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 はじめに 

  

ベツレヘムで生まれ、ナザレで育ったユダヤ人の青年は、３０歳くらいで弟子たちや婦人たちに従

われながら各地で教えを説いた後で、エレサレムで捕らえられ十字架刑に処せられた。その後ギリ

シャ文化のヘレニズム世界を中心に「キリスト信徒」の共同体が広がっていった。 

 原始キリスト教信徒の共同体は、宗教の共同体ではなかった。彼らはキリスト教を信じる人たちで

はなく、イエス・キリストを信じ、彼によりもたらされた「福音（よい便り、エヴァンゲリオン）」を信じる人

たちだった。「イエス・キリストが神の言葉（ロゴス）を体現している」と信じたロゴス派の共同体の人

たちだった。 

 イタリア、エジプトを含む地中海沿岸各地で、ロゴス派のキリスト信徒たちは、歴史に残る大規模

迫害を受けた。にも拘らず「ロゴス派」共同体は広がり続け、やがて四世紀にキリスト教として公認

され、更にはローマ帝国の「国教」という制度に発展した。 

 キリスト教徒が歴史的大迫害を蒙ったのは、彼らの奉じていたものが「宗教」ではなかったからだ。

キリスト教が「宗教」となった後で、大変な勢いで広まった理由の一つは、その出発点である「ロゴ

ス」共同体が、あらゆる「宗教」から解放されたものであったからです。 

 キリスト教徒には「福音」を宣べ伝え、福音を生きる以外に何もなかった。だから、教義や典礼や 

祭礼の形を整えて行くに当たり、何でも吸収することが出来た。イエス・キリストの周りに、様々な役

割を担うキャラクターが作られていった。普遍的で根強い「大地母神・豊穣の神」信仰も「神の聖母

マリア」が担っていった。 

 数世紀後のゲルマン人の大移動により、ケルト人やラテン系の人々との戦いの末に、西ローマ帝

国はゲルマン人に占領されていた。各部族の首領たちは、先住民との緊張緩和や新しい権力の

安定を目指し、次々と、キリスト教の「洗礼」を受けた。なかでもフランク王国の王たちは、ローマ教

皇に近かづき、教皇領を寄進、「キリスト教ヨーロッパ」を築いた。自らも「領主」となったローマ・カト

リック教会は、フランク王国との二人三脚で「神聖ローマ帝国」というキリスト教文化ヨーロッパを作

った。 

 ローマ帝国の国教となり、キリスト教が支配者の権威を担保するようになった時点で、宗教は「政

治」となった。宗教として、「聖なるもの」や「禁域」がどんどん作られ、それを犯す人々を制裁する

システムが出来あがっていった。しかし、キリスト教の原点である特異な（神が人間イエスに受肉し

た）人間中心主義や個人の尊厳としての自由を共同体の規範に優先する原則や人を宗教や民族

で差別しないという普遍的な平等主義という「燠火（おきび）」が残った。その燠火が、キリスト教の

宗教としての殻を破り、自由・平等・博愛（同胞愛）・人権・民主主義などの「欧米的価値観」へと育

っていった。欧米的価値観の「建前」が、少しずつ、非宗教空間での白人優越主義や植民地主義

などへの「自己批判」をもたらし「国際社会」の合意となっていった。それが結果的に、「非白人」の

「非キリスト教文化」圏の人々の自立の道を開くことにつながった。 

 ２１世紀になった今、政教一致のイスラム原理主義が、ヨーロッパ社会を脅かし、世界中が「宗教

とは何か」という古くて新しい問題を突き付けられている。また原子力問題や一人一人の顔の見え

ない新自由主義経済拡大する格差は、自由も平等も人権も飲み込もうとしています。しかし、現在
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「キリスト教」と呼ばれているものの根にある（人を生まれや育ちや人種、性別、宗教信条で差別し

ない）普遍主義の変わらぬ革新性は、私たちが十分活用できる。 

 本書では、「宗教」以前のキリスト教が本来持つ革新性と、「宗教」としてのキリスト教の中に燠火

として残り それを生かし続けたものを「イズム（生き方マニュアル）」としてのキリスト教と呼ぶ。 

いたずらな価値多元主義や文化相対主義から距離を置いて「イズム」としてのキリスト教を考えるこ

とで、グローバルな多文化社会の共存と平和に寄与する一助としたい。  

 

 

