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第 78回 高畠ゼミОＢ・ОＧ会読書会        2018.12.1 
       報告・江﨑 民二 

 

『異端の時代―正統のかたちを求めて』森本あんり著(岩波新書) 

 

 

【要約】 

 

序章 正統の腐蝕 現代世界に共通の問いかけ 

 

１ 変質する政党政治 

トランプ大統領の登場で全世界に衝撃が走った。その背景には、増大する所得格差や教育

格差、グローバル化による低賃金、競争の圧力、中国の台頭によるアメリカの相対的地位の

低下、移民の大量流入と福祉支出の増加などが挙げられている。トランプは、このような政

治環境の変化に戸惑っていた人々の屈折した本心を読み取り、小気味よく代弁してくれた

のである。 

トランプの政治姿勢は、政治や経済の中枢にいる主流派に対するアンチテーゼである。権

力エリートは、内輪の論理と大口の献金で手足を縛られている。そのしがらみを断ち切るこ

とで、現状の停滞を打破することができるというのが、彼のアピールなのである。それはア

メリカ的な反知性主義の伝統でもある。 

トランプの登場は、政党政治の腐蝕という変化を示している。トランプは共和党らしさと

いう正統の外に立つが、人々はもはや共和党の正統を維持することにあまり関心を抱いて

いない。それは民主党にも共通している。二大政党制が制度疲労をきたしている。 

同じような現象は日本にも例がある。「小泉劇場」で自民党の正統性が小泉色に塗り替え

られた。それでも日本の政党政治には、選挙の結果だけで党のあり方が左右されるという事

態を緩和するメカニズムが組み込まれている。政府と与党の二元体制で、政党の正統性を安

定的に維持している。また、統一野党がなかなか組織されないのは、既成政党や選挙制度全

般に対する大衆の不信や諦念であろう。代わりに注目されるのがアマチュア政治で、反知性

主義とも通底しているが、持続的に権力中枢を担う勢力にはなりえない。 

２ 反知性主義の行方 

本来の反知性主義は、知性と権力の固定的な結びつきに対する反発を信条としている。そ

のバネとなっているのは「神の前での万人の平等」というキリスト教的な信念であった。そ

の宗教的に裏付けられた信念の爆発力が権威を吹き飛ばし新たな知への冒険を促す。だが、

それが社会の全体的なバランスを突き崩すほどに亢進したら、その先には何があるのだろ

うか。批判と形成、委棄と建設のバランスが取れている限り、社会全体の基盤が整備されて

いくが、二つのモメントのうち一方ばかりが働くようになったらその後はどうなるのか。 

モイヤス・ナイムの「権力の終焉」によると、現代の権力は、否応なく市場原理に晒され、

メディアの監視のもとに置かれ、一般市民への説明責任を負わされ、新たな対抗勢力の出現

に脅かされている。これらはみな、インターネットや携帯電話の普及、安価な外国旅行、物

資や情報の自由な交流、識字率や教育水準の向上といった共通の背景を持つため、権力の衰

退は先進諸国だけでなく全世界的に見られる現象となっている。 

世界的な規模でみると、主権国家の数は第二次大戦以前に比べ 4倍に増えた。強大な軍事

力ですら役に立たず、ビジネスの世界でも伝統的な巨大企業が新興企業に屈するようにな

った。また、「参入障壁の低下」と「期待感の革命」という二つの特徴は、アメリカの大統

領選挙でも確認することができる。 
既成権力の衰退は宗教団体にも広がっている。カトリック教会では、性的腐敗が暴かれ権

威は地に堕ちた。主流派の諸教会は縮小の一途を辿り、独立教会が急成長している。「異端
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であることの代償が小さくなった」のである。しかし、公共機関や司法制度に当然のものと

して前提されてきた正統性が失われることは社会の健全性と両立するのだろうか。 

極端にリベラル化した 21世紀の民主社会は、イスラム過激派や中国の覇権主義という外

からのリスクよりも、社会が内側から思わぬ反動を生み出す「内爆」のリスクを抱えている。

ナイムの処方箋は「統治者にもっと多くの権力を与える」というものだが同意できる人は多

くないだろう。はたして衰退したものを回復できるだろうか。 

「正統」と「異端」は、元来宗教の領域で用いられてきた述語だが、本書ではこれを社会

一般に前提されている信憑性の構造に関わる言葉として用いている。本書は、丸山眞男が政

治学や政治思想史の側から見ていたものを、神学や宗教学の側から捉え直す試みと言える

かもしれない。 

正統はある時いきなり権力者が密室に集まって決めれば出来上がるというものでなく、

異端は強権により烙印を押されたから異端になるというわけでもない。どちらも人々に認

知されるプロセスがあり、環境に即応して変貌を遂げる。本書のねらいは正統のあり方を生

態学的に捉えて分析することである。 

 

第 1章「異端好み」の日本人  丸山眞男を読む 

 

１ 「Ｌ正統」と「Ｏ正統」 

丸山は正統性と合法性を区別し、近代国家では政治的な支配の正統性がもっぱら合法性

に依拠することを指摘している。1965年度の「東洋政治思想史」講義で、北畠親房の『神皇

正統記』を取り上げ、「正統」と「正理」を説明し、正統は L正統として権力継承の正閏を

問う legitimacyであり、正理はＯ正統として教義解釈の正邪を問う orthodoxyの問である

とした。南朝の正統性を訴える親房にとり、現実の支配が常に正統を体現していると考える

ことはできない。「正統」の歴史は簒奪により一時的に乱れることもあるが、長い目で見れ

ばそれも「正理」が実現してゆく過程の一部だ、というのが親房の理解である。支配の正し

い継承には、鏡・玉・剣という「三種の神器」の正しい授受が不可欠である。この三種はそ

れぞれ正直・慈悲・知恵という三徳を象徴する。統治の正統性を保証するのは、あくまでも

その神器に象徴された仁政であって、系譜ではない。ここに、血統による正統性(Ｌ正統)と

は異なる規範的な正統性(Ｏ正統)を主張する親房の「正理」論がある。『神皇正統記』の意

義は、三種の神器による徳治論にせよ、あるいは有徳の傍系皇位論にせよ、血統的な正統に

解消されることのない規範的な正理の論理をうち立てたことにある。それは、日本思想史に

普遍主義的なＯ正統が芽吹いた数少ない事例の一つであった。 

もちろん、宗教やイデオロギーの対立であっても、中世キリスト教史における長い権力闘

争がよく示しているように、Ｏ正統をめぐる議論の行方がＬ正統の権力に左右されてしま

うことはある。正統はときに権力をもって異端を弾圧し、邪教の烙印を押して闇から闇へと

葬ってきたのだとする「陰謀論」も盛んである。つまり、Ｌ正統によるＯ正統の駆逐という

構図である。おそらくこれが、「迫害」の典型的なイメージだろう。本書が試みようとして

いるのは、こうした通俗的理解の問い直しである。 

２ 異なる価値秩序の併存 

ギゾーも指摘するように、権力というものは自己の正統性の根拠が単なる剥き出しの暴

力にすぎないことを認めようとしないものである。なぜなら事実的な力だけで政治的な正

統性を根拠づけることができないことを本能的に知っているからである。政治的な正統性

は、「由緒の古さ」をもって自己の権力の根拠とする。そして、ギゾーによれば、「由緒の古

さに名をかりて」出発したものは、「時の是認」により権利や正義や理性という別の正統性

をやがて獲得してゆくのである。 

ギゾーと丸山に共通しているのは、今の西洋の文明はローマ滅亡の時から始まったとす

る解釈である。近代ヨーロッパの多様性を特徴づけるのが、聖権と俗権という独立した二つ

の権力の拮抗である。その二元領域が交差するところにキリスト教の固有な発展形態があ
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ると論じている。 

