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第 34 回 高畠政治学を読む会  2011．９．17      佐藤 健人 

 

『ふしぎなキリスト教』 橋爪大三郎×大澤真幸    講談社現代新書 

                             

はじめに 

この対談には二つの背反する条件が課されているという。 

一方では、基礎を何も知らない人にもわかってもらえるものにした。かつ、他方で、キリスト教や近

代社会についてすでに多くの知識をもち、いろんなことを考えてきた人にとっても「それは本質的な

問題だ」と思ってもらえるものにした。 

報告者（佐藤）はもちろん前者に属するものなので、対談者の知識、考えを素直に受け入

れてキリスト教の基礎（言葉、歴史、世界観）を理解するように心掛けました。というわ

けで、1 一部と二部は報告者が理解しやすいように順不同で纏め、三部はキリスト教が三位

一体説と国教化により世俗化したのちに、いかに「西洋」をつくりかつその影響力につい

て語られていますが（戦後日本は圧倒的な影響を受けている）、今回はあえて言及せずキリ

スト教発展の礎となった初期教会の基礎知識をメモしました。 

 

第一部 一神教を理解する 

 

ユダヤ教 P26 

  成立ははっきりしたことは言えない（1500 年くらいの年月をかけ成立？） 

「ヤハウエ（エホバ）／戦争の神」前 1300～1200 ごろに知られるようになる～ 

  神殿を失い（ローマ軍）、世界中に散らされてしまった。 

  神殿を失い律法（モーゼ）を重視するユダヤ教のかたちが確定（バビロン捕囚前後） 

  ＊信仰は安全保障のため 

ヤハウエ信仰 P３３ 

 １）儀式を行なう 祭司       サドカイ派 

 ２）預言者に従う 預言者      ヨハネ、イエス 

 ３）律法を守る  律法学者（ラビ） パリサイ派 

  ↓ 

 律法（宗教法）――厳密ルール主義 43 

  ユダヤ民族の生活のルールをひとつ残らず列挙して、ヤハウエの命令（＝神との契約） 

  を守る・・・衣食住、生活暦、刑法民法商法家族法 etc の一切合切 

  ＊律法を守って暮らせば１００年、１０００年経ってもユダヤ民族 

＊Ｇｏｄとの契約を守っていれば国家が消滅しても、また再建できるという信仰 

    一神教の原型 ユダヤ社会２０００年保持のポイント 

             負け組（敗者）の論理 奴隷道徳（ニーチェ）  
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    ヤハウエ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 

預言者の母国語 （ユダヤ人側にとっては不可解？） 

ユダヤ教の重要な特徴 ｐ９９ 

 原始的な部族共同体の特徴と王を戴く発達した古代社会の特徴と両方を兼ね備えている 

 １）寄留者（ゲーリーム）        ＊ディアスポラ（離散の民） 

その社会の正式なメンバーではない 

       アブラハム・・・外国からやってきてカナンに住みこんだ 

    部族社会と土地所有を結びつけ正当化するのが旧・新の構成 

 ２）カリテート（社会福祉的な規定――ウェーバー） 

    ヤハウエに従う義務／ヤハウエを中心に団結 

 ３）権力を肯定しない 

    ①王（権力）はＧｏｄが与える 

    ②長老の同意 

    ③預言者の批判 

 

キリスト教 

 先行するユダヤ教を否定しつつ、自覚的に残している。 

      Ex 二種類の聖典（旧約・新約聖書） 

 イエスは旧約聖書を「解釈」している 166 

         CF イスラム教 

          先行するユダヤ教・キリスト教を再解釈して自分の経典の中に 

          クルアーン（コーラン）の単一聖典 

キリスト教とユダヤ教―――ほとんど同じ 

 同じ）一神教 ヤハウエ（エホバ） 全知全能の神 

 違い）神に対する人びとの対し方 

  ユダヤ教   預言者の言葉を神の言葉と考え、それに従う 

  キリスト教 「神の子イエス・キリスト」の存在――預言者以上の存在 

  ＊預言者は神の言葉を聴く、イエスは神の言葉そのもの キリスト＝救世主 

「原罪」46Ｐ 

   人間そのものが間違った存在（行為に先立つ性質） 

   原罪は神の子イエス・キリストによって救済される 

「一神教」 

Ｇｏｄは全知全能の神 

＊これを体得することがユダヤ教・キリスト教を理解するポイント 55＋82～ 

Ｇｏｄを基準（ものさし）にして神の視点から世界を視る＝正しさの基準 56 

   ＊人間のつとめは、神の言うとおりにすること 
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    神と対話しながら、神に従い続ける＝コミュニケーションを絶やさないこと 