序 章 

 フランスでは、「仏教は宗教ではない、哲学であり、人生訓」として受け止められている。「近代フ

ランス」の出発点は１８世紀のフランス革命であり、王権と共にカトリック教会を一掃しようとした。

「宗教」カトリック教会は、「自由・平等・博愛」のフランス革命の理念に反し人々を制限するものだと

言う通念が生まれた。革命の伝統を継ぐ左翼知識人は、蒙昧のシンボルとして「宗教」を忌避する

人が少なくない。だが、人は生老病死、冠婚葬祭で「宗教」の枠組みや指針を必要とする心は変

わらない。そこで、多くの人が、それまで疎遠であった「仏教」に関心を持つようになった。フランス

人にとって「仏教」は、死生観と共に瞑想や呼吸法のノウハウを第一に連想する。ブッディズムは

仏陀教はなく、仏陀イズム、仏陀主義と理解される。だからフランスではブッディズムは「宗教」では

なく、哲学であり、「生き方マュアル」なのだ。 

 ヨーロッパでは１９６３－６５年に第二ヴァチカン公会議が開催され、２０世紀の二度の世界大戦

の舞台となり疲弊したヨーロッパの教訓を生かし「恒久平和」を世界に訴える普遍的なメッセージを

模索する「イズム」に重点が置かれるようになった。ローマ教会はそれまでの中世の様な教皇領の

領主でなく、小さなヴァチカン市国から世界に情報を発信するヴァーチャルな発信源に変わった。 

 どこの文化でどこの宗教に属していようとも、「キリスト者の生き方」をしている人と場所には救い

があることは、キリスト教は「宗教」とししての２千年近い変遷を経て再度「キリスト者の生き方」が明

示されたことは、宗教史上の「事件」たった。提唱者であり実践者である ナザレのイエスの革命的

新しさがあった「キリスト者の生き方」は、共同体から弾劾され殺された。 

 次に、復活の出来事により、受難・表象が「宗教」としてのキリスト教から生まれる特殊なメンタリィ

を形成した。それがヨーロッパ文明圏で、どのような「人間の思惑」によって体制としての宗教が創

出され、歴史に関与していったのか。大航海時代の「植民地」政策や異文化圏での布教を中南

米・日本・中国を投資手見ていく。 

 枝別れしていったキリスト教が、「キリスト者の生き方」を世俗化していったことで形成されていっ

た「近代西洋」の理念が、１９世紀以降の世界のスタンダードになったことの意味とヨーロッパのキリ

スト教世界゛育まれた「文化」の特殊性と普遍性。 

 最後に、ヨーロッパのキリスト教の成熟と「イズム」への回帰が２１世紀の世界の深刻な諸問題の

解決に寄与できるのか。宗教としてのキリスト教の圏外にある日本のサバイバルに「イズム」が寄与

できるのか考える。エゴと利権と金権の争い、広がるばかりの不平等と不公正、弱者排除と差別の

現実は、もはや儒教でも国家神道でも民主主義でも共産主義でも突破できない。 

「イズム」としてのキリスト教が提唱する「希望」とは何だろう。「福音」は果たして普遍言語となるだろ

うか。キリスト教から「西欧文明」としての歴史の瑕疵を切り捨てていけば、「宗教」ではない世界共

通の「イズム」として使えると信ずるに足る根拠はあるのだろうか。「福音」とは希望を分かち合うこと

である。 

 

 

 

 

第1章   「イズム」としてのキリスト教 

 自由・平等・博愛が時空を超えて根付いたのは「非宗教的」だったからだ。キリスト者の生き方を
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再検証しながら「イズム（生き方マニュアル）」と「宗教」の相違。            

 日本人は非宗教的と言われ、また無宗教と答える人が多い。特定宗教への帰属意識は世界で

も珍しいくらいに薄れている。そんな日本でも、昔ながらの社会的な規範が多くの人に共有されて

いる。慈悲や施し（他者への優しさ、視線、顔、言葉、奉仕、気遣い、分かち合い、もてなし）、大災

害に感ずる老少不定の無常観など、それは まさにブッディズムという「生き方」の指針であり、哲

学だ。その日本人の緩い宗教の知恵の共有は、フランスに近い感覚と感性だ。 

 日本人の宗教離れは無関心が主流。フランス人の宗教の離れは、フランス革命と共和国的価値

観が、「宗教」の蒙昧性と権力構造の忌避という積極的な無神論イデオロギーがベースとなつてい

る。しかし共和国の価値観が三色旗の理念「自由・平等・博愛」がイエス・キリストが説き、実践した

エッセンスであることは、フランス人には、はっきりと意識されている。今のフランスのカトリック教会

も、共和国主義の根幹に「イズム」としてのキリスト教を認め、文化、伝統の「キリスト教」の実践と

「共和国主義」が両立するという立場を明らかにしている。 

 フランスはローマ・カトリック教会を中心に形成されたキリスト教文化圏の国だが、ローマ教皇を頂

点とするピラミッド構造を嫌い、自国ファーストの「ガリア教会主義」を成立させた。カトリックの威光

をフランス王権に使い回すことに成功した。王権と癒着し「王の道具」となった為、フランス革命で

王権とカトリック教会がセットで消滅の危機に遭遇した。それでもフランスには、自由・平等・博愛の

エッセンスが残ったのは、キリスト教の核にあるメッセージが非宗教的だったからだ。そのためキリ

スト教はリニューアルを重ね生き延びることが出来た。 

  ４世紀の終わりにキリスト教がローマ帝国の国教に採用された時点で、信仰とも「イズム」とも別

次元の「宗教」となった。非宗教的で非政治的であるキリスト教の核のメッセージは、皮肉な展開だ

った。 

ローマ帝国の国教となったことで、支配者による領土拡張とキリスト教の広がりが重なった。キリスト

教の持つヒエラルキーの堅固さと、ネットワークの規模と緻密さが、異国のプラグマティズムに合致

した。「宗教」としてのキリスト教は、世俗権力のイデオロギーとして取り込まれていった。 

 イエスの生き方としての「イズム」の最大の特徴は、特定の「共同体」のアイデンティティを形作る

ものではない点にある。強烈な同族意識の強いユダヤ人社会で誕生したキリスト教は、「分派」活

動ではなかった。それどころか人々の管理ツール化していた習慣化、形骸化した「宗教的規範」か

ら人々を解放し、自由にする教えだった。律法遵守の共同体の概念を越えた革命的なものだった。 

 イエスの残した「生き方指針」の根幹は、「その場で最も弱い立場の人に手を差し伸べる」ことだ

った。弱者と「主」がイコールなのだ。マタイ５－３の「心の貧しい人々は、幸いである、  天の国は

その人たちのものである」の「心の貧し人」とは、共同体の主流秩序からの保護を受けられなかっ

たり、排除されている人々を指す。ひたすら神に祈るそのような人々、彼らに手を差し伸べる人も

天国に招かれる。律法の遵守によるのではなく、人は「小さき者」を助けることによってのみイエスと

出会えるのだ。 

 イエスの死と復活により得られた信仰とそれが発展したキリスト教という宗教が、のちに如何に緻

密な教義体系となろうとも、複雑な典礼が確立しようと、変わることなく維持された。 

飢えている人への炊き出し、衣服なき人への衣服を配布、宿無き人への教会施設の開放、病者

訪問や病院施設の運営、修道女は看護師の先駆者である。受刑者訪問、元受刑者の社会復帰

支援、死者の看取りや埋葬等。こうした活動は宣教師たちの、いわゆる「教え」とは別に、宣教師の

脊髄反応のような実践であり、中世の日本人を驚かせた。 

 イエスのユダヤ律法原理主義批判は、ユダヤ共同体からの反発弾圧をうけ、弟子は逃げ、イエ

スは「思想犯」「政治犯」として処刑された。しかし、そこでイエスの教えはフェード・アウトしなかった。

それは、死と復活という弟子たちを驚かせた「出来事」があったからだ。 

 キリスト教は、失敗する自由、神の示した道から離れる自由を許容した。イエスの受難を通して、

人は何度でも赦され、信頼を回復してもらえるのだという「福音」を伝えることとなった。「宗教」とは、

社会的なものであるから、共同体から他者の区別し、差別し、排除するシステムを含んでいる。そ
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の「規範」は今日の感覚から言ってどんなに差別的なものであっも、「文化」や「伝統」の名の下に