宗教は、個々人の精神に関わるだけではない。特にキリスト教は、内面的で個人的な信仰

的確信から出発しつつも、それを社会形成力へと具体化させ、地上に強固な組織と秩序を作

り上げることに成功した。教会とそれを支配する聖職者団である。そこには独自の権力構造

がうまれ、俗権とまったく同じような腐敗も発生する。宗教と政治の交錯こそが西洋文明史

を織りなす縦糸と横糸であったし、丸山にとってもそこに終生不変の関心があった。 

政治的な価値とは別の秩序としての宗教の独自性が確保される社会では、学問や芸術と

いった宗教以外の文化価値も確保される。日本では「学問や芸術を目的とする結社や集団が、

国家とか政党のような政治集団と相似形をなしやすく、また容易に政治権力(反体制的政治

勢力も含む)に従属」してしまう。それは、「政治的価値をこえた価値へのコミットメントが

弱いからである」というのが丸山の診断である。 

３ 日本的な「片隅異端」 

丸山が、正統のありかを尋ねてゆくとＬ正統ではなくＯ正統にたどり着くと考えていた

ことは明らかであろう。そして日本にはＯ正統を担うものが少ない。権力闘争はあるが、そ

の権力をもって実現しようとする目的が空虚である。目的合理的に営々と官僚組織をこし

らえるのは得意だが、それに先立つべき価値合理的な国家形成の理念が存在しない。Ｏ正統

には何らかの普遍的な原理や理念へのコミットメントが必要だが、日本人にはそれが苦手

なところがある。その原理原則のない融通無碍の応力こそが、日本で正統であることの本質

である、というのが丸山の理解である。丸山は「正統的な思想の支配にもかかわらず異端が

出てくるのではなく、思想が本格的な正統の条件を充たさないからこそ、異端好みの傾向が

不断に再生産される」と表現している。日本の異端は、異端を自称しながらも、支配階級を

おどかすだけで、ダイナミズムを発揮することがない。これを「居直り異端」「片隅異端」

と揶揄している。総じて日本人は異端好みである。正統は敬遠され、異端は賞賛される。「型」

や「形式」が日本では「形骸的」という悪い意味で用いられることになる。 

異端の凝集力や訴求力が低いということは、正統であることの権威や意義付けもそれに

応じて低いということである。はたして、正統の復権は可能なのだろうか。 

４ 未完に終わった正統論 

丸山は「正統と異端」の主題を 40年近く抱えていたが定稿化できなかった。深刻な問題

は、巨大化して孤独化した現代の大衆が世論操作されてしまうことであった。その処方箋は

精神の独立を貫くことであった。これを「ラディカルな精神的貴族主義がラディカルな民主

主義と内面的に結びつくこと」と表現している。民主主義は永久革命なのであって、特定の

理念を固定化しオーソドキシーの地位に祭り上げた途端に、運動としての性格を失い、民主

主義の名におけるファシズムを招いてしまう。だから民主主義社会にはそもそも「正統」が

存在しないし、すべきでもない、という結論になる。正統と異端という問題では、丸山は欠

如論者であった。日本にＯ正統は存在しない。それは日本人が普遍的な理念へのコミットメ

ントを苦手とし、絶対者への信仰を根底に置く精神の自律性を持つことがない、という彼の

基礎感情にもつながっている。 

実は、神学史や宗教学の理解からすると、正統は丸山が想定したほどには固定的でも普遍

的でもない。丸山のいわゆる「Ｏ正統」は、普遍性主張を擁する経典や信条を持ち、それを

独占的に解釈する権威を備えた教導職の組織を持ち、世俗社会と一線を画して明確に外延

を定義された信徒集団を持つという印象を与える。だが、キリスト教史を詳細に検討する限

り、これらの性格づけがあてはまるのは、むしろ異端の方である。正統は論理的に定義され

ず、その輪郭も不明確で、そもそも存在の認知すら定かではない。丸山が想定したようなＯ

正統は、厳密にはキリスト教世界にも存在しないのである。 

丸山はまた、仏教の日本的な受容の特色を普遍主義的性格の喪失に見るが、実はキリスト

教においてもまったく同様の受容形態がみられる。普遍性志向を持つはずのキリスト教は、

アメリカに渡って変質し、土着化した。2016 年の大統領選挙でも、共和党と民主党の候補

者は、両党がもつ政策綱領という「ドグマ」からすれば甚だしい異端なのに、手続き上の正
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統性だけは有している、という状態であった。普遍的教義を規範とするＯ正統は、現代社会

のどこに本来的な姿を見出すことができるのだろうか。Ｏ正統はどのように成立し、定義さ

れ、認知されるのだろうか。 

 

第 2章 正典が正統をつくるのか 

 

`１ 宗教学の諸前提 

一般に宗教学では、宗教の特徴を定義づけるものとして、「正典」・「教義」・「職制」とい

う三つの要素を挙げる。この三要素と「正統」との生態学的な連関を順に検証してみよう。 

和辻哲郎は正典と正統の関係を次のように述べている。「仏教はいろいろな点でキリスト

教に劣っているであろうが、その最もはなはだしい点は、キリスト教が早くからカノン(正

典)を決定して異端や分派を排斥したのに対し、仏教がカノンを決定しえず、経典の無制限

の成長を許したということである。…だから仏教と総称せられるのは一つの潮流であって、

一つの教義ではない」 

丸山は、和辻を引用しつつ、神道では祭祀(さいし)の対象たる神も不分明で、開祖や経典

といった普遍宗教に共通する要素もない、と断じている。「日本にＯ正統は存在しない」と

いう結論である。 

２ 書物になる前の聖書 

 「正典が正統を定義する」という論理の道筋は正しいのか。 

 聖書から信仰が生まれたのではなく、信仰から聖書が生まれた。何事も聖書へ立ち返って

確認すれば解決できるとする素朴な聖書主義は成り立たない。聖書は読むものではなく聞

くものであった。実のところ、イエスやその弟子たちにも聖書はあった。「旧約聖書」すな

わちユダヤ教の聖書である。ただし、それは「正典」ではなかった。キリスト教に固有の聖

書すなわち「新約聖書」に含まれる文書は 27巻あるが、それぞれの文書は紀元 1世紀半ば

からほぼ 100年の間に書かれている。はじめは「福音書集」や「パウロ書簡集」のようない

くつかのまとまりへと蒐集(しゅうしゅう)され、それらが合体して最後に現在の形になっ

ていった。2世紀以降になりキリスト教が広まり出すにつれて、信仰理解の緩やかな一致を

醸成するために、「真理のカノン」「教会のカノン」が定められる。肝心なのは、正典として

の聖書が編纂されるためには、そこに何を入れるべきかという判断の基準があらかじめ存

在していなくてはならないということだ。聖書が存在する以前に、正統は存在していた。「カ

ノン」という言葉が最初に「正典」という規範的な意味で用いられたのは、紀元 350年頃で、

アタナシオスは「正典とされ伝承され信じられてきた神聖な書物」として、現在の旧新約聖

書に含まれる文書をほぼすべて現在の順に並べ上げた。これが「正典」としての聖書の結晶

体であった。 

３ 正典化の基準 

一般に最初期の宗教集団は、文書の作成を志向しない。次第にその必要が感じられるよう

になった段階でも、文書化には心理的な抵抗感があったはずである。信仰は「死せる文字」

ではなく「生ける霊」によるからであり、心に刻み込むべきものだからである。切迫した「終

末観」が弛緩すると、教会は正典を定め、教義を定め、教会制度を定めて新しい時代を迎え

る準備へと入ったのである。 

では、その正典化は何を根拠に判断がなされたのか。基準は「使徒性」と「公同性」であ

る。「使徒性」とは文書の起源が最初の使徒たちにまで遡り得るがどうかという基準である。

しかし、これはきわめて曖昧でしかない。「公同性」とは、普遍的にすべてのキリスト教徒

に向けて書かれているかどうかという基準である。しかし、これも適用不可能である。さら

に考古学的な観点からも正典概念は揺さぶられる。 

結局、正典の正典たるゆえんは編纂(へんさん)時の判断というだけで、それを超えた普遍

性や合理性は存在しない。正典の編纂は無原則である。聖書の正典はＯ正統ではなくＬ正統

だということになる。正統派教会が強調した「使徒性」とは、まさにＬ正統の論理を検証不
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可能な神秘的伝統へと祭り上げた概念である。 

４ 異端が正典を作る 

 キリスト教の伝統において最初に正典の編纂を試みたのは、マルキオンという異端思想

家であった。キリスト教をユダヤ教から完全に脱皮させて独自の信仰体系とすることを願

い、旧約的な神の義と律法を排除して新約のイエスの愛と贖罪を強調した。その分離が過激

でローマ教会から拒否されたが、教会に新約正典作成の必要性を実感させた。マルキオンが

二世紀半ばに正典編纂を試みた時、教会はまだ正典を持っていなかった。にもかかわらず教

会はマルキオンの説く福音が正統とは認めがたい、ということを知っていた。つまり正統も

異端も、正典の成立に先立っている。まず異端が正典を作り、それにあわてた正統が自分た

ちでも正典を作って対抗したのである。 

 しかし、コンステンティヌス体制で権力を掌握した教会が帝国の絶大な政治権力を背景

に、キリスト教の統一を推し進め、その手段として正典を作り出したといったような陰謀論

には、決定的に欠落している視点がある。それは人々の信頼がおのずと向かう権威の存在と、

その集合的な経験の歴史である。ここに、正統の本来的な所在が示されている。 

 ５ 歴史の審判 

 マルキオン派の教会は、自分たちこそ正統であることを確信していたが、やがて衰退し、

歴史の舞台から消え去った。正統派が弾圧したり迫害したりしたからではない。つまり姿を

消したから異端なのである。正統は生き残ったから正統になったのである。教会は、権威の

ないところに新たな権威を創出することはできない。すでに存在している権威を追認する

ことができるだけである。 

 ヘーゲル流に言うと、これが「歴史の審判」である。正統は、自分の手で正典を作らない。

まして正典で異端を撲滅したりしない。正典は、見えない正統が見える正統になったものに

すぎない。人々の間に浮遊していた無定形な雰囲気としての正統に、形を与えたものが正典

である。神の言葉は受肉し、そして正統は書物となった。 

 正統の権威は、それを信ずる人々の集合的な経験の堆積と等価である。人々の間ですでに

正統となっているものを反映する時にのみ、権威を持つ。これで、「正典」が正統を作るの

ではない、ということが確認できた。 

 

 第 3章 教義が正統を定めるのか 

 

 １ ハルナックの困惑 

 1899年、ハルナックはベルリン大学で「キリスト教の本質」と題する講義をおこなった。

教会史の綿密な研究を通して至った結論は、キリスト教はギリシア哲学の世界観に封じ込

められて、高度に思弁的な教義と化してしまったというものだ。彼のキリスト教の本質の回

復運動は、深くドイツ的な潤色を帯びたプロジェクトであった。問題は、ハルナックが追求

したように「始源」へ遡ることで本質が見いだされるものかという点だ。 

 ２ 正典から教義へ 

 正典が定められた後は、「解釈」という問題が生じる。歴史が展開するにつれて新たな事

態に直面するから解釈と適用が不可欠になる。教義は何のためにあるのかと言えば、正典は

長い文書なのでその真髄を簡潔にまとめた教えの体系があると便利だからだ。すると、それ

を守るものが正統、逸脱するものが異端という判断ができることになる。しかし、正統はそ

の発展過程において正典や教義に表現される、ということであって、正典や教義に取って代

わられるものではない。 

 ３ 「どこでも、いつでも、誰にでも」 

 教義の正統性を最初に論じたのはヴィンケンティウスである。「聖書の正典は完全なのに、

なぜ教会による理解という権威が必要なのか」を論じて次のように答えている。聖書はその

深遠さの故に、あの人この人によって別様に解釈され人の数だけ異なった意味内容が見出

されうるとみなされている。このようなさまざまな誤謬による歪曲のために、預言的で使徒
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的な解釈の道筋は、教会的でカトリック的な意味という規範に即して方向づけられること

