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Die Inkonsistenztoleranz eines Kommunikationssystems ist viel 

geringer als die eines individuellen Bewußtseinssystems. Das gilt 

nochmal verstärkt, wenn es um schriftliche Kommunikation geht.

（コミュニケーション体系の不整合に対する許容度は、個人の認識

体系の不整合に対する許容度に比べてずっと低い。とりわけ、文書

によるコミュニケーションの場合はそうである。）

(Niklas Luhmann, Die Religion der Gesellschaft, S. 140)
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はじめに

筆者はこれまで、内村鑑三の研究者として、普遍的救済論1を中心とする彼の著書の検討

を端緒として、彼の思想を一層幅広い視点から分析することを目指してきた2。そして現在、

近代日本のキリスト教における救済概念、および内村の同時代における救済をめぐる種々

の考え方に、深い関心を抱くようになっている3。しかし、この研究の道程には、一つの躓き
・・

の
・

石
・

があった。すなわち「再臨運動」である。

日本の文脈における「再臨運動」とは、1918 年 1 月 6 日に内村鑑三、中田重治、木村清

松の三人の日本人キリスト教徒が始めた「聖書の預言的研究演説会」とそれに伴う運動を

指す。宗派的背景を異にするこの三人が、等しく「時のしるし」4によって覚醒し、キリス

トの再臨を唱えて、全国的に宣教活動を展開した。かなり多くの聴衆を集めたこの純福音

運動5に対し、同年 4 月には批判の声も多く聞かれるようになった。しかし、それによって

勢いが鈍ることは少しもなく、むしろいっそう活発化した。そして 5 月には日本基督教平

信徒信仰革正会が結成され、運動は組織的確立を見た。通常、超教派的な活動を行うこと

が不可能と思われる各教派（無教会、ホーリネス、組合教会）を代表する三人の協力関係

                                                  
1 修士論文では、中心的テキストとして内村の『宗教座談』を扱った。論文の一部は、以下の

形で公刊されている。Mira Sonntag, ”Das Himmlische Land. Uchimura Kanzôs ‘Gespräche 
über Religion’ (Shûkyô zadan, 1900), Kapitel 9 und 10. Eingeleitet und übersetzt,” Japonica 
Humboldtiana Bd. 2 (Wiesbaden: Harrassowitz, 1998), S. 165–193; ”Uchimura Kanzô. A 
Bibliography of Studies and Translations in Western Languages,” Japonica Humboldtiana Bd.
(Wiesbaden: Harrassowitz, 2000), S. 131–178.

2 「内村鑑三と福沢諭吉 — その文明論をめぐって」『内村鑑三流域』第 1 号（2000 年）、20～
43 頁；「ドイツと内村鑑三」『内村鑑三研究』第 35 号（2001 年）、13～28 頁；「百年後の『興
国史談』の書評」『北海道無教会』第 4 号（2001 年）、56～71 頁参照。

3 「内村鑑三における救済論 — 中間報告（一）」『北海道無教会』第 2 号（1999 年）、114～148
頁および「内村鑑三における救済論 — 中間報告（二）」『北海道無教会』第 3 号（2000 年）、
20～62 頁参照。

4 内村がキリストの再臨を唱えるようになった理由として普通挙げられるのは、娘ルツ子の死

と米国の第 1次世界大戦への参戦である。詳しく見るなら、例えば、1916年 11月の「時の休 徴
〔しるし〕

」

の中で、欧州の戦乱と米国の堕落が時のしるしだとされている（『内村鑑三全集』第 23 巻 26
頁）。あるいは 1918 年 1 月の「新年を祝す」には「世界戦争酣にしてヱルサレムは選民の手

に渡らんとしつゝあり、孰れも時の休徴にあらざるはなし」との言葉がある（『内村鑑三全集』

第 24 巻 5 頁）。

5 運動が展開された一年半の間に、120 回弱の講演会が開かれた。聴衆は場所、また集会の組織
化の度合いによって、大都市で 220 人から 2300 人まで、地方では 30 人から 400 人までの規
模に達した。会場として最もよく使われた東京基督教青年会館（神田 YMCA）の場合、聴衆
は平均して 600 人前後であったと思われる。内村自身は聴衆の数を重視していた。本稿には
付録として、記録に残る限りでの、当該期間中に開かれた集会、その発表者と発表の表題、
また再臨信仰の推進者および反対者が書いた記事・論文等の詳細な一覧を添えてあるので、
参照されたい。
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が続いたのは、翌年の夏までであった。互いの意見の相違および「青年会館事件」6の影響

もあって、内村は 1919 年 6 月 1 日より、概ね無教会主義者のみが参加する独自の講演会活

動を始めた7。

さて、こうした再臨運動が躓きの石であるとはどういうことであろうか。また、それに

躓くのはだれか。この隠喩が隠
・

して喩
・

えるものとはいったい何か。大衆文化の研究者スレ

ードによれば、「隠喩自体は、実在の文化的構築に用いられる重要なテクノロジーである。

隠喩は緊張を解かないとしても、それを劇的に、鮮明に表現することができる。」8そうであ

るとすれば、「躓きの石」という隠喩の意味を明らかにすることで、直接には見えない何か

が見えるようになるかもしれない。早速であるが、読者にそれを通して本稿の論述のスタ

イルに ― そして再臨運動に関する当研究で使用する理論の一部に ― 馴染んでいただき

たいと思う。

一般的に、「躓きの石（stumbling block）」という言葉は、何か理解しがたい、納得のい

かない事象に直面したとき、その事象の馬鹿らしさ（《愚かさ》）、非合理性を劇的に表現す

るために用いられるものである。ちなみにドイツ語の語源辞典 9を引くと、「躓く

(stolpern/anstoßen)」には「足が何かに突き当たって転びそうになる」「何かに当たる、見

つける」という意味がある。さらに「何かを不快に思う、たじろぐ」「踏みはずす、やりそ

こなう」という意味もある。だが、この言葉は消極的な連想のみを伴うわけではない。「躓

けば一歩進む」「転ばずに躓く者の歩みは速い」というような積極的な連想もある。筆者は

最初こうした積極的解釈は西洋的な発想であるように感じたのだが、改めて考えてみると、

東洋にも（中国語の表現や日本語におけるその借用表現に）同様の言い回しがある。すな

わち「失敗是成功之母（失敗は成功のもと）」である。そして、これから筆者が論じようと

していることをある程度先取りする「躓く石も縁（の端）」という仏教の言い回しもある。

これは「道で躓く石でさえもその人といくらか縁がある」という意味である。『故事・俗語・

ことわざ大辞典』（小学館、1989 年、第 15 刷）の解釈に従えば、「どんなつまらないことや

関係でも大事にしなければならない」という姿勢の喩えである。後にまた触れることにな

                                                  
6 教会の超教派的な会合の場として設立された東京基督教青年会館を、無教会主義者である内

村の講演会のために貸し出すことに対して、様々な教会の代表者から批判が寄せられた。結
局、1919 年 5 月 26 日、東京基督教青年会理事会は、内村の講演会に対する謝絶を決定した。
ある意味で、会館と諸教派との間には利害の衝突があったと言える。内村の講演会は、会館
の最も評判の高い行事であったが、会館は無教会主義に敵意を抱く教会の圧力に耐えられず、
妥協を余儀なくされたのである。

7 内村は青年会館事件を好機と捉え、1919 年 6 月 1 日から東京、および日本の政治の中心、大
手町にいっそう近い大日本私立衛生会講堂に場所を移して、以前とは異なる聴衆に向かって
講演を始めるようになる。このいわゆる「大手町」時代は、関東大震災をもって終わる。

8 Joseph W. Slade, “Technology and popular culture of the future,” Eye on the Future: Popular 
Culture Scholarship into the Twenty-First Century in Honor of Ray B. Browne, M.F. Motz, J.G. 
Nachbar, M.T. Marsden, R.J. Ambrosetti (Bowling Green: Bowling Green State University 
Popular Press, 1994), p. 152.

9 語源辞典でもあるグリム大辞典の‘stolpern’の項参照。
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るが、筆者の勘は外れたようだ。しかし、そう感じたこと自体は、西洋人である筆者の精

神的な構えを表すものと言えよう10。

では、「躓く」をめぐって分かったことに基づいて、「躓きの石」の意味を要約してみよ

う。我々がそれまで気づかなかったことに突き当たる。それは馬鹿らしい（愚かな）こと

と感じられ、不快感が生じる。この経験は、我々の考え方、志向性、世界観に影響を与え

る –– のみならず、それを倒壊させる –– かもしれない。それによって我々は進歩・前進

するかもしれない。そうであれば「躓きの石」は極めて貴重なものだと言える。それは思

想史で言うパラダイムの転換ないし進化の飛躍11の誘因ともなり得るのである。ナザレのイ

エスを「躓きの石」とするキリスト教の用語法は、こうした解釈に由来している12。

この問題を、別の観点から探ってみよう。我々には認識の枠組（cognitive schemes）が

あり、それが一つの標準 –– 新たに入ってきた情報に対し、その正誤や意味を確定する標

準 –– として働く。すなわち、知覚がこの標準に合わないときに我々の思考は「躓く」の

である。このとき、自己言及的システム（selfreferential system）である脳は、自己の認識

の枠組を一層の分化という形で改変し、新来の知覚を意味づけることが可能である。しか

し、こうした知覚を重視する意味づけが常に行なわれるわけではない。神経生物学の成果

によれば、人間の進化を動物の進化と比べて特徴づけるものは、知覚力の増大よりも、む

しろその減衰である。これを補うようにして、内的な査定のシステムの高度な能率化が進

                                                  
10 サイードの『オリエンタリズム』以来、「東洋」をめぐる諸概念やその基底にある自他二分法

をめぐる議論はいっそう錯綜しつつある。自他二分法も抽象概念による知的支配の構造もい

わゆる「西洋」特有のものではない。筆者は日本における抽象的な概念についても追々触れ

ていくが、それによって既存のステレオタイプ的認識を強化する意図はない（また、それら

の主張を肯定するつもりもない）。抽象的概念を避けて通るのは、かえって「東洋の思考は非

抽象的」というステレオタイプにつながるとも言えよう。筆者は可能な限り反省的に論を進

めていくつもりであるが、限界もあるかもしれない。ともあれ、外国人が日本人を論じる場

合にはいくつかの抽象的な言辞の分析もまた正攻法となることを理解されたい。

11 「進化の飛躍」（evolution jump）という言葉は「突然変異」（mutation）との対比において
定義しなければならない。それは、一方では、分類化された「突然変異」のうち「機能拡張
を伴う突然変異」を指しているように思われる。しかし他方、いわゆる「進化の飛躍」には、
多数の突然変異の結果として定着する、新しい、生活環境により適合した表現型の創出の過
程という意味もある。

12 イザヤ書 8 章 14 節では、「主」はまず「躓きの石」であるとされる。また、同書 28 章 16 節
では「隅のかしら石」とされている。ローマの信徒への手紙 9 章 33 節もまた「躓きの石」の
隠喩を用いている。ペトロの手紙（１）2 章 7～8 節では、この二つの隠喩が結び合わされて
いる。

「躓きの石」を表すドイツ語には二種類ある。一つは Stein des Anstoßes で、これは聖書にお
いて用いられている。もう一つは Stolperstein で、これは特に戦後の「記憶の文化」（戦争中
に犯した犯罪をあらゆる形で記憶にとどめることを目指す文化活動）において用いられてい
る概念である。1993 年以降、アーチストの Gunter Demnig の発起により、ヨーロッパの 220
の都市において 10 万 1 千個以上の《躓きの石》が敷設された。10 センチ角のコンクリート片
に黄銅のプレートが取り付けられており、その上に強制収容所で殺された人のデータが刻印
されている。これらの石が犠牲者の住んでいた家の前の歩道に敷かれるのである。
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むことになった13。認識の枠組は、次第に外界の知覚作用から独立するようになったという。

それゆえ、ときには実在と一致しない思考的産物を「真理」とすることもできる。とりわ

け、こうした思考（空想）の産物が大小の集団の内部で共通の概念として通用していると

きには –– つまりその「正しさ」がコミュニケーションを通じて相互確認されたときには

–– 「躓き」の体験が新たな認識につながる可能性は低いと考えられる。実はこの説は、あ

らゆる「異端者」が、また「正統者」が陥ってきた誤りを人間の認識の特徴として捉えて

きた合理主義に対して、新たな説明を試みるものである14。すなわち、一九八〇年代までは、

人間の精神的な構えや認識作用については、心理的ないし社会心理学的な解釈や権力関係

論15による説明しか得られなかった。しかし、上述の神経生物学の成果を踏まえることで、

認識論的パラドックスの生物学的根拠が初めて明らかになる。こうした新しい発見が、一

般の日常生活においてすでに曖昧になってきた事実（real）と仮想（unreal）の区別を、さ

らに混乱させてしまうことは言うまでもない。それ故、本稿においては、「事実」（reality, 

Wirklichkeit）という概念を使用することを避けようと思う16。

話が脇道にそれる恐れがあるが、「reality」をめぐるこの問題についてもう少し考えてみ

たい。「躓きの石」になるものと「reality」（事実）との関係はどのようなものであろうか。

本稿は哲学の論文ではないので、この問いに対してはまた隠喩をもって応ずることにしよ

う。事実とは何かという問いに、普通は客観的すなわち物理的な実在（Sein）であるとの答

えが返ってくるだろう。もちろん、人々が普段そう考えているとしても、実際に客観的な

存在ばかりが人々の「reality」として働いているわけではない。それでも、とりあえずこの

考えを受け入れ、またインフラストラクチャーのイメージで述べるならば、事実・実在と

はあたかも自然の道（獣道）のようなものだと言えるかもしれない。自然の道は石だらけ

である。それゆえどのような石（事実のどのような部分）も「躓きの石」になりうるが、

結局いずれも「躓きの石」となりはしない。確かに、自然の道は歩きにくい道である。し

かし、実際には人間にとっての「reality」は自然の道ではない。普段「reality」として認め

られるものは、（ある主体、場合によって主体の集団に）「reality」であると断言された存在

に他ならない。人間にとっての「reality」は自然の道ではなく、アスファルト舗装された道

                                                  
13 Gerhard Roth, “Erkenntnis und Realität: Das reale Gehirn und seine Wirklichkeit”, Der 

Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Siegfried J. Schmidt (Frankfurt am Main: Suhrkamp
Verlag, 1987), S. 246.

14 Gerhard Schmied, “When prophesy fails: Ein sozialpsychologischer Ansatz und 
Weiterungen”, Zur Erschließung von Zukunft in den Religionen: Zukunftserwartung und 
Gegenwartsbewältigung in der Religionsgeschichte. Hans Wißmann (Würzburg: Königshausen 
und Neumann, 1991), S. 197–216.

15 特にフーコーの権力論と彼の継承者らの議論。

16 心理学者ワツラヴィックは、「reality」の（古典的とも言える）二種の区別を一般向けに、第
一次の現実（物質的な「存在」）と第二次の現実（人間が意味づけの過程を通して作り出して
くる「現実」）として説明している。Paul Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit. Wahn, 
Täuschung, Verstehen (München/Zürich: Piper, 1976).
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路なのである（日本語では、前者の「reality」を「事実」あるいは「実在」、後者の「reality」

を「現実」のように区別することによって、それらの混乱を避けることができる）。すなわ

ち、自然に（客観的に）存在していた石だらけの reality が、意味づけが進むにつれて、平

滑なアスファルト面としての reality（いわゆる「現実」）へと均される。アスファルトの道

路は自然の道より歩きやすいと言えよう。人間が住みなれている現実は、種々の条件に規

定されたインフラストラクチャーのような基本構造であり、揺るぎない客観的存在として

の事実・実在ではない。人間の知覚を、進行する意味づけから切り離すことができるかど

うかは、また別の問題である。つまり、人間は基本的に、完全に自然的な実在の中に入る

ことはできない。人間の行為・思考の自由は、上述の基本構造の枠内に限定されたもので

あるかもしれない。それが悲しむべき事実
・・

であるかどうかは、筆者には分からない。だが、

常に意味づけが行われるからこそ、ただの石が「躓きの石」に変わってくる。つまり、あ

る事情が意味づけに抵抗すれば、反発が返ってくる。それ故その事情が「躓きの石」と呼

ばれるようになる。逆に、ある｢躓きの石｣の意味を明らかにすることができれば、それは

我々の思考体系の内部に位置づけられ、インフラストラクチャーの基本構造の内に取り込

まれる。ときにはこうした「躓きの石」が新しい道路の「礎石」あるいは「隅のかしら石」

にもなるだろう。

ここで筆者が「躓きの石」を隠喩に用いているのは、自然的事実に関する認識の誤謬や

社会の権力ゲームにおける状況判断の失策をそれぞれ個別に指摘したいがためではない。

神経生物学者の言うとおり、認識や思考の過程は外界の知覚から独立しようとしているか

もしれないが、自然的事実もまた認識の一部を構成していることには変わりない。自然の

観察による認識の訂正は、第一次のみならず第二次の現実の把握の激変をも引き起こし得

る。第一次と第二次の現実は常に絡み合っているからである。また、この「躓きの石」を

持ち出すことで、筆者は読者に誤謬からの「回心」を押しつけているのでもない。むしろ

意図は自己告白的なものである。歴史の状況の見方に新たな反省を加えることによって、

歴史の真実に肉迫したいと願うという意味において、筆者・読者の別を超えて「躓きの石」

を大事にすべきではないかと思うのである。

本稿の主題に戻ろう。再臨運動を「躓きの石」と感じたのは、これを積極的に意味づけ

るときに覚える困難に拠るものであった。筆者以外にも多くの人々が再臨運動の意味づけ

に躓いている。まず、同時代において再臨信仰に反対した者たちがいた。キリスト教の各

宗派の内部にもいたし、一般社会にもいた。再臨運動はまた、国家当局にとっても「躓き

の石」であったらしい17。そればかりではない。反対者からの声に加えて、再臨信仰の推進

者たちの中からも疑問の声が上がった。再臨信仰はよろしい、だが、これを運動にするの

                                                  
17 内村はしばしば時事問題を再臨に関連づけて論じている。彼は 1919 年 3 月 10 日以降『聖書

之研究』誌に「聖書と現世」の欄を設置しようとしたが、ほどなく（15 日）警視庁に呼び出
されて注意を受けた上、本欄の廃止を決めた。その後時事問題を論じるための雑誌を新聞紙
法に従って発行することとし、警視庁に許可申し込みの手続きをした。『内村鑑三全集』第 24
巻、663 頁参照。
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は納得できないと言うのであった。さらには、内村自身、晩年になって運動との関わりを

考え直している。ここから、当事者ら自身が運動を問題視していたと推測される。内村の

弟子たち、研究者たちにとっても、この時期を、またその論点を、内村の生涯と思想の内

部に意味づけることは非常に困難なものとなっている。彼らもまた、再臨信仰そのものよ

りも、なぜそれを運動にしたのかを問題視している18。そしてこの系譜の末端に筆者自身が

いる。私は内村の救済論の分析を試みたが、そこで重要な位置を占めると考えられる再臨

運動に関する後期内村の評価に不満を覚えた。つまり、そうした評価は再臨運動時代に内

村が信仰の最も高度な第 3 段階に達したのだと主張するが、これでは、その後彼がそのよ

うなメリットを相対化する必要を感じた理由が分からないのである。だが、この躓きの系

譜において、再臨運動はだれにとっても同様の意味で「躓きの石」であったのであろうか。

決してそうではないだろうと筆者は思う。

しかしまた、次のようなことも言える。道端の石なら何でも拾うわけではないとしても、

拾った石がただの珪石にすぎないと分かることもある。再臨運動の意味を明らかにするこ

とで、いったいどのような利点があるのであろうか。以前書いた論文の中で、筆者は、自

分の研究計画を次のように要約した。「自分のアプローチについて後で説明したいが、ここ

ではまず研究構想を明らかにしよう。それを同心円として捉えるとすれば、その真中には

（上述の通り）内村鑑三研究、特に彼の救済論の研究としての再臨運動研究という領域が

ある。しかし、内村がそれに中心的な役割を果たしたと言っても、彼はこの運動の単独の

立役者ではなかったし、また数多くの神学者・哲学者・伝道者や諸教派と無教会のキリス

ト教信徒が運動に貢献しているので、運動の研究は（理想的な場合には）そのまま大正時

代のキリスト教をめぐる研究にもなる。更にこの運動を、言説の論理（後述）の観点から、

神学的概念についての幅広い＜意見交換＞として扱って、この研究を＜日本人の論証のし

方＞の枠内に置くこともできる。以上は本研究構想の三大同心円である。」19

その後の研究の展開に従って、この要約文の内容を修正する必要があるが、それは主に

本稿の視野を拡大するような修正である。まず第一点。筆者はここで、再臨運動を自己主

張の言説という観点から読もうと思う。それによって、内村の救済論についてのみならず、

彼の思想家としての自己主張についても、新たな知見がもたらされるのではないか。第二

点。この運動を、神学的に分析するよりも、合理性（あるいは合理主義）と救済との緊張

関係の場として –– それは神学に限らない基本的なテーマである –– 分析しようと思う。

それゆえ本稿は、大正期のキリスト教に関係するものではあるが、視野をキリスト教に限

ってはいない。これが大正期の時代精神（Zeitgeist）全般に対しても大いに示唆的であると

                                                  
18 彼らが再臨信仰自体を自然に認めていることは、彼らの研究者としての姿勢を示している。

つまり、彼らはある意味で再臨運動以前の内村の思想的立場に立っていると言えよう。彼ら
が再臨信仰の運動化というステップに納得できない理由は、彼ら自身の思想活動が実践的な
「世直し」を目的としないことにあると思う。

19 『キリスト教学』第 43 号、37 頁。部分的に字句を修正した。



11

筆者は確信している。従って、本稿の関心分野は、1）「思想家内村の研究」、2）「大正期の

時代精神の研究」、3）「日本における言説のあり方についての研究」という、三つの同心円

をなす構造をもっている。

再臨運動の研究によってもたらされるであろう一般的成果は、以上のようなものである。

次に明らかにすべきは、いかにして運動の意味を解読するか、その方法である。そのため

にはまず、「意味（意義）」とは何かを定義しなければならない。とりわけ講演会という形

で展開された再臨運動の文脈においては、発言に意味があるとはどういうことか、また、

ある発言をもって何かを意味するとはどういうことかを問わなければならない20。

意味（meaning）の定義は無数にあるが、再臨運動の研究に役立つ定義としては、グラ

イス21が提案したものを紹介したい。「話し手がＸによって何かを意味したとは、話し手が

聞き手の中に何らかの効果をもたらす発話Ｘを意図した –– 意図が認知されることで効果

がもたらされる –– ということである」22。つまり、ある発言の意味を定めるものは、その

意図（志向）である。直観的には23この定義に賛成したいところであるが、種々の機会に気

づいたところからすれば、ある発言の意味はその発言の意図（志向）のみによって決めら

れるものではない。それに関してサールはいう。「私たちが意味するものとは、私たちが言

うものの機能である。意味は意図ばかりで成り立つものではない。それはまた慣習の問題

でもある。（中略）発語内行為（illocutionary acts）の分析においては、私たちは意図の側

面と慣習の側面とをともに把握しなければならない。とくに大事なのは、両者の関係の把

握である」24。すなわち、人がある発話をもって意味することのできるものは、その人の意

図（志向）と発話された語（文）が保持している通例の意味との両要素である。とくに決

定的なのは両要素の関係である。談話（言説）25をめぐって誤解が起こる原因は、主として

発話者の意図（志向）が理解されず、その発話が「文字通り」に、つまりその言葉の慣習

（convention）的な意味どおりに解釈されてしまうことにあると言える。従って、ある発話

                                                  
20 John Searle, “What is a speech act?” Philosophy in America. Ed. by Max Black (Ithaca, N.Y.: 

Cornell University Press, 1965), pp. 221–39. 原文: “But what is it for one to mean something 
by what one says, and what is it for something to have a meaning?”

21 Paul Grice, “Meaning,” The Philosophical Review vol. 66, no. 3 (Cornell University, July, 1957), 
pp. 377–388.

22 グライス（1957 年）、385 頁。原文：To say that a speaker meant something by X is to say that 
the speaker intended the utterance of X to produce some effect in the audience by means of 
the recognition of this intention.

23 直観的に意図を中心として理解しようとするのは女性に特有のアプローチであると主張する
者もある。

24 サール（1965 年）、230～231 頁。

25 言語学の discourse は、一般に「談話」と訳される。フーコーの discours や現代思想で言う
discourse は「言説」あるいは「ディスクール」と、ハーバマスの Diskurs は「ディスクルス」
と訳されている。本稿では、言語学的観点より書く場合には、「談話（言説）」とし、思想史
的観点が強いときには「言説」とするつもりである。
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の意味を明らかにするためには、その発話を構成する語（文）の通常の意味を説明するだ

けでは足りない。発話時において発話者が伝えようとした意図も明らかにしなければなら

ない。また、ある言説をめぐる誤解や意思疎通の断絶を解釈するときには、発話の通常の

意味と発話の意図との間にある緊張や矛盾が重要なヒントになるのではないかと思われる。

そして、話し手と聞き手との間に成立した言説の意味は、どちらか一方だけから –– つま

り話し手の意図だけから、あるいは慣習に基づいた聞き手の解釈だけから ― 確定できる

ものではない。二人の行動と反応が二人の意図とその解釈を超える意味を生み出すからで

ある。

もう一度、自然の道とアスファルトの喩えに戻ろう。聞き手にとって話し手の意図が明

らかであれば、二人の相互作用によって、慣習として存在するインフラストラクチャーと

しての基本構造が変わることはない。しかし、話し手がその発言をもって意図したことが

聞き手側の慣習に基づいた解釈に合わなければ、話し手の発言と話し手自身の両方が聞き

手にとって「躓きの石」となる。結局、新しいインフラストラクチャー（認識）が得られ

るかどうかは、その意図の分からない発言あるいは発言者（「躓きの石」）を排除するか、

その意図を明るみに出す努力をするかにかかっているのである。

以上述べたところより明らかになったように、本稿では再臨運動の意味（意義）を解明

するに際して、（言語行為論を含んだ）言説理論を重視するつもりである。具体的に言えば、

再臨運動の各参加者・反対者の発言26を言語行為論の方法によって分析することになる。そ

うした発言（テキストそのものが表す意味）と、それが遂行する内容（発言の行為がもっ

た意味）27とを解明することで、この運動の中で展開された主張と論証28の、論理的な流れ

とその有意義性とを明らかにしたいと思う。当研究が対象とするものは、社会的に隔絶さ

れた発言ではなく、幅広い言説を文脈とする発言である。それゆえ、「言説」という現象を

めぐる様々な学説に目を通しながら、大正期におけるこの特殊な言説の意味（意義）につ

いて論じてみたい。

本稿は歴史研究であるのに言語行為論や言説理論への言及が多すぎると考える読者がい

るかもれない。特に日本人はそう思うかもしれない。日本人はコミュニケーションの中に

                                                  
26 それらの中には最初から文字で書かれたものもあるが、基本的には口頭における意見交換で

あった。このことからすると、運動の性格は何よりも行為遂行的（performative）であったと
言えるだろう。さらに、書かれた文においても発話行為を行なうことが出来るということが、
近年十分に認められるようになった。

27 すなわち、言語行為論（speech act theory）の父と呼ばれるオースティンが言う「行為遂行的
発話（performatives）」と「事実確認的発話（constatives）」である。

28 発語内行為（illocutionary act）であるか発語媒介行為（perlocutionary act）であるかを問わ
ず、ここでは主張と論証とを主調となる行為（head act）と補助的な行為（supporting moves）
の意味で捉えたい。Richard Schmidt, Akihiko Shimura, Zhigang Wang, Hy-sook Jeong, 
“Suggestions to buy: Television commercials from the U.S., Japan, China, and Korea,” Speech 
Acts across Cultures. Ed. by Susan M. Gass, Joyce Neu (The Hague: Mouton de Gruyter, 1995), 
p. 288.
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おけるある命題の相対的な意味、そしてその政治的な次元、つまりある発言が特定の権力

構造の中で果たしている役割に昔から敏感であったと言われるからだ。だれでも常に意識

している言語のこうした働きをことさら理論的に記述する必要はないという人もいるだろ

う。これに対して筆者の立場を弁明しておこう。まずは、これから更に詳しく論じようと

している言語行為論および言説理論の対象となっている言語的現象は、日本人だけではな

く世界各地で人々 –– つまり「西洋人」も –– 日常的に経験している現象である。しかし、

その現象を理論的に理解しようとしたのは、ヨーロッパの哲学者たちである。その系譜は

古代ヨーロッパ（プラトンなど）に遡るが、20 世紀における言語行為論の背景には戦前・

戦中・戦後と時期ごとに異なるものの、一つの歴史的潮流がある。

近代において「大衆」が自らの力を自覚したとはいえ、自らが自称の「指導者」に「誘

惑」される可能性を自覚していなかった。20 世紀前半の歴史の証言者たち、あるいはその

歴史を戦後世代として理解しようと努めた者たちは、個人・大衆の操作における言語の役

割に注目し、それを理論的に追究しようとした。ウィトゲンシュタイン以来の（オーステ

ィンなども含めた）言語を社会的な働きとして捉える見方は、（言葉の直解的理解に傾い

た）思想的伝統に対する反省に発する側面もあるだろう。しかし、思想的伝統に対するこ

の反動は、後ほど紹介するビューラーの例にも明らかであるように、言葉をもって誘惑さ

れた大衆の目撃とその大衆に対する警戒心（ワールブルクの場合、恐怖症）から生まれた

と言えよう。

一方、本稿の中心テーマである再臨運動の活動主体は、ウィトゲンシュタインやビュー

ラーなどと同時代を生き、地域が離れてもかなりの程度に類似した歴史的経験を持ったと

想像される。他方、言語行為論および言説理論は、言語と言語に媒介された思考・思想、

特に近代思想の合理性あるいは非合理性を解明しようとする試みでもあったと思われる。

それは言語哲学とは別に、後ほど具体的に紹介するウェーバーも取り上げた問題である。

この問題意識は、再臨運動の活動主体に（その中で内村には最も）通じるものである。つ

まり、本稿において紹介される「理論」は、歴史の普遍的理解の具としてよりも、時代と

問題意識のある程度の共有による、類似の現象 –– つまり、近代人・近代社会が自らを益々

合理的なものと見ているにも拘らず、益々非合理的になるという現象 –– に対する異なっ

た処遇のし方として理解することができる。ウィトゲンシュタイン、ビューラー、ウェー

バー、ワールブルクらは学者として、また理論を何よりも重んじる｢典型的なドイツ人｣と

して問題の「理論化」選んだが、同じ学者である内村は、後ほど分析される理論的な側面

にも拘らず「運動化」を選んだ。とりわけ内村は学者として知られていただけに、運動家

になったのは驚きをもって迎えられた。再臨運動を躓きの石にした重要な要因である。

ここまで論じたところで、「はじめに」の締めくくりとして、読者に本稿の標題について

注意を喚起したい。この標題から、本稿のもっとも重要な主張がどの程度読み取っていた

だけるものであろうか。私見によれば、大正期の時代精神の特徴の一つとして、全面的な

合理主義に対するものとしての（あらゆる意味での）救済の希求が強まってきたことが挙
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げられる。この時期、思想、文化、宗教の各方面において、合理性と精神性との緊張関係

が次第に浮上してきた。再臨運動はこうした時代精神の産物であった、またそれを劇的に

表現した事象であったと筆者は思う。しかし、こうした文脈における再臨運動の意味はま

だ解明されていない。筆者は学際的アプローチを通じてこの運動にいわゆる「厚い記述」29

を施してみたい。

先の隠喩を再び用いるならば、本稿が「躓きの石」としての再臨運動の意味（意義）を

解明することで、上述の同心円をなす三つの分野において、また宗教学の方法論との関連

においても、新しい道が切り開かれることを筆者は願っている。どのような研究も、積極

的自己主張というものを、その様々な目的の一つとして隠している。誰でも自分が躓いた

石が稀少価値のある宝石として認められるように努めるものであるが、その真価を評価で

きるのは読者ばかりである。熟練した鑑識家である読者によろしく評価をゆだねたいと思

う。

                                                  
29 ここで「厚い記述」とは、ギアツの言う thick description のことである。Clifford Geertz, “Thick 

Description: Toward an Interpretive Theory of Culture,” The Interpretation of Cultures: Selected 
Essays (New York: Basic Books, 1973), pp. 3–30（「厚い記述 –– 文化の解釈学的理論をめざし
て」『文化の解釈学 I』（吉田禎吾他訳）岩波書店、1987 年）参照。「重層的記述」と訳す方が
分かりやすいかもしれないが、「厚い記述」はギアツの用語の訳としてすでに定着している。
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1. 言説のパラダイム

1.1. 「言説」とは何か

「はじめに」の中で「言説」という言葉を何度も取り上げたが、それは具体的に何を示

しているのであろうか。また、「言説」の意味が分かったとすれば、次に「言説の分析」

（discourse analysis）とはどのようなものであろうか。以下では、「言説」の日常語として

の用法に即する形で、学術用語としてのこの語の意味を解説し、さらに「言説の分析」の

様相に目を配ることにしたい。

1.1.1. 西洋日常語としての「言説」

ここに「言説」としてあるのは、ヨーロッパの諸言語において類似の語形で用いられて

いる、ラテン語の名詞 discursus に由来する語である。dis（離れて、徹底的に）と currere

（走る）よりなる動詞 discurrere には「四散する、拡散する」「伝える」の他に「詳述する、

論じる」という意味がある。我々に関係があるのは、このうちの後者に対応する「会話、

論説」という語義であるが、前の二つの意味もその裏に潜在し続ける。ここより近代ヨー

ロッパ語（フランス語 discours／ドイツ語 Diskurs／英語 discourse）の日常語における「あ

るテーマに関する方法的に進行する発話」すなわち「論考、討議」の意味が、次いで「談

話、会話」、のちに「激論、言い争い」の意味が生じた。Diskurs（またはフランス語式に綴

られた discours）がドイツに登場したのは十六世紀のことである。日本語の「言説」には一

般的な用法として「言葉で説くこと、ものを言うこと」及び「説かれたもの（言葉）」とい

う意味があるが、ヨーロッパ語の用法に対応する専門的学術用語としても使われている。

だが、そもそも「言」を類比的な形でしか含まなかった discursus に「言説」という複合語

が訳語として使われてきたことは、この語の日本の思想的空間への適応に独特な困難（例

えば沈黙の扱い方）を生じさせたと言えよう。それを後ほど一層詳しく示したいが、その

前に西洋語の学術用語の「言説」概念の背景を問おう。

1.1.2. 西洋学術用語としての「言説」

「言説」のこうした日常語としての辞書的定義をもとにして、各学問分野は、専門語と

しての機能的定義を構築してきた。当然ながら、機能的定義においては言葉の多義性を避

けるために通常の意味の一部が排除されるので、専門語としての discours/Diskurs/ 

discourse は、日常語に含まれる様々な語義のうちの一部にしか対応しない。言語学の言説

理論は、語の構成要素である dis（語源的に「二」に由来する）に含まれている（少なくと

も二つの立場が織り成す）相互関係に注目して、あらゆる「対話」を discourse（言説＝談

話）と捉え、特にそれに潜在する言語的論理や規範等を研究の対象とする。同様にして哲
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学もまた、この言葉の概念を狭い意味に限定する。ハーバマスは、概念的な思考に基づく

コミュニケーションの形態を Diskurs（言説＝討議）とした。それに対して、フーコーは、

この語が語源としてもつ一見矛盾した「拡散」と「論究」の二要素を一種のパラドックス

として一体的に捉え、discours（言説＝ディスクール＝言表の総体）を無秩序的でありなが

ら無秩序に秩序を引き起こす出来事とした。こうした過程を通して（ある）社会において

言説に関する特定の秩序が創設されると、それはその社会にとって「真理」としての機能

を果たすという。ルーマンらのシステム論的社会学も同じ点、つまり無秩序に見える自己

言及を通した自己再生機能に注目しているが、discourse 系の概念ではなく、またある意味

でそうした概念に代える形で、「オートポイエーシス」（autopoiesis）の概念を使用する。

心理学においては、例えばラカンの場合、「激論」としての discours における「激」の要素

に注目して、ここに働く「欲望」（desir）を解明し、discours（言説＝ディスクール）の内

に、あるグループ内の人々の欲望やアイデンティティを問い直す強制力の働きを認めた。

専門語としての discourse（言説）の最も幅広い定義は言説研究（discourse studies）とい

う新しい分野において提案されたものである。そこでは、「言説」は「言語記号の構成体」

（composition of language signs）であるとされ、単独の記号でもその特徴を言語一般と共

にするので、表出（symptom）と象徴（symbol）と合図（signal） ― つまり送り手の自

己表現、現実への言及、および受け手に対する効果 ― という三つの観点から見ることが

できるとされる。プラトンの『クラテュロス』に刺激を受けて、この三つの観点を初めて

モデル化したのは、ドイツ人の哲学者・心理学者カール・ビューラーで30あった。このモデ

ルは、1934 年に出版された『言語理論』（Sprachtheorie）の中で「オルガノン・モデル」

（Organon-Modell）と呼ばれている。以上、discours/Diskurs/discourse（言説）に関わる

諸分野における鍵概念をごく要約的に述べてみた。以下では、それぞれの分野におけるア

プローチの仕方と、それに応じた「言説分析」のあり方を詳しく論じる。もちろん、以下

の紹介も全体を尽くしたものではない。むしろ筆者の意図は、網羅的な記述を行なうとこ

ろにはなく、主な傾向を拾い上げるところにある。

1.2. 各学問分野における言説概念と言説分析の焦点

1.2.1. 言語学のアプローチ

言語学は単独の文を超える分析を避ける傾向があるが、明確に言説の論理を研究しよう

としたのは、サールの弟子ダニエル・ヴァンダーヴェーケン31である。彼は会話を基本的に

                                                  
30 Karl Bühler は 1922 年以降ウィーン大学で教えたが、1934 年、つまりヒトラー政権掌握の翌

年に公開された彼の理論はヒトラー政権にとって明らかな挑戦であった。これゆえ、ビューラ
ーは 1936 年、ヒトラーによるオーストリア併合直後「政治的及び世界観による理由」によっ
て収監された。アメリカはこれに抗議し、彼はアメリカへの出国か教授職の引退かの選択を迫
られた。ビューラー夫妻は同年アメリカに亡命した。

31 Daniel Vanderveken, 『Principles of Speech Act Theory. 発話行為理論の原理』久保進訳（英日
版、1995 年）、特に第五章の「談話の論理」参照。
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「共同の言語活動」と認めて、いかなる会話も「談話（言説）」であるとする。彼は「真の

談話」というものがその中に存在していると考えている。この「真の談話」は、ただの「交

感」を超える「特別な本質的な会話の目的を持つ」一層構造化された「談話（言説）」であ

る。その「会話の目的」（discoursive goal）または「集団的志向性」（collective intentionality）

に関しては、「それは一人称〔すなわち話し手〕の立場での個々人の意図（their individual 

intentions in the first person）と会話の背景についての彼らの相互の知識との『単なる』和

に還元することはできない」32とされる。ヴァンダーヴェーケンによれば、多くの「談話」

においては、話し手と聞き手は「創造的対話関係」（creative interlocutionary relationship）

にあるので、彼らの発語内行為（illocutionary acts）は個人行動ではなく集団行動（collective 

actions）である。そして、この「話し手の間の対話関係は、一般には言語哲学、とりわけ

談話理論において、言葉と物の伝統的対応関係と同じぐらい重要である」33とされる。

発語内行為の概念の使用で明らかになったように、ヴァンダーヴェーケンの言説の理論

は言語行為の理論を前提とする。言語行為の理論は後期のウィトゲンシュタインの影響を

受けたオースティンによって構築されたが、従来哲学の関心であった言葉と物との関係、

いわゆる「発語行為」（locution または locutionary act）よりも、話し手と聞き手の関係、

つまり言語の社会的次元に由来する発話の「発語内行為」（illocution または illocutionary 

act）と、「発語媒介行為」（perlocution または perlocutionary act）とを重視するものであっ

た。言語行為の理論の内容と研究対象は、その後も少しずつ変化している。オースティン

が言語の行為遂行的な性格・機能を強調し、この機能を果たす特定の「行為遂行的動詞」

を調べ上げることに主力を注いだのに対して、現在の言語行為理論家は、こうした「行為

遂行的動詞」を使わない発話もまた行為となり得ると考えている。しかし、言語学者は、

特定の人が特定の発話をもってどのような特定の「発語内行為」を果たしたかという（歴

史家にとっていっそう興味深い）問いに答えようとはしない。言語学者の知りたいことは、

「発語内行為」を可能にする一般的条件や言語に含まれる規範等である。彼らがその次に

行なうのは、各々の「発語内行為」を分類すること、そしてその区分ごとに「発語内行為」

の論理的条件を明らかにすることである34。

ヴァンダーヴェーケンは、そのような分類と条件に取り組む際に、分析の対象を単独発

話の限界を超えて「談話（言説）」へと広げたが、分類の規準自体に変更を加えはしなかっ

た35。ただ彼においては、新たな要素として、上述の「会話の目的」または「集団的志向性」

                                                  
32 ヴァンダーヴェーケン（1995 年）、120 頁。
33 ヴァンダーヴェーケン（1995 年）、128 頁。
34 一種の例外と考えられるものとして、日本人言語学者の児玉徳美による最近の研究が挙げられ

る。児玉によれば、言語と言説の統合法だけでなく、言語構造の機能の一つである「内容」を、
つまり「何」ということを、「誰が誰に」と「どのように」という二つの機能に加えてきちん
と分析すべきである。児玉徳美「言葉をめぐる言説 ― 日本語ブームと英語第 2 公用語化論の
奇妙な関係」『（立命館大学）言語文化研究』15 巻 1 号（2003 年）、105～121 頁参照。児玉の
命題については後述する。

35 言語学においては、一つの文内の構造は文を超える単位（例えば段落）における構造と同様だ
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が導入される。従って、「言説の分析」というのは、「そのタイプに会話の目的が与えられ

ている談話の構造を分析」36することとなる。言説の「タイプ」は、一方では言葉と世界と

の「合致の方向」によって決められ、他方では「これらの異なった合致の方向は［談話か

ら］独立した発話の個々の可能な発語内目的と同様、談話の可能な会話目標を決定する」37、

と考えられる。「合致の方向」は全部で四つある。「言葉から世界への合致の方向」、「世界

から言葉への合致の方向」、「二重の合致の方向」および「空
から

の合致の方向」である。換言

すれば、こうした「合致の方向」に決定された「会話の目的」は、順に、現実に起きてい

ることの確認と表現、話し手が行なおうとしている行為の確認、ある宣言を首尾よく行う

ことによって世界を変えること、参加者の心的状態や心的態度の表出と明示のように分類

できる。

1.2.2. 哲学のアプローチ

先に述べたように、言語学の言語行為理論は後期のウィトゲンシュタインを出発点とし

ているが、ハーバマス38の思想にとっても、オースティンとともに彼がウィトゲンシュタイ

ンから引き継いだ「日常語の哲学」の視点が重要であった。ウィトゲンシュタインは言語

の論理を人間の社会性の論理に還元し、また「私の言語の限界が、私の世界の限界である」

39と確信した。

この原理に基づいてハーバマスは、言語を社会化された間主体性 ― 主体と主体との相

互人格的関係 ― の媒体（Sprache als Medium vergesellschafteter Intersubjektivität）と認

め、言語の一つのレベルとして「言説」の概念を使っている。個人の間主体性は「コミュ

ニケーション的行為」（kommunikatives Handeln）を通じて実現されると言い、それに二

つのカテゴリー、すなわち狭義の「コミュニケーション行為」と「Diskurs（言説＝討議）」

があるとしている。両者の違いはこうである。日常的コミュニケーション（＝狭義の「コ

ミュニケーション的行為」）には、規範的な背景的合意 ― あるいは規範の妥当要求

（normativer Geltungsanspruch）の相互承認 ― が潜在しており、これがこのコミュニケ

ーションを可能にしている。こうした背景的合意や相互承認に対して疑問が提出されたと

き、日常的行為の連関の外部に出て「言説＝討議」のレベルに移行するという形で、疑問

とされた規範の妥当要求を、論証的コミュニケーションの主題として取り上げたり、その

                                                                                                                                                    
と主張される。

36 ヴァンダーヴェーケン（1995 年）、140 頁。
37 ヴァンダーヴェーケン（1995 年）、133 頁。
38 Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bde. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

1981)（河上倫逸、平井俊彦、脇圭平ほか訳『コミュニケーション的行為の理論』全 3 巻（1985
～87 年））、及び Jürgen Habermas, Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen 
Handelns (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984) 参照。

39 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (London: Routledge & Kegan Paul, 1922), 
5.6 または Notebooks 1914-16. 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1979), p. 76.
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妥当性について合理的に判断したりすることができる。

こうした「言説＝討議」は、合理的な論証をもって、主張を命題に、説明を理論的説明

に、また弁明を理論的弁明に変形させる。また、「理論的言説」か「実践的言説」かによっ

て、「言説」の行う実質的な言語批判は、言語・概念体系のメタ理論的変化か、あるいはメ

タ倫理的・メタ政治的変化のいずれかを起こすはずである。同様に、「理論的言説」は自己

反省的に認識論の批判をもたらし、「実践的言説」は自己反省的に認識政治論の批判をもた

らす、とハーバマスは考える。

ハーバマスの言説理論の哲学的・政治的意図は、批判理論自体の合理的根拠づけと、合

理性（理性）自体の再建（Rekonstruktion der Vernunft）にあると言える。合理性は「コミ

ュニケーション的行為」に潜在しているので、それは特に「言説の分析」、つまり言語の根

本的単位である言語行為の分析を通じて解明できると言う。従って、ハーバマスの「言説

分析」は、「コミュニケーション的行為」の普遍的な条件および規範、すなわち「普遍的語

用論」（Universalpragmatik）の探究にほかならない。

フランクフルト学派の批判理論に通じてはいるがそれと関係をもつことのなかったフー

コー40の用語法においては、「言説」はそれほど積極的なものではない。「言説」とは「われ

われが事物に加えた一つの侵犯」41であるとされ、それは直接的に与えられる統一性も、主

体も、決まった意味もない出来事だと考えられる。人間は「言説」を通じて物を意味づけ

ているが、その意味づけは合理性とは関係なく、たとえ規則に適うものだとしても、「言説」

の無秩序の規則に適っている。フーコーは、ハーバマスとは対照的に、「言説の理論」を合

理性の批評的解体のために用いる。「言説」は知識の産出と組織化の過程ではあるが、それ

に働く原理は合理性以外の原理であるので、それを通じて決定された「意味」もまた独立

に存在する意味ではなく、それゆえその意味づけの過程を解明して初めて意味として受け

入れられるものである。以上を前提として、「言説の分析」とは物の知覚ないし決定に関わ

る条件の分析であるとされる。フーコーはそれを考古学に喩えて、知識の層理や堆積、つ

まりその内密の関係と形態の無関心な ― つまり客観的なアウトサイダーの視点を採った

― 記述としている。

「言説」による「合理性自体の再建」を図ったハーバマスは、言説における合理性を否

定したフーコーを非合理主義者と非難したが、フーコーはその非難を自分の命題に対する

誤解によるものと感じた。この誤解について理解するために、二人の哲学の背景にあった

言説に触れなければならない。戦争責任を強く感じたハーバマスは、当時のドイツにおい

て、ナチスによるユダヤ民族虐殺に関する「歴史家論争」（Historikerstreit）に端的に現れ

た政治文化と共に、社会科学と人文科学をも取り巻いていた新保守主義的思潮に直面した。

歴史家論争においては政治的左翼だけが攻撃されたのではなく、ついには啓蒙主義の業績

                                                  
40 M. Foucault, L’ ordre du discours (Paris: Editions Gallimard, 1971)（中村雄二郎訳『言語表現の

秩序』（1981 年））参照。
41 同、34 頁（邦訳 55 頁）。
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自体も否定され、｢新感性｣や「新内面性」等の非合理的な要素が強調された。ハーバマス

はこうした思潮の中で「啓蒙主義という未完のプロジェクト」の追求を訴え、「言説＝近代

＝啓蒙主義」という立場を採った。

それに対して、フーコーは、フランスの構造主義及びポスト構造主義に影響され、戦後

ドイツ人がもはや依拠することのできなくなったニーチェやハイデッガーを論考の基盤と

している。二人は、普遍的及び規範的真理の可能性と、組織的文脈のもとでの研究の役割

に関して、対照的な結論に到達した。フーコーにとって、普遍的な、「真の」真理は存在し

ない。また、様々な言説において定着した命題は、合理的な、他に優越するものではなく、

単に最も強力であった命題にすぎない。このように見るとき、フーコーはある種の社会的

進化論（あるいはその弱肉強食的な原理）を主張したことが分る。フーコーが歴史におけ

る言説の分裂や転換を探っていくのに対して、ハーバマスは歴史における一貫性、因果関

係と目的論的な接点を探っている。しかし、言説の無秩序を主張したからといって、フー

コーを非合理主義者とすることは甚だしい誤解と言わなければならない。後期のフーコー

はハーバマスの立場にかなり近いものであった。次第に彼はハーバマスの立場に近づき、

啓蒙主義の歴史的業績を評価するようになった。とはいえ、彼は啓蒙主義を一つの時代
・・

で

はなく、普遍的に存在する思考の一つの態度
・・

と理解している42。

1.2.3. 社会科学のアプローチ

ルーマン43の言う「オートポイエーシス」は、ハーバマスとフーコーによる二種の「言説」

を包括する内容をもつ概念である。「オートポイエーシス」は生物学者マトゥラーナとヴァ

レーラ44によって提唱された概念だが、ルーマンの解釈では、「意味」という媒体において

働くシステム（あるいはネットワーク）の、自己の構成要素により自己の構成要素を生み

出す能力、つまり自己再生産の能力を表す。オートポイエティックなシステムは、それが

自己の再生産に際して一個の総体として用いるもの（システムの要素、システムの過程、

システム自体）を周囲の環境から受け取ることができないという限りでは、閉じたシステ

ムである。それにもかかわらず、このシステムは、自己再生産を環境の中においてのみ ― 

環境との差異を前提にしてのみ ― なしうるという点では、開いたシステムである。

                                                  
42 フーコーの突然の死により、二人の個人的な出会いとすでに計画されていた「啓蒙主義とは何

か」をめぐる討議は実現されずに終わった。歴史的には起こらなかった啓蒙主義をめぐるフー
コーとハーバマスとの討議を、文献によって再構成した試みとして E.バーの論文がある。上
記の二段落は主にバーの議論に従う。Eberhard Bahr, “In Defense of Enlightenment: Foucault 
and Habermas,” German Studies Review vol. 11, no. 1 (German Studies Association, February, 
1988), pp. 97–109.

43 Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theoie (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1984).