規範であり続ける慣性を備えている。生物が外敵から身を守る「免疫システム」のようなものが「宗

教」には備わっている。宗教は「聖なるもの」を設定する。禁域と秘密の設定により、人の自由を制

限する。イエスのもつ革新性は、「自由との関係」にある。イエスが命をかけて示した「人間の設定

する禁域から人間を解放する」道は絶えず燠火として燃え続けた。各種の「宗教］は神秘や超越を

システムに取り入れ、表象化し、典礼や戒律に組み込み、組織存続や共同体存続の手段の一つ

にしている。「聖なるもの」はいつの時代でも、共同体への帰属を強いるもの、支配者の道具として、

「可視化」され、個人の自由を制限してきた。ナザレのイエスが共同体宗教の欺瞞を内側から暴い

たのは、まさに革命的なことだった。 キリスト信徒が迫害されたのは、彼らが奉じていたのが、「宗

教」ではなかったからだ。彼等は「既成宗教」の聖性と、それを保証する権威のすべてを投げ捨て

た。イエス・キリストの受難と復活により、神の国の到来を信じていたからだ。他の神を拝まぬ彼ら

は「無神論者」だ「瀆聖者」だと避難された。キリスト信徒たちは、イエス・キリストの犠牲によって図

に天の国を約束されていることを信じていたからだ。共同体から排除されたり、最も立場の弱いも

のに寄り添い神の愛に応え、互いに愛し合うことだった。  

                               

             

          

第２章   信仰が「宗教」になる時 

 キリスト教が普遍宗教へと進化したわけとは何か？人間の似姿であったことで、宗教から解放さ

れた神は、人間をも聖なるものから解放した。キリスト教の救いの根幹にあっるものは「利他」にほ

かならない。 

 「イズム」としてのキリスト教の「生き方」は、「信仰」となり、やがて「宗教」として形を整えていった。 

１世紀の初めユダヤ教世界にユダヤ教のラビであったナザレのイエスという刷新者が説いた、愛と

個人の尊厳は「律法」や「聖なるもの」に優先するとして、信奉者を集めた。 

 「信仰」の誕生だ。イエスは革新性の故にユダヤの共同体から強い反発をかい、処刑された。そ

の後のイエスの復活と昇天と精霊降臨の「事件」により、イエスは救世主キリストと信じられることと

なった。イエスの生前の「教え」は「天国への招き」。イエスの受難はあらゆる人の罪を贖うと信じら

れた。 

 「福音書」以前に書かれているパウロやペテロの手紙は、当時のユダヤ社会の状況をよく伝えて

いる。「福音書」は弟子たちによる「師の言行録」ではなく、復活と昇天、その後の聖霊降臨によっ

て師イエスが救世主キリストであると信ずるに至った弟子たちの「信仰告白」として書かれている。  

共観福音書の成立はＡＤ７０－８０年頃だと思われ、ＡＤ３０年頃のイエスの死からすでに４０年を 

経過して書かれている。これは師イエスを信奉するグループが、信仰を語るために「編集」したもの

なのだ。 

 当時すでに多くのユダヤ人はローマ帝国の至る所に散らばっており、ギリシャ語とギリシャ文化

の影響の大きいヘレニズム世界で生活していた。彼らはギリシャ語に訳された聖典を読み、ユダヤ

の民族宗教よりも開かれた普遍宗教の感性を持っていた。イエスはヘブライ語の方言であるアラム

語を使っていた。 

 「イエスの教え」が普遍宗教になったのは、イエスには偏見がなく、ユダヤの伝統が押し付ける

「同調圧力」から自由だった。イエスは差別とは無縁だった。ユダヤの律法学者のように単なる律

法の「注釈者」でなかった。律法学者の狭量を良識で告発し、周囲の人への愛のみを行動規範と

した。イエスには、その人柄から発する権威と自由さがあった。イエスを信じた原初の共同体は、

従来の民族「宗教」から解放された「ロゴス派の共同体」であった。 

神がイエスという人間に「受肉」したこにより、既存の「宗教」から解放された。イエス・キリストの「復

活」により、キリスト者は「死」が征服されたと信じた。 

 キリスト者には、自分たちが主体的に互いに仕え、互いを愛しあい、公正な形で生きていけば

「神の国」に招かれるという新しい展望が開けた。それまでの一定の地で、しかるべき典礼に従っ
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た供物と、人々が従順を護った場合にのみ「加護」してくれる従来の神はいらなくなったのだ。 