    人生のすべてのプロセスが、試練（神の与えた偶然）の連続＝神が人間を試す 

    試練の意味を自分なりに受け止め乗越えることが神の期待に応える 

 Ｇｏｄは意思があり、感情があり、理性があり、記憶があり、言葉を用いる 

   ＊世界は言葉によってつくられた「光あれ」 意思してイスラエルの民を選んだ 

Ｇｏｄ（神）は人格を持つが人間ではない。人間を創造した。 

言葉を用いる＝不断のコミュニケーション「祈り」（一神教に特有なもの） 

「赦し」――祈りを通して解決が与えられる、Ｇｏｄと人間の調和した状態 

   ＊日本人：神様は人間みたいなもの＝仲間 

   ＊仏教：「悟り」 

    CF 多神教は神の視点ではなく、人間中心。55 

 ＊Ｇｏｄと人間との関係 Ｐ22 

  １）Ｇｏｄは何を考えているか→預言者に教えてもらう―――言葉 

  ２）Ｇｏｄが考えているとおりに行動する 

     Ｇｏｄを信じるのは自分の安全保障のため 

     ３）「人間のもの」と「神のもの」を厳格に区別し、「人間のもの」に権威を認めない 

       主人（神）と奴隷（人間）という主従（上下）関係、厳しくてよそよそしい関係 

    信仰 78（一神教の日常的な信仰） 

     この世界は有限で罪深くて不完全な人間の営みなのだけれど、その背後に、完全な 

     能力と意思と知識をもったＧｏｄという人格がいて、その導きによって生きている。 

     人間は「神様、この世界はなぜこんなに不完全なんですか」と、Ｇｏｄにいつも語り

かけ、対話しながら日々を送ることになる。対話をやめてはいけない。 

      

     試練とは現在を、将来の理想的な状態への過渡的なプロセスだと受け止め、言葉で認

識し、理性で理解し、それを引き受けて生きるという態度が信仰。 

     Ｇｏｄとの関係によって（自分の都合ではなく）解釈していくという決意  

   偶像崇拝 Ｐ85 

     具像崇拝は偶像を人間が創ったから、Ｇｏｄでないものを崇拝しているから認めない

世界は宗教が創った 

     多神教の神々を否定し、放逐／脱呪術化 

「預言者」108 

  一神教だけの存在 ヤハウエの声を聞く  

  ①神に選ばれる ②報酬をもらわない ③特別な訓練や能力は必要ない 

④反体制 神に背いた権力者に、神の言葉を伝え、権力を批判する。神との契約 

 前期 

  霊に満ちた状態（神ががりみたいな状態）――シャーマンとあまり違わない 
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 本格期 

