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『ふしぎなキリスト教』 参考資料         ２０１１．９．１７ 工藤 

 

○ヤハウェについて 

 『旧約聖書』、「出エジプト記」の 20 章にいわゆる「モーセの十戒」が出てくる。20－７

に、第３の戒めとして、「あなたは、あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。主

は、み名をみだりに唱えるものを、罰しないでは置かないであろう」とある。 

カレン・アームストロング著『神の歴史』によれば、紀元前３～４世紀までには、ユダヤ

教徒はもはや神の聖なる名前を発音しなくなってしまったという。それはＹＨＷＨと表わさ

れる。つまり母音がない。ゆえに発音できない。便宜上であろう、英語ではＹａｈｗｅｈと

書く。Ｙｅｈｏｗａｈと書けば、エホバとなる。 

本書でもヤハウェは荒々しい神として描かれているが、和辻哲郎は『風土～人間学的考察

～』の中で、三つの（人間）類型として、「モンスーン」「沙漠」「草原」をあげ、「沙漠」的

類型について次のように論じている。「沙漠的人間は沙漠的なる特殊の構造を持つことにな

る。」それは、「①人と世界との統一的なるかかわりがここではあくまでも対抗的・戦闘的関

係として存する。②自然との戦いにおいて人間は団結する。人間は個人としては沙漠に生き

ることはできぬ。従って沙漠的人間はその共同態において現れる。」（こうした生存条件によ

って）「全体への忠实、全体意志への服従は、沙漠的人間にとって不可欠である。」「キリス

ト教、ユダヤ教、フイフイ教（回回教＝イスラム教）等はすべて沙漠的人間の所産である。」

「沙漠的人間の功績は人類に人格神を与えたことにおいて絶頂に達する。」「部族神の信仰も

沙漠生活の必然性によって他のいずれの場合よりも強烈である。その特異性が部族神を人格

神たらしめた。神は「自然と対抗する人間」の全体性が自覚せられたものであり、従って自

然の力の神化の痕跡を含んでいない。自然は神の下位に立たねばならぬ。」「かかる部族神の

一たるヤーヴェがいかにして統一的な人格神となったか。」「もし学者（ヴェーバー）のいう

ようにイスラエルが一つの部族の名ではなく、部族連盟の名であるとすれば、すなわちイス

ラエルがヤーヴェを戦神守護神とする戦闘連盟、宗教連盟であるとすれば、ヤーヴェは伝説

の初めよりすでに諸部族を統一しているのである。（中略）最も力強く自覚せられた人格神

は、同じ傾向の諸部族の神をおのれの内に摂取する。かくしてヤーヴェは一部族の神ではな

く沙漠的人間の神となったのである。」この和辻の論は、類型論を超えてあまりに決定論に

傾いているとして、現在では顧みられないようであるが、説得力に富んでいると思う。もっ

とも、ユダヤ教からキリスト教への展開があっさりしすぎていて、論全体の説得力を大いに

減殺しているのであるが。 

 

○ユダヤ教の神、キリスト教の神、イスラム教の神について 

 本書では、ユダヤ教とキリスト教について、「ほとんど同じ、です。」「どこが同じか。「一

神教」である。しかも、同じ神をあがめている。ユダヤ教の神はヤハウェ（エホバともいう）。

その同じ神が、イエス・キリストに語りかけている。」とあり、カッコ書きで（ちなみにイ

スラム教のアッラーも同一の神です）とある（いずれもｐ16）。歴史的イエスは、ユダヤ教

の予言者として行動したわけだから、同じ神といっていいだろう。 
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 キリスト教とイスラム教の関係を本書で見てみると、「アブラハムは仕え女のハガルの寝