 キリストの神は、職業、性別、罪の有無に拘わらず全ての人の心に偏在する神となった。 

「聖なるもの」が喚起する恐れや畏れに依拠するすべての統制と抑圧のシステムから自由になっ

たのだ。キリスト者を、ローマ帝国の皇帝達があれほど迫害したのに、キリスト教が公認され、更に

ローマ帝国の国教にまでなったのは何故か。それは、ローマ皇帝やゲルマン人の王の母親や妻と

いった女性たちの存在の力である。それまでの家父長的伝統社会の中で更に抑圧されていた女

性たちにキリストの「福音」は大きな力だった。キリスト教はそれまでの既成宗教のように、社会の支

配構造を担保する多くの規制や義務や刑罰のシステムを持っていなかったからだ。自由で平等で

互助的な生き方を目指す、イエスの喜びを伝える「福音」は、「律法の遵守が人を救うわけではな

い」とはっきりと明言していた。それは、既存の宗教や、神からの解放だった。 

 すべての信仰が宗教として可視化する時、新しい「掟」が登場する。 

キリスト教が宗教として設計された時の教義や典礼はどんな意味を持つのだろうか。既成宗教の

システムから自由になって暮らすロゴスの共同体から出発。程なくして、教えや典礼や聖職者を備

えた「宗教」の形が整っていった。宗教としてのキリスト教の「典礼」は最後の晩餐でのパンとワイン。

それは、それまでのユダヤの預言者たちの「予言」、すなわち「イエスの誕生と死と復活」の実現で

あるイエスのライフ・ストーリーの形成するものだった。救済についての最終回答と、「キリストの再

臨」という終末観。最後の審判への「恐れ」のイメージは旧約聖書との整合性を意識し登させたも

の。「最後の審判」の懲罰思想はキリスト教文化圏内のヴァリエーションであり、キリスト教そのもの

ではない。 

 普遍宗教の根幹は、「利他」であり、キリスト教も他の宗教と変わらない。 

キリスト教が日本人に違和感を与えるのは、欧米の帝国主義と共に伝えられ、欧米がその軍事力

の優位を突き付けてきた「文明」とセットであった為、反発や批判があった。「欧米文化」としてのキ

リスト教は、「差別」も「植民地主義」も「前近代主義」も内包していた。キリスト教の神学の中にある

原罪や罰は、キリスト教独特の言い回しであり、人は神の前で本質的に罪深い存在であるかのよう

な歴史は、イエスの死と復活から４００年も経ってからの神学に過ぎない。だが、人は神を恐れるよ

うになった。 

 イエスが原罪から人を解放しているのに、人は神への恐れを捨てきれなかった。アウグスィヌスが

「原罪を背負う不完全な人間」が神の国に入るためには神の恩寵に縋るしかないとした「恩寵論」、

悲観的な救済観は「良き知らせ」である「福音」的なものではない。 

 カトリック教会は様々な逸脱や行き過ぎにつき、自らをチェックする能力を、ある程度保持し続け

ていた。「イズム」としてのキリスト教が、ヨーロッパの本格的な「文化装置」になるにはまだ一千年と

いう時間が必要だった。 

 

 

 

  

第３章    「宗教」となっていくキリスト教 

 宗教としてのキリスト教の核は「イエスの死と復活によってキリスト者は永遠の命を得る」ということ

にある。「人の為に、人と共に、人の中に」という新しい救いの形がうまれた。 

 イスラム教からのキリスト教への批判は，キリスト教は、名も姿もないはずの「唯一神」をイエス・キ

リストも加え「三分割」したことで多神教化した。偶像崇拝している「偽物の一神教」だといって攻撃

されてきた。１６世紀の宗教改革の折にも、ブロテスタントからも、夥しい聖人崇拝を「偶像崇拝」と

非難された。しかし，「三位一体」の方は新教でも動かなかった。三位一体はキリスト教のアイデン

ティティに組み込まれ、キリスト教の軸の部分となっていた。「宗教」としてのキリスト教のユニークさ

はこの「三位一体」にある。それは時として強みになり、時として弱みにもなってきた。三という数字

が出てきた時点で、既に「一神教」と矛盾しているのではないかというのは、当のキリスト者たちも

ずっと意識してきたことだった。キリスト主義がキリスト教になるには三位一体はどうしても譲れない
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軸の部分になっていた。 キリスト教は AD200年ごろまでは宣教に当たり、相手によって宣教のニ