44 Humberto Maturana, Francisco Varela, Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living
(Boston: D. Reidel, 1980). 原文：De mááquinas y seres vivos. (Santiago: Editorial Universitaria,
1973.
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フーコーと同様に、ルーマンは、オートポイエティックなシステムの意味づけの過程を、

無限に続く、いわゆる「合理性」等の原理に適わない、ある意味で無秩序な過程であると

しながらも、同時にそれには決まった規則（例えばコード）もあるとしている。そして社

会はこのようなオートポイエティックなシステムである。それに従属する機能システムと

して、経済、芸術、宗教等があるが、それらが生産する意味は、伝達の対象となる限りに

おいて、上位システムである社会システムにとって意味のあるものとなる。筆者は、ルー

マンの考える伝達のシステムを狭義の「言説」と捉え、これに対しオートポイエーシス自

体を広義の「言説」と捉えることが可能であると考える。ルーマンのオートポイエーシス

の分析（つまり「言説の分析」）は、社会のオートポイエーシスにおける個々の機能領域、

およびそれらと社会全体のシステムとの関係をめぐる構造分析であると言えよう。

1.2.4. 心理学のアプローチ

心理学者ラカンも「言説」の分類を行なっているが、ラカンの説をそのまま書き記すよ

り、それを積極的な批判理論（critical theory）に応用しようとした文学者ブラーカー45の取

り組みを紹介したい。彼がもっとも手短に要約した定義に拠れば、「言説」とは「シニフィ

アンのネットワーク」（network of signifiers）である。なぜそうであるのかと言えば、人が

他者とのコミュニケーションに入る時、そこに起こるのは人間と人間との出会いではなく、

むしろ各々が自らの自我理想として立てた支配的シニフィアンどうし（cluster of master 

signifiers established as ego ideal）の出会いであるからである46。それ故、ブラーカーは言

う。「私が他の人間主体に出会うとき、そこでコミュニケーションをとりながら互いに交渉

を行なう者が、もし本当に我々の代表者、我々のシニフィアンであるならば、そうした代

表者が集まるときにはいつでも、何らかの意味で、私の主体としての命運が賭けられるこ

とになる。すなわち、我々の存在ないしアイデンティティの意識に生じることは、かなり

の程度、我々を代表するシニフィアン ― 我々の支配的シニフィアン ― に起こることに

よって決定されるのである。とりわけ、他のシニフィアンとの連結によって、そしてそれ

らとの戦いによってである」47。彼の言う「ネットワーク」は、ルーマンの「システム」に

                                                  
45 Mark Bracher, Lacan, Discourse, and Social Change: A Psychoanalytic Cultural Criticism (Ithaca, 

N.Y.: Cornell University Press, 1993).
46 人間は生涯、生まれ付きの個性と対峙しながら、別種類の自己概念を構築し続けている。この

自己概念の構築には、意識的な側面も無意識的な側面もある。他人と出会う時に、自分の自己
概念に不可欠なものとして経験される要素（＝支配的シニフィアン）と、相手が表してくる自
己概念とを観察しながら、出会いの道筋を模索する。

47 ブラーカー（1993 年）、25 頁。本稿のテーマに関連のある例を挙げれば、内村鑑三に始まる無
教会主義の信者たちが日本基督教団（つまり、組織された教会）の信者に出会うとき、彼らの
自己概念がお互いに妥当性を疑うようになる。無教会・教会という通常の対比によって、両者
の葛藤はそれぞれの「組織」された信仰に対する態度が原因であるかのように思われる。だが、
本当にそれだけだろうか。教会の信者は「無教会派は内村の誕生日を祝うが、クリスマスを祝
わない」と聞くとき、組織の問題を離れても、キリスト信者としての自己概念が違うことを痛
感するだろう。また場合によっては、出会いにおいて複数の「支配的シニフィアン」がぶつか
りあう。宗教・宗派の教祖がその信者にとって一つの「支配的シニフィアン」となる。また、
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近い概念だが、静的な機構ではなく、絶えずその形と内容を変えていく動的な機構を意味

している。ルーマンの場合、システムの「オートポイエーシス」がその力動性を保証して

いるが、ラカンに学んだブラーカーの場合、自己を支配的シニフィアンと同一視しようと

する ― また自我理想（ego ideal）として受け入れた支配的シニフィアンの反復を願う ― 

主体の欲望（desire）が、主体に文化を受容させる（すなわちある文化の「言説」に参加さ

せる）動機であると考える。ブラーカーは「言説」を「文化」と密接な関係をもつ概念と

するが、「文化」については、「人間がそれを通じて世界について理解し、そこから自らの

アイデンティティを引き出し、その中で自らの欲望を定式化・表現するような諸々の言葉

をもたらす、カテゴリーと記号作用システムの総体」48であるとしている。すなわち、「言

説」は「文化」のカテゴリーや記号作用システムを変化させる過程・方法だと言えよう。

「言説」は、他者との出会いを通して、あるグループ内の人々の欲望やアイデンティテ

ィを問い直す強制力の行使であるが、この問い直しの力は「欲望」の様々な形49において作

用し、ほかならぬ社会変動を起こすものだと言う。「欲望」の方から見れば、「言説」とは、

それまで抱いていた欲望を放棄させて新しい欲望を抱かせようとする、あるいは既に抱い

ている欲望を強化しようとする、主体に加わる圧力である。ブラーカーは、「言説」中に登

場する思想や論証等の内容や系譜には関心がない。彼の関心は、社会変動を導く「言説」

の潜在的な力と「言説」の中で使用される、または新しく確立される「支配的シニフィア

ン」の性格を知ることにある。両者とも個々の「言説」構造に関わるものであるが、性格

を明らかにするための規準は、シニフィアンの特殊的な内容よりも、シニフィアンがそれ

を自己主張に用いる主体の「現実」とどの程度適合しているかという点にある。自己の現

実に合わないシニフィアンを受け入れれば、後にそれはアイデンティティ危機の原因とな

る。それ故、適合性の高いシニフィアンを、しかも、外部から強いられたシニフィアンで

はなく、主体が自ら反省して選んだシニフィアンを受け入れた方がよいと考えられる。そ

れゆえ ― とブラーカーは言う ― 文化批判論者が「言説」に介入しようとするときには、

こうした積極的な意味での「言説」を促進すべきである。そして、四種の「言説」50の中で、

社会変動の（この積極的な意味における）最も強力な支えとなる「言説」は、いわゆる「（精

神）分析家の言説」（the discourse of the analyst）であると彼は主張する。

さて、ブラーカーの「言説の分析」は、それ自体が社会変動を促進するものである。そ

の方法はこうだ。言説の中で喚起された欲望の諸段階を明らかにするために、欲望の分類

法を用い、その問い直しのベクトルを計る。次いで、そうした欲望を行動・目的・目標へ

                                                                                                                                                    
一つの宗派から別の宗派に移る行動、いわゆる「改宗」の行動も、様々な出会いを通した自己
概念の再構築の表現として解釈できる。

48 ブラーカー（1993 年）、3 頁。
49 全部で 12 種の欲望があるとされる。ブラーカー（1993 年）、19～52 頁参照。
50 それは第一に「大学の言説」（the discourse of the university）、第二に「主人の言説」（the 

discourse of the master）、第三に「ヒステリー症者の言説」（the discourse of the hysteric）、
そして第四に上記の「（精神）分析家の言説」（the discourse of the analyst）の四種類である。
詳しくは前掲書の 53～80 頁参照。
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と繋ぐような、「換喩の道と隠喩の橋」（metonymic paths and metaphoric bridges）とを探

し出すのである51。

1.2.5. 言説研究のアプローチ

すでに述べたように、言説を捉えるための最も包括的な概念は、新しい学問分野である

言説研究52において提案されたものである。ある「言語記号の構成体」の外的形態を「形」

とし、その送り手の目的・志向、およびそれが受け手に与える影響・刺激をそれぞれの「機

能」とする。ビューラーのオルガノン・モデル（Organon-Modell）53によれば、記号には

もう一つの機能、つまり現実を象徴する機能がある。言説研究もまた、この機能が記号の

形を定める様々な有り方に留意するが、本来の言説分析の定義には、この機能は含まれな

い。すなわち、言説分析とは、ヴァーバル・コミュニケーションにおける言語記号の形と

二つの機能（意図および効果）との相互関係の研究であるとされる。この形と機能の相互

関係を多面的に解析するには学際的研究が望まれるとされるが、新たに創られた言説研究

そのものの使命は、そうした学際的研究や自らの研究をビューラーのオルガノン・モデル

に基づく言説体系の枠内に位置づけながら、また各研究結果と体系全体との関係を明らか

にしながら、「言説」をいっそう開かれた形で記述していくところにあるとされる。ビュー

ラーのオルガノン・モデルは至って平易なものだが、このモデルに言説研究の様々な視点

を導入することで、極めて重層的なモデルが生まれる。にも拘らずその基本的性格が失わ

                                                  
51 ブラーカー（1993 年）、52 頁。
52 言説研究の優れた入門書として、Jan Renkema, Discourse Studies: An Introductory Textbook

(Amsterdam: John Benjamins, 1993) がある。
53 ビューラーは、言語または他のコミュニケーションのために使われる記号体系を「機能を果た

す手段」として捉えたので、そのモデルを「オルガノン」・モデルと名づけた。ここではビュ
ーラーが提出したモデルの最終形を掲げる（レンケマ（1993 年）、7 頁参照）。このモデルに沿
った分析例としては日常会話の例しか挙げられていない。試みに、いささか単純な理論ではあ
るが、ニーチェに帰される「神は死んだ」という発言を分析してみよう。この発言は「神」と
いう現実に言及し、その死を告げることで、神の不在を象徴している（symbol 機能）。他方、
ニーチェはこの発言を通じて、社会の（倫理的）状況を観察したうえでの、将来に対する不安
を表出している（symptom 機能）。彼はまた同時に、読者つまり世界に対して、将来予想可能
な一つの発展方向（神を殺した人間は「超人」にならざるを得ないということ）を描き、その
可能性に対して反応するように合図を送っている（signal 機能）。ニーチェ思想の受容史をま
とめるつもりはないが、明らかに「神は死んだ」という発言の意義は、超越者である神の存在・
不在の確定にではなく、時代精神に対するニーチェの危機感の表出と同時代人への警鐘にこそ
認められるべきである。ニーチェがニヒリズムの推進者とされたことは、当時の言説的文脈を
背景としてニーチェの発言が誤解された結果であると言えるかもしれない。というのは、彼は
「神の存在」よりも「道徳・倫理的基準の存在」を否定しようとしたのではないかと考えられ
るからである。もっとも、ニーチェの超越者の不在に関するこの文言には、この命題にこだわ
る神学的伝統の「無意味さ」を訴える側面もあるだろう。つまり伝統的神学そのものの存在基
盤を無にしようとしているのかもしれない。ニーチェの反道徳主義に関しては、Peter 
Berkowitz, Nietzsche: The Ethics of an Immoralist (Cambridge, Mass.; London: Harvard 
University Press, 1996) 参照。
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れることはない54。

1.2.6. 神学と言説理論

以上、五つの学問分野における「言説」概念とその特色の主なものを紹介したが、学問

全体の中でも、人文・社会系科学の中でもまた特別な位置を占める、そして本稿にとって

どうしても無視することのできない「神学」には触れなかった。近代において「神学」の

科学性はしばしば否定されるようになったが、こうした批判の出発点となったのは、実は、

上述のウィトゲンシュタインの影響を受けて55「論理実証主義」（logical empiricism）を主

張したウィーン学派の体系的科学哲学（systematic philosophy of science）による神学批判

に他ならない56。ここにおいては、神学および形而上学は実証できない存在（神など）を論

じているという理由で科学として否定されたが、「神学」は「神の学」として神を論じるし

かない。神という存在の大前提に基づいて議論し続けてきた神学の「弁証論の瑕疵」を正

すつもりで「宗教学・宗教史学」が登場し、様々な宗教を比較することによって、宗教を

めぐる研究に「客観性」をもたらそうとした。（ところが、宗教学における現象学派に見ら

れるように、今度は「神」ではなく「宗教」そのものの「本質」（Wesen）が実証可能な存

在を超えるものだと主張されるようになった。）

「神を語る」あるいは「神について語る」ことの正統性（妥当性？）については、ウィ

トゲンシュタイン以降、峻厳に問われてきたと言えよう。神学の側では、「神を語る」こと

をやめることはできないが、科学性そのものの前提条件の由来を問うことが出来る。例え

ば、K.ポッパー57などは「実証可能性」（verification criterion）を命題肯定の基準として否

定し、「反証可能性」（falsification criterion）を命題否定の基準として提案したが、科学性

の基準を考え直すことこそは、「神学の科学理論」の課題であると強調した。「実証可能性」

対「反証可能性」の論争において、「存在命題」の場合、反証による正統化が利かないとい

う結論が導き出された。そして、科学理論の諸学派の間においては、現在でも、「理論的な

存在」（theoretical entity）は一体「現実存在としての存在」とリンクしているのかどうかに

関して意見が違うわけである。その結果、とりわけ自然科学において、「存在しないこと」

の根拠として「観察の不可能性」を挙げることは否定されてきたのである。即ち、科学的

命題の真否という問題は神学だけではなく、すべての科学に関わる問題である。

                                                  
54 レンケマ（1993 年）、197 頁。
55 ウィトゲンシュタインに対する神学の反応を初めて分かりやすくまとめたのは、F.ケアーの本

であった。Fergus Kerr, Theology after Wittgenstein (Oxford: Basil Blackwell, 1986).
56 体系的科学哲学者の中にはリベラル社会主義や「非弁証法的唯物論」の推進者もいたが、彼

らは右翼とネオ･マルクス主義者の両方から、特にその形而上学の否定に関して、批判を受け
た。神学の科学性を「科学的に」否定したのは彼らであったが、否定はマルクス主義の台頭
によっても（「宗教はアヘンである」のスローガンとともに）進行した。マルクス主義の影響
を強く受けた日本において、特に戦後、新約学者田川建三（『イエスという男』など）を中心
とする新約学がバルト神学を拒否したが、それはこうした理由によるものだった。

57 Karl Popper, Logik der Forschung (Berlin: Julius Springer Verlag, 1934).
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しかし、実証と反証との概念を重視するという意味でポッパーの継承者でもある W.パン

ネンベルク58は、神自体を観察できないにも拘らず、神に関する命題の検証可能性を主張し

ている。「神」という観念は、人間に経験された現実との比較を通して検討されるが、そこ

で生まれる観念は「仮説」に過ぎない。宗教的体験としての「神」は、人間の自己理解と

その世界理解に当てはめることのできるものである限りで、間主体的正統性に到達できる

と言われる。パンネンベルクにとって「神」という概念は「すべてを包括する現実」を表

象する。人間は現実をその全体性において歴史的に経験し、この歴史的経験を媒体として

「神」が現出する。しかし、「神学」の対象になるのは、個人の宗教的経験ではなく、主体

と主体の間に伝達された宗教的経験のみである。特定の宗教によって伝承された現実全体

＝神についての仮説は、現在における人間の経験において実証されるべきものであって、

仮に啓示宗教の自己主張があっても、その宗教の神学的仮説に対する検討・実証の必要性

は変わらない。パンネンベルクによれば、以下の場合、神学的命題は実証されていない。

すなわち、1）伝承中に、潜在的にも含まれていない場合、2）現実には関係がない場合、3）

その仮説に該当する経験範囲がない場合、そして 4）他の仮説が説明として勝っている場合

である。

G.サウター59による神学の科学理論は、言説理論の影響を一層強く受けている。彼は強調

する。「神について」（von Gott）具象的
・・・

に語ることは出来ない。人間は「神に」（zu Gott）

あるいは「神と」（mit Gott）語れるのみである。だが、このとき同時に「神について」語

ってもいる（この神についての語りは、世界にある秩序をもたらす）。そして神学は、世界

に関する命題を通して、「神に向かって」（auf Gott hin）語っているのである。

神学的な命題は、個別に実証されなくても、命題体系として人間の知覚と合致すれば十

分である。ルーマンにも通じる立場だが、サウターは、全体的懐疑に鑑みた上で意味の構

築とその伝達（Sinnkonstitution und Sinnvermittlung）を行うことが神学者の課題だと考え

る。こうした課題において、神学は常に「全体」つまり普遍的な命題と、「個別」つまり一

個人の一時的経験の解釈との二極の間を揺れ動くものであると言える。

「神に」あるいは「神と」の語りは「神について」の語りを伴うので、神学は信仰によ

るすべての発話行為を含むと共に、その具象化によって発話行為をただの命題に還元して

しまうこともある。パンネンベルクと同様にサウターは、歴史を神学の研究対象範囲と見

なしているが、同時にまた、神の現在性について語る必然性に強調点を置いている。その

上で彼は、神学における認識の深化は、伝承と現在との相互的な適応を通して実現される

と考える。この過程において、組織としての教会は、合意構成を可能とする伝達装置とし

て重要な役割を果たすというのである。神学的進歩は、その時代精神の深い理解に基づく

                                                  
58 Wolfhart Pannenberg, Wissenschaftstheorie und Theologie (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

1973).
59 Gerhard Sauter in Verbindung mit Jürgen Courtin, Wissenschaftstheoretische Kritik der Theologie.

Die Theologie und die neuere wissenschaftstheoretische Diskussion. Materialien, Analysen, Entwürfe
(München, Kaiser Verlag, 1973).
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時代精神への順応 ― ときには順応拒否 ― によってもたらされるとサウターは確信して

いる。

ウィーン学派の衝撃を受けて、神学は、以上のような形で学問としての存在権の自己弁

護を試みたが、衝撃はそれだけに留まらなかった。神学的伝承とその倫理論に対しても、

言説理論に基づく批判がもたらされたのである。一方にはフーコーの知識権力論に影響を

受けたフェミニスト神学60からの批判があり、他方にはハーバマスのコミュニケーション的

行為論を受けた幾人かの神学者61（初期のパンネンベルクを含む）からの批判があった。ハ

ーバマスが神学に与えた影響は H.デューリンガー62の著作にまとめられているが、ハーバマ

ス自身も 2000 年以降、新たな関心に基づいて宗教・神学・教会というテーマに取り組んで

いる。ハーバマスは「宗教のコミュニケーション理論」を作成中であると噂されているが63、

それが本当ならば、2005 年の『自然主義と宗教の間』64の中にそのラフスケッチがあると考

えられるだろう。

デューリンガーによると、これ以前にも、ハーバマスは、ユダヤ教やキリスト教の伝統

との繋がりを決して軽んじてはいなかった。そこにはコミュニケーション的行為理論やポ

スト形而上的思考への反省という意味合いがある。ハーバマスは、方法論的
・・・・

無神論をもっ

て近代の哲学の言説にとどまり、神学的な理論を避けようとしている。まさしくこの点に

おいてこそ、伝統との最も密接な繋がりが認められるのだという。

社会倫理的な意味での言説理論が証明しているように、どんな命題にも含まれる相対性

の認識は、全体主義国家における強制的同質化に対する個人的抵抗の動機となりうる。す

でに筆者は、20 世紀前半のヨーロッパの歴史的経験がビューラー以降の言説理論の背景に

あることを指摘した。言説理論と明白な関係をもたない神学者の場合でも、この歴史的経

験は彼らの神学的思想の前史となっている。一例として K.バルトの「神の言葉の神学」が

あげられる。バルトは 1918 年（これは第 1 次世界大戦の終結および日本における再臨運動

の開始の年である）以降、人間中心的な自由主義神学から退き、弁証法神学を主張するよ

                                                  
60 R.サイファートによると、フェミニスト神学の言説理論には、「最も豊穣なフーコー系の歴史

的アプローチ」の他に、二つの流れが見られる。それは、精神分析的研究の系譜と脱構築論的
文学批評の系譜である。いずれもポスト構造主義的な姿勢で「言語」、「主体性」、「権力」の概
念に焦点を置くものである。 Ruth Seifert, “Entwicklungslinien und Probleme der 
feministischen Theoriebildung. Warum an der Rationalität kein Weg vorbeiführt,“ in 
TraditionenBrüche (Freiburg i.Br.: Kore, 1992), S. 255-285.

61 デューリンガーによって紹介された神学者の他に、Sharon D. Welch、 Edmund Arens、
Francis Schlüsser Fiorenza、Gary M. Simpson 等も挙げられる。

62 Herman Düringer, Universale Vernunft und partikularer Glaube: Eine theologische Auswertung des 
Werkes von Jürgen Habermas (Leuven: Peeters, 1999).

63 Eduardo Mendieta, “Review of Nicholas Adams, Habermas and Theology, Cambridge 
University Press, 2006,” in Notre Dame Philosophical Reviews (University of Notre Dame, 
February 4th, 2007).

64 Jürgen Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 2005).
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うになるが、弁証法神学は、自由主義神学の批判だけではなく、言説理論的な意味での本

格的な言語批判の要素を含みながら、人間の存在と人間の言語能力を超越する存在として

の「神の言葉」を仮定する。

例えば、1924 年の「キリスト教の説教における人間の言葉と神の言葉」65において、バ

ルトは、神を語ろうとする人間の言葉の有効性を基本的に疑いながらも、「神の言葉」と「人

間の言葉」との間に認められる深淵は、「聖霊」の働きによって橋渡しできると考えた。（こ

の発想は後期バルトの「聖霊本位主義的説教学」（pneumatologische Homiletik）の出発点

となる。）1919 年の『ロマ書研究』でも、1933 年の『神学的公理としての第一戒』でも、

この二つの存在界を前提とし、神について語る場合、「神の言葉」の存在界に重点を置いて

語るべきことを強調した。この問題に対する意見の相違から、彼は 1930 年代にブルトマン

と袂を別つ。両者とも告白教会員としてそれぞれの立場からヒトラーに抵抗したが、「人間

の言葉」をもってしか神を –– むしろキリストを –– 語ることは出来ないと確信したブル

トマンは、二王国論に依拠することで、神学者としては政治体制を批判しようとしなかっ

た。それとは対照的に、バルトは「神の言葉」の啓示的性格を強調し、それに基づいて具

体的な行動をもってヒトラーに抵抗した66。

ここまで論じた上で、先に紹介したサウターの理論に、つまり神学と時代精神との望ま

しい相互関係をめぐる理論に戻りたい。「歴史を支配する神」および「歴史を通して現れる

神」というユダヤ教的（あるいは旧約聖書の）神観念は、現在にいたるまでキリスト教神

学の柱であり続けているが、近代以降、この観念に依拠する「今・ここに始まる歴史の現

実」 ― つまり「現在」 ― に対する信者の責任
・・

が、倫理問題として前面に出てきたと言

えよう。確かに、20 世紀前半に言説理論を導いた諸思潮は、何よりも認識論的な問題意識

から現われたもののように見える。しかし、そもそもこうした問題意識の背景にはむしろ

倫理的な設問があったのではないかと思われるのである。

バルトの視点によると、プロテスタント神学は、18 世紀以降その主題を失い、人間の「正

当化された独断」（berechtigte Eigenmächtigkeit）を「神の言葉」と同列、あるいはその上

位に置き、教会の福音を時代精神の前に突き出した。こうした批判は、ブルトマンが神学

を解体し、それを人間学に矮小化してしまったという批判と同様に、倫理の世俗化を告発

するものである。言説理論が主張するように「人間の言葉」が相対的であるからこそ、つ

まり人間的世界の相対性と神の絶対性との「無限の質的相違」（unendlicher qualitativer 

Unterschied）67があるからこそ、バルトは「神の言葉」を基盤に倫理を主張したと言えよ

う。

                                                  
65 Karl Barth, “Menschenwort und Gotteswort in der christlichen Predigt,“ in Karl Barth 

Gesamtausgabe Bd. 3 (Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 1990) S. 426-457.
66 バルトの再臨思想については、本稿の 3.1.参照。
67 この表現はキルケゴールによるものである。バルト自身は「別種」（Andersartigkeit）という

概念を使用した。
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もちろん、人間的な判断をもってバルト神学をそのまま真理と言うことはできない。む

しろこれもまた、ハーバマスがいう「規範的妥当要求」（normativer Geltungsanspruch）で

あると言わなければならない。しかし、一方で、バルト神学（とそれに基づく倫理）は、

明確な「内在／超越」の区別をもっており、その科学性を断念しなくとも、ルーマンの定

義68による「本物」の宗教（あるいは宗教的倫理）であると言うことができる。他方、「無

限の神」に対比された、人間的世界の「限界」に留意する「神学的」倫理論は、人類の危

急存亡がかかっている時代には、「世俗的」倫理論以上の効果をもたらすかもしれない。何

故なら、それは –– たとえ実証できない「理論的存在」にすぎないとしても –– 人間的な

間主体的言説を通して構築された権力関係を相対化させる手段となりうるからである。

バルトは、「神の言葉の神学」の主張者として神学界の「右派（保守派）」とされている。

パンネンベルクのように、「神の問題」（Gottesfrage）、つまり神は存在しているかどうかと

いう問題を、「未決」（offen）かつ「未完」（unabgeschlossen）とする立場も可能である。

このように、人間的言説の領域外に果たして人間が対話できる存在があるのかという問題

を棚上げにして、そうした存在を否定も肯定もせずに、「可能性」として念頭に置いておく

だけでも、上述のような倫理的効果があるのではないかと思われる。

1.2.7. 言説理論の様々な手掛かりと「言説のパラダイム」

以上、言説を理解するための手掛かりとなる様々なアプローチを見てきたが、それらは

それぞれどこにポイントを置くものと言えるだろうか。また、留意すべき共通点と相違点

はどこにあるのだろうか。ビューラーのオルガノン・モデルを枠として、各アプローチの

ポイントを整理することにより、その共通点や相違点が見えてくると思われる。また言説

理論と従来の思想史の理論とがどの点で異なるのかということも明瞭になる。まず、ビュ

ーラーのオルガノン・モデルを掲げよう。

     （図 1）ビューラーのオルガノン・モデル

中央に置かれた S(ign)（記号）のコミュニケーション上の機能として、1）左下に「sender＝
話し手」の主体性を表出する機能(symptom)、2）右下に「receiver＝聞き手」に合図を送る機能

                                                  
68 本稿の第 2 章「言説的宗教学」も参照。
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(signal)、そして、3）上に「objects and states of affairs＝言及される事物や状況」を象徴する機

能(symbol)が示される。以下の図では略式化して示すが、それらで用いるアルファベットは当図

中の語句の頭文字である。

このモデルを基本形として上述のアプローチを整理すると図 2 のようになる。言説の研

究者は皆「意味がある」対象に取り組んでいるはずだが、この表からも明らかなように、「意

味」の場は移動してきたと言える。従来の思想史が「意味」を物と言葉との関係のうちに

捉えるのに対して、言説理論にとって言葉（あるいは他の形をもつ記号）の「意味」とは、

その言葉（記号）の「用法」において解明されるものである。換言すれば、意味とは「使

用された」ものであって、実体ではない69。使用されることにおいて、ある記号を有意味な

記号とするのは、行為に基準を与えようとする記号の志向性であり、社会的な伝達（social 

communication）における記号の機能である。これに基づいて「真の意味」と認められるも

のは、個人を超えて伝達された意味であり、個人が自らの内面において感じ、考え、用い

る意味ではない。T.ルックマンは、この二つの意味を「Sinn」（意味）と「Bedeutung」（意

義）として区別している。前者は「個人を超えない、個人の意識に定着した意味」であり、

後者は「伝達された意味」である70。ルーマンもまた、同様に考えている。ある記号が個人

の身体と意識にとってどのような意味をもつとしても、社会にとって意味があるのは、コ

ミュニケーションのネットワーク上に現れるもののみである。（それゆえ、宗教を研究対象

とする場合にも、扱われるべきは宗教的コミュニケーションの側面のみであるという71。）

ルックマンとルーマンは二人とも社会学者である故、こうした結論は驚くに当たらない

とも言えるが、社会学以外の学問においても、意味の社会的相対性の認識が高まってきて

いる。伝統的に客観主義の開拓者もしくは推進者であった自然科学でさえ、人文科学に比

べて生産する知識の客観性が高いとは言えないこと、また、学者個人の社会的背景からの

影響が少ないとは言えないことが認識されてきた。（この点をめぐって自然科学に対して

根本的な刺激を与えたのは、M.ポランニーと T.クーンである。）実際、「言説」とは、二十

世紀後半にあらゆる学問の中に発見されつつあった「意味・知識の社会的相対性」を表わ

すパラダイムであるとさえ言えよう。

全学問に及ぶこうしたパラダイム・シフトをもたらしたものとは、いったい何であろう

か。それは二十世紀前半に起きた出来事の刺激を受けて「大衆の力」（power of the 

ordinary）あるいは「大衆の論理」（logic of the ordinary people）に関心を抱くようになっ

た様々な学術的研究であったと、とりあえず推測しておきたい。すなわち、日常言語学派

                                                  
69 先のニーチェの例に戻ると、「神は死んだ」という存在論的な「実体」への言及そのものには

意味がない、意味そして意義をもつとすれば、それはこの発言がニーチェの危機感を表出し
ている、あるいは時代への警醒となっている、という点においてである。つまり「神は死ん
だ」という発言の意味は、ニーチェがそれをどのように用いたかによって決定されるのであ
る。

70 Thomas Luckmann (Hrsg.), Moral im Alltag. Sinnvermittlung und moralische Kommunikation in 
intermediären Institutionen (Gütersloh: Bertelsmann Verlag, 1998).

71 Niklas Luhmann, Die Religion der Gesellschaft（2000 年）、140 頁。
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の哲学、フランクフルト学派の批判理論、大衆文化研究（popular culture studies）等であ

る。神学の立場についても同様の図で表してみた上で、次に、言説理論を日本という思想

的空間に適用するにあたっての諸問題について考えてみたい。そのあと、言説理論が宗教

学あるいは宗教史学を含む人文科学の研究、また自然科学の研究に対してどのような前提

条件を課することになるかを考察することとする。

（図 2）言説をめぐる様々なアプローチにおける分析の焦点

言説理論的な観点からすれば、神学者らの主張は規範的妥当性の要求の主張の域を出る

ものではない。この点を念頭に置きながら、図 3 に表した神学のコミュニケーション・モ

デルを上述の諸学問のコミュニケーション論と比較してみよう。神学においては、人間の

言説世界と平行してもう一つの言説世界が設定され、前者におけるすべての出来事がこの

平行世界を指向している（あるいは、この平行世界から規定されている）。この点が、他の

学問分野との最も顕著な違いであると言えよう。人間の言説世界の枠内に留まるならば、

神学的な意味・意義は把握できない、と神学は主張する。平行世界の存在は実証できない

かもしれないが、ルーマンのシステム理論を借りて考えてみるならば、それは人間の「オ

ートポイエーシス」に必要な「環境」と見なすこともできる。つまり、自己言及的システ

3) ハーバマス 4) ルーマン
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ムとしての人間の言説世界は、一面では、閉じたシステムである。しかし、他面では、人

間の言説世界以外の環境を必要としている（「自己再生産が環境の中にあってのみ ― 環境

との差異を前提にしてのみ ― 可能である」72）という点で、開いたシステムとなっている。

その「環境」は、人間に対して他者参照（Fremdreferenz）の役を果たすような対話能力を

もつものでなければならない。歴史的に見れば、「自然」（Natur）はこういう意味での人間

の「環境」であったのかもしれない。自然の他者参照的な対話能力が低下するに従って、

人間は「自然と人間」の双方が含まれる「環境」を求めてきたのではないだろうか。

     （図 3）神学のコミュニケーション・モデル

図 3 はスーパーマンのマークに似ているが、燦然たるこの大文字の S は先に述べた平行

世界（またその平行世界が一つの記号であること）を表し、これを背景として、（いわゆる

世俗的な）人間の言説世界における主体間に、言説理論に説明されるような相互作用が、

なお存在している。しかし、それぞれの主体の態度・行動が意味をもつのは、裏に仮定さ

れた「ビッグ・サイン」（キリスト教であれば「神」、仏教であれば「無」等）に対応する

限りにおいてのみである。この図では（バルトを含んだ）伝統的な神学のスタンスが示さ

れている。大文字の S を指す矢印の方向を逆向きにするか、双方向の矢印を使うことによ

って、神学の他のスタンスも示すことができると考えられる。矢印ではなく、立体的な図

をもって示すことができれば、もう少しダイナミックな説明が可能となるのであろう。

                                                  
72 本稿の 1.2.3.参照。
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1.3. 言説理論を日本の思想的空間に適用するに際しての困難

1.3.1. 記号の形式と思考の合理化過程

言説理論で物を考えるときに一つの大きな前提事項を忘れてはいけない。つまり、コミ

ュニケーションという人間の動と反動の八割以上はいわゆる言語・言葉のレベルに表出さ

れることなく行われるということである。本来の意味での言葉（words）を使わずとも意思

伝達が可能であるというのは、現地の言語を知らずに旅行したことのある者なら誰でも分

かるであろう。ドイツ語で「手と足で話す」と表現される観光客の意思伝達のやり方は「体

の言語」（body language）に属する。直観的に通じる「体の言語」には挨拶や基本的な感

情を表す身振りのような抽象化された要素がある。それがあるからこそ「体の言語」が直

感的に通じると言えよう。抽象化された「体の言語」としては「手話」があり、それ以外

にも「図像
イメージ

の言語」（image language）や「音楽の言語」（language of music）、またそれら

が意味することもある「自然の言語」（language of nature）がある。

しかし、西洋精神史の展開においては、特に後期に現われた宗教改革者の影響によって、

文字に書かれた言葉、すなわち聖書の正典が何よりも大事にされてきた。その結果、後に

プロテスタント教会からは図像表現がほとんど消え、十字架という極めて抽象的な記号の

みが残された。それ以前の時代には、人間の感覚器のすべてに訴えてきた礼拝において、

今や説教の言葉が際立たせられることとなった。プロテスタント式のキリスト教が人間の

理性に訴えるものとなればなるほど、キリスト教（とその倫理）の合理化が促進された。

だからこそ、それはウェーバーが指摘した資本主義の助産婦の役割を果たせたのである。

1.3.2. 言語･言葉と人間の主体性

ウィトゲンシュタインによる上述の「私の言語の限界が、私の世界の限界である」との

引用も、こうした歴史的発展の産物であるかのように見えるが、ウィトゲンシュタインは、

同時にまた、人間にとっての言葉や言語の働きを理解し直そうともしている。それをよく

表すのが、「［人間の］主体性の根源が言語のうちにある」73という言葉である。ハイデッ

ガーも「言葉が人間に宿るのではない。人間が言葉の中に立って、その中から言葉を発す

るのだ」74と言った。つまり、人間に言語あるいは言葉の能力があるからこそ、話すことに

よってその主体性が形成されるのであり、人間のすべての経験・認識・立証・検証は、言

語・言葉のアトム的構造を除外した形では、また話す主体を除外した形では不可能である。

亀田政則によると、特に宗教の言語は、言語そのものによって設定された主体の根拠を把

握しようとし、また根拠の探求という課題をすべての人に課する。彼が述べるように、そ

れは

                                                  
73 ウィトゲンシュタイン、Tractatus Logico-Philosophicus, 5.641。
74 Martin Heidegger, On the Way to Language, Trans. by Peter D. Hertz (New York: Harper and 

Row, 1971), p. 119.
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「究極的ないみにおける＜わたし＞の実存的関心である＜生＞（誕生を含めた）＜死＞

＜死後＞を問い質し、それらの問い質しを通して＜わたし＞の真の《根拠》（神）を尋

ね求める言語であるがゆえに、言語によって設定された＜わたし＞の日常的住処である

言語空間をも突破して、ひたすら《根拠》に聴従し、《根拠》へと開け透け、《根拠》か

ら＜わたし＞という存在を透視することへと＜われわれ＞を誘う。」75

そして亀田は続けて言う。「そうでなければ、すべての宗教的営為は、自閉症に苛まれて

いる＜わたし＞の＜こころ＞の問題にすぎないのである。」76かくして人間は「言葉の中に

立って、その中から言葉を発している」が、文字や符号で書きとめられるような言葉を発

していなくても、常に「話している」のである。

1.3.3. 「無言」の発話行為と「無言」の言説（1）

1.1.1.に述べたように、「言説」の元になる「discursus」には「言」の要素は含まれてい

ない。しかし、日本語の場合は言
・

葉を説
・

くと明示されているので、言葉によらない言説と

いうものはあるのだろうかと考えたくなるだろう。特に、仏教の影響を強く受けた日本で

は「無言」の伝統が長く、その「離言真如」の原則が、宗教家だけではなく、戦後日本に

おける新しい自己主張を目指す「日本（人）論」（Japandiskurs77）の提唱者からも度々示さ

れている。日本には、言葉をめぐる仏教と無関係の概念の長い伝統もある。この「言霊
ことだま

」78

の理論（言霊学）には、西洋の「ロゴス」の伝統や上述した言語行為理論との間にかなり

の共通点があるように思われるが、ここに詳細を取り上げる余地はない。ただ、日本論の

論者がなぜ日本固有の言霊学ではなく、外来の仏教系の概念を取り上げているのかは理解

しがたいことである。しかし、こうした日本論の「市民宗教」（civil religion）的な要素に

触れる前に、仏教の「無言」および「離言真如」の概念の背景を簡単に見ておこうと思う。

仏教には様々な宗派があり、以上の概念の解釈がそれぞれに異なることは言うまでもな

い。インドでは黙想という形の瞑想が仏教誕生以前より行われていたが、釈迦は特に瞑想

の伝統を守りつつ、説法にも力を入れた。仏教の伝説中最も長い達磨大師の 9 年間の瞑想

は、釈迦の 49 年間の説法に対比される。しかし、どちらが優勢かを競っているわけではな

い。むしろここでは、発言される言葉の相対化と同時に、沈黙の相対化も認められる。釈

                                                  
75 亀田政則『キリスト教的言語行為』（1993 年）、10 頁。
76 同上。
77 英語で「discourse on the uniqueness of Japan」等と訳されるが、その推進者は日本人だけで

はなく、外国人、特に「日本学者」の中に数多くいる。日本人論の一環をなす「日本語ブー
ム」の興味深い解説としては、児玉徳美「ことばをめぐる言説 –– 日本語ブームと英語第 2
公用語化論の奇妙な関係」『言語文化研究』第 15 巻 1 号（2003 年 6 月）、105～121 頁を参照
のこと。

78 「言霊」は言葉に宿ると信じられた霊的な力を指す概念であり、日本最古の歌集『万葉集』
の中にも出てくる。「言霊」の観念は漢字が日本に導入される以前から存在した。また、日本
語の言葉に漢字を適用する過程において、例えば『古事記』において、「言」と「事」との両
方が類語として使用されたことも興味深い。
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迦は 49 年間多くの説法を行って真如を説いたが、達磨大師の声は、9 年間の瞑想中、十方

世界に鳴り響いたと言われる。

瞑想を最も徹底的に抽象化した仏教の宗派は禅仏教だと言えよう。「無言の行」において、

仏教徒は真の世界（真如）の無差別（すべての統一）を経験できるとされる。この「無言」

は「体」、つまり存在として捉えられ、「有言」は「用」、つまり現象として捉えられる。「無

言」の瞑想は内面的な修行として、「有言」の説法は外面的な修行として説明されることも

ある。しかし、どのような説明においても、二つの側面が相伴うことが必須とされている。

内なる悟りは外なる現象の媒介を受ける。外なる行動は内なる悟りに基づく。しかし、存

在界には差別がない、つまり、ものが区別されていないのだとすれば、体・用、無言・有

言の別を超えて存在界に迫ることに仏道の大義を求めるのはむしろ当然かもしれない。

禅宗の一派である臨済宗に伝えられてきた次の公案は、この問題をはっきり示している。

韓国曹渓宗の道林法伝（1925- ）79は、風穴延沼（896–973）の禅語にちなんで次のように述

べている。ある僧が風穴に「言葉に出せば、用になり、言葉に出さなければ、体になりま

す。どうすれば、体と用とのいずれからも離れることができますか」と問う。風穴は｢常に

江南の三月の風景を思うと、鳥が鳴く所にあらゆる花が芳しい｣と答える。この公案は様々

な解釈が可能であるが、六祖慧能の評、「不思善不思悪」や、維摩の「沈黙」を踏まえて解

釈するのがよい、と道林法伝は言う。自然の中の話す（鳴く）鳥も、話さぬ花も、無差別

に「無心に往來する。」人間はこのことを学ぶべきであり、有言と無言とを差別と捉えるよ

りも、有言に潜在する無言、無言に潜在する有言を自覚すべきである。つまり、瞑想の無

言・沈黙は「言葉に出さない」ことだけでは不十分である、「沈黙」は「言葉」をも含むも

のでなければならない。

上述の世界観を指す概念として「離言真如」がある。絶対なる真理の「体」は言葉にで

きない（離言真如）が、言葉の仮説をもってその「相」を表すことができる（依言真如）。

こうした「無言の存在」と「有言の現象」との関係は「言葉」という概念に既に含まれて

いる。まことに言葉とは事
こと

の端
は

、「ものごとの核心ではく周縁」しか表さぬものなのだ。

1.3.4. 東西の言語論の出会い

言葉なき存在界に差別なきことは、ワツラヴィックの言う「第一次の現実」（物質的な現

実）からも理解できるだろう80。しかし、人間には言葉が、言語がある。また、上述の通り、

人間は言語世界から出られないのであるとすれば、西洋人である筆者には「依言」の道こ

                                                  
79 http://jp.koreanbuddhism.net/life/content_view.asp?cat_seq=425&content_seq=404&page=1
80 「真如」（tathata＝あるがままであること）の意味からも同様の推定ができる。仏教では、こ

の第一次の現実の認知が心の出来事、すなわち精神的な体験とされているが、ワツラヴィッ
クはそれを「物質的な現実」と呼ぶ。この対照だけでも東西の精神／物質観をめぐる興味深
い諸相が得られそうであるが、本稿では取り組む余地がない。ワツラヴィック（1976 年）も
参照のこと。
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そ人間的であるように見える。ワツラヴィックによると、人間はその経験に意味付けを行う

過程を通して、物質的な現実と異なる「第二次の現実」を作り出している。彼はその過程

を「区切り」（punctuation）と呼んでいるが、この用語自体も言語学の用語である。思考の

区切りと言語の区切りとは、本来切り離せない過程なのだ。「区切り」も「区別」（仏教的

には「差別」）も、「分ける・別ける」81ことである。ワツラヴィックは言語・言葉の基本構

造を除外できない「区切り」の過程を通して主観的な（つまり主体によって違う）「第二次

の現実」が出来上がるという。仏教の理論では、「有言」の行を通して、つまり存在界で無

差別に存在するものが｢区別・差別｣されることを通して、「現象界」が出来上がる。両説の

共通点としては、ともに言葉を媒介して出来上がった現実を真の現実としていないことが

指摘できる。しかし、そこから導き出される結論にはかなりの相違がある。ワツラヴィッ

クが「区切り」の様々な働きを一層自覚することによって主体のコミュニケーション上の

諸問題を解決しようとしているのに対して、仏教では瞑想を通して信者を「有言」の｢現象

界｣から解放しようとしている。

日本には、こうした仏教の無言論に影響された「沈黙」概念のキリスト教的な解釈もあ

る。幕府によるキリスト教禁止令後の日本のキリスト教徒を扱った遠藤周作の『沈黙』は

世界中によく知られている。この本において、仏教の「無言」とキリスト教の「ロゴス」

とが本格的に出会ったと言えるだろう。沈黙こそが、人間（この場合、主人公である司祭

ロドリゴ）を取り巻くあらゆる言説の中で、一つの言語行為の役割を果たし得るものとな

っている。このことが、亀田の分析82によって見事に示された。

「ロドリゴにとって、神とは彼の存在の《根拠》である。《根拠》の沈黙は、ロドリゴの

従来の存在のあり方を無化し、そしてそこから彼の前に新たな実存地平を指示した。こ

のことを顧みると、《根拠》の沈黙はロドリゴの存在を打ち貫き、彼中心の意識閾にあっ

たすべての可能性を取り払い、彼自身を赤裸にしてひたすら《根拠》へと誘う動力とも

言い得る。このことを言語の披く存在論的世界に立って言えば、ロドリゴの生き身が《根

拠》の沈黙として凝縮したこと、それによってそれまで彼が身を置いて来た言語世界が

無化され、新たな言語地平が現出したと言えよう（いわゆるロドリゴの生き身の言語化）。

すなわち、ロドリゴという存在自体が《根拠》を提示彫琢する隠喩として働くと言えよ

う。隠喩として働く彼の生き身は、それを通して神が隠喩的に語る＜磁場＞となったと

考えられるのである。そしてこのことが《根拠》が黙しつつ語る世界の了解なのである。」

83

ロドリゴは、踏絵を踏むことによってキリスト教徒でなくなる、つまり棄教することに

                                                  
81 「言」という要素を含まないラテン語の「discursus」の場合でも、「分ける」という要素が「dis」

（二つ、離れる）という接頭辞によって表される。
82 亀田（1993 年）、51～81 頁。
83 亀田（1993 年）、72 頁。



36

なると悩んだが、彼を踏絵に導いた「根拠」84の沈黙の新解釈（ロドリゴの生き身の言語化）

に到って、新たな種類のキリスト教徒（隠れキリシタン）の在り方を見出した。しかし、

この再解釈はロドリゴという一個人だけに関わるものではない。当時、幕府側からも、教

会側からも全体主義的な要求を受けたロドリゴは、踏絵を踏むことによって幕府とキリス

ト教会とのイデオロギー的衝突から身を引くことができ、踏絵をしながらもキリスト教徒

であるような、新しい自己主張（隠れキリシタン）に到達した。作中人物に過ぎないとは

いえ、実際、当時ロドリゴのようなキリスト教徒が数多くいたであろう。「根拠」の沈黙に

喚起された、あるいは自ら沈黙をもって応じた85彼らの反応は、当時の「言説」のあり方を

変えたのみならず、日本と世界のキリスト教史を大きく塗り替えるものであった86。

ロドリゴの生き身の言語化の思想は、ロゴス賛歌（「そして、言
ことば

は肉となって」ヨハネ

福音書 1 章 14 節）を背景とするものであろう。ヨハネ福音書の編集史をめぐる問題はある

が、「根拠」は「言」であるとはいえ、我々人間に理解できる「言」は「受肉した言」だけ

である。だからこそ、「言の受肉」の必要があった。トマス・アクィナスは「人間の理性は、

信仰上の真理に類似しているものを集めることができるのみであり、類似するものによっ

て信仰上の真理を論証したかのように、それ自体を知ってとらえるには至らない」と言う。

亀田が指摘するように「類比的に語るという事は、《根拠》が＜言語―内―存在＞（内在）

であると同時に＜言語―外―存在＞（超越）であることをいみしている。」87

仏教の「真如」は「無言」であり、キリスト教の「根拠」は「言」であるというふうに

対比すれば、それぞれの主張はかなり異なっているように見える。しかし、一歩進んでそ

の「無言」と「言」の特徴を問うなら、真の「無言」は「言」を含みながらも人間の差別

的言語から離れた「存在」を指し、キリスト教の「根拠」は「受肉した言」を超越する「言」

にある。また、両方の場合において、「真如」あるいは「根拠」と呼ばれるものは、類似的

及び類比的にしか表現できないとされている。この意味で、仏教の「無言」の解釈とキリ

スト教の「言」の解釈は合致するようにも見える。

とはいえ、「創造」の問題は、両者を再び決定的に対立させる。仏教は「物質的な現実」

の由来を説明しないまま「真如」の「あるがままであること」を主張するので、「無言」も

またどこか静的である。それに対して、ユダヤ・キリスト教的伝統においては、創世記の

最も典型的な発語行為（「神は言われた。「光あれ。」こうして、光があった。」）に見られる

ように、「言」には創造の力がある。しかしながら、一つだけ確かなことがある。すなわち、

                                                  
84 以下に亀田の引用における言葉使いに従って、「根拠」という概念を、キリスト教的「真理」

概念として用いる。ここで言われる「根拠」とは仏教の「真如」に相当するものである。
85 キリスト教徒であることを公に告白しないことは一種の沈黙と言えよう。
86 亀田（1993 年）、78～79 頁も参照。遠藤周作が描いたような神の沈黙が当時実際に経験され

たかどうかは推測するしかないが、宗教哲学の立場から見るとき ― 心理学的あるいは社会
科学的な説明からしてもそうであるが ― 、言語行為としての「神の沈黙」を当時の文脈に
おける一つの動機として捉えるのは、十分妥当性のある推測である。

87 アクィナスの引用とともに、亀田（1993 年）、25 頁。25 頁以下の礼拝論も参照。
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どちらの伝統も人間に理解可能な言葉の働きに敏感であり、言葉には現実を変える力があ

るとの自覚をもっている。また、この自覚ゆえにか、「真如」あるいは「根拠」の不変なる

ことを求めつつも、それを人間の言語世界の外部に位置づけるに留まっている。「真如」あ

るいは「根拠」が人間の言語世界の内部にあるのであれば、それは人間の言葉によって変

えられてしまう恐れがあるからである。

1.3.1.において、様々な言語の一つとして「図像
イメージ

の言語」を取り上げたが、言説における

無言と有言とを説明したうえで、さらにこの図像の側面にも触れておくことにしよう。ア

ブラハム宗教の伝統ではロゴスが創造の力をもつものとして肯定的に扱われるが、「根拠」

になるものを図像によって表象することを許さない傾向が強い。宗教心理学的に見るなら

ば、言葉に依らない信仰はあり得えても、「イメージ」(imagery) に依らない信仰は難しい

とされる。そのためキリスト教神学、特に中世のスコラ哲学が Triplex Via（三重の道）な

どの原則を編み出した。そして、コロサイの信徒への手紙 1 章 15 節（「御子は、見えない

神の姿であり」）に基づいて、新約聖書に伝えられたイエス・キリストを神観念の基盤とす

るようになった。「見えない根拠」を直接に見えるものにすることは禁じられたが、「根拠」

の間接的観念としてキリストという観念が不可欠となった。この過程において「図像」か

ら「観念」へと概念が変化した。即ち物質的なイメージ（偶像）からエイドスへと変容し

たのである。

一方、中世ヨーロッパ哲学において「無言」に類似するものとして「語ることのできな

い」（ ineffabile）という概念がある。「個人とは語ることのできないものである」

（individuum est ineffabile）88という言葉が有名であるが、その背景を見るとき、「語るこ

とのできない」ことと「見えない」ことの間に明白な繋がりがあることが分かる。プラト

ンによれば、時間の働きにもかかわらず、エイドス（イデア）は基本的に不変である（な

ぜなら物質と別次元のものであるから）。従ってそれは単一性／存在／可視（可知）性

（Einheit/Sein/Erkennbarkeit）の原理をなしている。それに対して、物質側に置かれる一切

のものは（人間個人も含めて）多様性／非存在／不可視（不可知）性（Vielheit/Nichtsein/

Unerkennbarkeit）の原理をなす。個は多様なものであり、個の上に「人間」のエイドスが

直接認められることはない。すなわちそれは本質の見えないものであり、それゆえまた、

「語ることのできない」ものなのである。

他方、四世紀の教父アウグスティヌスはプラトン哲学における不可視＝無言論を批判し

て、キリスト教的な啓示を主張した。その根拠として、そもそも不可視であった神は、創

世以降その被造物、特に神の似姿として創造された人間において可視化されたと言う。こ

の「見えざる神」の可視化過程こそが啓示と呼ばれる89。そこで、東西の言語論の出会いを

                                                  
88 以下は Justo Fernández López, Lexikon der Linguistik und Nachbardisziplinen の Individuum

（個人）の項目による。http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca にある Lexikon Linguistik
参照。

89 Augustinus, 22 Bücher über den Gottesstaat, “8. Buch, Kapitel 10: Was hat der fromme Christ 
der Philosophie gegenüber voraus?“
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考えるにあたっては、狭義の言語における「無言」、図像
イメージ

の言語における「不可視」、およ

び両者の関連性、の三点を考慮に入れるべきであろう。キリスト教の影響下にある西洋に

おいては「根拠の不可視性」が強調されるが、それとは対照的に、仏教の影響下にある東

洋においては、むしろ強調されるのは「真如の無言」のほうであるように思われる。

1.3.5. 「無言」の発話行為と「無言」の言説（2）

日本語ブームは「日本論」の領域に入るものであり、従ってそこでは「言語」あるいは

「日本語」が問題とされるわけではない。文化と言語の因果関係が主張されながら、日本

語ブームの推進者たちは、言語の「分析」を日本民族の優越性を主張する手段として応用

するだけである。児玉90はこの日本語ブームにおける中心的主張を A）日本語の乱れをただ

す、B）日本語の語源や文法をたずね、日本語の特質を学ぶ、C）日本語の読む・書く・話

す力を訓練する、D）日本語は日本人の心・日本文化の鏡であることを学ぶ、E）美しい日

本語をいつくしむ、の五つにまとめた。そして、「A–E の特徴が、日本人が日本語を論ずる

際、無意識的に構造され、習慣化している思考法であるとすれば、こうした特徴こそがフ

ーコーのいう＜言説の秩序＞として現代日本社会を支配していることになる」91と、児玉は

言う。A～E のうち、D と E は直接本稿に関わる主張だが、A～C も間接的に関係する。つ

まり、A～C でまとめられた日本語ブームの特徴によって、メッセージの内容（何を言いた

いか）とメッセージの伝達法（どうやって言いたいか）は完全に分離され、後者のみが論

じられることとなった。児玉はこうした「言語が伝える＜内容＞に目をつぶってきた」92言

説の秩序に異議を申し立てながら、「内容」については（特に教育現場での）今後の課題と

して残されていると言う。

日本語あるいは日本人の議論のしかた（言説・討議）について、「内容」がない、あるい

は実際に言いたいことは言葉にされない、という主張が度々聞かれる。児玉の言う D と E

のレベルにおいて、日本語ブームを語る論者が仏教思想に言及することもある。河合隼雄93

の例を見てみよう。

「いちばんの底のところのいちばん大事なところは離言だという前提があるのです。だ

から、そのことをうっかり言ったらもう依言真如になりますからね。だからいちばんい

いのは、ただ黙っていることになってくるのです。（中略）日本人はどうしてもこういう

                                                  
90 児玉（2003 年）も参照。2000 年前後に起きた日本語ブームの言説の分析において児玉は、「い

ずれの主張も古くから指摘されており、新しい問題提起は皆無に近い」（107 頁）と述べる。
それ故、本稿において「日本語ブーム」の概念は特定の時期を示さずに用いることとする。

91 児玉（2003 年）、112 頁。
92 児玉（2003 年）、116 頁。
93 河合隼雄（1928–2007）は言語学者ではなく、ユング心理学者である。京都大学教育学部と（中

曽根内閣によって日本論の研究「局」として設立された）国際日本文化研究センターに勤務
したのち、2002 年に文化庁長官に任命され、同年 4 月、文部科学省が全国の小・中学校に配
布した道徳の副教材『こころのノート』の編集にも携わった。
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考えの影響を受けていますので、やはりなにか言わないほうがどうもいいというふうな

ところがみんなにある。」94

それに対して児玉は、「こうした状況ではことばや言説そのものが無力化し、意味をもた

ない」95と訴える。主客を超越する仏教の伝統を唱えながらも、河合の本音は権力・政治問

題にある。河合の次の言葉は主客一致の無差別的立場とは程遠いものであり、ここに日本

論全体の動機も表明されている。

「戦前の日本は軍事力を最終手段として行使することを辞さない権力政治（パワー・ポ

リティクス）志向の国であったが、戦後は経済活動に全力をあげる金力政治（マネー・

ポリティクス）型に転じた。両者に対し、今日の国際関係において急速に重要性を高め

ているのは、言語を武器とする言力政治（ワード・ポリティクス）である。」96

「無言」や「沈黙」等に対する日本人の伝統的嗜好を主張した後に日本人の「言力」を

培おうとする河合が武器とするのは、「曖昧」の概念である97。日本論の紹介はここでひと

まず終わりにしたい。

ハーバマス自身も自らの目指す言説・討議の普遍性に疑問を抱いたと言われるが、彼の

場合、言説・討議の前提条件として、啓蒙主義の伝統がある。西洋文化圏以外にハーバマ

スの言説・討議があり得るかどうかは、その地域に啓蒙主義的伝統があるかどうかにかか

っていると言えよう。また、児玉は選択体系機能言語学を応用して、A）観念形成機能（何

を語るか）、B）対人関係機能（誰が誰に語るか）、C）テクスト形成機能（どのように語る

か）の言語構造の三種の機能のうち、どれに焦点が当てられているかを分析することによ

って、各言語とそれによって表現される思考体制の比較研究が可能となることを示した。

こうした比較研究とまでは行かないが、平和学者の J.ガルトゥングが、世界各地での講演会

を通して知った、あるいは自ら経験した、地域ごとに異なる「知的スタイル」（intellectual 

styles）について、ある程度まとまったものを書いている98。

しかし、こうした様々な「理論」を取り上げる際に忘れてはならないのは –– これは当

節「1.3. 言説理論を日本の思想的空間に適応するときの困難」におけるこの長い余談に対

する言い訳でもあるが –– 、広義の言説をめぐる「理論」のそれぞれには特定の思想的・

                                                  
94 河合隼雄「日本語と日本人の心」、大江健三郎、河合隼雄、谷川俊太郎『日本語と日本人の心』

（1996 年）、1～70 頁。引用は、児玉（2003 年）、113 頁参照。
95 児玉（2003 年）、114 頁。
96 河合隼雄（監修）『日本語のフロンティアは日本の中にある：自立と協治で築く新世紀』（2000

年）。引用は、河合の発言に基づいていないかもしれないが、少なくともこの報告書は、河合
の名で公開された。児玉（2003 年）、113 頁参照。報告書全体はインターネットでも公開され
ている。http://www.kantei.go.jp/jp/21century/houkokusyo/0s.html

97 中沢新一、河合隼雄（共著）『「あいまい」の知』（2003 年）。
98 Johan Galtung, “Structure, culture and intellectual style: An essay comparing saxonic, 

teutonic, gallic and nipponic approaches,“ Social Science Information vol. 20, no. 6 (1981), pp. 
817–856. ガルトゥングは「知的スタイル」の背景にあるものとして、諸文明圏間の権力関係
についても分析・考察している。
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政治的文脈があり、そうした文脈のもとで各理論が純粋な学問の範囲を意識的・無意識的

に超え出てしまうこと、すなわちそれらが社会全体の有り様を問う主張の役割も果たして

いることである。つまり、言説理論であれ、他のいかなる学術的理論であれ、社会体系の

中で一つの記号としてビューラーの言う三種の機能（表出 symptom、象徴 symbol、合図

signal）を果たしている。当節において、狭義の言説理論に限定せずに、できるだけ多くの

種類のアプローチを取り上げ、その背景や文脈について概観を試みた理由もそこにある。

1.4. 言説のパラダイムと学問倫理

上述の、言説のパラダイムが学術研究に課する条件としては、次の三点が重要と思われ

る。第一に、記号の意味はその用法ないし機能にあるのだから、ある記号の分析において

は、その記号が個々の歴史的文脈において果たした特殊的機能、つまり sss（= symptom、

symbol、signal）と略記される記号の三機能が分析されるべきである。第二に、記号は社会

的背景から離れて意味づけられることはあり得ないし、またコミュニケーションの中に現

れない記号が研究の対象となることはないのだから、社会的背景の分析に基づいて記号の

意味を解明すべきである。そして第三に、記号はあらゆる形態99を取り得るのだから、記号

の形を確かめた上で、適切な分析方法を選び出さなければならない100。

以上の三点は、それほど画期的なものとは思われないかもしれない。しかし、もしこれ

らの点に徹底的に従うならば、さらに言説分析それ自体もこれらの三点を適用した分析に

変えるならば、言説理論の立場と従来の思想史の立場との違いがはっきりとしてくるだろ

う。それによって、どのようなアプローチによる研究も元来有している研究自体の規範的

要素が一層自覚され、その規範性を一層責任ある形で働かせることが可能となる。また、

言説分析の研究成果が人間の行為規範へと繋がる積極的な道がないのであれば、そうした

研究自体、意味のないものとなってしまうだろう。

この点をもう少し詳しく論じよう。意味を解明することに留まらず、意味をなすことを

                                                  
99 イコノグラフィーの創始者とも称される美術史家 Aby M. Warburg は、宗教学の分野におい

て、言葉を表わす文字という抽象的記号に加えて呪物や表徴等も研究の対象とした。ワール
ブルクによれば、抽象的記号と呪物とは、人間の表現力の「抽象化」と「具現」という両極
に立つものであり、表徴と画像はその中間の「造形」力を表している。現在の技術的可能性
を考えれば、それ以上のもの、例えばビデオカメラによる儀礼等の記録、すなわち「過程」
の要素も取材源のひとつと考えられるであろう。ワールブルクに関しては Hartmut Böhme, 
“Aby M. Warburg (1866–1929),“ Klassiker der Religionswissenschaft. Hrsg. v. Axel Michaels
(München: C.H.Beck, 1997), S. 133–156 参照のこと。

100 この点は、取材源の形態に応じて宗教学に適用される方法論的集積（methodological 
clustering）を決定すべきだというパイの要請と合致している。だが、パイが立てた取材源の
分類法には疑問がある。主張が理解できる場合においても、用語の選択が不適切である。「話
された言葉、書かれた言葉の取材は、物質的な取材ではない」と言うのは、いったいいかな
る意味においてであろうか。テレパシーの能力でもない限り、我々は物質的な取材以外、行
い得ない。Michael Pye, “Methodological Integration in the Study of Religions,” Approaching 
Religion. Part I. Ed. by Tore Ahlbäck (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1997), pp. 189–205 参照。



41

も視野に入れた研究は、第一に、その研究自体の機能を sss という三つの観点に即した形で

公開すべきである。第二に、研究の社会的背景を意識し、自らと背景との関係を明らかに

しながら、社会101からの応答を受け入れ、また社会へと応答すべきである。そして第三に、

研究結果の提示方法あるいは提示形式として、社会的研究が果たすべき機能に適合するも

のを選ぶべきである。これらを踏まえることによって、初めて、言説分析そのものがハー

バマスの言う「言説・討議」となり、「言説」のパラダイムによって定められた時代に生き

ている我々にとって「意味のある」（meaningful）研究となることが可能となる。

しかし、以上のように論じたとしても、なおこれを「屋上屋を架す」式の議論にすぎな

い ― つまり、こうした方法はすでに研究者間のコンセンサスとなっている ― と言う人

もいるかもしれない。しかし、具体的レベルで考えるとき、学術研究にはどのような「使用
・・

価値」（use value）が見出されるのであろうか、つまり社会への応答によって学術研究はど

のような社会的意義を得られるのか。もちろん、学界の内部において研究者は、才気ある

研究をもって自己の栄誉を得ることができる。また、生涯を知識の集積に捧げることによ

って、知識の「所有」そのものの価値を引き上げながら、その「使用」価値を下げること

もあり得る。なおその場合でも使用価値があるとすれば、知識の集積自体に意味を認める

イデオロギーの保持と強化の働きがそれである。特定の記号の社会的相対性を研究対象と

するなら、従来の思想史の裏にある動機づけを示す研究ともなる。学問的知識に何よりも

客観性が求められるというのも、知識の集積の価値を引き上げるための戦略の一つである。

しかし、真の「客観的な知識」が存在しないこと、あるいは知識さえもが（政治的）権力

との相互作用の下にあることは、とりわけフーコーが論じたことであった。こうした状況

のもと、学問の倫理そのものが益々問われるようになってきている102。それとは別に、財政

上の戦いという文脈において、大学の各学科、研究機関の各部局の使用価値もまた問われ

ている。

自然科学の場合、過去においても現在においても、知識の使用価値はそれほど問題とな

るものではないだろう（だが、補助金の配分等に際しては、なお意味をもっていると思わ

れる）。これに対し、人文科学への批判は日増しに高まってきており、その使用価値が認め

られない学科は追放するとまで言われている。こうした批判は、何よりも知識に対する要

請内容が変わってきたことを、つまりすでに述べたパラダイム・シフトが起きたことを表

している。かつては純粋なあるいは抽象的な知識、つまり適応可能性が問われていない知

識も「意味のある」ものであった。知識の所有さえ、（小世界と大世界の両レベルにおいて）

エリート的な権力関係の構築に役を果たすものであった。

                                                  
101 ここで言う社会とは、学界のみならず、世論を形成する一般社会までをも含むものである。
102 言説理論の基盤は第二次世界大戦以前にあるとされるが、学界におけるその活用は、戦時中、

特にヒトラー政権による学問的知識の悪用に対する反省の一環をなすものであろう。知識の
力は社会の状況と密接に繋がっているので、知識をできるだけ多面的な研究を通して得よう
とする動き（学際研究の興隆）についても、同様のことが言えるだろう。
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しかし、二十世紀半ば以降、この権力関係に大きな変化が訪れ、世界がいわゆる「ポス

トモダンの時代」を迎え、「高等文化」（high culture）は「大衆文化」（popular culture）に

圧倒される103ようになった。この過程を民主化と捉えたとしても、その望ましさを評価した

ことにはならない。別に評価しなくてもよいのだが、重要なのは、この過程において社会

の各機能システム、また社会の諸階級がますます絡み合うようになってきたことである。

この現象を「知識地理学的グローバル化」と名づけてもよいだろう。実際のグローバル化

と同様に、ローカルとグローバルの間には緊張がある。学科の細分化の進展によって、自

己の専門領域以外のことを知らない専門家が生み出される一方で、学際的研究、あるいは

他の学科ないし学問全体に役立つ研究が求められている。ルーマンの言葉を用いれば、こ

の緊張は機能システムに応用される「普遍性と特殊性との二つの規準」（Doppelkriterium 

der Universalität und Spezifizität）104によってもたらされるものだと言うことができるだろ

う。「知識地理学的なグローバル化」の影響を受けて、現代では誰もが何かの専門家である

と同時に基本的に素人に留まるようになった。「素人」である一般人は、自らの資格＝能力

（competence）に対して深い疑問を抱かないではいられない105。

それでも、従来の思想史研究に使用価値がないとは筆者は考えない。ただ、「言説」のパ

ラダイムは、ポランニーが言うように、すべての知識が行為であること、また行為を刺激

するものであることを明らかにしている。この意味で、いかなる知識も倫理的であり、ま

た規範的であると認識されなければならない106。知識には必然的に倫理性が内在するのであ

れば、知識の獲得や提供に際しても、その倫理性が意識される必要がある。「言説」の発見

以前の学問が言説でなかったわけではないが、どのようなタイプの言説107であったかによっ

て、その倫理的価値が決まる。いかなる学問も規範的であると断言することは、学問の真

理性ではなく、規範妥当性を要求するものである。ルーマンは、学問の機能システムのコ

ードは「真理」と「虚偽」の区別であるとしているが、真理の概念は変更を被り、現在で

は真理要求の代わりに、間主体的審査の可能性（intersubjektive Prüfbarkeit）が求められる。

                                                  
103 大衆文化研究者によれば、日本では、この転回が 1960 年代末に起こった。
104 ルーマン（2000 年）、142 頁。
105 「そのかわり現代社会においては、日常生活においてさえ、種々の事柄に対して資格＝能力

（competence）があるような者は、あるいは、専門的資格＝能力が溢れかえる中で、なお自
分には資格＝能力があると感じることができる者は、ほとんどいない」とルックマンは論じ
ている。ルックマン（1998 年）、43 頁。

106 ルックマンによれば、各個人が私的に理解している「意味」（Sinn）は公共的に伝達されると
きに「意義」（Bedeutung）へと変わるのだが、そうした変化の際に規準として働くのが「意
味」の「使用価値」だと考えられる。彼は、公共的な伝達（Kommunikation, Sinnvermittlung）
は基本的に倫理的であると述べる。ルックマン（1998 年）、特に第 1 章の「心的方向付けの社
会的条件（Gesellschaftliche Bedingungen geistiger Orientierung）」（19～49 頁）参照。

107 ブラーカーは次のように指摘する。ラカンの分類に従うならば、学術研究の多くは、「大学の
言説」や「主人の言説」であるだけでなく、「ヒステリー症者の言説」の性格も持っている。
しかし「分析家の言説」となるものは少ない。その意味で、批判理論（フランクフルト学派）
の多くもまた、社会変動を目指す自らの要求を満たさないが故に、失敗であった。ブラーカ
ー（1993 年）、1～14 頁参照。
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「真理から間主体的審査の可能性へ」というこの転回自体が、「言説」に向けてのパラダイ

ム・シフトがもたらした現象だと言えよう。

しかし、学術的研究が要求する規範的な妥当性の根拠は何であろうか。それは、主体の

知覚とは独立して存在すると思われる「事実・実存」についての命題の正しさを規準とす

る普遍的な真理ではない。すでに述べた通り、規範的な妥当性を証明するには、「事実・実

存」の意味での真理ではなく、間主体的に跡づけることができる「現実の構成」

（construction of reality）という意味での「真理」で十分である。この考えを徹底するなら

ば、先にも述べたように、我々の認識能力は後者の意味での「真理」を超克できないとも

言わなければならない。

「間主体的に跡づけることができる」ためには、いかなる主張も、世界観に対して整合

的であることが求められる。しかし、歴史的背景の多様性に応じて、様々な世界観が存在

する108。これがすなわち「パラダイム」である。「特殊な妥当性」のみを求める主張、つま

り比較的限定された集団や社会のある従属的機能システムにしか及ぶことのない主張の場

合、そうした主張に求められるのは、その集団や機能システムのパラダイムに対する整合

性である。社会システム全体に対応する「普遍的な妥当性」に到達するためには、主張は

特殊的パラダイムの多様さを –– それらの矛盾を含めて –– 意味づけることができなくて

はならない。「言説」のパラダイムとは、この意味における普遍的な妥当性を持つことので

きるパラダイムであると筆者は強調したい。

現在という時代の総括的な世界観を「言説のパラダイム」とし、このパラダイムに整合

的であるような主張を研究を通じて取り上げようとするとき、我々は研究対象を選ぶにあ

たっても、研究方法や研究結果の提出方法を決めるにあたっても、言説のパラダイムへの

適合を図る必要がある。このことは以上の説明から明らかであると思う。この適合がうま

くいかないとき、社会システムにとって「意味のある」研究成果の上がる可能性は極めて

低い。もちろん、ある個人にとって意味のある個人的な知識を得るための研究というもの

も考えられる。そうした研究もまた、単なる個人的意見形成の具であるに留まらず、世論

形成の基礎ともなるものであるかもしれない。しかし、そもそも学者のエートスには、世

論形成に貢献しようという志向性もまた含まれているはずである。学術研究として社会的

支援を受ける研究は、世論形成への貢献度を高める方法を考えなければならないのだ。

先に紹介した言説理論の推進者の中で、特にハーバマス、キッペンベルク、ブラーカー

は、この点に注意を払いつつ言説的な学問を擁護したが、各人の議論の立て方は当然なが

ら異なっている。「言説」のパラダイムに直接取り組んでいるのは、とりわけ後二者である。

                                                  
108 ルーマンによれば、社会システムのオートポイエーシスは、歴史的に決定される様々な進化

段階において、様々な問題をもたらす。そうして生じた諸々の問題は、機能的な特殊化を促
進し、独立の機能システムを分化させる。この意味からしても、社会システム全体の ― あ
るいはその個々の従属的機能システムの ― 世界観は、あくまで歴史的な背景に依存するも
のである。ルーマン（2000 年）、142 頁。
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キッペンベルクは 1983 年に「言説的宗教学」（Diskursive Religionswissenschaft）を、ブラ

ーカーは 1993 年に「精神分析的文化批評」（psychoanalytic cultural criticism）を提唱して

いる。本稿はこの二人の議論から基本的着想を得ているが、「言説的学問」の根拠づけやそ

の具体的方法論において、独自の議論を展開するものである。

ハーバマスは、「言説」（Diskurs）を行為の文脈から解放された討議と捉えるが、「コミ

ュニケーション的行為」と「言説」の二つのレベルはいつでも自由に乗り換え可能である

と考え、一方において、自らも具体的に社会変動を起こすために努力しつつ、他方におい

て、社会変動に向けて共に努力するグループに対し、その疑問点を理論化することを通じ

て批判したりあるいは動揺を与えたりしている。極めて哲学的な論文を書くと同時に「言

語行為」とも解釈されるような挑発的な主張をも行なう人間味ある学者である109。

キッペンベルクの「言説的宗教学」は、信徒の発言をも行為と捉えている。研究対象を

行為と観念とに分けて考える代わりに「言語行為」と見るならば、その妥当性についても、

集団的強制、外面的経験、内面的欲求といった区分を超えた形で根拠づけができると彼は

言う。ここまでは、研究対象を「言説」と捉えることが研究方法に与える影響であるが、

これに加えて、研究対象の理解へ向けての認識論的な過程においても、研究者は何度も視

点を変える必要があると彼は述べている。つまり、研究者は観察者の立場と共に信者の立

場を採らなくてはならない。フェビアンが紹介しているように110、このとき研究者は、観察

者と参加者との区別を言説（談話）において克服しているとキッペンベルクは確信してい

る111。つまり、キッペンベルクは、「言説的宗教学」をもって現象学的宗教学と人文科学的

宗教学との和解を目指したのである。

先に述べた通り、ブラーカーは、言説分析そのものを言説に ― 具体的には「（精神）分

析家の言説」に ― 変質させようとした。ほかならぬこの言説のタイプを選んだ理由は何

であろうか。社会変動を目指す彼にとっては、言説分析においても、言説に潜在する社会

変動の契機となる可能性が一番大事なものである。それにもかかわらず、彼は、目的のた

めには手段を選ばずという倫理を退ける。社会変動をもたらすに際しては、倫理的責任を

負うことのできるタイプの言説を用いなければならないと言う112。「（精神）分析家の言説」

が最も社会変動をもたらす可能性をもつというのではない。最も倫理的なタイプの言説だ

から、これを用いようというのである。すなわち、「（精神）分析家の言説」は、分析の対

象となっている個人や集団の自己主張とその現実のあり方とが矛盾を来している局面を解

明しようとするが、矛盾の解決を規定することは絶対にしない。つまり、個人の自己認識

                                                  
109 例えば 1979 年のハーバマスのインタビュー。D. Horster, W. v. Reijen, “Interview mit Jürgen 

Habermas,” D. Horster, Habermas zur Einführung (Hamburg: Junius Verlag, 1995), S. 97–126参
照。

110 J. Fabian, “Beyond Charisma: Religious Movements as Discourse,” Social Research vol. 49 no. 
1 (NSSR, Spring 1979), pp. 3–203.