床に入った。そして、イシュマエルという男の子が生まれた。（中略）ハガルとイシュマエ

ルの親子二人は、天幕から追い出されます。ああ死んでしまうのですねと砂漠で泣いている

と、神の使いが現れて、イシュマエルは砂漠の民（アラビア人）の先祖になるのだと、勇気

づけた」（ｐ54）と述べられている（『旧約聖書』、「創世記」21章を参照のこと）。また、本

書によると、「イスラム教では、神が、人間の前に姿を現すなんてことはありません。使徒

（預言者）ムハンマドに啓示をもたらしますが、そのときだって、直接、ムハンマドの前に

出てきて伝えるのではなく、大天使ジャブライール（ガブリエル）をメッセンジャーとして、

間接的に伝えているだけ」（ｐ186）という。ここの部分には、心底驚かされた。大天使ガブ

リエルといえば、聖母マリアに「受胎告知」をする神の使いである。イスラム教への自分の

無知を露呈した驚きである。 

確かに、３つの「一神教の神」はヤハウェであるというのは、宗教社会学的には言えるだ

ろう。３つの宗教の特徴は、いずれも啓示宗教であることだ（本書で「啓示」という言葉が

出てくるのは上述の１回だけ？）。『岩波 哲学・思想事典』の「啓示宗教」には「有神論的

宗教において神の意志により神的真理が示されることを啓示といい、それに立脚しそれを布

教する宗教を啓示宗教という。唯一神を奉じるユダヤ教、キリスト教、イスラーム教などが

その代表的なものである」とあり、「イスラーム教」については「啓示は預言者ムハンマド

（マホメット）を通して示されたアッラーの神の意志であり、それはすべてコーラン（本書

ではクルアーン）に収録されたといわれる。コーランによれば、アッラーの神は、ユダヤ聖

典（旧約聖書）や新約聖書の天にある原形であり、ユダヤ教やキリスト教が歪曲してつたえ

た真の啓典キターブをムハンマドに示した。その教えは、アラブの祖イーブラヒーム（ユダ

ヤ人の祖であるアブラハム）の宗教の復興である」と記述されている。 

なるほど、淵源をたどれば、３つの宗教は同根だということになる。 

しかし、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の信徒に「あなたがたは、同じ神を信仰して

いるのですね」と聞いたら、真っ向から否定するのではあるまいか。同じ神を信仰するキリ

スト教内部でさえ、異端の問題などで対立があるのだから、３つの宗教で憎しみ合いや戦争

があっても不思議ではない。それこそ人間が罪深い存在であることの証明なのかも知れない。

だが、人間サイドから見ると、唯一の神が、異なることを啓示しているように思える。また

それぞれの宗教は、お互いを異教徒と呼んで蔑んでいる。やはり、同一神として表象するの

は困難なのではないか。 

 

○ディアスポラ（Diaspora）について 

 ギリシャ語の「撒き散らされたもの」にゆらいする言葉。英語で大文字で書く場合は、特

にパレスティナの外で、離散してくらすユダヤ人集団のことを指す。「古代地中海世界の諸

都市にはユダヤ人共同体が多く存在する。一般的には周辺住民によるイスラエル民族への弾

圧によって成立したといわれることが多いが、实際には（特にヘレニズム期に）人間や物資

が地中海世界を自由に往来する中で発達した。古代世界最大のユダヤ人コミュニティーはエ

ジプトの大都市アレクサンドリアにあった」（Wikipedia）。離散ユダヤ人の共同体は、古代
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から中世を通じてヨーロッパ各地に成立していったが、15 世紀はユダヤ人にとっては新た

なディアスポラの悲劇の始まりとなった。15 世紀にヨーロッパでは反セム主義（ユダヤ民

族はセム族に属する）が台頭し、ユダヤ教徒たちはヨーロッパの諸都市から次々に追放され

ていった。リンツ、ウィーン、ケルン、アウグスブルク、バヴァリア、モラヴィア、パルマ、

ミラノなどである。その最大のものは、1492 年（コロンブスの新大陸発見の年）にスペイ

ンで起きた。この年、レコンキスタ（日本語では国土回復運動と呼ばれることが多い）によ

って、最後まで残っていたグラナダが陥落し、ムスリム（イスラム教徒）はイベリア半島か

ら追い落とされた。これとユダヤ教徒と何の関係があるかといえば、スペインの中に多くの

ユダヤ教徒が共同体を形成して、イスラム教徒と共存していたのである。キリスト教徒であ

るスペインの王フェルディナンドと王妃イザベラは、グラナダ陥落から週週間の後には、ユ

ダヤ教徒に対して、キリスト教の授洗か追放かの選択を迫った。多くのユダヤ教徒たちは、

故郷であるスペイン（イスラム教徒のイベリア半島浸透は 711年からだから、約 800年間生

活していたのである）を愛していたから、キリスト教徒になることを選んだが、ほぼ 15 万

人のユダヤ教徒は授洗を拒み、トルコ、バルカン半島、北アフリカに亡命した。改宗したユ

ダヤ人の中には、密かにユダヤ教の信仰を続ける者もいて、異端審問の追及を受けることに

なった。亡命したスペイン系ユダヤ教徒たちは、流浪感と生き残ったという不合理なしかし

消すことのできない罪責感に苦しめられ続けた。このことは、上述の『神の歴史』で初めて

知った。 

 

○選民（The chosen）と賤民（Pariavolk 英語は Pariah）、及び逆説について 

 本書では「ユダヤ教の神様というと、ユダヤ人という特殊な民族のための神様だと思いが

ちですが――まあ実観的に言えばユダヤ人の神様なんですけど――、ユダヤ人の観点からす

れば、宇宙全体を統轄する、すべての民族の神様なんだということですね。（中略）ヤハウ

ェはすべての民族の上に立つ神でありながら、どういうわけかユダヤ人を選んだのです。ユ

ダヤ人を選んで、ユダヤ人に対して救済を約束した」（ｐ50～51）とある。ユダヤ教が普遍

宗教となったのはバビロン捕囚期といわれているから、このころイスラエルの民は「選ばれ

た民＝選民」という意識が芽生えてきたのであろう。ところが、現实のユダヤ人は賤民であ

った。ヴェーバーは『古代ユダヤ教』の序論で「社会学的にみてユダヤ人とはなんであった

のか。一つのパーリア民族（Pariavolk賤民）であった」と述べている。賤民が選民意識を

もってヤハウェを信仰するというこの逆説が、逆説だらけのキリスト教につながる源泉のよ

うに思えるのだが。なお、本書ではイエスの「復活」を最大の逆説として議論しているが、

永遠の唯一神が、人間として「受肉」したことの方が神学的には大きな逆説のようである。 

 