が是非とも必要なのである。その正しい解釈の道筋は、「どこでも、いつでも、誰にでも、

信じられてきたこと」という「正統」の定義である。つまり、普遍的なものであること、古

代からのものであること、合意されたものであること、という三点が正統の条件である。 

 この定義はアウグスティヌスの神の恵みを重んずる立場への反対意見の表明だったので

あり、「みんなが昔から合意している」などあてにならない定義である。しかし、この定義

で力点が置かれるべきなのは「信じられてきたこと」という部分である。正統は信じられね

ばならない。正統とは、人々がその権威をおのずと承認せざるを得ないような何ものかであ

る。それは議論を積み重ねた末に至るような結論ではない。理詰めで相手を同意させねばな

らないような結論は正統ではない。ましてそれは、権力が何らかの強制によって受け入れさ

せることができるものでもない。だから正統は、人工的な操作ができないのである。正統は、

おのずと醸成され、知らぬ間に人々の心に浸透する。そのようにして気づかれぬままに精神

の支配を樹立したものだけが正統足り得るのである。 

 宗教社会学の用語で言えば「信憑性」の問題である。人間の文化世界は、人々がどれだけ

無宗教を自認しようとも正統性の信仰を前提として営まれている。その存在に気付かない

のは、正統に自己隠蔽能力が備わっているからである。 

 ４ 根本教義なら正統を定義できるか 

 ハルナックはヘレニズム化が悪影響を及ぼし始める前の始源へ向かおうとした。彼が到

達したのはイエス自身が宣べ伝えた単純な福音である。その内容は「神の国の到来、父なる

神、人間の魂の価値、義と愛の戒め」などに尽きるのであって、三位一体論やキリスト論な

どの教義は含まれない。 

 三位一体論は、325年に行われた第 1回ニカイア公会議で定められたもので、神が父・子・

聖霊の三位格をもつ一つなる神であること、つまりキリストが父なる神と実体を同じくす

ることを宣言した。キリスト論は、451年のカルケドン公会議で定められたもので、子なる

神がまったき神でありかつ同時にまったき人であって、神人の両性は混合することも分離

することもなく唯一の位格の中に存在するという内容である。どちらの教義も制定時に排

斥すべき異端が特定されていた。三位一体論はアリウス派を、キリスト論はネストリウス派

を斥けることを目的としていた。しかし、斥けられた両派は今日に至るまで、興隆を保って

いる。主流派とは言えないが、それでも彼らをキリスト教伝統の外部に置くことは困難であ

る。根幹部分にかかわる教義においてすら、キリスト教はその全体を包む正統性の収束を見

出すことができないのである。 

 ５ 始源も本質を定義しない 

 にもかかわらず正統は三位一体論とキリスト両性論によって担われてきた。それはキリ

スト教が聖書という文書だけを正統性の根拠にしてはいないからである。 

 トレルチは、始源だけでなく、その後の歴史の全体がキリスト教の性格を決定づけている

として、次のように論じた。福音がはじめから複合的で流動的で開放的な性格をもち、それ

自身で適応し展開する精神的原理であったこと、したがって本質は原形態にではなく、歴史

的諸現象の全範囲から抽出されねばならない。 

 本質はまた、歴史的概念であると同時に規範的概念である。本質を論ずる者は、歴史の内

在的な論理を辿るだけでなく、それを超越する規範の論理への険路を覚悟しなければなら

ない。すべての歴史は現代史である。ある歴史的事象の本質を論じようとする者は、すでに

正統と異端の議論の中に足を踏み入れている。 

 正典は正統を定義しないし、教義も正統を定義しない。逆に、歴史的に存在する正統こそ

が正典や教義を定義するのである。ここからして、必ずしも正典と整合的とは言えない教義

が教義として認められる理由も明らかになる。教義は、正典からではなく正統から産出され

るからである。本当に規範的な力をもつのは書かれざる集合的経験としての正統のみで、聖

書も実はそこから由来した二次的な規範にすぎない。 

 ６ 「祈りの法」と「信仰の法」 
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 ハルナックが正しかった点がもう一つある。それは「経験」を重視したことである。最初

期のキリスト教徒は自分たちが経験したことを告白した。彼らの信仰は、プラトン主義やペ

ルシャ宗教や後期ユダヤ教といった周辺思想に影響を受けた思弁的な結論ではない。 

 三位一体論やキリスト論も人々の素朴な経験から形成された。ヘレニズム世界ではキリ

ストを皇帝と同様に「主」として礼拝するが、旧約的な唯一神信仰からすれば神は父なる神

ただ一人でなければならない。その矛盾を解決する方法として、キリストは神でありかつ父

なる神と同一であるとする三位一体論が生み出された。キリスト崇拝はさらに進み、神なる

イエスは特別な生まれ方をしたに違いないということから形成されたのが「処女降誕」であ

り、天地創造のときから父なる神とともにいたに違いないということから「ロゴス先在論」

の教義が付け足されていった。「祈りの法」すなわち実際の信仰の実践形態と、「信仰の法」

すなわち教義などの規範形成とが密接不可分である。まず人々の長い信仰の経験があって

その蓄積を言語表現へともたらしたものが教義である。心の深奥に語りかける力を持つも

のだけが真の権威を持つ。「正統」はそこに宿る。 

 

 第 4章 聖職者たちが正統を担うのか 

 

 １ 「地の黙した人々」に聞く 

 ここまで「正典」と「教義」を扱ったので、残るは「職制」である。職制とは宗教内の専

門家集団、聖職者の秩序のことである。カトリック教会なら教導権をもつ教皇と司教たちを

指し、これに公会議や個々の神学者たちの発言が階層的に含められる。プロテスタント教会

でも、一定の権威をもつ解釈者集団が存在することに変わりはない。 

 正典や教義の解釈を一手に引き受けるのが、教会では聖職者たちである。聖書への信仰で

すら、教会の権威がなければ成り立たないとされている。まず教会を信じなさい。その上で

教会が解説してくれるままに聖書を信じなさい、ということである。聖書の権威は教会の権

威に依存し、その意味は教会が解釈する通りに解釈すべきなのである。ただし、ここでも「ど

こでも、いつでも、誰にでも」のヴィンケンティウスの定義は有用である。「誰にでも」と

いうことは「聖職者のみ」ではないということだ。具体的な例をアウグスティヌスに見てお

こう。かれは「原罪」や「予定」といった神学の枢要点を論じるに際して、自分より前の世

代の神学者たちに典拠を尋ねたが、思うように見つけることができなかった。そこで彼は、

神学ではなく、人々の祈りに目を向けたのである。ここでは数人の神学者たちの意見よりも

万人の祈りの方が尊重されている。だから正統を理解するには、「教会がまだ神学の中で教

えておらず、信条の中で告白していなかった時でも、地の黙した人々に訪ね、彼らが信じて

いる教理を読み出す」ことが必要なのである。正統は少数の専門家よりも大多数の一般信徒

に宿るのである。 

 ２ 厳格な性倫理という誤解 

 第 1 回ニカイア公会議が三位一体論という最重要教義を定めた時、それ以外にも重要な

決定をしていた。「去勢」の禁止である。つまり、やむを得ない事情により去勢された者は

別として、健康な者がみずからそれを望んで行った場合には、聖職者にはなれないという定

めである。みずから望むというのは禁欲の究極の実践のためである。 

 実は、聖書は人間の性について一貫して肯定的である。その根拠は、人間が肉体的な性を

含めてすべて神の善なる創造物だという認識にある。旧約的な倫理は恥知らずなまでに現

世肯定的である。新約聖書も基本的にこの肯定を踏襲している。 

 キリスト教の結婚観は当時のローマ社会における結婚観とも整合的でなければならなか

った。一夫一婦制はローマ市民にとり家系と遺産の継続性を担保する重要な社会制度であ

り、個人道徳の規範的原理だったからである。教会教父たちも、初期の終末意識が希薄化す

ると合法的な結婚という枠内においてであるが性欲や性愛をおおらかに肯定するようにな

った。禁欲思想はキリスト教的な性倫理と異質である。 

 キリスト教は内外の禁欲思想との熾烈な競合の中で、何とかそれを斥けることによって、
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ようやく自己確立を遂げた宗教である。もしこの差別化ができなかったなら、生まれたばか

りのキリスト教はいずれかの勢力に取り込まれ、地上から姿を消していたことであろう。 

 修道院制度が 3 世紀頃に始まったことにも歴史的な背景が見て取れる。それは迫害が終

わり救いへの確かな道とされた「殉教」ができなくなった時代である。その代わりを果たす

のが殉教と同じく生涯を神に捧げる「禁欲」であった。多数者の世俗内教会と少数者の教会

外禁欲とは、互いに緊張と距離を保ちつつ、その後のキリスト教史を動かす力学の基本構造

を形作っていった。 

 ３ オリゲネスの後悔 

 神学者オリゲネスは若い頃、みずから去勢したという。それは「天国のために、みずから

進んで独身者になったものもある」というイエスの言葉を字義どおりに受け取ってのこと

である。後年、オリゲネスは誤りに気付いた。重要なのは「心の欲情を断ち切ることであり、

身体に触れることではない」と至極まっとうな解釈に戻っている。これこそ「後悔先に立た

ず」と言うべきか。聖書を読むというのはどうやらかなり危険なことのようである。 

 若き日のオリゲネスの行為は後に彼が司祭に叙階されるときに問題視されることになる。

反対者がそれを理由に司祭職の剥奪を訴えて争議を起こした。ニカイア公会議の禁止規定

ができるはるか以前から去勢手術は異教的な習慣として警戒されており司祭職にふさわし

くないと考えられていたことがわかる。 

 ４ 高貴なる異端 

 ペラギウスもまたオリゲネスに劣らず道徳的に謹厳で、博識と教養を備え、人格的にも清

廉かつ高潔であった。ブリテン島からやってきたペラギウスは、豊かなローマ社会の退廃と

不道徳を目の当たりにして痛烈に批判し、たちまち良家の若者たちに強い影響を与えて熱

心な共鳴者と支持者を得る。ペラギウスの人間理解はあくまでも聖書に忠実である。人間は、

善悪を区別する判断能力をもち、悪を斥け善を選ぶ意志の自由をもつ。だから人は常に向上

を目指し、自他と社会を改善すべく努めなければならない―そう説いて回り、人々に高度な

倫理的生活の実践を要求した。ある日、一人の司教が発したアウグスティヌスの『告白』か

ら引用した祈りの言葉に激昂して反論した。それは「あなたの命じるものを与え、あなたの

欲するものを命じ給え」という祈りだった。神の助力をもとめている、助力を求めることが

そもそも不埒であるという厳格な道徳主義者ペラギウスの考えである。努力にはいささか

の弛緩も許されず、怠惰にはいかなる釈明の余地もないのである。後にカントが定式化する

ことをその 1400年前にきちんと言い切っている。カントによれば、人間は自然法則におい

ては因果律に支配されており、完全に自由であるとは言えない。しかし人間は、生得的に与

えられている道徳的な判断と行為の能力により、自然法則を超えて、いやそれに逆らってす

ら、道徳法則に従う決断をすることができる。だから人間は、道徳法則への服従においての

み、自分が自由な存在であることを確認できるのである。 

 アウグスティヌスの祈りがペラギウスを苛立たせたのは、それが人間の善への能力を否

定するかのように響くためである。 

 ５ 凡俗なる正統 

 これに対し、アウグスティヌスはここでも正統の担い手である。凡俗なる大多数の代弁者

である。われわれ誰しも、なすべきだと知っていながらなさず、してはならないことをして

しまうことがある。このような状況をみずから体験せずに大人になる者はいない。パウロも

アウグスティヌスも、ルターも親鸞も、同じ罪の深淵を覗き込んだ。それを「責任逃れ」と

非難する者は、よほどの強者か、あるいは完璧な欺瞞者であろう。「わたしは、なんという

みじめな人間なのだろう。だれが、この死のからだから、わたしを救ってくれるだろうか」。

パウロのこの絞り出すような絶望の苦吟こそ、「どこでも、いつでも、誰にでも」共有され

る実存の真実である。これは、時代と文化を超えて民族や宗教の違いを問わず、人類の歴史

全体が実証している普遍的事実である。 

 アウグスティヌスは、人間の堕落という普遍的な現実を見据えている。ぺラギウスの貴族

的で道徳的な精神に比べ、アウグスティヌスの描く人間像は、苛烈な平等主義に貫かれてい
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る。正統はこの凡俗に宿る。それは「どこでも、いつでも、誰にでも」信じられてきたこと