111 キッペンベルク（1983 年）、24 頁。
112 ブラーカー（1993 年）の「社会変動と批判的言説の倫理」の章、53～80 頁参照。
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が言説の倫理性の規準となる。

文化批評はなぜ社会変動を生じさせることに対して責任を有するのか、また、なぜその

手段は倫理的責任を負うことの可能な手段でなくてはならないのか、ブラーカーの議論は

この点の根拠づけを欠いている。そうした根拠が文化批評あるいは批評理論が宣言した目

標設定にあるのであれ、他の何かにあるのであれ、彼はそれ自体が既成事実であるかのよ

うに論じている。だが、ここを根拠づけない限り、ブラーカーの倫理的要求は、自己を決

定するのは自己のみに任せなければならないという自己主義の主張であるに留まる。せめ

て、自己認識に根拠を置く個人の自己主張は社会全体にとっても望ましいという形で論じ

るのであれば、自己主義と社会変動との関係が一層理解できるようになり、自己主義の倫

理性を主張することができるようになるだろう。だが、ブラーカーはこのような形で論じ

るわけでもない。

しかし、自己主義を超える方法で（批判理論を含む）学問の倫理性を根拠づけることは

可能である、と筆者は確信する。

ただし、公平を期して言えば、ブラーカーのように、根拠づけを明らかにしないままに

倫理的責任を確定的に述べる傾向は、他の学者にも認められる。日本の宗教研究において

は、オウム真理教事件をきっかけとして、「一方で宗教の記述的研究と、他方で批判的意識

および評価の必要性との関係を考え直そうとする」113論文が増えたにもかかわらず、批判や

評価に対する要求自体の根拠づけが挙げられることはない。そればかりか、M.パイらは、

規範的な批判や評価は「学問の限界を超える」ものだと確認した上で、それは人格的存在

でもある研究者が人格的に担うべき責任であって、それを研究活動自体から明示的に区別

する必要があると主張している114。

パイの立場は、事件直後の諸言明の中で、学問の中立性を主張するグループに入るが、

このような立場以外に、メディアに「カルト」とされたオウム真理教及び現在「カルト」

とされる宗教集団の宗教的要素を宗教として認めるべきだと主張するグループ、そして「宗

教」と思われるもののすべてを批判的に見るグループがあった。それぞれがそれぞれの疑

問とすべき前提に基づいて議論を進めているが、言説理論的なアプローチを採ることによ

って、結果が違ってくるのはもちろんのこと、それだけではなく、この問題を一層深く把

握することができるであろう。

1.5. 学問倫理の構造的根拠づけ

筆者は学問の倫理性を根拠づけることは可能だと述べた。私は「言説のパラダイム」そ

れ自体が学問の倫理を規定するものであると主張したい。さらに次のようにも論じたい。

                                                  
113 Michael Pye, “Aum Shinrikyô. Can Religious Studies Cope?” Religion vol. 26, no. 3 Press, 

1996), pp. 261–270. 引用は、261 頁。
114 パイ（1996 年）、261～270 頁。
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「言説のパラダイム」の観点から学問倫理の規準を定めるならば、その規準自体を規範的

にではなくて構造的に決定することができる。すなわち循環論法を回避することができる。

これは大きな利点であろう。この考えについて具体的な説明を行なう前に、これまでの議

論の中から、学問倫理の根拠づけに際して重要と思われる点をもう一度まとめておくこと

としよう。

まず、「学者」とは、その認識の可能性に関して生物的・社会的に限定された一人の人間

である。学者の特徴は、反省の「義務」を負うことにある。それにもかかわらず、学者の

人間性は、彼（女）自身の反省能力に限界を設ける。この意味で、学者の認識・知識と一

般人の認識・知識とが質的に違うことはなく、その差異は程度の違いでしかない。人間の

意識は「意味」を創造している。

人間の社会的相対性は、（ルックマンの言葉で言えば）その「意味」（Sinn）の「意義」

（ Bedeutung ）への変換を要求する。「意義」は社会における「意味」の伝達

（Sinnvermittlung）によって、つまり「言説」によって創造される。いかなる伝達

（Kommunikation）も「意味」の伝達を目指しているが、「意義」も、「意義」を発生させ

る過程、すなわち「意味」の伝達も、人間の行為規範に向けられたものである。この意味

では、「意義」も「意味」の伝達も倫理的である。

学問という機能システムは、「意味」の伝達を目指す機能システムの一つであるので、不

可避的に人間の行為規範に向けられている。即ち倫理的である。機能システムの目的は、

何らかの理想にあるのではなく、機能すること自体にある。機能システムの機能を最も確

実に保証する原理が生存競争において勝利する。しかし、機能システムは、固定されたシ

ステムではなく、歴史的文脈に依存する柔軟なシステムである。

さて、政治の場においては、半世紀ほど前から民主主義が拡大しつつある。世界中どこ

でも（あるいは地理的規模においてではなくとも、評価において）民主主義が優勢を誇り、

あるいはその卓越性が認められている。政治上の民主主義と民主主義的な言説とは互いに

裏書きし合うものなので、原理的に適合的に機能する。「民主主義的な言説」は、可能な限

り多様な「意味」の、可能な限り大きな集合を基盤としている。つまり、その集合が大き

ければ大きいほど、偏狭な独断論の可能性が少なくなる。本稿において「言説のパラダイ

ム」と呼んできたものは、他ならぬこの「民主主義的な言説」のことである。個人と社会

の自己言及と他者からの多様な言及との間の均衡のことだと言ってもよい。こうした言説

は時間的にはいつまで有効なのであろうか。「民主主義」が進化の過程において利点として

働く限りは、「意味」の伝達（Sinnvermittlung）の広範な、またとりわけ多様性のある基盤

が、社会システムの機能的効率を高めるものであると言えよう。

では、以上の議論から、学問や学者のエートスに対してどのような結論が導き出される

であろうか。まず、我々が受け入れなければならないのは、学者が言説に提出する知識・

主張は、一般人の知識・主張の場合と同様に、行為規範を目標とする知識であるというこ
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とである。つまり、学者には、学問の倫理性とそこに潜在する規範性とを認識し、その不

可避性を把握した上で、行為規範に向けた「意義」の創造、すなわち世論形成に、積極的

に参加する義務・責任がある。この責任を果すために、学者は研究で得た知識を、絶対的

な知識として掲げるのではなく、「人間的な知識」として社会に献ずる必要がある。具体的

に言えば、学術的研究もまた主観性を含むということを認識し、自らの主観的「意見」を

公言することによって、研究の主観性を積極的に容認しなければならない。このようにし

て、学者は、研究成果の性格を裏切ることなしに、即ち発見した「意味」（Sinn）をそのま

ま「意義」（Bedeutung）として宣伝することなしに、その「意味」の限定性を社会におけ

る広範な伝達を通じて超克することを目指すべきなのである。

この章の結びとして、一つ重要な点を強調したい。つまり、上述のような「言説的学問」

を実行したいのであれば、ただ論文の末尾に研究の主観性を細字で記して弁明とするだけ

では不十分である。むしろ、研究報告全体の修辞法を変えなければならない。研究対象に

対する新たな規定は言うまでもないが、それと並んで、研究報告は、研究者自身の個人的

問題意識を説明するとともに、研究結果が研究者自身の行為規範をどのように改良したか

についても論及しなくてはならない。言説のパラダイムによって構築された「知識社会」

が必要としているのは「単なる」専門知識であるという通常の見解とは逆に、「個人的文脈

から離れていない」知識が必要である。それは、知識の「意義」（Bedeutung）を切り開く

ために必要だというばかりではなく、その知識の信憑性のためにも重要なことなのである。

つまり、ニュースの情報であれ、学術的論文であれ、写真や実験データといったいかに

も信頼できそうな媒体がいとも簡単に偽造できるものだということが、益々明白になって

いる。このような時代に生きている人間にとっては、「客体・客観的な」知識よりも「主体・

主観的な」知識の方に信頼が置けるだろう。つまり、ある知識をどのような目的・動機づ

けのもとで入手したのか、またどのような目的・動機づけのもとで他者に提供するのかを

具体的に述べつつ、自らの主観性を認めるような研究こそが、一層信頼できる知識として、

優先的に取り上げられるような傾向が現在すでに見られる。
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2. 言説的宗教学

2.1. 言説的宗教学の基本方針

事例研究に入る前に、「言説のパラダイム」の要件を満たす「言説的な学問」を成立させ

るために何を行なわなければならないかを、宗教学のあり方に即して、具体的に論じてお

きたい。ここで筆者は、言説的宗教学のアプローチが従来の宗教学の指針と両立可能なも

のかどうかを問いたい。「言説のパラダイム」が（今日の我々が置かれている歴史的状況に

おいて）普遍的であることはすでに強調してあるのだから、今さらこのような問いを立て

る必要はないと思われるかもしれない。だが、ここを問い続けることで、両者の相違点が

さらに明瞭になるはずである。

本稿の理解においては、「言説のパラダイム」とは、記号が持つ意味の社会的相対性の認

識を –– すなわち、「現実」が社会的に構築されていることについての理解を –– 表す概念

である。極端な言い方をすれば、ある構築物に似た実在の構造が本当にあるかどうかは、

人文科学にとってさしたる重大事ではない。（ある主張が歴然たる事実と相反してはいけ

ないという合意があるとしても、侵犯は絶えず起きている。）結局、人文科学は、世界その

ものではなく、あくまで人間の世界を前提とするものである。言説の分析は、こうした意

味における「現実の構築物」に対して、その機能、それが形成されるための条件、および

その形態を究めるものである。

このような問題意識は、宗教概念が人間によってどのように使用されているかではなく、

人間から独立して存在する宗教の本質が何であるかを解明しようとする、存在論的な宗教

学の問題意識とは対立するものである。しかし、これはまた、研究の視点を一点へと –– 例

えば儀式的行為に顕われた集団の特徴あるいは人間の世界認識の過程へと –– 絞り込もう

とする機能主義的宗教学の問題意識とも対立する。ちなみに、機能主義のアプローチも存

在論に関わる場合が少なくないことが、すでに指摘されている。それゆえ、宗教学を存在

論的なものと機能主義的なものに分けるよりも、キッペンベルクのように、象徴主義的

（Symbolisten）なものと主知主義的（Intellektualisten）なものに分ける方が妥当であろう

115。

しかし、もし宗教学の指針が次の三点を含むものだとするならば、言説的宗教学のアプ

ローチを採用するのは、問題がないだけでなく、かえって望ましいことであると考えられ

る。すなわち、第一に、宗教概念の使用状況をその多様性の全体にわたって調査すること、

                                                  
115 Hans G. Kippenberg, “Diskursive Religionswissenschaft. Gedanken zu einer 

Religionswissenschaft, die weder auf einer allgemein gültigen Definition von Religion noch 
auf einer Überlegenheit der Wissenschaft basiert,“ Neue Ansätze in der Religionswissenschaft.
Hrsg. V. Burkhard Gladigow, Hans G. Kippenberg (München: Kösel, 1983), S. 9–28. 特に 16～
21 頁参照。キッペンベルクがこの「言説的宗教学」を提案した目的は、宗教学の方法の改良
にあった。
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第二に、宗教があれこれの役割・機能を果たしているのは（果たせるようになるのは）何

によるのか、その（個人と集団の両レベルにおける）前提条件を明らかにすること、そし

て第三に、宗教の機能と形態とが相互にどのような関係をもつのかを調べること、以上の

三点である。

2.2. 言説的宗教学の研究対象

言説的宗教学が対象とするのは、宗教的な言説（religious rhetoric）を含む宗教言説

（discourse on religion）である。つまり、宗教的な記号・象徴を用いたあらゆるコミュニ

ケーションと、そうしたコミュニケーションが後の世に残した痕跡が研究対象となる。そ

れは当然、宗教学自体の宗教言説をも包含するものである。繰り返しになるが、人間から

離れた宗教ないし宗教性ではなく、宗教についての、またその働きについての人間の思考

内容こそが、言説的宗教学の対象になることを強調したい。「宗教史を、その〔＝人間の〕

内心的本性の解釈をめぐるとぎれない実践的な言説として読むことができる」116というキッ

ペンベルクの言葉は、人間観と宗教の密接な関係を表している。つまり、先に詳細に検討

した材料（痕跡）は、一言で言えば「言説としての宗教史」という言説的宗教学の研究対

象である。「宗教史」において提起された様々な命題の有効性を問うことは、言説的宗教学

の中心的な課題であると言えようが、その場合、いわゆる「普遍的価値に基づいて」問う

のではなく、「人々がなぜ他ならぬある特定の概念を使ったか」117と尋ねるべきだ、とキッ

ペンベルクは言う。

あるものが「宗教的」であるかどうかの判断に際しては、自らの行動を「宗教」として

語る個人あるいは集団の自己理解が最初の基準となる。外部から見てその自己理解が疑わ

しい場合は、宗教の機能的定義に基づいて再考しなくてはならないが、そうした定義自体

の「社会的相対性」を忘れてはならない。宗教概念の歴史的変遷を論じた文献をここに紹

介する余裕はないので、あらゆる概念と同様に宗教概念にも含まれる「社会的相対性」を

指摘するに留めたい。概念が歴史的背景に応じて変化するのは当然のことだが、この過程

が、学問の世界の内部においてのみならず、具体的な宗教現象にも影響を与えることを、

テンブルック118が印象深く論じている。それゆえ、ある対象の宗教性が疑わしくなった場合

には、自己理解と他者からの理解との齟齬の理由を、つまりそれぞれの主張の意図を探ら

なければならない。宗教の機能的定義としては、ルーマンらの「定義」が有益であろう。

しかし、定義といっても、数行にまとめて引用することが可能な定義は、ルーマンの『宗

教の機能』（Die Funktion der Religion, 1977）あるいは没後に出版された『社会の宗教』（Die

                                                  
116 キッペンベルク（1983 年）、16 頁。

117 キッペンベルク（1983 年）、23 頁。

118 Friedrich H. Tenbruck, “Die Religion im Maelstrom der Reflexion,“ Religion und Kultur. Hrsg. 
v. Thomas Luckmann (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1993), S. 31–67.
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Religion der Gesellschaft, 2000）の中には特定できない。あえてまとめて言うならば、宗教は

近代社会における機能的サブシステムであり、自らを内外的に考察しながら「宗教」の意

味を定義しつつある。こうした宗教自体のアイデンティティを探る過程はある「区別」に

基づいている。即ち、宗教は「内在／超越」という基本的な二分コードを使用しながら、「宗

教的」（religious）な領域と「世俗的」（profane）な領域を「区別」する。「内在／超越」の

区別は、宗教の機能システムのいわゆる「暗号」（code）であるとルーマンはいう。この暗

号を適用しつつ、宗教には、「意味」という「媒体」（media）において偶有的可能性の構築

（construction of contingency）のためにパラドックスの脱パラドックス化を進める特徴が

ある。それ故、「確定不可能な経験に対して宗教はすべての意味の確定可能性を保証する」

119と、ルーマンは言う。

「内在／超越」という二分コードは、西洋思想史と不可分の、また西洋以外の思想的空

間に適用できない定義であると指摘されるかもしれない。確かに「宗教」は、社会ごとに

違うものとして相対化される。しかし、それにも拘らずその機能的な定義は可能であるよ

うに思われる。また、機能的定義によるならば、ある社会・文化・思想空間にとって独特

であるかのように見える概念･図式は、他の社会・文化・思想空間に「翻訳」できるように

思われる。例えば、R.ベラーによる（アメリカ生れの）「市民宗教」という概念の場合、「内

在」と「超越」との区別は、必ずしも西洋思想史においてそれが有していた意味において

使われているわけではなく、「内在」（人間的現世）の枠内にある「超越」が想定され、そ

れには「究極的関心」が向けられているので、この関心自体が「宗教」と呼べる構造とな

っている。実は、「市民宗教」という概念は日本の事情を記述する場合に役立つと指摘され

てきたし、「内在／超越」は、日本固有の概念に代えられると思う。

宗教をめぐるあらゆる言説が言説的宗教学の対象になると言っても、研究対象として最

も取り上げやすいのは、比較的集中した期間に行われ、それに携わった集団および扱われ

たテーマがはっきりとしている議論の場合である。ハーバマスの指摘によれば、伝統が疑

問視されるようになる、近代化を迎えた激変期の社会においては、言説（討議）は不可避

のものとなる。また、キッペンベルクによれば、こうした時期の言説に対する分析は、そ

の時代にある思想・観念が勝利を収めたのはそれが真理であったからである、という誤っ

た印象を防ぐために、特に重要である。そして、ブラーカーの提案に従うならば、宗教の

言説に参加する個人や集団の自己理解と彼らを取り巻く現実との齟齬を探り当てたのち、

その齟齬をもたらした社会的背景・社会的条件を解明する形で社会批判に努めなくてはな

らない。

                                                  
119 ルーマン（2000 年）、127 頁。
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2.3. 言説的宗教学の方法と当研究

2.3.1. 宗教学独自の方法群 vs. フーコーの「道具箱」

パイ120も述べているように、宗教学の方法は、研究対象に合わせて選ぶ必要がある。彼

は、宗教は四つの観点において捉えられると考えている。行動（the behavioral）、概念（the 

conceptual）、主体（the subjective）、社会（the social）の四相である。パイは宗教以外の研

究対象に対しても同じ四相のセットが適用できるとしているが、宗教の事例をこのパター

ンに当てはめたときには –– あたかも呪術の働きであるかのように –– その宗教性に由来

する特徴が、他の場合に見られないような特殊な方法（正確に言うと、特定の「方法群」

（methodological clustering））を要求すると考えている121。

パイは、自らが提出した四つの要素の形態論（morphology）が何に由来するものである

かを明らかにしていないが、80 年代までの宗教学の方法論を分類したキッペンベルクもま

た –– 彼は宗教学の研究対象を行為と観念に定め、それらの根拠となる個人的経験と集団

的圧力を研究すべきであるとしている –– 、それぞれのアプローチの仕方を、パイの四つ

の観点のうち、そのどれに重点を置くかによって区別している。しかし、キッペンベルク

は、これらの他に少なくとも「発話行為」と「言説」における発話行為の根拠づけを加え

なければならないと論じた。そのように宗教運動を言説として扱う122ならば、参加者か考察

者かという概ね決まっている役割分担をも超えることができる、とキッペンベルクは確信

している。

私見では、パイの四つの観点は、宗教という対象領域の独自性に結びつくものでは決し

てない。何故ならこれらの観点は、宗教にせよ、スポーツにせよ、また政治にせよ、様々

な活動を行う人間の行為体系を枠づけるものにすぎないからである。パーソンズはそれを

「行為システムの入出力のパラダイム」（input output paradigm of the action system）123に

まとめたが、それはさらに「人間の条件の入出力のパラダイム」（input output paradigm of 

the human condition）124の内に位置づけられるものとしている。人間社会全体とその下位

体系を分析するために、パーソンズは AGIL 図式を定式化した。「A」は適応（adaptation）、

「G」は目標達成（goal attainment）、「I」は体系の統合（system integration）、「L」は潜在

的なパターンの維持及び緊張の処理（latency）を指すが、社会体系全体を維持するために

                                                  
120 パイ（1997 年）。

121 「だが、このパターンに宗教の実例（あるいは「事例＝case」）を当てはめてみると、さらな
る条件が方法論に課せられることが明白となる。他のいかなる研究領域にも同じように適用
されることのない条件である。」パイ（1997 年）、195～196 頁参照。

122 例として、ファビアン（1979 年）参照。

123 Talcott Parsons, George M. Platt, The American University (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1973), table A.7, p. 439.

124 Talcott Parsons, Action Theory and the Human Condition (New York: Free Press, 1978), table 5, 
p. 407.
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はこの四つの働きのバランスが必要であるとされる。パーソンズによると、行動体系は A

に、主体は人格体系として G に、社会体系は I に、そして概念体系（パーソンズの言う文

化体系）は L に属する。

宗教学の方法論に対するパイの功績は、宗教の四つの観点を指摘したことにあるのでも、

「特定の方法群」を提案したことにあるのでもない。それはむしろ、その対象を観点ごと

に（aspectually）論じることに加えて、すべての観点を総合しつつ（conspectually）研究

すること、つまり研究対象の全体像を捉える（maintain a holistic view）125ことを要請した

ところにある。

しかし、パイによれば、宗教学の方法は研究対象（subject matter）に合わせて選ぶだけ

ではなく、資料（sources）に合わせても選ぶべきである。パイの資料の区別の仕方に疑問

があることはすでに述べたが、それは研究対象の四つの観点にもうまく対応していない。

同様に、理論的な進歩を方法論的な進歩と混同してはいけないとする彼の警告も、十分な

考察を経たものとは言えない。彼は「比較」（comparison）と「文脈への位置づけ」

（contextualisation）をただ方法としてあるものと考えているが、しかしそれらもまた、そ

れぞれ特定の理論を前提として、現象どうしの比較の可能性や、現象と文脈との関係性を

想定したものであると考えるべきであろう。極言すれば、対象についての理論的な観念が

なければ、研究者は対象を見つけることもできないはずである。

実際、方法を研究対象に合わせるというのは、それを一方では研究対象の理論上の定義

に、他方ではその経験的に追跡可能な形態に合わせることである。それゆえ、研究の際の

資料となるものが、まず、何を宗教の言説としているのかによって ― すなわち定義のあ

り方によって ― 、次に、その言説の形態がどのようなものであるか、それが公共的に認

識できる科学的追跡の可能な痕跡を残しているか否かによって、相当に限定されることは

明らかであろう。

パイによれば、研究対象の形態論と資料の種類に応じた、宗教学独自の方法群

（methodological clustering）が存在する。これによって彼は宗教学の存在権を保証しよう

としているのだが、私見では、こうした弁護の試みは、現代における学問の言説における

宗教学批判の意図を誤解したものである。そうした批判には、（科学的思考を宗教的思考に

優るものとする進歩主義者による）今なお続く宗教批判の名残と言えるものが含まれてい

るが、もう一つ、宗教学の一般的使用価値をめぐる批判が含まれていることも確かである。

さらに、あらゆる批判と論争を通じて、ある学問的領域に独立の学問としての存在権を認

める基準に関して（西洋と東洋の間においてばかりでなく、一文化の内部においても）意

見が割れている。ここには普遍的な基準は存在しないかのように思われる。「言説のパラダ

イム」の視点から見るならば、特定の歴史的背景および社会的状況の中で最も「意味ある」

ものとして働くことの可能なものが、基準としての要件を満たす。新たな学問領域の開設

                                                  
125 パイ（1997 年）、197 頁参照。
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が、それに仕える新設の学科・研究機関の設立とつながっていること、またそのためのス

ポンサーを必要としていることは、学問体系の形成に非学問的要因が潜在していることの

否定できない事実である。

こうした状況の中で、宗教学の症状に素人療法で応じようとすることは、あるいは実質

のない批判に応じようとすることは、手間がかかるばかりでなく、無理なことでもある。

宗教学の存在権を守るための唯一の方法は、全社会にとってできるだけ意味のある研究結

果を提供することである。そして、言説的宗教学がどのような方法を採用すべきかという

点に関しては、学問分野の如何を問わず、資料に合わせて様々な「道具」を引き出すこと

が出来る「道具箱」を推奨したい。すなわち、研究者は道具の多種多様性を一層自覚し、

それを活かすべきなのである。

2.3.2. 事例研究に向けての具体化

理論上の問題を整理したところで、理論の有効性の検証ともなるべき具体的事例の検討

に移りたい。標題に示したように、当研究は大正時代に起こったキリスト再臨待望運動（再

臨運動）をテーマとするものだが、以下において、この運動を宗教的言説として調査する

ために、三つの根本的な問いを立てたいと思う。その問いとは次の三つである。

1. 再臨運動において、宗教はどのような機能・役割を果たしたか。（機能の側面）

2. 宗教のこうした機能・役割を可能にした、あるいはそれを要請した条件は何であった

か。（文脈の側面）

3. 再臨運動がもたらした、また再臨運動が巻き込まれた言説はどのような形態をもって

いたか。（形体の側面）

まず、これらの問いについて具体的に説明することにしよう。そのあとで研究自体の動

機を説明しようと思う。再臨運動における宗教の機能を第一章で論じた sss（symptom, 

symbol, signal）という三要素を踏まえて記述するとすれば、我々が問うべきことは次のよ

うなものとなる。

第一点（機能の側面）。どのような人々が、どのような意図をもって、言説に参加したか。

彼らはどのような記号をもって環境（世界）に言及し、どのようにして自らの主張に達し、

どのような方法でそれを語ったか。また、その主張はどのような聴衆を想定したものであ

ったか。さらに彼らが聴衆に対して抱いていたイメージは、主張の表明の形態にどのよう

な影響を与えたか。用いた記号が現実（実在）に言及するときの文脈について、彼らはど

のように考えていたか。彼らがまた、どのような伝達の原理（communicative principles）

に立脚し、どのような伝達の戦略（communicative strategies）を用いていたか。その原理

に基づくとき、彼らは、即物的レベルにおいて、聴衆からどのような反応を期待すること

ができたのか。同様の問いは、聴衆の側に対しても立てられるべきである。
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そして次には、こうして得られたデータを一般化するために、言説の参加者を、主張の

類似性に基づくどのような言説のグループに区別することができるかを問わなければなら

ない。さらに、そうして区分されたグループの特徴を、その自己主張、目的、論題、およ

び彼らが使用した記号に即して、的確に描き出す必要がある。それらのグループは、相互

にどのような反応を見せたか。相互に相手をどのような形で疑問視したか。あるいはどの

ような形で相手からの承認を得ようとしたか。また、こうした相互行為は、各グループの

自己主張、目的、論題、および彼らが使った記号をどのように変質させたか。

さらに我々は、演者・論者と聴衆に関するこれらの問いに加えて、使われた宗教的記号

について、一層具体的に追究する必要がある。つまり、宗教的記号をもって、現実につい

てどのような主張や確言がなされたか。また、宗教的な言語を用いた発言には、どのよう

な命題が含まれていたか。（宗教的記号が表象しようとしていたのは何であったか。宗教的

記号を用いてどのような問題が論じられたか。）言説の内に表明された命題は、相互にどの

ような連関をもっていたか。命題は状況的文脈の中でどのように表明されたか。そして、

その命題は、伝達の原理（例えば、発語内行為、礼節、協力、文体、種類）によってどの

ように決定されたか。特に最後の問い、発語内行為がある発言の命題にどのような影響を

与えたかは、重要な問いである。

第二点（文脈の側面）。以上のような問いに答えることで、再臨運動における宗教または

宗教的記号の機能を吟味した後、我々は、そうした宗教の行使を可能にした ― あるいは

それを必要とした ― 参加者の個人的条件（出自や思想的背景）および彼らを取り巻く社

会的条件（歴史的背景の全側面）を調べるべきである。言説中に提出された命題を、大正

という時代的文脈において捉え直さなければならないのである。それらの命題は、言説に

参加した個人・集団にとってどのような討論の基盤となったのか。大正という時代におい

て、どのような観念が疑問視されるようになり、言説の中で取り上げられるようになった

のか。言説の背景は、どのようにしてその言説の発生自体を可能にしたのか。また、参加

した個人および集団の背景的要素は、彼らの言語行為の成功あるいは失敗に、あるいは彼

らに対して表明された意見の説得力のあり方に、どのような影響を与えたのか。さらにま

た、演者・論者が用いた宗教的記号は、再臨運動の言説の中でどの程度自然に採用された

ものと考えられるのか。また、それらの記号は、聴衆の自己意識の中でどのような役割を

果たしたのか。そうした役割によって彼ら自身をどのようにして言説に招き入れたのか。

以上のような問いを立てることによって、一層広い文脈における再臨運動の意義が明らか

になるだろう。

第三点（形体の側面）。我々は、再臨運動の形態について研究する必要がある。 –– 再臨

運動に関わる言説はどのような形態をとったのか。その形態はどの程度運動の内容に影響

を及ぼしたのか。自己主張のために、演者・論者はどのような修辞、組織、心理的手段を

採用したのか。そして、再臨運動をめぐる言説はどのような痕跡を残し、我々はその痕跡

をどのような方法・道具をもって分析できるのか。以上のような問いをもって、本稿にお
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いて資料分析を行なうに際しての問題意識の要約としたい。

2.3.3. 当研究の背景の解明

しかし、第一章「言説のパラダイム」において述べたように、本稿を書くに至った動機、

意図、および本稿に求められる機能、つまり本稿が負うべき「社会的相対性」についても

書かなければならない。スペースに限りがあるので、簡潔に述べることにしよう。本稿の

顕在的な機能の一つは博士号の取得であるが、この機能のうちには自らの研究で学界およ

び世界を少しでも改変しようとする理想主義が多少とも含まれている。

このような希望が、どの程度、私の青年時代を規定した社会主義的な学問概念の影響を

受けたものであるか、私はまだ自らを省みつつあるところである。旧東ドイツの末期、私

は政治的に統一された寄宿学校で学んだ。当時、十九世紀末の学校創立者の教育改革論的

な意識の余韻があった。あるいはそれは、旧東ドイツを解体に導いた社会的危機において、

破壊分子として再び注目されるようになった要素であったのかもしれない。ドイツが再統

一された 1990 年には、私は大学入学資格を得たばかりの 19 歳であったが、寄宿学校にお

ける共同生活を通じての社会化の体験、その学校の教育改革論的な精神、およびドイツ統

一前後の転換期（Wendezeit）の経験を得ていたので、大学入学後に習得した知識について

も、それが「現在」おいて有する「意義」を探究しないではいられなかった。

この意味では、私はベルリン・フンボルト大学の真の卒業生である。大学の正門から本

館に入ると、大理石の壁に掛けられたフォイエルバッハ哲学に関するマルクスのテーゼ第

11 番がまず目に入る。Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es 

kömmt darauf an, sie zu verändern.（哲学者たちは世界を様々に解釈してきただけである。

肝心なのは、世界を改変することである。）この銘文は文化財に指定されているが、世界の

改変を告げるこの言葉が、世界の解釈に努めるだけの教育機関の飾りとなっているという

ことについては、批判が絶えない126。

しかし、どのような意味で私は世界（学界）を改変しようとしているのか。私の狙いの

一つは、宗教学をその社会的文脈へと徹底的に引き戻し、再びその中に位置づけることに

ある。宗教学を言説的宗教学に変えることによって、「言説のパラダイム」の規定を受ける

「現在」における宗教学の「意義」を確実なものにすることができると、私は確信してい

る。

そして、言説分析の対象範囲を西洋の工業国のみにではなく、東洋の、工業化に向けて

                                                  
126 Volker Gerhardt (Hrsg.), Eine angeschlagene These. Die 11. Feuerbachthese von Karl Marx im 

Foyer der Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin: Akademie Verlag, 1996). マルクスの歴史的文
脈においてこの命題はただ「つべこべ言うな。さっさとやれ！」といっているだけのように
も聞こえるかもしれないが、それ以上にこの命題は、「言葉」（Wort）と「行動」（Tat）との
矛盾に囚われている人間のジレンマを表出していると言えよう。
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歩を踏み出したばかりの日本に定めることで、「東洋」あるいは「日本」をめぐる様々な偏

見を払いのけることができる。「言説性に欠ける日本人」という偏見は、決して西洋中心主

義的なオリエンタリズムだけがもたらしたものではない。ハーバマスのような哲学者もま

た、こうした偏見の存続に力を貸している。「言説（討議）」は西洋の近代的工業国に限ら

れた現象であると彼は言うのだ。だが、「言説を好む日本人」の姿は、西洋中心主義的な日

本人論と対立するばかりではなく、日本中心主義的な日本（人）論からも想像できないこ

とである。しかしながらまた、日本人の自己像からも他者の描く日本人像からも弾き出さ

れる、「建前」と「本音」を掘り崩す言説が日本に存在した、そして今なお存在しているこ

ともまた事実である。日本に生じた特定の言説（討議）を分析することを通して、「本音と

建前」構造を崩すものとしての「言説」が出現するための条件が、一層よく理解されるよ

うになるだろう。

私は、「言説性」（Diskursivität）にまつわる偏見ばかりでなく、日本人についての他の

様々なステレオタイプに関しても再考を促したい。日本人の言説性を再検討することは、

それに関連したいくつかの（日本の社会構造をめぐる）ステレオタイプを問い直すことに

つながる。それゆえ本稿では言説性を中心に論じていこうと思うのである。私のこうした

希望は、長年の日本滞在と、世界中で聞かされる日本（人）論との、二つの経験の緊張関

係に由来するものだが、言説に関するステレオタイプの威力および言説における誤解や断

絶等に対する関心は、日常生活における言説の困難性の経験に誘発されたものでもある。

第一章「言説のパラダイム」にまとめた理論的な考察からも明らかになったように、本

稿は実際に存在した言説の単なる記述ではない。むしろ、その言説の多様な条件と結果を

記述することを通じて、「言説的思考および実践（討議）のすすめ」となることを意図する

ものでもある。さらにまた、社会の中心よりもむしろその周縁に起こった言説を取り上げ、

社会全体に影響を及ぼすことの困難な少数者のもつインパクトを査定することによって、

少数者が社会に一層の寄与を行なう可能性を切り開くことにも関与したいと考えている。

そしてこれは、言説・討議へのさらなる貢献となると思われる。

上述の、本稿が果たすべき四つの機能に即した形で研究結果を社会に送り出すためには、

どのような形態を選ぶのがよいであろうか。まず、学位論文としての要件を満たすために、

本稿は科学的方法に則り、学術的専門語を用いた論文として書かれている。したがって本

稿は、宗教学を含む学問の社会的文脈への再定位、ステレオタイプの修正、および言説の

振興に関しても、むしろアカデミックな読者に向けて書かれたものとなっている。それゆ

え、本研究の結果とそれに基づく実践的提案を一般社会に伝えるためには、本稿をまた別

の形に改編しなおす必要があるだろう。

本稿の背景となったもののうち、筆者個人に由来することがらについては先に触れたが、

思想の社会的背景についても、二、三の箇所に透けて見えたのではないかと思う。つまり、

「言説のパラダイム」が支配する現代においては、学問はその存在権を新しく証明しなけ
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ればならない。しかし、学問が自己理解を進める過程において、フーコーらの知識権力論

にとどまり、知識の取得と伝播の前提条件である「言説」をもっぱら「権力」と同一視し、

言説分析において言説の権力構造にばかり集中していると、社会的意思伝達の現象をめぐ

るイメージは切り詰められたものになってしまう。つまり、知識が権力であり得る理由が

問われなければならないのだ。その理由というのは、やはり人間あるいは人間社会は意味

の媒体においてしか機能できないシステムであることにあるだろう。つまり意味（＝ルッ

クマンが言う「意義」）の取得は人間の根本的要求である故、それを分配するものには威力

がある。知識とそれを伝達する言説は、既成の権力構造の表現であると同時に、新しい権

力構造を構築するものでもある。そうであるからこそ知識は保守主義的あるいは革命主義

的な潜在力を保つ。民主主義と民主主義的な言説がもし本当に「近代文明」の利器である

とするならば、知識はその創造力を活用し、社会の権力構造を造り直すべきである。《文明》

の利器たらんとする学問も、それに適合した実践形態と理論的指針を開拓しなくてはなら

ないであろう。この意味において、本稿の目標もまた、社会における「言説のパラダイム」

の現実性に深く関わるものなのである127。

                                                  
127 ドイツ語の「Wissenschaft」（学問）を民間語源的に扱ったスローガンとして、ドイツでは

「Wissen schafft」（知識は創造する）が広く行き渡っている。「創造する」の目的語としては、
例えば「未来」（Zukunft）あるいは「コミュニケーション」等が挙げられる。興味深いこと
に、この解釈においては、旧約聖書の知恵の木の実を食べた人間は（ユダヤ・キリスト教の
伝統的解釈におけるように）善悪の区別を知ったのみならず、さらに（近代科学におけるよ
うに）神の「創造力」をも獲得したとされている。ともあれ、Wissenschaft のこの語源説は
怪しいものである。動詞「schaffen」（創造する）と関係があるとしても、接尾辞-schaft が名
詞の「秩序・計画」（scaf）と「被造物」（giscaf(t)）のどちらに由来するかは確定できない。
むしろこの接尾辞は事物の「集合」の意味で使用されることが多い。Wissen（知られたもの、
経験を通して得られたもの）もまた、「創造する」の主語ではあり得ない。むしろ接尾辞-schaft
は「知られたもの」を「全体」として表す機能をもっていると言えよう。
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3. 再臨運動に関する事例研究128

3.1. 再臨と救済

この第 3 章をもって本稿はようやく再臨運動に目を向けることとなるが、前の二つの章

で検討した方法論を踏まえて事例研究に当たるべきことは言うまでもない。しかし、この

事例研究の目的は、方法論の実践的応用だけにあるのではない。事例研究を通して見えて

くる現象を事例研究の範囲を超える現象として理解すること、即ち事例研究の結果の普遍

化もまたその目的とするところである。

ではまず「再臨」と「救済」との関連について、次いで「合理性」理解、とりわけウェ

ーバーの合理論に触れ、そのあとで日本における再臨運動の歴史的背景、その活動主体の

事情と「第一回講演会」の内容を説明したい。さらに、運動開始時点で中心的主題であっ

た「近代合理主義批判」が、講演会が回を重ねるうちに、また外部からの批判の影響によ

って、どのような展開を見せたのかを明らかにしたい。また、事例研究結果のまとめに入

る前に、運動の中止あるいは変容の事情についても説明したい。

3.1.1. 再臨と「神の国」

《救済宗教》の一つであるキリスト教129においては、その救済的要素は｢生｣の対極であ

る「死」の克服として示される。歴史的に原始キリスト教の救済論は、本質的な意味にお

いて、イエスの復活事件を出発点としている。イエスの「神の国」運動として成立したグ

ループが十字架刑死以後も消滅しなかった理由は、主としてここにあると言えよう。イエ

スの復活（あるいは原始キリスト教徒の復活信仰）こそがイエスの十字架刑死以降の「神

の国」運動の存続を可能にしたといわれる。

イエスは、第一戒と隣人愛の規律の違反による人間の罪を許し、人間と神とをとりなそ

うとした。十字架が「贖罪神学」の中心的表象となったのは後になってからであるが、「神

の国」信仰抜きではイエスの復活信仰は成り立たない。すなわち、「神の国」信仰こそがイ

エスの復活信仰の根拠であって、教会史は、復活前のイエスの言葉にしたがって復活後の

                                                  
128 この章では、2001 年の『キリスト教学』に発表したテーマと、2003 年のアメリカ宗教学会

（AAR）の会議において英語で発表したテーマ（その日本語訳を『内村鑑三研究』誌に掲載）
を部分的に訂正しながら、一層詳しく論じる。ゾンターク・ミラ「キリスト再臨運動 –– 近
代日本における合理性と救済をめぐる言説」『内村鑑三研究』第 38 号（2005 年）、54～64 頁
および「内村鑑三と大正期の再臨運動」『キリスト教学』第 43 号、37～52 頁参照。

129 宗教学の類型論においてキリスト教は、あるいは自然宗教との対比で「啓示宗教」とされ、
あるいは救済宗教とされる仏教との対比で「贖罪宗教」とされるなど、学者により様々な概
念で記述される。私がここで「救済宗教」であるとの観点を強調した理由は、本稿のテーマ
に沿って、キリスト教の「救済論」に集中するためである。日本では、「救済宗教」の概念は
主に「新宗教」との関連において使われてきた。島薗進『現代救済宗教論』（1992 年）参照。
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「神の国」を求める形で展開したのである。

しかし、伝説によればイエスは復活した後に昇天し、彼の代わりに賜物として聖霊が与

えられる。イエス昇天後の原始キリスト教徒は、（誕生を最初の来臨と考え）昇天したイエ

スの再来を説いた。彼らはそれを遠からぬ将来に起こるものと考えた。イエスの洗礼から

十字架上の死と復活までの短期間における激しい展開を思えば、当然のことと言えるかも

しれない。

再臨 ― 厳密には来臨（parousia） ― は、「死んでよみがえり神の右に座し、神と共に

世界を支配しておられるキリストが、救いの完成のために終わりの日に地上に来られるこ

と」130を言う。ヘレニズム的用法においてパルーシアは「祭儀や救済への神々の＜到来＞の

意味に用いられた」が、パルーシアの概念を終末的来臨と結び付けたのは、新約聖書が最

初であった。旧約聖書において「主の日」という言葉で表される同様の概念は、「その日」

（終末）を待望する預言に基いている。黙示文学的な「人の子」の到来は旧約聖書にもあ

り、他のユダヤ教の文脈においても語られてきた。『新聖書大辞典』では以下のようにまと

められている。

「キリストの来臨は、ユダヤ教の黙示文学の形式を借りて描写され（中略）差し迫った

来臨信仰は、神の国の到来（と人の子の出現）というイエスの説教に基づき、初期のキ

リスト者たちの希望となった。（中略）この来臨信仰は、＜目覚め＞て生きる勧めや一般

的な勧めの動機となった。（中略）来臨の遅延に伴い、教団は初期の来臨信仰を修正した。

すなわち、来臨までの期間を、世界伝道の時、反キリスト出現の時、疑惑と戦う時、と

理解し、終末的な来臨ではなく、すでに来られたキリストによって完成された救いの出

来事を強調するに至った。その結果、未来的終末論は、現在的救済論や教会論に吸収さ

れた。現在は、第一の来臨（降誕）と第二の来臨（終末）との中間時である。」131

この記事の筆者は、旧約聖書の｢神の国｣をまったく無視すると共に、旧約は預言、新約

はその成就と考えていることが明らかである。そして、後半を読むと未来的終末論か現在

的救済論かの二極しか知らないようにみえる。金井新二は、かつて東京大学の宗教学のゼ

ミにおいて両方の関係を必ず図表をもって説明した。その際「終末」は、右側を指す横軸、

つまり時の流れにおいて全人類の歴史を表す軸上に起こる出来事として、そして「救済」

は、上側を指す縦軸、つまり一個人の生涯における経験を表す軸上に起こる出来事として

説明した。しかし、神学的解釈の主流では、｢神の国｣の「今すでに」（schon jetzt）と「未

だ」（noch nicht）との緊張関係こそがバランスの取れた「神の国」神学とされている。

金井は、戦後日本における神学的問題を意識しながら、19 世紀末・20 世紀初頭のヨーロ

ッパにおいて盛んであった「神の国」思想を社会思想として研究したが、興味深いのは彼

                                                  
130 『新聖書大辞典』（キリスト新聞社、1971 年）、「来臨」の項目参照。

131 同書。
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の次の指摘である。「イエスの＜神の国＞をもって開始されたものは、その後幾多の歴史的

変遷の中で多種多様な神学的呼称（中略）に示されるように、さまざまな強調点の推移を

閲しつつも、やはり最後には、かの＜神の国＞という言葉の深い含蓄の中にもどってゆか

ねばならないもののように思われるのである。」132金井によれば、「神の国」は「＜キリスト

教＞の最大公約数的標語」133である。近代以降、「神の国」思想が、特にドイツのプロテス

タンティズムにおいて、神学理論の中心概念となって、「伝統的な福音主義的＜神の国＞は

著しくカント主義的倫理学 –– ＜文化的プロテスタンティズム＞もしくは＜神学的リベラ

リズム＞の＜倫理主義＞といわれるもの –– の言葉に改鋳された」134。こうした倫理主義へ

の反動としてスイス宗教社会主義的な「神の国」運動が生じたが、第 1 次世界大戦直後、

それは弁証法神学（バルト）の「神の国」理解に置換された。このバルトの「神の国」思

想はいわゆる「近代神学」を内容的な面で遥かに超えている、と金井は考えている。

「神の国」と「千年王国」との区別は漠然としたものであって、場合によって両者が同

義語として使用される。しかし、再臨との関係で「千年期前再臨説」（pre-millenialist）と

「千年期後再臨説」（post-millenialist）の再臨論は区別される。即ち、キリストは「神の国

（千年王国）」が確立される前に来臨する、あるいはその確立後に来臨するという相違があ

る。先に指摘した「終末論」から「救済論」へという神学的な吸収過程に従って、「千年期

前再臨説」は徐々に「千年期後再臨説」に置換された。前者は、いますぐにでもキリスト

が再臨するとする急進的傾向が強いが、後者は、地上の人間の歴史の進展とともにキリス

ト教化が進むに従って霊的な祝福期間（千年期）に入り、その終わりにキリストが再臨し、

最後の審判が行われ、サタンが滅ぼされるとする故に、比較的穏健とされる。

3.1.2. 「神の国」の「此岸性」と「彼岸性」

以上の二説はそれを唱える運動の「此岸性」と「彼岸性」とに直接関わるものであろう。

つまり、千年期後再臨説に従ってこの世にすでに起こっている、あるいは起こすべきであ

る –– 多くの場合にはそれが霊的なものとされる –– 「神の国」を主張する者は、実際の

社会事業に力を入れ、「神の国」の「此岸性」（この世との連続性）を強調する。それに対

して、千年期前再臨説に従って、霊的でなく肉的な再臨を主張する者は、「神の国」の「彼

岸性」（この世との断絶性）に重点を置き、近づく転換期への心の準備を勧める。信仰覚醒

運動あるいは戦闘的な社会改革運動135として運動化されるものは、概ね千年期前再臨説の主

張に依拠するものである。

                                                  
132 金井新二『＜神の国＞思想の現代的展開』（1982 年）、6 頁。

133 同書、3 頁。

134 同書、4 頁。

135 例えば、ドイツの宗教改革左翼派の T.ミュンツァー（Thomas Müntzer）に導かれた「ツィッ
カウの預言者」たち。
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「神の国」思想についての金井の研究によると、スイス宗教社会主義者のラガーツは、

社会主義的運動と区別しにくいほど「此岸」的な活動を行っている。当初（1917 年まで）

「運動を問う者」として運動の中に残ったバルトは、後に「神の言葉の神学」を確立して

から「真に彼岸的」（real-jenseitig）な「神の国」思索者となった。バルトもラガーツと同

様に社会事業を熱心に行ったが、そうした事業をこの世における「神の国」とは見なさな

かった。ラガーツは、社会事業だけではなく、当時のプロレタリア運動と平和運動も「神

の国」のしるしと見なした。バルトは、これに「この世のイデオロギー的な立場」の「宗

教的な正当化」の危険を見、「神の国」の解釈は福音的使信の質に関わるものとし、福音的

使信の「イデオロギー化」および「世俗化」を激しく批判した136。

本稿にとって、バルトとラガーツの対立および論争は、日本の再臨運動に少し先立つ時

代のものであり、また、それと同じく第 1 次世界大戦に影響された論争として興味深いも

のである。当時、内村は千年期前再臨説を標榜し、信者はそれを受け入れたが、教会の指

導者たちはそれを認めなかった。

運動の場合、「此岸性」と「彼岸性」の性格が混ざりあったようなものもある。金井によ

れば、ラガーツは、あの世から来るものとしての超越的な「神の国」を前提としながらも、

「この世に向かう神の国」を強調した。これに対して「バルトは、この世の事象とあくま

でも混同することを許さない「神の国」の超越性・彼岸性を強調した」。内村の理論につい

ては後ほど詳しく紹介するが、「日本の国」の美や自然の美に感動する彼は、「天の国」を

この世の中にしか考えることができず、初期にはそれを、「悪人、俗物の類が悉く逝つて仕

舞」った「この地球の改造されたもの」137としていた。しかし、再臨運動時代には、「改造

に非ず再造である」と強調するようになっている。ラガーツとバルトの対立については、

ある意味で世代的対立であったとも言われるが、内村という一人の人間の生涯において、

ラガーツ的な此岸的「神の国」思想からバルト的な彼岸的「神の国」思想への完全な転換

が起こったと言うことができるだろう。

しかしながら、後期の内村には、中田重治にも見られる「東洋的」ともいえる特徴が認

められる。ここで「東洋的」というのは、西田幾多郎の思想を媒介として滝沢克己によっ

て主張された「不可分・不可同・不可逆」の三概念に表される思想である（これについて

は 3.5.1.2.において改めて取り上げる）。バルトは神の世界と人間の世界の質的相違を強調し、

第一戒に基づいた両世界の不可逆性 –– つまり、天から地に至ることはできるが、地から

天に至ることができないこと –– を説いた。そもそも、天と地との質的相違は「不可同」

と言っても良いように見えるが、滝沢の解釈は徹底的に仏教的であり、神の前で人間は無

に等しいという否定媒介の理論となっている。こうした人間の力の否定の対置として、「不

可分」の概念によってこの世から決して去らない「神の力」が主張される。ラガーツはも

                                                  
136 この段落に関しては、金井（1982 年）、第 3 章、247～284 頁参照。

137 1900 年の『宗教座談』による。『内村鑑三全集』第 8 巻、182 頁参照。
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ちろんのこと、バルトの「神の国」思想と比べても、人間の側は強く（完全に）否定され

ていることが目立つ。（「人間の力」・「神の力」を自力・他力と言い換えつつ、滝沢はその

仏教批判において、原始仏教では「悟り」の自力が強調されたことに対して、「悟り」内在

の自力さえも否定する。）内村の奇跡観 –– 「奇跡は無私の人のみ能く之を行ふを得べし」

–– と中田の聖潔観 –– 「聖潔
き よ め

とは舊
ふる

き人殺
ひところ

されて、聖霊
せいれい

を宿
やど

す事
こと

なり」138 –– にもこうし

た決定的な否定媒介の理論が見られる。

3.1.3. 救済の重層性

（人間の）救済欲求は、再臨をめぐるすべての理論の前提条件でも、またその目的でも

ある。原始キリスト教において救済者イエスの再臨が急進的に期待されたこと自体は、直

接的な社会革命の要求の表出だけではなく、救済の他力（恩恵）的理解の表出としても解

釈できる。ゼロテ党（熱心党）が「神の国」を戦闘的な自力をもって促進させようとした

のに対し、イエスの「神の国」運動はこれと決別している事実からも、この解釈が支えら

れる139。すでに指摘した「未来的終末論の現在的救済論や教会論への吸収」の歴史的過程に

おいて、特に聖職者層140に、救済の自力（善行）的な理解が強まっていったと言える。こう

した傾向は、啓蒙主義の影響と、近代的な生産方式（工業化）の基盤となった合理・功利

主義の原則141によってさらに強化された。

                                                  
138 池上良正『近代日本の民衆キリスト教 –– 初期ホーリネスの宗教学的研究』（2006年）、40頁。

139 実は、イエスの「神の国」運動と熱心党との関わりについては神学者たちの見解は異なって
おり、対立する場合もある。かつてドイツのプロテスタント神学者（例えば、ブルトマン）
はイエスの「神の国」運動の「非政治性」を強調したが、古代ユダヤ教の専門家ヘンゲルお
よびエキュメニカル運動において活躍したクルマンらは、1960～70 年頃に、イエス運動と熱
心党の抵抗運動との「部分的な合致」を示した。しかし、ヘンゲルらの研究に誤解はないも
のの、その背景には 1970 年代の学生運動的な社会主義があったと言えよう。全体的に言えば、
「部分的な合致」があったとしても、相違点が多かったように見える。近年では、直接的な
関係を主張するよりも、イエスの働きが「間接的」に示した政治的影響力が強調される。以
下を参照。Rudolf Bultmann, Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen 
Jesus (Heidelberg: Carl Winter, 1960); Martin Hengel, Die Zeloten: Untersuchungen zur 
jüdischen Freiheitsbewegung in der Zeit von Herodes I. bis 70 n. Chr. (Leiden: Brill, 1961); Martin 
Hengel, War Jesus Revolutionär? (Stuttgart: Calwer Verlag, 1970); Oscar Cullmann, Jesus und 
die Revolutionäre seiner Zeit: Gottesdienst, Gesellschaft, Politik (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1970); 
Gerd Theißen, “Die politische Dimension des Wirkens Jesu,“ Jesus in neuen Kontexten. Hrsg. v. 
Wolfgang Stegemann, Bruce J. Malina, Gerd Theissen (Stuttgart: W. Kohlhammer 2002), S. 
123–134.

