数のリーダーたちに主権を委ねて、この指導グループによって団体を指導するということ

である。共和制の長所は団体に安定感があるということである。民全員に質の高さを求めること

は困難だが、少数のリーダーであれば質の高さを得ることは比較的可能であるからである。そし

て、少数のリーダーが同等の権限をもって牽制しあうので、極端に走って失敗することが少ない。 

 共和制の短所は、失敗は少ないが、成功も少ないということである。かりに指導グループのな

かの一人がすぐれた判断力を持っていても、他に同じ権限をもった愚鈍な人が数名いて反対すれ

ば、会議ばかりやっていて仕事は何も進まない。 

 長老制では宣教長老である牧師と信徒から選出された治会長老が小会を形成してそれぞれ同



等の権限をもって教会を治める。そして、複数の教会の長老たちが集まって中会を形成して、誤

りなくそれぞれの群れが治められるように会議をする。改革派教会では長老主義こそ聖書的な教

会統治の制度であると理解している。また長老制は人間の罪理解に基づいた制度ともいえる。人

は徹底して罪深い者であるから、誰かに権限が集中すれば大きな過ちに陥る。そこで長老制では、

その権限が分散するように仕組まれているのである。 

 
Ⅸ．アナバプテスト・会衆派・バプテスト 

 

 今日、バプテスト教会はプロテスタント諸教派のなかで最大のもののひとつである。今回は、

１７世紀に始まったバプテスト教会とその先駆的存在としての１６世紀宗教改革のアナバプテ

スト、英国の会衆派を扱いたい。 

 

１．アナバプテスト（再洗礼派）－－聖く傷なき教会を求めて 

（１）沿革 

 再洗礼派はツヴィングリの宗教改革に対して不満を抱いた人々によって始まった。彼らがツヴ

ィングリと違っていたのは、キリスト者の信仰は霊的な覚醒によって体験され、その聖い生活に

よって表現されるものだということだった。ツヴィングリは宗教上の統一が国家の政治的統一の

基本だというコンスタンティヌス帝以来の伝統的な考え方に立っていたが、再洗礼派は国家イコ

ール教会という体制に組み込まれることを拒否し、むしろ、自由な礼拝共同体として自分たちだ

けの集会の形成を希望したのである。教会史において、教会と国家の分離を主張した最初の運動

がこの再洗礼派の運動といえる。再洗礼派としてはメノナイト、フッタライト、スイス兄弟団が

あり、米国のアーミシュはこの流れのなかにある。 

 しかし、再洗礼派の主張は教会＝国家体制を常識とする教会から受け入れられず、新旧両教会

から激しい迫害に遭い、あまたの殉教者を出すことになった。 

 

（２）聖く傷なき栄光の教会を 

 再洗礼派の理想は「聖く傷なき栄光の教会」を地上に実現させることにあった。彼らには、理

想実現にとって一番の障害は幼児洗礼であった。自覚的に信仰告白もしないうちに授けられる幼

児洗礼が、名ばかりのクリスチャンを大量生産していると見たのである。再洗礼派の解釈によれ

ば、新約聖書には幼児洗礼の根拠がなく、教会の伝統にすぎない。そこで、自覚的信仰告白者に

授けられた洗礼だけを有効とし、幼児洗礼を受けた者に再び洗礼を施したので、再洗礼派とあだ

名されたのである。もっとも彼らにとって幼児洗礼は無意味だったから、「再び」洗礼を授けて

いるという意識はない。 

 彼らが「きよく傷なき栄光の教会」を実現させるために重視したもう一つのことは、教会戒規

であった。スイス再洗礼派の「シュライトハイム信仰告白」では、第一条項は洗礼であり、第二

条項の「放逐」と第三条項の「聖餐」は戒規にかんすることで、それぞれ除名、陪餐停止につい

て述べている。また、「シュライトハイム信仰告白」は第四条項では堕落した「世との分離」を

述べ、第六条項には教会は剣に象徴される権力・武力との分離すべきことを述べて、キリスト者

は官職についてはならず、剣に対しては無抵抗絶対平和主義を貫くべしとした。また、第七条項

では国家が要求する宣誓も拒否するとした。 

 以上のように、聖さを熱望する再洗礼派は「山上の垂訓」の実践を志し、そのために名ばかり

の信徒の排除・この世からの分離をした。しかし、幼児洗礼否定・宣誓拒否・官職拒否はキリス



ト教国家の意義そのものを否定するものとも見られたので、アナバプテストは新旧両教から激し

い迫害を受けた。しかし、彼らの多くは無抵抗絶対平和を貫いた。現代ではこの精神は、「良心

的兵役拒否」の実践につながり、欧米では「良心的兵役拒否」はアナバプテストの人々の正当な

権利とみなされるに至っている。 

 

２．会衆派教会（独立派・組合派教会） 

 宗教改革の影響は英国にも及んだ。英国には、十四世紀にすでにウィクリフという急進的な反

ローマの主張者が出ていたが、十六世紀になって国王ヘンリー八世の離婚問題をきっかけとして

英国教会は、ローマ教皇の支配権を拒否して国王を首長とすることになる。英国教会（聖公会）

は大陸の宗教改革とローマ教会からと左右両方から批判や影響を受けながら中道（via media）

の歩みをして行くが、特にジュネーブの宗教改革の影響を受けた人々が国教会の中途半端な改革

を批判して、ピューリタン運動を展開する。このピューリタン運動のなかに長老派・会衆派・バ

プテストが含まれる。会衆派は別名、独立派また組合教会とも呼ばれる。 

 会衆派の祖ロバート・ブラウン(1550-1633)は、真の教会は自覚的に信仰告白をし、き よい生

活を営むキリスト者によって構成されること、会衆は神と人々との契約によって結ばれること、

教会は国家から独立していること、各個教会はそれぞれ独立した自治権を持つことなど、会衆派

の原則を明らかにした。これらの原則は国教会の存在を根本的に批判・攻撃するものであったか

ら、国教会側からの激しい迫害を受けることになり、多くの殉教者がでる。こうした迫害のなか

で、会衆派教会は信仰の自由を求めて、オランダへ、また新大陸へと移住を決行し、それぞれの

地に会衆派の教会を設立することになる。一六二○年十二月に新大陸プリマスに上陸したピルグ
リム・ファーザーズの名はあまりにも有名である。新大陸にわたった会衆派はニューイングラン

ドに多くの教会を設立し、国内・国外伝道に熱心であり、また、一般教育でもハーバード、エー

ル、アモスト、オベリンなどの大学を設立した。他方、英国に残った会衆派は十七世紀に清教徒

革命の中核勢力となって、一時期、英国に共和制を実現した。 

 日本では米国からの宣教師によって日本組合基督教会が明治一九年（一八八六年）に設立され、

昭和一六（一九四一）年の日本基督教団成立以後、これに含まれることになった。一般的にいっ

て、教職たちの多くは同志社大学神学部出身で自由主義的傾向が強い。 

 

３．バプテスト教会 

（１）沿革 

 ジョン・スミス（一五五四－一六一二）がバプテスト教会の創始者とされる。スミスは最初、

英国国教会の牧師であったが、後に会衆派の牧師となって迫害を受け、その中でオランダに移住

する。上述のように、会衆派の教会観はアナバプテストに通じる所が多い。教会観は彼はオラン

ダ亡命中にアナバプテストのメノナイトの影響を受けた。やがて彼は幼児洗礼を否定し、自己バ

プテスマを行い、最初の現代バプテスト教会を設立した（一六○九）。しかし、スミスはメノナ

イトに移ったので、一六一二年にはヘルウィスはアルミニウス的立場の一般バプテスト教会を設

立し、一六三三年にはカルヴィニズム的立場による特定バプテスト教会も設立され、バプテスト

は熱心な宣教によって英国各地にひろがり、長老派・会衆派とともにプロテスタントの三大教派

の一つとなった。 

 米国のバプテスト教会の歴史は、英国から移り住んだＲ．ウィリアムズの設立による（一六三

九）。米国でのバプテストの発展は、英国におけるよりもさらに急速であり、後述するような伝

道者たちを輩出して、米国における最大教派を形成することになった。 



 