でなければならないからである。一部の聖職者たちが正統を担うのではなく、彼らの権力闘

争が正統を生むのでもない。 

 

 第 5章 異端の分類学 発生のメカニズムを追う 

 

 １ 正統の存在論 

 正統が規範や原理や教義から作り出されることはない。初代教会の歴史を振り返ってみ

ると、正統は正典や教義によって作られたのではなく、逆に正典も教義も正統によって作ら

れたことがわかる。というより、正統はそもそも「作られる」ものではなく、おのずからし

て存在するものである。正統をつくられたものと考えている限り、正統の本来的な在処を突

き止めることはできない。あらかじめ存在論的に正統であったものだけが、教義により認識

論的にも正統と認められる。つまり、正統は存在論の領域にある。 

 ２ 現代民主主義の酩酊 

 ペラギウスは、人間が神の助力を受けることなしに善を行い完全な存在になることがで

きると主張して「異端」に数えられることになった。神学的に言うと、ペラギウス主義を斥

けることで成立したのが「原罪」という教義だ。だがそれは、罪についての古典的な教説と

してよりも、現代人に特有の自己理解の陥穽を指摘する教えとして意義があるように思わ

れる。 

 ツヴェタン・トドロフは現代人の自己理解の陥穽をベラギウス主義から読み解いている。

21 世紀を迎えた今、民主主義はその内部から崩壊する危険に晒されている。外部の敵と戦

っているうちは顕在化しなかったが、当初から民主主義に内在していたものである。ドドロ

フの言葉によるとその危険とは「自分自身に酩酊する意志」の思い上がりである。 

 民主主義は、人民、自由、進歩という三つの構成要素をもつが、それらが互いの制約を逃

れて唯一の原理として暴走すると、それぞれポピュリズム、新自由主義、政治的メシアニズ

ムという怪物を生み出してしまう。この行き過ぎのことを、古代ギリシア人は「ヒュブリス」

(思い上がり)と呼び、キリスト教は「ペラギウス主義」と呼んだのである。ここに、本来的

に善であったものから異端が生ずるプロセスの原型がある。 

 ぺラギウスの思想は、フランス革命の過激な世界改良計画において近代に蘇った。それは

自由意志の力でユートピアを建設しようとする思想であり、キリスト教史に繰り返し興っ

た「千年王国思想」という異端そのものである。トドロフはこれを「政治的メシアニズム」

すなわち「メシアなきメシア信仰」と呼んでいるが、メシア(救世主)は存在しないのではな

く、自己肥大化した「人民」がメシアを僭称していると理解すべきだろう。政治的メシアニ

ズムにおいては、革命は必然的に恐怖政治へと転化する。至高の善を実現するためには、各

人が犠牲を払いつつ精進するのが当然の要請とされるからである。このプロセスは、その後

も高潔な目的を掲げて侵略を正当化する植民地主義に、あるいは爆弾によって民主主義と

自由市場を押し付ける強制的な進歩主義に繰り返し表現されてきた。 

 現代社会では、新自由主義は、公平な市場で正しい情報さえ与えれば各人は必ず公益を選

択し社会の進歩を実現する、と信じている。原子力発電は、進歩する科学技術に制御不可能

なものはない、という強い信仰に支えられている。表現の自由は、民主主義にとって何もの

にも代えがたい善だと信じられている。いずれも本来的に善であったものからいつの間に

か悪が生ずるので、それを素朴に信じてきた者にとり、転化は悪夢のように信じがたいシュ

ールな超現実となってしまうのである。 

 「自分自身に酩酊する意志」の思い上がりを論じたトドロフの分析は、あたかもトランプ

大統領の出現を見た後に書かれたような現実切迫感に満ちている。もちろんトドロフも、民

主主義に代わるべきよりよい政治体制があるとは考えていない。問題は、民主主義の限界を

知りつつ、その暴走にブレーキをかけることである。 

 ３ 異端発生のメカニズム 
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 「異端」という言葉は、「選択」という意味のギリシア語に由来する。ある教義体系の中

から特定の一部を選び出し、これに不均衡なまでの執着を示すのが異端の特徴である。「健

康な全体からその本来的な構成要素であった一部が不均衡に亢進して生ずる」という異端

の発生過程は、キリスト教に限らず多くの宗教に、また宗教に限らず多くの思想や世界観に

共通して見られる。 

 ４ 分派・異端・異教 

 キリスト教も出発点においては、ユダヤ教から見た異端だった。イエスの弟子たちが集ま

った最初期の教会は、「ナザレ人らの異端」と呼ばれている。ところが、ここで「異端」と

訳されている(口語訳聖書)言葉は、別の訳(新共同訳聖書)では「分派」と訳されている。宗

教学の一般的用語法では、「分派」は同一宗教内に留まるもので、教義上の相違が重大でな

いものを指す。日本の政党政治になぞらえれば、党内派閥として認知されていれば「分派」、

主流派に睨まれれば「異端」、やがて党を割って出れば「異教」であろう。 

 イスラム教には、聖職者集団が原則的に存在しないため、正統の定義や担い手を同じカテ

ゴリーで考えることができない。成立期には皇帝のような政治権力も存在しなかったため、

宗教的な正統性はすなわち政治的な正統性であった。スンナ派とシーア派のいずれの派に

おいても指導者の正統性は預言者自身がその血筋を後継者として指名したことに由来する。

つまりイスラム教においては、正統とはＬ正統のことだということが出発点から明確にな

っているのである。 

 教義的な発展のプロセスは、初期キリスト教史で検証したのときわめて相似的である。は

じめに信仰内容の明確化を図ったのは少数派のシーア派などで、多数派には正統としての

自覚すらない状態が長く続いた。今日イスラム人口の 9 割を占めるスンナ派が学説として

教義を確立させたのは、ずっと後の 11世紀になってからだ。つまり正統も異端も、Ｏ正統

の議論とは無関係のところで成立している。 

 「分派」「異端」「異教」の境界線は、後代の宗教学が想定したがるほど明確ではない。同

じ問題は「異端」という漢語にも見て取れる。『論語』にある「攻乎異端、斯害他已」(貝塚

茂の「論語」では、「異端をおさむるは、これ害あるのみ」と読む)に由来する。孔子の言う

「異端」の意味は明確ではない。宋代の朱子は「異端の教えを学んでも害にしかならない」

と読むが、「異端を攻撃しても害にしかならない」と読む者もあった。また、丸山眞男によ

れば、山鹿素行は、力を以て異教を攻撃しても相手を心服させることはできずかえって逆効

果をもたらすと読み、伊藤仁斎は、根本のところをおさえれば末端はおのずから治まるので

枝葉末節にこだわるのは無益有害だとする。荻生徂徠は、「異心を抱く」ことは天下に騒乱

をもたらすと解釈した。江戸儒学の矜持がＯ正統に近いことを感じさせる。儒者たちの正統

意識は、山崎闇斎ではさらに戦闘的になる。異端の誤り、邪説の弊害を指摘した。山崎のい

う異端とは仏教とりわけ禅宗であり、邪説とは仏教の教えである。キリシタンを排撃するこ

とにも強い意欲を持っていた。これらの異端論は、「儒教」といい「仏教」といい「道教」

といっても、別個の異教としてではなく、より大きな「日本」という統一宗旨の内部に存在

する「分派」ないし「異端」として認識されているのではないか。正統はあくまで日本であ

り、その正統をどの宗派が担うかという争いである。これらの異端論争はＯ正統というより

Ｌ正統の系列に属するように思われる。丸山は、闇斎学派の正統論にも「当初の僅少の偏向

の契機が歴史的発展とともに肥大して明白な異端性を露呈する」という経緯があることを

指摘している。「本来的に善なる要素の暴走」という異端発生のメカニズムが再現されてい

ると言ってよい。そこで紹介されている佐藤直方の理気論は興味深い。「理気の二つなけれ

ばならぬゆえに異端が理をすててもその理に似たものを杖につかねばはたらかれず」とい

う。異端とは全体的な統一を欠いて偏って行くものだ。片足で遠くまで行くことができず、

杖などを使うが、それは代用品なのでやはり不自由だというのである。朱子から闇斎を経て

直方へと継承された「理気妙合」論も、本来ならば合せざるものが合することの「妙」に強

調点がある。キリスト教の「三位一体」論もそのような動的平衡の中からかろうじて生み出

された正統であった。 
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 第 6章 異端の熱力学 中世神学を手がかりに 

 