○メシアについて 

 メシアとは、本書でも述べられているように、ヘブライ語で「救世主」を意味する。もと

もとは、「香油をそそがれた者」であり、それから、「理想的な統治をする為政者」となり、

「ダビデの子孫から生まれて、イスラエルを再建しダビデの王国を回復する者」と変化して

いった。『旧約聖書』には「神」「主」とともに「万軍の主、イスラエルの神」という表現が
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しばしば出てくる。本書でも指摘するとおり、ヤハウェは「軍事的な神」なのである。従っ

て、メシアとはヤハウェの召命を受けてイスラエルを再建する者という極めて現世的な色合

いを持っているように思われる。「紀元後ほぼ 30 年のイエスの死の時までは、ユダヤ教徒は

情熱的な唯一神論者であったので、誰もメシアが神的な存在であるなどとは予期しなかった。

メシアは特権を持つ者ではあれ、単に普通の人間であった。初代のキリスト教徒は、イエス

を新しいモーセ、新しいヨシュア、新しいイスラエルの創始者と見た」（『神の歴史』）。そこ

で「賤民」は再逆転して、文字どおりの「選民」となるのである。ただし、これは私見。 

 一方、『旧約聖書』には、ユダヤ教本来のメシア像とは異質のメシアを預言したといわれ

る部分もある。「イザヤ書」第 53 章が一例である。「彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの

人で、病を知っていた。また顔をおおって忌みきらわれる者のように、彼は侮られた。われ

われも彼を尊ばなかった（53－３）。彼は暴虐のさばきによって取り去られた。その代のう

ち、だれが思ったであろうか、彼はわが民のとがのために打たれて、生けるものの地から断

たれたのだと（53－８）。」キリスト教側からいうと、これがイエスの出現の預言なのだ。 

 イエスをキリスト（メシア）と認めなかったユダヤ教であるが、イエスの後に預言者は現

れなかった。だが、メシアを名乗る男は現れた。「1664年に、ユダヤ教徒のメシアが救いは

近いと宠言し、世界中のユダヤ教徒に受け入れられた」という。その男はシャバタイ・ツェ

ヴェといい、現代ならば躁鬱病と診断されたであろうが、それはともかく、「パレスティナ

の多くのユダヤ教徒は、シャバタイのところに集まり、彼は 12 人の弟子を選び、間もなく

再度呼び集められるであろうイスラエルの 12部族を裁く者とした」。そして、イタリア、オ

ランダ、ドイツ、ポーランドおよびオスマン帝国のユダヤ共同体に“福音”の便りが送られ

た。「何世紀にもわたる迫害と疎外は、ヨーロッパのユダヤ教徒を主流から孤立させてきて

いたので、この不健康な事態は、多くのユダヤ教徒が世界の未来はユダヤ教徒にのみ依存し

ていると信じるように条件づけてしまった。多くの者は世界の終わりの日が迫っていると信

じるようになっていた」のである。シャバタイを危険視したオスマン帝国は、1666 年シャ

バタイを反逆罪で逮捕し、「スルタンは彼に、イスラームへの改宗か死かという選択を迫っ

た。（鬱になっていた）シャバタイはイスラームを選択しただちに釈放された。彼は帝国か

ら年金を与えられ、1676 年明らかに忠实なムスリームとして死んだ」という。「今日に至る

まで多くのユダヤ教徒は、このメシア的大惨事に当惑され続け」、しかし、「驚嘆すべきこと

に思われようが、多くのユダヤ人は彼の背教というスキャンダルにもかかわらず、彼らのこ

のメシアに忠实であり続けた。」「ユダヤ教徒の歴史を通じて、メシアを称した者は数多くい

たが、これほど大衆的支持を得た者はかつていなかった。」「十字架の敗北のなかに新しい生

命があったのだというキリスト教的信仰は、背教が聖なる神秘であったというシャバタイ主

義者の確信と似ているのである。」（『神の歴史』） 

 

○パウロの回心について 

 『新約聖書』の「使徒行伝」に「ところが、道を急いでダマスコの近くにきたとき、突然、

天から光がさして、彼（サウロ）をめぐり照らした。彼は地に倒れたが、その時「サウロ、

サウロ、なぜわたしを迫害するのか」と呼びかける声を聞いた。そこで彼は「主よ、あなた
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は、どなたですか」と尋ねた。すると答があった。「わたしは、あなたが迫害しているイエ