（２）再生的信仰－簡易信条－宣教の情熱－会衆政治 

 バプテストの特徴の根本は、再生した信徒はキリストと直接にリアルに結びついているという

信仰である。それは聖書と伝統との峻別として現れる。バプテスト教会は神学的には正統的で三

位一体やキリストの二性一人格を告白した古カトリック信条を認めている。しかし、バプテスト

教会はことばによって定式化された伝統・教理というものは、キリストにあってなされた啓示に

対する生き生きした信仰を形骸化させるのではないかという警戒心を持っている。そこでルター

派や改革派が持つような整備された本格的な信条をあえて持とうとはせず、簡易な信条を持つに

止める。 

 この姿勢はバプテスト派に対する肯定的な見方からいえば神学的な穏健さ、否定的な立場から

見れば中途半端さとして現れる。バプテスト教会の中にはアルミニウス的（半ペラギウス的）立

場とカルヴィニズム的（アウグスティヌス的）立場が混在している。カルヴィニズム的というの

は神の予定を強調する立場であり、アルミニウス的というのは神の予定の教理をゆるくして人間

の主体性を強調する立場である。邦訳されているＨ．シーセン『組織神学』は穏健カルヴィニズ

ムに立って書かれている。 

 神は、むしろバプテスト教会に神学的厳密さへの熱心よりも、宣教への熱心という賜物を授け

られたといってよいだろう。明確な回心を強調するバプテストのなかから、救霊への情熱にあふ

れた者が出てくるのは当然であった。英国に十七世紀に現れた『天路歴程』の著者ジョン・バン

ヤンの宣教への不屈の闘志にせよ、十八世紀米国の信仰覚醒運動の指導者ジョナサン・エドワー

ズの宣教にせよ、十九世紀のドワイト・ムーディにせよ、また英国のスポルジョンにせよみなバ

プテストの伝道者たちである。また、「近世海外宣教の父」と呼ばれインド宣教に立ち上がった

ウィリアム・ケアリ（一七六一－一八三四）も、ビルマ宣教に挺身したアドニラム・ジャドソン

（一七八八－一八五○）もバプテストの信仰者であった。彼らの神学的立場には幅はあるが、そ

の宣教の情熱については一致するものがある。二十世紀最大の大衆伝道者と呼ばれるビリー・グ

ラハムもまた、南バプテスト教会の人である。 

 バプテストの救霊への情熱の根本には、その自覚的信仰告白の強調・再生者洗礼の実践がある

といって良い。宣教の歴史を振り返るとき明らかなことは、福音宣教に時には組織も必要かもし

れないが、福音宣教にとってはるかに重要なのは人だということである。キリストにある救いに

感激し命を惜しむことなく捧げた御霊に満たされた人、これこそ福音宣教の力であった。 

 バプテストは、信徒は直接にキリストに結び付いていると固く信じている。キリストと信徒の

間に教職者や組織や儀式が入り込むことを極度に嫌う。これは、ルターが新約聖書に発見した「信

徒皆祭司」という原理である。ルターは信徒皆祭司主義を提唱はしたが、ルター派教会において

は教職制や儀式がかなり強調されているので、「信徒皆祭司」という原理はかなり観念的なもの

に止まっているといわざるをえないだろう。また改革派では信徒皆祭司の原理はもっと実を持っ

ている。たとえば信徒から選挙で選ばれた治会長老とよばれる役員が、必要に応じて説教をする

ことも認容される。しかし、改革派は神学的厳密さを重んじるので、みことばの教師の資格には

相当の訓練と知識が必要とされるので、一般信徒が直接宣教に携わることには障害がある。やは

り宣教は教職者がすることだという空気が一般的には強い。しかし、バプテスト教会は、神学的

厳密さよりも聖書を介してキリストと直接結び付く回心が重んじられるので、信徒がかなり自由

に宣教に携わることができる風土、御霊の賜物が自由に用いられるという素地がある。 

 信徒がキリストに直接結び付いているという信仰は、バプテスト教会の教会政治のありかたに

決定的な影響を及ぼしている。バプテスト教会は会衆制をとり、牧師は各教会の会衆が招聘する



のである。教会における主権者はもちろんキリストであるが、キリストから教会の統治のために

主権を委託されているのは会衆なのである。また、各教会は独立しており、監督制のように、各

教会を超える上部機構からの制約を受けることに対して、強い抵抗感を持っている。 

 しかし、バプテスト教会は、先駆者であるアナバプテスト教会とちがって、国家的責任につい

ては、他のプロテスタント諸教派と同じように積極的姿勢をもっていて、信徒が権力ある立場に

つくことや、国民的義務として兵役につくことに反対はせず、むしろ積極的である。この点、英

国では清教徒革命を、米国では新国家を建設した会衆派の流れを引いている。しかし、同時に、

信教の自由を求め、教会の国家からの自由を主張する点では、バプテストは先駆者アナバプテス

トに劣るものではない。 

                                                                 

（３）バプテスト教会の課題 

 地上における教会がどんな立場であろうと課題を持つように、バプテスト教会にも固有の課題

がある。たとえばバプテストの場合、自覚的信仰告白者に対する浸礼のみを有効と考えるが、そ

うであるとすると、教会における児童はどのように位置づけられるのかということである。 

 もう一例あげると、各個教会独立の原理が、キリストの教会の見える一致ということとどのよ

うに調和するのかということである。厳密に各個教会の独立・自律を主張すれば、一地域教会が

一教派ということになってしまい、これでは悪しきセクト主義ということになってしまうだろう。

そこで、バプテストは各個教会主義を原理としつつも、同系統の教会で連合の形を取って、宣教

上の協力や伝道者養成の協力などを行ってきた。 

 バプテスト教会は、根本的にたいせつなのは生けるキリストとの交わりであるとするころから、

よく言えば神学的柔軟さ、悪く言えばいいかげんさを持っており、それが宣教の上では有利であ

った。上述の課題の解決の上でも、他の立場からは「便宜主義的だ」という批評もあろうが、こ

の柔軟さがバプテストの強みということができよう。             

 
Ⅹ.プロテスタント正統主義 

 

 十六世紀はプロテスタント宗教改革時代であり、十七世紀は宗教改革の成果を体系化して確立

したプロテスタント正統主義時代とされる。 

                                                                       

１．死せる正統主義か黄金時代か？                                                

  ルタ－、カルヴァンを初めとする改革者たちが次々に登場した時代の後には、当然のごとく、

この宗教改革の成果を復元再生し、歴史上の重要文書資料を網羅し、驚くべき熱心さをもって聖

書の教えを系統立てる神学運動が始まった。論敵として想定されたのは、一つにはローマ教会で

あり、また、他派のプロテスタントであった。この時代の神学は、その後のプロテスタントの規

範となっていくので、プロテスタント正統主義（オーソドックス）という。 

 この正統主義神学運動は、ルター派教会と改革派教会において展開されて、それぞれ大部のプ

ロテスタント組織神学の体系が形成された。ところが、自由主義神学の立場からする教理史や教

会史の見方では、一般に正統主義神学はすこぶる評価が低い。そのわけは自由主義神学は人間実

存の生命感とか個性を重んじるのに対して、正統主義は前世紀のオリジナルである宗教改革者の

体系化による複製にすぎないと見られるからである。また、自由主義神学は十八・十九世紀の啓

蒙主義の哲学に基づく歴史学や文献批評学を前提として用いているのに対して、正統主義神学は

これらを知らない時代の産物にすぎないとされるからである。 



 しかし、正統主義時代に完備された神学的弁証は、事実上、福音主義神学の直接的なルーツで

ある。例えば改革派神学の基本的テキストであるＣ．ホッジ（一七九七－一八七八）の『組織神

学』はスイスの正統主義の代表的神学者の一人トゥレティーニ（一六七一－一七三七）の『組織

神学』を土台としているし、ホッジの『組織神学』をもとにバプテストのＡ．ストロング（一八

三六－一九二一）の『組織神学』は書かれ、邦訳もあるＨ．シーセンの『組織神学』はホッジや

ストロングをもとにして書かれている。福音派の事実上の頭（mind）のルーツは、正統主義神学

にあるといってよい。福音派は大ざっ ぱな言い方をすれば、正統主義のマインドと、次回に学

ぶ敬虔主義運動のハートから成っている。 

 正統主義神学を高く評価すべき、もう一つの訳は、自由主義神学が前提とする啓蒙主義哲学に

問題があるからである。啓蒙主義の哲学は理神論的なものであって、キリスト教的なものではな

い。理神論とは「神による創造は認めるが、それ以後、神は世界に関与せず世界は自動機械とし

て動いているので、奇蹟も啓示もありえない」という世界観である。この理神論に基づく文献批

評学・歴史学が「学問的」だからといって、聖書の本文研究に適用するという矛盾を自由主義神

学は犯している。正統主義神学は改革者たちと同様、聖書的な神観と世界観に基づいて神学と構

築している。すなわち生ける神が万物を造り、この神は世界を保持し御旨にしたがって奇蹟や啓

示をなさるという世界観である。こちらの方が、自由主義の二元論よりもよほど筋が通っている

のである。 

 

２．信条の輩出 

 宗教改革時代から正統主義時代は、また、多くのプロテスタントの信条が作成された時代であ

った。 

教会史上、多くの信条が次々に生み出された時代というのは、二つの時代に限られている。第

一は、古カトリック教会の時代であり、第二はプロテスタント宗教改革とその直後の時代である。 

 正統主義のプラス面としては、カトリック教会に対して、聖書的真理を明確に教会のことばと

して語ろうという意識が働いていたということである。 

 マイナス面としては、聖書が今も語りかける生ける神のことばとしてではなく、信条の証拠テ

キストの集成というような読み方がされるようになってしまったきらいがあるということであ

る。 

 特にルター派においては神学論争そのものが激しくなり、正統教理のみを強調し、正統実践を

軽んじる嫌いがあったので、生き生きとした敬虔が失われたと言われる。改革派圏内では正統教

理と正統実践はふたつながら常に強調されたといわれる。 

 

３．予定論論争（アルミニウス論争） 

 改革派圏内において起こり、今日のプロテスタント教会にまでずっと尾を引いている重要な神

学論争に、アルミニウス論争（予定論論争）がある。 

 オランダの神学者アルミニウス（一五六○－一六○九）は、カルヴァンの弟子を自任していた

が、カルヴァン主義の予定説に疑念を抱くようになった。彼は予定が聖書的教理であることは疑

わないが、その神が人を予定する根拠は予知に基づくと考えた。ここに予定論論争が起こった。

アルミニウスは論争のさなかに逝去するが、彼の教説を支持する人々は「抗議書（レモンストラ

ンティア）」を提出した。彼らが否定したカルヴァン主義予定説の五点は、英語ではしばしば頭

文字を取ってＴＵＬＩＰ（チューリップ）と呼ばれる。 

 



（１）聖書における予定説 

 「神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々に

はさらに栄光をお与えになりました。」ローマ８：３０ 

 このみことばは人の救いの順序について、あきらかにしている。それは、＜予定－召し－義認

－栄光付与＞という順序である。予定とは、「すなわち、神は私たちを世界の基の置かれる前か

らキリストのうちに選び、御前で聖く、傷のない者にしようと定めておられた」（エペソ１：４）

ということにほかならない。世界の基の置かれる前、つまり、万物が創造される前に、神はすで

にキリストの民となる者をみこころのうちに定めておられたというのである。 

 

（２）アウグスティヌス－ルター－カルヴァン 

 パウロ以後では、まずアウグスティヌスが予定の教理をあきらかにした人物である。アウグス

ティヌスはペラギウス論争において予定の教理を明らかにした。ペラギウスはひとことでいえば

人は自力救済主義・功績救済主義者であり、これに対してアウグスティヌスは恩寵救済を徹底的

に論じたのであった。その恩寵救済論の究極的な主張こそ、予定の教理であったのである。 

 功績救済主義は、人はその善い行いによって神に認められて救われるという。そこで、恩寵救

済主義はパウロがそうであったように、「その子どもたち（エサウもヤコブ）はまだ生まれてお

らず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが、行いにはよらず、召してくださる

方によるようにと、『兄は弟に仕える』と彼女に告げられたのです。」という。つまり、善悪の功

績がその人が神に救われる基準でなく、ただ神の主権的な選びが人の救いの根拠だというわけだ。 

 