 １ 社会主義体制との比較 

 異端発生のもう一つの特徴は「原点回帰」である。原初的な啓示と自己の現在とを無媒介

に接続すると、ラディカルな理想主義と英雄的なリゴリズム(厳格主義)が生まれる。だから

異端は少数たらざるを得ない。これに対し、正統は「俗世の不完全さ」を前提として出発す

るので、「人間と社会の欠陥に寛容」である。キリスト教の場合、「原点」とは聖書時代の啓

示ということになろう。堀米庸三によれば、多くの場合それは「異端の主観的真実に合致す

るかぎりにおいて」理解された啓示である。 

 異端発生のメカニズムは、ソヴィエト社会主義の歴史にも見ることができ、ここでは別の

帰結が生じている。フルシチョフによるスターリン批判のとき、ソヴィエト体制の指導原理

であるマルクス・レーニン主義は正統の座を維持した。個人崇拝や弾圧粛清などを「スター

リン個人に属する異端」とし、本体から分離させたからである。「スターリン批判」という

異端処理の方法はカトリック教会の正統維持の方法と相似的だ。堀米庸三によると、異端者

によるケガレは聖なる教会が担っている神的正統性を侵さない。教会の聖性は個々の聖職

者の聖性に依存しないからである。同様に、共産主義の正統性はスターリンという大祭司の

徳性に依存しない。だから彼が犯した過ちはその屋台骨を揺るがせることにはならないの

である。 

 堀米の『正統と異端』は、中世の教会改革を秘跡論から通観し、正統性と合法性の区別を

考える上で重要である。11世紀のグレゴリウス改革は政治思想史においては「叙任権闘争」

として知られるが、その中核は教会の内部浄化であり、内部浄化の支柱は秘跡(サクラメン

ト)論であった。この秘跡論は、古代教会のドナティスト論争から基本的枠組みを受け継い

でいる。 

 ２ ドナティストの潔癖 

 「ドナティスト」とは、4世紀の北アフリカに興った厳格主義的な運動で、名称は司教ド

ナトゥスに負っている。それはローマの覇権に対する反体制運動としての性格も有してい

た。論争の発端はディオクレティアヌス帝の迫害下で教会を裏切った者が迫害後に咎めだ

てを受けることなく司教に叙階されたことだった。ドナトゥスは棄教者を寛容に受け入れ

るカトリック教会を「売春婦」に譬えて強く非難した。折も折、313年にコンステンティヌ

ス大帝がキリスト教を公認している。ヨハネ黙示録が大淫婦と呼んだローマ国家と親密な

互恵関係に入ったカトリック教会にいっそう嫌悪感を強めただろう。教会会議に集まった

司教たちは「異端から教会に帰正する者」に再洗礼を施す必要はないと決定した。棄教した

司教は職を解かれるべきだが、その司教が叙階した他の司祭はそのまま司祭であり続ける

と規定した。厳格派からすればこの決定は教会の腐敗を蔓延させる無節操きわまりない判

断である。 

 ドナティストに対して正統の代弁者として神学的な論戦を展開したのはアウグスティヌ

スである。いわく、教会は聖人の集まりではなく罪人を招くところである。教会を成り立た

せている個々の罪人の悪は、教会の神聖さを損なうことがない。教会は神のものだからであ

る。正統は正統ならざるものを受け入れ、みずからが不純となることでその全体性を維持す

る。 

 ほぼ千年後の 1439年、エウゲニウス四世は、アルメニア人との合同に際して、カトリッ

ク教会の七つの秘跡を教義的に明示する大勅書を出す。七秘跡のうち、洗礼、堅信、叙階の

三つは「消えない印」を刻み付けるので「繰り返し授けるべきではない」と定められた。秘

跡の真の授与者が司祭ではないからだ。洗礼の「効果を発する主要原因は聖三位一体であり、

道具因が授与者である」。洗礼の「作用因」は外的には司祭だが、それが効果を発する「主

要原因」は聖三位一体である。人間の授与者は添え物にすぎない。この公式見解は今日に至

るまでかわっていない。 
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 聖職に任じられた者に不適切な点が見いだされると聖職者としての身分を喪失する。「叙

階に基づく権利の行使」を禁止されるが、その能力は残っている。禁じられていても行使は

できる。そのような聖職者がミサを行えば、その秘跡は非合法であるが有効だということに

なる。秘跡の施与者の人格や品性は秘跡を通して働く神の恵みにとって偶有的なものにす

ぎない。秘跡において働くのは神の力である。だからそれは「非合法」とする教会の判断を

超えて「有効」になる。教会は、自分が「最高」権力者ではないということを信じていたの

である。 

 ４ 丸山の誤解 

 1960 年、堀米は丸山らの共同研究会で報告をした。その後、丸山は「正統を客観主義と

言っている。僕に言わせればそれはやっぱり間違いで、正統のほうは機構主義なんだ、―異

端が出てきたあとの正統は、教会を守らなきゃいけない、代々木を守らなきゃいけないとい

うのが正統なんです」と堀米を批判した。丸山の言う「客観主義」とは、機構として確立し

ている教会の制度の絶対視を指している。しかし堀米が意図していたのは、秘跡論を前提と

した神の恵みの客観性であってそれは教会自身の認識からしても教会を超える存在なので

ある。丸山の理解は、現代の陰謀論とさほど差のないものになっている。結局のところ、正

統とは教義や理念のことではなく、機構や組織のことであり、組織防衛のために教義論争が

起きるのだ、という解釈である。丸山は「イデオロギー的に峻別しがたい異端でも、独自の

教権組織をもつことで異端になるという場合がある…つまり、ドグマについての、正典のマ

ルクス解釈は同じでも、独自の組織をもつことで異端になる。だからやっぱり、組織化とい

うのは正統・異端の決定の非常に重要な問題になる。」と述べている。政治学という学問の

特性からすれば、ある思想が政治的な現実態へと具象化したものに注目するのは当然のこ

とかもしれない。丸山が正統の所在として見ていた教会ないし教職者集団は、正統のごく一

部を可視化したものにすぎない。正統は「どこでも、いつでも、誰にでも」信じられ受け入

れられているものであって中央集権化された一握りの高位聖職者だけが信じているもので

はない。 

 ５ 改革の情熱 

 中世の聖俗両権の争いは「叙任権闘争」の名で知られているが、おそらくそれは、皇帝が

雪の中で教皇の許しを求めた「カノッサの屈辱」という歴史的ハイライトのゆえだろう。そ

の背後にあったのは聖職の売買(シモニア)という教会内部の腐敗である。ところがその解

決策が深刻な問題を呈することになる。 

 レオ 9世は、シモニアによって聖職に就いた者を追放したが、腐敗した聖職者によって叙

階された者については、再叙階の上で教会に復帰させた。これは「非合法だが有効」という

秘跡理解の客観主義に対する重篤な背反である。グレゴリウス七世もシモニストによる叙

階を無効と宣言した。これはドナティストの理解そのままの主観主義的「人効論」である。

中世ローマ教会は「異端的な秘跡論によって正統を確立する」という矛盾を抱え込んでしま

った。 

 グレゴリウス改革の代償は小さくなかった。自分の内に取り込んだ主観主義の情熱がふ

くれあがり、やがて各所で暴発を見るようになる。修道院運動も興勢が遷移してゆき、使徒

的清貧と道徳的な厳格主義を掲げて民衆の支持を得るが、同じ宗教的情熱がカタリ派やワ

ルド―派を生み出していった。14～15 世紀になると主観主義はさらに上げ潮を迎える。ジ

ョン・ウィクリフは「悪しき司祭によって執行されたサクラメントの有効性」を否定し、司

祭の道徳的腐敗が聖礼典を無効化すると論じた。ボヘミアの改革者ヤン・フスも同じように

「ドナティスト」と呼ばれた。 

 16 世紀にプロテスタント宗教改革が始まると、改革者たちは主観主義の熱情から距離を

置くようになる。ルターやカルヴァンは聖書や伝統の理解についてはラディカルな改革者

だが、教会の存在論的な性格については基本的に中世カトリシズムの理解を踏襲した。教会

は超自然的な恩寵を地上で分与するサクラメンタルな施設なのである。この点に異議を突

き付けたのが「再洗礼派」であった。彼らは教会の救済論的な位置づけを根こそぎ否定した。
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だから主流派のプロテスタントは彼らを「ドナティスト」と非難したのである。 

 改革も時代を制する大きな流れになると、その中には本流と傍流ができる。正統であり続

けるためには、そこでも主観的な情熱と制度的な安定性との全体的なバランスを維持した

両足歩行で進まなければならないのである。 

 

 第 7章 形なきものに形を与える 正統の輪郭 

 

 １ 絵の本質は額縁にあり 

20 世紀に活躍した作家のチェスタトンは異端者の気取りやロマンチシズムに嫌気がさし

て正統たることを掲げなおした。彼によると、みずから異端を任ずる人々は、結局自分だけ

が所属する新しい教派を創設して終わる。それを自由の行為とみる人もあろうが、実は自由

の本質はそれとまったく逆のところにある。彼は「芸術家でありながら法則や限定を顧慮し

ないことは不可能である。芸術とは限定である。絵の本質は額縁にある」と言う。制約なし

に自由はない。無限定で無定形の自由に実質を与え、具体的で手に取ることのできる現実と

なすのは、その外周を囲う何ものかなのである。正統もこれと同じだ。正統はそれ自身では

定義され得ず、その容れ物を示すことによってしか特定できない内容をもつ。正統が宿るべ

き「座」は、公会議や教皇などの教権組織であったり、基本信条であったり、聖書であった

りするが、明示的な典拠があるわけでなく、典拠があってもエクリチュール(文字言語)の常

として解釈学的な循環を抜け出すことができない。 

 異端に対する正統の特徴はその全体性にあるが、そうであればこそ、個別に列挙し尽くす

ことは不可能である。肯定形で内容を示す代わりに、それを越えたら正統でないという外側

を示すことで輪郭を浮かび上がらせるのである。 

 文法は言語の正しい運用を構成するのではなく、正しくない運用を見つけ出すという消

極的で統制的な機能をもつ。越えてはならない大枠を提供するが、その大枠の中に入れられ

るべき内容を特定しない。異端はピンポイントで特定部分に光をあてる。みずからその部分

を選び出し焦点化することによって異端となっている。 

 正統の捉え方には大きく分けて二通りある。一つは境界設定型でもう一つは内容例示型

である。後者は具体的な条項をいくつか例示することによって限定的ながら正統の可視的

な姿を示す。いずれの場合でも自由と限定は表裏一体ないし不即不離の関係にあり、限定が

あるからこそ自由があるということである。 

 ３ 制約による自由 

 自由と制約の弁証法は法制史の分野でも指摘されてきた。堀米庸三は、封建制成立の以前

も以後も自由がそれを護る力による制約と不可分であったことを強調している。自由は個

人の自由の限定なしには存立し得ず、秩序による拘束なしには保護され得ない。堀米による

と、カトリック教会最高の位にあるローマ教皇が「神の僕の中の僕」という公式称号を使う

ことにも、単なる信仰のロジックを超えた根拠がある。神にもっとも近く仕えて服従するこ

とにより、教皇は最大の庇護を受けて最大の自由を得ることができるからである。 

 ハンナ・アレントによると「革命」の中で成功したのはアメリカ革命だけである。それは

アメリカ革命が単なる「解放」にとどまらず、新しい自由を「創設」したからである。フラ

ンス革命では、抑圧された貧しい者を解放すれば自然に権力の移行が進み、新しい世界秩序

が幕を開けると考えられたのである。アメリカ革命は貧困からの解放という経済の問題で

はなく、新しい権力の創出という政治の問題として捉えられた。自由主義や共和主義といっ

た大枠の歴史理解の変遷とは別にアレントが語った「自由の創設」というアメリカ的な実験

の成果を尋ねることは、正統の成立過程を理解する上でなお有益である。この自由は、ロッ

ク的な自然状態におけるアプリオリで無限定な個人の自由ではなく、それに限界と制約を

課すことによってはじめて創設され確保される、二次的で具象化された社会的な自由のこ

とである。 

 新しい権力は、アメリカ革命において憲法の制定というプロセスへと具体化された。国家
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体制の基本構造たるコンスティテューションは、法律文書の有無ではなく、それが実際に総