スである。さあ立って、町にはいって行きなさい。そうすれば、そこであなたのなすべき事

が告げられるであろう」。サウロの同行者たちは物も言えずに立っていて、声だけは聞こえ

たが、だれにも見えなかった。サウロは地から起き上がって目を開いてみたが、何も見えな

かった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は三日間、目が見えず、

食べることも飲むこともしなかった」（９－３～９）とある。これがパウロの劇的な回心で

ある。もっとも、パウロはイエスをメシアであると信じ、通常の人間以上の存在であるかの

ように語ったが、イエスが神の受肉者とは信じていなかった。神と人間との間の「仲保者」

であって、神からは务る者と考えていた（『神の歴史』）。本書でも「イエス・キリストを「神

の子」と決めたのは、パウロです」しかし「パウロは三位一体なんてややこしいことは、こ

れっぽっちも考えていなかった」（ｐ167）と言っている通りである。 

 

○三位一体について 

 本書がキリスト教神学に深入りしなかったのは正解である。本書でさえ難解といえる。こ

こでは、『神の歴史』から、有名なアリウスとアタナシウスの論争の“さわり”だけ紹介し

ておく。アリウスの問いは「イエス・キリストはどうして、父なる神と同じ仕方で神であり

えたのか」というものであった。キリストは、人間を神から隔てる深淵を人間が渡ることを

助けてくれたのだ。問題はいかにして彼がそれを成し遂げたかであった。彼はこの偉大な分

裂（深淵）のどちら側にいたのか、なのだ。「言葉」（ロゴス）であるキリストは、神的領域

に属するのか、それとも脆弱な被造物に属するのか、のどちらかであった。「アリウスとア

タナシウスは彼を深淵の対立する両側に置いたのだ。アタナシウスは神的な側に、アリウス

は創造された秩序の側に、である。」アリウスは、「神と、その被造物との間の本質的な違い

を強調した」のであり、「イエスは完全に人間的な生を生きた。彼は十字架の死にいたるま

でも神に従っていた。聖パウロが述べたように、この死にいたるまでの従順のゆえに、神は

彼を特別に高められた地位に引き上げ、「主」（キューリオス）という神的な称号を授けた」

と主張した。これに対して、アタナシウスは「人間が絶滅を避けうるのは、神のロゴスを通

じて神に参与することによってのみである。なぜなら、神のみが完全な存在だからである。

もしロゴス自身が脆弱な被造物であったならば、彼は人類を絶滅から救い出すことなどでき

ないであろう。ロゴスはわれわれに命を与えるために肉とされたのだ。それは肉とされたロ

ゴスであるキリストが、御父と同じ性質のものでなければならいことを意味している」と考

えた。「アリウスもアタナシウスも、イエスと共に何か新しいことが世界にもたらされたの

だということを確信していたのであり、彼らはこの経験を、自他に対して概念的諸象徴を用

いて明示しようと苦闘していたのである」が、「不幸なことに、教義についての不寛容がキ

リスト教のなかに入り込みつつあった。それは究極的に「正しい」あるいは「正統的な」象

徴の採用を決定的に義務的とさせることになったのだ。キリスト教は常に逆説的な信仰であ

った。今や教会はニカイア（公会議）において、「受肉という逆説」を選択したのである。

それが明らかに唯一神論とは両立し難いものであるにもかかわらずである。」後に「聖霊」

が加わり、現代にいたるまでキリスト教徒自身を悩ませる「三位一体」が成立する。 
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○マリア信仰、聖遺物について 