（３）ＴＵＬＩＰ論争 

 第一点は Total Depravity（全的堕落、全的無能力）である。アダムにあって人間は全的に堕

落しているので、救いにともなう善を意志することも、回心のために備えることもできないとい

うのがカルヴァン派の主張である。これに対してアルミニウス主義では、アダムにあって堕落し

た人間は神の怒りの下にあるものの、人間は自ら意志して神のわざに協力して神に立ち返る能力

を持っているという。 

 第二点は Unconditional Election（無条件的選び）である。カルヴァン主義では神は人間が

何を思い、何を言い、何をするかという条件によらず、その主権によって選びたまうという。ア

ルミニウス主義では、神はあらかじめだれがキリストを信じるかを見ておられ、その予知に基づ

いて信じる者を救いへと選ぶという。 

 第三点は Limited  Atonement（限定的贖罪）である。カルヴァン主義では、キリストは救い

へと選ばれた者のためにのみ贖罪のわざをなさったという。アルミニウス主義では、キリストの

贖罪のわざはキリストを拒む者のためにもなされたという。 

 第四点は Irresistable Grace（不可抗的恩寵）である。カルヴァン主義では、神が選んだ人々

を救うために聖霊を送られると、その人は神に抵抗することができずかならず回心するという。

他方、アルミニウス主義は、人間は救おうとする神の恵みに抵抗することができるという。 

 第五点は Perseverance of Saints（聖徒の堅忍）である。カルヴァン主義は聖徒は一度信じ

て救われれば、最後まで確実に信仰を保持して永遠の救いにいたるという。アルミニウス主義は、

一度救われた者が堕落し滅びることもあるという。 

 要するに、カルヴァン主義は救いにおいて神の主権と恵みを徹底的に強調し、他方、アルミニ

ウス主義は救いにおいて人間の主体性をある程度認めようという立場である。とはいえ、アルミ

ニウスはペラギウスのように人間の原罪の事実まで否定はしない。 



神学には三つの体系がある。第一は人間の全的堕落と百パーセントの神の主権的恩寵を主張す

るパウロ―アウグスティヌス－ルター－カルヴァンの体系であり、第二はその対極に当たる人間

の原罪を否定し、自力救済を主張するペラギウス－ソッツィーニ－リベラリズムの体系であり、

第三は両者の中間、つまり、原罪を部分的に認め、神と人が協力して救いが達成されるとする半

アウグスティヌス（半ペラギウス）－アルミニウスの体系である。 

 予定論論争それ自体はカルヴァン主義の勝利としておわり、アルミニウス主義の牧師たちは多

数追放され、上述五つの点を明確にしたドルト信条が出される（一六一九年）。ドルト信条は「死

せる正統主義」の産物という偏見をもって見られがちなのだが、実際にドルト信条自体を読んで

みると、実に、首尾一貫して論理は周到であるばかりでなく深い敬虔を感じさせるものである。

しかし、ドルト信条によって明確にされた厳格な予定の立場は自派を強固にすると同時に、他派

との協力を難しくするという結果をも生むことになったのも事実である。 

 他方、アルミニウス主義の神学的主張も生き続けて、近代プロテスタント諸派に影響を与えて

行くことになる。英国国教会のカンタベリー大主教という国教会の最高権威の座にあったウィリ

アム・ロード（一五七三－一六四五年）は、アルミニウス主義を国教会の立場として採用した。

そして、後に英国国教会から独立したメソジスト教会は、アルミニウス主義を継承し、メソジス

ト派から生まれてきたホーリネス、ナザレン、アライアンスなどもアルミニウス主義を継承して

いくことになる。バプテスト教会も、一般バプテストはアルミニウス主義を、特定バプテストは

カルヴァン主義を採用することになるのである。このように、近代プロテスタントの歴史におい

て、カルヴァン主義とアルミニウス主義の予定論論争は、教会・教派の分裂をも招き、今日もな

お決着がつかない。厳格なカルヴァン主義に立ったバプテストの説教者スポルジョンが、その主

張のゆえに、教会を二分することになったというのは有名な話である。 

 今日でも日本の福音派内で改革派系ときよめ派系の協力にはむずかしいことがある。予定論の

五点に関して、きよめ派系の諸教団は五点ともアルミニウス主義に立ち、改革派系の諸教団は五

点ともカルヴァン主義に立ち、バプテスト系は両者の中間に位置しているというぐあいである。 

 
ⅩI．正統主義・啓蒙主義・敬虔主義――――１７世紀から 18世紀の教会 

 

１．プロテスタント正統主義時代 

  正統主義時代の教会の問題点は、むしろ教会が互いに論争に明け暮れていたことにあるとい

うべきだろう。しかも、政治と教会が分離していなかった当時にあっては、神学的争いはそのま

ま政治的争いにつながっていたことが悲惨な結果を生んだ。うち続く宗教戦争によって、キリス

トの御名においておびただしい血が流されたのである。最後の宗教戦争となった三十年戦争が終

った一六四八年には、主戦場となったドイツの人口は、実に戦前から半減していたといわれる。

互いに「われこそは真理なり正義なり」とした宗教戦争の結果はなんだったか。キリスト教の信

用の失墜であった。啓蒙主義思想家たちは、プロテスタントであれカトリックであれ、キリスト

教に対して深い不信感をつのらせることになる。 

 古代ローマのコンスタンティヌス皇帝以来、国家為政者は国民の宗教を統制することによって、

民心の統一を図ることを基本的態度としてきた。しかし、長年にわたる宗教戦争にへきえきした

為政者たちは宗教に立ち入ることを忌避するようになる。「政教分離原則」である。 

 「政教分離原則」は、少数の信仰者の権利という観点から言い換えると「信教の自由」原則と

いうことである。「信教の自由」という概念が、日本ではしばしば誤解され「子どもにも信教の

自由があるから、子どもに聖書教育をしない。」などというキリスト者がいたりする。「自由」と



いう概念は「何からの」自由であり、「何への」自由であるかということが規定されて初めて内

容がはっきりする。キリスト者にとっての信教の自由とは、信教にかんしての国家的束縛からの

自由、神への服従への自由を意味する。キリスト者は、国家の束縛を受けず、神のことばに服従

して子弟に聖書教育をすべきなのだ。 

「自由」という概念が、今日、このように混乱しているのは、多くの人が啓蒙主義的な自由と、

聖書的な自由とを混同しているからであろう。そこで、次に正統主義時代に続く啓蒙主義につい

て学びたい。 

 