計され実効支配力をもつ状態を作ることによってはじめて実現する。憲法は、ある時代に優

勢な一握りの政治家たちが制定したというだけでは機能しない。人々がおのずと認めるよ

うな権威がなければならないのである。この権威を付与するものこそ、正統性に他ならない。

1787 年に連邦憲法が起草され翌年に発効する。また、独自の州憲法が制定された。州憲法

制定の要因には、植民地時代の経験がある。構成員がお互いに合意して基本的な契約を交わ

し、それを社会の中心に据えるという仕組みであった。その典型が 1620年の「メイフラワ

ー契約」である。 

 ４ 「複数可算名詞」としての自由 

 ピューリタン的な自由創設の努力は、その後も継続的に実を結んでいった。マサチューセ

ッツでは市民の法律と権利を定めた“Ｂｏｄｙ ｏｆ Ｌｉｂｅｒｔｉｅｓ”という文書が

まとめられている。自由はここで複数形になっている。無制約で無限定の抽象的な自由でな

く明確な輪郭を与えられて数え上げることのできる諸自由である。 

 法典の場合、その具体的な姿形に権威を与えているのは人々の歴史的経験である。正統は、

まず人々の意識や経験の集合という可能態で存在し、その勢いが組織や法典へと具象化さ

れて表現される。この結実がないと、正統は可見的に存在できない。 

 ５ 正統の受肉 

 「正統の形」を尋ねるわれわれの旅路は、杳としてなお行方を見通すことが困難である。

形のないものに形を与え、見えないものを見ることは、天界ならぬ地上界を生きる人間には

どだい無理な話だろう。それでも理性により不可知であるとわかっているものをわれわれ

はなお想定し、要請し、仮象してしまうのである。かくて人間は有限と無限の間、可能と不

可能の間に揺らぎ続ける。その落差に目を眩ませた瞬間にわれわれは聞く。「そして、言(こ

とば)は肉体となった」(ヨハネによる福音書)―永遠が時間に突入し、死すべき肉体に生命

が宿る。この不可能の可能性が、受肉の恵みである。 

 キリスト教は「神が人となった」という途方もない主張を掲げてそれを人類救済の基礎と

みなすため、とりわけ制度化や組織化への志向性が強い。ギゾーはこの点を強調して次のよ

うに言う。「4 世紀末および 5 世紀初頭には、キリスト教はもはやたんに個人的信仰ではな

かったのであって、一つの制度でありました。それは組織されておりました。すなわち自己

の政府、聖職者団、一定の階級制度、収入、独立の活動手段、大社会に適合し得る集合点、

地方的、国民的、全体的教義会、社会問題を共通に取扱う習慣を持っておりました。一言で

いえば、この時期において、キリスト教はたんに宗教でなく教会でありました」。これが精

神の受肉である。すべての組織には権力が伴う。すべての権力は堕落する。こうした近代以

降の人間の疑念は健全な批判精神の徴表である。 

 だが、人は他者と共同の信念をなして教義を定め、教団を形成して戒律を守り、子弟を教

育して後の世代に伝えようとする。この此岸的な建設意志を恥じることなく集団の力学に

取り込んで発展したのが、キリスト教であった。近代世界を構成する政教関係の基本構造は、

こうして発展した宗教権力が世俗権力とわたりあい、激突の末に共存の道を探りあった長

い歴史的経験の上に成立している。 

 丸山眞男によると権力二元性の芽生えは日本にもあったが、世俗権力に対する精神の自

由は確立することがなかった。自由は制度や機構の創設という問題として成立せず、正統を

担う保守主義の本流も確立することがない。 

日本社会に反知性主義が根付かないのも、丸山が指摘したように、政治とは別の価値軸が

形成されず、地上の権力に対して腹の据わった異議申し立てをするべき立脚点がなかった

からだ。異端に信念がなければ正統に信念が備わるはずもない。異議申し立ての矢を正面か

ら受けて立とうとする保守本流の気概も育たない。 
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 第 8章 退屈な組織と煌めく個人 精神史の伏流 

 

 １ 個人の経験が判断の基準に 

 1901 年に「ギフォード講演」にウィリアム・ジェイムズが招かれ講演した。それをまと

めたのが主著『宗教的経験の諸相』である。ジェイムズの言う宗教とは、あくまでも原初に

感じられた個人の直接的な情熱のことであって、その後に形成される集団や制度のことで

はない。ある宗教が「正統派的教説」になると、それが内面的であった時代は終わり、源泉

は涸れて信者はもっぱら受け売りだけの宗教的生活を送るようになる。宗教の堕落した形

態である。歴史に名を残す卓越した宗教の指導者たちは、恍惚や憂鬱や幻覚といったほとん

ど病理学的な精神的特徴をある時期に示している。ジェイムズによるとそれこそが「宗教的

権威」を与えているものである。 

 ２ 自己表現の至高性 

 ジェイムズの宗教的経験は、現代の個人主義的で表現主義的な宗教理解を先取りしてい

た。「感動した」といった情動言語の氾濫は現代の風潮である。リベラルな評論家は大衆の

非合理を嘆くが、人間の行動はいつも理性に統御されているわけではないし、非合理だから

といって責められるわけでもない。ジェイムズは、自分が論じているのは「純粋に内的な生

命の現れ」であり、それを「卑劣で邪悪な団体的精神」や「偏狭な知性による教義的支配」

に毒された既存の宗教と混同しないでほしいと懇願している。彼にとって、純粋な宗教が集

団化することは不可能であり、自分が心から信じていない教会に属することは悪なのであ

る。 

 個人の内面的で主観的な確信の持ち方は、近代精神にとってある程度は当然の帰結であ

る。近代は、客観的な世界から意味や目的といった概念を一掃することで成立した。聖書的

な創造観を失った。にもかかわらず、人はどこかに意味を求め続ける。自己の主観の内に意

味を見出さなければならない。意味付与は、今や個人の主観や決断の問題となった。 

 ３ 普遍化する異端 

 ピーター・バーガーによると、現代人は生のあらゆる領域において「宿命」から「選択」

への移行を強いられている。「置かれた場所で咲きなさい」という助言は通用しなくなる。

現代社会にはこの所与というデフォルト(初期状態)性がない。個々人が異議申し立てを続

け、際限なく分裂を繰り返してゆく「プロテスタント病」にかかっている。ペラギウス主義

もプロテスタント病の典型的な症状を呈している。その本質は「意志力の崇拝」つまり「や

ればできる」と信じたがる精神である。この病は特に現代アメリカで重篤である。オバマと

トランプは同じ病態を示している。  

もし選ぶことが異端なら、現代は異端が普遍化された時代である。正統の腐蝕はこのあた

りから始まっている。失われたのは正統だけではない。正統の消失とともに、異端もまたホ

ームレスと化して大都会の裏通りを彷徨うことになったのである。 

 異端の「私化」は 20世紀冒頭の英国でも見られたが、アメリカでは「個人主義の宗教

化」という形態で深く進行していた。ジェイムズはその典型的な体現者である。 

４ 個人主義的宗教の煌めき 

 ラルフ・ウォルドー・エマソンは 1838年ハーバード大学で講演した。その内容はリベラ

ルなユニテリアン教会の指導者にとってすら、度外れて奇矯な内容であった。(ユニテリア

ンは、神の単一性を主張する。三位一体を認めず、キリストの神性を否定する。)エマソン

は神を人間の魂と同列に扱い、キリストの奇跡を生の一般的な神秘に解消したのである。

「仲介も覆いもなしに」神を愛せよという託宣だった。個々の崇高な魂は神との直接で無限

の語り合いへといざなわれ、大自然の中で宇宙の鼓動と一体化する。このような神秘主義的

な宗教観には、教会や牧師という凡庸な人為的制度が介在する余地はない。 

 エマソンの話を聞いたある人が「ばらばらな一つ一つの言葉が、すべて星屑のように煌め

いて美しい」と言った。この煌めきへの期待感がエマソンの魅力である。エマソンの講演の

半世紀後、ウィリアム・ジェイムズが招かれる。個人の直接的な宗教性の尊重という点でエ
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マソンと一直線上につながっている。この直線は今日のわれわれにまで延伸している。「宗