 聖書はもともとギリシャ語で書かれていた。正確にいうと『旧約聖書』はヘブライ語で書

かれ、ギリシャ語に翻訳したものが『七十人訳聖書』であり、『新約聖書』はもともとがギ

リシャ語である。それをラテン語に翻訳したのは、聖ヒエロニムス（340 頃～420）である。 

本書でも言われているように、当時のヨーロッパの庶民がラテン語を読めるわけがなかった。 

そこで絵画やステンドグラスなどを使って布教した。ヨーロッパのカトリックの大聖堂のス

テンドグラスは、創世記からキリストの磔刑と復活、最後の審判が物語として描かれている

場合が多い。絵画や彫刻で最も多いのは、聖母マリアとキリストである。ルネッサンス期だ

けみても、レオナルド・ダ・ヴィンチ（受胎告知、最後の晩餐など）、ミケランジェロ（ピ

エタ、最後の審判など）、ラファエッロ（多くの聖母子像）などの傑作は、マリアとキリス

トにかかわる宗教画である。東方教会のイコンも同様である。余談だが、図像学（iconology）

というものがあり、マリアの衣の色などに厳格な決まりがあった。本書では、マリア信仰は

本筋の話ではないので触れられていないが、庶民への布教にはあずかって力があったと思わ

れる。ただし、厳密にはマリア信仰とはいわず、マリア崇敬というのだが。 

 では、マリア崇敬はいつごろから始まったのであろうか。アラン・コルバン編『キリスト

教の歴史』によれば、「マリアが、関連する文献の中で「我らが貴婦人（ノートル・ダム）

となるのは、12世紀のこと」であるが、聖母は「８世紀から聖なる王権として明確化され」、

「王政と封建制を結びつけようとする西方世界の内部で、はっきりした権力の主役として現

れてくる」のである。「至高性のイデオロギーに利用されることで、マリアは天上の元后と

なった」。また、「当時飛躍的発展を遂げつつあったクリュニー修道会は、自らの至高性を確

保するために、マリアという人物に訴えた」。つまり「地上に生きる人間たちを救いへと導

く天使となることを夢見た宗教者や修道士が住まう、罪の汚れのない「純潔の」地として現

れた修道院を「至高の貴婦人」が全面的に支配する、という事態である。」そして「膝の上

に幼子イエスを置いた「荘厳の」聖母は、キリスト教の神秘について、それを危うくしてし

まうほどに問う人間に対して受肉した神の姿を示しているのである。」「聖母はパリのノート

ルダム大聖堂（注：ブルネレスキ設計の大クーポラとミケランジェロのピエタで知られるフ

ィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレは「花の聖母教会」）に見られるような巨

大な記念像となる。12 世紀末からは、審判者であり王であるキリストの傍らで、聖母が戴

冠する様子が確認できる」のである。 

ただし、宗教改革後のプロテスタントにあっては、本書でも指摘されているように偶像崇

拝として、マリア崇敬は“一応”否定されている。 

この偶像崇拝との関連でいうと、西方カトリックには、聖遺物という重宝なものがある。

聖十字架（キリストが磔にされた十字架の木片）、聖骸布（キリストの遺体を覆っていた布）、

聖槍（キリストを突いた槍の穂先）などなど。聖遺物は、11 世紀～13 世紀に十字軍が西方

に持ち帰ったものが多い。（中世の信仰や十字軍の实態について興味のある方は、ウンベル

ト・エーコ著『バウドリーノ』（岩波書店 上・下）、塩野七生著『十字軍物語』（新潮社 ３

巻、現在２巻まで刊行）をどうぞ。これまで知らなかったことが山ほど書かれている） 
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○アリストテレスの逆輸入ということについて 

 本書では「中世の後半になって、アリストテレスやプラトンが再発見され」（ｐ259）とか、

「中世の後半に、アリストテレスの哲学がイスラム圏からカトリック世界に言わば逆輸入さ

れて」（ｐ273）とか、「中世後半のアリストテレスの権威はすごい。先ほど、ギリシャ哲学

がイスラム世界から逆輸入された」（ｐ278）など、幾度もアリストテレスが強調されている。

キリスト教神学におけるアリストテレスの権威については知っていたが、「イスラム世界か

ら逆輸入された」ということが、私には腑に落ちなかった。 

 その答えは、「ヘレニズム」と「ローマ帝国の東西分裂」（395年）にあるといえる。ここ

では教科書的に、アレクサンドロスの東方遠征によって生じた古代オリエントとギリシャ文

明が融合したのがヘレニズム文化であり、紀元前 30 年のプトレマイオス朝エジプトがロー

マに併合されて、ヘレニズム時代は終わった、と理解しておく。しかし、その後も当方世界

においてはギリシャ語が共通語となるなどヘレニズム分化は栄え、ギリシャ哲学（特にプラ

トンとアリストテレス）が浸透していた。ローマ帝国の分裂後、本書にもあるとおり東西の

交流が途絶えがちとなり、西方世界はゲルマン民族の大移動などで文化的には停滞すること

になった。本書が「歴史をふりかえれば、中世くらいまではイスラム圏がカトリック世界よ

りずっと先行していました」（ｐ273）というとおりである。アリストテレスの宇宙論は、ご

くかいつまんで言えば、同心円状の階層構造をしていて、世界の中心に地球があり、その外

側に太陽や月や惑星が層をなしている。これらの天体は、天球上を永遠に円運動をしていて、

最も外の層に「不動の動者」である世界全体の「第一動者」（あるいは「第一動因」）が存在

し、すべての運動の究極の原因である、ということらしい（Wikipedia など）。イスラム教

のイブン・スイーナやイブン・ルシュドといった神学者に多大な影響を与えたが、それがヨ

ーロッパに伝えられたのは、12世紀になってからである。「ヨーロッパの学者たちは群れを

なしてスペインへ向かった。そこで彼らはムスリームの学問と出会うことができたからであ

る。彼らはムスリームやユダヤの知識人たちの助けを借りて、この知的な富を西洋にもたら

すべく膨大な翻訳事業を始めた。プラトン、アリストテレス、その他の古代世界の哲学者の

（ギリシャ語からの）アラビア語訳の書物が、今やラテン語に翻訳され、初めて北ヨーロッ

パの人々の手に入るようになった」（『神の歴史』）。中世最大のキリスト教神学者であるトマ

ス・アクイナスの『神学大全』は、この“新しい哲学”と西欧のキリスト教的伝統を統合し

ようという試みであった。ただし、アリストテレス哲学の「第一動者」は、無感動（アパテ

ーア）を特質としているため、啓示の神と異なるという反発も生み、ユダヤ教、イスラム教、

キリスト教のいずれでも、神秘主義を呼び起こすのであるが。 

 ギリシャ・ローマと一まとめにして考える癖がついていたことを白状しなければならない。

後のルネッサンスもこのようにイスラムを迂回した文化の“輸入”がなければ、成立してい

なかったかも知れないのである。 

 