ュアンスを変えた。ユダヤ世界には、「一つの神聖が、まず父に、次に子に、最後に聖霊へと展開

していった」と順番によるヒエラルキーで説明。 

 異教徒たちには、「神のモナルシー(王政)」唯一神による統治として説いた。 

アナーキーな多神教の神々の世界を唯一神に真の統治者のイメージを与えた。「神の子」概念は、

多神教世界ではあまり抵抗なく受け入れられた。キリスト者は神のことを「主」と呼ぶようになった。

したがって、イエス・キリストのことも「主」と呼ぶようになった。 

 制度としての教会は完全に三位一体の上に拠っており、矛盾や論点を十分意識しており、「キリ

スト教は多神教と一神教両者の誤りを排し、その良いところを引き出すものだ」 と理論武装を完成

させた。 キリスト教はイエスの「死」と「復活」の出来事なしにはあり得なかった。「イエスの磔刑死」

に弟子たちは失望した。しかし「イエスの復活」を目撃し、体験した弟子たちは、臆病な「弟子」から、

劇的に 死をも畏れぬ「使徒＝信仰者」へとに生まれ変わった。宗教としてのキリスト教の核は、「イ

エスの死と復活により、キリスト者が永遠の命を得た」ことにある。 キリスト教は弟子たちがイエスが

復活し昇天したと信じ、イエスを神の子で救世主と確信したこの時点から生まれたのだ。 

 キリストはいったん「死」を通過したことにより、「復活」により『死を克服』した。キリストの死によっ

て『すべての人の罪は贖われた』。キリスト者は主のモトに行くことによって「死」を受け入れ、聖化

できる。「死」を通過した「復活」は『不死ではない』。ユダヤの一神教文化にルーツを持つキリスト

教は創造神により、肉体と魂は同時セットで造られ、その肉体と魂のバランスが大切にされた。 そ

れはキリスト者が「精神的あり方」と「肉体を持つこと」の両方を尊重する姿勢に通じている。 

 一方ヘレニズム世界のストア派的な「肉体は魂の牢獄である」といった二元論もあり、イエスの受

難とその壮絶な最後は「自己犠牲」のモデルでもあったから、激しい弾圧に堪えて死んでいく殉教

者も生んだ。 

 眼に見える 「物質的欲望」への逸脱である聖職売買や富の蓄積への執着はルターの宗教改革

に結びついた。だが、人々の罪の見えにくい宗教や霊性の名を借りた「精神的純化」に向かう逸

脱はより危険だった。 イエスの死と復活により、死は愛の中で生まれ変わり、神と一致する「善き

死」となって、生と死に意味を与えた。神が受肉したイエスを「主」とすることで新しい救いが約束さ

れた。そのことが、善き君主による善政の時代、徳政の時代、王権神授説の絶対君主時代を経て

やがて「民主主義」が生まれる道程のスタートとなった。 

 「宗教」としてのキリスト教を誕生させたのは、「教えの父」である「教父」たちである。「宗教」として

のキリスト教の成立に大きな影響を与えた。 自称サマリア人のユスティノスは、キリスト教の真理の

根拠を旧約聖書に求め、父なる神と子なる神が「一つの神の二つのペルソナ」であるとし、キリスト

学の基礎を固めた。 またシリアのタティアノスは、四つの福音書を一つにまとめ（通観福音書）を

著し、東方教会で広く使われた。 アンティオキナの司教イグナティオスは、逮捕されローマに護

送される途中にエフェソス、ビラデルポス、ローマの共同体宛てに七通の手紙を残した。司教、司

祭、助祭を提唱し、「宗教 」としてのキリスト教の位階制のモデルを作った。 議論の達人カルタゴ

のテルトゥリアヌスは、ラテン語で重要な著作を残し、今も高く評価されている。既成の異教を論駁

し否定。当時蔓延していた、霊肉二元論をもとに霊的知識を得ることで救われるとするグノーシス

主義やマルキオン説を排し、「正統」の形成に大きな足跡を残した。  四代目ローマ司教クレメン

ス一世は、「コリントのキリスト者への手紙」が聖書外文献゛の最初の「正当」文書とされている。ロー

マ教皇の先駆といわれている。 小アジアの出身でリヨンの司教として派遣されたのエイレナイオ

スは、グノーシス各派を論駁した著作は、ラテン語で書かれ、「正当」の形成に大きな役割を果たし

た。。 

 これら教父の築いた礎の上に、ローマ教皇の優位性が徐々に成立していった。 

はじめ西欧に移住 したゲルマン人には、キリストの神聖を否定するアリウス派が優勢であったが、

フランク族、アイルランドのゲルマン、英国のアングロサクソン、イタリアのロンバルト族などが続々と

ローマ教会に帰依した。アラブのイベリア半島への進攻はあったもののフランク王国のカロリング
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朝が「ピレーネ以北」を守り、教皇庁と同盟、領地を寄進。教皇による皇帝の認可による「神聖ロー

マ帝国」の誕生は「ローマ教会」を守る世俗ヨーロッパの誕生だった。封建領主と法皇との対立は

あったものの、十字軍遠征、レコンキスタ運動、巡礼ブーム、大聖堂建設、ドイツ騎士団の北欧宣

教などにより、カトリックの地理的「ネットワークは充実」し、「行動半径」は拡大していった。 

 カトリックの多面的、複合的な有機的ネットワークにより、教会は世俗権力の代理人、神秘家、知

識人たちにも、それぞれに居場所を提供できる小宇宙となった。その中の「理性」の部分がカトリッ

ク教会の「自己批判」 に向かっていった。１６世紀の宗教改革の折、カトリック教会は、堕落と腐敗

の病巣の如くであった。自己免疫不全の様なプロテスタントが登場した。 カトリック教会は消滅す

ることなく、自己を刷新して生き延びた。しかも、２１世紀の現在にいたるまで奇跡の様に、むしろ

その「存在感」を増している。社会的な文化のシステムとしての「宗教」と、「イズム」としてのキリスト

教理念が共に温存されてきた。ヴァチカン市国と法王庁という二面性をもっている。 

 堕落を防ぐための安全装置，教皇の一存で改革を始めたり、改革派を支援できる、「教皇」の無

謬性。１２世紀以来の司祭独身制。教皇の認可があれば、教区制に縛られず独自の展開が可能

な修道会の司教区からの独立性。絶えず信仰の「イズム」の原点に復帰する強靭性。 

 他民族の地続きの大陸で、姻戚関係と戦いを繰り返してきた土地柄で、遠い昔の中東に始まっ

たキリスト教の普遍主義が、独特の変化を遂げてきもたのが「文明」としてのキリスト教だ。そこから、

近代の人権思想も、自由・平等・博愛の理念も生まれた。現在のカトリック教会は、それらの成果を

肯定的にフィードバックしながら、自らの「イズム」の更新を図っている。 

 

 