教は制度じゃないよ、一人一人の心の問題だよ」。この理解こそ、現代人が宗教に関して抱

くもっとも基本的な共通理解となっているからである。 

 ５ 反骨性のアイコン 

 エマソンの個人主義的な宗教性をさらに現代風に味付けしたのがヘンリー・デイヴィッ

ド・ソローである。ソローは、独立不羈の精神で物質文明を批判し、近郊の湖畔に小屋を建

てて移り住み、その自給自足と晴耕雨読の生活を『ウォールデン』(森の生活)に綴った。既

成宗教の愚かさを批判する彼の舌鋒は、エマソンやジェイムズより鋭い。道ですれ違った聖

職者が安息日の礼拝を守ろうとしないことを陰鬱に叱りつけた。そこで彼は記すのである。

「実際のところ、今日では、祈願し、安息日を守り、教会を再建する以上の不信心はない」。

教会というところは、晴れた日に「宗教的不具者」が年金受給者のように過ごすところで、

「いかさま治療」でいっぱいだ。人は藁にしがみつくように、教義に熱心にしがみつくが、

人間のほんとうの信仰は、教義の中にはない。教義は信仰ではないからだ。 

 ソローは宗教を個人化しようとしているのではない。個人主義を神聖化し宗教化してい

るのである。彼は何かに反対して一人で立ち上がるという自己イメージに宗教的な昂揚を

感じており、それを原動力とし拠点として自己の生を組み立てているのである。周囲からの

称賛と崇高な使命感の陶酔。自分に同調しない者は、隣人であろうと友人であろうと、容赦

なく敵方に数えて攻撃する純粋さと生硬さ。これが個人主義的宗教の特徴である。 

 ６ 今日もっともありふれた宗教形態 

 われわれが見てきた歴史的な異端者はそれぞれ高い志をもったまことに尊敬すべき人々

だが、今日われわれが目にする「異端」の標榜者には残念ながらそういう気概がない。「正

統に成り代わる」などという骨の折れる仕事はしたくないという「個人参加」の資格で行わ

れる「なんちゃって異端」である。 

 トレルチは、正統派の「チャーチ」、異端の「セクト」の二つに「神秘主義」という第三

の類型を加えている。この類型は「宗教的体験の直接性」すなわち「祭儀、教義、制度の客

観性に満足しない感情の内面性」を第一義的に尊重する宗教性のことである。ロバート・ベ

ラーはこれを現代社会で「もっともありふれた宗教形態」と呼んだ。トレルチもヴェーバー

も、啓蒙主義以降の教養主義的な文化プロテスタンティズムがこうした非制度的な宗教性

に行き着くであろうことを予測していた。組織を形成しない個人主義こそが宗教の本義と

なった時代である。 

 ７ 個人的宗教の特徴 

 現代の個人主義的宗教には、異端的セクトの過激さが移転している。自分が正義の側に立

っていることを実感しており、自分の怒りは社会的に是認されるべき公憤であると考えて

いる。先崎彰容(あきなか)は、こうした批判勢力のありかたに違和感を抱き、東京オリンピ

ックに対する人々の「気分」の違いに注目する。1964 年の時は、誰もが納得し共有し目標

とするような普遍的価値があった。揺るぎない権威の存在があった。だが、2020 年のオリ

ンピックにはそのような一体感や祝賀感が欠落している。「否定と批判、何かを引き摺り下

ろそうとするシニカルな気分」だという。権力の座にある者に暴言を浴びせ、目上の立場に

ある者を執拗に攻撃するという「御上たたき」は、やはり不健全でいびつな権力観をあらわ

している。先崎によると、かつて聖職とみなされていた職業や地位には今なお「権威の残り

香」が付きまとっている。それを嗅ぎつけると、正統意識に酔いしれながら容赦ない全否定

を浴びせかけるようになるのである。 

 これは正統を批判する異端の正義感とまったく同質である。だが、今日の批判者たちは他

者攻撃においては仲間意識を共有してもその後に来るべき新たな秩序の形成を担う段にな

ると、とたんに腰が引けてくる。その限り、あくまで個人主義にとどまる宗教なのである。

人は宗教がなければ代替宗教を作る。偶像が破壊された後には、新たな神殿が建てられる。

情熱による革命が旧体制とその宗教を倒した後には人類の名における理性の宗教が樹立さ

れるのである。 
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 人間の宗教性にとって、神という存在のあるなしは、実はさほど問題にならない。フロイ

トなら神殺しの罪悪感こそ法体系の源泉だと説明するだろうし、デュルケムなら社会の公

共性は本来宗教的なものだと説明するだろう。 

 テイラーは、宗教を個人の経験からだけ見ていたのでは見落とされてしまう相関関係が

あると論じている。個人が社会を意識するには宗教が必要なのである。かくして正統と異端

の問題は、個人と社会の関係、そしてその間をつなぐ宗教へと収斂してゆく。 

 

 終章 今日の正統と異端のかたち 

 

 １ 民主主義とポピュリズム 

 もし「正統」が大多数の人々の意見と同義なのだとすれば、ポピュリズムは現代民主主義

の正統なのだろうか。ポピュリズムを定義するのは難しい。右も左もあり、保守派も進歩派

もあり、国粋主義者もいれば社会主義者もいて、一つの定義のもとに包摂できない。カス・

ミュデによると、「ポピュリズムにはイデオロギー的な理念の厚みが存在しない」。ポピュリ

ストは社会に多元的な価値が存在することを認めない。特定の狭い政治的アジェンダに対

する賛成か反対かで有権者を二分し、そこに道徳的な善と悪を割り振る。投票による過半数

を握った時点で、民主主義の正統性をまとった善の体現者となる。これに反対する者はすべ

て不道徳で腐敗した既存勢力であり、国民の敵と見なされるようになる。全体を僭称するこ

とが、異端の特徴である。 

 成熟した民主的な社会にあっては、人々の価値観は多様であり得る。特定の集団が覇権を

握らないように配慮するのは、多元主義が培ってきた知恵である。こうしたチェック＆バ 

ランスも、ポピュリストには鬱陶しいだけである。 

 ２ 正統性を堪能する人々 

 ポピュリストは既成の権力や体制派のエリートに対する大衆の反感を梃子にした勢力だ

から、自分が専門家集団の外部に立つアマチュアであることを強調する。騙され搾取される

民衆全体の利益代表だ、という設定である。ポピュリズムが容易に権威主義へと転じ、野党

やメディアや司法といった批判的機能を封殺しようとするのも全体性主張の論理からして

当然の道理である。 

 ポピュリズムの蔓延を理解するには人々の主観的な情熱を理解する必要がある。この点

で、ポピュリズムは反知性主義と同じく、宗教なき時代に興隆する代替宗教の一様態である。

全国民の「声なき声」を代弁する立場を襲うと、彼らの闘争には「悪に対する善の闘争」と

いう宇宙論的な意義が付与され、宗教的な二元論の様相を帯びる。妥協をゆるさない原理主

義へと転化しやすいのである。市井の人々は歓迎し、意義ある主体的な世界参加の道が開か

れていることを実感する。ポピュリズムは一般市民に「正統性」の意識を抱かせ、それを堪

能する機会を与えているのである。 

 投票による民意は時代を超えたより大きな多数者を代弁することができない。統治者は、

全国民の排他的な代弁者ではない。その統治は道徳的な闘争ではなく、統治者への反対も不

道徳ではない。部分が全体を僭称するとき、正統性は内側から蝕まれる 

 ３ 信憑性構造としての正統 

 正統は、まず可能態として存在し、やがて現実態として認識される。可能態の結実ないし

結晶としての現実化でない限り、正統は権威をもつことがなく、正統として機能しない。宗

教社会学ではこれを「信憑性構造」と呼ぶ。ピーター・バーガーはこの信憑性構造を「主観

的現実…を維持するのに必要とされる特定の社会的基礎と社会的過程」と定義した。トラン

プ大統領の出現が問題となるのは、その職が前提する社会全体の信憑性構造の揺らぎであ

る。 

 信憑性構造の揺らぎが深刻な問いを引き起こしかねない領域に軍がある。大統領選中の

2016 年、トランプが拷問という手段の使用を容認する可能性を示唆したとき、制服組の高

官は不同意を表明した。統合参謀本部長は、軍の規律にも国際条約にも反するし、米国の価



18 

 

値観と相容れないと断言した。これは文民統制の破れを意味する。民主的な法治国家におけ

る正統性は軍の方にあることになる。 

 エマニュエル・トッドは 2016年のインタビューで暴力と差別の連鎖が起きている背景を

尋ねられ、その原因に「信仰システムの崩壊」を挙げている。それは狭義の既成宗教の崩壊

と同義ではなく、イデオロギーや未来への夢といった「人々がみんなで信じていて、各人の

存在にも意義を与える」ものとしての「信仰システム」の崩壊である。この世界認識におい

ては、宗教的な権威が社会の公共的秩序と二重写しになっている。パウロによれば、すべて

権威はそれ自体で神的な由来をもっていたし、近世には「王権神授説」となって世俗的な絶

対王政の根拠づけにも使われた。 

 ただし、権威は議論の俎上に載った時点で正統の座を失いかけている。正統は、「太古の

昔から永遠の掟のごとく不動のものとして存在している」かのように信じられていること

が枢要なのである。 

 トランプは外交も経済もすべて「取引」として行うと宣言した。すべて取引は、契約が守

られねばならないという前提の上に成立している。この前提が崩壊したら、その行為は不可

能になる。この社会の規制力こそ、信憑性構造としての正統がもつ力であり、不可欠な文化

的基盤をなしている。 

 ４ 真正の異端を求めて 

 正統は特定しがたく名状しがたく把握しがたい全体性を特徴とし、異端は明示的な要素

と輪郭をもった彩度の高い主張を特徴とする。また、個と全体という社会力学の下地をもっ

ている。政治権力とは別の価値観をもつ自発的な中間団体が多元的に存在することは、民主

主義下の個人の暴走を防ぎ、社会全体のレジリエンス(復元力)を向上させるのに役立つだ

ろう。神学者パウル・ティリヒはこれを「全体の部分として生きる勇気」と表現した。個人

であろうとする意志を捨てることなく、自分が全体の部分であることを受け入れるには存

在論的な自己肯定が必要である。個と全体を統合する勇気は、自己を超えた存在にあずかる

ことによってのみ得られるのである。人はそこで、みずからに固有な本質を肯定し、みずか

らの運命を引き受けることができる。自分が有限であることを承認し、それを受け入れるこ

とができる。 

 デューラーの版画に描く騎士は、正統を担おうとする者の姿である。正統は必ず批判勢力

の攻撃に晒される。虚無の力に脅かされる。その攻撃から身を護るのは、武具や鎧ではなく、

非存在を超克する存在の根拠への信頼である。デューラーの騎士は、描かれた当時の情勢か

らすると異端の側に属していると言うべきかもしれない。現在の正統を襲ってこれに成り

代わろうとする異端、時満ちなば正統たらんとする異端、真の異端の姿かもしれない。 

 もし現代に正統の復権が可能だとすれば、それは次代の正統を担おうとする正真正銘の

異端が現れることから始まる以外にない。  

 