140 自力・他力問題の社会層との関係に関する優れた研究としては、Dorothea Magdalena Filus, 
Social Stratification and Religious Affiliation in Japan (Unpublished Ph.D. dissertation, 
Melbourne: Monash University, 1999) がある。

141 M.ウェーバーの有名な説は、カルヴァン系のプロテスタント倫理が資本主義の精神の誕生に
貢献したとしている。カルヴァンの予定説に由来する救済の「絶対」他力的な性格が、世俗
内的禁欲の原則を介した「予定は世俗内でも識別可能である」との強く自力的な認識によっ
て緩和されていることが興味深い。
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救済論の多様性は、自力・他力の構造以外にも、その外面性（身体的側面）と内面性（精

神的側面）との相互関連において、また救済の媒介者の理解において、そして集団と個人

との相互関連（排他性の有無）とその哲学的、宇宙論的背景等において現れる。新約聖書

の救済概念の特徴は、それが多元的な葛藤を背景に142定式化されていることにある。つまり、

「ユダヤ教との葛藤、帝国崇拝との葛藤、グノーシス主義との葛藤、そしてパウロ以降の

キリスト教指導者たちの目的と発想との葛藤」とロッスは説明している。

新約聖書の中では143、救済を表す語としてギリシャ語のソーテリアー（σωτηρια）

が使われている。この概念は、既にキリスト教の形成以前、語形においても、意味におい

ても、多様な側面をもっていた。本来、語幹σω-の意味は「昇る、富める、強くなる、大

きくなる、溜める」である。そこから動詞サオオー（σαοω）およびソーゾー（σωζ

ω）における「救う、守る、救い出す、回復させる、生を維持する、講和を結ぶ」などの

意味が派生したが、さらにここから「不滅」の観念も引き出された。このような歴史をも

つソーテリアーの概念は、新約聖書の成立過程において、さらなる影響を被ることになっ

た。

キリスト教の勢力範囲にあったヨーロッパの言語における「救済」を表す語（Erlösung, 

salvation, salut, また Heil ＞ heilig, holy）を見ると、ここにはさらにもう一つの意味が見

出される。すなわち「病を癒す」「全体性」である。「危機（crisis）の原意が分かつこと、

分裂を意味するなら、救済はそのような分裂に害されないこと、その分裂を調和の全体に

もたらすことである。」144

本稿における再臨運動の分析にとって大事と思われる事柄について色々と書きならべた

が、ことに重要なのは最後に挙げた点である。しかし、筆者の関心は、それらの救済論（及

び後述の「合理性」論）の特徴をいわば類型学の関心をもって記述することにあるのでは

ない。むしろ、特定の歴史的状況下に置かれた人々が、なぜこのような主張をするのかを

問いたいのである。そして、大正期の再臨運動における様々な活動主体の主張の共通点と

相違点とを明らかにすることを通して、当時の「救済／合理主義」言説が一つの歴史的事

象として持っていた特徴、そして、その言説において彼らに与えられた自由・不自由の程

度について明らかにしたい。

                                                  
142 James Thomas Ross, The Conception of Soteria in the New Testament (University of Chicago, 

1947), p. 354.
143 ここからの二段落は、既に発表された拙稿による。「内村鑑三における救済論 –– 中間報告

（一）」『北海道無教会』、第二号（1999 年）、120～121 頁参照。

144 『宗教学辞典』（東大出版会、1973 年）、121 頁。
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3.1.4. 日本的再臨観

日本の民俗宗教にも伝統的な再臨観がある。それは、自然宗教的な神々がこの世に度々

来臨して様々な事件を起こすという信仰、あるいは先祖供養の儀礼と行事を通じて先祖の

霊をこの世に呼び戻すことができるという（春と秋の「お彼岸」などの）信仰などに現れ

ている。「お彼岸」は、古代日本の太陽信仰（天照大神信仰）と仏教との習合を見事に示す

ものである。これを「日願」と書く場合もあり、その際には、春分・秋分に太陽が真東か

ら出て真西に沈み、かつ昼と夜の長さが同じとなることが、これらの日が重要な節目であ

る理由であるとされている。「彼岸」とは、仏教における向こう岸にある悟りの世界、すな

わちパーラミター（波羅蜜多）である。これは煩悩の苦界である「此岸」に対する言葉で

ある。特に浄土系の信仰では、一般に人は死後、阿弥陀如来の導きによって彼岸に渡るこ

とができると考えられているため、既に彼岸へ行った人たちを供養すると共に、まだ辿り

着けずにいる人たちに早く向こう岸へ辿り着けるように祈ることが「彼岸」の仏事の趣旨

であるとされている。

しかし、仏教的な歴史観、即ち輪廻観があるゆえに、日本では救済を強調する宗派はあ

っても、終末論的な運動は少なかったと言えよう。前世、現世、来世が区別されるとはい

え、民俗的彼岸信仰が明確に語っているように、輪廻的時間感覚のゆえに「質的相違」は

強調されない。前世と来世は「現在」を中心に解釈される。そもそも自然の循環（季節145）

において一つの目印として注目された春分・秋分の日は、仏教的な因果論と結び付いた段

階で、前世・現世・来世を質的相違の余地なき「縁」で結ぶものとなった。仏教的理解で

は、質的相違は「輪廻」からの「解脱」によってのみ成り立つものである。解脱は前世・

現世・来世という構造からの解放そのものでもある。

未だ解脱せざるうちは、現在の社会的権力構造等がそのまま来世の姿に表れるというこ

とで、因果論が持つ差別的潜在力も指摘される。因果論は日本の歴史において日本原始宗

教的な（神道的な？）浄穢論と結びついて、現在にまで及ぶ社会の差別構造を支える役割

も果たした。1980 年代以降、注目されている典型的な例として、死後に与えられる差別戒

名146の問題（同和問題としての差別戒名、寺院の経済問題としての戒名の額）がある。

                                                  
145 余談になるが、日本には四季があるので日本人は自然に関する感覚が鋭いという日本論の主

張を聞くと、外国人は（特に自分の国もそうである場合には）しばしば不思議な思いにから
れる。しかし、本稿に論じた「質的相違のなさ」から考えると、つねに変わらず永遠に回帰
する季節の循環が、「現状保守主義」の象徴として使用されているということが推測できる。
すなわち、季節に対する感受性が豊かであることは望ましいという主張には、政治的あるい
はイデオロギー的側面が潜在している。自然が自然的循環の範囲内でしか変化しないのと同
じように、人間社会においても「自然な循環」以上と思われるような劇的な変化は望ましく
ないとされるわけである。

146 石尾芳久『差別戒名と部落の起源』（1982 年）や差別墓石・法戒名を問い考える会編『暮らし
の中で迷信と差別を考える』（2000 年）等を参照。
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3.2. 合理性とは

本稿の 1.2.7.において説明されたビューラーのオルガノン･モデルを再び想起しよう。こ

のモデルは、どのような概念を論じる時にも便利であるが、とりわけ「合理性」という概

念を論じる時には役に立つ。なぜなら、「合理性」あるいは「非合理性」は、社会的正当化

の過程と密接に関わるものだからである。以下の説明を読む際に、「合理性」という言葉は、

その言葉を口にする者の個人的な背景と意図、その聞き手の姿勢や歴史的背景などによっ

て、意味が違っていることを忘れてはならない。以下の説明は、再臨運動の事例研究に役

立つように書かれたものだが、「合理性」を「代表する」運動の批判者の概念を理解するこ

とだけがその目的ではない。むしろ、彼らの「合理性」概念を相対化（後述）するものに

なることを願っている。

3.2.1. 合理性と知性とその社会的責任

英語の「rationality」は、ラテン語の「ratio」（割合）に由来し、第一に、ものごとに対

する比例の原則を意味するものである。ラテン語の「rationalitas」（思考力）は、比例原則

に基づく因果関係を予想する能力を指す。自分にとって利益となる結果を目指そうとする

人間の思考力とは、単にあらゆる因果関係を把握することをいうのではなく、「望ましい効

果をもたらすためにはどのような原因を作り、そしてどのような手段を用いればよいのか」

ということを予め考える能力を指す。つまり、因果関係の中で自分にとって有益なものを

選び、その利益を増やす方法を考える能力のことである。個人の目的が場合によっては集

団の目的とは異なるということも「合理性」研究者によって説明されている。すなわち、「個

人的合理性」（individual rationality）と「集団的合理性」（collective rationality）は区別さ

れる。両者が相矛盾して個人の判断を阻害するような状況は「合理性の落とし穴」147と呼ば

れる。

このような合理性の概念によれば、利益をもたらさないように見える因果関係は無視さ

れるが、利益の有無と関係なく、人間が経験を通して接触できる因果関係全体とそれぞれ

の相互関係を把握した上で、ある原因の結果を予想する能力は、rationalitas（合理性）では

なく intellectus（知性）となる。「個人的合理性」と「集団的合理性」を区別するなら、

intellectus を前提とする「合理性」を社会に適用することが可能か否かは、集団の指導者た

ちにかかっている。これに対して、個人にも集団にも益となる「福祉」を目指す行動を要

求する倫理観は、近世・近代において広がった功利主義と呼ばれるものである。

しかし、合理性あるいは「合理的」というレッテルによって、ある個人・集団が目指す

「目的」の妥当性も同時に承認されることとなる。ルーマン148によれば、妥当性についての

                                                  
147 このような状況を設定して人間の反応を研究する実験は心理学等に多くある。いわゆる「ゲ

ーム理論」は有名である。

148 Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren (Rhein, Berlin: Luchterhand, 1969).



66

判断がなされる過程においては、ある（目的の）主張そのものの社会科学的な意味におけ

る「真理」（Wahrheit）149のみならず、それを主張する者の「権力」（Macht）もまた働く。

「合理・合法的な支配」（rationale Herrschaft）を模範とする国家の場合には、妥当化・正

当化の過程は、様々な機関を通じて、特に法的に定められた諸手続きを通して進められる。

3.2.2. ウェーバーにおける合理性と支配

「合法的支配」（rationale Herrschaft）150とは、M.ウェーバーによって導入された概念で

あるが、その日本語の訳語に見られるように、「理」と「法」は概ね不可分の関係にある。

「合理性」は昔から哲学の基本概念であったが、経済社会学や法学が定義した概念である

という印象が強い。特にウェーバーの合理性定義には権威がある。上述した「合理性」に

関する様々な意味をまとめる形で彼は、1）「目的合理性」（Zweckrationalität）、2）「価値合

理性」（Wertrationalität）、3）｢実質合理性｣（materielle Rationalität）、4）｢形式合理性｣

（formelle Rationalität）を区別している。ウェーバーによると、「形式合理性」は西洋にお

いてのみ資本主義の誕生と発展を通して形成された。ロッシの概念説明を借りるとすれば、

以下のようになる。

「「社会学の基礎概念」の章の第 2 節における著名な定義によると、目的合理性は次のよ

うな社会的行為を指す。すなわち「外部世界の対象と他の人間との態度行動の期待によ

って、またこの期待を合理的に成果として追求されている目的のための条件もしくは手

段として利用することによって」定義される行為である。他方、価値合理性は次のよう

な社会的行為を示す。すなわち「一定の態度行動をもつ無条件の固有
・・

の
・

価値を純粋にそ

のものとして、またそれの結果とはまったく独立した形で信じることによって」特徴づ

けられる行為である。（中略）つまり目的合理性では手段と目的との関係（および条件 ––

目的 –– 結果の関係）が中心的な地位を占めているのに対して、価値合理性は、行為者

が絶対的価値をもつと考える命令もしくは「要求」に立脚している。（中略）またこの相

違は極端的なケースにおいて対立となる。というのは「目的合理性の観点から見れば価

値合理性は、つねに非合理的
・・・・

である。」なぜなら価値合理性は目的を絶対的価値として考

え、その実現の客観的条件やそこから起こりうる結果を考慮することがないからである。

（中略）目的合理的な態度行為と価値合理的な態度行為との間の区別と密接に関連させ

る形でウェーバーはここでもう一つの区別を明示している。すなわち形式合理性と実質

                                                  
149 ルーマンは、社会科学的な真理を「間主体的に避けられない確実さ」（ intersubjektiv 

zwingende Gewißheit）としているが、それは本稿の第 1 章の理論にも繋がる。

150 ウェーバーが「Macht」（権力）と「Herrschaft」（支配）を区別していることは興味深い。後
者の場合、上の命令に対応する下の「服従」（Gehorsam）が不可欠な要素と考えられている。
「合法的支配」のほかに「カリスマ的支配」と「伝統的支配」も区別される。Max Weber, 
Wirtschaft und Gesellschaft (Tübingen: J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1922), Teil 1, Kapitel 1, § 16; 
Kapitel 3 参照。
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合理性との間の区別である。形式合理性は経済行為において「技術的に可能な、また現

実に適用された計算の尺度（Maß der Rechnung）を示す。形式合理性はしたがって計測

可能性の尺度（Grad der Berechenbarkeit）、すなわち貨幣計算および –– その特殊な形

態としての –– 資本計算の利用の尺度と符号する。（中略）実質合理性は、「倫理的、政

治的、功利主義的、快楽主義的、身分制度的、平等主義的もしくは何らかのそれ以外の

諸要求
･ ･ ･

の存在」と符合し、経済行為はこれらの要求にともづいて一定の価値あるいは一

定の「実質的目的」の実現を考慮する形でその方向を与えられる。」151

ウェーバーは、西欧近代の文明を他の文明から区別する根本的な原理を「合理性」と呼

び、「脱呪術化」（Entzauberung）というキータームを用いて、西洋史だけでなく（全）世

界史を合理化の過程として描いた。ウェーバーによる分析は、東洋人である日本人の劣等

感を強めてしまったにも拘らず、彼の理論的前提を乗り越えようとする試みは意外にも少

なかったと言えよう。しかしながら、興味深いことに、ウェーバーの理論では合理性が呪

術・宗教に先立つ。つまり、広義の宗教（呪術）「においても、ある仕種がひとたび効験あ

りと認められると、その形式が、厳格にまもられ、反復／墨守されるのがつね」152であって、

そこから自然呪術は象徴呪術にそして結局「狭義の宗教」に展開していく。換言すれば、

価値合理性と結び付けられてきた宗教的態度・行動はそもそも目的合理的な態度・行動か

ら生じてくるとされる。即ち社会学の父と呼ばれるウェーバーの分析においては、現在の

社会学においても未だ有効な機能論的な現象解釈がすでになされていたのである。

3.2.3. ウェーバーにおける合理性と文明

「合理性」概念と「文明」概念との関連性は、遅くともウェーバー以降明白となった。

ウェーバーの見解によれば、長期的な文明化の過程は必ず、単なる利害上の方針ではなく

特定の価値観に根差しており、従って深く動機付けられた系統的な行為に支えられている153。

N.エリアス154は –– ヨーロッパ中心主義をある程度脱ぎ捨てた形で –– 「合理化」の過程

概念を予見の能力の上昇、つまり因果関係の中で予測できる要素の数の上昇としたが、社

会科学の分野においてこの能力は依然として文明化過程の進行度の指標と見なされている。

しかし、こうした「合理化」の理解においても、「日本文明」は諸「文明」のうちで差別的

に扱われる可能性がある。戦後の思想家の何人かは、「日本宗教」に機能障害があると主張

した。何故なら、（神仏習合としての）「日本宗教」の「歴史的民族的な基盤には総括的な

方向性がないので」、日本社会全体の発展方向の可能性については確かな観測が出来ないか

                                                  
151 ピエトロ・ロッシ『マックス・ウェーバー講義』（水沼知一訳、1992 年）、79～85 頁。

152 折原浩『ウェーバー学の未来』（2005 年）、154 頁。

153 K. Peter Takayama, “Rationalization of state and society: A Weberian view of early Japan,” 
Sociology of Religion vol. 59, no. 1 (Spring, 1998), pp. 65–88.

154 Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation (Basel: Verlag Haus zum Falken, 1939).
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らである155。

S.カルベルク156は、ウェーバーは「合理化は、場合によって別の種類として、西洋文明

以外の文明においても起こりうることを前提としている」157と言うが、タカヤマ158はそれを

日本の事例研究によって証明することを試み、神仏習合をウェーバーの合理化論をもって

分析した。それによると、日本では二つの時期において（6 世紀～8 世紀までと 12 世紀～

13 世紀までの間）「特に貴族の場合に当てはまることだが、天皇と神道の儀式を聖なる霊的

基盤とする、日常生活の方式に重点を置く特定の実質合理性は、目的合理性を乗り越えて、

形式合理性の開発をもたらした。」159すなわちこれは、ヨーロッパでカルヴァン的禁欲倫理

の影響の下で生じたのと同様の過程が日本においても存在したという主張に他ならない。

タカヤマは、歴史的宗教（仏教）ではなくて古代的宗教（神道）がこの合理化過程に基本

的価値観を供給したという点に、日本での合理化過程の特徴があるとしている160。

3.2.4. ウェーバーの合理論に見られる時代精神

ここでウェーバーの理論を取り上げるのは、歴史の流れにおける「合理性」理解の一つ

の試みとしてであることを強調しておきたい。本稿のテーマとの関連で最も興味深いのは、

ウェーバーが、内村とその仲間だけではなく、上述したスイスの宗教社会主義者ラガーツ

や初期のバルトと同じ時代に生きていた点、そして近代化が遅れていたドイツは内村らが

経験したのと同じ急激な近代化を迎えようとしていた点である。つまり、ウェーバーの理

論は、「合理性」の普遍的な理解というよりも、本稿の研究対象である時代に固有な理解を

示してくれるものと言える。

確かに、ウェーバーの合理性理論は、普遍的な（つまり文脈とは関係ない）「合理性」概

念の提案ではなかったと言える。むしろ彼は、自然学（Physik）と形而上学（Metaphysik）

との分裂に由来し、当時、自然科学と人文・社会科学との闘争という形で現れた対立を踏

まえて、社会学にそれなりの合理的根拠を与えようと試みた。Meta-physik は Physik を超

えているという主張、つまり「真理」の優先的主張権をもっているという伝統的なスタン

スは、近世、そしてさらに近代において逆転されようとしていた。その結果、自然科学的

な合理性が支配的となった。こうした社会学の自己主張と自然科学的「合理性」概念の狭

                                                  
155 タカヤマ（1998 年）、66 頁。

156 Stephen Kalberg, “Max Weber’s types of rationality: Cornerstones for the analysis of 
rationalization processes in history,” American Journal of Sociology vol. 85, no. 5 (March, 1980), 
pp. 1145–1179.

157 同書、1150 頁。

158 タカヤマ（1998 年）参照。

159 同書、65 頁。

160 同書、87 頁。
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隘さに対する批判こそがウェーバーの合理性理論の文脈であった161。スレード162の指摘を考

慮に入れると、ウェーバーが「脱呪術化」を悼んだことは、「合理化過程」を単なる技術推

進の過程としてではなく、人間の支配拡大の過程としたことに、つまり彼の道徳的バイア

スに由来するものであると考えられる。

だからこそウェーバーは、その読者に対し、「合理性」と「合理化」の概念を用いるにあ

たって、それがポリフォニーをなすことを認めてほしいと訴えた。彼が区別した 4 種類の

「合理性」は、実に社会的現実のすべてのレベルにおいて様々な合理化過程として顕現す

るからである163。個人的にウェーバーは、当時における「形式合理性」の実践者（官僚や資

本家）の拡大しつつある勢力に不安を感じていた。官僚制支配には「非人間化」の傾向が

ある以上、ひとたび定着した官僚制支配を転覆するのは容易なことではないからである。

明治政府が官僚機構の大部分をドイツから輸入した事実を考えると、ウェーバーによる官

僚制の形式合理性批判は、当時の日本においても共感を得たはずである。

ウェーバーは、「説明」という自然科学の基本概念に対して、人文・社会科学の原則とし

て「理解」の概念を対置したが、先述の合理性理論の背景である「自然科学と文化科学の

衝突」の歴史において、この提案は更なる論争を生み出した164。しかし、ウェーバーの合理

性理論は、あくまで諸合理性の「理念型」を記述したものであり、「合理性は人間の行為あ

るいは歴史過程の存在論的な属性もしくは構成的次元ではないのみならず、理解の認識論

的前提を構成しない」165と、ウェーバー自身も意識していた。しかし、ウェーバーはすでに

初期の著作において「目的合理的行為」が「いわば特権的意味での＜理念型＞」だと気付

いていた。「〔その〕＜理念型＞から出発して他の理念型、すなわち非合理的な行為の理念

型も構築されうるからである。」166

                                                  
161 ロッシ（1992 年、83 頁）はこの文脈にも触れ、19 世紀末における資本主義および非資本主義

経済をめぐる理論を直接的な「前史」として紹介している。しかし、ウェーバーの資本主義
理論自体を見ると、彼が一つの「価値」（カルヴァン主義的世俗内禁欲）を資本主義の精神と
関連づけたということが、むしろ本文に述べた判断を支持するものと思われる。

162 スレード（1994 年）、159～160 頁。

163 タカヤマ（1998 年）、69 頁。

164 その他にも「理解」概念の提案は 19 世紀末からなされており、それゆえ「理解」と「説明」
は、科学理論の発展において重要な概念となった。戦後、例えば言説理論の影響を受けた K.-O.
アペルは、「理解」を「言語的・コミュニケーション的合理性」（sprachlich-kommunikative 
Rationalität）と、そして「説明」を「因果関係分析的合理性」（kausalanalytische Rationalität）
と組み合わせただけでなく、両者の相補性（Komplementarität）を主張した。しかし、両者
の相補性は M.エスフェルト等によって否定された。エスフェルトは、前者を「言説合理性」
（Diskursrationalität）と呼び、後者を「数学論理的合理性」（mathematisch-logische 
Rationalität）と呼んで、後者がむしろ前者という基盤の上にしか成り立たないとし、
Metaphysik と Physik の闘争に新たな燃料を注いだ。Michael Esfeld, “Komplementarität von 
Rationalitätstypen? Apel und Bohr,“ prima philosophia Bd. 11 (1998), S. 283–292.

165 ロッシ（1992 年）、82 頁。

166 ロッシ（1992 年）、78 頁。
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以上に紹介したウェーバーの「合理性」と「合理化」に関する理論は、彼が生きた時代

の精神を表しながら、その時代精神に抵抗する側面をももつ。ウェーバーは一面化された

「合理性」理解に抵抗して、4 種類の「合理性」の組み合わせによって可能となるポリフォ

ニーを世界の現実の中に存在する多様性を反映するものとし、1 種類の合理性を崇拝する

「合理主義」に優先させた。この「合理性」と「合理主義」の区別は以下の再臨運動の分

析にも不可欠である。

3.3. 日本での再臨運動

先に述べた通り、キリスト再臨待望運動とは、まもなく到来する世界の終末とそれに伴

うキリストの再臨 ― および（場合によっては）千年王国 ― を期待する人々の、組織化

されざるグループの諸活動を言う。このような再臨運動は、キリスト教史上しばしば起き

ている。それらはときに信仰復興運動と繋がっていた。

日本においては、1918/19 年に、内村鑑三（1861–1930）、中田重治（1870–1939）、木村清

松（1874–1958）の三人の日本人キリスト教徒によって始められた再臨運動が名高い。聖書

によって示された預言の成就のしるしに霊感を覚えたこの三人は、一連の「預言的研究演

説会」167を企画して、キリストの再臨が近いと主張した。一年半の間に教派を超えて開かれ

た集会は約 120 回に及んだ。集会は通例三つの講演からなり、はじめのうちは月一回であ

ったが、反対者からの攻撃があった 1918 年 3 月以降は、最低でも毎日曜日に開かれるよう

になった。主催者たちは、宣教活動を国内各地において展開し、いくつかの下部組織も設

立した。これらは後に、自立した活動を営むようになる。しかし、数回の分裂および組織

編成の変更を経たのち、また、東京基督教青年会館（神田 YMCA）という東京における教

会系最大の講堂から閉め出されたのち、運動は「再臨運動」としては終焉を迎えた。短命

ではあったが、このキリスト再臨運動は、日本史上最も影響力のあったキリスト教運動の

ひとつであったと言えよう。運動の詳細を説明する前に、その時代背景を明らかにしよう。

終末論的運動は日本の宗教史においては少なかったと書いたが、全くなかったわけでは

ない。実は、本稿のテーマである再臨運動に続いて、1930 年までの間に他にも終末論的運

動168と「終末論的な要素」を含んだ神学が現れた。熊沢によると、これらは、高倉徳太郎の

『福音的基督教』（1927 年）の「日本キリスト教史における神学を総括する初めての系統的

な論文」169に代表される。それ故、熊沢は 1912 年から 1930 年まで、つまり大正・昭和初期

を日本の神学史における一つの時代と捉え、この時期における上述のような運動は、終末

                                                  
167 集会の第 1 回は、1918 年 1 月 6 日の午後に東京神田の東京基督教青年会館で開かれた。

168 賀川豊彦や菅円吉等の運動。

169 Yoshinobu Kumazawa, “IX: Japan, where theology seeks to integrate text and context,” Asian 
Voices in Christian Theology. Ed. by Gerald H. Anderson (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1976), 
pp. 179–208. 引用は、186 頁。
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論の「彼岸性」（超越性）あるいは「此岸性」（内在性）のどちらを強調するかに応じて社

会に対して積極的なあるいは消極的な態度を取ったと言う。これらの運動の中では、神学

的進化をもたらすと同時に社会的退化に繋がる運動が優勢であった。日本のキリスト教に

おいては神学的進化（theological progress）は必ず社会的退化（social retrogression）と結

びついていたというのは、熊沢の主題であり、また戦後の神学への警鐘である。彼は、大

正・昭和初期の諸運動のそれぞれの特徴を認めるが、内村・中田・木村の運動を高倉に近

いものとし、また高倉と賀川とを（植村正久と海老名弾正に引き比べながら）対比させる。

そこで、高倉（内村ら）は終末、超越、個人を強調したと言い、賀川は進化、内在、社会

を強調したと断言する170。こうした熊沢の見解は、諸運動の相違を検出する意味で役に立つ

が、「神学的進化」対「社会的退化」という余りにも単純化された図式 –– あるいは戦後キ

リスト教界における分裂に強い影響を受けた図式 –– への当てはめを行ったことは誤りと

言わなければならない。この図式に入れられることによって、高倉と内村らの「神学的」

主張が、社会に向けての規範的要求をもたなかったかのように見えてしまうからである。

熊沢は、高倉と内村らは「テキスト」である聖書に偏っており、賀川らは「コンテキス

ト」である歴史的背景に過度に関わっていると考えている。そして、神学が目指すべきも

のは ― 論文の標題に表れているように ― 「テキスト」と「コンテキスト」との統合

（integration）だと主張する。この要求は、本稿の前半に説明した言説理論的な神学理解に

近いと言えよう。そして、この課題は日本だけではなく、全世界のキリスト者に課された

ものでもあることは言うまでもない。本稿では以下に再臨運動の歴史的文脈を紹介するが、

熊沢が「神学史」という観点から主張している内容、つまり日本のキリスト教には 1960 年

代まで、「教会一致」（公会主義）と「社会倫理」という神学の領域に関する、明文化され

た「信仰告白」（confession of faith）が欠けていたという指摘は興味深い。澤も、日本神学

史全体の時期区分や評価が違うにも拘らず、「信仰告白」について同様のことを述べている。

信仰告白がなかったとは言わないが、澤は、教会成立と危機管理におけるその役割につい

て次のように言う。

「西洋には信仰告白があり、その結果教会が成立したが、日本では教会と教団を作った

後に信仰告白をどのようにするかを悩む。信仰告白は元来教会が危機的状況に直面した

時、それに対する教会の信仰的基準を明確にするものであるが、日本はその危機的な時

に信仰告白以外のもので代置しておいて、その危機が過ぎた後に信仰告白を問題にする。

その結果信仰告白は教会の生命力になることが出来ず、単に美しい作文になってしまっ

た。教会自体の 寄
〔ママ〕

って立つところが明確でないために、時流に合わせて戦時中には戦

争目的に奉仕し、戦後には平和と民衆主義を提唱する。」171

澤はこうした状況において神学はあり得なかったと断ずる。しかし、第二次世界大戦時

                                                  
170 同書、187 頁。

171 澤正彦『日本のキリスト教史 –– 韓国神学大学講義ノート』（金纓訳、2004 年）、143 頁。
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の日本キリスト教界の責任を痛感する戦後の神学者およびキリスト者が、戦前の状況にそ

の不首尾の理由を見出そうとしていることは止むを得ないとしても、信仰告白に基づいた

神学がなかったということや、神学と言えるものが社会に対する責任を軽視してしまった

とする判断が正しいかどうかは、以下の説明と平行して考えることとする。

3.4. 再臨運動の歴史的文脈

キリスト教が日本に再び（特にプロテスタントの形態において）導入されたのは、江戸

時代後期（1853～1867）から明治時代（1868～1912）にかけてである。当時キリスト教は、

基本的に合理的な宗教172であるとされていたと同時に、その推進者らの言う「文明」への到

達手段であるともされていた。しかしながら、やがてキリスト教は、「文明」の不可欠な要

素としての地位から外される。それでも合理性173自体は合理主義とともに –– キリスト教と

関係があるとされるばかりでなく –– キリスト教にとってますます重要なものとなってい

った。当時の日本の政治的状況において、公共的生活の合理化の意味するところは、結局

のところ、富国強兵を推進する原動力に他ならなかった。

強制された開国に伴う「近代」への移行期、日本は、和魂洋才のスローガンの下で日本

なりの「顔」を護ろうとしていた。キリスト教抜きにしてはキリスト教が生み出した「文

明」を十分に生かせないと主張した者だけではなく、その他西洋から入ってきた様々な思

想を熱心に受け入れた者も、和魂洋才の立場を批判の対象とした。澤によると「明治期の

キリスト教が敵と味方として出会った思想の中には、上述した政府の保守反動的天皇制復

帰だけでなく、イギリスの経験主義、福沢諭吉に代表される功利主義、進化論、東京帝国

大学に広がった不可知論、フランス自由民権思想があった。この中でキリスト教はどちら

かといえば自由民権思想と結びついた。（中略）他にキリスト教が始終思想的対決を要求さ

                                                  
172 キリスト教が合理的な宗教と見なされた一方で、社会の一般的な合理化の過程の中で徐々に

見放されていったことは、内村が 1900 年に出した『宗教座談』の冒頭が見事に示している。
「私の宗教を御尋ねですか、私の宗教は勿論基督教で御座います、私の考へますには、此二
十世紀文明の時代に生まれ来まして若し私共の信ずべき宗教がありと致しますれば基督教を
措いて他にはないと思います、私は如何なる場合がありますとも土耳古人や、波斯人の信ず
る回々教を信じやうとは思ひません、亦た深い哲理を含むとか申されまして我国人の多数に
非常に称賛される仏教も此新世紀に適用して、我と我社会とに新生命を供するに足るの宗教
であるとは私には如何しても考へられません、其他の神道や「国家教」なるものゝ宗教とし
ては殆ど何等の価値なきことは私の申すまでもない事であります、然りとて今の日本の上流
社会の人のやうに全く無宗教なるは私の迚も堪えられない処で御座いまして、私に取りまし
ては宗教は存在の必要品とも申すべきもので御座いますから、私は私の良心と知識と精神的
要求とを最も多く満足させる処の基督教を信ずるので御座います」。このように内村はキリス
ト教を 20 世紀の宗教だと主張している。内村集会に入会希望を表した者には、入会準備とし
て『宗教座談』の通読が要求され、この本は内村の教義問答の役割を果たしたと言えよう。

173 ここで私は「合理性」という語を次の二つの意味で用いている。ひとつは感情に対するもの
としての「理性」、もうひとつは物的功利性を強調する「功利主義」である。後ほど合理性
（rationality）の定義問題を改めて取り上げたい。
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れているのは、社会主義思想（共産主義思想を含めて）である。」174

政治の面で天皇絶対の憲法体制と矛盾する自由民権思想（民衆主義）と、経済の面で資

本主義体制と対立する社会主義（共産主義）とは、当然のことながら圧力を受けたが175、合

理主義は「近代」における不可欠な前提条件と見なされたと言えるだろう。筆者はここで

合理主義という言葉を用いたが、澤は「合理的科学的思想」と「功利主義」の二つに区別

している。近代世界における日本の自己主張のためには両方が不可欠であったのである。

開国後の 60 年間に、西洋による侵略の危険を巧みに回避したのみならず、アジアの諸地

域に進出して領土拡張戦争を引き起こしつつあった日本は –– 自慢できることではないの

だが –– 自己主張をするようになった。1910 年までに日本はゴリアテたるロシアに勝利し、

朝鮮を奪い取ったが、さらに新たなる領土拡張のチャンスを狙って、1914 年に第一次世界

大戦が始まるとすぐさまドイツに宣戦布告をした。これらの戦争は日本に経済ブームを起

こした。

1912 年に明治天皇が逝去すると、皇太子嘉仁親王が皇位を継承し、年号は大正に改まる。

（大正）天皇としての責任を担わされた嘉仁は、即位の礼の後、幼少時代の脳膜炎に由来

する病気の症状が悪化したため、「頭が弱い病弱な天皇」として一般に認識されるようにな

ったが、天皇の病気を背景として当時の政界は大いに変貌を遂げることとなった。政党内

閣のシステムが、原内閣によって 1918 年 9 月に初めて施行された。また国内においては政

党政治と国会制度がある程度定着したため、特に大正前期は「大正デモクラシー」と呼ば

れることとなった。この言い方は民衆に政治的な決定権が与えられたかのような印象を与

えるが、実のところ一般男性に選挙権が与えられたのは、ようやく 1925 年のことである。

それ以前には 3 円以上の所得税176を納めている男性にしか選挙権はなかった。政府は、この

頃台頭してきたメディアに対しても厳しい監査を行った。財政的な条件を付けることで、

出来る限り民衆の発言権を抑制しようとしたのである。すなわち、新聞紙法の規定に従っ

て、新聞・雑誌が時事問題を扱うには千円の保証金を納めなければならなかった。これに

は新聞雑誌の濫発行を防止する意味と、名誉毀損に対する賠償金の確保の意味があった。

内村の『聖書之研究』誌に掲載された「聖書と現世」の欄は、警視庁の注意を引き、はじ

め廃止指令を受けたが、新聞紙法に従って保証金を納入することで再び刊行可能となった。

初めての世界大戦（「日独戦争」）に参戦した当時の日本に生きる人々にとって、この時

代は、「大正デモクラシー」という言葉が連想させるほど良い時代ではなかったと言えるだ

ろう。この時代は明暗の両面を持つ時代、文明の最高の成果と最低の堕落とが同時に現れ

た時代であった。再臨運動が開始された時点では、戦争はすでに終結に向かっていたが、

特に内村にとってこの戦争は、自らの再臨信仰をもたらした要因ともいうべきものであっ

                                                  
174 澤（2004 年）、27～28 頁。

175 1901 年に結成された社会民主党は僅か 2 日後に禁止された。

176 一般人の平均月収は約 30 円であった。
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た。それゆえに、内村はキリストの再臨をいつも平和の問題にからめて論じている。内村

は、アメリカの参戦を聞いて最終的に絶望に陥ったと述べている。しかしその一方で、ア

メリカ参戦の裏で連合軍によるエルサレム占領の約束177があったとの説をめぐって、内村も

中田も、聖地占領を再臨を予告する積極的な「時のしるし」と受け取っている。

日本に「ユダヤ人問題」に関する議論が起こったのは、ちょうど再臨運動が展開されて

いた時期であった。当時のユダヤ人観はシャイロック的であり、また新約聖書のそれに基

づいていた。それ故、社会主義やデモクラシーの潮流に対抗する一つの手段として、一部

の軍人や国粋主義者は、ユダヤ人による世界的陰謀の危険について警告したのである。し

かし他方で、日本・ユダヤ同祖論者も存在しており、その唱道者にはキリスト教と関わり

がある者が多かった。また、再臨信仰を持つ者の中にはユダヤ・イスラエルへの親近感を

超えて同祖論に傾いた者もあった。内村も中田もユダヤ人問題に言及している。中田に関

しては、彼がその問題に触れたことが原因となってホーリネス教会の分裂が生じた。本稿

ではこの点には触れないが、再臨運動の推進者と海老名弾正らとの対立の背景にも「ユダ

ヤ人問題」があったと言える。これは、反ユダヤ主義に近い姿勢で海老名が再臨は「ユダ

ヤ人の迷妄」であると繰り返し語ったことによる。

日本が工業国家であると認識されるようになったのは、本稿が対象とする大正期（1919

年頃）である。そして、合理主義の浸透は、私的生活のさまざまな領域に及ぶものでもあ

った。つまり、1910 年代の日本は、政府が合理化への道を邁進していた時代であったが、

そのような中で、一層霊的な（spiritual）生活を探究する種々の新たな（alternative）運動

が始まった178。これらの新しい運動は、日本社会の周縁に蟄居することに甘んじず、社会の

主潮流に対する違和感を表明するばかりか、時にはそれとの衝突をも厭わなかった。大正

期にかけて、西洋的学問の欠陥とそれがカバーできない生活の諸領域の存在が少しずつ認

められるようになるが、上述の新たな（代替的な）運動の背景にも、西洋的学問の新たな

認識があった。それは「民間学」と総称される。例えば「野口整体」、松本道別の「人体ラ

ジウム学会」、田中守平の「太霊道」などがそれであるが、さらに大正期には睡眠術や千里

眼に対する関心も高まってきた。そうした「民間学」179の運動は、まず官学すなわち国家の

科学を苗床として発生したが、最終的にそのかなりの部分が宗教の装いを持つようになり、

                                                  
177 1917 年 11 月、バルフォア宣言を以てイギリスは、シオニストに対し、ユダヤ人をパレスチナ

に復帰させること、また統一国家の建設に可能な限り協力することを約束して、同年の 12月、
エルサレムを占領した。戦後パレスチナは、国際連盟の決定で英国保護領域となった。対ド
イツ戦で苦戦していたイギリスは米国に連合軍の参戦を求めたが、米国は反対し続けていた。
こうした状況下、イギリスはシオニストと秘密条約を結んで、パレスチナにおけるユダヤ人
国家設立を条件に、米国在住のユダヤ人から参戦工作へ向けての支援を受けたという説もあ
る。この説は、現在のイスラエルと同国に対する欧米諸国の援助を批判する、あるいは「イ
スラエル抹殺」を求めるアラブ系イスラムファンダメンタリストが盛んに唱えている。

178 例えば、田邊信太郎・島薗進・弓山達也編『癒しを生きた人々 ― 近代知のオルタナティブ』
（1999 年）参照。

179 例えば、鹿野政直『近代日本の民間学』（1983 年）参照。
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それらの西洋的学問の欠陥を補うという側面は失われていった。

そうした運動のひとつに、1918 年から 1919 年にかけて注目を浴びた「キリスト再臨待

望運動」があるのである。すでに述べたが、これは、教派を異にする三人の日本人キリス

ト教徒（内村鑑三、中田重治、木村清松）による一連の講演会の形で始まった。キリスト

再臨運動の推進者たちは、再臨によって保証される「救済」を目標とした。これに対して、

運動の批判者たちは、推進者らは「非合理的だ」との非難をもって「合理性」の旗印を掲

げた。このことからも分かるように、「救済」と「合理性」とは再臨運動が生んだ言説の両

極を構成する。この両極間の（通常当然と思われる）対立を描きながら、以下において再

臨運動に対する解釈を試みたい。以下に再臨運動の活動主体と彼らの「救済」と「合理性」

の理解について紹介することにしよう。

3.5. 再臨運動の活動主体

キリスト再臨運動の推進者と反対者の発言を正しく理解し、分析するために、まずそれ

らの背景を考察しなければならない。しかしながら、彼らの履歴を長々と述べる余裕はな

いので、本稿の問題意識に沿って、再臨運動に影響を与えたと思われる要素についてのみ、

中でも特に彼らの救済および合理性に対する態度について論じたい。推進者の中で中心的

な活動主体となった内村、中田、木村の個人的背景を見ると、彼らの人格と並んで、彼ら

がどのように再臨信仰を奉ずるに至ったのか、また再臨信仰は彼らにとってどのような役

割を果たしたのか、という点が重要だと思われる。例えば、中田と木村に遅れて再臨の信

者となったにも拘らず先輩格であった内村にとって、再臨信仰は彼自身および全世界のす

べての問題を解決するものとなった、とてつもなく実践的な信仰であった。

そもそも内村と中田は、それぞれの視点から主流教会を批判しつつも、あくまでも超教

派的な活動を目指していた。しかし、近代日本キリスト教史における「公会主義時代」が

過ぎたとき、また二人の特徴が明確になるにつれて、二人は主流教会から離れ、そこから

「捨てられ」た存在となってゆく。そして、後に二人とも自分の性格にふさわしい組織を

作るようになる180。内村は中田と共通の経験（子供や妻との死別、米国留学）をもっており、

出会いの時以来親近感を覚えていたかもしれないが、それでも彼らの間には対照的な面も

多かったと言わなければならない。二人の出会いのいきさつについては研究文献中に言及

が多いが、それ以上に説明すべきことは、内村がなぜ他ならぬ中田とともに再臨問題をめ

ぐる講演会を開こうと思ったのかである。近年再評価されている中田は、日本の「聖霊運

動」草創期における中心的人物とされている181。この評価は、科学者らしい冷静さを代表す

                                                  
180 内村も中田も第 2 次世界大戦の開戦以前に死去している。彼らの下に集まった者たちの「群」

は、教会の惑星のような存在であったがゆえに、国家による戦時下の弾圧に抵抗することが
でき、それにより戦後高い評価を受けることにもなった。

181 近代日本キリスト教史研究や戦後のホーリネス研究等において、中田がなぜ軽視されていた
のかを検討することは、本稿の理論にも繋がる、日本の「近代」に対する意識とそれに基づ
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る内村との対照を指摘したものと言えるかもしれない。

内村の 10 歳ほど下であった中田は、内村と

ほぼ同時期に自分の伝道雑誌（中田：1899 年に

『焔の舌』、内村：1900 年に『聖書之研究』）を

発刊した。それは、中田が早い時期よりキリス

ト教伝道を志した（あるいはこれに献身した）

のに対して、内村は農商務勤務からアメリカ留

学を経て『萬朝報』時代まで続いた《天職探求》

にかなりの時間を投じたという理由によるも

のだろう。J.ハウズによる青年期の内村の性格

スケッチに依拠するならば、内村を支配した

「愛着的傾向、抑圧的感覚の強い責任感、周り

を支配したいという要求」という三要素は、常

に緊張関係において現れ、こうした性格上の事

情は「他人と比べて非常な程度において、また

非常に長い時間にわたって続いていた。」182そし

て内村は、周りの人々を支配するために「宗教

的な要素を受け入れた」とハウズは言う183。明治という新時代における武士である彼は、宗

教をもって社会（国）に貢献しようとした。

それと比べて、「中田家は累代、津軽藩士であったが、さしたる身分ではなかった」184し、

父の兵作は中田が 3 歳の時死去したので、重治は儒教的な教育を受けなかった。「重治は物

心つく頃から、かなりの悪童として知られた。この重治を善導せんとの願いから母は、い

やがる重治を近くのキリスト教の講義所へ連れて行った」185と言われる。成人後の「中田の

活動振りは文字通り席暖る暇のないもので精力絶倫の言葉をもって表現している人もあ

る」186ことを考えると、中田はやや多動なタイプの人であったことが分かる。

                                                                                                                                                    
くキリスト教史学と宗教学のあり方の問題点を示すものである。池上良正『近代日本の民衆
キリスト教 –– 初期ホーリネスの宗教学的研究』（2006 年）、7～27 頁参照。私はこの点に関
する池上の分析に賛成するが、彼の解釈には独特の時代背景に由来する動機があること、ま
たその「理念研究」と「事態研究」との対照のさせ方には不十分なところがあることを指摘
しておきたい。

182 John Forman Howes, Japan’s Modern Prophet: Uchimura Kanzô, 1861-1930 (Vancouver: UBC 
Press, 2005), p. 19.

183 同書、24 頁。

184 小出忍『ホーリネスの群略史』（1974 年）、3 頁。

185 同書。そこで中田も、訓育されるとともに、説教をもって人を訓育できることに気づいたの
であろう。

186 同書、33～34 頁。
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内村は『予は如何にして基督信徒となりし乎』の第 1 章の中で「I was born to fight, ––

vivere est militare, –– from the very cradle.」187と自らの闘争心を示しているが、彼が選んだ

武器はペンであった。中田は「実践の人」188として実際に武道に取り組み、柔術189に身を入

れるあまり東京英和学校（現・青山学院大学）を卒業できなかった。しかし、内村を中田

と対照させて「思想の人」と捉えることは間違いである。両者の「思想」に対する態度に

は相似性もあった。とはいえ、その体力にはかなりのギャップがあったことも確かである

ように思われる190。

ここで「生きることは戦うことだ」という意識で生きた二人を対比するならば、戦争及

び軍国主義に対する彼らの態度にも触れなければならない。日露戦争以降の内村が徴兵忌

避を要求するとまでは行かなくとも徹底的な非戦論者の立場に立ったのに対して、中田は

日本の帝国･軍国主義に対しても当時の諸戦争に対しても、一度も批判の声を上げなかった。

逆に、彼は日露戦争の時、「前戦兵士の慰問にのり出し（中略）朝鮮各地の兵站病院等を問

安した」191と記録されている。また、『聖潔之友』などには、「基督敎界
きりすとけうかい

のホーリ子ス人
びと

は天來
てんらい

の爆裂彈
ばくれつだん

を携
たづさ

へて居
ゐ

る危險
き け ん

人物
じんぶつ

である」192などといった暴力的イメージを使用する寸言も

しばしば見られる193。

                                                  
187 『内村鑑三全集』第 3 巻、7～8 頁。

188 池上良正（2006 年）、17 頁。

189 別の箇所には「柔道」と書いてあるが、「日本伝講道館柔道」の源流は「柔術」である。もし、
中田が柔道に熱心になったというのであれば、それは興味深いことである。つまり、柔道は
単なる伝統的な武道ではなく、西洋文明の影響下で「スポーツ化」された武道であって、1885/6
年頃に警視庁武術大会で柔道の効果が示された結果、三島通庸警視総監が講道館柔道を警視
庁の必修科として採用した為、全国に広まっていったという。中田が柔術に夢中になったの
はその後である。
57 歳の中田は、オーストラリアのシドニーにおいて自分の改宗を語った時、「心にはなお強い
けんか好きな心がある」ことを神学校に知らせないように柔術に取り組んだと告白している。
『中田重治全集』第 6 巻、68 頁。

190 内村は身体的負担が多すぎるという理由で農商務省勤務をやめたという説があり、不敬事件
後の大阪の「飢餓時代」には、収入はペンの力に頼っていた。それに対し、中田は（その聖
潔信仰に関しても同様であるが）あくまで身体的経験を求めた人であり、渡米用の資金がな
い時には、船中で牛飼いあるいはボーイにしてもらった。その代わりに、机に向かって本を
書くといった作業は中田の性格に合わず、彼の説教も殆ど他者の記したものである。それで
後述の内村と中田との初めての出会いにおいて、内村は「屋根に登って消火を指揮」した中
田を見て、その精根（vitality）に打たれたのであろう。翌日に中田を訪問した内村は、その
印象を「わしの近くにこんな人物がいるとは！」と嘆じたと伝えられている。米田（1959 年）、
255 頁。

191 小出忍（1974 年）、11～12 頁。

192 『聖潔之友』588 号（1918 年 1 月 10 日）。

193 後ほどこの点に更に詳しく触れたいが、実は初期ホーリネス運動では、当時の政界に広がっ

ていた思想、例えば優生学（eugenics）と優境学（euthenics）等の主張が批評的に問われる

のではなくむしろ神学的に跡付けられ、しかも神学的な解釈において正当化される傾向が強

かったように見える。二つの例として佐藤俊三による「優生學と優境學」『聖潔之友』590 号

（1918 年 1 月 24 日）と T.Y.による「殉 教
じゅんけう

せよ」『聖潔之友』591 号（1918 年 1 月 31 日）参照。
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両者は共に「実験主義」を主張するが、実のところ同じ概念で別のことを考えている。

内村の場合、実験（経験）を通して実証された「真理」のみが「真理」である。しかし、

この実験は、すでに経験の反省を含めた、いわゆる科学的実験のようなものであって、実

験の累積によって「真理」の認識も累積される。中田の場合、実験は結論を出すための手

段ではなく、瞬間的感慨を得るための手段だと言えよう。極端に言えば、内村の「実験」

は、人間が歴史的存在としてすでに体験した「真理」を頭の中であとづける操作であるが、

中田の「実験」は、すでに頭で肯定した「真理」を体で実感することである。

二人の「実験」へのアプローチの違いによって「説教」に対するアプローチも異なって

いる。内村は、生涯を通じて二度同じ内容で説教したことがないと自慢していたのに対し

て、中田は絶えず同じメッセージ（「四重の福音」＝「新生」「聖化」「神癒」「再臨」194）を

述べ続けた。初期ホーリネス運動においては、体力の限界に達する集会が多く、毎晩毎晩、

「聖霊来れり、聖霊来れり」、「沖に出でよ」とわめき立てる、淡路町の「福音伝道館のそ

うぞうしい、野卑とも見える集会」195が続くという状況が、加藤によって、「既にキリスト

者として生きている人びとの、まだあなたはきよめられてはいないではないかと自覚を促

し、きよめへの願望を起し、恵みの座に招き、きよめの確信を与えられて立ち上がるまで

祈らなければならなかったし、それがいつもうまくいくとは限らなかった。（中略）そのた

めに〔中田は〕必死になって理詰めで説いたのである」196と描写されている。この記述は、

「エパフロデトの如
ごと

く活動
くわつどう

して神
しん

經
けい

衰弱
すゐじやく

に罹
かゝ

るやうな人
ひと

があれば確
たしか

にリバイバルが起
おこ

る

に相違
さ う ゐ

ない」197という中田の確信を見事に表している。

もちろん、それは二人が語りかけた聴衆の背景が異なっていたことにもよるが、そもそ

も、聴衆は彼らの性格に惹かれて集まってきたのであるから、二人とも自分にふさわしい

集団を形成したのだとも言えよう。その結果、二人は明治期キリスト教のスペクトルにお

いて相対する二極に自分を位置づけた。内村はインテリ上層部の指導者となり、中田は上

野周辺の労働者に福音を届けたのである。ホーリネスの印刷物の殆どには漢字に振り仮名

がついているという外観上の特徴だけでも、両者のターゲットの相違が分かる。

                                                  
194 1904 年の段階で「四重の福音」という「信条」は次のようにまとめられた。「十字架

じ ふ じ か

の 贖
あがなひ

に

由
よ

れる 救
すくい

、現世
げ ん せ

における 全
まつた

き潔
きよ

め、医薬
い や く

に頼
よ

らず唯
たゞ

神
かみ

に因
より

て癒
いや

さるゝ事
こと

、千年時代前
じ だ い ま へ

即
すなは

ち

近
ちか

き将 来
しようらい

に於
おい

て主
しゅ

再臨
さいりん

し給
たま

はん事
こと

」である。『焔の舌』1904 年 10 月 25 日号参照。1918 年 1
月 17 日の『聖潔之友』の中で、中田は、再臨運動の批判者に向けて、「四重の福音」にまと

められた教理書「逐字霊感論」を「玄米的基督教」（＝原始キリスト教）の要点としている。

宗教学的観点による「四重の福音」の各教理の説明は池上（2006 年）にある。神学的な分析

としては芦田（2007 年）によるものが優れている。

195 渡辺善太がその『回心とその前後』の中で述べている。引用は『日本の説教 4 中田重治』（2003
年）の加藤常昭による解説の 211 頁にある。

196 同書、219～220 頁。

197 『聖潔之友』（1918 年 1 月 24 日）。
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中田は、幕末以降の日本キリスト教史の主人公であった知識人と、ホーリネスに集まっ

てくるような民衆的キリスト教徒との対照を中田らしいユーモアをもって表しながら、ホ

ーリネスの自己主張を次のように表した。「狂犬的
きやうけんてき

人物
じんぶつ

」と題して「活
い

ける犬
いぬ

は死
し

せる獅子
し ゝ

に愈
まさ

る」の句を引いて曰く「我儕
わ れ ら

は死
し

せる獅子
し ゝ

の如
ごと

くあらんよりは寧
むし

ろ活
い

ける犬
いぬ

の如
ごと

く生
い

き

ん事
こと

を願
ねが

う（中略）主
しゅ

イエスの為
ため

には狂犬
きようけん

の如
ごと

くに取扱
とりあつか

はるゝを厭
いと

はぬであろう」198と。

内村もユーモアの豊かな人と言われるが、渡辺善太の思い出を読むと、ユーモアにさえ中

田との相違が感じられる。「説教中彼〔中田〕の口から飛び出す諧ぎゃく、皮肉等は、思わ

ず聴衆をして爆笑せしめることが多かった。彼の説教は＜聴衆を笑わせて、彼らが口を開

いたところへ、福音を打ち込む＞という話し方だった。」199それは聖書に伝えられるイエス

のユーモアに近いように見えるが、内村の場合、彼自身、娘の葬儀の際に「之まで私は、

余りに多く人を悪
にく

み衝突もし、喧嘩もした」200と告白していることからも分かるとおり、彼

は他者を非難する手段としてユーモアを多く使用し、それによって倫理的な自己主張をし

てきたのである。もちろん、中田も「聖潔」の概念をもって自らの倫理的理想を説いたが、

少なくともホーリネスの分裂以前の時期においては連帯の姿勢が強かったと言える。しか

し、内村の弟子の中には、師の倫理的要求に耐えられず、彼のもとを去っていく者が何人

もいた。

後に二人の特徴を更に詳しく探ろうと思うが、とりあえずここでは、二人の協力に見ら

れる「必然性」が、大正期を生きた人々の精神構造に内在する必然性と合致したものであ

ったことを主張しておきたい。内村と中田の出会いは偶然に見える。火事事件（後述）が

なければ、その出会いはなかったかもしれない。201しかし、出会った瞬間に二人は相手の内

に自分に足りないものを見出しただけでなく、「再臨」が共通の希望だということも発見し

たのである。当時、肉的な再臨を信じる日本人は少なかったが、内村にとって再臨は聖霊

（神の力）の突発事件という意味を持っていたので、他ならぬ中田のような「聖霊」に満

ちあふれている人と協力せずにいられなかった。しかし、先にも述べたように、二人は日

本キリスト教のスペクトルにおける二極に位置する者どうしであったために、彼らの共働

は時限的なものでしかあり得なかった202。

では、そうだとすれば木村精松はなぜそこに加わることが出来たのであろうか。一見し

                                                  
198 『焔の舌』（1906 年 1 月 27 日）。

199 『日本の説教４ 中田重治』（2003 年）、211 頁。中田はほとんど芸能人のように鏡に向かっ
て表情づくりをも練習し、言葉だけでなく体全体で聴衆を笑わせようとした。

200 鈴木範久『内村鑑三日録 8 木を植えよ』、271 頁。

201 実は、内村は間接的な形でホーリネスとの繋がりを持っていた。内村の娘ルツ子は、東洋宣
教会に設立された東京聖書学院（中田はそこの学生を内村邸の消火に連れてきた）の初代院
長と淀橋教会の初代牧師笹尾鉄三郎の指導を受けた。ルツ子は、同年に死去するが、笹尾は
翌々年に亡くなり、その際、内村は死亡記事を書く。池上（2006 年）、75 頁以下参照。

202 こうした共働と分離の内在的必然性は、戦後無教会運動の中で生じ、そこから離れていく「原
始福音･キリストの幕屋」運動においても見られる。
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たところ、木村は内村と中田とのコンビに対して余計者のように見えるかもしれない。し