第４章    宣教師たちのキリスト教 

 アジアや南米での布教を通じて、先住民たちは「共同体を越える普遍主義」を知った。一方ヨー

ロッパは相対化され「神なきユマニズム」も生むなど迷走するが、ご都合主義と化したキリスト教自

体に自浄のチャンスを与える転機ともなった。 

 カトリック教会の新世界への布教は、キリスト教が「文明」としてのキリスト教になった時代でもあっ

た。当時のヨーロッパ人にとって、「新世界」は文字通りの「新世界」であり、「彼らの神が創った世

界」と共通のルールがあるとはとても考えられなかった。西洋キリスト教が新世界の先住民を人間

だと見なさなかったのは、人種差別ではなく神学的整合性を要したからだ。 

 教皇パウロ三世はインディオを１５３１年人間とする教勅、イエズス会宣教師は彼らインディオは、

まだ子供なのでまだスペイン人の保護を要するとした、だがスペイン王は教勅を無視した。 

 単純で画一的な普遍主義を掲げて拡散していった普遍宗教が「新世界」で多様性に出会った

時に、その葛藤からダイナミズムが生じた。そのダイナミズムが画一性と唯一性とは異なるとの成熟

の視野を開いた。 １６世紀の異端者として火刑に処されたジョルダーノ・ブルーノは、コペルニク

スの地動説の支持者であり、「地球が中心でないことは、もう どこにも中心はなく、あゆるところが

中心だ」と新大陸に異なった文化、異なった肌の色のいることを認め、多様性の背後に唯一性を

見、「多様性の調和」、唯一性の背後に多様性をみた。新世界での多様性との出会いは、葛藤と

ダイナミズムを生み、「画一性」と「唯一性」の違いを知る 「成熟」の視野を開いた。  カトリック

（普遍）教会は、普遍主義と共同体主義、多様と統一の狭間で哲学的な意味での「グローバリゼー

ション」の可能性を今も探り続けている。そこからは、「宗教」としてのキリスト教と袂を分かつ流れも

出てきた。「神なきユマニズム」に向かったモダニズム。人間中心主義そのものを解体し、相対化を

推し進めたポスト・モダニズムの二つの大きな流れだ。相対化にも人間観の民俗学的、構造主義

的な構築を目指すものと、人間観の構築を否定すること自体を目的とする脱構築派がある。しかし、

相対化されノッペリとした世界には拝金主義などあらゆる偶像崇拝が跋扈することとなった。 一方、

「神なきユマニズム」の方は、「超越」から普遍主義や普遍理念を解放しようとしながらも、実は福音

書からうけついだ理念を守って「弱者救済のために社会問題に参入する」姿勢を固持していたの

だが、それはたやすく政治イデオロギーという名の偶像崇拝に取り込まれていくことになった。 フ

ランスの哲学者レミ・ブラクは、神なきユマニズムの限界を、「神の超越を視野に入れない人間中
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心主義は傲慢と独善主義になり、人間のなかにもヒエラルキーを作り弱者を疎外してしまうのでは

ないか。神を否定した時に人は人の尊厳も失ってしまうのではないか。人の尊厳と神とはセットに

なっているのではないか」と述べている。ー゜う 

 し植民地主義や帝国主義といった蛮行にも拘わらず、「宗教」としてのキリスト教が真の普遍主義

に脱皮した思想が、「イズム」としてのキリスト教の中にあり、国際主義、自由民主主義、社会民主

主義などのグローバルなスタンダードを少しずつ形作っていった。「人は一人の父から平等に作ら

れた自由な存在である」という普遍メッセージを「宗教」から抽出したヨーロッパは「人権」、「民主主

義」、「国際会議」というシステムを作り上げた。宗教としてのキリスト教が如何に「欧米」の文化に染

め上げられたものであっても、そのベースにある「民族の差、身分の差、男女の差」のない平等の

原則が、国際社会で有効であった。それ故、 植民地支配を脱した「非欧米文化圏」の国々が、新

しいスタンダードを提案することなしに、非宗教化した「イズム」としてのキリスト教由来の「近代スタ

ンダード」を受け入れることとなったのだ。 

 信仰が社会的表現としての宗教の形をとらざるを得ないように、どんな「普遍主義」も特定の文化

の中でしか表現できない。「普遍宗教」の布教も、宗教から抽出した「普遍主義」もの伝播も、異文

化の中では、文化変容（アカルルチュレイション、移植）という形をとることを免れない。２０世紀後

半以降のローマ・カトリックは、宣教の地ではそこの文化に合わせるインカルチュレーション（埋め

込み、宣教先の文化への適応）を提唱した。 一宗教が、信仰と文化の関係をこの様に突き詰め

るに至った、「イズム」としてのキリスト教の特殊性の一つと言えよう。キリスト教は、「普遍宗教がカ

ルチャーとしてしか表現できない」ことをヒエラルキーの頂上において自覚した珍しい宗教である。 

  遠藤周作の「沈黙」には、普遍教会の移植が出来ないと嘆く宣教師の件りがある、臓器移植で

の拒絶反応を連想させる。第二バチカン会議以降は、「移植」はやめ、「埋め込み のインカルチ

ュレーション」の時代であると認識しいる。帝国主義と親和性のあるアカルルチュレイションに代わ

り、種だけ持って行って現地の風土に合わせて育てるインカルチュレーションになつた。 

 人間の宗教的な「召命」と文化には有機的な関連がある。人間の宗教的表現はよべて「文化」に

結びついたものだ。パレスティナに生まれたキリスト者たちが広めた考え方をローマ教会は「体制

宗教」としてどうかする中で、既にインカルチュレーションをしていた。種が埋め込まれ、風土に適

した「新種」が育ったのだ。風土にそぐわず「新しい宗教」が習俗や伝統として根付くことはない。 

 プラグマティックな立場からインカルチュレーションを進めるイエズス会と、純粋な信仰原理主義

とも言えるジャンセニストの対立は二世紀に渡り、儒教文化圏での布教を巡り紆余曲折した。カトリ

ックで現在インカルチュレーションが推奨されるまでには、長い試行錯誤があった。宣教地の文化

への適応の匙加減は常に模索され続けた。教皇庁にとってはジャンセニスムの個人的な内省や

禁欲的神秘主義的傾向も不都合であり、教書により正式に弾劾された。イエズス会もヨーロッパの

政治状況によって翻弄された。 近代日本は訴求力のある一神教に倣い天皇中心の一神教もど

きで新国家の統合を図った。また列強に倣い、侵略先の隣国にも「国家神道」を移植した。欧米の

キリスト教の方は、全体主義に陥ったり、同族主義に陥ったり、科学の進歩に取り残されたりしなが

ら、（イタリア統一で）領土を失い（ヴァチカン内に閉じこもり）、政治の前線からフェードアウトしてい

った。残ったのは、各地に張り巡らされた教区のネットワークと、修道会の変わらぬ熱意だった。 

 特に近代日本に入ってきたフランス系の修道会は後のミッションスクール文化の母体となった。

取分け女子教育は「良妻賢母」を育てるもの、「お嬢様文化」としてとして富裕層に受け入れられ、

結婚相手の一つのモデルになった。アメリカ経由のプロテスタントは近代日本の知識人に多くの

影響を与えた。近代日本が直面した白人優位の人種差別の状況の中で、世界中にネットワークを

持つユニヴァーサルな組織としての「キリスト教」や「共産党」は、斯様な状況を解消する魅力的な

制度に思えた。白人と平等な「兄弟」や、白人と共闘する「同志」となることができるからだ。「キリス

ト教」の建前である平等主義への期待は、白人教会と黒人教会が分かれているなど、共同体主義

の差別の実態の前に消え去った。共産党もエスペラント運動も、軍国主義の高まりと共に弾圧され

た。ローマ教会が、自分たちの「普遍」も文化の一形態であり、それを越えたところに真のルーツで
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ある「普遍価値」があり、その「価値」を異文化に広め、認めてもらうことは決して不可能ではない、