○原理主義（ファンダメンタリズム）の問題について 

 キリスト教で「神の死」が言われて久しい。20 世紀はナチスによるホロコースト（ユダ

ヤ人大虐殺）を生んだ。「もしこの神（ヤハウェ）が全能であるならば、ホロコーストは防
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げたはずだ。彼がそれを止めることができなかったならば、彼は無能で無益である。もし、

彼がそれを止めることができたのに、止めようとしなかったのならば、神は怪物である。ホ

ロコーストが伝統的な神学を終わらせてしまったと信じるのは、ユダヤ教徒だけではないの

である。（中略）アウシュヴィッツで一群のユダヤ教徒が神を裁判にかけたという話があっ

た。彼らは残虐さと裏切りのかどで神を訴えたのだ。（中略）彼らは、神のためのいかなる

言い訳も、酌量すべき情状も見出せなかったので、神を有罪とし、おそらく死刑に値すると

考えたのだ。ラビが判決を言い渡した。そして彼は天を見上げ、言った。裁判は終わった。

夕方の祈りの時間だ、と」（『神の歴史』）。沈黙するしかない。 

 一方、３つの一神教は、寛容と不寛容の時代を繰り返してきた。20世紀の 80年代以降は、

まさに、不寛容が強まった時代といえる。それは原理主義（ファンダメンタリズム）の時代

でもある。９．１１以降の荒涼たる世界は、ある意味で黙示録的ですらある。 

 キリスト教で見ると、ピューリタンの伝統のあるアメリカのプロテスタントで原理主義が

著しい。「キリスト教根本主義者はキリストの愛に満ちた慈愛にはほとんど注意を払わない。

彼らは彼らが「神の敵」と見る人々を断罪するのに急である」（前掲書）。 

 新聞報道によれば、来年のアメリカ大統領選挙の共和党候補者たちのなかで、最近、世論

調査の支持率ナンバーワンになったリック・ペリー氏は、キリスト教福音派に属し、公開の

討論会で「ダーウィンの進化論には欠陥がある」と言いきったそうである。もちろん、妊娠

中絶・同性婚・銃規制には反対で、「小さな政府」論者であり、社会保障は保険料を払う人

を騙す「ネズミ講」だと言ってのけたともいう。中間選挙で猛威をふるった「ティーパーテ

ィー」の強い支持を受けている。彼はジョージ・ブッシュからテキサス州知事を引き継いだ

男である。このような人物がアメリカ大統領になったら、と思うと背筋が寒くなる。 

 

○シオニズムについて 

 最後に、佐藤さんが疑問を投げかけているシオニズムについて。「1882 年、つまりロシア

で最初の大量虐殺（ポグロム）が始まった翌年に、一群のユダヤ教徒が東ヨーロッパを離れ

パレスティナに移住した。彼らは自分自身の国を持つまでは、不完全で疎外された人間であ

り続けるであろうと確信していた。シオンに帰還するという憧れは、挑戦的なほどに世俗的

な運動として始まった。なぜなら、歴史の浮沈がシオニストたちに、彼らの宗教も神も役に

立たないということを確信させたからである。（中略）シオニズムはその公然たる世俗主義

にもかかわらず、自らを本能的に伝統的で宗教的な用語で表現したが、本質的には“神なし

の宗教”であった。（中略）アラブ人によって無視されてきたシオニストが主張する土地を

耕すことによって、ユダヤ教徒はそれを自分たちのために征服し、同時に自分たちを追放・

捕囚という疎外から救い出そうというのであった。」一方、「イギリスとフランスが中東へ侵

入していった年である 1920 年は、「アム・アル・ナフクバー」（災いの年）として知られる

ようになったが、それは宇宙的破局を含意する言葉であった。（中略）さらに、イギリスは、

パレスティナをシオニストに、あたかもアラブ人の住民など存在していないかのように、手

渡してしまうという噂さえあった。恥辱感と屈辱感は激しいものであった。」（前掲書）これ

が、今日のパレスティナ問題の起源である。 
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○三位一体の補足 

 ７世紀に、一人の預言者が神から直接的な啓示を受け取り、新しい聖書をもたらしたと主

張したとき、－唯一神教の新版、「イスラーム」は、中東および北アフリカに驚くべき勢い

で広がっていった。これらヘレニズムの本拠地でなかった国々における熱烈な改宗者は、ギ

リシャ的三位一体論から離れて「ほっとした」のだ。三位一体論は、神の神秘を彼らには縁

遠い熟語で表現していたのであり、神性のリアリティーについての、よりセム的な考えを採

用したのである。 

 

○一神教と多神教 

 日本は先進国としては珍しく多神教の信仰が続いているが、橋爪は「これほど幸運な場所

は、世界的にみても、そう多くない」といっている。ここだけ急に価値判断が入っているの

は理解できない。なぜ、多神教は幸運で、一神教は不運と断定できるのか。 

 

○世俗の権力と宗教的権威の分離 

 地域的な王権の独立は、主権国家、自然法などをもたらしたが、ユダヤ教やイスラム教よ

り、世俗化（secularization＝脱宗教化）に、より早く、より広範に悩まされることになっ

た。キリスト教的意味での無神論も世俗化と無関係ではない。 

 