かし、木村と内村との協力関係にも、ある種の必然性があったはずである。木村を運動に

招いたのは内村だが、その提案はそもそも中田の方から出されたのかもしれない。何故な

ら、内村自身は、以前木村がアメリカでの再臨信仰の流行について報告していたことから

して忘れていたからである。（中田はシカゴのムーディー聖書学院で木村の先輩であった

が、渡米した期間が部分的に重なっているので、彼らは当地のどこかで出会ったことがあ

るかもしれない203。木村は後に組合教会の教師となるが、留学中、中田と同様にムーディー

聖書学院において「霊の賜物」（聖霊のバプテスマと火）を受けた204。）しかし、それならば、

内村はなぜ木村の協力を頼んだのであろうか。以下に内村と中田との比較によって見えて

くる木村の特徴を述べたい。組合教会の牧師でもあった木村の「役割」は、教会組織を利

用して運動の拡大を可能にすること、そして新神学（自由神学）が海老名弾正の保護を受

けて広まりつつあった教会の内部に楔を打ち込むことにあったのではないかと推測される。

再臨運動以前から内村はこの自由神学を「敵」としていたのである。

実は、木村が救世軍からメソジスト教会を経て組合教会に辿り着いたのは 1908 年に京都

の洛陽教会に招聘された時点である。それは小崎弘道による推薦のお陰であったが、木村

が実際に組合教会の中で評価されるようになったこともまた、小崎の推奨によるものであ

る。1915 年の夏に木村は小崎に誘われて、日比谷公園を拠点とした芝・麻布・赤坂三区の

協同天幕伝道において自分の実力を見せることが出来た。後に木村の説教のし方について

説明するが、どちらかと言うと、木村は千人以上の聴衆の前に立つときに本領を発揮する

ような人であった。

早い内に運動から離れたにも拘らず、木村は上述の役割のうち幾分かを果たせたかのよ

うに見える。しかし、内村の「戦略」は木村にとっては逆効果であったと言えるだろう。

つまり、組合教会における木村の先輩たちに対して内村があまり悪口を言うので、木村は

身を引かざるを得なかったのだ。（木村が 1923年に再び中田と協力するようになったこと205

                                                  
203 中田は 1897 年 3 月から 98 年 9 月まで一年半をムーディー聖書学院に過ごした。木村は、1899

年 9 月から、按手礼を受けるまでほぼ 2 年間ムーディー聖書学院に在籍している（ただし入
学直後の 12 月 22 日にムーディーが亡くなっている）。1906 年 6 月 4 日から木村は再び何週間
か（2 ヶ月以下）を学校で過ごした。その間、中田と一緒に（イギリスの）ケスウィック・コ
ンベンションの夏大会に参加した。2 回目の滞在の記録は木村清松の『世界一周 伝道旅行』
（1907 年）に記されているが、そこで木村は以前学校に在籍していたことを隠している。そ
れだけではなく、彼は自分が学ぶ必要とてなき大衆伝道の天才であるかのようにして、滞在 5
日目の集会における自らの貢献を強調している。後年、木村は「日本のムーディー」あるい
は「20 世紀のムーディー」と呼ばれるようになるが、それは周囲からの呼称であるだけでな
く、木村自身の願いそのものでもあったのだ。江指卯之助「恩師木村清松先生を偲びて」（石
田正弘編『木村清松記念』（1958 年、38～39 頁。）

204 岩村（1934 年）、187～189 頁参照。ここの記録を読むと、当時日本人のクリスチャンは、「聖
霊のバプテスマ」は、他のどこでもなくアメリカにおいてこそ受けられるものだと考えてい
たことが分かる。

205 小出（1974 年）、29～30 頁。
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を考えると、木村は内村の態度に最も違和感を持っていたと推測される。）

新潟の五泉で地酒と味噌麹を造る商家に生まれた206木村は、三人の中で最も若かったが、

福音伝道の意気込みにおいて決して引けを取ることのない、むしろ何事に対しても「一生

懸命」207をもって当たる熱心な伝道者であった。内村と中田の二人は自分の性格にふさわし

い集団を形成したと先ほど書いたが、木村の場合は、むしろ反対のことが言える。つまり、

彼は、救世軍、メソジスト教会を経て組合教会（1941 年以降日本基督教団）の巡回教師と

して「場所と時を選ばずに」伝道し続けてきたが、途中で長期間に亘って牧会の仕事（霊

南坂教会、落陽教会、天満教会）にも、また教会の新設にも（ただし新しい教派を作るこ

となく）「一生懸命」に関わった。どちらかと言うと、木村は組織を自分に合わせるのでは

なく、自分の努力をすでに存在している教会組織に合わせようとした。内村と中田は –– ポ

ジティブに解釈すれば –– その「完璧主義」の故に自分たちの組織を作らざるを得なかっ

たと言えるだろうが、木村にはその手の武士道的な姿勢がなかったらしい。

例えば、渡辺善太は、内村、新島、海老名、植村、宮川を日本のプロテスタント史の「大

先生」として取り上げるが、木村と中田のことは、山室軍平や（再臨運動の協力者でもあ

った）河辺貞吉と共に、「四大エバンジェリスト」と呼んでいる。「諸君よ」とのスタイル

で「広い意味で思想的な説教」をする「大先生」たちに対して、後者は、庶民に通じる「対

話的」な説教をしたという。しかし、後者の中でも木村が中田と（あるいは内村と）決定

的に異なっていたのは、「超教派的であり、完全論を振りかざさなかつた」208点にあったと

言われる。

しかし意外なことに、生前の木村は人気者であったが、没後には殆ど記録に登場するこ

とがない。実は、弟が兄の還暦祝いに出した「伝記ではない伝記」209と没後記念会の記録以

                                                  
206 仏教の根強い信州で 15 歳の木村が勝手に洗礼を受けると、「朝には水と霊によって洗礼を受

け、午後には父親のげんこつで洗礼を受けた」と木村が語るように、父親から猛烈な反対を
受け、廃嫡されたが、14 年後、彼はその両親に洗礼を授けた。

207 木村は説教をしばしば「ブルブルッと武者振いをするかと思うと、服の両袖をまくるように
して＜ヨシッやるぞ、一生懸命だ！＞」の言葉で始めた。平岡徳次郎「序言にかえて」『木村
清松記念』（石田正弘編、1958 年）参照。「一生懸命」のモットーは、木村の恩師ムーディー
の「go to work」を言い換えたものらしい。東海林昭雄「木村清松と日本伝道」『総動員伝道』
403 号（2005 年 6 月 1 日）、3 頁。

208 渡辺善太「名エバンジェリスト逝く」『木村清松記念』（石田正弘編、1958 年）、21～25 頁。
渡辺の文章とほとんど一致する記述は、『天満教会百年史』の中で、下條文雄による木村清松
牧師時代の段落にもある。『日本基督教団 天満教会百年史』（天満教会百年史刊行委員会編、
1979 年）、50 頁。

209 岩村清四郎『基督に虜はれし清松』（1934 年）。岩村は、「傳記
で ん き

を書
か

くつもりで書
か

いたのではあ

りません。（中略）彼
かれ

〔木村〕が非常
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に逸
いつ

話
わ

の多
おほ

い人間
にんげん

であるものですから（中略）逸話
い つ わ

を書
か

いて行
ゆ

くと、それが 自
おのづか

ら傳記
で ん き

になつてしまつたのです」（11 頁）と弁解するが、また「書
か

い

て行
ゆ

く 間
あいだ

に 少
すくな

なく共
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前
ぜん
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はん
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は殆
ほとん

ど逸話
い つ わ

の連
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續
ぞく

であることを發見
はつけん

しました」（同所）と言う。

この本が 1930 年代に何回も重版されたことからも当時の木村の人気が伺える。岩村の本は更

に編集部の解説を加え、『百万人の福音』の連載として増刷された。
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外に、木村に関する書物は世界一周旅行の記録ぐらいしかない。木村の説教内容の記録は

存在しておらず、現在においても熱心に伝承される逸話（ナイヤガラの滝、五寸釘）がわ

ずかあるだけである。このことは、日本キリスト教史料編纂の「思想」尊重の傾向を示す

と共に、木村の説教の長所が「内容」より「話法」であったこととも関係するのではない

だろうか。ある人は「木村清松先生のすごいところは、話されるレコードはいつも一つで、

同じ話のようだが、毎回、毎回、すごく祈って話されている。そこがちがう」210と解説して

いる。木村の二人目の夫人は「木村の説教も、断片的ではありましたが、神様から御恵み

をフールに受けると同時に、人にも持っているものを全部一度にあげたいと思うその気持

が、現れていました。なにごとも全身全霊を尽くした人でした。」211と語っている。「断片的」

と言うと、幾分不十分であったという印象を受けるが、渡辺は木村の説教のし方を「つき

抜き団子的説教」と呼んで、大衆伝道におけるその利点として次のように説明している。

「つき抜き団子というのは、一本の串に三つないし五つの団子が貫かれている。団子の

一つ一つを食べてもうまいし全体を食べても、一つの串で貫かれているから、それは＜

一本＞であつた。木村さんの説教はこの通りであつた。殊に天幕伝道等で、話された説

教をきくと、足休めに入つて五分きく人にも、三十分きく人にも、その説教はそれでま

とまった一つのものをもつていた。」212

つまり、木村は自分の生涯を「逸話の連続」として語り続けた生来の語り手であったと

言えよう。渡辺と同様に、当時の聴衆は木村の説教のし方に「術」を認めた。また木村が「術」

を利用する際には、「自分はいいものを販売している」という確信が伺われた。田崎213はこ

うした精神を若き木村の石油販売体験と結び付ける。木村は、悪いものを売るために術を使

ってはいけないが、人に必要なもの、確かに良いものであれば術を用いることに躊躇しては

いけないという立場を取っていたのである。それ故、「信仰が始まると心配はなくなる、心

配が始まると信仰がなくなる」と盛んに述べる「チュウチョ、シュンジュンを許さず」「丈

夫」214となったのである。先に中田の短気について述べたが、講壇に立つ木村が聴衆に与え

た印象は、「魂にくい入るような迫り方でにらめつけたりする」215という娘松恵の言葉がよ

く示している。そして、救霊活動においてだけではなく、日常生活においても木村が「待て

ない」方であったことは、「せつちゃくだけあつて何をしても早いというのがご自慢でした」

216というもう一人の娘悦子の言葉からも知られる。しかし、このように早いテンポで生きる

                                                  
210 http://www.t3.rim.or.jp/~fujio/INTER/INTER05/int0508.html 参照。

211 木村茂「夫としての木村清松」『木村清松記念』（石田正弘編、1958 年）、44～50 頁。

212 渡辺（1958 年）、24 頁。

213 田崎健作「略歴」『木村清松記念』（石田正弘編、1958 年）、1～6 頁。

214 「葬儀」『木村清松記念』（石田正弘編、1958 年）、14 頁。

215 伊藤松恵「父の思い出」『木村清松記念』（石田正弘編、1958 年）、54～56 頁。

216 長谷川悦子「父の思い出」『木村清松記念』（石田正弘編、1958 年）、51～53 頁。
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木村は、「朝は洗顔と同時にヒゲ剃りを欠かしたことのないことは有名で」、自分の体調がど

うであれ、約束したことは守るのが習慣であった。旅行中でも（書簡集に値するような）長

い手紙ではなく短い「電文はがき」しか出さなかった。木村は弟を学究者の軌道に乗せてい

るが、このことからすると、彼自身もさらに学問に取り組む意欲をもっていたのではないか

と思われるが217、他方また、彼の職人的技芸218を考えると、木村は「学問」をするには余り

に実践的・実際的なタイプであったのではないかとも感じられる。しかし、いずれにせよ、

彼は一切の劣等感や優越感から自由な219、極めて均衡の取れた精神の持ち主であったように

見える。それは、木村が「非常に突飛なことをやりながらきわめて常識的であつた」220理由

でもあると言えよう。

木村に関する資料はわずかであるが、以下において再臨運動の背景として重要と思われ

る木村の「思想」を彼が盛んに述べ伝えた逸話から抽出し、また伝道と物語（storytelling）

との関係に触れたい。この段落のしめくくりとして、内村・中田・木村という組み合わせの

総合効果を考えてみよう。経験則として connector（人つなぎが得意な媒介者）, maven（情

報に通じた専門家）, salesman（カリスマのある説得者）の三タイプの人間のチームがセー

ルスには ― そしてある種の社会的変化をもたらすには ― 効果的だというあるジャーナ

リスト（M.グラドウェル）の説があるが、これが適切かどうかは別にして、三人の役割の

違いを説明する便宜にはなりそうである。木村を「媒介者」、内村を「専門家」、中田を「説

得者」というふうに見立てるのはどうであろうか。（彼らの行ったことが終末論的運動であ

るとはいえ、それが社会に変化をもたらすべく、終末のこちら側に向けられた運動であった

ことは間違いない。）中田と木村は互いに近いように見えるので、二人をひとまとめにして

「説得者」と「媒介者」を兼ねた存在と見なしてもいいかもしれない。聴衆の印象において、

内村は三人の内で再臨に関する「知識」を提供する「専門家」の側面を最も強く見せていた。

中田と木村とは、その基本的な相違点にもかかわらず、運動において似たような役割を

                                                  

217 弟は兄について「彼
かれ

〔木村〕ほど學
がく

校
かう

運
うん

が惡
わる

く、所謂
いはゆる

引き
、、

のなかつたものはありません」と

言って、木村が学者にならなかったことを不幸な状況と説明している。岩村（1934 年）、12
頁。そして、同じ伝記の中で、ムーディーとの出会いが「学問」か「伝道」かとの決心と結

び付けられた形で語られている。ムーディーと出会って、伝道（実際にはムーディー聖書学

院へ入学）を選ぶ木村は「 全
まつた

く天來
てんらい

の聲
こゑ

に打
う

たれ放心
はうしん

した」（158 頁）と言う。同書、153～
163 頁参照。

218 家族の思い出の中で木村が大工仕事に気軽に手を貸してくれたということがしばしば語られ

ている。もしかすると、洛陽教会と天満教会の会堂を木村の牧会任期中に建て直すことが出

来たのは、この才によるものかもしれない。

219 劣等感を持ちながら留学した日本人は幾らもいたが、ナイヤガラの滝の逸話（後述）が示し
ているほど自信を持った日本人留学生はいなかったであろう。木村に優越感（及び完璧主義）
がなかったことは、次の逸話から読み取られる。アメリカに留学してその第一歩を踏みしめ
た時に「あなたはクリスチャンか？」と問われ、「イエス、サムタイムズ（ええ、時々ですが）」
と答えて、「正直でよろしい」と言われた。

220 渡辺（1958 年）、24 頁。
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果たせる者どうしであったからこそ、その一人が離れても構わないような状況になったと言

えよう。中田ではなく、木村が最初に身を引いた理由は、上述した内村の悪口癖以外にもう

一つあったと思われる。それは、木村がすでに「学問」か「伝道」かと悩んだ時に、前者を

否定して後者を選び取る決心をしたことにある。内村も同様に決心した時期があったが、実

際には生涯、「学問」を「伝道」を助けるものとして考えた。そこに内村と木村との根本的

違いがある。しかし中田は、「内村のような先輩」の「学者」としての役割を木村より肯定

的に理解した。

以下において、三人の背景、特に彼らの救済および合理性に対する態度について更に詳

しく触れたのち、第 1 回講演会の分析に入ることにする。

3.5.1. 内村鑑三（1861–1930）

3.5.1.1. 奇跡と道徳

先に筆者は、内村にとって再臨信仰はあらゆる問題を解決するとてつもなく実践的な信

仰であったと書いた。しかし、神学的に見るならば、少なくともパウロ以来、再臨は常に

この世の一切の問題を解決する事態であると考えられてきたのである。このことを最も明

白に表す新約聖書中の言葉は、フィリピの信徒への手紙の「あなたがたの中で善い業を始

められた方が、キリスト･イエスの日までに、その業を成し遂げてくださると、わたし〔パ

ウロ〕は確信しています」という言葉である（1 章 6 節）。キリスト再臨「の日までに」と

書いてあるものの、信徒の完成と共に起こる世の完成が正確にいつ起こるかはここには書

かれていない。しかしここには「神の力」、すなわち「人間の力」を超越するある力が人間

世界に及ぼす影響力についての証しがある。

内村を宗教家と呼ぶことを疑問視する声はないが、彼の神学を組織的に調べた論文はそ

う多くはなく、彼を神学者と呼ぶケースは少ないと言えるだろう221。しかし、1890 年以降

日本に広まった宇宙神教会、ユニテリアン協会、普及福音教会等の新神学を背景に、内村

は自分の神学的立場を論証する必要を感じ、1900 年には『宗教座談』を、1903 年からは『聖

書之研究』連載コラム「問答」を執筆し、1905 年に単行本『基督教問答』として出版した。

上述の「神の力」は、『宗教座談』では「第五回 奇蹟の事」として、『聖書之研究』では

「第八席 奇跡の信仰」として問題化されている。内村にとって奇跡信仰のない神信仰は

あり得ず、奇跡信仰の必然性を自然科学の宗教批判に対置して主張している。ここで注意

                                                  
221 神学者と呼ばれなかったということに関して言えば、まさに中田がそうであった。しかし、

内村と中田の明らかな違いは、中田の著作は内村の著作のように「第二の経典であるかのよ
うに重んじられることはなかった」ということである。しかし、加藤が伝えている、ホーリ
ネス運動の継承者たちが中田について持っていたイメージ、即ち中田が非教理的あるいは反
教理的であったというイメージは間違っている。『日本の説教 4 中田重治』（2003 年）、215
～217 頁参照。しかし、敢えて言うならば、二人は「神学者」として「単に神学をすること」
（einfaches Theologisieren）を超えて「聖書へ回帰すること」を目指したのである。
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したいのは、内村が再臨に触れるとき必ず聖書中の奇跡222に言及していることである。『宗

教座談』の中で、内村は、ルカによる福音書 5 章 17 節以下を引いて奇跡信仰と贖罪信仰と

の対等性223を論じたのち、次のように両者の関係を説明している。

「基督教の能力ある所以は最も高尚なる道徳を奇蹟を以て強ゆるからで御座います、若

し其教訓が光
ライト

でありますならば其奇蹟は実に 力
フォース

であります、力なきの光は個人と社会

と国家とを全然改造し得るの光ではありません。」224

『宗教座談』から『基督教問答』を執筆する過程で、奇跡信仰は内村にとって一層の重

要性を持つようになったように見える。前書において本の中ほどに置かれていた奇蹟の事
・

が後書においては結論部に位置づけられ、奇跡の信仰
・・

として表現されている。彼はまた、

奇跡と科学との関係の眼目を、すでに目次の中で次のようにまとめている。

「奇跡なくして宗教あるなし、奇跡の否定は宗教の否定に終る、然らば何をか奇跡と云

ふ、其外形に於ては＜奇しぎなる事＞なり、然れども其内容は霊の活動なり、霊其物が

奇跡の最も大なるものなり、故に奇跡は無私の人のみ能く之を行ふを得べし、基督の奇

跡は総て愛の発顕なりし、神を信じて天然は総て奇跡的に解釈せらるゝに至る、而かも

科学は是れが為めに其研究の精神を失はず、否な、天然を奇跡的に解釈してのみ科学に

真正の興味生ず、奇跡の信仰ありて世に懼るべきもの全く無きに至る。」225

ここからは、当時のキリスト教が道徳のみの主張を行っていたことが読み取れる。内村

自身に関しては、贖罪信仰として表れる救済を人間の力を超えた神の力による奇跡と結び

合わせる「奇跡的救済」を論ずることによって、近代科学に刺激を与えようとしていたこ

とも分かる。1905 年までの内村は、キリスト教的な救済論と自然科学的な合理論は積極的

な効果を及ぼし合う相互関係にあると考えていた226。また、上の引用の最後の行には、「人

間の力」で作られた文明に対する不安も感じ取れる。20 世紀を迎えたばかりのこの時代に

あって、日本人の｢恐れ｣の意識がある点で逆転を迎えたもののようにも思われる。内村の

言葉に拠るならば、過去において「幽霊の力」を恐れた日本人は、今や代わりに「人間の

                                                  
222 イエスが行った様々な奇跡に加えて、イエス自身の誕生、復活と再臨の奇跡的な性格が強調

される。

223 『内村鑑三全集』第 8 巻、152～153 頁。

224 『内村鑑三全集』第 8 巻、156 頁。

225 『内村鑑三全集』第 13 巻、24 頁。

226 両者が積極的な関係を結ぶ可能性を信じながらも、「力なきの光」と喩えた道徳の場合と同様
に、内村は学者たちの「理学宗」を厳しく批判している。こうした「理学宗」を唱える者は、
ひとたび災難が迫れば、理学を忘れて「売卜者」に解釈を頼むことになるだろう。そればか
りではない。「理学宗」とは、人間を「自然の奴隷」にするものなのだ。それは創世記に記さ
れた人間の身分にふさわしいものではない。「素と我々人間たる者は天然を利用すべきもの
であって、決して之に服従すべきものではありません、奇蹟を信ずるに至つて始めて我々は
天然の上に立ち得るものとなるので御座います」と、内村は言う。『内村鑑三全集』第 8 巻、
154 頁。
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力」を恐れるようになった。確かに、この 30 年あまりの間に社会は劇的に変化し、日本人

は（戦争を含めた）技術の悪用による弊害の増加を目撃しつつあった227。内村もまた –– い

わば時代精神に従って –– 道徳の必要性に重点を置いている。しかし、彼が処方するのは

–– 合理的道徳を勧める当時の風潮に完全に逆らって –– 奇跡信仰に基づく宗教なのであ

る。

内村の主張が新神学の推進者からも注目されたことは、組合教会の小崎弘道の自筆の記

録から明らかである。小崎228は当時の内村を比較的好意的に見ていたようだ。彼はたびたび

内村の講演に言及しながら、自己の主張を述べている。1904 年に小崎は、内村の「奇跡と

学問」観を批判して、「奇跡なるものは基教の信仰の証拠とならさるのみならず却て之が妨

害となるに至る、故に一方に奇跡なきの基教を組み立てんとするものあれば、他の一方に

ては全然之を否定せさるも之を根本信仰の用件と為さず、出来る丈思想の隅に形付け置か

んとするものあり、非超自然的の基教、倫理的の基教、自由基教、新神学基教なるものは

比類なり」と述べている。さらに彼は、そもそも日本人は西洋人より理科学に必要とされ

る気質を有しているとまで主張する（「我国にて理科学の新思想に心酔せるが故なるのみな

らず、我国従来の思想が非超自然的にありたればなり」）。小崎が内村に言及した箇所の欄

外に横井小楠の詩を記していることから分かるように、奇跡と学問の関係についての小崎

の見方は、内村の場合と異なり、「和魂洋才」に対する批判を含んでいる。

同じころ（1902 年）、フィリピの信徒への手紙の解説において内村は、キリストの再臨

にも触れている。しかし後に明らかになるように、1902 年当時の解釈は再臨運動時代との

解釈とは決定的に違う。つまり 1902 年に、内村はキリスト再臨「の日まで」の「時間の長

さ」を強調し、信徒の中に始められた業の「完成」は「尚ほ永き修養と指導とを要す」229と

述べ、信徒がこうした「永き修養と指導」の途中で諦めてしまわないように、信徒に限ら

ず被造物である全世界に対する最後の日まで変わらない神の忠実を保証している。ここに

表れた内村の再臨観では、再臨は彼の歴史観において一つの時間的な里程標にしか見えな

い。

                                                  
227 犯罪の数が実際に増加したかどうかは分からないが、明治期における大衆メディアの発展に

伴って、特にインテリの印象では、犯罪等をさかんに書き立てるセンセーショナルな記事が
民衆の道徳観に悪い影響を与えているように見えた。1910 年頃、以前は高潔なジャーナリズ
ムを代表していた新聞も盛んに「三面記事」を載せるようになっている。James L. Huffman, 
Creating a Public: People and Press in Meiji Japan (Honolulu: University of Hawai'i Press, 1997), 
p. 3, p. 365.

228 この段落の引用は、杉井六郎「小崎弘道の＜備忘録＞にあらわれる内村鑑三（一）」『内村鑑
三全集 月報 5』（1981 年）、4～6 頁による。

229 『内村鑑三全集』第 10 巻、89 頁。
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3.5.1.2. 道徳と預言

内村の神学は、原島に「歴史の神学」230と呼ばれるほど「天然と聖書と人とにあらわれ

し神の方式、特に歴史にあらわれし神の方式」231を「可視化
・・・

」232することに集中している。

キリストの信徒となった内村は、単にユダヤ・キリスト教の単線的歴史観に改宗したので

はなかった。彼は目的性を見出せない「人の歴史」の裏に「信仰の眼を以てするにあらざ

れば解する能はざる歴史」233、つまり「神の歴史」があると考えた234。通常「歴史」と呼ば

れる「人の歴史」と、その終結を迎えてはじめて見えるものとなる「神の歴史」とを分か

つしるしとして再臨があると考えていたと言えよう。松沢の指摘によれば、内村における

この二重構造の歴史観は途中で変化した235。1900 年ごろまでの「人の歴史」と「神の歴史」

の関係は「対応の結びつき」であったが、再臨運動以降は「逆対応の結びつき」236に変わっ

ている。

原島の説明によると、「対応の結びつき」においては「世界史」はそのまま「救済史」と

なる。つまり、「救済史」と「世界史」とが互いに重なり合いつつ、歴史は流れていく。そ

れに対して「逆対応の結びつき」においては、「世界史」は一旦否定されなければならない

が、この否定を媒介として「救済史」は「世界史」と結びつく。原島は前者を「世界史の

内なる救済史」、後者を「世界史の外にある
〔 マ マ 〕

救済史」237と呼んでいる。筆者は以前、内村の

救済論に関する原島らの歴史学・歴史哲学的考察をまとめたが、その中で「逆対応の結び

                                                  
230 原島正「＜救済史＞と＜世界史＞の接点」『内村鑑三研究』14 号（1980 年）、60～96 頁。

231 松沢弘陽、「内村鑑三の歴史意識（1）」『北大法学論集』第 17 巻 4 号（1967 年）、593 頁。

232 1.3.4.の「無言」と「不可視」をめぐる議論を参照。内村はしばしば「見えざるもの」に触れ
るが、「語り得ないもの」という発想はあまりない。彼は仏教の影響をあまり受けておらず、
自然科学者として（ときには顕微鏡を通して）見えるものと見えないものの差を強く感じた
のかもしれない。「信仰の眼を以てするにあらざれば解する能はざる歴史」と述べるとき、ま
さに歴史とは学問を使用しても見えないものであることを強調している。

233 『内村鑑三全集』24 巻、9 頁。

234 東洋的な円環的歴史観が回心以前の内村にどれ程あったかは把握し難い問題である。つまり、
学校で歴史を学んだ時に彼は既にキリスト教の影響を受けていた。しかし、内村の「歴史」
への関心それ自体、そして上述した二重構造の歴史観は、内村が、伝統的な歴史観とユダヤ･
キリスト教的な歴史観との矛盾を痛感したしるしとして解釈できるのではないか。

235 内村の歴史観はその文明観と密接に繋がっており、当然のことながら、歴史観に文明観の変
化の跡が見られる。拙稿「内村鑑三と福沢諭吉 –– その文明論をめぐって」『内村鑑三流域』
第 1 号、20～43 頁参照。

236 「逆対応」の概念は西田幾多郎に遡るが、その裏に西田とキリスト教の対話、つまり彼のバ
ルト批判がある。西田はバルトの終末論の理解を受け入れつつも神の超越性理解については
決定的に見解を異にし、場所的論理の神学の考えに達し、逆対応と平常底を柱とする「場所
的論理と宗教的世界観」の論文を完成させていく。このようにキリスト教を背景とした「逆
対応」概念は、西田以降、プロテスタント神学者北森嘉蔵と滝沢克己らに取り上げられ、更
に発展させられた。淺見洋『西田幾多郎とキリスト教の対話』（2000 年）参照。

237 原島（1980 年）、77 頁。原島は、ここで「内」と「外」とを内村自身の理論に基づいて区別
しているが、内村の内外一致の原則は原島の言う「世界史の内なる救済史」と「世界史の外
にある救済史」との分け方とは次元が異なっているように見える。
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つき」の時期を以下のように説明した。

「第二の時期においては、歴史は人間の計画ではなく、専ら神の計画の実現としてのみ

存在している。しかし、神の計画は人類の救済を目的とし、人間はそれを聖書の預言を

通して関知することができることから、聖書とは、人間の倫理的教育だけに役立つもの

ではなく、人類と個人の救済の道をも指摘するものである。したがって、預言は「世界

史」と「救済史」を媒介するものになる。なぜなら、預言は「救済史」の完成に不可欠

な「世界史」の否定を説明しているからである。」238

1900 年代のはじめの十年、内村は、信徒が再臨の日までに進めるべき修養を強調した239。

つまりキリスト教の倫理・道徳の側面を強調した。しかし彼は、宗教から切り離した道徳

ではなく、永遠へと導くような道徳を目指すべきである240ことを同胞に伝えようと懸命に努

力していた。脚注に挙げられた引用を見ると、内村が『萬朝報』から身を引いた後にも、

社会の改革とその進歩を願っていたことが分かる。その進歩は世俗的なものだけでは不十

分であり、永遠を目的とした進歩でなければならないことに強調点が置かれていた。内村

の無教会主義の主張もこの時期に始まるが、その際彼は、すべての人間の存在にとって「制

度化」の過程は進歩の障害になると確信していた。

当時の日本において、キリスト教は、内村の不敬事件の結果として政府による 10 年間ほ

どの取締りを経験した後、再び前進しようとしていた。内村の行動がそうした取締りのき

っかけとなったという事実は広く知られている241。キリスト教に一層の自由が与えられた場

                                                  
238 「内村鑑三における救済論 — 中間報告（一）」『北海道無教会』、第 2 号（1999 年）、138 頁

前後参照。

239 先の実験主義と同じように、内村の「修養」が、その累積によって効果を現すものであるの
に対して、中田の「聖潔」は一瞬において完全に清められるものである。（「古き人」が戻っ
てきた場合には、再び「完全な聖潔」が与えられる場合がある。）ここでもまた、二人が対象
としたグループの違いが見える。知識人には絶えざる修養の努力が期待できるかもしれない
が、労働者にはこうした期待はしても意味がないように見えたのであろう。

240 以下の例を参照。「永久の個人あるなし、亦永久の国家あるなし 然れども永久の霊魂あり、
亦霊魂を救ふに足る永久の真理あり、我儕永久に築かんと欲する者、豈亦永久のために竭す
所なくして可ならんや。」『内村鑑三全集』第 12 巻、240 頁。しかし、この永久への憧れ自体
も「進歩」への憧れとして解釈できる。次の二例は、ともに 1906 年の『聖書之研究』の同じ
号に掲載された。「進歩の子たれよ、保守の子たる勿れ、アブラハムがカルデヤの地を去りし
が如く、腐敗の巣窟は断然之を去れ、預言者が時の制度を排斥するに躊躇する勿れ、キリス
トが祭司、学者、パリサイの人以上の義を求め給ひし如く、法王、監督、宣教師以上の義を
求めよ、パウロがペテロを面前に詰しめし如く、自由の福音を維持せんが為には高僧碩学に
も服はざるの覚悟を懐けよ、進歩の子たれよ、而してアブラハム、預言者、キリスト、パウ
ロ等と階級を同うする者となれよ。」「永久の小児 我は固まらんとせず、伸びんとす、我は
永久に小児たらんと欲す、我は祭司たらんとせず、預言者たらんとす、神学者たらんとせず、
詩人たらんとす、政治家たらんとせず、革命者たらんとす、我は永久に自由の小児として神
の宇宙に存在せんと欲す。」『内村鑑三全集』第 14 巻、318～319 頁。

241 「内村鑑三不敬事件」と呼ばれている 1891 年の出来事を詳しく分析すると、内村が天皇を尊
敬したこと、そして世の中における天皇の支配権を問わなかったことが分かる。内村が気に
かけていたのは、自らの儀礼的清浄であったと言えるかもしれない。彼は、神ならざる者を
拝してはいけないという意識を強くもっていたが、天皇の神聖化過程についてどれ程の意識
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合にも、内村は「今度こそ」という熱意をもって、キリスト教の文明ではなく、キリスト

教の精神を、つまりキリスト教的な義を社会に要求すると同時に、義をもたらす事業を「人

の力」に任せず「神の力」に頼りつつ進めるべきだと忠告している。

しかし、1914 年ごろになると彼は、当時の日本に「永遠」の要素が足りない、あるいは

日本ではこの世における神の影響力の行使が全く認知されていないことを見て取って、自

らのメッセージもまた直接的な効果を上げることはないものと考えるようになったように

思われる242。明治末期以降、内村が言う「永遠」の欠落は、社会の道徳的な堕落という形で

顕在化しつつあった。当時の堕落を見て、内村もまた、聖書の罪概念の道徳的次元を探る

ようになる243。「徳」を「聖霊の結ぶ所の果」として、世の中における聖霊の働きを益々強

調するようになっている。しかし、堕落に対する「神の沈黙」244が「神は無き者なり」と誤

解されるのを見て、内村は、1910 年時点の「今」を評して、「真に恐るべき時にして今の時

の如きはあらざるなり」と述べている。この年ついに日本は、日清・日露戦争の目的であ

った朝鮮を手に入れた。この「成功」の時代にあって、内村はすでに「審判の前兆」を感

じている。1918 年以降の内村は、キリストの再臨を全歴史（あるいは時そのもの）の中心

に置き、キリスト教的道徳観よりもその実存観あるいは宇宙論を説くようになる。1918 年

1 月号の『聖書之研究』に載った「聖書の預言的研究」の冒頭はこの転換を明確に表してい

る。そこで彼は言う。

「聖書は道徳の書ではない、預言の書である、預言に伴ふ道徳の書である、聖書の預言

を顧みずして其道徳は解らない、聖書を誤解する主なる原因は其預言を離れて其道徳を

解せんとする事に在る、其預言に重きを置いて読んでみて聖書は一変するのである。」245

この文章は再臨運動時代のものであり、そもそも不変のものであるはずの聖書が「一変

する」という表現に内村自身の意識の変化が窺えるが、内村が「預言」と呼ぶものは、上

に述べた「歴史にあらわれし神の方式」の「可視化」の道具に他ならない。内村は、世界

                                                                                                                                                    
をもっていたかは不明である。もし内村が不敬事件を通じて「不当に国賊とされた」体験の
みならず、国家権力に対する批判的見解をも獲得していたならば、それは 27 年後の再臨運動
の命題にも現れるはずである。しかし、後に明らかにするように、内村・中田・木村の再臨
運動は、この世の支配構造と対決するような神の支配構造を求める運動ではなかった。他方、
再臨運動の際、内村は歴史的成行きの不可測を説いて、例として第 1 次世界大戦勃発のきっ
かけとなったサラエボ暗殺事件を取り上げたが、内村自身にとっては、不敬事件もまた同様
の意味を持つ出来事であったのだろう。それは中田の文章からも読み取れる。「萬物の復興
期」『聖潔之友』（1918 年 1 月 10 日）参照。

242 「百年の後 日本人が宗教の必要を認むるまでに五十年経過つた、彼等が基督教の必要を認
むるまでに更らに五十年経過るであらふ、而して外国宣教師の伝ふる基督教にあらずして日
本国自生の基督教を認むるまでには猶ほ更らに五十年経過るであらふ、斯くて余輩の主張の
認めらるゝは早くとも今より猶ほ百年の後である、余輩の骨が墓の中に朽ちる頃、余輩は余
輩が望むやうなる日本人の覚醒を見るのであらう。」『内村鑑三全集』第 20 巻、249 頁。

243 例えば、「罪の目録」『内村鑑三全集』第 16 巻、323～351 頁参照。

244 「神の沈黙」『内村鑑三全集』第 17 巻、370 頁。

245 『内村鑑三全集』第 24 巻、9 頁。
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の成行きを見て、いわゆる「時の徴」を発見した上で、「道徳を強ゆる奇跡（神の力）」を

説く立場から一歩進み、「奇跡（神の力）を啓示する預言」者に変身していく。

3.5.1.3. 自力と他力の区別の超克

上述の奇跡の発見で始まり、再臨信仰においてその頂点に達する内村の思想的展開の裏

には、自力と他力の関係についての彼自身の理解の変化がある。それは時期ごとに彼の心

理ととともに成長を遂げていった。

先に引用したように、ハウズは、内村の性格の内には、「愛着的傾向、抑圧的感覚の強い

責任感、周りを支配したいという要求」という三要素が常に緊張関係に置かれていたと言

う。そうであるならば、内村とルターとの間には、自力・他力の問題をめぐって性格的に

類似したものがあったように思われる246。つまり、E.フロムの指摘によれば、ルターは母の

無条件な愛を求めたからこそ「信仰のみ」の原則に至ったのであるが、同時に彼は、人間

の責任を問うことによってその大志も評価してくれる、つまり人間を一人で自分の前に立

たせる、父なる神をも求めていた247。すなわちルターは、「信仰のみ」の原則で表される贖

罪における無限の愛と、最後の審判における評価を待つ「善行」の原則で表される信者の

責任との均衡を求めていたと言えよう。

ルターと同様に内村も無条件の愛を求めたが、愛の欲求は、彼の信仰における他力的要

素を生み出し、また彼の大志 –– 責任が問われなければ、大志の意味はなくなる –– は、

彼の信仰の自力的要素を生み出したと言えよう。実は、内村は、自分の性格にあった三要

素のバランスを終始確保できず、落ち着くことが出来なかった。また彼は、他力と自力と

の間に均衡を見出せずにいたので、その信仰も安定していなかったのである。

そもそも、内村は、儒教の影響によって、自力によってたつ「武士」として育てられた。

札幌で多神教から一神教に改宗したのであるが、「Boys, be ambitious!」との訓育を受けて

きた内村においては、自力的要素はあくまで強いものであった。また浅田タケと離婚した

ことで、「罪」の意識が内村の精神に入り込み、これを最後まで否定できぬまま、米国に逃

                                                  
246 ハウズはエリクソンの『若きルター』を自らの内村像の基盤としているので、彼の記述から

内村とルターの類似点を見出すことは簡単であるが、しかし彼は上に述べた内村の性格の特
徴を内村の信仰の特性と関連づけていない。

247 フロムはこう述べている。「父親の愛は、服従と、父親の要求を満たすことによって獲得する
ことができる。いっぽう、ルターの説教は、表面上はきわめて父権的だが、母権的な要素を
隠しもっている。母性愛は獲得することができない。それは、あるか、ないか、である。母
親の愛を獲得するためにできることといったら、信じること（中略）と、自分をよるべない
無力な者にすることだけである。しかし、ルターの信仰の特異な点は、母親が表面からすっ
かり姿を消し、父親に入れかわっていることである。母親に愛されるという確実性にかわっ
て、つよい不安感と、父親の無条件の愛を望むという不可能な願いが、際立った特徴となっ
ている。」エーリヒ・フロム（鈴木晶訳）『愛するということ』（原書 1956 年、新訳 1991 年）、
105 頁。
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げ場を求めた。しかし、この罪意識こそは彼のアーマストでの第 2 回目の回心を可能にし

た。アーマストで贖罪信仰を得た内村は、他力信仰の安らぎを一時味わっているが、帰国

してからは、大志が改めて内村のとっての指針となった。これは驚くべきことではない、

何故なら、当時の日本のキリスト教界全体に、自力信仰的キリスト教理解の傾向が強かっ

たからである248。1890 年以降の新神学の隆盛によって、キリスト教を自力的に理解するこ

とが「合理的」なことであるとされたのである。内村は、社会活動から身を引いた後も大

志を抱き続けているが、自身の人生と歴史における事件が重なることで、個人としての自

力だけではなく、人類全体の自力に絶望していく。罪なき愛子ルツ子の死去は衝撃的な出

来事であったが、彼はこれを通して新たな目で世を見るようにもなり、新たな希望も湧い

てきた。彼は絶望の淵に立つことで、再臨において全身を「生き生きさせる」《真理》249を

発見することが出来たのである。それは、後に運動の反対者が主張したような一方的な他

力信仰ではなく、むしろ「自力と他力とのバランス」そのものであったと思われる。

泉250によると、内村の比類なき特徴は、再臨を「徹底した十字架の事実」として受け入

れたこと、つまり神論と宇宙論を統合する出来事としたことであるが、この特徴の意味は

自力・他力問題から考え直す必要がある。つまり、内村が唱えた「十字架」（苦しみのキリ

ストによる人間の救済）と「再臨」（栄光のキリストによる全宇宙の救済完成）は、しばし

ばともに他力信仰の記号とされるが、内村にとって、とりわけ再臨は、自力と他力の均衡

の象徴であることを強調しなければならない。すなわち、人間が力不足で出来なかったこ

とは神が「キリスト・イエスの日までに成し遂げてくださる」のであるから、つまりそれ

は神の他力によって完成されるということなのである251。しかし、再臨は救済の完成だけを

意味するのではなく、最後の審判を伴う。内村は、審判の伴う再臨は「恐るべくして又祝

すべき時」252だと言うが、「再臨」だけを述べているときにも、彼は、その裏にある審判の

ことをも考えていると言えよう。しかし、この審判が再臨運動時代の内村にとって、「慰め」

であることは興味深い。

                                                  
248 それは、一方で、「近代の合理化過程」を背景とするが、他方で、キリスト教に改宗した者の

多くが武家出身であったことにもよる。

249 「内村鑑三研究セミナー」で「内村鑑三の「他力」信仰 ― 内村と仏教」について発表した
川端伸典は、講演後の討論中に、「真理をどう定義しているか」と問われた時、「真理は人を
生き生きさせる知識・発見だ」と答えた。真理の主観的定義としてはなかなか良い定義だと
筆者は思う。川端の発表中に、再臨運動を背景として書かれた内村の文章が引用されている
が、それは内村の他力理解を「再臨」の教義と結びつけた形では捉えられていない。川端の
論文は、京都大学文学研究科 21 世紀 COE プログラム 「グローバル化時代の多元的人文学の
拠点形成」のニュースレター14 号（2005 年 5 月）に記載されている。また、オンライン公開
もされている。http://www.hmn.bun.kyoto-u.ac.jp/dialog/news14.html

250 泉治典「贖罪と再臨」『内村鑑三研究』創刊号（1973 年）、85～105 頁。

251 3.5.1.1.において、内村がこの聖句を「修養＝自力」と関連づけたことを示したが、再臨運動
中の内村は「修養による完成」の思想を否定していた。

252 「信念を祝す」『内村鑑三全集』第 24 巻、5 頁。
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審判が慰めになり得るとは、次の二つの意味においてである。一つは、生きている間に

自分の敵であった者たちが、審判において正当な罰を受けるだろうという、恨みに支配さ

れた排他的理解253に基づくものである。しかし、後期の内村は審判をこのように理解してい

ない。むしろ、彼にとって審判は、たとえ不完全であったとしても自力で成し遂げたこと

の父なる神による評価であり、それゆえにそれが慰めとなったと考えられる。初期の内村

は、審判の際、天国の門前で退けられる者がいることを想像したが254、再臨運動時代の内村

は、いわゆる万人万物救済論に立って、そのように排除される者を想像できなくなった。

実は、中田が主張した、内村＝カルヴァン主義、中田＝アルミニウス主義という配分（後

述）は逆転を迎えるのである。内村が再臨に伴う審判を「恐ろしくて恐ろしい時」と唱え

なかったのは、彼の罪意識、非戦論と、ルツ子の死去によって教えられた｢愛し得る能力
ち か ら

｣

（後述）が背景となっている。しかし、内村が万人万物救済を唱えながらも再臨を道徳の

原動力として主張できたことは、私見では、内村の比類なき特徴と言わなければならない。

「落ちこぼれ」のない審判を道徳の原動力とすることは、審判を人間（少なくとも内村）

の中にある自力的な活動力に裁可を下す秤と捉える場合にのみ可能であると言えよう。内

村は再臨運動の発足の時、1918 年 1 月の『聖書之研究』（「武士道と基督教」）に、「神が日

本人より特別に要求
も と

め給ふ者は武士の霊魂
たましい

にキリストを宿らせまつりし者である」255と書い

たが、それはこうした、自力を貫きながら不足する部分を他力に埋めてもらう、すなわち

自力と他力の均衡のとれた宗教・信仰を持つことの重要性を指摘したものと考えられる。

内村が親鸞の『歎異抄』に強い影響を受けたことはよく知られている。親鸞は「絶対的

他力」思想の理想像として解釈されるのが普通であるが、内村自身も再臨運動の 2 年半前、

「我が信仰の先祖」256の中で、法然と親鸞の「絶対的他力」に対する信仰、「弥陀の無限の

慈悲」への信頼を評価し、「神の恩恵が人の罪悪に勝つてのみ真
まこと

の救済
す く ひ

はある」という「信

仰の奥義」は、仏教かキリスト教かの違いを問わず「人類の信仰史の証明する所である」

と述べた。1915 年 9 月に書かれたこの文章で内村は、日本においては親鸞の「絶対的他力

信仰」に戻るならば、「同じ生命を供して同じ〔＝かつての仏教の〕活動を起こし得ない理

由はない」と言う。同年 3 月には「純福音は純恩恵である
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

、立法の痕跡だも
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

混
まじへ

ざる神の恩恵の宣言である
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

」257と述べた。つまり、内村は、「純恩恵」と「純福音」とが日

                                                  
253 鈴木範久が、再臨運動期を扱う『内村鑑三日録 10』を出したのは、オウム真理教のサリン事

件の 2 年後であった。彼はオウム真理教等が主張する終末論と内村が再臨運動中に主張した
終末論を比較して、次の四点が前者に足りなかったと言う。「一、自己および人類の罪意識を
大前提にしていること、二、したがって人間としての個人崇拝をきびしく警めていること、
三、救済の希望は特定集団にのみあるのではなく、全人類、自然もふくめた万物にあること、
四、およそ物質欲望的、暴力的なものには一切無縁なこと。」同書、3 頁。

254 『宗教座談』の最終行には次のようにある。「時に私共は彼等一同の人々が哀哭歯切するのを
見る事で御座いませう。」『内村鑑三全集』第 8 巻、199 頁。

255 『内村鑑三全集』第 24 巻、8 頁。

256 『内村鑑三全集』第 21 巻、420～421 頁。

257 「純福音」『内村鑑三全集』第 21 巻、227～229 頁。
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本風土に馴染んだ形で成り立っている「信仰」として、法然・親鸞の「絶対的他力」を発

見したことが分かる。それだけではなく、再臨運動中、内村、中田と、木村の憂慮の対象

であった「道徳」（後述）について「イエスの十字架を以てして倫理道徳と称する者は無能

力になつたのである、茲に律法は恩恵と化し、道徳は信仰と成つたのである、而して此事

を伝ふるのが福音である、道徳の大革命である」258と宣言する。「我が信仰の先祖」に戻っ

て付け加えると、「絶対的他力」または「純恩恵」は「道徳の大革命」において「更らに剛

健なる、更らに刺戟
〔しげき〕

的なる、更らに合理的なる、而して明らかに歴史的なる信仰を以てし

て（中略）奮起
ふ ん き

勃躍
ぼつやく

しない理由はない。」259このような内村の文章を見ると、彼が再臨運動

中の主題（後で分析する）をすでに 1915 年 9 月の時点で得ていたことが分かる。

しかし、絶対的他力の信仰は、内村に大衆伝道への刺激を与えなかったと言わなければ

ならない。内村は、「運動」を起こすために、まず、人間の実力と発意を評価する自力と他

力の均衡のとれた救済観を獲得しなければならなかった260。実は、内村は自力と他力の均衡、

更に言えば自力と他力の区別を越える「純愛」理解を、同 1915 年 11 月にコヘレトの言葉

の中で「コーヘレスの発見」として発見している。そこで強調されるのは、努力の結果を

「求めるな、ただ愛せ、それが至上善・最大幸福だ」261という信者の姿勢である。「純愛」

は「パンを水に投げる」ことに喩えられるが、「純愛」の名で求められていることは、実は、

人間が神に倣って、神の純恩恵の業を行うことに他ならない。つまり、それほどまでに、「絶

対的他力」と信じられた「神の愛」を人間が「自力」として行うべきだというのである。

しかし、こうした、結果を求めない愛し方を可能にする、或いは保証するものは、他なら

ぬ最後の審判である。審判の場において「我罪も顕るれば我義も顕るゝのである、斯くて

善の為す事の無益ならざる事が明白に示さるゝのである」262と内村は言う。このように、再

臨と審判とを信じることのできた内村は、日本の宗教伝統に深く根ざしている自力と他力

の区別を超越することもできるようになり、キリスト教の「純愛」を受けて、「自力として

の他力」信仰に至った。それは、滝沢克己の言葉を借りれば、自力と他力は「不可同」で

ありながら、「不可分」である、つまり人間の力と神の力の分かつことのできない統合を主

張しながらも、それらの「無限の質的相違」を強調する信仰である。

内村は、他力が自力として顕れることを宗教改革 400 周年記念講演会（後述）において

体験する。このことは、再臨運動の発足と同時に出版された 1918 年 1 月の『聖書之研究』

                                                  
258 同書、227 頁。

259 同書、421 頁。

260 日本語の「運動」にはドイツ語の Bewegung（運動）だけではなく、Initiative（イニシアテ
ィブ）の意味も含まれていることが、「運動」における実行と発意の重要な役割を示唆してい
る。

261 岩野祐介（2004 年）、107 頁。

262 「伝道の書 研究と解釈」『内村鑑三全集』第 22 巻、44 頁。
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263の随所に認められる。「一九一八年を迎ふ」の中で内村は、「神は余の誓
ちかひ

を受け給ふた、

而して又余の祈求
ね が ひ

に応じて或る程度まで余をして余の青年時代の理想を実行することを得

しめ給ふた」と言う。「愛の濫費」の中で、「人の救われざるは愛の不足に由る場合もあろ

う、然れども神の愛を以てするも救ひ得ない場合があるのである」と言って、神の愛を受

ける人の心の状態の大切さを説いている。「愛の濫費」の次に書かれたのは先述の「武士道

と基督教」であるが、その次の「聖書の預言的研究」の中で、彼は、最後の審判を山上の

垂訓の背景としている。つまり、先に説明したように、彼は「預言」を「道徳」の基盤と

しているのである。

3.5.1.4. 永遠と近代

再臨運動前後のキリスト教界はその時代精神に大いに対応するものであった。大正天皇

のカリスマの欠如を契機に、国会政治がようやくある程度定着するが、それは日本の民主

主義化の成果というよりも、単に模範的指導者の不在の結果だと言えよう。こうした事情

の中で、一方に社会主義の色彩を強く帯びたキリスト教界の指導者たちがいたが、他方、

世俗的な「純道徳」を超える模範を提供できなかった指導者たちは、当時の「デモクラシ

ー賛美」に和することしかできなかった。内村はこうしたキリスト教的な民衆主義を批判

的に見て、行き詰った世界は「デモクラシーに由て救はれない」264、世界はキリストの再臨

によってしか救われないと確信した。

しかし、内村の 1914 年以前の「進歩＝救済」論も、1914 年以降の進歩信仰への幻滅も、

上に説明したように、内村という思想家だけの心境ではなく、むしろ日本の近代において

刻々変化を遂げていった時代精神を反映している。ときに内村はその時代精神を超越した

り、違った方向へ走ったりすることもあったが、その際、彼は一貫して「神の力」に重点

を置いた。新保もこうした内村の心の体制に気づき、以下の通りに述べた。

「〔序説の中で〕＜内村鑑三を読んでいると、何だか内村鑑三なるのもが鋭い矢尻のよう

に近代日本の真中に突き刺さっているような心持がする＞と書いたが、それは＜近代日

                                                  
263 『内村鑑三全集』第 24 巻、3～42 頁。

264 「世界はデモクラシーに由て救はれない、縦し其れが大統領ウイルソンの唱ふる所たりと雖

も之に由て世界は救はれない、デモクラシーは其最善の者なりと雖も政治上の主義たるに過

ぎない、而して主義といふ主義はすべて生気なく機械的にして霊的に無能である、世界は主

義に由て救はれない、人に由て救はれる、人の集合に由て救はれない、全能全知にして 衆
すべて

の

人を愛する人に由て救はれる、世界は救はれる唯一の希望は死して甦り今生き給ふ所のキリ

ストに於て在る、万物を自己
お の れ

に 服
したが

はせ得る能力
ち か ら

を具
そな

へ給ふ彼のみ能く此世界を化して義の宿
やど

る新しき地と成すことが出来る、デモクラシーに非ずキリストである、改造に非ず再造であ

る、国際聯盟に非ず万国が将さに再び現はれんとし給ふキリストの足下に集
つど

ひて其審判
さ ば き

と指

導とを受くる事である、世界救 拯
きうしよう

の途
みち

は茲
こゝ

に在る、之を除いて他に在るなしである。」「デモ

クラシーとキリスト」『内村鑑三全集』第 25 巻、338～339 頁。
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本＞という＜時＞代に、或る永遠が突き刺さったということなのである。＜今＞は、＜

ますます以て根本においては永遠を必要としている＞のであり、そういう逆説的な意味

で、鑑三は＜今＞の問題に＜相渉＞っているのである。」265

3.5.1.5. 時代精神と内村固有の経験

内村の経験とその解釈が時代精神を反映しているにも拘らず、内村の経験の中に、彼を

同時代の人々から際立たせるものがあった。内村自身は、再臨運動における努力を可能に

した刺激の一つとして娘ルツ子の死を取り上げている。内村にとって娘の死が一つの分水

嶺としての意味を持ったことは確かである。また、その前年に内村の親しい同僚であった

幸徳秋水266が死刑判決を受けて亡くなっている。そして、娘と同年に、幸徳が暗殺しようと

したとされる明治天皇もまた崩御する。ハウズ267は、第一次世界大戦の勃発に至って、内村

があらゆるレベルで「死」を目撃したと強調している。私見では、こうした個人的なレベ

ルでの死の経験は、「俄然世界未曾有の大戦争」268における「文明に伴う」集団的な死の経

験と結び付くことによってはじめて再臨運動への刺激となることができた。内村は、自ら

を刺激したものとして、ルツ子の死、第 1 次世界大戦（特にアメリカの参戦）、そしてアメ

リカ人の友人ベルの 30 年間にわたる祈祷を挙げている。三つとも内村にとって「神の力」

を啓示するものであった。死にゆくルツ子が生まれて初めて受けた聖餐式の意義への深い

感銘と彼女の最後の言葉「モウ往きます」によって、内村は天国（神の国）の存在を確認

できた。そこで内村は、戦争を世における神の審判として解釈するようになる。そして友

人の祈祷が「余〔内村〕の身と霊とを護りしが故に悪魔は余に勝つことが能
でき

なかつた」と

内村は自覚し、55 歳までに成しえた事業の大部分は「天の帳簿に於て（中略）彼の事業と

して記入されるのである」269と確信した。

上述のハウズは、心理学者 E.エリクソンの「アイデンティティ危機」概念を基盤として

内村の生涯を描いているが、この視点に立って、再臨運動の裏に内村自身の「中年期の危

機」があると考えている。すなわち、時代精神への応答というよりも個人的生理に内在す

る要求を原因と見ている270。確かに、57 歳に至った内村は自らの生涯を省みるとき、未だ

何事も成し遂げていないとの思いにかられたことであろう。しかし、内村自身の行き詰ま

                                                  
265 新保祐司『内村鑑三』（1990 年）、148 頁。

266 内村の無教会主義と幸徳の無政府主義との思想的な関係は未開拓の研究テーマであろう。

267 ハウズ（2005 年）、238～243 頁。

268 『内村鑑三全集』第 24 巻、58 頁。

269 『内村鑑三全集』第 23 巻、31～32 頁。

270 ハウズはエリクソンの『若きルター』をモデルとして日本のルターとしての内村を取り上げ
ようとしたようである。ハウズ（2005 年）、xiii 参照。ハウズは「中年の危機」という用語を
使用していないが、それを指していることは明らかである。
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りは、明らかに世界全体の行き詰まりと関連している。そうでなければ、彼は再臨運動を

起こすことはなかっただろう。

先に、フィリピの信徒への手紙の内に伝えられたパウロの確信に触れたが、この世にお

ける「神の力」を信じつつ行動することは、場合によっては「狂気的な事業」271に見えてし

まうということを、内村はよく理解していた。逆に、信仰に基づく生活を主張すると共に

合理性も求める内村は「狂せりユニテリヤン」272と批判された時期もあったらしい。ここで、

内村の最も特徴的なところは、同時代のキリスト教界の指導者たちと比べて、彼はおそら

く自然科学に一番詳しい者であるという点である。内村の「実験」論は有名だが、再臨問

題の場合、意外にも彼の学問的背景がその推進力となっている。上の二つの非難は、信仰

／合理性という二極のどちらか一方の立場からのものだが、内村は最後まで、両方のバラ

ンスを取りながら生きようとしていた。彼は、当時進行しつつあった分業化と専門化の中

で、自然科学者か聖職者かのどちらかになるという意味での専門家になることを「拒否し

た」。彼は「普遍的なものとしてすべての事業に宿る神を追求し（中略）神学を政治、経済、

哲学、歴史と自然科学を含むものとして理解」する者であるという点で例外的な存在であ

った273。内村は、全体性を求めたが故に、全体性を失った大正期に代替的な運動を起こした

のであった。

3.5.2. 中田重治（1870–1939）

3.5.2.1. 自力的救済の否定

武士は日本の歴史において自力派を代表したと言えるが、内村と中田、そして近代日本

のクリスチャンの多くは、「歴史」によって「没落させられた」武士であった。改宗後も彼

らは、いくら自力で頑張ろうとしても結局のところ自力の限界を痛感させられた。社会生

活において自らの位置を見出そうとする時はもちろん、個人的な道徳生活においてはまさ

にそうであった。内村も中田もその「回心」274の第一歩であった「改宗」を漠然と「形式的

な」出来事として語っている。形式的であっても、そうした改宗にはそれなりの意味があ

った。しかし、二人とも改宗以降、一層道徳的修行を積むことに対する「責任」を意識し

つつ、自分は「完全性」に至れないという経験に悩んでいた。内村は初婚の失敗に悩み275、

                                                  
271 パウロが取り組んだローマ帝国の抜本的改造に対する評。『内村鑑三全集』第 8 巻、155 頁。

272 『内村鑑三全集』第 23 巻、31 頁。

273 Harry Harootunian, Overcome by Modernity: History, Culture, and Community in Interwar Japan
(Princeton, N.J.: Princeton University Press 2000), p. 66.