とようやく理解するためには、多くの試練が必要だった。ローマ・カトリックは世界史の中で政治の

道具にされ、その内部に根腐れを起こしていたのに気付き、改革を試みてきた。聖職者の間にす

ら心の底では無神論の誘惑にさらされ疑いと迷いの中に生きた人が少なくなかった。  

 

 

第５章    「文明」としてのキリスト教 

 「イズム（生き方マニュアル）」としてのキリスト教は「宗教」としてのキリスト教として、イデオロギーと

してのイズムと統治への道具へと変質したが、その後、異文化との遭遇によって、ヨーロッパの多

様な文化を育むこととなった。 

  「信仰」と「希望」と「愛」の原点を模索する動き。「宗教」としてのキリスト教は、長い間、強者の

「真実」、強者の「正義」の名において、イエスの教えも「愛」も顧みることなく、異端者の血、異教徒

の血を流し続けてきた。現代は、そんな自分たちの歴史が、イエスの脇腹に開いた傷であることを

漸く自覚するようになった時代かも知れない。 

 「イズム」としてのキリスト教が「イデオロギー」として根を下ろしてきた状況も存在する。 

「西洋キリスト教が非キリスト教世界に出会った」という方向性り中に「普遍は特殊を通じてしか発現

しない」という事実を発見。表向きは各地のキリスト教化を進め、内側では、民俗学、人類学、比較

神話学、比較宗教学を生み出した。そして、「特殊を通じて普遍に出会う」ことの意味を探るように

なったのだ。 

 アングロサクソン系の共同体主義国では各種の「教会」がロービー活動の場となっている。そこで

は「人脈」が最大の意味を持っていた。カトリックでは、自分たちの教会の上に、司教区があり、ロ

ーマにはローマ教皇がいる普遍主義に基づく「上からのお達し」の社会。２０１３年南米出身のフラ

ンシスコ教皇が選出された。難民救済の「普遍的」な「イズム」をキリスト教の言葉で発信。またヴァ

チカンの閉鎖的な組織の透明化や近代化も目指している。 

 それに対し、教区のメンバーの利益が優先される共同体にとり、教皇の発言の不都合は、看過

できなくなっている。カトリック原理主義の一派は、教皇選出の陰謀説を唱えトランプ大統領に公

開書簡が送っている。教皇は、共同体主義とは逆に、若者にどんどん教会の外に出ていくべき時

代だと鼓舞している。「教会は布教によっては成長しない。引き付ける力によって大きくなるのだ」

とツイッターで言っている。教皇の発言の不都合は、アメリカだけでなく、ヨーロッパでもカトリック保

守派には公然と教皇を批判する高位聖職者が存在する。伝統文化としてのキリスト教の形を通し

て神を見るのか、ナザレのイエスが生と死と復活をかけて灯した炎を守り他者を愛する生き方に喜

びを見出し伝えるのか、二つの立場の間には、大きい深い淵がある。 

 ともあれ、西洋キリスト教文化圏には「宗教」としてのキリスト教を批判したり、非宗教化したりの結

果に到達した平等主義や、個人の自由を尊重する価値観があり、それに合意する形で「国際社会」

の規範が求められてきた。しかしその「適用」の実態は、宗教と同じく、一部の強者のエゴによって

歪んだ形となって行くのが常だ。個人の人格の尊厳に基づいていた「自由」も、新自由主義経済

があらゆるレトリックを駆使して弱肉強食のバランスを保全する為に掲げられた「自由」へとすり替

えられている。規範が撤廃された放縦は人を解放するのではなくエゴイズムの中に閉じ込める。 

 人々はイエスの自由を「抑圧された自分たち」を解放してくれるという期待だけに閉じ込めようとし

たが、イエスの自由とは、すべての人と「神」とを同時に開放していくものであった。富の創出や蓄

積を偶像化するものではない。イエスののの命をかけた「自由」とは、「見せかけの自由」の構造を

揺るがす力動を生む最初の一押しだった。悪の連鎖が生む悲惨の只中に身を置いて神に呼びか

けることで「解放の連鎖」を生んでいく力動を、イエスはその生と死と復活をかけて開始した。その

力動の中でイエスは永遠に生きている。その道においてのみ、すべての人が永遠に生き続けるこ

とが出来ると「キリスト教」は言っている。キリスト教」が切り開いた革命的な「歴史性」もそこにある。

ところが、二千年たった今も、貧富の格差は拡大し続け、敗者の怨嗟の声が満ち、憎悪と暴力の

連鎖が次々に生まれ、命を脅かされている人たちが至る所にいる。 
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 グローバルな時代だからこそ、宗教間対話や異文化のすり合わせの歴史気認識が必要。それを