２．啓蒙主義－－迷信からの解放から理性崇拝へ 

 十八世紀は啓蒙主義思想の時代である。「啓蒙 enlightenment」とは暗闇に光をあてるという

意味である。暗闇とは中世的・封建的なものを意味し、光とは人間理性を意味している。啓蒙主

義者たちは人間理性を絶対の基準として、旧来の権威・制度・習慣・思想などはことごとく批判

し、これからの解放を目指した。批判の対象には、教会制度、そして聖書までも含まれることに

なる。 

 啓蒙主義思想の淵源として、Ｒ．デカルトを挙げておくべきであろう。ルネ・デカルト（１５

９６－１６５０）の時代は、宗教改革と世界の拡大と近代科学的知識の発見によってヨーロッパ

が土台から揺れ動いていた時代だった。すでに十六世紀にコペルニクスが地動説を唱え、それを

支持したガリレイやケプラーはデカルトの同時代人であり、一世代あとにはパスカルがいる。そ

のような時代のなかで、世界と人間についての確実な知識をデカルトは求めていた。 

 デカルトは若い日に中世的な「文字の学問」を学んだが、それらは彼にとってはまったく飽き

たらなかった。アリトステレスがこう言ったからといって、それが確実な知識であるとは彼には

認められなかったからである。デカルトにとって伝統や権威というものは、無意味であった。で

はデカルトは何を確実なものと考えただろうか。『方法叙説』の冒頭に良識ということばがでて

くるが、彼のいう良識とは理性のことである。デカルトにとって論理的理性を純粋に用いる幾何

学こそ確実な知識を提供するものと思われた。幾何学は、証明が無用の明晰判明な公理から論理

的に演繹することによって、諸定理を明らかにし、幾何学の真理体系を構築する。 

 そこで、彼は幾何学的方法を用いて世界観の構築を企てた。出発点として、まず証明不要の明

晰判明な公理を見いだそうとして、そのために彼は少しでも疑わしいものは、すべて疑ってみた。

いわゆる方法的懐疑である。まず感覚を通して得る知識には錯覚というものがしばしばともなう

ので、これを真実でないと仮定する。次に、幾何学上の単純な事柄もときには推理を間違えるこ

とがあるので、これも真実でないと仮定した。最後に夢と目覚めている時を区別する基準もない

ゆえに、自分の精神のなかにあるすべての観念は「神」をも含めて、幻想かもしれぬと仮定した。 

 すべてを真実でないと仮定した時にもなお、デカルトにとって疑い得ないことがただひとつ残

った。「我思うゆえに我あり」である。世界の実在性ばかりか、神の実在性までも疑ったとして

も、疑っている自分の存在は疑い得ないというのである。そこでデカルトは全ての真実な知識に

至るための公理を「我思うゆえに我あり」とした。デカルトにとって、「考える私」つまり精神

は、他の何者つまり身体（物質）にも神にもよらない自律的な実体であった。 

 第二に、デカルトはこの公理から神の存在を証明する。不完全な私という精神のなかに完全と

いう観念が存在する。原因は結果よりも大きいのだから、不完全な私が完全という観念を造るこ

とはできない。完全という観念を植えつけたのは、完全という観念よりも大いなるもの、つまり、

実在者である神以外にはありえない。第三に、外界の証明。完全者である神は誠実な者なので、

私に幻想を見せて物質世界としての外界があるかのように欺いているということはありえない。



したがって外界もまた実在する。 

 こうしてデカルトの世界観は、無限の実体である神は別格として、精神と物質の二元論とされ

る。かれは精神の本質は思考であり、物質の本質はひろがりであって、両者は干渉しあわないと

した。人間のみが精神と身体から成り、他のものはみな物質であるとする。だから、デカルトに

とって動物や植物そして人間の身体は機械にすぎないということになる。 

 こういうわけでデカルト的理性にとっては、伝統やそれに基づく権威は無意味なものであり、

また、自然界は単なる機械にすぎず、人間もその肉体に関する限りは機械にすぎないのである。

デカルト的理性はシンプルで強力であり、次の世紀のフランス革命において破壊的な力を発揮す

る。 

 フランス革命が、王を殺し教会を弾圧したことに見えるように、伝統をアンシャン･レジーム

として一切否定してしまうことができたのは、幾何学的真理のみが確かな真理であるとするデカ

ルト的理性によったからである。 

 現代日本の教育も基本的には合理主義的理性を絶対とし、中世を暗黒とする啓蒙主義教育であ

る。その証拠は、啓蒙主義革命の典型であるフランス革命が「自由・博愛・平等」という旗印と

ともに、異常に美化されていることである。実際には反キリスト教的色彩の濃厚なフランス革命

は、内ゲバだらけのずいぶん血なまぐさいものになってしまったものである。 

また、啓蒙主義的歴史観のお得意はガリレイ裁判である。今日でも科学史にはかならずガリレ

イ裁判が取り上げられて、キリスト教会こそは理性の光を妨げてきた迷蒙そのもののように教え

られる。実際には、ガリレイのみならずケプラー、パスカルなど十七世紀の科学者たちが、聖書

とならぶ「もう一冊の書物」としての自然を探究していたことを、まるで教えようともしないの

である。 

 とはいえ、一面では啓蒙主義にはキリスト教を中世的迷信から解放したという功績がある。た

とえば、この時代以前、カトリックもプロテスタントも精神病者や変人をすべて悪霊つきや魔女

と考えて、多くの人々を異端審問にかけて焚刑に処した。しかも、魔女狩については密告制度が

あったから、事実無根で魔女に仕立て上げられて、火あぶりにされてしまう者も多く、一つの町

や村が人口激減してしまう例もあったという。クリスチャンとして迷信的信仰に陥らぬため、森

島恒雄『魔女狩り』（岩波新書）は必読。啓蒙主義は、こうした迷信をことごとく消し去ってし

まった。ちなみに聖書によれば、精神病者の一部分は悪霊によるものであるが、彼らは焚殺され

るべき人々でなく、むしろ主の御名によって救われ、解放されるべき人々である。 

 しかし、残念なことに啓蒙主義は理性を神格化することによって、迷信だけでなく、まことの

生ける神と神のことばまでも否定してしまう。啓蒙主義が理性を神とする宗教であることは、フ

ランス革命において教会からマリヤ像が除かれて、理性の女神像が安置させられたというできご

とに象徴されている。かつて天皇制国家主義体制下の日本で、教会に神棚の設置が強制されたよ

うなものである。 

 啓蒙主義者の中には、急進的なフランスのサド侯爵のような無神論者もいるが、英国の啓蒙主

義者であるシャフツベリー卿やジョン・ロックや、その影響下にある米国建国の父ジェファソン

やフランクリン、またドイツの哲学者カントのように「神」を立てる者もいる。しかし、啓蒙主

義者がいう「神」とは人間の理性で納得できる枠内に閉じ込められた理神論（デイズム）の「神」

にすぎない。理神論の神とは、時計にとっての時計屋のようなものである。時計屋がいったん時

計を作ったら、時計はそれ自体の法則にしたがって機能しているように、啓蒙主義者の神はいっ

たん世界を造った後は引退して世界に手を出さず、世界はそれ自体の法則にしたがって運行して

いるという。事実上、人間は理性をもって世界を自由に支配できるというわけだ。当然、理神論



においては奇蹟も啓示もない。啓蒙主義者とはいわばサドカイ派である。主イエスは理神論者た

ちにいうであろう。「あなたがたは聖書も神の力も知らない。」と。 

 

 ここで自由の問題を取りあげておきたい。先に「信教の自由」に関連して、自由は「何からの

自由」と「何への自由」によって、内容がはっきりすると述べた。啓蒙主義者のいう自由と、信

教の自由を切望したキリスト者（特に国家教会主義に反対した自由教会主義者）のいう自由とに

は、表面的類似性と本質的相違がある。表面的類似性は、双方ともに権力の束縛からの思想信条

の自由を目指しているという点である。他方、両者の本質的相違とは、啓蒙主義者は理性の自律

への自由を目指し、キリスト者は神のことばへの服従を目指しているということである。啓蒙主

義者は中世的旧体制のもろもろの偶像に代えて、理性という偶像を持ち出した。他方、自由教会

主義のキリスト者は国家であれ理性であれ、いかなる偶像も拒んで、神のことばに従うことを目

指しているのである。 

 

３．敬虔主義運動と世界宣教 

（１）「敬虔なる願望」Pia Desideria 

 改革派正統主義においては常に正統教理とともに正統実践が強調されたのであるが、ルター派

正統主義においては教理的知識のみを重んじる傾向が強かった。そこで、ルター派正統主義の形

骸化に対するアンチテーゼが、その内部から生じることになる。フィリップ・シュペーナーに始

まる敬虔主義運動である。敬虔主義運動こそは、今日の福音主義信仰の直接的な意味で霊的ルー

ツである。 

 シュペーナーが『敬虔なる願望』という書物において主張しているのは、聖書を教義の証拠本

文の集成として読むのでなく、生活に密着したものとして読むべきだということである。正統主

義は逐語的霊感を主張しているが、その霊感された聖書を事実上、まるで教義学的体系構築の手

段のように扱っていた。シュペーナーもまた聖書の逐語的霊感を信じていたが、聖書を生活に密

着したものとして受容することを目指したのである。 

 また、彼は正統主義ではたぶんに単なる題目に終っていた万人祭司主義を実践に移した。万人

祭司主義は、すでにルターが新約聖書ペテロ前書に再発見して主張していたことであったが、ル

ター派教会では実際的には聖職者組織は特権的な位置を占めていた。これに対してシュペーナー

は信徒が家庭において信仰教育や祈りに携わり、教会運営にも参加することを励ましたのである。 

 また、シュペーナーは正統主義の頭だけの信仰を批判し、「心の宗教」「内なるキリスト」、再

生・聖化を強調して信仰生活における感情の機能も積極的に評価した。 

 さらに、彼は教理の純粋性は神学論争によってのみならず、敬虔な生活によって保たれるとし

た。正統主義が論争に明け暮れて悲惨な結果を残したことへの反省である。神学上の問題をあつ

かうにあたっては、「根本的必然的なことがらにおいては真理と一致を、根本的必然的でないこ

とがらにおいては自由を、そしてすべてのことにおいて愛をもって当たらなければならない。」

この原則は、今日でも重要な点であろう。 

 最後に、正統主義では説教壇が学識やレトリックの開陳の場のようになっているきらいがあっ

たが、シュペーナーは、説教は主のみことばを素朴かつ力強く語り告げ、滅び行く魂を救い、眠

れる魂を目覚めさせるものとした。 

 おそらく読者の多くは、シュペーナーの主張に親近感をもったのではないだろうか。我々、日

本のプロテスタント教会のルーツは敬虔主義運動にある。今日の福音主義神学は正統主義のマイ

ンドと敬虔主義のハートから成るということができようか。 



 

（２）世界宣教 

 敬虔主義のもう一つの重要な功績は世界宣教である。再生の恵みに感激したキリスト者たちは、

この福音を世界に伝えないで入られない。シュペーナーの影響で敬虔主義者となったフランケは、

教育方面で活躍したばかりでなく、ハルレ・デンマーク・ミッションを創立して多くの宣教師を

送り出し、ツィンツェンドルフはヘルンフートに外国宣教に熱心なモラビア兄弟団を組織した。 

 このモラビア兄弟団の影響を受けて再生的信仰を得たのが、英国におけるメソジスト運動の創

始者ジョン・ウェスレーであった。ウェスレーは形骸化した国教会がうち捨てていた産業革命時

代の疲弊した英国社会を福音宣教とそれにともなう社会運動によって再生した。ウェスレーの感

化を受けたＧ・ホイットフィールドは渡米して、Ｊ・エドワーズとともに米国の大覚醒運動を推

進した。そして、十八世紀半ばから十九世紀にかけて次々と伝道団体が誕生して世界宣教が推進

されていくことになる。開国した日本にプロテスタントの宣教が届いたのもこの時代のことであ

った。日本の教会が伝統的によくも悪くも色濃く敬虔主義的であるゆえんである。 

 ただし、国家との対峙と確執との多かった正統主義に対する反動として生じた敬虔主義的信仰

の弱点とは、信仰が個人主義的で、教会観、格別、国家と対峙するところの教会観が欠如してい

るということである。この事実と、先の戦争において、わが国の教会が天皇制国家体制下にあっ

て、国家神道の偶像崇拝に陥ってしまったこととは、おそらく無縁ではあるまい。 

 

 

 XII．自由主義神学 

 