274 「回心」は帰属の変更から内面の状況の変容までの conversion を指すが、「改宗」は専ら組
織レベルの帰属の変更を意味する概念として使用される。

275 浅田タケとの離婚を決心した内村は、キリスト教的倫理と儒教的倫理の葛藤に苦しむのみな
らず、キリスト教からの批判にも対応しなければならなかった。すなわち、キリスト教の離
婚批判は新約聖書の誤読に基づくものであると主張し、その事実を裁判で示そうともした。
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中田は 18 歳の自分について一応「一般道徳から見たならば、確かに善良な者でした」276と

言いながらも、「タバコを吸わない、お酒を飲まない」という程度の善良性では決して満足

できずにいた。改宗後の自分について、中田は「肉体的努力や人の意志で得られ」ない新

生 ― すなわち「私の心のうちに働きたもう聖霊のみわざ」 ― は「完成されていない」277

と語っている。そして彼は、内村のアーマストでの体験278にも似た形で「イエスが自分の罪

を負ってくださったということを見いだした時に、私は救いの確信を掘りました」と言っ

ているように、二回目の回心を経験する。即ち、十字架に付けられたイエスの贖罪によっ

て、二人の道徳的完璧主義の実態は変容する。しかし、「完全性」への憧れそのものは消え

なかったということを強調しなければならない。結局、二人は生まれつきの自力主義を贖

罪信仰によって他力主義に変えることができたが、それと同時に279、「完全性」への憧れ280を

                                                                                                                                                    
「我モ全ク罪無キ者ニアラズ」と告白するまで 3 か月間もかかったのである。Helen 
Ballhatchet, “Christianity and gender relationships in Japan. Case studies of marriage and 
divorce in early Meiji Protestant circles,” Japanese Journal of Religious Studies vol. 34, no. 1
(Spring, 2007), pp. 177–201、特に 193 頁参照。あきれるばかりの頑迷さとも言えようが、ここ
には「罪なき者でありたい」という内村の切迫した願望が読み取れるだろう。それは初期に
書かれた『求安録』の中に「脱罪術」という概念が集中的に使われていることにも表れてい
る。

276 『中田重治全集』第 6 巻、68 頁。

277 同書。

278 アーマスト以前、自分の罪に苦しんだ内村は、その後「私は罪人の頭である」（テモテへの手
紙（一）1 章 15 節）というパウロの自覚を身につけることができた。

279 中田は儒教的な教育を受けなかったと述べたが、彼自身は仏教の自力的アプローチを「仏教
は私どもに感情を押さえて、心の中にあるものを表わすことを慎むように教えている」と説
明して、それとキリスト教の他力的アプローチを対比している。つまり「イエス・キリスト
の福音は、私どもが罪からきよめられて、神の性質を分与されることを証拠だてている」と
言う。『中田重治全集』第 6 巻、70 頁。

280 以下に、聖化、聖潔、ホーリネス、キリスト教的完璧主義について簡単に説明することにす
る。
中田重治の「ホーリネス」には強く新宗教的な色彩があるが、「聖化＝聖潔＝ホーリネス」へ
の憧れに関して言えば、宗教改革において強調された、個人の経験とその可能性に焦点を当
てる宗教理解に立っている。信者が神の恩恵（＝救済）に直接（媒介者なしに）与かること
を強調したルターらは、その信仰理解によって、近代を特徴づける「個人の自覚化」の過程
に貢献するが、その際、救済の確信をめぐる問題（Problem der Heilsgewissheit）および救済
の保証をめぐる問題（Problem der Heilssicherheit）に対する関心が益々大きくなっていった。
従来は、救済の媒介者（教会、ローマ教皇）が発行した証書（免罪符など）によって個人の
救済が保証されたが、その媒介者の役割と必要を否定したプロテスタント諸派は、救済の新
しい保証法を発案せざるを得なかった。確信と救済の問題の解決を目指して、様々な神学的
主張がなされ、それぞれを絶対化する教派が生まれた。ウェーバーの指摘によってよく知ら
れている資本主義の精神もその過程の産物である。
また、救済の確信・保証問題は、キリスト教的完璧主義の基底をなすものでもある。救済さ
れた信者が罪なき状態に戻されるという発想に基づいて、心の中でも行動においても罪を犯
さない信者の形成に献身したウェスレー兄弟は、こうした無罪の状態をホーリネスと呼び、
それを身につける過程を聖化（sanctification）と主張した。彼らは、心身両面における聖化
（entire sanctification）によって人間は聖書に記されている人間創造時にあった神の似姿に立
ち戻ると考えていた。興味深いことに、ルターによる免罪符の否定は救済確信の問題を提起
したが、プロテスタント諸派の聖人否定は、結局、万人聖人主義（誰でも聖人になれるとい
う発想）をもたらしたのである。
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持ち続けることによって、三回目の回心への道を歩むこととなった。中田は、回心の第一

歩を「改宗」、第二歩を「救い」と呼んだ。そして、後年には、改宗の第一歩を教義的に無

視して、「救い＝新生」から始まる信仰の段階モデルを展開するようになった。内村は、再

臨信仰を得た際に、「信仰の三大時機」を説き、贖罪における救済と再臨における救済の完

成を別段階として捉えるようになった。

内村と中田が自力主義から他力主義に転じたと述べたが、 –– あらゆる類型学的記述が

そうであるかもしれないが –– こうした記述は現実を歪めるものでもある。二人が他力を

選んだ理由は、「自力から他力へ」と言うよりも、自力を磨くためではなかったか。この決

心からしてある意味での自力主義に基づくものだったのではないか。それは、内村による

次の文章によく表れている。「信仰と実力」の中で彼はこう述べる。「我が弱きを思ふて為

し得ざらんと信ぜん乎
〔か〕

、我は為し得ざるべし、神の強きに頼りて為し得べしと信ぜん乎、

我は為すを得ん、爾 曹
〔なんじそう〕

の信ずる如く爾曹に成るべしと主は曰い給へり（馬太
〔マタイ〕

伝九章二九

節）、神の無限の力に頼りて我等は我等の信ずる如くに 諸
〔もろもろ〕

の事を為すを得るなり。

（腓立比
〔 ピリピ 〕

書四章十三節）」281後期の内村は、キリスト教を仏教と比較して、また日本人の宗

教理解について取り上げて、「自力と他力」という文章の中で次のように言う。

「仏教の深き感化を受けた日本人は宗教と聞けば自力か他力かと訊
き

いて、其宗教の如何
〔いか〕

なる者なる乎
〔か〕

を知らんと欲する。（中略）〔しかし、〕基督教は基督教であつて、自力宗

でもなければ他力宗でもない。基督教は義を行ふ為の宗教である、故に神に頼るは勿論、

自分にも頼る。＜神は自分を助くる者を助く＞であつて、自力他力の別を立てゝ、只
〔ただ〕

一

方に偏せんとしないと。」282

                                                                                                                                                    
中田のホーリネス教会は、特にイギリスやアメリカのメソジスト派（それはドイツの敬虔主
義の影響を受けている）と 19 世紀後半のアメリカに広がった覚醒運動第三波の救済理解に拠
っている。（メソジストという名称は、設立者ウェスレー兄弟が救済確信の「メソッド」にこ
だわり過ぎていると周囲から見られたことに基づく。）ホーリネス運動とメソジスト運動とは、
本来別の流れであったが、特に D.L.ムーディーの働きによって合流するに至った。本稿に示
すように、中田はそうした外来の影響を「日本人」なりに –– 武士道への憧憬をもつ武士ク
リスチャンの自己意識に基づくものであったが –– 更に展開させていった。そのようにして
中田の完璧主義は ― 同じく武士意識を持っていた内村鑑三の場合と同様に ― 更に強化さ
れた。内村は救済の確信の条件を具体的に挙げないが、「救われた者」についての漠然とした
イメージを持ち、それに基づいて世間を批評し続けた。中田は、聖化のしるしとして禁酒、
忍耐力やシンプルな生活様式などを具体的に挙げているが、最終的な証拠はキリストの再臨
時にしか与えられないとしている。
宗教史全体の流れの中で、ホーリネスの要求・主張は、近世における個人の自覚に喚起され
た宗教の内面化過程（集団から個人へ、また行動から心構えへという中心点の移動）と、そ
れによる道徳の新基準確立過程における一声として聞くべきである。

281 『内村鑑三全集』第 10 巻、317～318 頁。

282 『内村鑑三全集』第 29 巻、249～250 頁。このように仏教の自力他力の区別を問う内村は、同

じ頃、「近代人」の自覚主義（＝自力主義）を批判している。「＜自己に覚めよ＞と近代人は 云
〔い〕

ふ。而して彼等は自己に覚めて何を発見せしやと問ふに、自己の価値ある事、自己の権利あ

る事、自己の自由なる事、無限に発展して宇宙を 我 有
〔わがもの〕

とするの資格ある事を発見したりと

答ふ」と。それに対して、「基督信者は自己に覚めて自己の罪人なるを発見する。（中略）そ
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しかし、中田がそこまでキリスト教の他力と自力の関係を把握していたかどうかは判断

し難い。どちらかと言うと、中田はホーリネス運動の「四重の福音」にも強調されている

ように、すべてを神に任せたと言えよう。しかしながら、活動家としての中田は、内村が

述べた「神は自分を助くる者を助く」という原則に見事に従っている。中田においては他

力・自力ではなく –– 別の問題群に対するアプローチではあるが –– 「消極的」と「積

極的」との対語が頻繁に用いられた。

3.5.2.2. 滅却体験としての救済

内村も中田も他力に頼るようになるが、アーマスト以降の内村は、神の力を借りるなら

「罪人の頭」である彼自身も次第に善き人になれると信じていた。アーマスト大学長と交

わした談話は有名であるが、その隠喩に潜在する意味を考えると、そこにも成長（あるい

は進歩）の理想が描かれていると言える。内村は自らの成長を厳格に求めることをやめる

が、成長への期待は依然として存在していた。彼にとって成長とは、木が次第に大きくな

るようなものであったのかもしれない。

それに対して、中田は、「新生」を受けたキリスト信者の「聖化」は「瞬間的聖潔」であ

ると強調するだけではなく、段階的な発展の理想に真っ向から反対している。「悪魔
あ く ま

は段々
だんだん

と云
い

い、人
ひと

は成長
せいちやう

の結果
けつくわ

と申
もを

しますが、併
しかし

今
いま

です」283と彼は言い切る。瞬間的な出来事と

しての「聖化」は、人間全体を一変させる出来事であるべきである。一瞬で人を変える力

のないような学問・知識・修養などを頼みにしてはいけない。必要とされるのは、信仰に

よる全き献身であって、それがあれば、信者の「肉
にく

と霊
れい

の凡
すべて

ての汚
けが

れ」を取り去った後、

聖霊が信者に宿ってくる、と中田は言う。（喫煙や飲酒は肉の汚れと、傲慢、短気、野心等

は霊の汚れとされる。中田は、禁酒と禁煙に成功したと自慢しているが、若い頃、ここで

挙げられている霊の汚れに悩んだのであろう。しかし、そう考えれば、聖潔体験後も依然

として中田は短気だったのではないかと思われてくる。そうであれば、「瞬間的聖潔」論や

「再臨緊急」論には中田の短気な性格がある程度表れていると言えるだろう。）

原罪の概念は、「原罪即ち罪の汚れ」という定式を通じて、日本人にとって身近な穢れの

概念と関連づけられる。それによって浄罪の必要もまた説得しやすくなる。他にも伝統的

概念の使用が見られるが、同時に中田は、ホーリネスの主張を日本の伝統的宗教あるいは

当時誕生しつつあった新宗教の主張とはっきり区別している。贖罪信仰に至った人は

                                                                                                                                                    
して自己において非ずして、キリストにおいて、満足と歓喜とを発見した。斯くして似て非

なる者にして近代人と基督信者との如きはない。近代人は自己主張者であるのに対して基督

信者は自己抛 棄
〔ほうき〕

者である。自己に生きんとする者は自己に死せんとする者である。二者は全

然別人である。」『内村鑑三全集』第 29 巻、72 頁。

283 中田はごく初期からこのように考えていたらしい。引用は池上（2006 年）、41 頁による。「瞬
間的聖潔」という概念は、例えば 1910 年 9 月 10 日号の『焔の舌』に見られる。
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「重 生
うまれかはり

」をするとしているが、聖化が何回も起こり得るのに対して、「新生」は一回しか

与えられない。そしてそれは再臨の時に「甦りの栄え」として初めて成就される。また、

浄罪には、「水のバプテスマ」のみならず、日本の伝統においても潔斎のために利用されて

きた「火」（＝「霊
みたま

の火
ひ

」）と –– 伝統的に穢れの原因とされた –– 「血」（＝キリストの血）

が必要とされる。つまり、「新生せし人の心に残れる原罪即ち罪の汚れ、罪を犯す性質を霊

の火によりて、焼き盡され、キリストの血によりて、魂が全く潔くせらるゝ。」284

池上が指摘したように、中田だけではなく、初期ホーリネスの指導者たちは「聖化＝聖

潔」を説く時に、その「消極的」側面と「積極的」側面とを区別した。「後者の方に高い評

価が置かれているかのようにも聞こえるが、むしろ聖潔の中心あるいは本質は、罪の除去

という消極面にあることが繰り返し説かれ」285るのであるという。池上は、こうした消極面

の強調が何に由来するものであるかを明らかにしていない。先に述べたように、中田の他

力主義は内村のそれよりも強力であったが、それは、中田の、高い積極面の理想より消極

面を強調する説教を聞きに来た、人々のニーズに応じたものであったと言えるのではない

か。つまり、功を積み上げていく道は、短気な中田に合わなかったのかもしれないし、聴

衆である民衆にもそれを期待することはできなかったのかもしれない。

消極的／積極的は、訳を探す外国人にとって非常に厄介な対語である。negative/positive、

passive/active、unmotivated/proactive などと訳されるが、そのいずれも中田の理論に合わ

ないように思われる。罪の除去も聖霊に満たされることもともに好ましいこととされてい

るので、それぞれを negative（悪い、否定）、positive（良い、肯定）と価値判断的に見る

わけにはいかない。信者が受け身であることから罪の除去を passive と捉えたとしても、信

者が聖霊に満たされる場合もやはり受け身ではないかということになる。同様に信者は完

全に unmotivated な姿勢で罪の除去を受けることもできないし、（他力主義がある限り）聖

霊に満たされた後、自発的に、つまり自分自身の動機に基づいて行動し始めるわけでもな

い。中田によると、むしろ逆に「聖霊に満たさるゝとか、完全なる愛とか、全き安息とは

積極的方面や結果」である。「結果」という言葉に表われているように、それは行動の出発

点となるような精神状態というよりも目的地に着いた者の精神状態を示すのではないか。

別の箇所で中田は、禁煙と禁酒を「聖化」の結果として挙げているが、それも行動を取る

というよりは、行動を制約するといった意味での「活動」に過ぎない。

通常の日本語の用法としては「消極的／積極的」は明確な価値評価や論理的対立と結び

ついたものではなく、何らかの解体と何らかの構築を含む二側面の符丁としての性格が強

いようである。言語的探索はともかく、中田の場合、結果的には、「消極的」とされる罪の

除去は信者の罪を消
・

す側面、「積極的」とされる聖霊に満たされることは信者の中に霊を積
・

む側面を意味するものとなっている。そして中田にあっては、この二側面がまさしく極限
・・

に

                                                  
284 『焔の舌』1904 年 7 月 10 日号の「聖潔問答

きよめもんどう

」参照。

285 池上（2006 年）、40 頁。



101

まで推し進められるのである。彼の説教と文章には実に多くの「全き」が登場する。

中田は「聖化＝聖潔」の教義を「原罪＝汚れ」の絶対的滅却とそれに伴う聖霊の絶対的

充実の体験として捉えているように思われる。絶対的滅却としての「聖化」は、信者の「内
うち

を焚盡
やきつく

し」て、「新生」によって開始された世との絶縁過程を更に一歩踏み出して、信者の

内面まで完成させる出来事でもある。つまり、「新生」が「世
よ

から我等
わ れ ら

を取出
とりいだ

し」、「聖化」

は「我等
わ れ ら

から世
よ

を取
と

り出
いだ

」す。聖霊の絶対的充実としての「聖化」とは、「霊
れい

の聖
きよき

と力
ちから

と

を与
あた

へ」286られることによって、信者が軽気球のように「世離
よ ば な

れする」287ことである。

先に内村と中田の完璧主義に触れたが、否定的意味において ― そして内村より中田の

方に ― 否定における完璧主義が強く出たと言える。進化論に強く感化され、また若い頃

から学問への野心があった内村は、再臨信仰を得るまでは人間の様々な営みを完全に否定

することができず、段階的改善化が可能だと考えていたのに対し、そもそも忍耐すること

の苦手な中田は、「舊
ふる

き人」の否定においても「新しき人」の肯定においても、以前にも増

してまさに「120 パーセントの完全と清浄」を求めたのである288。

3.5.2.3. 信仰発展の段階モデル vs. 漸次発展の否定

すでに指摘したとおり、内村も中田も信仰の発展には段階があると考えた。内村の「信

仰の三大時機」については、再臨運動開始後に英語と日本語とで短くまとめられた文章が

ある。そこで彼は次のように述べている。

「余の生涯に信仰の三大時機があつた、其第一は自己を発見せし時であつた、 寧
〔むし〕

ろ神

に発見せられし時であつた、自己が罪人たることを発見せられし時であつた、其の後当

分の間余の最上の努力は自己をして神の前に清且
〔か〕

つ聖なる者たらしめん為に向けられ

た。其第二は余が余の義を発見せし時であつた、而
〔し〕

かも余自身に於てにあらず余の罪の

為に十字架に釘
つ

けられ給ひし彼に於て之を発見せし時であつた、余は其の後当分の間イ

エスキリストと彼の十字架の福音を自他に於て実現せんと努めた。其第三にして多分最

後の時機は余が余の救拯
す く ひ

は 未
〔いま〕

だ完成
まつとう

せられたるに非ず、キリスト再び顕はれ給はん時

                                                  
286 これらの引用は池上（2006 年）による。

287 『聖潔之友』1918 年 1 月 31 日。

288 芦田道夫は、加藤常昭の問いを取り上げている。すなわち「メソジストのクラス（バンド）

を通してなされた＜悔い改めと深く結びついた聖化＞に関して、ホーリネス運動では＜メソ

ジスト教会の伝統が、聖化、ないし完全の教理を中心に教理的に問われており、この教理の

実践形態である集団形成は理論的にも実践的にも継承されなかったのではないか」という問

いである。芦田道夫『中田重治とホーリネス信仰の形成』（2007 年）、27 頁参照。しかし、中

田に限って言えば、完全という意味での聖化の理想を疑う余地がないと思う。だが、それが

「集団形成」の際にどれほど継承されたかは、別の問題であろう。ところで、現在まで教会

論的意識が足りないと言われる近代日本キリスト教は、いったいどれほどその神学的教理を

集団形成において継承してきたか。この点が厳しく問われる必要があるのではないだろうか。
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に、其時に至て始めて、余は彼に肖たる者と成る事を示されし時であつた。罪の自覚、

信仰に由て救はるゝ事、キリスト再臨の希望･･････以上は余の霊魂が天国瞻望
せんばう

の歓喜と

自由とに達するまでの三大階段であつた。」289

内村は、この三大階段を「信望愛」290と略称するようになるが、興味深いことに、内村

にとって三段階目となった再臨への希望は、コリントの信徒への手紙（一）13 章 13 節にあ

る「信望愛」においては二段階目に置かれているように見える。現在のキリスト教界にお

いても「信望愛」の順番はしばしば「信愛望」に変更されている。そうすることで、再臨

（とその希望）を信者の現在ではなく、その将来に来るものという時間的順序が加えられ

る。もちろん、「信望愛」は三つとも信者が生きている間に同時に実現すべき「徳」なので

あるが、変更された順番で読む限り、どうしても「信仰を得て、愛することができるよう

になった人は、やがて来る再臨を希望すべし」といったたぐいの解釈を招きやすい。内村

はその順番を「望信愛」に変えたことがあるが、「愛」が三つのうちで一番尊く、また最後

にしか得られない徳であるという点において、コリントの信徒への手紙と共鳴している

（「信仰は愛に達せざれば完全なる能はず」）。内村は再臨を「望」より「愛」に結び付けて

いる（これは後述する）が、これは興味深いことである。

中田が捉えた信仰発展の段階は「四重の福音」教義にまとめられた。名称からすれば四

段階があるはずだが、彼も実は三段階だけを主張している。それは、呼び名が異なるもの

の内村の三段階と一致するものであるが、中田は、その三段階の「不可逆性」をはっきり

させている。つまり、第一の恵みである「贖罪＝新生」信仰がなければ「聖化＝聖潔」が

起こらない、また「聖化＝聖潔」を受けていない者は、再臨の時に「神
かみ

の前
まえ

に出
ゐ

づる事
こと

は出来
で き

ません。」291内村が信仰の三段階を自分自身の経験として伝えながら教義にはしなかったの

に対して、中田はそれを教義として主張した。とはいうものの、中田は自分の経験を教義

化したわけでもない。彼はシカゴのムーディー聖書学院に留学したとき、長老教会牧師 A.B.

シンプソン（1843–1919）の「四重の福音」の主張を取り入れて、それを証明するような経

験が自分の心と体に与えられることを求めた。「聖化＝聖潔」の経験はアメリカ留学中に得

られたが、「神癒」を個人的な経験に基づいて
・・・・・・・・・・・

説けるようになったのは、1916 年のことであ

                                                  
289 『内村鑑三全集』第 24 巻、43～44 頁。

290 『内村鑑三全集』第 23 巻、413～415 頁。「信望愛」の標題を掲げたものとして 1902 年と 1910
年の数行の文章があるが、前者では、信とは神の誠信を信じること、望とは復活と永生と神

の王国を望むこと、愛とは十字架につけられ、死に、甦ったキリストにおいて神の愛が顕れ

たこととされる。その愛は、日露戦争勃発前には、特に敵を愛する愛とされた。『内村鑑三全

集』第 10 巻、409 頁参照。1910 年の文章では、信は贖罪信仰、望は復活の希望、愛は信と望

とから生まれる「神と人とに対する深き広き愛なり」とされている。『内村鑑三全集』第 16
巻、369 頁参照。しかし、再臨信仰を得てからの文章と比べると、ここには信仰発展の発想が

なく、理論自体が幾分精彩を欠いているように見える。

291 引用は池上（2006 年）、41 頁による。
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る292。ここにも、先に述べた内村と中田との「実験主義」に関する違いが現われていると言

えよう。実のところ、「歴史の神学者」内村は、キリスト教会の歴史もまた「望信愛」の階

段的発展を進んできたこと、そして「最後に起こるべき教会は（中略）愛を実行する者で

なくてはならない」293ことを、見事な帰納的推理を用いて主張している。

もう一つの相違は、第一段階から第三段階までの過程の理解にある。再び繰返しになる

が、内村は、少なくとも再臨運動時代までは、信者の修養過程に漸次的な進歩が可能だと

考えており、キリスト教界では「進化論者」として知られていた。内村と比べて中田は、「反

進化論者」と言えるほど漸次的発展を否定した（上述）。しかし、中田は「進歩」あるいは

「成長」そのものを否定したわけではない。むしろ彼はこの二つの言葉を好意的に使って

いた。特に内村と出会った後、中田は「進化」を専ら「漸次説」と同じものとしている。

しかし、「進歩」と「成長」の概念は、内村から借用した「突発」の概念と結び付けられ、

肯定的に活用される。中田は、内村の「突発説」（後述）を自分自身の「瞬間的聖潔説」を

支持するものとして使っている。「漸次説」の否定と「突発説」の肯定、また「進歩」と「成

長」に対する好意的な見方は全て、以下のように、1918 年 1 月 3 日号の『聖潔之友』の表

紙に読み取ることができる。

「何程漸次說
なにほどぜんじせつ

を主張
しゆちやう

する人
ひと

でも世
よ

には突發
とつぱつ

事件
じ け ん

ある事
こと

を承認
しようにん

するだらう。しかるに

何故
なにゆゑ

即座
そ く ざ

の悔改
くわいかい

、瞬間的
しゆんかんてき

に潔
きよま

る事
こと

をば否定
ひ て い

するのだらう。リバイバルなければ此
この

世
よ

も

靈界
れいかい

も味
あぢ

のないものである。」

「信仰
しんかう

の眞
しん

髄
ずゐ

は天來
てんらい

の生命
い の ち

である。生命
い の ち

あるところには成長
せいちやう

がなければならぬ。しかる

に年
とし

を重
かさ

ぬるに從
したが

つて人間
にんげん

は衰
おとろ

へる。これ詛
のろ

はれたる死
し

ぬべき體
からだ

を有
もつ

て居
ゐ

るためであ

る。復活
よみがへり

以後
い ご

になれば榮光
えいくわう

より榮光
えいくわう

に進
すす

みたヾ進歩
し ん ぽ

あるのみである。」294

実は、ホーリネス教会の母体であったメソジスト派は、敬虔主義派に属するモラヴィア

兄弟団の影響を受けて「瞬間的聖潔説」を主張するようになったが、敬虔主義派は、当時、

冷笑的に「秒読みの回心」（Minutenbekehrung）と呼ばれた「瞬間的聖潔説」を説くツィ

ンツェンドルフ伯のグループと、これもまた冷笑的に「悔悟の癪」（Bußkrampf）と呼ばれ

た「悔悟の長期戦」（Bußkampf）を説くハレの兄弟たちとの二つの流れに分かれていた。

そもそも、メソジスト派も中田および内村も、その道徳的完璧主義や戦闘的姿勢において

後者の立場に近かったが、後に「信仰のみ」あるいは「御恵みのみ」による回心論の立場

を採るようになった。

                                                  
292 小出忍（1974 年）、29 頁。

293 『内村鑑三全集』第 23 巻、413 頁。

294 『聖潔之友』1918 年 1 月 3 日。
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メソジスト派と中田にとって恵みの媒介者として神の第三位格である聖霊が最も重要で

あるが295、内村が、「父なる神」と区別された「聖霊」を意識しそれを求めるようになった

のは 1902 年頃であり296、聖霊が与えられたと感じたのは、そのあと 1906 年の 8 月までの間

のことであったと考えられる。少なくとも、内村はその頃に確信をもって「聖霊を受けし

時の感覚」297を記している。興味深いことに、内村の感覚は明らかに、初期ホーリネス（具

体的にその名がは挙げられているわけではないが）のリバイバルにおいて唱えられている

聖霊論とは異なる。そして、内村は当時のリバイバル運動に刺激を受けて、1908 年と 1909

年に自分なりの聖霊論を主張し、その中で –– 驚くべきではないかもしれないが ––「聖霊

の進化」298を説いた。再臨運動におけるホーリネス派との直接的な出会いを通して、運動の

批判者の聖霊観を考慮に入れた上で、内村はその聖霊論の仕上げをするが、その際彼は聖

霊と理性との繋がりを最後まで主張している。内村と中田の聖霊論の比較については後述

することとして、ここで二人の信仰発展のモデルとその進化論との関係分析に仮の決着を

つけておこう。

つまり、二人は回心によって人間としての自分を（完全な状態にまで）改善しようとし

たが、その完成・改善への憧れは、日本の伝統的な修養文化によって養われていた。内村

の修養意識は近代的な進化論の影響の下で極限まで強められ、それはまた、第 1 次世界大

                                                  
295 芦田は、中田の聖潔体験の背景を調べて、それは「ペンテコステ同盟会」の周辺で起こった

とし、中田の「四重の福音」をペンテコステ運動の二つの代表的パターンと比べて、その基

盤が五つの命題を持った初期ペンテコステ運動の「純福音」であると説明している。芦田（2007
年）、37～40 頁参照。中田は、五番目、つまり「聖霊と火のバプテスマ」を敢えてそれら五つ

の要素の対等な並びから離し、それを「聖化＝聖潔」と「神癒」との主体として中心に置い

たと言えよう。

296 1902 年の「聖霊の要求」、「智識の霊」、「聖霊の恩賜」、「聖霊降臨の準備」を読むと、内村は、

自らが身につけた知識を生かし、それを確固たる世界観に整える役割を聖霊に期待している

ことが分かる。当時の内村は、聖霊が与えられていないことを痛感している。『内村鑑三全集』

第 10 巻、14～15、315～316 頁参照。

297 『内村鑑三全集』第 14 巻、227～230 頁。この中で内村は次のように述べる。「人は聖霊を受

くるは自覚を失うことであると云ふ、狂気すること、心神が転倒することであると云ふ、彼

等は或る時、今の教会に於て行はるゝ所謂るリバイバルなるものを見て爾う云ふのであらう、

然かしあれは真正の聖霊の降臨ではないと思ふ、聖霊の降臨とは実に静かなるものである、

心の根底より始まり、全身に行渡るものである、其時我等は自覚を失ふのではない、否な、

其れとは正反対である、我等は其時始めて生気に還へるのである、聖霊の降らない我れが狂

つて居るのである、聖霊が降つて我は始めて生気に還へるのである、自覚するのである、神

と宇宙と我との関係を正確に知覚するのである、此時我は始めて人らしく感ずるのである、

聖書に書いてある 神
・
の
・
己
・
を
・
愛する
・・・

者
・
の
・
為
・
に
・
備
・
へ
・
給
・
ひし
・・

もの
・・

は
・

目
・
未だ
・・

見ず
・・

耳
・
未だ
・・

聞かず
・・・

人
・
の
・
心
・
未だ
・・

念
・
は
・
ざる
・・

者
・
なり
・・

との言葉の意味を始めて了解するに至るのである。」

298 『内村鑑三全集』第 16 巻、352～358 頁。1911 年に内村は聖霊と伝道、また聖霊と治癒のテ

ーマも取り上げている。
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戦頃に彼を行き詰まらせる。中田は、修養に必要な忍耐が欠けていたため、「瞬間的な」完

成・改善の可能性を主張した。それ故、彼は直ちに「進化論」の「漸次説」と衝突するが、

聖書によって伝承されたイエス時代の回心はすべて「瞬間的」であったことを指摘しなが

ら、進化論が間違っていると唱え、「反進化論者」となった。しかしながら、ここまでの説

明で明らかになったと思うが、ここで「進化論」として否定されるものは、生物は段階的

に優れたものになっていくという発想そのものではない。むしろ二人は、その発展が「漸

次的」なものと考えられていること、そしてそれが「神の力＝聖霊」という他力とは関係

なしの、「人間の力＝文明」という自力の効果と見られていることに反対したのであった。

3.5.2.4. 「イエスの活
い

ける事
こと

を此
この

身
み

に顯
あら

はす事
こと

」

中田は絶えず「四重の福音」を説いたが、「聖潔運動」という名が示すように、初期ホー

リネスでは、「新生」「聖化」「神癒」「再臨」の中で「聖化＝聖潔」及びその証明として考

えられている「神癒」が最も強調された。この二つは聖霊の直接的な働きとされた。その

ような聖霊解釈によって、初期ホーリネスは「聖霊派」とも呼ばれるようになった。中田

が言う「聖霊」には、信者に「天來
てんらい

の生命
い の ち

」を届ける役割がある。そして、その生命は信

者の「今」において顕わされるべきである。

日本の宗教的伝統は現世利益に重点を置いているとよく言われる。現世利益主義は日本

の宗教の特徴であるかのように論じられる場合が多い。確かに、日本でも –– ただし日本

に限らない –– 仏教的な「歴史観」を受けて「現世」の有様が強調される。しかし（しば

しば忘れられていることであるが）、日本にせよ、世界のどこか別の場所にせよ、宗教が特

に「大衆」に浸透しようとする場合には、人間の「今」に触れなくてはならない。それは、

人間がそもそも問題としているのは「現世」、その中でもとくに「今」だからである。現在

に困っていない人は来世のことを気にするかもしれないが、いわゆる「大衆」の場合、あ

るいは池上が言う「民衆」の場合、現在においてこそ「救済」の必要を感じる人が多いで

あろう。大衆の現世・現在主義は消費文化の発達によって益々強まってきたが、消費文化

を批判する立場から、「今」に焦点を当てること自体を「物質主義」として批判するのは、

当を得たことではない。どんな宗教も、どんな信者も、過去を総括する「伝承」と自分の

「今」との板挟み299となっているのであり、「今」における宗教の意義を積極的に探る営み

はむしろ評価されるべきではないかと筆者は考える。

日本キリスト教史において、「今」を重視した説教者の中でも中田は際立っている。彼は、

                                                  
299 R.E.ダーフィーはそれを「歴史性のジレンマ」（dilemma of historicity）と呼び、遠藤周作を

例として日本人の多くのクリスチャンの歴史意識を批判的に分析している。Richard E. 
Durfee Jr., “Portrait of an unknowingly ordinary man: Endô Shûsaku, Christianity, and 
Japanese historical consciousness,” Japanese Journal of Religious Studies vol. 16, no. 1 (Spring, 
1989), pp. 41–62.



106

いつでもどこでも完全に「今」に生きる人間として、昼夜を問わず自分の直感に従って説

教したり、あるいは急に世界一周旅行に出かけたりする。（中田の旅行歴を見ると彼は遍在

を目指していたかのようである。）交通機関がまだ不便であった時代にも拘らず、地理的距

離を感じないかのごとくに移動した中田は、歴史的距離も認めたくなかったかのように見

える。中田は過去も未来も現在に非常に近いものとして考え、過去も未来も現在における

主張の正当化のために用い、そのために場合によって「偽史」300の作成にも躊躇しなかった

かのようである。中田がキリスト教誕生時代のままのキリスト教を求めたのは、彼が歴史

的発展を、ものごとの原型と原義を乱す過程としてとらえていたからである。当時の「今」

において生まれたキリスト教を「そのまま」現在の「今」に当てはめなければ、キリスト

教の「生命
い の ち

」がなくなる、と彼は言う。（再臨もまた同様であり、中田にとってそれは、「今」

あるいは近いうちに起こらなければならないことなのであった。）

「生命
い の ち

」を優先する中田は、「基督直傳
きりすとぢきでん

の基督敎
きりすとけう

」から「哲學
てつがく

と合
あは

ぬとか、ヤレ科學
くわがく

と衝突
しやうとつ

するとか、ヤレ國風
こくふう

に合
あは

ぬの、常識
じやうしき

に伴
ともな

はぬ者
もの

だ等途方途轍
と は う と て つ

もない事
こと

を言出
い ひ だ

し肝甚
かんじん

の美味
おいしい

ところを取
とつ

て終
しま

ひ、乾燥
かんさう

無味
む み

、甘氣
あ ま け

も鹽氣
し ほ け

もないものにして終
しま

ふ」301つもりはない。

「玄米的基督敎
げんまいてききりすとけう

」という印象的な文章の中で彼は、キリスト教に対する（似非）学者（「イ

ヤハヤ學者
がくしや

振
ぶ

る人間
にんげん

の阿呆
あ ほ う

」）の意見や指導を正面から否定している。中田が隠喩的に述べ

るように、学者の指導と時好とに従って「耳觸
みゝざは

り又
また

は舌觸
したざは

りの善
よ

い」白米を食べる人は、

便秘になるか脚気になるか、そればかりか、「加之
お ま け

に砂
すな

まで喰
たべ

て居
ゐ

る」。つまり、合理性の

視点から脱神話化されたキリスト教を信じようとする人は、それを消化できなくて、神経

                                                  
300 長谷川は「近代日本における＜偽史＞の系譜」において中田の『聖書から見た日本』（1933

年）にも言及し、「偽史」を作成した知識人の事情を次のように述べている。「確かに、木村

鷹太郎をはじめ、石川三四郎はアナーキストとして著名であり、小谷部全一郎や酒井勝軍、

中田重治らはアメリカ留学経験を持つクリスチャンである等、決して偏狭な国粋主義者とは

呼べない。これは一見矛盾するようだが、この場合は、むしろ、偏狭で無知な国粋主義者で

あれば、単純な皇国史観で満足できたのではないか。そうではなく、日本の実情を知ってい

たからこそ、知識を動員してこのような奇怪な「偽史」を創作する必要を感じたのではない

か、そうしなければ自らの日本賛美を正当化できなかったのではないか、と考えられる。」長

谷川亮一「近代日本における「偽史」の系譜 ─ 日本人起源論を中心として ─ 」

http://homepage3.nifty.com/boumurou/tondemo/gishi/gishi.html 参照。この論文の冒頭に本

稿との関わりを明確にする斉藤孝の引用がある。「……非学問的な所説が必ずしも無力なイ

デオロギーであるとは限らない。むしろ、非合理的な議論がかえってその非合理性のために

論理ではなく心情に訴え、感覚を把えて人を熱狂的に行動に駆り立てようとする。いわば、

科学の喪失と神話の再生という文脈の中では、学問的には嘲笑の種でしかない理屈も十分に

その存在理由を見出すのである。」斉藤孝「神々の復活」『歴史評論』263 号（1972 年 6 月）、

77 頁。

301 「玄米的基督敎
げんまいてききりすとけう

」『聖潔之友』1918 年 1 月 17 日。この文章は再臨運動が始まってから発表さ

れたものであるが、それ以前にすでに中田は科学に対して同様のスタンスをとっていた。し

かし、それが科学批判および自己主張としてこの時期に出たこと自体が、中田も再臨の「非

合理性」を意識していたことを示している。同時に、中田は「再臨は時代の思潮に過ぎない」

という批判にも応えていることになる。この点については後ほど更に詳しく述べることとす

る。
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障害を起こすうえに、キリスト教の信仰に全く関係のない知識や方法論を頭に詰め込むだ

けである。こうした人は、自分の社会的身分を気にしすぎて中毒をしてしまう、と中田は

いう。「しかし身體
しんたい

の健康
けんかう

を願
ねが

ふ人
ひと

は始
はじ

めは食惡
たべにく

くても食
た

べ始
はじ

むると玄米
げんまい

で無
なけ

れば夜
よ

も日
ひ

も明
あけ

ぬやうに、原始的基督敎
げんしてききりすとけう

を信
しん

じはじめると堪
こた

へられぬほど嬉
うれ

しくなり、何
なに

よりの證據
しようこ

に

は靈魂
たましい

が生々
いきいき

して來
く

るのである。」302つまり、心身共に健康で生き生きとしていることは、

「真の」キリスト教信仰の目的であると同時に、その証拠でもあると言う。

中田は「聖化＝聖潔」の結果として信者に「真の安心」が与えられると言うが、その安

心は信者を静めるものではなく、むしろ彼らを活発にさせるものである。彼は「宗敎
しうけう

は靜粛
し づ か

な所
ところ

ばかりが可
よい

なら、墓塲
は か ば

が一番可
  ばんよか

らう。生命
い の ち

のないところは實
じつ

に靜
しづか

なものである」303と

言って、信者は自らの得た生命を表出して周囲に知らしめるべきであると常に強調してい

る。また、「今日
こんにち

の急務
き ふ む

は活
い

ける神
かみ

と基督
きりすと

を自分
じ ぶ ん

の實生活
じつせいくわつ

に實現
じつげん

せしめて我儕
わ れ ら

に接
せつ

する者
もの

を

して『實
まこと

にエホバは活
い

く』と言
い

はしめ、彼
か

れに信賴
しんらい

せしむる心
こゝろ

を起
おこ

さしむる事
こと

である。」304

と言って、生命の実現を直接に伝道と結び付けている。ここからはまた、「四重の福音」の

実現が「活
い

ける神
かみ

と基督
きりすと

」の「生命」の実現と同一視されていることも分かる。一般に、「四

重の福音」は信者は受身となるという「消極面」の印象が強いが、「基督
きりすと

は罪人
つみびと

を救
すく

ひ、潔
きよ

め、癒
いや

し、再臨
さいりん

し給
たま

ふ事
こと

、又
また

我儕
わ れ ら

を基督
きりすと

の如
ごと

く為
な

し得
え

給
たま

ふ事
こと

を明白
めいはく

に自分
じ ぶ ん

の生涯
しやうがい

に實現
じつげん

す

る事
こと

」という要求には、積極的なものが認められるだろう。「イエスの活
い

ける事
こと

を此
この

身
み

に顯
あら

はす事
こと

」は信者の生活の目的であって、「生命」を「顕す」ことあるいは「実現」すること

によってキリスト教は「実驗的宗敎
じつけんてきしうけう

」となると、中田は言う。ここで、改めて内村のそれ

とは異なる中田の「実験主義」305理解が出てくるが、更に言うならば、中田は「実験主義」

                                                  
302 同書。

303 『聖潔之友』1918 年 1 月 10 日。

304 「生 活
せいくわつ

の大目的
だいもくてき

」『聖潔之友』1918 年 1 月 31 日。

305 「経験」は、英語の experience あるいはドイツ語の Erfahrung の訳語として用いられる語で

あるが、experience は experiment（実験）と密接に繋がっている。それは、ラテン語の experiri
（試す）という動詞に由来する。「実験」は事実を検証する手続き、「経験」はその手続きに

よって得られた知識、あるいは手続きそのものについての知識（procedural knowledge, 
know-how）を意味する。しかし、両方の意味を合わせた使い方も珍しくはない。近代日本に

おいてもそうであったが、それは、誤解というよりも両者の不可分の関係を意識していた結

果であったのではないかと思われる。

「ホーリネス」に関する注 280 において述べたように、近代になって宗教は内面化され、個

人･自己の信仰生活に中心が置かれるようになる。キリスト教においては、ローマ教皇による

聖書解釈の特権を認めないプロテスタント諸派は、真理を証言するものとしての「聖書のみ」

（sola scriptura）の原則に基づき、徹底的な聖書中心主義の立場を採った。そこで、テキス

ト（聖書）に記録された事実と、信者が日常生活というコンテキストにおいて直面している

事実との関係の解釈問題が新たに提起される。その結果、「経験」（experience）が強調される

ようになる。一般用語の「経験」は、人間と外界との相互作用の過程を人間側から捉えた表

現であるが、特に敬虔主義の流れにおいて強調されてきた「経験」は、外界と自分との接触

を必ず聖書という眼鏡を通して観察する。個人の信仰生活は、聖書の真理を実証するもの、

あるいは実証すべきものとされ、その意味においては「実験」としても解釈できる。「聖書を
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をある種の認知操作としてではなく、むしろ行動規範の一種（つまり、実行主義）として

考えていることが明らかである。キリスト教を実験的宗教とすることは、キリスト・神か

ら「受けた命を実際にに行いなさい」という呼びかけに他ならない。

3.5.2.5. 愛児の死、病気と神癒

キリスト・神から命を受けたからこそ、信者は自分の命を失うことを畏れてはいけない。

中田のこの説教は全く福音的なものである。だが、死が身近なこととなった第 1 世界大戦

の文脈において、彼は、キリストのために命を捧げることと国のために命を捧げることと

を混同してしまう。リバイバルを待望する彼は、大正 7 年（1918 年）の正月に「神
かみ

への御
お

年
とし

玉
だま

は全
まつた

き献身
けんしん

である」306と述べているが、こうした「全き献身」の精神は、「救霊戦」にお

いてだけではなく、「日本
や ま と

魂
だましい

」として日露戦争において「勝
かち

を得
え

る途
みち

」307であったと言う。

                                                                                                                                                    
生きた」とされる信者、つまり自分の生涯を通して聖書の真理を証言したとされる信者（指

導者）の伝記や自伝は、特に敬虔主義派において、事実及び命の保証者として重要な役割を

果たすようになる。

こうした宗教の内面化過程と平行して自然科学が発達していった。宗教と科学を対比的に捉

える必要はないが、仮に両者を対比的に捉えるとすれば、両者が個別に発展し始める段階で

は、宗教側の経験・実験は、どちらかというと、すでに与えられた真理を個人の生活におい

て確認する手続きとして、つまり演繹的に理解された。それに対して、自然科学の実験は、

ある定立・命題から出発したとしても、実験を通して新しい認識を発見しようとして、むし

ろ帰納的に理解されていたと言えよう。そこから経験の主観性と実験の客観性という主張が

生まれたが、実際には、宗教も自然科学も演繹法と帰納法の両方を利用しながら発展してい

くものであり、宗教界にも科学界にも演繹的および帰納的な経験･実験理解の双方が存在する。

自然科学にはない経験概念として神秘主義という宗教的経験、つまり神（存在の根拠）との

一体化の体験がある。そうした神秘的一体化は、新しい認識を目指す実験と見なすことが出

来るが、それは、自然科学的実験の前提条件、つまり主体と客体との区別を超越しようとし

ているため、自然科学の実験概念とは矛盾する。こうした矛盾は、事実的な矛盾よりも、社

会的文脈の中で、倫理的なシグナルとして述べたものと考えられる。つまり、「神秘的一体化」

という言説には、そもそも自然科学（特に近代自然科学）の批判が含まれる。自然科学は、

主体と客体との区別を前提とする客観性を要求しがちであると見られるが、認知過程におけ

る主観的経験の役割を強調する理論家も多い。宗教学においては、経験・実験をどう捉える

かによって、その方法論（インサイダー・アウトサイダー問題）も異なってくる。

内村の「実験」概念の使用は、自然科学者としての彼の背景によって説明されるが、実は科

学者であると同時に宗教家でもある内村が、狭められた科学の実験概念を正そうとしたこと

は本稿の議論によって明らかである。内村の場合、帰納的な形の経験・実験が多く、中田の

場合、演繹的な形の経験・実験が多かったが、木村を含めた三人の共通点は、彼らが、宗教

にせよ、科学にせよ、認知の基盤として、人間の感覚経験（sense experience）と聖書中心主

義を主張したところにある。

306 『聖潔之友』1918 年 1 月 3 日。

307 「殉教せよ」『聖潔之友』1918 年 1 月 31 日。日露戦争に触れたこの記事が取り上げているの

は、戦場から逃げようとした兵士の処遇や、9 万人の戦死者に対する賛美であった。戦争に関

してはこのような記事以外に発表の許可が与えられなかったいう事情も、ここにはあるのか

もしれない。ホーリネスにおいて殉教を賛美する人々は、戦争プロパガンダを信じていたも

のと思われる。Sandra Wilson, “The past in the present. War in narratives of modernity in the 
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救霊戦と日露戦争とを「殉教」概念で結びつけることは、中田に限らずしばしば行われて

いた。戦場の慰問を行った中田が兵士たちの経験を受け止めて殉教の美を唱えるようにな

ったのか、あるいは彼の性格にもともとそのような傾向があったのか、また、「全き献身」

にも顕れている絶対主義的な傾向が「殉教の美」論をもたらしたのかは、判断しにくいと

ころである。だが、「俄然世界未曾有
〔 み ぞう 〕

の大戦争」308であった 900 万人の大虐殺を生き残った

者たちの思いが、各々の性格に従って急進化を迎えたのは、当然のことであったのかもし

れない。

とはいえ、筆者は中田の立場を弁護するつもりはない。同じ状況下にあっても、内村の

判断は異なっていた。内村は、中田が「殉教せよ」と呼びかけたのと同じ時期に、「武士道」

309だけでは足りない、「武士の霊魂
たましい

」に「信望愛の美質を加へらるゝ」べきであると、つま

り「キリストを宿らせまつ〔る〕」べきであると言う。そして「愛」は戦争を許さないとい

うのが内村の立場であった。

第 1 次世界大戦を背景に「死が身近なこととなった」と述べたが、ここには戦場に送ら

れて殺された、あるいは負傷した兵士たちの経験ばかりではなく、初めての世界大戦にお

ける兵の移動によって世界的に大流行した感染症に対する恐怖も含まれる。中でも恐ろし

かったのはスペイン風邪である。これは、抵抗力のある 20～40 歳代の人にとってさえ命取

りとなる恐ろしい病気である。戦争と違って、「見えない」病原体310との戦いには一層の恐

怖があったことと思われる。速水によると「第一次世界大戦の死者は約一千万人と言われ

ているが、〔スペイン風邪は〕実にその四倍（約四千万人）の人命を奪った。」311スペイン風

                                                                                                                                                    
1920s and 1930s,” Being Modern in Japan: Culture and Society from the 1910s to the 1930s. Ed. by 
Elise K. Tipton, John Clark (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2000), pp. 170–184; The 
Russo-Japanese War in Cultural Perspective, 1904-1905.Ed. by David Well, Sandra Wilson
(Houndmills: Macmillan Press, 1999).

308 『内村鑑三全集』第 24 巻、58 頁。

309 「武士道とキリスト教」『内村鑑三全集』第 24 巻、8 頁。池上が初期ホーリネスに関して述べ

ていることは、内村の無教会にも当てはまる。つまり、｢日本の初期＜聖潔派＞における聖潔

の教理の武士道的・修養道徳的性格は、その担い手の多くが男性であったという事実からも

うかがえる。｣（池上（2006 年）、59～60 頁）しかし、「箱根の山中で開かれた修養会（中略）

には、女人禁制によって婦女の汚れを避けて山中で苦修練行に取り組む、仏教徒や修験者た

ちの＜行＞の形態をも彷彿とさせるものがある」（同上）とまでは言えないのではないか。当

時は、キリスト教のどの教派も、夏の暑さを避けて軽井沢や箱根・伊豆等の山中に「サマー・

スクール」を開いていた。初期ホーリネスの大衆集会の写真を見ると、ほぼ半数の参加者が

女性である。彼女らは中田自身の二人の妻ともに婦人伝道師をしていた。もっとも、新しく

設立された教会組織において女性が差別されたことは間違いないだろう。つまり、総会など

の写真には数十人の男性に対して一人の女性（誰であろうか？）しか写っていないのである。

310 当時まだウイルスは発見されていなかった。

311 速水融「「スペイン・インフルエンザ」から何を学ぶか」『機』（藤原書店の広報誌）168 号（2006
年）、1～5 頁。引用は 2 頁。『機』に予告された著作は、『日本を襲ったスペイン・インフルエ

ンザ：人類とウイルスの第一次世界戦争』として 2006 年に出版された。
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邪は、1918 年の 5 月312から 1920 年 5 月まで三つの大波となって日本を襲い、「おそらく当

時の人口五千五百万人のうち、半分はかかった」と考えられ、45 万 3 千人ほどの死者が出

たと言われる。「直後の関東大震災（死者数は最近の研究で 10 万人くらいと下方修正され

ている）は大正時代の出来事として皆知っているが、「スペイン・インフルエンザ」はその

五倍近い人的被害を出しながら近代史のどの本にも出てこない」313と速水は注意を促してい

る。死者には風邪による肺炎等の呼吸器病で死亡した者が多い（ちなみに 1920 年に死去し

たウェーバーの死因もスペイン風邪である）。罹患者の回復率は、地方によってまた月によ

ってかなり異なっていた。全国統計では、前期の流行では 1918 年 11 月が（全死亡者に対

するスペイン風邪による死亡者の割合は 5％）、後期の流行では 1920 年 1 月が最も多い（同

じく、約 10％）。しかし、都市部では全死亡者中のかなりの割合をスペイン風邪の犠牲者が

占めている（東京は前後期とも 27％、大阪は前期 40％、後期 33％、神戸は前期 41％、後

期 30％、京都は前期 51％、後期 30％となっている）314。スペイン風邪以外にも多くの病気

が流行し、特に衛生管理が困難な貧しい労働者階級の周辺では、広範囲を対象とした統計

の数値に比べ、死亡率・乳児死亡率315は何倍も高かったと予想される。速水はアメリカのエ

ル・パソ市におけるスペイン風邪死亡者について「貧富の違いによる被害の違い」316を説明

し、メキシコ出身の移住民地区における衛生状態は白人より何倍もの死亡率を出すほど劣

悪なものであったという。当時の日本の伝染病流行も同様であった。しかし、中田らの初

期ホーリネスが宣教の対象とした人々は、こうした人々、つまり大正期の民衆であった。

当然の帰結として、中田の説教も、愛児の死、死そのものと病気の「神癒
い や し

」、そして「神癒」

の適わなかった場合の「再臨時の再会の希望」に集中していたと言えよう。スペイン風邪

のような「見えない敵」との戦いに「見えない力」として「神の力」を借りようと思った

者もいたかもしれないが、実際には、感染症が流行する中での大衆宣教活動への参加によ

ってかえって感染のリスクを高めたであろう317と推測される。

                                                  
312 速水によれば、1918 年 4 月、日本人として最初にスペイン風邪に罹って亡くなったのは、台

湾巡業中の（東京と大阪出身の）大相撲の力士であったが、次の日本国内における流行は横

須賀軍港においてであった。速水（2006 年）、43～45 頁。

313 同書、4 頁。

314 以上の統計は主に速水（2006 年）、250～252 頁による。

315 池上は厚生統計協会の『人口動態統計』による「乳児死亡率の変遷」を引用しているが、そ

れによると、それまで 16％に下がっていた死亡率は、大正 7 年頃に再び 19％近くに上がった。

池上（2006 年）、88 頁参照。厚生労働省の「人口動態統計 100 年の年次推移」のデータと比

べるなら、乳児死亡率が 3％上昇した場合でも全体死亡率は 0.5％ぐらいしか増えないことが

分かる。つまり、当時の人々の印象では、何よりも乳児が死に近かったことであろう。

316 速水（2006 年）、80 頁。

317 1918 年 10 月 4～27 日、木村清松は大阪の天満教会において前進運動と称する特別伝道を開始

したが、その直後、11 月 2～3 日に日曜学校の校長夫妻がスペイン風邪で亡くなる。19 日、

そして 29 日には「会堂番有本親政の諸兄姉相次いで永眠せられたほか、多くの教会員及び家

族の間に流行性感冒が襲い不幸な事態が発生した。」『天満教会百年史』（1979 年）、43 頁。こ
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3.5.において内村と中田が同様に経験した子供と妻との死別に触れたが、同じ経験が二人

の性格の相違が故に異なる結果をもたらしたかのように見える。遺された親にとって、子

供の死の絶望をどう乗り越えるかによって、その後の人生の希望のあり方が決まるのかも

しれない。しかし、乗り越えの突破口がどう開けるかは、人によって、またその前史によ

って異なるだろう。内村は娘の死去によって「愛の至上命令」を受け、「斯日
こ の ひ

我等の同情は

拡大せられて全世界の子を有
もち

し親
をや

の心を知ることが出来た、然
〔しか〕

り更に進んで斯日我等は其

独 子
〔ひとりご〕

を与え給ふほどに世の人を愛し給へりと云ふ天の父の御心を幾分なりと測
はか

り知るこ

とが出来た」318と言う。「愛し得る能力
ち か ら

」319に与かった内村は、再臨を説く際、それに伴う

審判の恐ろしさなどにはほとんど触れることなく、再臨に行き詰まり苦悩をかかえたまま

の人類と全世界の解放と慰めについて語るようになる。

それと比べて、子供と妻の死に対する中田の反応はどうであったのだろうか。その経験

は、中田の神学（教理理解）をどのように変えたのであろうか。内村の娘ルツ子（16 歳）

が亡くなったのは 1912 年だが、中田の息子差内（0 歳）は 1895 年に発育不良で亡くなった。

中田は妻が出産した時、上京中で、息子を実際に抱いたことがないと思われる320。そして、

早いうちに次男が生まれたことで、長男の死をそれほど悲しんでいなかったと想像される321。

しかし、内村ルツ子に少し先立って、1911 年に中田の妻かつ子が 43 歳で亡くなっている。

米田はこの時期をまた「試練時代」322と名づけているが、当事者以外の者の目には、瀕死の

状態にある妻に対して中田が行った信仰の再確認は厳しいものに見えたのであろう。中田

                                                                                                                                                    
の集会は、再臨運動から身を引いた木村の集会であった。10 月 12 日に児童大会が行われたこ

とを考えると、後に風邪で亡くなった人たちはこの大会において罹患したのではないかと推

測される。

318 「一月十二日」『内村鑑三全集』第 24 巻、39 頁。

319 「愛し得る能力
ち か ら

」『内村鑑三全集』第 23 巻、355～356 頁。

320 小出（1973 年、5 頁）も米田（1959 年、56 頁以下）も、中田が出産に立ち会っていないと明

示的に書いてはいない。しかし、米田の文章を読むと、中田は立ち会っていなかったとしか

考えられない。「寂しい孤島で、結婚後一年一寸で、折角生まれた長男を失い自らも風土病に

悩んでいる〔妻〕の姿を思うと、重治の心には妻に対する名状し難い悲痛な愛情が、湧き上

って来るのを禁じ得なかった」と、米田は、中田が ― 子供を失ったのは自分以上に妻の方

であるとして ― 妻を援助しなかったことを悔悟しているかのように書いているが、米田が

何に基づいてこれを書いたのかは分からない。米田勇自身は、米田豊の第 3 子であって、5
歳のとき以降も 6 人兄弟・姉妹の死を経験した人である。そして、兄弟の死に立ち会うたび

に父の深い悲しみを見たのであろう。米田は父親としての思いを中田の場合にも見出そうと

努力したのであろうが、そうした感情が長男の死を知った中田に実際あったかどうかは疑わ

しいのではないだろうか。

321 文献からは中田の息子の死去に対する反応が読み取れないので、それについては推測の形で

書くほかない。池上（2006 年）も「第二章 信癒（いやし）の教理と愛児の死」において、6
人もの子供を失った米田豊の神癒理解を分析しているが、中田自身の経験には一切触れてい

ない。

322 米田（1959 年）、179～190 頁。
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はかつ子の信仰（救いの確信、聖潔の体験、再臨の希望）を一つずつ確認していった。記

述のし方によるものかもしれないが、このように妻や自分自身の感情を見せずに教理の理

解を確かめていく中田の態度は、確かに冷たく見える。また、中田が自分で告白している

ように323、彼が以前より信仰において妻に負けていたということを想起すると、そもそもこ

うした再確認を行う必要性は全くなかったのではないかと思われる。

池上によると324、「教理」だけを提供し続けた中田と、死、特に愛児の死を、場合によっ

て教理の妥当性までをも疑うほどに実存的な挑戦として体験した信者たちの間には、「理

念」と「現実」の葛藤から生まれるずれがあった。池上は、前者を「主張されている宗教」、

後者を「生きられている宗教」としているが、そうすると、中田の主張は、「生きられてい

る宗教」ではないことになってしまう。池上の意図は理解できるが、そこで彼もまた、加

藤が大内三郎の「大きな誤解」と呼ぶものと同様の誤解に陥っているのではないか。加藤

によれば、大内の内村評は「内的必然があって、＜借りものではなく＞再臨強調の言葉が

生まれた」と好意的であるが、中田については、「東洋宣教会の『四重の福音』という教義

から、＜上から与えられ＞たものに過ぎないので、興味はない」と切り捨てている。これ

に対して加藤は次のように言う。

「中田重治にとって、四重の福音は、体に染みついていたのである。体験と結びついた

教理である。だから内村の再臨運動は短期であったが、ホーリネスは終始再臨信仰に生

きたのである。」325

先に、内村と中田の二人の「実験主義」についての説明を試みた。その方向性（内村は

帰納的、中田は演繹的）が異なっていたとは言えるが、二人の場合、如何なる教理も徹底

的に「生」と繋がっていた。四重の福音は、中田にとって最初は借りものであったかもし

れないが、その教理が分かりやすい「対処戦略」（coping strategy）として彼自身および他

の多くの人々の役に立った結果、彼らの「体に染みついた」のである。それで「ホーリネ

スの群は、中田重治の説教が語る＜教理＞によって、自分たちのアイデンティティを確保

することができた。」326「四重の福音」を「対処戦略」として考えると、その有用性は明ら

かである。どのような理由であれ、「救い」を求めていた人がまず「新生」を受けるように

なる。しかし、新生を受けてもほとんどの信者が道徳面で失敗し続ける。そこで「聖化＝

聖潔」を受けることによって解決が可能となる。その解決とは、信者の精神だけではなく、

信者の全存在に対する治療法（「神癒」）である。万が一病気が癒されないとしても、病気

で亡くなった親しい人々とは、救い主イエス・キリストの「再臨」の時に再会できる。

                                                  
323 米田（1959 年）、188～190 頁参照。中田はかつ子を「私の生命の親」と呼んでいる。

324 池上（2006 年）、88 頁。

325 加藤（2003 年）、220 頁。

326 加藤（2003 年）、215 頁。
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以上は、中田らの「四重の福音」の実践的効果を軽侮して機能論的解釈で済まそうとす