  王制の時代（王が神との契約に背いている） 

王を批判しに登場してくる ：ヤハウエの怒っている、などの警告の預言 

後期 

  預言が書物にまとめられた。 

預言者の存在理由 113 

 神の言葉を人間に伝える器（仲介者？） 

 言葉が絶対の支配力をもつことへの、信頼。 

   ＊イエスは故郷で受け入れられなかったことの理由 

 Ｇｏｄの言葉→預言者→信じる民＝宗教共同体の存在の始まり 

  （ヤハウエに選ばれた民＝イスラエルの民の存在） 

神が言葉を発する→預言者は神の言葉を聴き、人間に伝える→人間は言葉を信ずる 

    ＝＜言葉の関係性＞ ＜言葉が絶対の支配力をもつ＞ 

この信頼の構造は日本人には理解できにくいカルチャーです。 

近代の啓蒙されたクリスチャンの信仰とは 121 

 ①三位一体説に従って信ずる 242 

  聖書を首尾一貫して信仰するには、こういう解釈がいいでしょう、という学説 

 ②科学と聖書の合理的な考え方 

  科学とキリスト教とは、矛盾しない限りで信ずる。 

信仰のレベル（意識と態度） 

 ・意識以前にある、態度のレベルの信仰を考える 

  EX．ドーキンス（進化生物学者） 

   意識レベル：無神論者で、キリスト教等のいかなる宗教も信じていない。 

   態度レベル：創造説を批判しなくてはならないという強烈な使命感。 

一貫性への非常な愛着 

     ＊宗教性がある（？） 

 

2 部  イエス・キリストとは何か 

 

＊イエスは実在したか否か、という問い？ 

          ＊ブッタ・孔子にはない問い 

「実在の人物」 と認めるには手続きが必要！！ 

  文書記録＝福音書 

   イエスの言葉を多く伝えている。比喩が豊富で生き生きとした印象を受ける。 

   人格の一貫性を感じる。 

福音書の複数（四つ）の存在？ 
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 福音書は預言書ではない。イエスは自分で書物を書かなかった。 

イエス・キリストについて証言する書物／イエスの言動についての伝承をまとめたもの 

 福音書はキリスト教が成立したあと、聖書に選ばれた 

キリスト教の成立 

 パウロの書簡によって成立（初めに言葉ありき） 

  イエスはキリストであり神の子だと確信していた。 

  イエスの十字架の受難を意味づける教理を考えたので、ユダヤ教におさまらない、 

  キリスト教という宗教が成立した。 

パウロ・・・キリスト教をつくった男 

 タルソの恵まれたユダヤ人の家庭に誕生。 

ヘレニズム世界に育ちギリシャ語が堪能。ローマの市民権、知識人で、最初は熱心な 

ユダヤ教徒でパリサイ派に属し、キリスト教徒を弾圧していた。 

イエス・キリストに「会って」回心、福音をつたえる宣教師になる 

 

 新約聖書の重要な部分・大半を書いた 

 イエス・キリストを「神の子」とする考え方を確立 

 キリスト教をひとつのシステムにして、継承させる。 

 教会をつくった。 

キリスト教の信仰 

 イエスについての歴史的事実を信ずるということを根幹に据えている。141 

  イエスが生まれ、伝道して十字架の上で死んで復活したという一連の出来事そのもの 

  が真理であるとする。 

      Cf 仏教 

     仏教徒は教義の真理を受入れる／歴史的人物の語りとは独立。 

イエスがキリスト（メシア）であり、神の子であることが核心で、奇蹟はそれを証明する 

 もの。重要だけれど、枝葉にすぎない。147 

イエス・キリストとは何か 

 歴史的イエス 

  ナザレで生まれ、大工の父ヨセフ・母マリア 兄妹がいた。 

  シナゴークに通い、旧約聖書をよく勉強。パリサイ派の勉強法でモーセの律法を学ぶ。 

  30 歳前にナザレを出てヨハネの教団に加わる。そのあと、何人かを連れて教団を離れ 

  独自の活動を始めた。～エルサレムで逮捕され、裁判を受け、死刑になる。 

「復活」 

  裁きの日にヤハウエの恩恵によって大勢の死者たちが復活する（ユダヤ教にある考え） 

イエス・キリストは「神の子」として復活 153 

 イエス・キリスト（メシア）＜神の子 ――ユダヤ教と一線を画す 
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      ＊メシア（キリスト）…預言者よりももう一回り大きな存在 152 

                 世の中をつくりかえる革命家、軍事的リーダー158 

 