１．頭は科学、心は信仰－－カント・シュライエルマッハー・リッチュル 

 十八世紀の啓蒙主義は自然も人間も自動機械と見なした。十九世紀、その無味乾燥な合理主義

に対してロマン主義が起こる。その神学版が自由主義神学である。そういうわけで、ロマン主義

には汎神論的雰囲気が強いが、かといって、ロマン主義者は決して啓蒙主義の理性を捨てたわけ

ではない。むしろ、頭で科学を用い、ハートでロマンを語ろうというのである。これを哲学の分

野で行ったのがカントである。カントは科学的な認識は感覚を通して得られる経験の世界におい

てのみ可能であるが、神・魂・自由は感覚的に経験できないので、科学的理性は現象界にのみ有

効で、道徳や宗教は扱えないと言った。 

 カントは、神の存在は科学的には証明できないとするが、道徳的な要請として神の存在を肯定

する。神が存在せずさばきもないとすれば、人は善行にはげむ気持ちになれないから、神が存在

することにしようというわけだ。カントの宗教とは道徳宗教であり、彼の理想は倫理的な目的の

王国だった。 

 カントの科学と信仰の二元論は、敬虔主義的な雰囲気の家庭に育ったことが背景にある。敬虔

主義は、ルター派正統主義の客観的教理主義への反動として始まった。敬虔主義は、信仰の本質

を学問的なものではなく、主観的で生き生きとした神との交わりを重んじた。カントにとっては、

もともと学と信仰は別世界のものだったのである。 

 自由主義神学の父シュライエルマッハーはカントの科学と信仰の二元論を枠組みとした。彼も

また敬虔主義のヘルンフート兄弟団の学校を卒業し、敬虔主義のハルレ大学に学んだという敬虔

主義の子であるが、長じてカントの影響を強く受け、さらにギリシャ古典に深く親しむ。彼は、

宗教の本質は教理体系といった知識ではなく、「絶対依存の感情」であるとした。「絶対依存の感

情」によって人は「宇宙」「無限」「一者」という超越的実在を直観し、自分自身もそれに含まれ



ていることを知るという。信仰者は、直観によって無限者に合一する神秘的体験をする。また、

彼は、キリストの十字架の死がわれわれの罪のために神の怒りを受けられた刑罰死であったこと

を否定し、キリストの血による贖いを魔術的であるとして否定する。こうしてみてくると、自由

主義神学の父シュライエルマッハーの宗教とは、「すべては神」という汎神論である。 

 リッチュルはカントの哲学を神学の土台とする。彼は科学と信仰の二元論を聖書研究に適用し、

聖書を超自然的啓示の書としてでなく単なる歴史資料として扱う。すなわち、福音書は神話的に

書かれたものだとし、ここから史的イエスを抽出し、イエスの倫理的人格を神の愛の歴史的な啓

示であるという。リッチュルにとってイエスは罪と死からの救い主でなく、人類にとっての最高

の倫理の教師にすぎない。イエスの述べた神の国とはカントのいう倫理的な目的の王国と同一視

されてしまう。みながイエスをモデルとして倫理的に完成された立派な人になることによって、

倫理的な社会が実現する。それが、すなわち神の国だというわけだ。みんなが自力でイエスのま

ねができるという楽観的人間観、楽観的歴史観が自由主義神学の特徴だ。 

 

１． ヘーゲル哲学と聖書高層批評 

 自由主義神学の聖書高層批評に影響をおよぼしたのは、ヘーゲルの哲学の弁証法の論理である。

弁証法というのは「正→反→合」の論理であり、ヘーゲルはこの弁証法の論理によって自然と歴

史と精神の生成・運動・発展が起こると主張した。たとえば、中世は神秘主義の時代だったが、

これを「正」とする。やがて、近世は「反」として合理主義の時代が来る。が、やがて、次に反

動として神秘主義的なロマン主義の時代が来るが、ロマン主義は単なる中世的神秘主義でなく合

理主義をも含んだより高度な神秘主義である。これが「合」である。このロマン主義の次にはま

た、より高次の合理主義の時代・・・と無限に発展していくというわけだ。弁証法の論理で一切

が生成発展するという哲学は、多くの知識人の魂を魅了した。神学者も例外ではなかった。 

 原始キリスト教の形成を、弁証法の論理で解釈し聖書批評学に応用したのが、チュービンゲン

大学のバウルである。彼はまず、初代キリスト教会にはナザレのイエスから直接の教えを受けた

律法的なペテロが「正」としてあったが、これに「反」として反律法・恩恵主義のパウロが対立

し、やがて、両者の対立が乗り越えられ、融合されることで恩恵と律法を説く原始キリスト教が

成立したという。つまり、「合」である。しかも、バウルは聖書の各文書の成立年代をこの弁証

法の枠から推断した。つまり、その文書の思想内容からその手紙の古さを測定したのである。 

 弁証法の論理から、恩恵救済を力説するガラテヤ書、ロマ書、コリント書はパウロ自身の真筆

だが、他の恩恵救済を強調していない「パウロ書簡」はパウロの真筆ではなく、ペテロ党とパウ

ロ党の対立が破棄・融合されて成立した原始キリスト教会がパウロの名を用いて作った偽作だと

断じてしまう。弁証法の論理が、聖書本文よりも上に位置づけられているのである。他方、ヴェ

ルハウゼンを代表とする旧約聖書の高層批評には進化思想の影響が著しい。 

 

２． カントのまちがい 

 科学的理性は現象世界を扱い、神や魂にかんすることは心の問題である。そういわれると、な

るほどと納得してしまうのが多くの現代人ではないだろうか。つまり、多くの人は知らずしてカ

ントの影響を受けてしまっているのである。聖書の高層批評にも、カントの科学と信仰の二元論

が働いている。つまり、聖書本文は現象世界の現象なので、聖書は科学的方法をもって取扱うべ

きであり、信仰の世界は別に確保するという構造である。しかし、彼らのいう「科学的」という

のは、実は「自然主義的」ということなのだ。つまり、自然主義者にとって、自然は神も介入で

きない閉鎖した系である。自然主義的に見れば奇蹟も啓示も起こり得ないのだから、聖書の奇蹟



はみな架空の神話的表現と見なされる。 

 カントの神は、信仰・宗教の世界に閉じ込められていて、現象界に介入して奇蹟を起こすこと

も、啓示することもできない、死んだ神なのである。彼の枠組みによれば、現象世界に起こるこ

とがらはすべて自然現象であり文化現象なのである。したがって、カントの認識論の枠組みにし

たがう聖書学者たちは、聖書も現象世界に生じたひとつの文化現象・歴史文書としてあつかうわ

けである。 

 主イエスは合理主義のサドカイ人たち対することばを、自由主義神学者に向かっておっしゃる

だろう。「そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではありませんか。」（マ

ルコ十二：二四） 

 

３． 自由主義神学のつまづき 

 自由主義神学は西洋文明によって、世界は進歩していくという楽観的な時代の空気のなかに生

まれた。人間の当面の不完全性もキリストを模範とすることによって克服され、地上には神の国

が到来すると信じたのである。ところが、二十世紀になり二つの世界大戦によって、人間と文明

に対する楽観主義は決定的な打撃を受けてしまい、一般の思想界においてもシュペングラーの

『西洋の没落』というような本が登場する。近代と現代の世界ではともに科学的合理主義が支配

的であるが、近代人と現代人には違いがある。それは、近代人においては科学が人類と世界を幸

福にすると信じられたが、現代人はもはやそんな楽観ができなくなり、科学が人類と世界を破滅

に導くであろうという予感を持っているということである。科学に絶望を感じながら、科学にし

がみつき、神秘的世界へ逃避しているのである。 

 こうした時代思潮の変化とともに、イエスを道徳の模範とあおぐような自由主義神学は没落す

る。その没落を告げた神学者がカール・バルトであった。彼は『ロマ書』によって、みことばの

神学への回帰を告げた。わずかな紙数でバルトを論じるのは乱暴きわまりないし、能力的にも不

可能だが、ただ聖書信仰の立場から言っておけば、バルトはなおカントによる科学と信仰の二元

論の枠のなかにおいてしか思考できなかったという限界を持つと思われる。バルトの盟友ブルン

ナーは聖書信仰者にとって聖書が「紙の教皇」となってしまっていると揶揄した。しかし、バル

ト自身は聖書に密着して釈義し神学を論じるので、彼の主張はたいてい伝統的神学と重なるのだ

が、その客観的土台がない。彼にとって聖書は客観的に神のことばであるわけではなく、聖書を

神のことばとするのは信仰者の主体的決断なのである。 

 聖書における文書啓示という客観的基盤がないから、バルトとともに弁証法神学というグルー

プに入れられるブルンナー、ブルトマン、ティリッヒといった神学者たちは、主張することがま

るでバラバラである。筆者の大ざっぱな印象でいえば、バルトはずいぶん保守的であり、ブルン

ナーはかなり保守的で参考にはなる。しかし、「非神話化」を主張するブルトマンは非常にリベ

ラルで、論外。またティリッヒになると、キリスト教というよりグノーシス主義哲学である。聖

書を前にして、神学者がそれぞれの主体的決断によって信じたいことを信じるという原理が、こ

のような状況をもたらすのではないだろうか。 

 聖書は神のことばであるという信仰告白。我々はこれを土台にしたい。 

「草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神のことばは永遠に立つ。」イザヤ四十：八     

 

５．その後のエキュメニズム派の動向 

－－「神の死」の神学、宗教多元主義、解放の神学――― 

（１）「神の死」の神学                                                             



佐世保教会牧師 深澤奨による  

「６０年代の半ばから、キリスト教神学の世界に、『神の死の神学』という思想が現れた。Ｈ・

コックスは中世以来、支配の道具として機能してきてしまったキリスト教を省み、神が不正に満

ちた現状を維持するために神が用いられていることを嘆く。神の名によって社会正義が実現され、

人が互いに尊重しあって平和に生きるようになるのではなく、反対に戦争が正当化され、差別や

抑圧が固定化される。もしそのような神が「神」と呼ばれているならば、そのような神はむしろ

死ぬべきであると、そして現代人は神について語るのをやめるべきだと彼は語る。 

Ｗ・ハミルトン、Ｔ・オールタイザーの二人は共著で『神の死の神学』という本を著した。そ

こで彼らはまず、現代の世界に起こっている多くの事柄は、神の存在を否定するかのように、悲

惨を極めていると指摘する。アウシュビッツや広島・長崎という悲劇は、神などいないと思わせ

るに足る出来事ではないかと。そして彼らは、このような現実の中では、教会に行っても、聖書

を読んでも、神学書を開いても、神とか信仰とか教会といったものから疎外感を感じさせられ、

空々しさを募らせるばかりだと、まことに正直なことを言う。そしてそういうキリスト教におい

ては、信仰というものが世俗の問題と切り離されて、世俗の世界がどんなに悲惨であっても、心

が平安に満たされ、聖なる領域に高められることこそが救いであるなどと説かれるようになる。 

一般的に宗教というものは、俗なるこの世、俗なる人間が聖の領域に引き上げられ高められる

ことを救いとする。ところがキリスト教は本来そうではないはずだ。逆に聖が俗になること、聖

なる神が俗の中に人間として宿り、死にたもうたことを福音として主張するのがキリスト教では

ないか。イエスの苦しみと死は、その意味で、神が自らその超越性を否定して、徹底的に世俗世

界に内在化したことに他ならないのだと、この『神の死の神学』の提唱者たちは主張した。キリ

ストの神は、十字架の死によって聖の領域を捨て、この世俗的世界の直中に入ってきてくださっ

た。そしてこの世俗の暗さ、痛み、苦しみの中に生き続けておられる。それゆえにキリスト者は

自らも世俗的人間となって、この世界に自分を与える者とならねばならない。これが『神の死の

神学』の主張である。」 

その提言には耳を傾けるべきことがある。今日、米国のキリスト教会が戦争を好む国家の道具

となっている体たらくはなんたることか。それはコンスタンティヌス帝のミラノ勅令以来の問題

なのである。ただ、その土台を聖書に求めずヒューマニズムに求めるところに問題あり。 

 