るものではない。むしろ筆者はそれを積極的に評価したい。つまり、「四重の福音」の教理

は確かに「神学」と呼ばれるほど複雑ではないが、その代わり、信者の頭と心に「粘着す

る思想」（ideas that stick）である。「四重の福音」の「粘着性」（stickiness）は、学問のな

い人に対してのみ効果のあるものではない327。むしろ、「粘着する思想」は、時代とともに

数多の思想の中から選別されたものである。宗教に関して言えば、信者の信念は、しばし

ば神学的主流と矛盾する328。最近の認知科学は、「粘着する思想」の特徴として、覚えやす

いこと、最小の理論的複雑さをもって最大の実践的複雑さをもつ問題に対処できること、

感情に対して最も効果的に訴えかけることを挙げている329。中でも、最後の感情的要素が重

要だとされる330。要約すると、中田の教理にこうした「粘着性」があったことは、「四重の

福音」が覚えやすく、生活がいかなる状況にあろうとそれに対する解釈を可能とし（また

苦境にあってはその克服を可能とし）、感情的にも信者に受け入れられやすい教理であった

ことから明らかである。中田自身、その教理の効果を体験したことがあり、信者の経験と

矛盾する教理を説いたわけではなく、信者の経験における苦難の克服への「近道」を教え

たのだと考えられよう。だからこそ、彼も妻が危篤に陥ったとき、彼女のためにも、自分

のためにも、「四重の福音」による信仰告白を求めた。そして葬儀において、旧約聖書に伝

えられているエノクの奇跡的神隠しを歌う『リバイバル唱歌』の 100 番（故人愛歌）331を唱

                                                  
327 この事実は、加藤に引用されている比屋根安定の思い出からも読み取れる。「あいつも伝道館

出身かと疑われる者もいるが、今日の教界で大手を振っている者でも、素性は淡路町生まれ

であって、ホーリネス的裸体の上に神学的武装いかめしい者もいる。海老名の本郷、植村の

富士見町、内村の柏木と双
くら

べて、中田の淡路町は、救霊の事実において決して劣れていなか

った。」加藤（2003 年）、208 頁。

328 D. Jason Slone, Theological Incorrectness. Why Religious People Believe What They Shouldn’t
(Oxford: Oxford University Press, 2004) 参照。

329 こうした研究は文化的進化論を基盤にして、R.ドーキンスの『利己的な遺伝子』（英語 1976
年、日高敏隆、岸由二、羽田節子訳 1991 年）において初めて提案された「ミーム」（meme）
のあり方について調べたものである。遺伝子（gene）が生物学的情報を世代を超えて伝達す

るのと同じように、「ミーム」は文化的情報を世代から世代へと伝承するという。ドーキンス

によると「文化的伝承は遺伝的伝承に類似する」が、その一要素である言語は「遺伝的でな

い方法で、遺伝的進化と比べて桁違いのスピードで進化する。」また「文化的伝承は人間に限

らない」ことも指摘されている。Richard Dawkins, The Selfish Gene（1989 年版）、189 頁。経

済社会学は「思想の粘着性」を研究することによって「成功」の秘密を解明しようとした。

最近の研究結果として、Chip Heath と Dan Heath は Made to Stick: Why Some Ideas Survive and 
Others Die (Random House, 2007) において「粘着する思想」の特徴を SUCCES（成功）の略

語にまとめて、Simpleness（単純性）、Unexpectedness（意外性）、Concreteness（具体性）、

Credibility（信頼性）、Emotion（感情）、Stories（物語）としている。グラドウェルも「思想

の粘着性」に言及している。

330 こうした研究は、発想･教理自体の特徴を明らかにするが、本稿に紹介した言説理論において

指摘されたように、それに加えて、その発想･教理を伝える者とその文脈の特徴にも注目すべ

きである。

331 米田（1959 年）、186 頁。
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えながら、妻の苦しい病死の体験を美化したのである。

内村は中田のホーリネスに代表される「神癒」観に早い時期から反対していた。それは、

内村がそもそも人間を霊肉を備えた存在と捉らえ、そのどちらの要素も無視・軽視しては

いけないと言って、「人を救うには、霊肉両方面からなされなければならない」332と考えた

からである。ペンシルベニア（エルウィーン）の福祉施設での体験以来、彼は医学に強い

興味を示し、息子が医者となることを大歓迎した。しかし、内村は、ホーリネスが主張し

たようなアプローチ、すなわち、「神」と「自然」をあたかも原理が違うかのように区別し

て、「神」を優先すると同時に「自然」の理法に背くようなアプローチを否定し、「薬は矢

張り神が造り給ふたもの」333であると考えていた。また、「悪
○

い
○

事
○

と
○

は
○

医
○

師
○

に
○

の
○

み
○

頼
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て
○

神
○

に
○

頼
○

ら
○

な
○

い
○

こ
○

と
○

で
○

あ
○

る
○

。（中略）吾等神を信ずる者は適
・
当の範囲内
・・・・・

に於て医師を信ずべきであ

る」とも言っている。原島334によると、ここに「なによりも常識を重んじる」内村が現れて

おり、これは内村の「知識・信仰」の二点一本論、また「神の摂理」への信仰に基づいた

ものである。しかし、次の段落との関係で興味深いのは、内村がいわゆる「神癒説」に反

対するもう一つの理由として、それが「肉
△

体
△

の
△

治
△

療
△

を
△

余
△

り
△

に
△

重
△

視
△

す
△

る
△

」335ことを挙げている

点である。

3.5.2.6. 中田と電信技術

3.5.2.4.において、大衆文化における「今」の重要性に触れたが、同様に大衆文化の特徴

として技術への好奇心が挙げられる。スレードはアメリカの大衆文化について「道具や玩

具の愛好が大衆文化の特徴であるというだけではない。人々が益々テクノロジーを中心と

して組織されていくということもある」336と述べたが、これは過去の日本にも現在の日本に

も当てはまることであろう。ここでのテクノロジーとは、大方の読者が想像するであろう

ような「物質的」な技術だけを意味するものではない。スレードら大衆文化研究者にとっ

ては「文化」自体も一つの「技術」、すなわち「情報をソートし、メッセージを解釈し、価

値付けをし、意味を確立するための技術」337である。そのような技術である文化は、当然、

いわゆる狭義の技術に類似した発展を遂げていくはずであろう338。例えば、産業革命の裏で

                                                  
332 原島正「内村鑑三の＜神癒＞観」『内村鑑三全集 月報 39』（1983 年）、6～10 頁。引用は 7

頁。

333 「信仰治療の可否」『内村鑑三全集』第 10 巻、388～391 頁。

334 原島（1983 年）、6～10 頁。

335 『内村鑑三全集』第 23 巻、98 頁。

336 スレード（1994 年）、157 頁。

337 スレード（1994 年）、152 頁。

338 技術と文化に関しては、技術が文化を決定すると主張する技術決定論者と、文化とその社会

的･政治的文脈の支配構造を通して伝承される記号体系が、技術の面を含めて大衆の生活を
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進行した分業化は、文化においては「知性と嗜好という二つの官僚制をもたらした」（つま

り、high culture と popular culture の二体制を作った）知識の専門化に相当するものであ

る。しかし、エリートを自認する社会階級は、自らの支配の具である専門知識と嗜好を、

大衆に入手可能な専門知識と嗜好とは「質的に異なる」ものと見なして、自らは「一層洗

練された非物質的な探求」を行っているのだと主張する。（日本では、「修行」の理念のう

ちにこうした態度が見事に表れている。）

近代に入ってから、新しい技術に惹かれる大衆に対して、エリート意識を持つグループ

内で「テクノフォビア」が流行るようになる。このテクノフォビアは、ほとんどの場合、

潜伏する大衆（文化）フォビアである、とスレードは指摘している。それとは逆に、大衆

にとって「技術」はある種の「霊性」を感じさせるものである339。実は、初期のホーリネス

において技術と霊性との関係の問題が重要な役割を果たしたことは、ホーリネスに関する

研究において、しばしば見落とされている点である。カウマン夫妻および（夫妻の下で回

心した）来日したキルボルンの影響で、初期のホーリネスには、技術に対する積極的な意

欲が見られた。しかし、中田の影響のもとに、技術、特に近代医学による治療技術が否定

されるようになる。この二つの傾向の間には、かなりの矛盾・緊張が生じたように思われ

る340。

池上は、初期ホーリネスの電信技術への強い関心とそれによる諸活動（『天よりの電報』

発刊、電信員伝道等）を分析し、技術用語が如何に神学的教理の説明・解釈に使用された

か、そしてキリスト教徒となった電信員たちが自らを基本的に「天来の電信を受る」、そし

てその「明かなる音響を発する」いわば「神の愛の電流」の媒体として理解したことを明

らかにしている341。つまり、人間自身が創った技術であるにもかかわらず、その技術自体と

それを使用する者が、霊に満たされた作業・作業者として肯定される。そして、以上の活

                                                                                                                                                    
（象徴的）帝国主義に沿って決定すると主張するポストモダンの論者がいる。スレード（1994
年）、160～161 頁。

339 技術を通して経験される霊性は、2005 年に東京で開催された国際宗教学宗教史会議（IAHR
2005）のパネルにおいて、携帯電話のブームを例にとって「接続の霊性」（spirituality of 
connectivity）として議論された。進化論に関して言えば、近代における技術の発展が基本的

に「最善の霊的探求」とも見做されていたことを忘れてはならない。現代日本の宗教界にお

いて、霊的探求テクノロジー型のアプローチは、特に幸福の科学などの新宗教に代表される。

（『永遠の法』という映画は、その見事な例である。）

340 中田（聖書学院）とカウマン･キルボルン（東洋宣教会）が分裂に至った理由の一つとして、

技術に対する姿勢（とそこに現れている近代文明の評価）の相違があったのではないかと思

われる。

341 池上（2006 年）、「第三章 電信員伝道をめぐって」、107～140 頁参照。池上には賛同する点

が多いが、初期ホーリネスの信者が専ら電信員であったかのように書かれた部分は誤ってい

ると思う。実際には、ホーリネス信者のうち電信員はごく一部であった。「救済の根拠を一元

的に全能の神に任してしまうのではなく、信徒ひとりひとりの向上への努力をある程度まで

認め、自助の精神を尊重するような教理」（136 頁）は彼らに通じたかもしれないが、他の信

者に通じたかどうかは疑わしいだろう。
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動を通して初期ホーリネスが、明治期・大正期におけるキリスト教主流派の到達すること

の出来なかった人々の間にそのメッセージを広めることが出来たことは、評価すべきであ

る。

しかし、なぜか、中田の技術に対する態度は違う。彼は伝道活動に当時の広告メディア

を盛んに使用したにもかかわらず、そこには「何
なん

でも人間
にんげん

の細工
さ い く

が加
くは

はると駄目
だ め

になる」342）

という心構えがある。中田は、ジョン・ウェスレーの信仰を継承していると主張するが、

ウェスレーは、技術、中でも治療に使える技術を非常に重んじていたといわれる。例えば、

安い治療法として電気の応用法を研究し、当時、電気応用の実験を進めた医者・学者の中

でも先駆者343であったと言われる。

ところが、歴史上人間は、宇宙における自らの地位を低めてしまうと考えられる発想・

観念に強く抵抗し続けてきた、とマズリシュ344は指摘する。スレードは、人間中心的宇宙論

に基づく技術に対する態度を次のように要約している。「私たちは、創造者が被造物とは違

うという希望を抱き続けている。自らが生みの親であることを認めようとせず、あたかも

テクノロジーが自分とは全く違う他者であるかのように、むしろ自分をテクノロジーとの

対立を通して定義しようとする。」345

一見したところ、中田や（神の力を強調する）内村は、人間の地位ではなく神の地位を

低めてしまうようなあらゆるものに抵抗したかのように見える（この中には技術も含まれ

る）。中田について言えば、彼は西洋から移入された治療法の効果を否定しはしない。しか

し、病気以外の場合には神に頼るのだから治療に関しても同様にすべきだと言って、神と

西洋の治療法に同時に頼るのだとすれば、両者の効果が相矛盾して、むしろ病気の悪化を

もたらしてしまう（対立する原理を混合すべきではない）と主張する。医薬の全面的拒否

の立場を正統的なものとはっきり述べたものに、笹尾鉄三郎の次の文章がある。「神に頼む

と云ふ以上は医者にも薬にも頼まない事です、二心ではならん、もし医者にかゝる時二人

                                                  
342 「玄米的キリスト教」『聖潔之友』1918 年 1 月 17 日。

343 ウェスレーの研究成果は、1747 年に Primitive Physick, or An Easy and Natural Method of Curing 
Most Diseases、また 1760 年に The Desideratum: Or, Electricity made Plain and Useful by a Lover of 
Mankind and of Common Sense と題して出版された。電気治療をめぐるウェスレーの研究に対

する評価については、H. Newton Malony, “John Wesley and the Eighteenth Century 
Therapeutic Uses of Electricity,” Perspectives on Science and Christian Faith vol. 47, no. 4 
(American Scientific Affiliation, December, 1995), pp. 244–254 参照。

344 Bruce Mazlish, “The fourth discontinuity: The co-evolution of humans and machines,” 
Technology and Culture vol. 13 (Society for the History of Technology, 1972), pp. 216–232.

345 スレード（1994 年）、152 頁。人間が神の似姿に創られたというキリスト教における人間観の

大原則は、こうした創造者と被造物との間にある対立／依存関係を表現するものであり、更

に構築論の立場から言えば、人間がその日常生活の経験を反省して言葉に表したものである

かもしれない。しかし、似姿論から人間中心主義を排除することができれば、そこには広義

のテクノロジーに対する人間の恐怖感を癒す潜在力があると思う。
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の医者にかゝつたならば、薬が衝突して如何なる事が起るか分からない。」346ここで笹尾が

医薬を「自然法」としていることは興味深い。つまり、彼は –– 人間と機械を対立させる

機械恐怖症に悩む多くの人とは違って –– 「研究を積んだ結果神の與へ給ふ材料を用ゐて

癒す」ことを人間の本質から離れた「不自然」な方法とはしない。しかし、「自然法によれ

ば未信者でも、また動物でも癒えます、然し此處に自然以上の働がある、即ち信ずるもの

に医薬の力にあらずして、キリストの贖の働き其血潮の能力によつて聖霊が肉体働き、其

不思議なる働の結果如何なる病をも癒さると云ふ事であります」と笹尾が述べるとき、そ

の裏にある意識としては、人間を ― 神の被造物であるとはいえ ― 他の被造物と同等と

するような治療観に賛成するわけにはいかないというものだったのではないだろうか（中

田もまた同様であると思われる）。つまり、「神癒」は神の地位を高めるもののように見え

て、「信仰を抱くことのできる」才能をもって選別された人間の地位の保全にこそその眼目

があるのである。中田が進化論に反対したのは、「漸次説」に納得できなかった、あるいは

納得しようとする意志がなかったというだけではなく、「人間」を基本的に「動物」と捉え

る進化論の核心的部分に抵抗を覚えたためでもあったと言えるだろう。

内村の場合、そのような視点はあまり出てこない。彼は、被造物である人間の救いと他

の被造物の救いを同時に起こるものと考え、「自然」に対する人間の優位性より、「人間」

に対する自然の期待と憧憬を強調した347。その限りで、内村が遅れて辿り着いた進化論批判

には、「漸次説」への批判という要素のほかに、（後述のように）自然（すべての被造物）

に対する人間の責任を訴えようとする要素もあったと思われる。

再臨運動の中で、その推進者たちは、以前より激しく「非合理性」や「迷信」について

の批判を受けるようになるが、そうした批判はすでに「神癒」信仰に対しても存在してい

た。しかし、医薬を全面的に否定して、「迷信」とされた「神癒」に頼る初期のホーリネス

は、人工の技術のすべてを否定するほど「迷信にとらわれていた」わけではない。むしろ、

初期のホーリネスにおいては、神学的な解釈を可能とし、伝道精神に親和性があり、同時

にある種の霊性を感じさせるような「コミュニケーション技術」が好意的に見られると同

時に、キリスト教的人間観と矛盾する技術が否定されている。池上は、否定される「文明

＝技術」の中でも、特にその「資本主義社会の発展にともなう消費文化一般」を強調し、

ホーリネスには強い禁欲的倫理観があるからこそ「彼らが近代国民国家の組織化をうなが

                                                  
346 「神癒の恵」『焔の舌』1904 年 2 月 10 日。

347 内村はこの思想をローマの信徒への手紙を材料に展開していくが、特にその第 8 章が内村の

世界観にとってどれほど重要であったかは、次の引用から読み取れる。「羅馬書の第八章は基

督教を収縮したるものである、若
〔も〕

し聖書が金の指輪ならん乎、羅馬書は其宝石にして其第八

章は宝石の尖頭である、故に此短き一章の中に宇宙人生に関する最も重要なる真理が包含せ

られて居なければならない、而して実に其十四節乃至二十三節の如きは確かに其れである。」

「基督再臨の欲求」『内村鑑三全集』第 24 巻、168 頁。再臨運動以前にも、内村はこの書に惹

かれていたが、再臨運動の間に、彼の再臨観の宇宙論的次元を明確に示すものとしてそれは

更に重要になっていった。
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した啓蒙化の渦の中に巻き込まれ」348ざるを得なかったと論じている。確かにそうした可能

性は否定できない。ただしここで、「合理性」と「救済」とが対立しているかのように見え

る本稿の標題に関して（および後述する内容に関して）、池上と共に「両者の密接な結びつ

きは、＜合理的科学＞対＜超合理的宗教＞といった単純な対立図式ではとらえられない」349

と言っておかなければならない。

こうした内村や中田らの当時の文明に対する重層的な対応の諸層を地質学者のように分

析する時、単純化された概念の使用における多義性に最大の注意が払われるべきである。

「合理性／非合理性」の対立だけではなく、「霊的／肉的」の対立も同様である。ときに、

矛盾する発想が同じ概念で表わされることがあるからである。それは、その概念をそれぞ

れの状況・文脈においてそれぞれ違う観点から捉えたことによる。先に述べたエリートの

「一層洗練された非物質的な探求」は、キリスト教徒となったエリートの場合、教理の「霊

的解釈」として現れる。そして、再臨の教理を含めて、こうした霊的解釈の主張は、単な

る聖書解釈をめぐる論争よりも、階級意識の対立を露わにすると言えよう。言い換えれば、

エリートと民衆の対立は、再臨運動において、「霊的再臨」か「肉的再臨」かという神学的

論争を通じて表現された。しかし同時に、同じ「霊」の強調は「神癒」や「聖潔」等の教

理における初期のホーリネスにも見られる。この場合、「霊性」の主張は、エリートを目指

すキリスト教界の「合理主義」だけではなく、近代資本主義社会の消費文化の「物質主義」

を攻撃するものでもあった。

3.5.3. 内村から見た中田との出会い

柏木の火事事件に関しては、次のような記述がある（ここには内村の祭礼寄付拒否に関

する言及もある）。「翌大正六年九月〔日付不正確〕、彼が住んでいた、東京柏木の内村家が、

隣家の風呂場から出火して、類焼の危機にさらされた。消防手たちは、内村が祭礼に寄付

しないのを根にもって、内村の家に火がついても消そうとしない。その時、聖書学院の修

養生（当時神学生をそう呼んだ）たちを連れて駈けつけた中田重治は、屋根に登って消火

を指揮し、修養生たちのバケツのリレーで、内村家にすでに燃えついた火を消し止めた。

翌日、内村は中田家をたずね、昨夜の礼を述べて、『家を焼けるのは諦めても、本は焼きた

くないと思ったが、お蔭様で……』と頭をさげた。内村を応接間に招じ入れた中田は、『再

臨運動で協力しよう』と話を持ち出し、内村もそれに同意したのである。」350ここでは、再

臨運動を最初に持ちかけたのは中田であるように見えるが、木村の回想においては、内村

のほうから呼びかけたように見える。木村はアメリカからの帰国後、内村に同地における

                                                  
348 池上（2006 年）、136～139 頁。

349 池上（2006 年）、139 頁。

350 『ホーリネス・バンドの軌跡 リバイバルとキリスト教弾圧』ホーリネス･バンド弾圧史刊行
会編（1983 年）、19～20 頁。
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再臨運動の流行について話したが、当時内村は全く興味を示さず、「フン！」と答えただけ

であった。しかし、「それから数年、先生は『再臨運動』を起され、中田重治君も来るから、

君も来て、是非仲間に入れとのことで、私共三人は一生懸命この大問題を携げて日本中か

け廻った」351というのである。

内村の書簡を調べると、火事は運動開始直前の秋ではなく、1916 年 7 月 17 日（午前 1

時半）、つまり運動開始の 1 年半も前に起こったことが分かる。そうだとすれば、「再臨運動
・・

で協力しよう」という話が火事の翌日にあったとは考えにくい352が、事件前後の書簡と『聖

書之研究』を読み合わせると、興味深いことに、内村の方から中田に近づいていったらし

き気配が言葉使いに感じられる。その前月の「過激
くわげき

と狭隘
けふあい

」353の中で内村は、「教会者」の

「過激なる者」に対する嫌気と「寛宏なる者」に対する好意を批判して、キリスト教は「過

激なる宗教」及び「窄き宗教」だと強調する354。また「失敗の成功」355において彼は「教会

者」が年を取れば取るほど若い時期の民衆主義・自由主義・理想探求・革命心を忘れ、「保

守主義の仏教や儒教に帰る」ので、「不朽の生命」に与かることができなくなると述べる。

その理由を、内村は、彼らはこの世における教会として成功しようとしているからであっ

て、「神の国」は「此世の国に非ず」ということ、つまり「基督教は霊的宗教である」こと

を忘れてしまったからだと言う。キリスト教は「成功に臨んでは更に高き理想を求めて生

命の固定を避くるにある、此世と其勢力とに対しては常に戦闘的態度に立つにある、生命

は流動す凝結しない、生命は抵抗す征服せられない、願くば恩恵裕かに我等に加はりて我

等も亦永久に老ひず神の若き子供として存せん事を」と内村が述べる時、彼は単に教会を

批判しているのではない。彼は自分自身のエリート主義に気づき、伝道者としての自分自

身の期待も抑制しようとしているのである。内村の成功批判は「数量的基督教」356に対する

批判であり、「商売の原則に従う」教会に抵抗して、「霊」の教会を主張するものである。

また、明らかに彼は、霊的キリスト教を知識人や支配者に訴えようとしているのではない。

彼は「日本に聖書を与ふる最良の方法は（中略）之を国民の間に入るゝにある」357と言って

いる。つまり、火事事件をきっかけに中田に接近したころの内村は、外面的文明に対する

批判と、霊・生命・民衆とを強調していたのである。それだけでなく、内村が翌年の宗教

改革 400 周年記念についてすでに考えていたかどうかはわからないが、彼は自分自身の「主

                                                  
351 鈴木範久『内村鑑三日録 9 現世と来世』、366 頁。

352 しかし、中田を訪問した内村が、当時東洋宣教会の聖書学院で教えていた渡辺善太から Seiss
著の Lectures on Apocalypse を借りて、熱心に研究したことが伝えられている。

353 『内村鑑三全集』第 22 巻、384 頁。

354 池上は初期ホーリネスのラディカリズム及びファンダメンタリズムの根拠を調べたが、一般
的にそれらの特徴は「過激」と「狭さ」にあるのではないだろうか。

355 『内村鑑三全集』第 22 巻、385～389 頁。

356 『内村鑑三全集』第 22 巻、368～369 頁。

357 「日本における聖書の研究」『内村鑑三全集』第 22 巻、378 頁。
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義」をあえて否定するまで「プロテスタント主義」358を文字通りに解釈し、「プロテスタン

ト主義はキリスト対人巧主義である、信仰対教会主義である（中略）複雑に対して闘ふ簡

単である、死せる制度に対して闘ふ活ける生命である」ことを確認して、その理想に応え

るように生きようと決心する。つまり、1916 年の夏までに、内村は徹底的な改革心を抱く

ようになり、そこから内村自身にとっても未曾有の発展が始まったのである。

こうした状況の中での火事事件は、内村が藤井武に宛てて書いたように、彼の思想形成

にとって「誠に善き火のバプテスマを授かり申候」359と表現されるほどの出来事であった。

またこの言葉には中田の影響が現れているのではないだろうか。しかし内村が、それまで

                                                  
358 『内村鑑三全集』第 22 巻、259～260 頁。

359 『内村鑑三全集』第 38 巻、202 頁。以下に火のバプテスマ（baptisma pyros）について簡単

に説明することにする。

火は、旧約聖書において神の臨在または供犠を示す。火が降
くだ

ることは、犠牲が受け入れられ

たことを意味した。更に火は汚れを除くものでもあった。

バプテスマは、血縁主義的なユダヤ教において、異邦人の改宗儀式として課せられた。この

ような原初的理解は、バプテスマのヨハネによって神の終末的審判に対する悔い改めの徴と

して転用された。新約聖書における火のバプテスマの思想は、マタイによる福音書 3 章 11
節などに伝えられている。バプテスマのヨハネは次のように言う。「わたしは、悔い改めに導

くために、あなたたちに水で洗礼を授けているが、わたしの後から来る方は、わたしよりも

優れておられる。わたしは、その履物をお脱がせする値打ちもない。その方は、聖霊と火で

あなたたちに洗礼をお授けになる。」こうした積極的な意味を持つ火によるバプテスマに続い

て、次節において火による「殻」（麦＝義人とされない、十分に悔い改めていない人々）の焼

却が予告される。ヨハネによる福音書 1 章 26～27、33 節及び使徒言行録 1 章 5 節においては、

同じ予告が単に（火ではなく）「聖霊」のバプテスマと呼ばれている。イエス自身はバプテス

マを授けなかったようであるが、イエス昇天後、ペンテコステにおける聖霊の降臨が、とり

わけ火との関連において述べられている。聖霊の賜物の一つとして弟子たちに未知の外国語

を話す能力、つまり「炎のような舌」が賦与される。しかし、これらの記述において「聖霊

の賜物」は「洗礼」（バプテスマ）の概念と結び付けられてはいない。

初期キリスト教の迫害の際に火炙りによる殉教者が現れると、火炙りが火のバプテスマと見

なされ、信者はそれを受けた瞬間に天国に行くという解釈が広まっていった。19 世紀になっ

て、この概念は出征した兵士が無事帰還することを指して、「火のバプテスマを受ける」のよ

うに世俗的な意味で用いられるようになった。それ故、第 1 次世界大戦当時の日本において

も、戦争との関連で「火のバプテスマ」という言葉が知られていたかも知れない。

本稿で紹介した人物に関して言えば、汚れを焼き尽くすという火の働きは、特に中田重治に

よって強調された。その場合、火は聖霊と同等と考えられ、つまり、罪人の体に入ってくる

聖霊は、火をもってすべての汚れを焼き尽くした後、人間の体を満たし、中に宿るようにな

るのである。中田はこうした身体的経験を「聖化」あるいは「聖潔
き よ め

」（ホーリネス）と呼んで

いるが、ペンテコステ運動においては、「聖霊のバプテスマ」あるいは「聖霊の賜物」という

概念の方が多く使われる。他の箇所で説明したように、木村もシカゴのムーディー聖書学院

在籍中に、「聖霊の賜物」に与かったと言う。

内村は何よりも、火事の経験に打たれて「火のバプテスマ」という概念を直感的に選んだの
であろうと思われるが、そうした表現の中に、中田に代表される「聖霊派」に対する容認の
姿勢も含まれていたと考えられる。「聖霊派」の活動と主張を批判的に見てきた内村は、中田
に助けられたことも含め、火事そのものを神に与えられたバプテスマとして理解したようで
ある。
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疎遠であった中田を（火事当日の手紙において）直ちに「友人」360としたこと、および翌日

に中田宅を訪問した際に「わしの近くにこんな人物がいるとは！」361と嘆じたことは、彼が

中田から受けたインパクトの大きさを物語っている。内村は「屋根に登って消火を指揮」

した中田を見て、その身体的バイタリティーに打たれたのであろう。

実は、藤井宛に内村が「委細は八月号雑誌にて御承知被下たく候」と書いているにも拘

らず、『聖書之研究』8 月号362には、「火事」への直接的言及がない。しかし、文面を注意深

くたどるならば、内村が受けた衝撃の跡が見つかる。「惟一の事業」では、「我等の事業は

我等を神の前に義としない、キリストの聖業
み わ ざ

が我等を潔
きよ

く玷
かけ

なく咎
とが

なき者として神の前に

立たしむるのである」、「キリストの生と死（中略）殊に十字架上の彼の 贖 罪
〔しよくざい〕

の死（中略）

が我等の事業であり、また我等の救済
す く ひ

である」のように、人間がなし得る事業を完全に否

定している。また「神の存在の証拠」では、「神は有る、有らねばならぬ、若
〔も〕

し神がないと

すれば宇宙は混沌である、少なくとも無生の機械である、然れども我にさへ生命がある、

霊魂がある、 而
〔しか〕

して此小なる不完全なる我にさへ霊魂があるならば況
〔ま〕

して宇宙に於てを

やである、神は宇宙の霊魂である云々」のように、生命を現す霊魂を賛美している。次に

彼は「奇跡の存続」を説いて、キリスト教を「意志の宗教」とするが、また完全な他力信

仰の形で「神を信ぜんとする意志の宗教である、信者は意志を神を信ぜんがために使ふの

であつて事を為さんがために使はないのである、而して 斯 如
〔かくのごと〕

くにして起りし信仰の結果

として事業は自
おのづ

から信者に由りて挙り、彼の感情は高まり又潔
きよ

められ、彼の頭脳は鋭利に

又明 晰
〔めいせき〕

になるのである」と言う。内村は「自己の虚うして神を以て充されんと努む、己が

善行を挙げんとせずして神の恩恵を信受せんと力む（中略）此努力に成功して彼〔信者〕

は凡の事に於て成功する」と確信して、以前絶望したところから新たな自信を持って出発

している。内村はこの 1916 年 8 月号において、次々と自分の発想をそれぞれ短い文章にま

とめている。万物に対する神の所有権、ルツ子の「モウ往きます」を覚えて、最後の日に

しか顕わされない来世の光明へと歩みだすこと、信仰の実験の表明としての教義と儀式の

必要性、儒者に学ぶ独立と威厳と、内村が長文ではなく九つの短文を通して火事事件の諸

側面を伝えていること自体が、彼が中田との出会いによって、また火のバプテスマによっ

て受けたエネルギーを証ししているのではないだろうか。

そして、その次の 9 月号363の最初の文章においては「キリスト再臨の信仰」が「新約聖

書の根本思想である」ことを明言し、対独墺宣戦のニュースが伝えられた日に書かれた「欧

州戦争と基督教」の中では、「最後の大審判」と「キリストの国の建設」を預言し、「基督

教は人類の進化、社会の自然的発達を唱へざること」を改めて述べている。「現在し給ふキ

                                                  
360 『内村鑑三全集』第 38 巻、199 頁。

361 米田（1959 年）、255 頁。

362 『内村鑑三全集』第 22 巻、391～398 頁。

363 『内村鑑三全集』第 22 巻、399～426 頁。
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リスト」という一文は、実は、内村が火事の二日後にモアブ婦人会で講演した内容を書き

起こしたものである。ここでも火事への直接的言及はないが、日常生活の実際問題に悩む

時、問題の軽重を問わず、「生きたる伴侶
と も

、生きたる先生、生きたる導者
みちびきて

」キリストに頼み、

指導を受けるべきと言う。内村はヨハネによる福音書 14 章 19～20 節に基づいて「初代信

者の確信」について「キリスト
、、、、

は
、
今
、
我等
、、

の
、
友
、
と
、
して
、、

我等
、、

と
、
共
、
に
、
あり
、、

事毎に
、、、

我等
、、

を
、
助け導き
、、、、

死する
、、、

時
、
に
、
も
、
我等
、、

を
、
迎
、
へ
、
給
、
ふと
、、

は
、
彼等
、、

の
、
実験の語る所である
、、、、、、、、、

」と述べている。これは内村

が火事事件でまさに「実験」したことといえよう。内村はこの姿勢を「キリスト教
○

信者」

の姿勢ではなく、「キリスト信者」の姿勢だと言う。「キリスト信者」であれば、キリスト

の現在を「一の物語とする事なく一の信仰箇条とする事なく確実なる事実
○ ○ ○ ○ ○ ○

として経験すべ

きである。」このように「見えざるキリストが見ゆるキリストとなる時に信仰の進歩がある」

と、内村は体験に基づいて述べる。この文章に続いて、筆者が「生命の賛美歌」と呼びた

い「制度と生命」という文章がある。この中で内村は実に彼らしいロジックによって、自

らが経験している「人生の大矛盾」の解決法を示す。全集版で 5 頁を占める文章において、

類語を別にしても「生命」という言葉が 41 回も使用されることからも分かるように、「生

命」は当時の内村にとって信仰の「究極的な関心」（ultimate concern）であった。内村は「第

二十世紀の精神」を「制度」あるいは「機械」とするが、そこで近代精神ばかりを呪うウ

ェーバーのような判断をしていないことが、最も驚くべき点である。むしろ、「歴史の神学」

者である内村は、20 世紀だけではなく、人類の歴史全体が「制度対生命の衝突史」である

と説く。そして「機械なる制度は常に勝つやうに見えて実は負けるのである、生命なる信

仰は負けるやうに見えて実は勝つのである」との確信を述べ、「造化の目的は完全なる生命

の出現に在る」と確認した上で「而して此生命は外界の機械力の圧迫なしには得られない」

として制度と生命の「大矛盾の底に大調和」を見出している。つまり、「生命を厭ふ」「制

度は神の定め給ひし者である」と考えて、「我等も亦今の世界勢力をして我が上に其威力を

揮はしめて我が生命を完成
ま つ と

うすべきである」との結論を出す。こうした認識は内村にとっ

て再臨運動の大前提であったと言えるであろう。

3.5.4. 中田から見た内村との出会い

中田と内村の性格の相違、そしてそれに基づく思想・方法の相違が明らかになってきた

ことと思うが、中田との協力が内村の弟子たちを驚かしたのと同様に、ホーリネス教会の

中でも –– 中田が自己弁護364の必要を感じたほど –– 内村との協力に反対した人々がいた。

中田自身も内村と協力するようになる前は「無教会」を批判的に見ていた。今回の協力の

際にも内村の無教会主義が問題となった。しかし、中田は内村との相違点を否定せず、そ

れを互いの神学的背景によるものと解釈すると共に、二人の協力に疑義を唱える者を「私
わたし

の

                                                  
364 『聖潔之友』1918 年 2 月 14 日（鈴木範久『内村鑑三日録 10』、18～19 頁にも採録）。次の号

に、安逹信男が内村の著作とその無教会主義に引きつけられていたことを告白する文章も載

っている。
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やうな無頓
む と ん

着者
ぢゃくしゃ

」と比べて「随分
ずゐぶん

神経
しんけい

鋭敏
えいびん

な人々
ひとびと

」と批判している。神学的背景に関して、

内村はカルヴァン派、自分はアルミニウス派だ、と中田は言う。中田の伝記作者米田勇365も

同様に伝えている。ニューイングランドのピューリタン信仰の影響を強く受けた内村は、

その意味においてカルヴァン派とは言えるが、内村を徹底した予定論者と呼ぶことはでき

ないだろう。逆に、内村は普遍的救済を説き、そうでなければ、「罪人の頭」である彼自身

も救われないだろうと確信していた。しかし、米田の説明を読むと、内村をカルヴァン主

義と呼ぶ理由が神学とは関係ないものであることが分かる。実は、内村の集会には誰もが

歓迎されるわけではなく、条件に基づいて選ばれた者しか入れなかった。そのため「凡
すべ

て

の者
もの

に門戸
も ん こ

を開
ひら

く」ホーリネスにこうした無教会の排他性を嫌う者がいてもおかしいこと

ではなかった。ホーリネス教会自体が半年前に結成されたばかりであり、しかも超教派的

な運動体ではなく一個の教派を形成したことを思えば、こうした「無教会」批判は不思議

に思われる。結局、排他的か包括的かだけではなく、それぞれの構成員の背景（片やイン

テリ、片や民衆）に由来する対立が大きかったものと思われる。

しかし、中田にはそういう反感がなかった。彼は内村との協力を非常に「積極的な」機

会として捉えた。中田は学校を卒業できなかったが、細かな神学的議論について行けなか

ったというよりも、学的探求に必要な忍耐力が足りなかったのかもしれない。中田は、強

い好奇心をもって様々な人の思想・発想を吸収し、それをうまく自分の「四重の福音」に

集積できる人であった。中田の並はずれた包容力なしには内村との協力は起こりえなかっ

たといっても過言ではないだろう。

中田は「主
しゆ

は内村
うちむら

氏
し

の如
ごと

き先輩
せんぱい

にこの秘儀
ひ ぎ

〔再臨〕を示
しめ

した給
たま

ひて、積極的
せききよくてき

に宣傳
せんでん

なさ

しめ給
たま

ふやうになつたことについては私等
わ れ ら

は無限
む げ ん

の感謝
かんしや

を主
しゆ

に捧
ささ

げて居
ゐ

る」366と言う。まず、

ここから読み取れることは、内村に対する尊敬だが、内村のような権威者を神が「積極的

な宣伝」に使うという発想が注目される。自分の限界を意識した他力主義の中田は「消極

面」を強調してきたが、内村なら積極的な宣伝が可能だと強く感じたのであろう。そして、

｢四重の福音｣のすべての教義とは言えなくても、その中の一つが「内村
うちむら

氏
し

の如
ごと

き先輩
せんぱい

」に

証言されることは、ホーリネス教会にとっても有利であると中田は考えたのであろう。実

は、内村もしばしば「有名な学者」を引用して自説を支えようとしたが、中田とその無学

な「弘前バンド」（中田は弘前であるが、ホーリネス信者には「松江バンド」の者が多い）

の場合、「学者内村」の信頼性を借りることによって自分たちの信頼性を予想以上に増大さ

せることができると考えたのではないだろうか。

火事事件以降内村と接触し続けた中田は、特に内村の進化論批判に興味を示し、また 10

歳年長の先輩の思想的柔軟性（＝突発的変化をも受け入れようとする思考）に感心したよ

うである。この点に関係があるかどうかは定かでないが、その頃の『聖潔之友』には、年

                                                  
365 米田勇『中田重治伝』（1959 年）254～256 頁参照。

366 『聖潔之友』1918 年 1 月 10 日。
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齢についての話が繰り返されている。内村との出会いを通して、一個人の生涯における進

歩と退歩を考えさせられ、「幾
いくつ

歳かと聞
きか

れて殊
こと

に御
み

惠
めぐみ

の數
かず

々
ゞ

なるをありがたく思
おも

ふ」よう

になり、高齢まで「生命
い の ち

」を持ち続けることこそが「信仰
しんこう

の眞
しん

髄
ずい

」だと強調されている。

「生命
い の ち

」は依然として中田の中心的メッセージであったと言えるだろうが、彼が「主
しゅ

に屬
つけ

る

ものは其
その

靈
たま

魂
しい

が年
とし

とともに益々
ますます

新
あらた

になる」367と言うとき、内村のような人が念頭にあった

のであろう。

3.5.5. 木村清松（1874–1958）

木村には、説教集あるいはそれに類する著作がないので、彼の思想を抽出するには別の

やり方で残された資料を用いる他はない368。そこで木村のお得意の逸話が資料として注目さ

れる。先に木村の生涯は逸話の連続であったと述べたが、実は、生涯を逸話の連続として

語るその「語り」（言葉）と「語り手」（主体）とは、事実（客体）をめぐって特別な対応

関係にあるわけである。つまり、語り手は事実をただ記述しようとしているのではなく、

人生あるいは命そのものを説明しようとしているのである。もう一つの特徴を挙げれば、

語り手は自らの語りを独り言
モノ ロー グ

ではなく対 話
ダイアローグ

として語るしかない。つまり、聴衆の反応が語

りの行為の一部をなしているのだ。もちろん、本稿で紹介した言説理論の視点から言えば、

どのような相互作用にも対話的な次元があるが、語り手となる者は対話を相互作用の対象

そのものとするほど対話的であると言えよう。

ベギービング369によると、物語の語り手と同様、才能のある作家は、聴衆・読者の想像

力、理性、感性をただストーリーについて行かせるのに必要な、最小限のことしか語らな

い。時代を超えて伝承される物語とは「多くの部分を読者に任せる」物語だと言う。そう

であれば、物語は人生・命を説明するものであるという先の筆者の言葉には修正が必要で

ある。つまり、物語自体は人生・命を断定的に説明するものではない。むしろそれは聴衆・

読者が自分なりの説明や解釈を、つまり物語の意味を探すようにと刺激を与えるだけなの

である。こうした物語の力は、ときには人を救済する働きをもつ。本稿では物語論の成果

に十分に触れることが出来ないが、言語哲学の主張、つまり「言語」が「感情」に支配さ

れる人間を解放するという主張も考慮に入れるならば、物語が救済の媒体となりうるとい

                                                  
367 「内人日々新」『聖潔之友』（1918 年 1 月 3 日）参照。年取って活気を失った人は、「曾

かつ

て盛
さか

ん

に燃
もえ

た事
こと

がありますといふ名
な

殘
ごり

だけの石
せき

炭
たん

の燃
もえ

がらの如
ごと

くまた日
ひ

數
かず

が經
たつ

たラムネ」と喩えら

れる。

368 「思想」を抽出するといっても、学問を標準することで思想尊重主義に従おうというのでは

ない。むしろ、逸話には学術論文に負けないほどの思想の豊かさがあることを示すのが目的

である。

369Robert Begiebing et al., “Interchange: Genres of history,” Journal of American History vol. 91 no. 
2 (September, 2004), pp. 572–593.
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う主張がさして奇異なものとは思われないだろう。宗教史において物語に中心的役割が与

えられていることからも、この主張の妥当性は明らかである。

物語の技術に詳しいキリスト教作家 R.プライスによると、「物語を語ること、聞くこと

は、ホモ・サピエンスの中心的な欲求である。栄養摂取は至上命題であるが、これに次い

で ― また愛することや宿りを得ることを凌いで ― 重要なのがこれである。愛がなくて

も、家がなくてもたいていの人は生きていけるが、沈黙に閉じ込められたままではほとん

ど誰も生きていけない。沈黙の反対の状態は直ちに物語に直結している。物語は我々の生

活における効果音である。」370諸手を挙げてプライスに賛成したいところだが、どうしても、

近代言語哲学の言語理解と物語研究者の言語理解は異なっているように思われる。つまり、

前者は言語と思考から感情を排除しようとしているが、後者はむしろ言語と思考に感情を

吹き込もうとしているように見える。そして、近現代の「合理性」理解が、前者に従って

思考から感情を一掃することをいわゆる「思考」の前提としてきたことは、言うまでもな

い。だからこそ「物語」は一時無視され、あるいは民衆の娯楽という地位に留められたの

だと言えよう。しかし、1970 年代にアメリカで「物語の復興」が起こった後、コミュニケ

ーション研究者もまた、メッセージ効果の研究成果に基づいて、コミュニケーションにお

ける「感情」の重要性を指摘するようになった。M.バルグーンが言うように「コミュニケ

ーションにおける最も重要な問題の一つは、説得者が人の理性に働きかけるメッセージを

構成した方がよいのか、それとも人の感情に働きかけるメッセージを構成した方がよいの

かという問題である。私たちは自分のメッセージを＜論理的＞および＜合理的＞にするこ

とが大事だと思い込んでいるが、有意味な説得力を保証するためにどれほどの合理性が必

要なのであろうか。」371

以上の話は余談に思われるかもしれないが、これは、再臨運動の活動主体三人のうち、

木村の説教が、その形式のみならず、そこに潜在する思想的立場もが、内村のそれとは全

く違うことを示すために必要なことである。（ただし、「学者らしい態度で講演した」と自

慢する再臨運動時代の内村とは異なって、初期の内村には逆に感情に訴える著作が多かっ

たと言えるだろう。）さらにまた、筆者の余談は、木村の業績の再評価のためにも必要であ

る。すなわち、思想家としての遺産を残しておらず、また有力な弟子も育てなかった木村

が、実はその逸話的説教によって、彼と出会った「数万」の人々の第二の基本的欲求を満

足させ、彼らに「物語に媒介された救済」を施したことを評価すべきである。さらに、日

本のキリスト教史を省みたとき、木村のこうした福祉活動が歴史にユニークな足跡を残し

たこともまた評価すべきである。語り手に熱心さがなければ効果もないはずである。しか

し、その熱心さは常識と矛盾するものではない。むしろ熱心さは物語の常識であると言え

                                                  
370 Reynolds Price, A Palpable God (New York: Atheneum, 1978), p. 3.

371Michael Burgoon, “Messages and persuasive effects,” Message Effects in Communication Science.
Ed. by James J. Bradac (Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1989), pp. 129–164. 引用は

133 頁。
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よう。このことを念頭に置けば、木村の「非常に突飛なことをやりながらきわめて常識的

であつた」性格が理解しやすくなる。以下に、木村の逸話のいくつかのもつそうした救済

力を詳細に示したい。

3.5.5.1. 木村の愛国心（ナイヤガラの滝と救国運動）

木村の逸話の中で現在でも最も有名なものは、ナイヤガラの滝の逸話である。インター

ネット上においてもこの逸話の様々なバリエーションが見つかるが、ここでは木村自身に

よる文章を引用したい。出来事自体は 1906 年 6 月に起こったと言う。木村は言う。

「翌
よく

日
じつ

ナイヤガラ瀑布
ば く ふ

の見物
けんぶつ

に赴
おもむ

いた、此
この

瀑布
ば く ふ

の大
おほい

なるには、何時
い つ

もながら驚
おどろ

かざる

を得
え

ない、余
よ

は五年
ねん

前
ぜん

にも此處
こ ゝ

を訪
と

ふたが、巨大
きよだい

の飛
ひ

瀑
ばく

滔々
とうとう

硫化
り ゆ か

して盡
つ

きぬ不減
ふ げ ん

不增
ふ ぞ う

の

壯觀
さうくわん

で再
ふたゝ

び見
み

て神
かみ

の愛
あい

も此
かく

の如
ごと

く幾年
いくねん

經
た

つても盡
つ

きることなく、世界
せ か い

人類
じんるゐ

の心
こゝろ

の奥
おく

に

注
そゝ

がるゝと云
い

ふことを實物
じつぶつ

教授
けうじゆ

された。

余
よ

は此
この

日
ひ

瀑
たき

の裏
うら

を見
み

る爲
ため

めにトンネルを通
とほ

りて後方
こうはう

に出
い

でたが、其 勢
そのいきほい

のすさまじいの

に、更
さら

に一驚
きやう

を喫
きつ

した次
つい

で瀧
たき

の前
ぜん

面
めん

に船
ふな

出
で

したが、太陽
たいやう

の反射
はんしや

で、巨大
きよだい

の虹
にじ

が鼻
はな

ツ先
さき

に

現
あら

はれた。其
その

美
び

觀
くわん

其
その

壯
さう

觀
くわん

唯
た

だ「ナイヤガラさてナイヤガラ、ナイヤガラ」と云
い

ふより外
ほか

はなかつた。

此
この

瀧
たき

の見物
けんぶつ

に行
ゆ

くには桐油
と う ゆ

衣
い

を頭
あたま

から足
あし

の先
さき

まで着
つ

けるので、其
その

有様
ありさま

はまるでエスキモ

ーの姿
すがた

其
その

儘
まゝ

である。此
この

時
とき

一米
べい

人
じん

が、大
おほい

に瀧
たき

の美
び

を誇
ほこ

り初
はじ

めたから、余
よ

は云
い

ふた『君
きみ

は

クリスチヤンにあらざれば之
これ

を誇
ほこ

る權
けん

利
り

はありません、天地
て ん ち

を創
さう

造
ざう

し給
たま

へる神
かみ

はわが父
ちゝ

である、即
すなは

ち此瀑
このたき

は吾
わが

父
ちゝ

なる神
かみ

の小指
こ ゆ び

のウオルクの一ツである、ドーです吾
わが

父
ちゝ

のつくら

れし瀑
たき

の美
び

は！』と主客轉倒
しゆかくてんどう

でコツチから瀧
たき

の自慢
じ ま ん

をしてやつた。其
その

歸
き

途
と

瀧
たき

の近
きん

傍
ばう

（合衆国
がつしゆうこく

とキヤナダの境
さかい

）で路傍
ろ ば う

演
えん

説
ぜつ

を始
はじ

めると、百人
にん

あまりの人々
ひとびと

が＝＝電車
でんしや

を待
ま

ち

ながら＝＝聽
きい

て居
を

つたが、其中
そのなか

の一人
ひ と り

が早
さつ

速
そく

コダツクを出
だ

して 私
わたくし

を撮影
さつえい

したから、余
よ

も

亦
ま

た話
はな

しながらコダツクを出
だ

して彼
かれ

を撮
と

つてやつた、人々
ひとびと

は日本人
にほ んじ ん

の抜目
ぬ け め

のないのに驚
おどろ

いた。後發
のちはつ

して午後
ご ゞ

十時
じ

半
はん

キヤナダ州
しう

トラント市
し

に着
ちやく

しグランドホテルに投宿
たうしゆく

した。」

372

こうしたやり取りの後で木村は「日本から木村来る！／彼の父はナイヤガラを所有す／

この日本人に聞け！」との広告を出して一週間の大集会を行ったのだが、広告を見た記者

が集会を新聞で取り上げた結果、更に効果が上がった373。そこでまたすぐ次の逸話が始まる

のだが、まず上記のものを分析してみよう。実際には読者によってこの話から受ける印象

は異なっている。特にインターネット上に紹介されているバージョンを見ると、多くの聞

き手の印象からは神の愛に関する部分は完全に消え、逸話の神学的要素がほとんど排除さ

れていることが興味深い。木村との血縁関係を説明するために「神」という言葉さえ出て

                                                  
372 木村清松（1907 年）、62～64 頁。

373 岩村（1934 年）、278～280 頁。
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くるものの、その神の全能と恩恵は別のテーマによって退けられる。つまりこの逸話の第

一のメッセージは、神あるいは信仰の問題にではなく、米国人と日本人の優劣関係にある

のである。しかし、内村の『余は如何にして基督信徒となりし乎』などのように、米国人

をその人種差別、傲慢、不信仰のゆえに厳しい言葉をもって非難するのではなく、木村は、

まるで諧謔家のように奇抜な発想をもって米国人を驚かせ、彼らに彼ら自身の人種差別、

傲慢、不信仰を気づかせる。厳しく非難する声ではなく、軽妙な対話をもちかける声の裏

に、確かな自信が感じられる374。明治期以来現在にいたるまでアメリカに対して劣等感を持

つ日本人の聴衆には、木村のこのすさまじい自信が大変魅力的であったし、今もあり続け

ていると言えよう。それだけではなく、木村の大いなる自信はアメリカ人にも、またその

他木村が伝道旅行中に訪れた国の人々にも、確かに大変魅力的に映った。再臨運動が始ま

る前年のことであるが、彼は、当地に留まるようにとマーシャル群島の住民に乞われて、

「自分
じ ぶ ん

は此
この

まゝ此
この

島
しま

に埋
うづも

れてしまつても、口惜
く や

しくない」375と思っていた時期もあった。

神学的な用語は殆ど用いず、批判的言説でさえユーモアを交えて表現する木村に接する

と、聴衆は必ず木村のその自信はどこから来るのかと考える。そのように聴衆が木村のキ

ャラクターに興味をもったまさにその瞬間に、木村の神学的メッセージが始まる。自然の

美は神が創造主であるということと共に、神の愛をも教えてくれる。神の愛は平等に、ま

た永遠にすべての人間に与えられている。世の中で人間が自分の所有と誇ってしまうもの

はすべて神の所有であり、神の子であるということ以外に人間には誇れるものはない。（こ

こには資本主義的消費志向の批判も見られる。）また、人間がそのエネルギーに圧倒される

当のものは「吾
わが

父
ちゝ

なる神
かみ

の小指
こ ゆ び

のウオルクの一ツである。」木村はこうしたメッセージを逸

話を通して聴衆に発信しているが、これらの神学的主張は生活とは関係のないただの理論

ではない。逸話は、そうした神学的主張が木村の行動の中に具体化されることで効果を上

げたことを伝える。木村の「逸話的説教」は、「実践的神学の効果についての記録」と呼べ

るかもしれない。しかし、木村が心を砕いた効果はただ一つである。つまり、彼が語りか

けている人々がすべて直ちにイエス・キリストの贖罪を認めてくれることである。（木村は

ほとんどの伝道会について悔改者の人数を記録している。もし一人も出なかったら「余は

負けた譯である」と考えた。必ず出るまで「火
ひ

の如
ごと

き熱心に溢
あふ

るゝ許
ばか

りの同
どう

情
じやう

を以
もつ

て」主

の福音を説いたのだと言う376。）

3.5.5.2. 五寸釘とイエスの足跡をたどること

                                                  
374 もう一つの例をあげると、内村は中国人と誤解されるといやな顔を見せ、自分のアイデンテ

ィティへの打撃を米国人に対する非難と合わせて記録しているが、それに対して、木村は、

集会において壇上に登ると開口一番「私は中国人ではありません、日本人です」と述べて、

同様の状況に全く違う形で対応した。

375 岩村（1934 年）、254～256 頁参照。

376 木村（1907 年）、103～104 頁。
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上記の逸話についてはさらなる解釈も出来ることと思われるが、ここで、もう一つの逸

話の分析に移りたい。それは 1894 年の出来事で、若い木村の気質を印象的に物語るもので

ある。弟の岩村の記録から引用する。

「彼
かれ

の眼中
がんちう

には親
おや

も、學校
がくかう

も無
な

かった。唯
ただ

神
かみ

のためと國
くに

のために燃
も

えさかる意氣
い き

のみだ。

清
せい

松
まつ

の信仰
しんかう

は唸
うな

りを立
た

てゝ廻
まは

るダイナモのやうに、近
ちか

よるものに火
ひ

を起
おこ

させ、電氣
で ん き

を感
かん

じ

させずには置
お

かなかつた。夢
ゆめ

に 幻
まぼろし

に神
かみ

の救
すく

ひを思
おも

ひつめた。

火
ひ

のやうに燃
も

えた清
せい

松
まつ

は又
また

相馬
さ う ま

中村
なかむら

の教壇
けうだん

に立
た

つた。三月
がつ

の第
だい

一日曜
にちえう

である二十一歳
さい

の

青
せい

年傳
ねんでん

道
だう

者
しや

–– と云
い

つても、短衣
た ん い

、短袴
た ん こ

、見
み

る影
かげ

もない貧
ひん

書生
しよぜい

だが –– 神
かみ

に對
たい

する忠誠
ちうせい

で

燃
も

え立
た

つ彼
かれ

は、キリストの十字架
じ か

の意義
い ぎ

を唯
ただ

に口
くち

丈
だけ

で説
と

いたのでは分
わか

るものではない、實
じつ

際的
さいてき

に體驗
たいけん

する必要
ひつえう

ある事
こと

を痛感
つうかん

し、覺悟
か く ご

する所
ところ

あつて、教壇
けうだん

に立
た

つた。小
ちひ

さな會
くわい

堂
だう

も、

いつも清
せい

松
まつ

の話
はなし

の時
とき

には満堂
まんだう

であつた。

彼
かれ

は全
まつた

くステパノの如
ごと

く聖
せい

靈
れい

に満
みた

されてゐた。説
せつ

教
けう

は進
すゝ

み、キリストの十字架
じ か

に及
およ

んだ。

清
せい

松
まつ

は、豫
かね

て、用意
よ う い

した、日本式
に ほんし き

の五寸釘
すんくぎ

と、金
かな

槌
づち

を出
だ

し己
おのれ

の 掌
てのひら

に打込
う ち こ

まんとするの

であるが、一旦
たん

之
これ

を壇
だん

の上
うへ

に置
お

き、

『自分
じ ぶ ん

は今
いま

、其
その

主
しゆ

の御苦
お く る

しみの萬分
まんぶん

の一を味
あぢ

はひたい。其
その

ためにに祈
いの

ります』

と云
い

つて、彼
かれ

は涙
なみだ

を流
なが

し乍
なが

ら祈
いの

つた。祈
いの

り終
を

へて目
め

をあけて見
み

ると、壇
だん

の上
うへ

の釘
くぎ

と槌
つち

は

ない。それは、清
せい

松
まつ

が祈
いの

つてゐるの間
あひだ

に、吉田
よ し だ

牧師
ぼ く し

が、之
こ

れを取上
と り あ

げて、自分
じ ぶ ん

の 懐
ふところ

深
ふか

く納
をさ

められたのであつた。物
もの

柔
やはら

かく清
せい

松
まつ

の肩
かた

をたゝき乍
なが

ら、

『木村
き む ら

君
くん

、分
わか

つた。神樣
かみさま

は君
きみ

の心
こゝろ

をよくお分
わか

りになつた。最早
も は

や、釘
くぎ

打
う

つ事
こと

はいらぬ』

満座
ま ん ざ

只泪
たゞなみだ

であつた。」377

上述の吉田牧師は、安全な場所に引き取った五寸釘を 30 年間保管し、木村が大阪天満教

会の牧師に赴任した 1924 年にようやく彼に返した。その間、木村が上と同様の演説をして

いたのかどうかは分からないが、釘が手元に戻ってからは、この 21 歳の時の出来事が、確

かに逸話の形で何回も繰り返された。それは、「十字架のイエス」という説教が彼の最も得

意とするものであったという追想から読み取れる。没後記念会において平岡が回想してい

るように、木村は何十年経った後でも五寸釘の話をする度に「その態度が真に迫り、昔の

物語であることも忘れて、先生に飛びつき其実演を中止させようかと思うほど＜一生懸命

＞の説教であった。」378釘の写真は岩村の『基督に虜はれし清松』の冒頭にある写真ページ

の真ん中にある。

ここでも、木村はナイヤガラの滝の逸話と同様に、まず聴衆を極度に驚かせた。そして、

信者も信者になろうとする者も（また木村自身さえもが）、普段は完全なかたちで思い起こ

すことのない十字架の死の恐ろしさを、その場で実際に感じ取ることができるように、極

度の努力をするのである。改めて考えれば、「十字架」は、特に苦しむイエスの体が外され、

                                                  
377 岩村（1934 年）、93～94 頁。

378 平岡徳次郎「序言にかえて」『木村清松記念』石田正弘編（1958 年）。
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ただの綺麗な二本の棒の組み合わせになってからは、それがプロテスタント神学における