「神の子」 

 パウロがイエス・キリストは「神の子」と決めた 

 イエス自身は神によって直接生み出されている。（単独の存在ではない） 

 神の言葉をじかにのべる。 

  CF 預言者  

    生まれたあとで、途中から預言者になる。 

    神の言葉が聞こえてくる→それを話す（間接的） 

「子」169 

   親（神）と分離した独立の人格＝主体性、しかし神の意思と 100％合致した存在 

イエスの運動 173 

 当事者にとっては、「キリスト教」という新しい宗教の開始というより、 

 ユダヤ教の内部の革新運動だった。 

神の国 

 終末＝その日 

 ユダヤ教 その日はいい日 

  ヤハウエがこの世界に直接介入して、世界の秩序を正す。 

  「ユダヤ民族を救う」＝地上を正しくつくり変える。 

 キリスト教＝その日は恐るべき日 

  「神の国」は、いまある世界の代わりに、神が新しくつくって与えるもの 

  「神の国」に行けるかどうかは神の胸三寸 

  救うのは神で、救われるのは人間。人間の自分の努力では救われない＝一神教 

イエス・キリストの愛 194 

  律法から愛へ転換／止揚 新約聖書 

  「隣人愛」 隣人・・・罪深い人、ダメな人、嫌な奴（身近で親しい人ではない） 

    ＜裁くな＞ 人は人を裁くな、裁くのは神のみ 

     ＊愛は他者（隣人）の存在を認める。 

 

3部 いかに「西洋」をつくったか 

初期キリスト教の歩み 

 180 年頃 「新約聖書」成立 

313 ローマ皇帝コンスタンティヌス、キリスト教を公認 

325    ニケア公会議：三位一体の信仰を正統とする 

381 第 1 回コンスタンティノーブル公会議：三位一体説が正統教義に 
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392 ローマ皇帝テオドシウス、キリスト教を国教化 

395    東西ローマに分裂 

 476    西ローマ帝国滅亡 

三位一体の正統教義 

 「父なる神」「子なるキリス」「聖霊」の三つにして一つ 

   実体としては一つ、位格としては三つ、 

「聖霊」 

   イエス・キリスト死後、神と人びととの唯一の連絡手段 

   はたらき・・・垂直方向 （神→聖霊→人びと） ＊以心伝心、空気とは違う 

 役 割 ・・・パウロの書簡を神の言葉（聖書）にする 

        イエス・キリストについての「解釈」を「聖霊」の権威で聖書に入れる 

 現 象 ・・・聖霊が宿る  

神の導きによるもの、人間の修業や努力などで身に付くものでない 

公会議・・・聖霊がはたらいている 

 各地の教会の主教が集まり、正しい教義（解釈）はなにかを議論して、結論を出す会議 

  多数派は「正統」尐数派は従わないと「異端」として教会から追放 

キリスト教の組織原理 254 

 神の前ではみな平等・・組織のなかにヒエラルキーをつくるまいとする傾向 

 統一を重視・・・ヒエラルキーのある組織をつくる 

  長老―主教―大主教―総主教 

   総主教座（５つ→２つ：コンスタンチィノーブル・ローマ） 

 

ローマ帝国分裂後に２つに分裂 

東方教会（ギリシャ正教） 

   典礼言語／ギリシャ語 ＊新しい地域に布教の場合はその地域の言語を採用 

        した結果、次々に分裂（ロシア正教会、セルビア正教会等） 

   皇帝教皇主義 

 西方教会（ローマカトリック） 

  典礼言語／ラテン語 

  「ひとつの教会＋多くの国家」 ＊新大陸・アメリカ「多くの宗教＋ひとつの国家」 

 

西ローマ帝国（カトリックが普及）の地域の特徴 

 世俗の政治権力と宗教的権威の明確な二元化 

  カトリック教会が普遍性を、王権がナショナルな地域性を代表 

  この二元体制を前提に、世俗的でしかも絶対的な主権国家の観念が育まれる。 

西ローマ帝国滅亡後の教会の生き残り戦略 265 
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  典礼言語をラテン語に決め、ローカル語の使用は認めなかった 

   ひとつの言語（言葉）でひとつの組織を形成し、政治的な勢力圏を超えて 

   ネットワークの構築 

  一神教の論理――終末の教義を脚色  

   教会には政治権力を上回る、人間の救済に関する権限がある。 

イエス・キリストの代理人の役割 

   結婚に介入（数百年の年月） 

     結婚はサクラメント、教会が認める結婚が正式。 

     封建領主との結びつき・・・正当な相続権 

 