（２）宗教的多元主義 

 ジョン・ヒック、ポール・ニッター、八木誠一 

背景：世界に頻発する戦争、特に宗教戦争が人類と地球を滅ぼそうとしているという認識。ま

た、産業革命以来の環境破壊で地球は危機的状況にあるという認識。世界の諸国諸民族がたがい

に融和するためにこそ、宗教は奉仕すべきであると考える。 

包括主義から多元主義へ：包括主義では、どんな宗教でも信じていれば、それなりにキリスト教

の神に近づけるとした。多元主義は、キリスト教の神にこだわらず、仏教でもイスラム教でもな

んでもよい。信じれば、真実在に至りうるとした。｢分け登るふもとの道は多けれど、同じ高嶺

の雪を見るかな｣というのである。 
 宗教的多元主義というのは、汎神論的な異教であって、キリスト教ではない。 
 
（３）解放の神学・フェミニスト神学  
第 2ヴァティカン公会議以降にグスタボ・グティエレスら主に中南米のカトリック司祭により
実践として興った神学の運動。キリスト教社会主義の一形態とされ、民衆の中で実践することが



福音そのものであるというような立場を取り、多くの実践がなされている。中南米のプエブラ司

教会議でも支持されたが、階級的視点などにおいて「マルクス主義方法論をベースにした共産主

義」と意図的にも無知からも混同されて中傷される事も多く、各国で政府側からも反政府側から

も司祭やシスターなどが暗殺される事が多い。一方でフィリピンやインドネシア、東ティモール、

ハイチなどでは実践が重ねられている。その神学論理の一部については同じ立場を取るプロテス

タントの新正統主義神学、フェミニスト神学、プロセス神学などと同様にバチカンからは拒絶さ

れている。 
＜｢解放の神学｣の政治的背景＞ 
 米帝国主義は南アメリカを食い物にしてきた一例をあげる。1954 年グアテマラ大統領アルペ
ンスが追放された。アルペンスは憲法に基づいて民主的な手続きを経て選ばれた大統領だったが、

アルペンスがすべての政党を合法化し、弱小な共産党をも認知したことと、農地改革を始めると

米国が CIAが動いた。当時グアテマラでは 3パーセント未満の地主が 70パーセント以上の農地
を所有していた。そこで彼は自分の身内の土地を含む１５０万エーカーの土地を国有にして小作

人に与えた。ところが大地主であった米国の大企業ユナイティド・フルーツは、グアテマラをず

っとバナナ王国にしておきたかった。そこで、米国大統領はアルペンス大統領政権打倒指令を出

す。CIA は首都を爆撃しアルペンスは国外に逃亡。その後に登場したのは米国の操り人形アル
マス大佐。以後、グアテマラ国民は軍事独裁政権の下に苦しみ、10 万人が弾圧されて殺害され
た。 

1963 年ドミニカ、1964 年ブラジル、ボリビア、これらの政権の転覆の企てはすべて CIA に
よる。また、1973 年チリにアジェンデ大統領が合法的な選挙で立った時、ニクソン大統領は言
った。「チリ国民が選んだアジェンデ大統領を米国は認めない」。そして、CIA はクーデターを
起こさせ、ピノチェト軍事政権を傀儡政権として立てた。 

1989 年に父ブッシュ大統領は、パナマのノリエガ将軍を逮捕した。ノリエガはもともと米国
にある暗殺者学校 The School of the Americansで訓練された。この学校の目的は、米国の傀儡
政権に民衆運動の弾圧のノウハウを伝授することにある。軍諜報本部長で 1960 年以来 CIA か
ら給料を受け取り、父ブッシュが CIA 長官になったときノリエガを工作員として引き継ぎまし
た。麻薬関与の証拠があったにも拘らず、ブッシュは彼を引き渡さず年俸を 10万ドルに引き上
げました。CIA 長官だった父ブッシュはノリエガの中南米撹乱協力の見返りに、コロンビア産
コカインの密輸入を秘密裏に容認していた。ところが、1984 年ノリエガが中南米の首脳を集め
てコンタドラ平和会議をし、米国のラテンアメリカへの介入の終結を呼びかけ、当時のレーガン

政権を怒らせる。ノリエガを散々利用してきた父ブッシュは、自ら大統領になるや手のひらを返

して「ノリエガは麻薬取引容疑で起訴中のパナマの独裁者だ。ノリエガを公正にさばき、追放し、

民主主義をパナマに復活させたい。」といいました。1989 年 12 月 20 日、父ブッシュ大統領の
命令で 2 万６千人の軍隊をもって 500 人の守備隊しかいないパナマを侵略しました。しかも、
人口密集地域の武器を持たない貧しい一般市民の住宅地を爆撃し 2万人のパナマ人が家を失い、
女性や赤ん坊までも含む 4000人以上を虐殺し、大きな墓穴を 15個掘ってこれを埋めて隠した。
しかも、父ブッシュ大統領はこれらの情報を厳しく統制して隠し、議会で言った。「独裁者は逮

捕され、パナマに民主主義が回復した。」議場は、大統領を称えるスタンディング・オベーショ

ンだった。侵略が終えて一ヵ月後、パナマ人は大きな遺体捨て場となった例の１５の穴を発見し

た。掘り返された穴は、おびただしい死体の山。泥にまみれた小さな幼児服に包まれた遺体は見

るもいたましいものだった。今日では、ベネズエラのチャベス大統領は米国の介入に対して懸命

に抵抗している。 



＜概要＞ 
「解放の神学」は特に社会正義、貧困、人権などにおいてキリスト教神学（概ねカトリック）

と貧困の視点から神学するというその神学（例えば神の語りかけ）にある。ジョン・ソブリノ

S.J. によれば、貧困は神の恵みへの特権的な通路である。フィリップ・ベリマンによれば解放
の神学は「貧苦と闘い希望を持つ者のキリスト教信仰の解釈であり、社会とカトリック信仰、キ

リスト教への貧者からの批判」である。 
「解放の神学」では解放者としてのイエズスに焦点をあてる。聖書の中でも解放者、正義をも

たらす者としてのイエズスの使命について書かれた記述を強調する。多くの解放の神学者はマル

クス主義から階級闘争などといった概念を借用する。 
 我々は「解放の神学」をどう評価すべきか？キリスト教がコンスタンティヌスのミラノ勅令以

来、体制擁護のための御用宗教になってきたことへの批判を受け止めるべきである。聖書はロー

マ書 13 章で国家の積極的意義を告げると同時に、黙示録 13 章では国家権力の悪魔性を語るし、

またヤコブ 4章では金持ちの貪欲の罪を戒めている。米国のキリスト教会は帝国主義･拝金主義

化した政府を支持して来たことを悔い改める必要である。 

しかし、「解放の神学」の問題点は、「社会的解放イコール福音」という非聖書的な考えにある。

解放の神学、フェミニスト神学においては、「人権」が神の位置にある。 

 

XIII．国家と自由教会 

 

１．国家権力と自由教会 

 自由教会主義というのは、国教会制度のある国々において、国教会とは別に、政教分離の立場

を堅持して、教会が聖書・信仰告白という教会自体の権威によって自治されるべきだという立場

を意味している。＜国家権力からの教会の自律＞が自由教会の自由である。今日、会衆派、長老

派、メソジスト、バプテスト、クェーカー、福音派など多数のプロテスタントは自由教会主義に

立っている。 

 自由教会主義における自由は、神のことばへの服従を目指している。自由主義神学が聖書から

も自由だと言っているのとは正反対である。この意味での自由は、次の『ウェストミンスター信

仰告白』第二十章第二項に明確に定義されている。 

 

 「神のみが良心の主であり、神は、何事においてもみ言葉に反し、あるいは、信仰と礼拝の事

柄においてであれば、み言葉の外にあるところの、人間の教えと戒めから良心を自由にされた。

それで、良心を離れてこのような教えを信二または戒めに服従することは、良心の真の自由を裏

切ることである。また盲従的信仰や絶対的・盲目的服従を要求することは、良心の自由と理性と

を破壊することである。」 

 

 したがって、「国家的為政者は、み言葉と礼典との執行、または天国のかぎの権能を、自分の

ものとしてとってはならない」のである（同告白二十三条第三項） 

 この告白文の調子が非常に強いのは当然である。この信仰告白の背景には、イングランドやス

コットランドでは、信仰のゆえに多くの者が投獄され、また殉教者たちのおびたたしい血が流さ

れたからである。スコットランドでは、改革派信仰に立つ長老派教会の人々が、カトリックの信

仰をこの国に回復し強制しようとする、「血塗られたメアリ女王」を初めとする王たちと、教会

の独立のための戦いを展開した。トマス・ブラウン『スコットランドにおける教会と国家』（す



ぐ書房）は是非読んでおきたい一冊である。 

 