○サタンについて 

 橋爪は「サタンは「反対者」「妨害者」という意味で、神への信仰を検証する存在です。

サタンは天界にも自由に出入りし、神の代理で地上を査察して回る係のこと。中世キリスト

教でおどろおどろしく描かれたみたいな、悪魔ではない。」（ｐ70）これも誤解を与える。 

サタンはもともと神に仕える御使いであったが、堕落して悪魔となり、地獄の長となった。 

欧米では、近代にいたるまで、悪魔、天国、地獄は实在するものと考えられた。そうでなけ

れば、15世紀以降に「魔女狩り」や「異端審問」が大々的に行われるはずがない。 

 

○ユニテリアン（Unitarianism） 

 三位一体の教理を否定し、神の唯一性を強調。イエスはメシアであり、神の子であるが、

神その人ではない。アイザック・ニュートン。 

 

○一神教の神 

橋爪は「大事なことですが、言葉を用いる。要するに、人間の精神活動と瓜二つなのです。」

（ｐ62）とか「人間の目の前を歩いている。ヤハウェが歩き回っている。それなら、だいた

い人間と同じ大きさだったことになります」（ｐ94）いっているが、日本人にストレートに

いうと誤解される。こういう考えを「神人同形論」という。 

西欧がまず神の統一から出発し、それからその統一の中の三つのペルソナを考察したのに

対し（演繹論か？）、ギリシャ人は常に三つのヒュポスタシス（本質が外に向かって顕わに

なったもの）から出発し、神の統一―彼の本質（エッセンス）－がわれわれの理解を超えて
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いる（帰納論か）と宠言していたのである。 

 

○仏教は「唯物論」か？ 

 橋爪の論は断定的である。 

「インドにおける＜唯物論＞とは、世俗に随順し唯物論的快楽主義の主唱者として知られ

る。漢訳仏典で「順世」の思想を一般に指す。正統バラモン哲学諸派、仏教、ジャイナ教の

諸文献に、彼らの思想に対する言及・批判が多く見出される。「真の实在は地・水・火・風

のみ。精神とは、あたかも酵母菌から酒類のもとが生起するように、身体という形をとった

四元素の特殊な配合物から生起した現象にすぎず、身体と共に消滅する。したがって、不滅

の霊魂は存在せず、来世もない。世界、人類をあらしめているのは、神でも見えざる力でも

なく、因果応報の道理もない。知覚のみが唯一確かな認識手段であって、推理の普遍的妥当

性は論理的にみて、ありえない。知覚を超えた宗教的義務（ダルマ）の領域を規定するとさ

れるヴェーダ聖典も、バラモンが自分たちの都合に合わせて作り出した戯言にすぎない。人

が目指しうる最高の目的とは解脱でも天界でもなく、ただ現世における快楽享受に尽きる。

順世の思想を特徴づけるものは、宗教・道徳上の原理、理念、価値を一切否定する点であり、

ただその際に唯物論的な説明がともなうので、＜唯物論的＞という評価が生まれた。業や輪

廻・来世などを承認するインドの思想界において否定論者・不信の徒・異端派の最たるもの

として他派から手厳しい批判を浴びてきた。」（『岩波 思想・哲学事典』）。 

 

○全知全能の神がつくった世界に、なぜ悪があるのか。 

 試練と神との対話（ディスコミュニケーション）だけで説明するのは、無理というもの。

世界の哲学者・神学者が 2000年かけても解けない問題である。 

 

○改革者にとっての神 

・マルティン・ルター（1483～1546）。魔女の力を確信していて、キリスト教徒の生活をサ

タンに対する戦いと見ていた。宗教改革はこの不安に対処するための試みとも見なしうる。

16 世紀におこった宗教的変化の膨大なサイクルを「宗教改革」と呼ぶことは、あまりにも

単純化された考えである。 

 ルターの神はその怒りによって特徴づけられた。ルターの個人的救済は、彼が「信仰義認」

の教理を的指揮科したときにやって来た。人間は自分自身を救うことはできない。神が「義

認」つまり罪人と神の間の関係の復興に必要なすべてのことを用意してくれるのだ。ルター

は、神の存在の証明の可能性すら疑っていた。トマス・アクイナスによって用いられたよう

な論理的議論によって演繹される唯一の「神」など、異端の哲学者の神であった。信仰は、

信頼して受け取られるべきリアリティーに向かっての暗闇の中での跳躍であった。パスカル

やキルケゴールを予見していた。 

・ジャン・カルヴァン（1509～1564）。カルヴァンのスイスにおける改革は、ルターのもの

より、ルネッサンスの諸理念に基づいており、生まれつつあった西欧のエートスに深甚なる

影響を与えた。スペインの神学者・セルヴェストスを死刑に。（「三位一体という途方もない
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教義を聞いたこともなかった使徒と教会教父たちの信仰に立ち返れ」「三位一体の教義は人