日本人の考える無神論 330 

      神に支配されたくないという感情。 

 

参考資料 

西洋教会史 

    小嶋 潤  明治４１年生まれ 元立教大学教授  刀水書房 

 

教会の指導者・・・「霊の賜物」を与えられた人びと 

 使 徒・・・特別に復活の主から遣わされたとして宣教に当るもの 

 預言者・・・聖霊に満たされて信仰の証示をなすもの 

 教 師・・・イエスの事跡を教え信仰を奨めまた説き明かすもの 

 長老 監督 執事・・・教会の秩序を維持し、典礼を執行し、会員の動静を見守り 

            その充実を図るもの 

   ＊集会は民家が利用されていて、公認後（313 年）に教会堂が建てられた。 

初期教会の時代的区分と特質 

 前 期・・・１世紀の３、４０年代から２世紀初め頃まで 

       イエスの弟子からパウロらの活躍した使徒時代を経て、使徒後教父の時代 

       パウロの手紙が書かれ（紀元５０～６０年）、それから５、６０年の間に 

       新約聖書に収録されているその他の諸文書が成立。 

       イエスの事跡についての物語が口伝され、形も内容もしだいに整えられて 

       いった時代。 

       使徒後教父の時代にマルコ福音書（６７、８年頃）マタイ福音書（８０年 

頃）ルカ福音書（９０年頃）紀元１００年を間にはさんでヨハネ福音書や 

ヨハネ黙示録、ヘブライ人への手紙 etc 

       ＊ネロ皇帝のキリスト教徒の迫害（６４年） 

中 期・・・２世紀ごろ 
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     各地の教会がその基礎を固めるとともに、さらに近隣に地歩を伸ばし、拠 

     点を築いた時代。福音の内容の確保と充実にあてられた時代。 

     ＊教会堂の建設は公認以後 

 後 期・・・３世紀から４世紀 

       ローマ帝国の度重なる迫害にめげず、教会の一大飛躍を見た時代 

       三位一体論の確立に異常な熱の籠もった時代 

 

中期の特色 

Ⅰ宣教綱要 徐々に成立したもの 

 形式 

 １、預言の満ちる時がきた。 

 ２、このことがイエスの誕生と宣教と死と甦りとによって起こった。 

 ３、甦ってイエスは神の右に挙げられ、キリストとなられた。 

 ４、われわれに働く聖霊は、キリストの現在の力と栄光の徴である。 

 ５、救いの時は、キリストの再臨によって、近く完成するだろう。 

 ６、故に悔改めよ、聖霊の賜物を受けよ、神、必ず救いたもう。 

 内容 

   福音書にふくまれるさまざまなイエスの事跡に関する伝承物語やパウロのもの 

   をはじめとする手紙類。 

Ⅱ正典の編成 

 使徒たちの文書を原則として正典とする方針。（使徒主義） 

  （イエスの１２弟子、ペテロ、パウロの文書） 

 最終的に正典への所収が確定したのは５世紀半ば頃 

 

Ⅲ信仰告白文 

 １、われは＜天地の造り主＞全能の父なる神を信ず。 

 ２、われはその独子、われらの主イエス・キリストを信ず。主は＜聖霊によりてやどり 

   ＞処女マリヤより生まれ、ポンテオ・ピラトの下に＜苦しみを受け＞、十字架につ 

   けられ、＜死にて＞葬られ、＜陰府にくだり＞３日目に死人の中より甦り、天にの 

   ぼり、＜全能の＞父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と 

   死ねる者とを裁きたまわん。 

 ３、われは聖霊を信ず。 

 ４、聖なる＜公同の＞教会、＜聖徒の交わり＞罪の赦し、身体の甦り＜永遠の生命＞ 

   信ず。アーメン 

    ＊＜＞は使徒信条において補足されたと思われる国 
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教皇権の成立 