２．わが国の過去において 

 わが国のプロテスタントは聖公会を除いて、敬虔主義運動の世界宣教から生まれた。世界宣教

に携わったのは自由教会出身の人々である。しかし、すでに教会が国家と対峙していた十七世紀

ははるか遠くになっていたせいか、十九世紀に伝わってきた敬虔主義のキリスト教は教会は国家

から自由だという精神は十分持っていなかったのだろうか。今日でも、宣教師という立場で、国

家に対する戦いの問題まで教えることは、実際的には難しのであるから、それを当時の宣教師た

ちに要求するのは酷かもしれないが。 

 明治・大正における日本人の教会指導者の発言を見ると、彼らの意識においては教会の自由と

はまず外国からの宣教団からの自由を意味していたようである。「欧米列強なにするものぞ」と

いう明治日本の独立精神・国家主義が教会の中にも浸透していたのである。しかし、教会にとっ

てもっと本質的な自由すなわち国家権力からの自由についての認識が浅かったことは、教会の大

脱線を招くことになる。 

 さて、明治政府は、もともと天皇を頂点とする人造宗教である国家神道による国民精神の統合

を国是としていた。そのための機関が神祇官であり教部省であった。これらは後の文部省である。

国民精神を天皇を中心に統合して、欧米列強に伍する国を築こうとしたのであった。 

 日露戦争後、政府は社会運動を弾圧し国民精神を教化するために、一九一二年（明治四五年）

「三教会同」を企てた。政府関係者は教派神道・仏教諸派・キリスト教代表者と懇談し、宗教界

が協力して国民道徳の振興をはかるように協力を求めた。三教代表は会合を開き、それぞれの教

義を発揮して「皇運を扶翼し益々国民道徳の振興」を図ることを約束した。おおむねキリスト教

界は、明治に宣教が再開して以来ずっと冷遇されて来たが、今回初めて他の宗教と同等に国家に

認知を受けたことを喜んだ。政教分離の主張をもって、三共会同に参加しなかったのは、浄土真

宗大谷派であった。真宗はかつて一向一揆をもって幕府と戦った経験をもっており、権力が宗教

に口だしをしてくることがどれほど危険なことであるかということを身をもって知っていたの

である。 

 さらに政府は宗教団体法を昭和三十九年に成立させる。これはすでに明治三十二年と昭和二年

に出されて、成立しなかった宗教法を練り直したものである。宗教団体法により諸宗教は国家の

支配下に置かれてしまう。しかし、それでも教界には「基督教」の文字が法律に初めて載ったこ

とを喜ぶ声の方が大きかったという。宗教団体法によってプロテスタント諸派は統合され、ここ

に日本基督教団が成立した。（だから今日でも「日本基督教団の教会です」と自己紹介されても、

その人が何を信じているのかさっぱりわからないのである。教団のなかには、保守的聖書的な信

仰の人もいれば、イエスがキリストがどうかわからない牧師もいる。）そして、日本のプロテス

タントの国家に対する敗北を象徴する出来事が起こる。その初代統理富田満は自ら伊勢神宮に参

拝したのである。 

 そればかりか、昭和三十八年六月に朝鮮にわたって、神社参拝は国民儀礼であるとして朝鮮の

キリスト信徒に勧めたのである。九月大二十七回朝鮮耶蘇教長老教会総会は神社参拝を憲兵隊の

包囲の中で強行採決してしまう。そして反対者二千名は投獄されてしまい、多くの殉教者をだし

た。 

 明治に始まった日本の教会は、国家にからめ取られ、ついに黙示録十三章の第二の獣のように

振る舞ってしまったのだった。あたかも小羊キリストのような風体をしながら、語ることばは竜

（サタン）のように、第一の獣（国家）を拝めと宣伝をしたのである。本気で日本宣教を考える



ならば、我々日本の教会は腰をすえて、教会と国家の問題を、聖書と歴史から学び直さねばなる

まい。 

 

３．聖書における教会と国家 

（１）聖書における政教分離 

 オランダ改革派の神学者ラッシュドゥーニは、世界中のあらゆる民族において、王権と祭司権

は一つのものとして登場しており、ただ一つの例外が聖書の伝統であるという。聖書には王権と

祭司権を区別することの必要性が啓示されている。なるほど世界の王は祭司王として成立してい

る。エジプトのファラオは太陽神の息子を名乗っていたし、メソポタミアの王は大祭司であった。

ローマ皇帝も大祭司を名乗っていた。日本でもヤマタイ国の卑弥呼が鬼道に仕える祭司でもあっ

たというし、天皇もまた祭司王であった。 

 しかし、聖書においては、モーセは祭司王的ではあるが、その時代にすでにアロンを大祭司と

して別に立てている。サムエルの時代になると、より明確に王権と祭司権は区別される。サウル

王は、預言者サムエルが司るべきいけにえの儀式に二度も手を出したために、神に退けられてし

まう。また、ウジヤ王は、傲慢になって祭司の領域を犯したために、神に打たれてしまった。新

約聖書になると、主イエスが「カイザルのものはカイザルに、神のものは神に。」とおっしゃっ

て、今風にいえば政教分離原則を語られているといえよう。 

 

（２）聖書における国家の二つの顔 

 聖書においては、世俗権は摂理的に神の立てた上に立つ権威とされている。堕落し自己中心な

人類は、暴力装置なくしては秩序とある程度の平等をもって治めることができない。終戦直後の

焼野が原のように、「狼の狼に対する闘争」のようなありさまになってしまう。だから、神は世

俗権に警察権と徴税権を委ねておられるのである（ロマ十三章）。それゆえ、キリスト者は世俗

権を、基本的に尊重しなければならない。 

 しかし、同時に、聖書は世俗権の危険性をも啓示している。黙示録十三章には、悪魔が背後で

操るようになった「海からの獣」と呼ばれる国家権力が、どんな悪行をなすにいたるかについて

啓示している。海からの獣は、悪魔礼拝を推奨し、かつ、自らも神格化して国民に礼拝を求める。

そして、神の民である教会を迫害する。その時、「地からの獣」すなわち御用宗教団体が国家権

力の手先となって、国民教化を行うというのである。 

 旧約聖書には、その実例がいくつか見える。北イスラエル王国の初代王ヤロブアムは、 

自国民が南ユダ王国のエルサレムにまことの神を礼拝しに行くのを見て、いずれ民心が自分から

離れるのではないかと恐れた。そこで、彼は勝手に建国神話を造り、出エジプトを成し遂げたと

いう金の子牛の像を二つ造り、自前の祭司集団を任命して、国民精神を統合しようとしたのであ

る。（１列王１２：２５－３３） 

 黙示録十三章から聞き取るべき警告は、国家が宗教的なことについてくちばしをはさんでくる

ということは、非常に危険な兆候だということである。その際、悪魔が国家権力の背後に跳梁し

はじめていると見なさなければならない。かつてドイツでもヒトラーはドイツ・キリスト者と呼

ばれる御用宗教団体を用いて、国民精神を統合することを図った。日本でも、明治政府は当初か

ら国家神道をもって国民精神を統合することを意図して神祇官・教部省を造った。そして、先に

見た三教会同も宗教団体法も、この国家神道の下に諸宗教を置いて支配することを意図したもの

であった。 

 国家権力は、どうしても永久政権を夢見るものらしい。そして、そのためには警察権や徴税な



ど世俗的業務を果たしているだけでは、国民精神を統合することは難しいことを知って、宗教的

なことがらによって自らを権威づけしたくなるらしい。悪魔が彼らを誘惑するのである（マタイ

四：九参照）。しかし、それが国家と民族を悲惨に陥れていくことになる。教会は、国家と癒着

せず、また利用されず、自由の立場で真理を宣べ伝えなければならない。私たち日本のプロテス

タントは自由教会主義の流れに生まれた。その精神をしっかりと学ぶべきであろう。 

 
XIV．福音派 

 

１．エキュメニズム派と区別して 

 福音的とか福音派あるいは福音主義ということばは、いろいろな意味で用いられる。宗教改革

時代においては、信仰による義認の教理と、聖書を教会における唯一の権威とする立場、つまり、

プロテスタント教会が福音主義の教会と呼ばれた。今日でもヨーロッパやラテン・アメリカで福

音主義教会といえば、ローマ教会と区別してプロテスタント教会のことを意味する。日本では日

本基督教団を始めとする「主流派」の中では、福音主義といえばバルト神学のようなキリスト理

解を意味する。バルトが自由主義神学に反旗を翻して、聖書釈義を強調し、神の主権を高調し、

救いは神から人に向かって垂直に来ると主張した、あの信仰である。 

 本稿で「福音派 Evangelicals」という呼ぶのは、一般に、エキュメニズム派に対する区別に

用いられていると理解してよい。エキュメニズムというのは、教会の再一致をめざす世界教会運

動を展開している立場のことで、具体的には世界教会協議会（ＷＣＣ）がそれを実践している。

日本基督教団や日本聖公会やバプテスト連盟などがそのメンバーである。教会の再一致というと

き、彼らが、当面、念頭に置かれているのはプロテスタント教会とローマ教会であるが、東方正

教会も視野に入っている。『新共同訳聖書』はプロテスタントとローマ教会の学者による共同訳

業の成果である。戦後、プロテスタントの「主流派」を自認してきたのは、このエキュメニズム

派の教会である。エキュメニズム派は、聖書の逐語霊感説や米国の宗教原理主義と結びつけて、

軽蔑をこめて福音派のことをファンダメンタリスト fundamentalist と呼ぶことが多いようであ

る。 

 主イエスは弟子たちが一つであることを望み、また、そのように祈られたのだから、教会が組

織としても一致することはもちろん、望ましいことである。それにもかかわらず、福音派はエキ

ュメニズム派とは一線を画してきた。それで福音派は「分離主義者」であると非難されることも

あった。しかし、福音派が彼らと一線を画さざるをえなかったのは、エキュメニズム派が聖書の

根本的真理から逸脱している自由主義神学の立場の人々をも多く含んでいるからである。 

 教会が一致することは重要なことであるが、イエスの神性などの根本的真理を犠牲にしてまで

一つの組織となることを、福音派の諸教会はよしとしなかった。たしかに聖書は「平和のきずな

で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。」と言っている。しかし、その後、「からだは一つ、

御霊は一つです。あなたがたが召されたとき、召しのもたらした望みが一つであったのと同じで

す。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。」と続き、さらに「ついに、私たちがみな、

信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し」（エペソ４：３－１３）とある。福音派は、

信仰の一致、神の御子に関する知識の一致がないままに、組織を一致させることを望まなかった。

二千年を経たキリスト教会のうちには、信仰のタイプの多様性があることは当然であろうが、根

本的な教理の一致がないとすれば、その組織の一致は意味のないことである。自由主義神学の教

師のうちには、イエスが処女から生まれたことも、神の御子キリストであることも信じておらず、

罪の赦しや天国の実在などどうでもいいと公言してはばからない牧師までいるありさまである。 



 