 

 

【報告者メモ】 

 

本書全体の印象では、著者の言う「正統」の概念がいまひとつ明確でないことに隔靴掻痒

の感を抱く。キリスト教の正統について、聖書や教義以前の人々の敬虔さなどに依拠して正

統を根拠付けているが、その内容を明確には定義できていない。エドマンド・バークの保守

思想に近いものを感じた。 

それにしても本書にはいろいろなことを考えさせられた。そういう意味では良書と言え

るかもしれない。しかし、「正統と異端」という問題意識で歴史をとおして今日までの思想

や政治的問題を解明できるとはとても思えない。より多角的な視野が必要だろう。なお、現

代の部分でポピュリズムについても言及しているが、それも宗教学的・心理学的思考だけで

は捉え切れないと考える。以下、思いつくいくつかのポイントを考えたい。 
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●著者は、正統は異端に対応することで自己を発展・整備させたという受動的な展開を述べ

ているが、権力に「権威」が備わるという形での自律的展開も当然ある。権力を安定的な秩

序として維持していこうとすれば、単に強制力や統治の機構を整備するだけでなく制度化

してゆかなければならない。そのとき権力は規範に転化することができる。制度化の核にあ

るのが権威の成立であり、それは「正統」の確立を意味する。 

 高畠先生の教えをたどると、ウェーバーは、正統性とは権力が命令を発しうる根拠を倫理

的・道徳的に正当化することであって、どのような政治的支配も必ずそのための論理を被支

配者向けに準備する、と考えた。この見地から正当化のあり方を、「伝統的正当性」「カリス

マ的正当性」「合法的正当性」の三つに分類しその特質を考察した。 

 「伝統的正当性」は、古代より封建社会にいたるまでの農耕社会を背景とし、生産力が停

滞し、社会移動も社会秩序もすべて停滞的な社会においては、反復性・不変性がすべてにつ

いての価値判断の根拠となる。習慣や伝統が、まさに習慣や伝統であったということのゆえ

に尊重され、墨守される。 

 「カリスマ的正当性」は、伝統社会の停滞が打ち破られる状況において現れる。その状況

になると、支配者への献身的な忠誠を獲得するには何らかの信仰の力が必要となる。支配者

がカリスマ(天賦の超人的な資質)を有するという信仰が一般化したとき支配者の発する命

令はそのカリスマゆえに正しいと判断されるようになる。ウェーバーは、ユダヤ民族が紀元

前 13世紀頃に長年のエジプトでの奴隷的境遇から脱出して、約束の地を求めて砂漠の流浪

の旅へと出立したのは、モーゼのカリスマへの信仰によってはじめて可能だったと述べた。 

 「合法的正当性」は、近代の賜物だ。人間の行動をしばるものは、伝統やカリスマ的支配

ではなく、明示的かつ予測可能な一般的ルールであると考えられるようになった。 

 本書の著者の正統に関する視点は、「伝統的正当性」の範囲に絞られているように思われ

る。それは正統の自律的展開を無視しているからだろう。また、著者が強調する「いつでも、

どこでも、誰でも」というフレーズは、本来は「いつでも、どこでも、誰でも、神を求める

者は信仰と救いが与えられる」というのが正確で、いかなる時においても、どんな場所にお

いても、民族・人種等の垣根を越えてどんな人でも、求める者には救いが与えられることを

説いたのではないか。それは、普遍性を志向する宗教として、人々の連帯が可能だという理

念を表明したものと捉える方が、より明確だろう。 

 

●キリスト教は世俗権力との親和性が強く、自身の正統性とともにローマ帝国や神聖ロー

マ帝国など世俗権力の正統性をも支えた。その歴史的過程は、また、キリスト教の正統の内

実にも、三位一体論などに見られるように大きな影響を与えた。「二重に適用された正統」

とも言えるが、聖俗を貫いた「正統」がなければならなかった。ただし、キリスト教は政治

的支配者の「神格化」は厳として拒否した。世俗権力は、「人間」の英知で支配的立場を理

論武装しなければならなかった。ゆえに、ヨーロッパにマキャベリやホッブスをはじめとす

る政治思想が豊かに展開したのではないか。 

 なお、丸山眞男が「正統と異端」の問題を重要なものと考えたのは、わが国の思想が歴史

的に構造化されないという伝統に強い違和感を持ち続けたからだと思われる。『日本の思想』

では以下のように述べている。 

「思想が対決と蓄積の上に歴史的に構造化されないという伝統をもっとも端的に、むし

ろ戯画的にあらわしているのは、日本の論争史であろう。ある時代にはなばなしく行われた

論争が、共有財産となって、次の時代に受け継がれてゆくということはきわめて稀である。

自由論にしても、文学の芸術性と政治性にしても、知識人論にしても、歴史の本質論にして

も、同じような問題の立て方がある時間的間隔をおいて、繰り返し論壇のテーマになってい

るのである。思想的論争にはむろん本来絶対的な結末はないけれども、日本の論争の多くは

これだけの問題は解明もしくは整理され、これから先の問題が残されているというけじめ

がいっこうはっきりしないままに立ち消えになってゆく。そこでずっと後になって、何かの
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きっかけで実質的に同じテーマについて論争が始まると、前の論争の到達点から出発しな

いで、すべてはそのたびごとにイロハから始まる。」 

つまり、思想と思想との間に本当の対話なり対決が行われないような伝統の変革なしに

は、およそ思想の伝統化は望むべくもないという違和感を持ち続けたから正統論にこだわ

ったのであろう。 

 

●著者は、正典の成立前に「正統」があったとするが、キリスト教の歴史を見ると、正典で

ある聖書の成立は「正統」の成立にとって決定的な重みがあったことを無視することができ

ないのではないか。吉本隆明は『マチウ書試論』で次のように述べて、聖書の成立がキリス

ト教の「正統」の成立に深く関わっているとしている。 

「マチウの作者が、意識的に考えていたことは、ヘブライ聖書にあらわれている後期ユダ

ヤ教のメシア観を、一人の人物のなかに集成して、それによってユダヤ教の母屋に、原始キ

リスト教をすえるということであった。この詐術は史上最大の詐術にはちがいないが、ユダ

ヤ教が原始キリスト教との深刻な闘争に負けてからは、確かに成功したのであり、ヘブライ

聖書と、ジャン(ヨハネ)のアポカリプス(黙示)は、あたかもキリスト教の遺産であるかのよ

うに変えられてしまった。原始キリスト教は一人の架空の教祖をつくりあげることによっ

て、イスラエル民族の史書であり神話の書であるヘブライ聖書にとどめを刺し、その思想的

な流れを教義のなかにそそぎこんだのである。」 

つまり、聖書の作成によって、ユダヤ教の正統性を自己のものに転化したのであろう。異

端との緊張した交渉過程もあったが、独自の「権力の権威付与・獲得」という自律的展開が

あったことを無視してはならないだろう。 

そもそもキリスト教の「正統」の中身は、原初から変わらぬものでなく、徐々に、段階的

に形成されていったのではないか。『マチウ書試論』の後、2世紀初期、ローマ帝政(ディオ

クレティアヌス帝)によって迫害される中で、キリスト教会が、経済的にも精神的にも不安

定なローマ社会にあって失業者に仕事を斡旋し、身分を越えた交わりを行っていた。信仰を

離れても病気や失業に直面している人々の力となった。教会もまたキリスト教の権威を高

めていったのであり、「正統」の確立に貢献したのではないか。 

さらに、異邦人キリスト教徒が増えるにつれてイエスの教えをユダヤ教とは別の背景で

説明する必要が生じた。これも正統の自律的展開であろう。2 世紀中頃、「ローマ信条」が

書かれ、正統な信仰の中身が作られた。小田垣雅也の『キリスト教の歴史』によると、その

中心的な主張は次のようなものであり、現在の「使徒信条」はこれがわずかに増訂されたも

のである。「父なる神と主イエス・キリストは同じ神であって天地の創造主である。そのイ

エスは神の子でありながら同時に本当の人間であり、苦しみを受け、死に、そして蘇ったこ

と、イエスが弟子たちに教示した永遠の生命への復活は、精神的なものであるばかりでなく

肉体的なものでもある」 

 

●現在、正統も異端も活力を失い衰亡しつつあるという著者の指摘は正しいだろう。問題は

その原因である。 

 この点に関しては、シャンタル・ムフのポピュリズムについての解説が参考になる。ムフ

は「ポピュリズムの挑戦」(世界 2017 年 4 月臨時増刊)で、ポピュリズムの近年の成功は、

中道右派と中道左派の政権交代でしかなくなってしまった政治状況にあるとして次のよう

に解説している。 

 「新自由主義のヘゲモニー獲得に伴う民主主義的諸価値の弱体化により、内在的な緊張が

抹殺され、右と左の政治的境界線が曖昧化した。新自由主義的グローバリゼーションへのオ

ールタナティブ(選択肢)など存在しないというコンセンサスが左右の中道政権の間に成立

した。社会民主主義の諸政党は金融資本主義が押し付けてくるやりかたを受け入れ、再分配

政策が制限されてしまうことを受け入れてしまった。国会の役割は、市民を政策決定に関与

させる諸制度の役割ともども、大幅に縮小してしまった。政治は既成の秩序の管理に関わる
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技術的問題にすぎないものとなり、専門家の管轄領域になってしまった。政治が許容する唯

一のものは、中道右派と中道左派の二党間の政権交代でしかない。この『中道コンセンサス』

に反対する者はみな、『極端主義者・過激主義者』とみなされ、ポピュリストの呼称を与え

られる。…新自由主義のヘゲモニーは、社会経済的次元と政治的次元の双方において真の

『寡頭支配』体制を生み出すに至った。欧州各国社会の寡頭支配化こそが、右派ポピュリズ

ムの諸政党が成功を収めた根本の原因である。」 

 つまり、新自由主義的グローバリゼーションが本質的問題なのである。新自由主義の寡頭

支配に対抗するには、人民主権を取り戻そうとする勢力も、現下のポピュリズムの流儀で何

らかの境界を設定し、左右の本格的なヘゲモニー争いに取り組むことが必要なのだろう。そ

の意味では、先のアメリカの議会議員選挙結果についてマスコミは「分断」の拡大として否

定的に報道し論じているが、至極まっとうな道筋にあるのではないかと思われる。 

(了) 

        