 レオ 1 世（位 384～399） 

  ローマ教会の神的・聖書的権威に基づく首長権・権威を主張し、教皇と言えばローマ

の総主教を指すことになった。 

  （その理由）3 世紀初めにカリストゥス主教は、イエス・キリストは天国の鍵をペテロ 

  に渡し（マタイ伝）、ペテロはそれを代々のローマ主教に伝えた。そして、レオ 1 世は 

  神がローマ帝国を建てたのはキリスト教会のためであり、その首都の主教が天国の鍵

を受け継ぐのは当然と極度に主張したことによる。 

 グレゴリウス７世（位 1073～85） 

  1075 年の教皇令第 27 条にローマの教皇のみが正当で無条件に普遍的な教会の主で、

新しい法令を制定し、教会会議を招集し、主教を廃しまた復職させる権能を有すこと

を宣言。その教令は誰にも裁かれることなく誤りを犯すこともなく、教皇は皇帝を廃

止する権能を有し、皇帝に対する臣従の誓いより臣下を解除する力をもつ。要するに 

  教皇は教会と国家の無条件の主である。この時から教皇位はローマの総主教に限られ  

  ここに西方教会は、ローマ・カトリック教会としてヨーロッパ世界に君臨することに 

  なった。 

 

おわりに 

 本書を読み、纏めての報告者の意見というよりも感想を２・3 点述べます。 

１．＜Ｇｏｄは在る＞ 

ということを西洋＝キリスト教文明の人びとは知識としてではなく、肉体的に実感してい

るということをわかった（つもり）ことです。そしてそのことは私自身に私がこれまでに

読んだり知っている事柄に再考や読み直しを求めています。 

 

人口国家／宗教国家（一つの国に多数の宗教）アメリカ（人）についての再考 

例えば、多くの日本人はリンカーンの「人民の，人民による，人民のための政府」という

このフレーズだけを民主主義政治の原点として理解しているが、ほとんどのアメリカ人に

とっては「神の導きのもと，この国に自由の新たなる誕生をもたらすこと。そして，人民

の，人民による，人民のための政府をこの地上から絶やさないことこそが，私たちが身を

捧げるべき大いなる責務なのです」という前後の言葉とともに読むことよって、南北戦争

を戦った戦士たちは多大な犠牲をはらったその内戦の有意義を納得したことを、そして現

在でもリンカーンが偉大な大統領として敬愛されている理由を私は納得できたのです。 

 

もうひとつ引けば、米西戦争を決意した時のマッキンレー大統領 

 私は毎晩、夜中までホワイトハウスのなかを歩き回っていた。 

 私はいく晩も全能の神に光と導きを祈った。そして、ある晩おそく、次のように神の光と導き
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が示された。 

 それがどのようにして示されたかは私には分からない。しかし、確かに示されたのだった。 

 その内容は、 

 ①フィリピンをスペインに返すことはできない。そうすることは臆病で、不名誉なことである。 

 ②フィリピンをフランスやドイツに渡すことはできない。東洋における経済的なライバルを 

  利することは、採算が合わないことであるし、不名誉なことである。 

 ③フィリピンをフィリピン人にまかすことはどうか。彼らは自己統治に適しておらず、すぐに 

  現在のスペインの統治よりもさらに悪い状態である無政府状態に陥るだろう。 

 ④残された道は、フイリピン人を教育し、高め、文明化し、キリスト教化するために、アメリ

カがフィリピンを統治することである。 

こうして、私はベットに入り、眠りについた。そして、ぐっすりと眠ることができた。 

               宗教から読む「アメリカ」 森 孝一 

 

２．＜言葉＞に対する信頼／信仰 

 ・Ｇｏｄ→預言者→信じる民＝宗教共同体の存在の始まり 

  神が言葉を発する→預言者は神の言葉を聴き、人間に伝える→人間は言葉を信ずる 

    ＝＜言葉の関係性＞ ＜言葉が絶対の支配力をもつ＞ 

この信頼の構造は日本人には理解できにくいカルチャーです。 

・キリスト教の成立 

    パウロの書簡によって成立（初めに言葉ありき） 

・初めにロゴスあり、ロゴスは神とともにあり、ロゴスは神なり  ヨハネ 

   

３．「ふしぎなイスラエル建国・1948」？ 

   なぜ、ユダヤ教徒は神の意志に反してシオニズムを創めたのか 

 

４．三位一体説 

「ユニテリアン」について 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