２．福音派の多様性と一致 

 福音派のなかには多様性がある。たとえば、ホィートン大学のロバート・ウェーバーは福音派

に含まれるを十四の系統を挙げている。ファンダメンタリスト的福音主義・ディスペンセーショ

ン的福音主義（ダラス神学校、ムーディ聖書学院）、保守的福音主義（ホィートン大学、トリニ

ティ神学校、ゴードンコンウェル神学校、ビリーグラハム）、無教派的福音主義、改革派系の福

音主義（カルビン神学校、ウェストミンスター神学校など）、アナバプテスト系福音主義、ウェ

スレアン系福音主義（アズベリー神学校など）、ホーリネス系の福音主義（ナザレン教会）、ペン

テコステ系福音主義（神の教会、アッセンブリー）、カリスマ系福音主義、黒人福音主義、進歩

的福音主義、急進的福音主義、主流派教会内の福音主義である（宇田進『福音主義キリスト教と

は何か』）。 

 しかし、こうした多様性にもかかわらず、福音派を「派」と呼ぶ以上、共通点があるわけであ

る。泉田昭は「われわれが今日福音主義とか福音派というとき、信仰的自由主義に対して福音主

義、エキュメニカルなグループに対して福音派という表現を使っている。つまり、聖書は誤りの

ない神のことばであると信じ、基本的教理を保持し、救霊と伝道に励んでいる者たちのことであ

る。」（『はばたく日本の福音派』）簡にして要を得た説明である。福音派は神学的には自由主義に

対して保守主義、教派的にはエキュメニズムとは組しないのである。そして、福音派の実践的特

徴は伝道熱心である。 

 ここにいう基本的教理とは一九一○年に米国の北長老教会の総会が福音的キリスト教にとっ

てファンダメンタルなものとして挙げた五点と一致すると考えてよいだろう。それは以下のとお

り。 

1.聖書の霊感と無謬性 

2.キリストの処女降誕 

3.キリストの身代わりの贖罪 

4.キリストのからだの復活 

5.奇蹟の真実性 

 また福音派のメンタリティ的・実践的な面での一致点は、「義認を強調し、かつ経験した者、

そして聖書の権威を強く奉じる者である。すなわち、人格的・個人的な回心と厳格な道徳生活、

そして聖書にのみ信仰と行動の導きを求めることの二つの特徴が強く見られ、そうした特徴を持

つ限りでのキリスト教信仰を広め伝えようとする熱意をもっている。」と言われるとおりである

(Gabriel Fackre)。 

 

３．福音派のルーツ 

 福音派の神学的ルーツと実践的霊的なルーツは、宗教改革と敬虔主義運動にありと見るのが適

当であると思う。 

 宗教改革者たちの根本的主張はなんだったか。「聖書のみ」「信仰のみ」つまり、聖書が教会の

拠って立つ唯一絶対の権威であるという信仰と、信仰によって義とされるという教理である。そ

ういう意味では、聖書の権威を否定し、イエスを道徳の教師とする行為主義の自由主義神学は、

宗教改革の神学からは大きく逸脱してしまっている。正反対の方向にむかっていると言ってもよ

い。そんな自由主義神学を背景とするエキュメニズム派が「主流」を名乗るというのは、よく考

えると珍妙な現象ではある。実際は、聖書信仰と信仰義認を主張する福音派こそ宗教改革の流れ

をまともに引いている主流なのである。 



 教会の歴史を見てくると、どの時代にあっても「我こそは主流なり正統派なり」と傲慢になっ

たとき、教会はしばしば過ちを犯してきた。主イエスがペテロを戒めたように、後の者が先にな

り、先の者が後になるのだから、旗色の悪いエキュメニズム派を尻目に、今度は福音派が「我こ

そは主流なり」などと誇ることは、控える方がよい。主イエスご自身、当時の主流派であったユ

ダヤ教の大祭司以下の人々に排斥され、殺されたのである。教会はこの世に主流と呼ばれようと、

傍流と呼ばれようとかまわない。要は、主イエスに従うことである。 

 福音派のもうひとつのルーツは、敬虔主義運動である。宗教改革時代にはまだ、印刷技術上の

問題も識字率の低さもあって、万人祭司という理念はともかく、実際に一般信徒が一人一人聖書

を読むというわけにはいかなかった。しかし、敬虔主義運動において、信徒一人一人が聖書を読

み、祈祷書によらず自分のことばで祈りをすることができるようになった。いわゆるディボーシ

ョンである。また、週に一度は祈祷会に参加するということもなされるようになった。敬虔主義

運動を学んだ時にも言ったように、今日の福音派の聖書通読や、個人的・人格的な神体験という

信仰のありかたのルーツは敬虔主義運動にあると言ってよい。ここでいう敬虔主義とは、狭くド

イツ敬虔主義のみを意味するのではなく、英国のピューリタニズムやウェスレー主義、あるいは、

米国の信仰覚醒運動をも含めて言っている。 

 福音派の伝道への熱心も、敬虔主義から受けた遺産である。宗教改革の神学と、その集大成を

志した十七世紀のプロテスタント正統主義の体系には、伝道の神学も救霊の情熱も見られない。

あのプロテスタント諸信条中、最も完備された『ウェストミンスター信仰告白』にさえ、伝道・

世界宣教は主題的に取り上げられていないのだ。福音派は、ドイツから北欧にかけての敬虔主義

運動、英国のジョン・ウェスレーのメソジスト運動、米国の信仰覚醒運動などから、その救霊の

情熱を受けたのである。 

 

４． 福音派の課題 

（１）聖霊主義運動との関係 

 福音派の、今日の課題の一つは、ペンテコステ、カリスマそして第三の波という聖霊主義運動

である。欧米の神学者たちは、これを福音派内の動きとして観察しており、大局的には福音派内

の多様性として見ているのであるが、日本では福音派と聖霊派とが分裂傾向にある。 

 古代教会におけるモンタノス主義の意義と限界をふりかえりつつ、聖書を揺るがぬ土台として、

相互理解と一致協力の道をさぐるべきではないだろうか。 

 

（２）社会的責任 

 かつて教会の中に「社会派」と、「教会派（あるいは伝道派）」という呼び名があった。社会派

というのは、自由主義者が社会的救済運動に励んでいたことを指している。社会派は、社会改革

を神の国の福音の宣教と同一視した。社会派にとってのイエスは愛の教師であり、社会革命家な

のである。それに対して教会派（伝道派）は、政治とか社会的なことは教会のかかわるべきこと

ではないとした。福音派は、教会派・伝道派であった。 

 けれども、福音派のルーツは必ずしも社会的責任を無視して伝道のみに励んだわけではなかっ

た。たとえば、産業革命と資本主義による貧富の差のはなはだしかった英国の社会を、もっとも

有効に改革したのはジョン・ウェスレーのメソジスト運動にほかならなかった。彼は、イエス・

キリストの十字架の福音を語ると同時に、キリストを受け入れた人々の間に生活共同体を作らせ

ることを進めることによって、救霊とともに社会的救済をも行ったのである。 

 福音派が社会改革から手を引くことになったのは、共産主義の勃興が背景にあるといわれる。



ここ十年ほどの間に共産主義国家が解体するまでは、社会を改革する現実的理論は共産主義の専

売特許のように見られていた。社会改革になど手を出すと、共産主義者になってしまうという懸

念が、教会のなかにいだかれていたのである。共産主義国家がつぎつぎに崩壊した後の現代でも、

南米などの第三諸国における社会的不正・不平等に対する教会の闘争は、「解放の神学」の名の

もとになされているが、本質的にはかつての自由主義神学の社会福音と通じるものである。 

 しかし、１９７４年のローザンヌ世界伝道会議に採択された『ローザンヌ誓約』以来、福音派

教会は公的に、教会には伝道と社会的責任のふたつの責任があることを確認した。 「われわれ

は、神がすべての人の創造者であるとともに、審判者でもあられることを表明する。それゆえに、

われわれは、人間社会全体における正義と和解のための、また、あらゆる種類の抑圧から人間解

放のための、主の御旨に責任を持って関与すべきである。（中略）われわれは、これらの点をな

おざりにしたり、時には伝道と社会的責任とを互いに相容れないものとみなしてきたことに対し、

ざんげの意を表明する。たしかに人間同志の和解即伝道ではない。政治的解放即救いではない。

しかしながら、われわれは、伝道と社会的政治的参与の両方が、ともにキリスト者の務めである

ことを表明する。（中略）行いのない信仰は死んだものである。」 

 福音派は社会的参与と福音宣教を区別し、福音宣教の優先性を確認しつつも、神がキリスト者

に社会的責任をもお与えになっていることを確認したのである。 

 

（３）国家主義の問題 

 近年、米国福音派がしばしばキリスト教原理主義として槍玉に挙げられている。すなわち、ア

フガン、イラクと｢テロとの戦い｣に暴走するブッシュ政権を支持して来たからである。愛国心・

国家主義が、米国のキリストを盲目にしているのではなかろうか。実際には、軍事･石油関連産

業出身者がその中枢を占めるブッシュ政権は、戦争で莫大な富を得ることをねらっていたのであ

る。 

かつて類似のことがベトナム戦争でも起こった。米国の保守派の教会は、ベトナム戦争を無神

論・共産主義との戦いであると位置付けて、戦争を進める政府を支持した。その結果、平和を求

める若者たちはキリスト教に失望して異教やドラッグに走り、これが米国のニューエイジ･ムー

ブメントの始まりとなった。また戦地で暴行･破壊・殺人を正義が称賛される異常経験をした復

員兵たちの自殺率と凶悪犯罪率が異常に高い。米国で凶悪犯罪に巻き込まれる率は、日本の 50

倍である。本来｢平和をつくる｣神の子である教会が、戦争支持にまわったことへの呪いであろう。

教会の責任は重い。 

国家の意味について、教会は特に新約聖書の二つの 13章、つまり、ローマ書 13章とともに黙

示録 13 章の両方をしっかりと読まなければならない。前者は神のしもべとしての国家権力を、

後者は全体主義化した悪魔的帝国を示している。 

近年の日本で特筆すべきこととしては、天皇の代替わりの儀式、大嘗祭において、従来、天皇

問題をタブー視していた福音派諸教会もその本質が偶像崇拝問題であることから、立ち上がって、

これに反対声明を出したことであった。ここ 10 年ほど、日本は米国の世界戦略のなかで軍事的

貢献を強く求められ、国内の軍需産業からの政府へのロビイングがあり、「戦争のできる国」に

向かって暴走しつつある。さらに 2005 年末には与党の新憲法草案発表、2006 年末、教育基本法

「改正」、2007 年 1月 1日から防衛庁は防衛省に格上げされ、我が国の右傾化は甚だしくなりつ

つある。教会は、聖霊によって事態を正確に観察する目を開かれて、正しい判断と祈りと発言を

していく必要がある。 

 