怠っていると結果的に「ポスト・モダン」がより大きい暴力装置の保全に向かうことに加担してしまう

かもしれない。他者を死から解放していくような形で自由を行使する生き方が求められている。個

人の生と死が、歴史を次につなげていく「永遠」の生と連動する。「文明」としてのキリスト教から生

まれた「西洋近代」は、「個人の尊厳をリスペクトし合う」ことを基盤とする「自由」を標榜した。それ

がブルジョアジーの欺瞞にとりこまれた時、「社会主義」が同じことを標榜した。それがまたまた全

体主義の誘惑に取り込まれ瓦解した時、「ポスト・モダン」がすべての「理念」を空疎化した。人はそ

れで自由になったわけではない。規範、規制のない世界での「勝ち組」が「金で買える自由」を 

謳歌する一方で、「尊厳」を奪われた多くの人々の怨嗟の世界が渦巻いている。 

 弱者への寄り添いと｢利他｣がイエスの生き方であった。「普遍性」は、ただの理想でも幻想でもな

い。自分を神格化したり、神の代理人とする誘惑への歯止めとしてイエスの生き方が機能すること

を期待しよう。 

 キリスト教がローマ帝国の国教となった時点で、生き方としてのキリスト教から、イデオロギーとし

て統治の道具に「進化」した。ヨーロッパを形作ったローマ・カトリックはプロテスタントも無神論も政

教分離を産み、近代欧米文化が、２１世紀の今も「国際社会」の「主流秩序」となっている。 

 キリスト教は逆説に満ちている。共同体規範からの自由、弱者の立場に立つ人間中心主義、教

えを説いた師イエスの惨めな死。普遍宗教への進化、強固な体制の確立とそれを更新する能力。

これらの逆説こそがキリスト教文化に独特の色を、音を、言葉を、翼をあたえてきた。「宗教」として

のキリスト教が一時代の全ヨーロッパを覆っていたからこそ、人々のあらゆる表現の形に共通する

通奏低音を奏でた。「美」は「福音」である。 

     

終章     キリスト教と日本 

 文化の多様性がもたらす国際社会の緊張の中で日本こそが「イズム（生き方マニュアル）」として

のキリスト教を理解して有効に活用できる立ち位置にある。 

 キリスト教の根幹は、一人の人が「キリスト」との出会いに招かれている。世界各地の「伝統宗教」

の中でこれほどまでに過激な「自己批判」や「攻撃」を広く伝えてきたものは珍しい。「キリスト教文

化」は「反キリスト教文化」と拮抗し、「キリスト教イデオロギー」と「反キリスト教イデオロギー」とセット

になっている。「寛容」と「自由」という言葉が、多文化隔離型共生や、果てしない自由競争や、弱

者の自由を侵害するは自由に容易に変質する。 

 フランスは、日本と同じくらい「世俗化」していて、洗礼をうけていても宗教への帰属感を持たない

人のアングロサクソン国家やラテン国家と比べものにならない。「政教分離」も安定していて、「カト

リック教会」も「共和国主義」への統合を果たしているようにも見える。フランスに残っているのは、

「伝統儀礼」としてのキリスト教、「民間信仰」としてのキリスト教と、キリスト教の基盤である福音にあ

る。「自由と平等主義と平和主義が世俗化した西洋近代普遍主義の価値観である。アメリカが押し

付ける「民主主義」は偶像。「民主主義のために戦争する」は「神の名において戦争する」聖戦と変

わりない。 

 「神」、「宗教」、「民主主義」、「普遍主義」そのものが機能しなくなったのではなく、それらはスタ

ート地点から人間の欲望によって本来の理念が都合よい大義にすり替えられているのだ。 

誤った進歩史観はキリスト教から来たのではなく、キリスト教を否定するところから来たのだ。「宗教

を卒業」しても、新たに「民主主義」 

を絶対教義に偶像化して恣意的に使ったり、マネーの神に仕え崇拝しているようでは、何のため

に「宗教を卒業」したのか分からない。キリスト教のルーツにあるメッゼジ「相対的強者は相対的弱

者に使えよ」を絶えず意識化しない限り、ヒトは容易に偶像崇拝やエゴイズムの罠に陥ってしまう。 

 科学技術の進歩はあっても、誘惑を前にした人間の進歩はない。 

 非一神教文化圏の先進国である日本なら、「道具」としての宗教ではないキリスト教を理解して、

「宗教の世界」と「世俗の世界」に神の普遍主義の橋を架けることは可能かもしれない。使命が何
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であるか自問しつづけよう。 

 

 

 

おわりに 

 ヨーロッパ世界が相対化し、近代に向かう中で「本来の教え」が不変主義理念に昇華。 ミケラン

ジェロは、「主よ、自分が成し遂げることのできる以上のものをいつも望むというお恵みを私にお与

え下さい」と祈ったという。 

「病気を治してください」ではなく、「病気と闘いたいという気持ちを持たせてください」であり、 

「試験に合格させてください」ではなく、「試験に合格するために努力したいという気持ちをお与え

ください」であろう。何につけても、一番難しい自発のやる気にこそ神頼みの必要がある。 

 

この世の天下国家の争いや不公平や不条理を前にする無力感に、「主よ、容赦ない暴力の行使

なしに正義と平和を実現することを望むというお恵みを私にお与え下さい」と祈るのが正解かも知

れない。    

 

本書を読んで 

  

 戦前戦後を通じ６２人の首相のうち、８人、１３％首相がクリスチャンであるという。 

戦前の原敬、戦後の吉田茂、片山哲、鳩山一郎、大平正芳、細川護熙、麻生太郎、鳩山由紀夫

の八人である。 うち、カトリックは原敬と吉田茂と麻生太郎の三人。現代日本では、クリスチャンの

人口が１％にも満たないでも、日本にこれだけ、総理大臣が多いのは、本書にもあったように、近

代日本の知識人、エリートへの影響が強かったということか。先日総裁選出馬したの石破茂もクリ

スチャンだ。 

 １６１０年にカトリックの人口６０万人。絶対数でも人口比でも、現在よりも多い。２５０年間の潜伏キ

リシタンとフランス人宣教師との出会い。畳敷きの教会堂。明治初年の過酷な切支丹弾圧、流刑。

北の大地では、クラークと明治の青年たちの出会いがあった。 

 私が、金沢を旅をしていた折に出会った長崎伝来の料理も由来を聴けば、長崎より流刑の切支

丹が子孫が伝えたものであった。また、秋田のお寺の様な造りの教会堂の畳張りの集会室。内村

鑑三の今に伝える息吹。歴史は生きている。  

  

 著者は，フランスで教会のバロック音楽のオルガン奏者として活躍している。 