間の産物であり、「真のキリストの知識から人々を疎外してきたし、われわれに三つの分裂

した神を提示した」）。カルヴァンは普通予定説で知られているが、实際はこれは彼の思想に

とって中心的なものではなかった。それが決定的に重要になったのは彼の死後の「カルヴァ

ン主義」においてであった。神の全能および全知と人間の自由意思を和解させるという問題

は、神についての神人同形論的観念から発したものでる。カルヴァン主義によって、聖書の

「神」は超越的なリアリティーの象徴であることを止めてしまい、残酷な専制君主的な暴君

になってしまうのだ。予定の教義はそのような人格化された神の限界を示すものである。 

・パスカル（1623～1662）。神の存在を証明する手立てはないことを確信していた。神の存

在を真剣に疑問視した人はいなかった。パスカルはこの勇躍する新世界においては、神への

信仰は個人的な選択の問題でしかありえないということを認めた最初の近代人であった。信

仰は常識に基づいた合理的合意などではない、と彼は主張した。それは賭けだったのだ。神

の存在を証明することは不可能であるが、理性によってはその存在を反証することもまた同

等に不可能である。 

・デカルト（1596～1650）。神を発見するという知性の能力にずっと大きな信頼を置いてい

た。デカルトは、神が他の存在するいかなるものよりも、容易にしかも確实に知られうると

論じるところまで行った。これは独特な仕方で、パスカルの「賭け」と同様に革命的な考え

であった。アリストテレス・聖パウロ、そしてすべての過去の唯一神的哲学者たちとは違っ

て、彼は宇宙が完全に神なきものだと見たのである。自然にデザインなどなかった。实際宇

宙はカオス的であり、知的計画という印など何も明らかにしていないのだ。それ故、自然か

ら第一の諸原理についてのいかなる確かさをも演繹することは不可能であった。 

・ニュートン（1642～1727）。ニュートンは物理的世界を、その体系の不可欠の部分として

の神を伴ったものとして説明する試みを始めた。主権的な神は彼の全体系にとって決定的な

ものであった。なぜなら、そのような神聖な「機械工」なしには、その体系は存在しえなか

ったからである。「重力は諸惑星に運動させ始めたかもしれないが、神の力なしにはそれら

が太陽の回りを巡っているような軌道運動に入れられることはなかったであろう」ニュート

ンはデカルト同様、神秘と関わり合っている暇はなかった。かれはそれを無知および迷信と

同一視していた。彼は熱心にキリスト教から奇跡的なものを排除しようとした。彼は 1670

年代に三位一体の教理についての真剣な神学的研究を始め、それが異教徒の改宗者たちのた

めのもっともらしい試みとして、アタナシウスによって教会に押しつけられたものだという

結論に達した。アリウスのほうが正しかったのだ。イエス・キリストは確かに神ではなかっ

たのだし、三位一体および受肉の教理を「証明」するために用いられた新約聖書の諸章句は

偽りであった。西欧のキリスト教徒は常に三位一体を難しい教理だと思ってきたが、彼らの

新しい合理主義は、啓蒙主義の哲学者や科学者がそれを破棄するのに熱心にさせた。 

・スピノザ（1632～1677）。ヨーロッパのいかなる宗教共同体にも属さなかった。そういう

者として彼は、西欧において流行となる自律的で非宗教的（セキュラー）な理念の元型であ

った。 

・カント（1724～1804）。神への唯一の道は、道徳的良心という自律的な領域（实践理性）
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をとおしてのみであった。神という理念そのものには反対ではなかった。宗教の中心はもは

や神の神秘ではなく、人間自身であった。カントは伝統的な神の証明の妥当性を疑い、それ

らが实際何も証明しなかったのだということを示した最初の西洋人の一人であった。 

・ヘーゲル（1770～1831）。ユダヤ教を卑しい宗教とみなしていた。ヘーゲルの見解におい

ては、ユダヤ教の神は堪え難い律法への接待的服従を要求する専制君主であった。イエスは

このおぞましい奴隷状態から人間を解放しようとしたのであるが、キリスト教徒はユダヤ教

徒と同じ罠に捕えられ、神聖なる専制君主という理念を促進させてしまった。「神」は世俗

の現实とは別のものではなく、また彼自身の世界のなかの任意のエクストラでもなく、人間

と不可分に結びついているのだという洞察であった。彼はこの洞察を弁証法的に表現し、人

類と「霊」－有限と無限―を唯一の真理の両面であると見ていた。 

・ニーチェ（1884～1900）。1882年に「神は死んだ」と宠言した。一人の狂人が「神がどこ

へ行ったのかだと？君たちに言おう。われわれが殺したのだ。君たちやわたしがだ！われわ

れみなが殺したのだ！」これまで人類に方向感を与えてきた一切のものが、消滅してしまっ

たのだ。ニーチェの狂人は、神の死が人類史のより新しい、より高い局面をもたらすであろ

うと主張していた。人間は自分たちの手による「神殺し」にふさわしい者となるためには、

自らが神々にならねばならないであろう。ニーチェは『ツァトゥストラはかく語った』（1883）

において、神に取って替わるであろう超人の誕生を宠言した。 