最も中心的な記号であるにも拘らず、むしろイエスの苦しみに対する共感を妨げるものに

なったと言えるかもしれない。この過程、つまり十字架という表象の合理化過程を宗教改

革のせいにしてもよいが、実は、宗教改革当時の図像解釈において十字架上のイエスから

流れ出す「キリストの贖いの血」は媒介なしの救済を表す表象として重要であった。ここ

でまた、ワールブルク（注 99 参照）の立論に戻ると、近代プロテスタントにおいて使用さ

れてきた十字架が、彼が言う「抽象的記号」となった結果、それが表象する出来事（イエ

スの苦しみ）とその表象を通して出来事に触れる人間との間に距離ができ、両者の間には

感情を排除した「合理的な」出会いしか起こらなくなった。

しかし、五寸釘の逸話で分かるように、木村は、十字架と自分との間に存在する距離を

越え、十字架の死によって世の救い主となったイエス・キリストの苦しみを自分の体で感

じることによって、救済の源に近づこうとした。「源への回帰」は思想史において度々主張

されているが、中田や木村らの「純福音主義」は、原始教会の純粋な「教理」（内村の場合、

原始教会の純粋な「組織」であるが）に戻らんとするものというよりも、原始教会で味わ

われた福音の「感覚
・・

」に戻らんとするものであったと言えるだろう。そうすると、木村が

「十字架」をテーマにしていながら、釘（それも五寸釘！）を出して、日常生活で経験で

きる痛みのイメージを極端に拡大して「十字架」を情感豊かに伝えようとしたことは、彼

の「純福音主義」に由来するものと言える。（もちろん、彼の「純福音主義」は、何よりも

まず福音に対する特別な感受性に基づくものではあるが。）

十字架を釘で説く以外に、木村は「血」を表象として使用する。言葉の上では中田にも

「血」を用いる傾向があるが、木村の場合には実際に血書まで用いている。再臨運動の 2

年前に、木村は岡山県で覚醒大伝道を行った。当時の事情は岩村が伝えている379。木村が二

人の協力者と一緒に「一生懸命」の標語を血染めにした旗を振りかざして各地を回ってい

たとき、彼らの熱意に共鳴する者たちが自らの決心を血書にして木村に贈ったと言う。木

村はそれらをずっと保管していた。血書の伝統が日本の武士文化380に根ざしていることは確

かだが、木村は武家出身ではないし、内村や中田ほど武士道の理想を抱いてはいなかった

はずである。しかし、上述の推測が正しいとすれば、すなわち、五寸釘を用いた「純福音」

の目的の一つが、理性ではなく感覚をもって十字架に近づく
・・・・・・・・・・・・・

ことであったのだとすれば、

血や血書の表象を用いたことにも同様の目的があったものと思われる。

ここでは具体的に論じる余地がないが、木村の聖地パレスチナへの旅も、感覚的に一層

身近にイエス・キリストに触れることが目的であったことは、妻の回想から明らかである。

パレスチナ旅行については夫から聞いただけであったが、彼女は危篤の夫の傍らで次のよ

                                                  
379 岩村（1934 年）、248～249 頁。本の冒頭の写真ページには木村自身の血書の写真がある。

380 新渡戸稲造が『武士道』第 12 章においてその伝統を説明した後、武家出身ではないクリスチ

ャンも血書に魅力を感じるようになったのかもしれない。
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うな思いにかられたという。「病床の木村の足を洗いつつ、主イエスの御足跡を自らも踏破

し、その御苦しみを直接味わいたいためパレスチナ巡礼をしたときのことを思い起こして、

この足がイエスのふみしめられた同じ土、同じ路を歩いたと思つたとき、思わず＜ああ、

麗しいかな、良きおとずれを告げる者の足は＞（イザヤ 52 章、7）と限りなく、美しく、

尊く感じたことでした。ですから、私には＜夫としての清松＞という題を頂いても、＜主

の足跡を踏みしめた清松＞の姿だけが、はつきり浮かぶのです。」381妻の言葉から、木村自

身の姿勢だけではなく、「イエス・キリストを味わうべし」というメッセージが、木村の聴

衆に（ここでは妻だが）届き、また聴衆もそうした希望を抱くようになったことが分かる。

P.ウォーカーは、救世軍の活動における「身体的イメージ」（bodily images）の重視に触

れ、信徒になるのは「救済を変身（physical change）として経験する」男性が多かったと

言う382。木村が基本的に救世軍の中で訓育されたことを考えると、彼の信仰の肉体性は驚く

ことではない。興味深いことに、内村の信仰についても、それに「肉体性」があると言う

意見がある。それによると、内村の「肉体の信仰」383は、その「文章の活力と力強さ」とし

て「聖書釈義や信仰の教義の解き明しの文に現れているだけではない。それと並行して書

かれた時事的警世と文明批判の文章の多くにも同じ様に顕著に脈打っている。」木村の「感

覚的なキリスト教」とは違って、内村が直接にはとくに信仰とは関係がないと思われる分

野に対して、信仰に基づいて強い関心を寄せたとされるが、こうした評価の背景にはあま

りに単純化された「霊・肉」概念がある。百瀬によると、「内村のばあい、霊肉一元の原肉

体は、パウロと同じく贖罪信仰と再臨信仰との緊張をはらんだ結合によって固く支えられ

ていたことは言うまでもない。それを肉体の信仰と呼んでよければ、内村鑑三の肉体の信

仰は活力にあふれた強靱な文体を生み出し、聖書・天然・歴史の三元的真理観に立たしめ、

戦いの生涯を貫徹せしめて苦しい宿痾に由来した臨終をも人生の一部分として真に雄雄し

く天の御国に旅立たしめたのであった。」384

内村もキリスト教の核心である十字架に戻って、十字架以外の、聖書や教会において伝

承されるもののほとんどが福音でないと述べ、福音だけの福音、つまり「純福音」385への回

                                                  
381 木村茂「夫としての木村清松」『木村清松記念』石田正弘編（1958 年）、44～50 頁。引用は 47

～48 頁。木村のパレスチナ旅行は 4 回の世界一周伝道旅行を背景としているが、中田も旅に

熱心であったことを考えると、文明開化の時代的風潮以外にも何か特別な意味があったので

はないかと推測される。本稿において、キリスト教発祥の地に近づこうとする姿勢を一つの

理由として挙げたが、P.ウォーカーは、特に救世軍の「改宗神学」における「旅」のモチーフ

の重要性を指摘した。Pamela J. Walker, Pulling the Devil's Kingdom Down: The Salvation Army 
in Victorian Britain (Berkeley, University of California Press, 2001), 84 頁以下参照。

382 ウォーカー（2001 年）、89 頁。

383 百瀬泉「肉体の信仰」『内村鑑三全集 月報 26』（1982 年）、4～7 頁。

384 百瀬泉（1982 年）、6 頁。内村は不敬事件以来、結核を患い、それが原因となって 70 歳に亡

くなる。

385 内村は「純福音」の概念を使用している。その上で、新神学の道徳的キリスト教論のみなら
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帰を表す概念として「十字架教（Crucifixianity）」386を提案した。しかし、内村はイメージ

として十字架を堅持するだけではなく、「基督教の表号
シンポル

ではない、其の中心である、基督教

の全構造が依て立つ所の隅
すみ

の首石
をやいし

である」と言って、十字架を脱シンボル化しようとした

が、全体像を見るならば、むしろそれを一層「抽象的な記号」にしてしまったのではない

かと思われる。それに対して木村は、「五寸釘」をもって、合理化されすぎた「十字架」記

号の脱シンボル化に実際に貢献できたと言えよう。

3.5.5.3. 木村の再臨信仰

木村の再臨信仰について述べなければならない。しかし、木村に関しては「再臨を信じ

た」ということ以外に記録が残されていない。木村の再臨信仰が記録として残されている

のは、彼が再臨運動に誘われる時点についてである。それは彼が、上に説明したように、

普段は「十字架」の説教に集中していたからであろう。そして、再臨運動研究に一層の困

難を加えるのが、木村に関しては、再臨運動中の講演内容さえもほとんど保存されていな

いことである。こうした資料不足の状況の中でも、木村の教会の履歴から読み取れるもの

はある。

木村は 1890 年に宣教と政治が常に緊張関係にあった新潟の北越学館に入学し、翌年、日

本組合教会新潟教会において洗礼を受けた。興味深いことに、内村は同校に教頭として招

かれていた。内村とアメリカン・ボードの宣教師との意見の対立をきっかけに校内の抗争

が始まり、内村の辞任で一旦は収まったものの、その後もなお、抗争は続き、学校は 1891

年に閉鎖に至る。それは、入学後まもない木村にも影響を与える出来事であった。木村は、

苦学生を受け入れるようになった仙台の東北学院に移るが、そこはドイツ改革派（H.ツヴ

ィングリを源流とする一派）の活動の拠点であった。仙台では木村も学費を賄うために石

油販売を行った。これは彼の伝道活動の原点となる経験であった。神学部をもつ学校とし

てエリート層の枠を超えて教育を施そうとする学院の方針は、校内の信徒にも民衆主義的

インパクトを与えたのではないかと推測される。木村が再臨について初めて聞いたのは学

院で教鞭を執るピアソンからであったが、彼は当時について「ちつとも解
わか

らなかつたが、

渡米
と べ い

してムーデー氏
し

の聖書
せいしよ

講演
かうえん

に持
じ

して、遂
つひ

に之を信
しん

ずるに至
いた

つた」387と言っている。

東北学院の神学的影響と木村家の家庭的背景にもよるだろうが、木村が卒業前後に一番

関心を抱いていたキリスト教界の指導者は、シカゴに聖書学院を設立し、米国の都市労働

者への伝道を熱心に行っていたムーディーであった。彼はムーディーの神学校に入るため

                                                                                                                                                    
ず、（中田と木村の系譜を含めて）当時「純福音」として唱えられた聖書無謬説に基づいた聖

書中心主義をも批判したのである。「純福音」『内村鑑三全集』第 21 巻、227～229 頁。『天満

教会百年史』（1979 年）、50 頁も参照。

386 「Crucifixianity 十字架教」『内村鑑三全集』第 26 巻、3～4 頁。

387 『護教』1338 号（1918 年 1 月 11 日）、7～8 頁。
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渡米した。本稿においては十分に紹介できないが、都市労働者を対象とするムーディー以

前の運動としては、イギリスで生まれたメソジスト教会、ブースの救世軍、YMCA 運動が

あった。ムーディーの活動はこうした流れの米国における延長とも言えるものであった。

木村がムーディーの聖書学院への入学を目指しながらも、米国に着いてまず救世軍の支部

に赴いたことは不思議ではない。後期メソジスト、YMCA、救世軍とムーディーの共通点

は、都市の大衆文化にどっぷり浸かった労働者の「霊的、社会的、知的、身体的」（spiritual, 

social, mental and physical）388ニーズに応えつつ、その道徳レベルを引き上げようとした点

にある。神学的観点から言えば、これらの運動はリバイバル運動として聖霊の働きを強調

したものであったが、こうした「霊」の働きが、都市労働者の飲酒癖、（家庭内）暴力、負

債等への対処という、火急の現実的課題に適うものであった点にも注意しなければならな

い。

木村は米国とイギリスにおいてこれらの運動の様子をつぶさに見、また十分それに貢献

して、そうした運動にとっての再臨信仰の重要性を認識するようになったが、その詳細を

語ることはなかった。そこで救世軍の信条を見てみると、「キリストによる贖罪」の信条に

従って、再臨信仰が「完全な聖化を受ける特権」とともに一つの文を構成していた（第 9

条）。それは、テサロニケの信徒への手紙（一）5 章 23 節に拠りながら、次のように書かれ

ている。「我々は、すべての信徒に＜全く聖なる者とされる＞、また＜霊も魂も体も何一つ

欠けるところのないまま我々の主イエス・キリストの来られるときまで守られる＞特権が

あることを信ず。」389中田に関する節ですでに説明したように、「聖化」は「再臨」と結びつ

いた形で説かれる。しかし、中田の場合は、「聖化」なしには「再臨のキリスト」に会えな

いことが強調されるのに対し、木村の場合は ― 少なくとも救世軍の信条からの推測によ

れば ― 「再臨」は人類の歴史が目指す勝利の時であるが、「聖化」は再臨のキリストとの

出会いの「不可欠条件」というよりも、信者の「特権」であることが強調されている。微

妙な違いに見えるかもしれないが、社会の中で何一つ「特権」をもたない工場労働者にと

って、こうした主張は魅力あるものであったのではないだろうか。

木村は、組合教会の中に自らの場を見つけるまではメソジスト教会にも関わっていたが、

                                                  
388 このモットーは YMCA のプログラムの基礎をなすものであるが、ムーディーにおいては「三

つの R」、つまり「罪による滅び」(ruin by sin)、「キリストによる贖罪」(redemption by Christ)、
「聖霊による再生」(regeneration by the Holy Spirit)としてまとめられた。メソジストとそこ

から生まれたホーリネスに関しては、中田の「四重の福音」の教理を参照のこと。1984 年以

降、WHO の「健康」の定義がこの YMCA のプログラムと一致するようになったのは興味深

い。組織的関連はないと思われるが、近年の YMCA の活動では「健康」を目指す宗教的主張

として「ウェルネス」という言葉が盛んに使用されている。今度は YMCA のほうが WHO の

定義に支えを求めているかのように見える。

389 原文は以下の通りである。We believe that it is the privilege of all believers to be “wholly 
sanctified” and that “their whole spirit and soul and body” may “be preserved blameless 
unto the coming of our Lord Jesus Christ“. 1870 年に決議された信条の全文はウォーカー

（2001 年）、53 頁にある。
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組合教会の牧師・巡回教師となった後も、新神学の「霊的再臨論」ではなく、中田と同様

に米国で身に付けたリバイバル運動の逐語的霊感説の立場に基づいて（救世軍の信条では

第 1 条）、「肉的再臨」を信じたと思われる。実は、再臨運動の第 1 回講演会において、木

村は逐語的霊感説に触れるとともに、以前再臨を説いたことで非難されたことも明らかに

している。こうした体験ゆえ、「基督
きりすと

再臨
さいりん

の信仰
しんかう

は日本人
に ほ んじん

に早
はや

すぎると思
おも

つたので、當分
たうぶん

は

悔改
くいあらた

の働
ばたら

きに熱中
ねつちう

しようと思
おも

つた。」390再臨運動に誘われた時点では、彼は「清
きよ

い生活
せいかつ

を送
おく

る鍵
かぎ

は基督
きりすと

の再臨
さいりん

を信
しん

ずるか否
いな

かにある」と確信しており、再び救世軍の信条通りに述べ

るようになっている。しかし、すでに述べたように、木村は何よりも十字架上のイエスに

感覚的に近づこうとしたが、同時に彼が「苦しみのキリスト」の対極である「栄光のキリ

スト」にも同様に感情移入できたかどうかについては、なお疑問の余地が残されていると

言えるだろう。

3.5.5.4. 内村と木村の関係

以上のことから、木村は内村のことをかなり批判的に見ていたのではないかと推測され

るが、すでに説明したように、木村は論争あるいは直接的な批判を行うタイプではなかっ

た。しかし、再臨運動への呼びかけに応じたものの、木村はそれがどこまで切実な呼びか

けであるのか、あるいは内村の再臨信仰がどこまで本気のものであるのかを疑っていたの

である。しかも彼は内村に対して皮肉交じりの答え方をしている。それを聞いて先輩の内

村が「机に両手をつき、三度ほど頭を下げて丁寧に詫びをされた」391ことは、後ほど木村か

ら話を聞いた弟子塚本虎二だけではなく、木村自身にも深い印象を与えた。当時内村の周

辺にいた人々は、内村がここまで低姿勢になれる人物だとは思っていなかったということ

であろう。

しかし、上述したように、帰国した木村が米国における再臨運動の流行を報告したとき

–– 自らの感動をも大いに伝えたことと思われるが –– 、内村の反応は、冷ややかなもので

しかなかった。「如何にも米国人らしい」感情的
・・・

な
・
覚醒
・・

というものに対する内村の違和感を

ここに読み取ることができる。木村は内村の「フン！」のうちに「それは如何にも米国人

らしい考えだネ、主が再び地上に来ると云ふのかね」という意味を読み取ったが、ここに

は幾分誤解があったようである。たしかに当時の内村は再臨の教理にあまり興味がなかっ

たのかもしれないが、彼が「運動」に対して違和を感じていたことからすると、彼が最も

賛成できなかったのは、「再臨を運動にする」という考えのほうであったかと思われる。皮

肉にも、内村自身が後に再臨を運動にすることになった。しかし、その 10 年後には、再び

「運動」批判の立場に戻っていく。これは、内村自身が福音を感情として体験したことが

                                                  
390 『護教』1338 号（1918 年 1 月 11 日）、8 頁。

391 この出会いは、塚本と木村、両者の思い出として『内村鑑三日録 9』、365～367 頁に引用さ

れている。その他、本文でのこの出会いに関する引用も同書による。
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なかったのではないかと思いたくなるほどに、とらえどころのない態度である。だが、内

村の個人主義云々を持ち出さないまでも、「学者」としての自己意識をもった内村には、伝

道においても「冷静」な説き方に対する偏愛が見られる。（本稿の「はじめに」において、

内村らの再臨運動を従来の研究がどのように扱ってきたかに触れたが、そこにもまた運動

というもののもつ情動的な性格に対する内村と同様の無理解が反映されているのではない

か。）木村が自らの報告に対する「フン！」という反応に「鼻白む思いをした」392ことを忘

れてはいけない。今回侘びをいれるのは内村の番であると木村は考えていたかもしれない。

バルグーンの指摘に戻るならば、内村が「理性に働きかけるメッセージを構成」する講

演者型の人間であり、木村が「感情に働きかけるメッセージを構成」する説教者型の人間

であった以上、二人はおのずと修辞上のライバルとなったはずである。これは形式だけの

問題ではない。ある内容には様々な形式があり得るという考え方もあるが、言説理論の立

場からも、内村研究者の問題意識からも、形式が違えば内容も違うと見るべきであろう。

違うと思われるからこそ、内村が「運動」という形式をとったことが謎なのである。

3.5.6. その他の活動主体

以上、内村、中田、木村の背景を詳しく紹介したが、しかし、「再臨運動」はこの三人だ

けで成り立っていたものではない。それは数多くの人々の参加があってはじめて可能とな

った運動である。3.5.において三人を「仲介役」、「専門家」、「セールスマン」のチームとし

て記述したが、別の隠喩を用いるならば、この三役が活動した空間は、真空ではなく、微

風から嵐までが発生する大気に満ちていた。従って、彼らが実際に「運動」を起こせるか

どうかは ― あるいはどれほどの規模で起こせるかは ― 周りの大気の状態にかかってい

る。思想史を気象変化のように記述できればいいのだが、気象も思想史も処理すべき要素

の量は圧倒的である。スーパーコンピュータも気象を計算し尽くせないように、思想史の

構築においても、無視せざるを得ない要素、無視すべき要素がある。

また、再臨運動の文脈をなす空間を後世から顧みるとき、捉えやすい要素、捉えにくい

要素、資料の欠落によってまったく捉えられない要素がある。通例、再臨運動の中心とさ

れてきた内村は、実際には中田、木村、その他の講演者の協力、聴衆の参加、新聞・雑誌

の報道に多くを負っている。反対者が仕掛けた論争が寄与した部分も大きい。こうした数々

                                                  
392 1906 年に世界伝道旅行から日本に戻った木村は、牛込区（現新宿区）に伝道所を開いたが、

はかばかしい成果が得られなかった。後に落陽教会に職を得たが、求職の過程で（もしかす

ると帰国直後に）、内村に会って海外の状況を報告していたかもしれない。そうであったとす

れば、『世界一周 伝道旅行』の中で、木村が米国における再臨運動について「再臨」として

はっきりと触れていないのは、内村の「フン！」の結果であったとも考えられる。あるいは、

木村の回想の中に出てくる内村との初対面時の模様は、彼の第一回米国滞在直後、つまり

1902/03 年のものであるかもしれない。しかし、その際に「〔米国には〕色々ありましょうが

再臨の問題等が最も大きな問題でしょうね」と述べたというのに、自著において木村が再臨

を取り上げなかったことには何らかの背景があるはずである。
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の相互作用から成る再臨運動という事業の様々な動因を十分に記述することは出来ないか

もしれないが、内村、中田、木村を個別に論じるのではなく（木村に関する記述はいずれ

にせよ初めての試みとなるのであるが）、三人をその相互作用において
・・・・・・・・

記述することで、従

来の再臨運動研究よりも一層「厚い記述」へ向けての第一歩としたいと思う。さらなる「厚

い記述」は今後の課題である。

3.6. 運動の形式と内容

先に筆者は、内村、中田、木村の再臨信仰が運動という形式を採ることでその内容も変

わったはずであると述べた。ここでは内容を見る前に、形式について述べることにする。

まず、再臨運動中、旧制第一高等学校の学生として 1918 年の夏から「約一ヶ年この運動の

渦中にあった」という中山博一393の回想を紹介しよう。中山は、神戸在住の座古愛子が「内

村先生の御再臨説について詠める」として詠んだ「いずこより種や落ちけんめずらしき変

わり花咲く庭の朝顔」という短歌を引用しながら、「＜めずらしい＞のは＜再臨運動＞であ

って、＜再臨信仰＞ではない」と述べ、「両者は区別すべきものであるのにもかかわらず、

事が一緒に起きたため、両者が混同され、従って事が必ずしも正しく認識されておらない」

394と指摘する。中山は再臨運動の集会の様子を、再臨運動の終結後に大手町に始まる集会の

様子と比較しているが、以下にその要点だけを引用する。

「第一は、誰でも聴講が可能となった事。（中略）一定の会費を納めた者は誰でも聴講が

許された。第二は、先生とは反対側にあった教会に呼びかけて共同戦線をはったことで

ある。（中略）第三は、講演中かつては許さなかった拍手かっさいが許され、実に騒々し

い集会といえるものであった。この再臨運動が終った後、あの私立衛生会館における集

会（中略）の事情を先生は米国のベルさんあて＜一本のピンが床に落ちてもその音をき

きとることができる＞と、その静粛さを伝えている。（中略）第四は、集会参加人員の多

数であったことである。（中略）第五の特異点は、この運動が唯にキリスト教界の注目を

集めたのみでなく、広く社会的関心を引いたということである。このキリスト再臨とい

う、信者ですら必ずしも関心を示さないような事柄が、実は当時のマスコミに取り上げ

                                                  
393 中山博一「内村先生の＜再臨運動＞への回想」『内村鑑三全集 月報 28』（1983 年）、1～4 頁。

中山の解釈を超えて、座古の歌の裏にある意味を考えると、再臨運動に関する興味深い観点

が得られよう。すなわち、再臨「説」をテーマとするこの歌において、中山が述べるような

信仰と運動の区別自体も疑われるようになるのである。座古は内村の「再臨説」をめずらし

い朝顔に喩えて、その価値の高さを示すばかりでなく、当時のキリスト教界において「再臨」

は稀にしか説かれなかったことをも表現している。そして、鳥や風によって外部から種が運

ばれてくるのと同様に、「再臨説」の種は内村の思想に内在した発想ではなく、外から与えら

れた種の花であると言っている。

394 同書、2 頁。
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られ、内村鑑三に関する記事が、当時の朝日新聞、国民新聞、萬朝報によって報道され

た。」395

上記の引用の中にはすでに論じた点もあるが、この一年半の活動が内村にとっていかに

も珍しいことであったことがよく読み取れる。しかし、すでに中田や木村について述べた

ことからすると、運動のもつ珍しい雰囲気は、内村に由来するものではなく、ホーリネス

伝道や、聖書学院や木村が行ってきた天幕伝道の雰囲気をそのまま継承したものであった

ことが分かる。実際、講演会の聴衆の半分以上396は、中田と木村が連れてきたものと思われ

る。最初内村は、彼にとって馴染みのない会の雰囲気に励まされる思いをしたらしい。だ

が、大手町に移ってからの記録を読むと、むしろ「一本のピンが床に落ちてもその音をき

きとることができる」環境と、そうした環境を与えてくれる選ばれし者の聴衆の方を好ん

だことが分かる。再臨運動の反省も幾分か入っていると思われるが、大手町時代の彼は、

たびたび397聴衆の「知性」（intelligence）と「身分」（standing）を気にしている。後に説明

したいが、再臨運動の聴衆は彼の再臨説の「知的深さと健全性」（intellectual deepness and 

soundness）を十分に理解できなかったと推測される。

しかし、このように述べると、内村が最初から中田と木村ではなく、別の協力者を探し

た方が良かったのではないかと思われ、三人の協力関係の必然性が再び問われることにな

ろう。聴衆がどれほど内村の理論に共鳴できたかは別として、中田と木村がそれに共鳴で

きなかったのであれば、運動がそもそも始まらなかったと言えよう。だから、運動が始ま

る以前の二人が内村の再臨説をどのように理解していたかが重要なポイントである。のち

に内村は、大手町において自らの大志に応じてくれる聴衆を得ることになるが、それに先

立つ再臨運動の騒々しい集会や広報活動の経験なしには、同じ聴衆を引きつけることは出

来なかったと考えられるのである。

再臨運動の「形式」についてもう一つの点を確認すべきである。つまり、本稿は内村、

中田、木村を再臨運動における対等な協力者として扱っているが、内村自身はそのように

は見ていなかった。内村は自分だけを再臨説の「チャンピョン」と見なし、「私のキャンペ

ーン」あるいは「私の日曜集会」と言い続けて、運動全体を自分本位の目で見ていた。集

                                                  
395 同書、1～2 頁。ベル宛の手紙は『内村鑑三全集』第 38 巻、421～423 頁にある。内村による

と大手町時代の集会の静粛さは熱誠（enthusiasm）の徴である。

396 大手町に移ってから、集会の平均参加者数は 600 人であるが、新しく加わった者が多かった

と思われる。

397 内村が聴衆のレベルを望ましいチャレンジとして受け取ったことは、ベル宛の手紙で分かる、

内村は次のように記している。As there are many brainy men and women among the 
audience, university professors, lawyers of the highest standing, the ministers of the 
ex-cabinet, etc., I must be pretty well prepared intellectually as well. And I like the work. I 
wish to present the Bible to the best intellects of Japan, and there is no use of going to Higher 
Criticism to so present it. The old evangelical doctrine is deeper and sounder intellectually 
than the modern rationalistic one. And all will be well.『内村鑑三全集』第 38 巻、406 頁。



137

会に関する本稿の付録資料を見ても分かるように、集会自体も内村が中心に置かれるよう

に計画された。つまり、内村は司会を務めたことがほとんどなく、むしろ講演の最後に最

上位の講師として登壇するのが常であった。年下の中田と木村は基本的にこのやり方に同

意していたと思われるが、内村の態度は謙遜というよりは勝ち誇った者の態度である。中

田より人間の傲慢さに敏感な木村が、ここに違和感を覚えたとしても不思議ではない。

さて、内村が再臨運動を通して宣伝しようとしたメッセージは、どういうものであった

のだろうか。それが単なる「キリストは来る」という命題に還元できるものではないこと

はこれまでの説明から明らかであろう。以下では、運動の第 1 回講演会の記録とそれにつ

いての分析を通して、「内村先生の御再臨説」の主題を抽出し、中田、木村、聴衆など、メ

ッセージの受け手がそれに対してどれほど共鳴できたかを考えてみることにする。その際、

本稿の前半に紹介した言説理論の分析の道具を一層生かして、次の四点を明らかにしたい

と思う。

第一点。再臨運動は、経験的には周縁的位置にあったにもかかわらず、思想的には当時

の思潮の中心的位置を占めていたこと。第二点。内村の 1918 年から 1919 年の行動と信条

は、この時期以前の、またこの時期以降の、彼の思想と一貫性をもっていること。しかし、

この時期はまさに転換点であって、内村の生涯と思想は、ここから理解すべきであること。

第三点。内村の主題は中田や木村の主題とは違っており、（他の理由とともに）この主題の

違い故に、三人は分かれ、それぞれの運動（中田は大正リバイバル、木村は海外伝道）に

向かうようになったこと。第四点。再臨運動には指導者たちの個人的な事情以上のものが

含まれており、それをこの文脈から捉えていかなければならないこと。

はじめの二点がこの運動についての従来の研究に応じるものであるのに対し、第三点と

第四点は、本稿の前半に紹介した言説理論（特に発話行為理論）の視点を取ることによっ

て常識レベル以上の正確さで記述できると思われる。従ってこれら第三と第四の二点に関

しては、主として、終末論的運動のメッセージを「固定的な、一般に適用可能な宗教の定

義に基づくのでも、科学の優位性の概念に基づくのでもない言説理論的宗教学」398の立場か

ら分析したキッペンベルクの研究成果に拠って論じることとする。

3.7. 第 1 回講演会の分析

3.7.1. 「聖書の預言的研究演説会」の準備

通例、1918 年 1 月 6 日、東京神田の東京基督教青年会館（神田 YMCA）において「聖書

の預言的研究演説会」として三人が初めて共に講壇に立った集会を再臨運動の嚆矢とする

が、実は中田は、運動の準備の一環として、それに先立って 1 月 2 日から始まる 4 日間連

続のホーリネス派の「新年聖会」を「再臨」のテーマに充てている（ここには、運動が内

                                                  
398 キッペンベルク（1983 年）。
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村中心に進められることを見てとった中田の思惑 ― 自らの再臨説を人々に予備知識とし

て与えることで、運動開始後には難しいと思われる影響力の行使を予め行っておこうとの

― があっと見ることもできるかもしれない）。これを通じて再臨運動の枠組がある程度形

成され、「預言的研究演説会」への参加の気運を高めたことであろうと思われる。

運動の第 1 回に先立つ中田の予備的活動は、自分の教会組織に対する配慮によるものだ

と言えよう。1917 年 10 月 31 日、中田の着任 25 周年399をきっかけに結成された「東洋宣教

会ホーリネス教会」400により、新規加盟および新設の教会を含む 46 教会（聖職者数 51 名）

が「統一的に運動が出来るようになった」のだが、中田はこうした状況について「霊的結

合が益々大切になって来た」、「他派に見ることが出来ないほど、信仰的に一致している」

と思いつつも、さらに「同一歩調となられん」ようにと呼びかける必要性を感じていたの

である。新教会の設立を宣言した東洋宣教会大会について、中田は「この度は別に目立っ

た弁士を看板に人々を引きつけることはなかったけれども、説教者は最善をつくして話さ

れたために、反って恵み深く味う人が多かった」と述べているが、このことも考え合わせ

ると、中田が翌年 1 月から開催されることになる「預言的研究演説会」に向けてどのよう

な考えをもっていたのかが推測される401。自分の教会を設立した途端に無教会主義者と手を

組んだのでは、不審感を招いてしまうだろう。それゆえ、「新年聖会」の説教のテーマは、

第 1 回は中田が再臨について内村から学んだこと、第 2 回は「教会」ということになった

のである。教会設立という事情があったためであろうか、中田らは「預言的研究演説会」

を 2 月まで延期しようとしたが、内村が「然うしては居られない、新年早々やろう」402と主

張したので、結局、1 月 6 日に開催することになった。「今年こそ」という気持を込めて、6

日までの松の内が運動の幕開けに最適だと内村には思われたのであろう。娘ルツ子の死去

以来、正月は内村にとっていつも娘の命日と繋がっていて、復活の予感を強く感じる時期

となっていた。そして、1917 年 12 月の連合軍によるエルサレム占領という「時の徴」を与

                                                  
399 この大会において「実を結ぶ」必要が特に強調されたことからすれば、ホーリネス教会の設

立は中田の 25 年間の働きの果実と認識されていたのであろう。大会と平行して中田の 25 年
間を具体的に振り返る写真や記念物の展覧会も行われた。つまり、中田はあたかも教祖のよ
うに祝賀されたのである。本稿でもすでに青年中田の性格に触れたが、過去を振り返って中
田が述べた話の内容については、青山学院大学教授の山田寅之助の次のような記述がある。
「青年時代に神の恩恵なく、只自己の考えに従って生活した有様より述べ、その後渡米して
聖潔を受け全く変わった新しい人となり、その後宣教会を起して神に用いられたことを語り、
いかに具足せる人も聖化されずしては人を救うことが出来ぬことを力説した。」中田の履歴を
見て、彼を「具足せる人」とは思わないが、新教会の設立に当たって大学教授から「聖潔＝
聖化」（信仰）が「具足」（学問）以上と評されたというところに、ホーリネスの性格が如実
に表れている。同時にこれは再臨運動に特別な意味合いを添えるものではなかっただろうか。
米田（1959 年）、243～244 頁。

400 この段落の引用は、『聖潔之友』における中田の報告による。米田（1959 年）、246 頁から再
録。

401 米田は「それ〔新年聖会〕が偶然にも、後の再臨運動の前哨戦となった」と言うが、ここに
はむしろ「偶然」はなかったのではないかと思われる。米田（1959 年）、253 頁。

402 鈴木範久『内村鑑三日録 10』（1997 年）、10 頁。
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えられた以上、再臨の緊急性を実感したのだと言えよう。

なお、中田は、東洋宣教会大会（1917 年 10 月 28 日）の会場の一つに神田 YMCA を当

てており、ここに聴衆を呼び込むために非常な努力をした。「一万枚のチラシを神田、本郷、

麴町方面に新聞紙に挿入して配布。雨の中を三十分百余名の者が五隊に分れて大行軍して案

内し、約六百人の会衆を得た」403と米田が記している。「預言的研究演説会」の準備も同様

に行われたのであろうが、こちらには倍の人数が集まったことは、内村という「目立った弁

士を看板に人々を引きつける」ことで可能となったものであったと言えよう。

3.7.2. 宗教改革 400 周年記念講演会と内村の大衆伝道の決心

内村は 28 日からほどなく、東洋宣教会

ホーリネス教会の任命式が行われた同じ

31 日に、神田 YMCA にて大衆伝道者への

第一歩を踏み出した。当日彼は自ら主催す

る宗教改革 400 周年記念講演会において

「宗教改革の精神」について講演し、昼の

日本基督教会同盟主催の講演会（平岩、江

原、井深、小崎、海老名の講演（聴衆 800

人））が終った後、夜になって、田村勤や

佐藤繁彦とともに講壇に立った。内村には、

ルターの宗教改革を受け継ごうとする根

強い希望はあったが、何百人もの聴衆を前

にして演説をした経験がなく、集会の一週

間前から大変緊張していたようで、講演も

丁寧に準備した原稿の読み上げにした。自

らの大志の実現に必要な能力があるか確

信のもてなかった内村は、集会へ向かう路上に立ち止り、祈り、神に「集会に人が集まらな

ければ、私は書斎から出ません。もし大ぜいの人を集めて下さるなら、今後国民大衆の前に

出かけて話します」404と誓った。講演会は 1200～1300 人が集まった。内村は誓った通り、

大衆伝道に取り組まなくてはならなくなった。このエピソードは有名だが、内村の不安ある

いは幾分かの劣等感を示すものであろう。人々は、これを再臨運動が神自身の導きによるこ

とを証しするものと考え、またそのようなものとして伝承したものと思われる。

                                                  
403 米田（1959 年）、245 頁。

404 ここの引用は、『ホーリネス・バンドの軌跡 リバイバルとキリスト教弾圧』（1983 年）、20
頁によるが、『内村鑑三日録 9』（1996 年）、355～358 頁に内村と他の者たちの回顧が記載さ
れている。

東京基督教青年会館（神田 YMCA）
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宗教改革記念講演会を無事成功させて、1918 年 1 月 6 日に神田 YMCA に向かった内村

は、「風邪に患
なや

む軀
むくろ

を演壇に運
はこ

んで一時間以上語り続けて少しも疲労を感じなかつた。而己
〔のみ〕

ならず、風邪は抜
ぬ

け去
さ

りて 尚
〔なお〕

百度
たび

千度
たび

語りたく欲
おも

ふた」405と、後にこの会の事情を伝える。

「愛に出たる活動」406に夢中の自分が、神癒と呼んでもよい体験を得たのであるから、同じ

ことを何度も繰り返したくなったとしても不思議ではない。内村は、「愛より出たる活動

（中略）なくして愛を識ることが出来ない」と述べ、これを「余輩の場合に於ては活動と

云へば書くことか語ることである」407と説明している。ともあれ、内村、そして中田と木村

が、この集会において何を語ったかを見てみよう。（以下に引用する講演内容の出典につい

ては、巻末付録の「再臨運動関係講演・祈祷会の詳細」を参照のこと。）

3.7.3. 第 1 回講演会における中田の講演

最初に中田が講壇に登り、開会の辞の代わりに早速テーマに入り、「聖書の根本真理」と

しての再臨を説いたと思われる。米田の記録によると、彼は「万物の復興期」408と題して講

演した。中田の話は、使徒言行録の「是故
このゆゑ

に爾曹
なんぢら

罪
つみ

を悔
く

い心
こゝろ

を改
あらた

めて其
その

罪
つみ

を抹
け

さるゝ事
こと

を

せよ、蓋
そは

主
しゆ

の前
まへ

より安舒日
や す き ひ

の來
きた

り且
かつ

預
あらか

じめ擬
さだ

め給
たま

ひしイエスキリストを遣
おく

られん爲
ため

なり、神
かみ

の古
むかし

より潔
きよ

き預言者
よ げ んしや

の口
くち

に託
よ

りて言給
いひたま

ひし萬物
ばんぶつ

の復興
あらたまら

ん時
とき

まで天
てん

は必
かなら

ず彼
かれ

を受
う

けおくべ

し」という聖句（3 章 19～21 節）の朗読から始まった。実は、この聖句は、以前説明した

中田らの初期ホーリネスの再臨観を集約的に表すものである。新約聖書においてこの聖句

は、聖霊の降臨（使徒言行録 2 章）、それを預言者ヨエルの預言の成就とするペトロの説教、

「足の不自由な男をいやす」話に続く。つまり、「聖霊」、「預言」、「神癒」の「事実」に続

いて信者の「悔改め」と「聖化」の必要とその宇宙論的意味が説かれる。聖化が再臨の主

に出会うために必要だとはっきりとは言われていないが、そのように読み取ることが出来

る。興味深いことに、この聖句の次には使徒の迫害が描かれている。

後日中田は「今日
こんにち

内村
うちむら

氏
し

と語
かた

り大
おほ

いに得
う

る處
ところ

」があったと述べている。これについて説

                                                  
405 『内村鑑三全集』第 24 巻、42 頁。

406 内村は、娘ルツ子の死去によって「愛し得る能力
ち か ら

」を得たことを説明したが、再臨運動にお

ける活動を「愛より出たる活動」と見なしたことは、『聖書之研究』1918 年 1 月の「新年雑記」

から明らかである。『内村鑑三全集』第 23 巻、42 頁。

407 同所。

408 これがテーマであったのだとすると、中田はホーリネス教会の新年聖会の第 1 日と同様の内

容を話したことになる。この点の確証は得られないが、『聖潔之友』の同じ 1918 年 1 月 10 日

号の巻頭には、第 1 回講演会の全体の様子を描く記事があって、その中でも木村はまた「万

物の復興」に触れており、また、「再臨
さいりん

の主
しゆ

の御目
お め

にかゝる何
なに

よりの準備
じゆんび

は潔
きよ

められ聖靈
せいれい

の 油
あぶら

に満
みた

さるゝ事
こと

である。どうしても聖潔
き よ め

に限る」とも強調している。それゆえ、「説教」の欄に

載せられた「萬物の復興期」が第 1 回講演会における中田の講演を筆記したものである可能

性はかなり高いと言えるだろう。
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明しよう。中田は、内村から得るところのあったという点をまとめているが、これを見る

と、内村と中田が再臨運動を起こす前に再臨についてかなり突っ込んだ意見交換を行って

いたことに驚く。（内村自身は 2 週間後に「万物の復興」について説教するが、その際、彼

は使徒言行録ではなく、ローマの信徒への手紙 8 章 16～25 節を根拠とする。）中田は、「進化
しんくわ

論
ろん

の崩壊
ほうくわい

」、「突
とつ

發
ぱつ

の事件
じ け ん

」、「基督敎國
きりすとけうこく

は神
かみ

の國
くに

に非
あら

ず」、「敎界
けうかい

の現狀
げんじやう

」、「再臨
さいりん

は萬事
ば ん じ

の

解决
かいけつ

なり」、「再臨
さいりん

の切
せつ

迫
はく

」、「再來
さいらい

の準備
じゆんび

」の表題を掲げて内村から学んだことを説明して

いる。先に述べたように、中田はそもそも進化論に批判的であった。ここで彼は「氏
し

は近
ちか

頃
ごろ

進化
し ん か

論
ろん

の論據
ろんきよ

の弱
よわ

い事
こと

を發
はつ

見
けん

せられた」と喜んでいる。自らが抱いていた不信感を「永
なが

ら

く科學
くわがく

を研
けん

究
きう

した人
ひと

」によって証明されて、安心したのであろう。一瞬における完全な聖

化を唱える中田にとって内村の突発論は確かに興味深いものである。中田は進化論と突発

論の相違を以下のように論じている。

「進化
しんくわ

論
ろん

より言
い

へば此
この

世界
せ か い

は益
ます

々
ます

進
しん

歩
ぽ

發
はつ

達
たつ

して立派
り つ ぱ

になる筈
はず

です。野蠻
や ば ん

より進
しん

歩
ぽ

して文
ぶん

明
めい

になる筈
はず

です。しかし（中略）人間
にんげん

社
しや

會
くわい

には突
とつ

發
ぱつ

の事件
じ け ん

があるためです。物事
ものごと

は丁度
て う ど

梯子段
は し ごだ ん

の樣
やう

なものである期間
き か ん

水
すゐ

平
へい

が續
つゞ

くかと思
おも

ふと急
きふ

に高
たか

くなる。これは突
とつ

發
ぱつ

の事件
じ け ん

で

ある。 私
わたくし

自
みず

らの生涯
しやうがい

の中
なか

にもそれがあつた。救
すく

はれる事
こと

も、潔
きよ

めらるゝ事
こと

も急劇
きふげき

の變
へん

化
くわ

である。これは進化
し ん か

といふ立場
た ち ば

から見
み

れば合理的
が ふりて き

で無
な

いかも知
し

れぬが事
じ

實
じつ

ある事
こと

です。

此處
こ ゝ

安舒
や す き

日
ひ

の來
きた

りとあるのも一つの急劇
きふげき

の變
へん

化
くわ

である。」

この一節に与えられた「進化
しんくわ

論
ろん

の崩壊
ほうくわい

」という表題が示すように、中田は内村の発見を

決定的な近代科学批判であると考えている。そして、進化論などにはとくに興味を持たな

いかもしれない聴衆に内村の「突発論」を納得させるために、個人の経験、信者としての

経験、そして歴史を生きる人間の経験を述べる。中田が、個人的経験と人類の歴史の「ブ

レークスルー」409の出現が実際にあると証ししたのだと言う。この「突発」は、それまで見

えない所で進行していた過程が突然目に見える結果をもたらすという意味で、「ブレーク

アウト」と言い直してもよいかもしれない。そのような「ブレークアウト」の例として内

村は、明治維新や第一次世界大戦を挙げている。しかし、内村にとっては、キリスト再臨

こそは、目に見える着実で漸進的な発展ではなく、「ブレークアウト」的な発展としての、

歴史の原理の原型である。

続いて中田は、以前の内村のキリスト教（国）理解が進化論と密接に結びついていたこ

                                                  
409 「突発」を英語に訳せば outbreak となるが、1918 年 3 月 3 日の講演会において内村が再臨は

自分にとって一つの突破口（「活路」）を開いたと言っていることからすれば、彼の意識には
breakthrough の意味もあったかもしれない。「活路」に関する発言は、そもそも内村に向け
られた批判への応答だが、批判を受けて内村は、実は、自分自身の再臨信仰の現出をも「突
発的現出」と自覚するようになる。彼は「久しく余の心中に subconsciousness（自覚以下の
感覚）として潜在せしものが突如躍動し来りしため茲に忽ち活路は開かれたのである」と言
う。『内村鑑三全集』第 24 巻、131 頁。内村の背景を説明した時に明らかになったと思うが、
柴田もまた、「かなり長い間（一年半位）かけて再臨信仰が熟成せられて、一九一八年に到っ
て噴出した」と述べている。柴田文明「内村鑑三における再臨信仰」『内村鑑三研究』第 25
号（1988 年）、28 頁参照。
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とを述べ、内村がどのようにして自らの誤解に気づいたのかを説明している。それによれ

ば、内村は、第 1 次世界戦争の勃発はキリスト教国の「野蛮化」によるものと気づいたの

である。内村によるキリスト教国および「英國
えいこく

の基督敎
きりすとけう

、米國
べいこく

の基督敎
きりすとけう

、獨逸
ど い つ

の基督敎
きりすとけう

」

に対する批判に続けて、内村の教会批判も考慮に入れつつ、中田自身も教界批判を行って

いる。このあたりはまさに中田らしい文章である。聴衆に呼びかけるスタイルが書面上か

らも感じ取れる。

「若
もし

し基督
きりすと

來
きた

り給
たま

はざるならば人
じん

道
だう

で厶
ござ

る。正義
せ い ぎ

で厶
ござ

るといつても、そんなものは片端
かたつぱし

から踏
ふ

み付
つ

けられて終
しま

ふ。いくら伝
でん

道
だう

をやつても救濟事業
きうさいじげふ

をしても慈善
じ ぜ ん

をやつてもだめ

だ。政治家
せ い ぢ か

も、工業家
こ うげふ か

も、農家
の う か

も、否宗敎家迄
いなしうけうかまで

も腐敗
ふ は い

して居
ゐ

る。昨日
き の ふ

悔改
くいあらた

めたと思
おも

つて

も今日
け ふ

はチビリゝ寢
ね

酒
ざけ

を飮
の

んで居
ゐ

る。彼方
あ ち ら

の事
こと

を一生懸命
いつしやうけんめい

にやつて居
ゐ

れば此方
こ ち ら

が壞
くづ

れる。

丸
まる

で鰻屋
うなぎや

が荷
に

をヒツクリ返
かえ

した樣
やう

である。彼處
あ つ ち

を押
おさ

へれば此處
こ つ ち

が暴
あば

れ出
だ

す。何
なん

とも致方
いたしかた

の無
な

い有樣
ありさま

である。では我儕
わ れ ら

は全
まつた

く悲
ひ

觀
くわん

しなければならんか。否々
いないな

、神
かみ

は私 共
わたくしども

に驚
おどろ

く

べき事
こと

を示
しめ

し給
たま

ふた。オゝ伝
でん

道
だう

をして居
ゐ

る方々
かたがた

よ决
けつ

して失望
しつばう

しなさるな。世
よ

は益々
ますます

惡
あ

し

くなるのみである。しかし神
かみ

の國
くに

は此
この

世
よ

に臨
きた

るに相違
さ う ゐ

無
な

い。本文
ほんもん

にある如
やう

に萬物
ばんぶつ

が復興
あらたま

る

時
とき

が來
きた

る。それは主
しゆ

イエスキリストの臨
きた

り給
たま

ふ時
とき

である。主
しゆ

は此
この

世
よ

に臨
きた

りて不義
ふ ぎ

なる者
もの

を

仆
たふ

しなさる。今
いま

は成金
なりきん

だ、何
なん

だと言
い

つて威張
ゐ ば

つて居
ゐ

るけれども其
その

時
とき

はだめだ。高
たか

きは低
ひく

く

せられ、低
ひく

きは高
たか

くせられる。」

以上のように中田は、進化論批判より始めて、キリスト教国家批判へと向かい、教界の

人道主義を否定するところまで話を進める。再臨は「正義」のために実行される徹底した

「世直し」なのだと言う。正義を訴える彼の声は、当時起きた米騒動に通ずる問題意識を

示している。社会的身分の高いエリートの傲慢と狡詐とを暴きつつ、社会的身分の低い民

衆に将来への希望を与えるような構えの説教である。興味深いことに、「敎界
けうかい

の現狀
げんじやう

」と題

されたこの段落の批判は、決して教界だけではなく、全社会の「人道主義」、つまり中田に

とっては根本からして間違ったものである「自力信仰」に向けられている。その代わりに

中田は、「再臨
さいりん

が無
な

くば信者
しんじや

は馬鹿氣
ば か げ

切
き

つたものである。むしろ義
たゞ

しきを行
おこな

ふ事
こと

を止
や

めて石
いし

を罐
くわん

詰
づめ

にして賣
う

つた方
はう

が善
よ

い。面白
おもしろ

く可笑
お か し

く此
この

世
よ

を送
おく

つた方が善い」と言い、再臨を人間

の道徳
・・

の基盤として
・・・・・・

主張する。

そして、講演の冒頭に朗読された聖句の文脈に密接に繋がる形で、中田は、十数年後に

ホーリネス教会が実際に経験することとなる再臨信仰による「迫害」の話をする。使徒言

行録の背景がなければ、以下に引用する中田の発言は、昭和期に起こるホーリネス弾圧を

「予言」したもののようにも読めるだろう。

「今
いま

の時代
じ だ い

は神
かみ

の國
くに

では無
な

い。これは迫
はく

害
がい

の時代
じ だ い

である。眞
しん

正
せい

のクリスチヤンは迫
はく

害
がい

せ

らるべき時
とき

である。我儕
わ れ ら

はカイザルの他
ほか

に諸王
しよわう

の王
わう

、諸
しよ

主
しゆ

の主
しゆ

を有
も

つて居
ゐ

る。クリスチ

ヤンはこれがために迫
はく

害
がい

されるかも知
し

れぬ。我儕
わ れ ら

は此
この

望
のぞみ

の故
ゆゑ

に繋
つな

がれるかも知
し

れぬ。」

しかし、中田は「かも知れぬ」と述べるのみであるから、むしろここでの文脈は、使徒
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言行録と、第 1 次世界大戦の衝撃で高まった「殉教」への憧れであろう。さらに、キリス

ト教と天皇制の権力論に関する明治以来続く対立的視点は、再臨論によって当然ながら先

鋭化される。そして、「聖書の預言的研究」を目指す講演会であれば、預言＝予言的発言は

適切であると共に、発言者の評価を高める効果もあるかもしれない。講演の最後に中田は、

連合軍によるエルサレムの占領を「再臨の迫つて居る印」として、信者に再臨への準備を

勧めている。ここで、「聖潔
き よ め

派」の主題が再び説かれるが、同時に内村との教理的相違点も

はっきり出てくる。中田は次のように言う。

「イエスキリストは今
いま

神
かみ

の右
みぎ

に座
ざ

して居給
ゐ た ま

ふ。（中略）彼
かれ

は我儕
わ れ ら

のために仲保
と り な

してお居
ゐ

で

なさる。其
その

結果
けつくわ

として彼
かれ

は我儕
わ れ ら

を全
まつた

く救
すく

ひ給
たま

ひます。全
まつた

く救
すく

ふとは潔
きよ

める事
こと

です。彼
かれ

は

今
いま

罪
つみ

の根
ね

をもつて困
こん

難
なん

して居
ゐ

る人
ひと

を全
まつた

く潔
きよ

めて下
くだ

さる、これは 革 新 の 時
タイム、オブ、リフレツシング

です。萬象
す べ て

が 悉
ことごと

く新
あら

たになるのは尚未來
な ほ みら い

に屬
ぞく

する事
こと

です。しかし新
あら

たにするのは今
いま

です。内村
うちむら

氏
し

の

生涯
しやうがい

にもゴロリと變
かは

つた時
とき

が數
すう

回
くわい

あつたとの事
こと

ですが我儕
わ れ ら

の生涯
しやうがい

にも急
きふ

に變
へん

化
くわ

する

時
とき

があらねばならぬ。東京
とうきやう

あたりの春
はる

は漸
ぜん

次
じ

に來
く

る。しかし北
ほつ

海
かい

道
だう

あたりは春
はる

が來
く

ると

急
きふ

に萬物
ばんぶつ

が變
へん

化
くわ

する。靈
れい

にも同
おな

じ變
へん

化
くわ

がある。悔改
くいあらた

める時
とき

に、全
まつた

く潔
きよ

めらるゝ時
とき

に大
だい

變
へん

化
くわ

がある。（中略）凡
すべ

てを主
しゆ

に打
うち

任
まか

せて聖靈
せいれい

に充
み

たされよ。さすれば再臨
さいりん

の時
とき

に榮
えい

光
くわう

に

與
あづか

る事
こと

が能
で

きます。」

中田は完全な救いの「時点」を明らかに出来ないように見える。一方では彼は、救いの

時を、悔い改めた信者の「今」における聖化であると考えている。しかしそれでは再臨の意

味がなくなるかもしれない。それゆえ、信者を含めた「萬象
す べ て

」という意味での「完全な救い」

を、再臨が訪れる未来にまで先送りすることになる。このように彼は、「神の国」の「今す

でに」（schon jetzt）と「未だ」（noch nicht）との両方を生き生きとした緊張関係において

捉えていると言える。しかし、再臨が未来の出来事であるとしても、それをあくまで「今に

近い」ものと考えていることも見て取れる。しかし、何よりもここからは、画期的な大変化

が近いうちに起こることを中田が切に期待していたことが読み取れるであろう。再臨を春に

喩える話を正月にすることは古雅な印象を与えるかもしれないが、地理学上の落差のある東

京と北海道の隠喩には、気象の違い以上の意味が込められていたかもしれない。教会組織の

権力構造もそうだが、エリートの支配下にある東京では「漸次説＝進化論」が好まれるが、

自然という信仰の源泉に一層近い位置にある田舎の平民にとって「突発説＝再臨論」が納得

しやすいというふうにも読めるだろう。以上説明したように、中田は内村の理論をホーリネ

スの主張と併用するように懸命の努力を払った。

3.7.4. 第 1 回講演会における木村の講演

中田の次に講壇に立つ木村も、まず内村から受けた影響を表明し、内村の『聖書之研究』

1917 年 9 月号に描かれる「文明の成行 黙示録第六章の研究」410に共感の意を示す。その

                                                  
410 『内村鑑三全集』第 23 巻、336～340 頁。
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後、木村は自分がどのようにして再臨信仰に至ったかを語って、直ちに聖書の逐語的霊感

説に移り、再臨を信じるか信じないかは「全聖書」に対する態度の問題だと強調する。「逐

語的霊感説」と言ったのでは聴衆はついて行けないかもしれないが、木村は専門用語を口

にすることなく、その意味をユーモアたっぷりに平易に説いている。

「諸君
しよくん

は、聖書
せいしよ

は玉石
ぎよくせき

混淆
こんこう

であると思
おも

はれるか。 私
わたくし

は、聖書
せいしよ

は表紙
へ う し

から裏
うら

の皮
かは

まで

すつかり
、、、、

信
しん

ずる。然
さ

う信
しん

ずれば、再臨
さいりん

の信仰
しんかう

なら、何
なん

でもなく信
しん

ずる事
こと

が出来
で き

る。 私
わたくし

た

ちは聖書
せいしよ

に騙
だま

されようではないか。何
ど

うせ騙
だま

されるなら、私
わたくし

は基督
きりすと

に騙
だま

されたい。再臨
さいりん

の信仰
しんかう

は單
たん

純
じゆん

にし明白
めいはく

である。聖書
せいしよ

を讀
よ

んでイザヤ書
しよ

の作者
さくしや

はイザヤでないの、ヨハネ

傳
でん

は小説
せうせつ

だのと批
ひ

評
ひやう

する人々
ひとびと

に、信仰復興
リヴァイヴァル

のあつた例
れい

はない。」

後に再臨運動の推進者が聖書無謬説という「非合理的」な立場を取ったことで反対者か

ら批判されるようになる。そのとき木村はすでに運動から離れていて、内村が批判の主た

る対象となる。しかし、今の引用に明らかであるように、「聖書無謬説」のテーマを最初に

取り上げたのは木村であった。人間的な価値判断に基づいて、聖書の中の守るべきと捨て

るべきを分かつ態度は、木村によれば、「復興」を助けることが出来ない。望ましくない状

態、つまり信仰復興のない状態を提示することで、木村は –– 自分や中田らの価値判断に

照らしながら ––「信仰復興」の望ましさを強調する。

「信仰復興」あるいは「リバイバル」と訳される revival には「再」（re-）と「生きる」

（vivere）が含まれている。これは宗教においてだけでなく日常生活のあらゆる文脈で使用

される語であるが、基本的には「死せるもの」の「再生」を指すものであるから、「再生」

を求めるときには、まず死の認識がなければならない。医学の発展とともに生理的死の定

義は困難になってきたが、感覚
・・

的には死とは活動の停止であろう。木村が批判する「聖書
せいしよ

を

讀
よ

んでイザヤ書
しよ

の作者
さくしや

はイザヤでないの、ヨハネ傳
でん

は小説
せうせつ

だのと批
ひ

評
ひやう

する人々
ひとびと

」つまり新

神学の推進者は、決して活動を停止しているわけではないが、しかし目覚ましい活動を促

すものでもない。木村の聴衆は、ここで中田の「昨日
き の ふ

悔改
くいあらた

めたと思
おも

つても今日
け ふ

はチビリゝ寢
ね

酒
ざけ

を飮
の

んで居
ゐ

る。（中略）彼處
あ つ ち

を押
おさ

へれば此處
こ つ ち

が暴
あば

れ出
だ

す。何
なん

とも致方
いたしかた

の無
な

い有樣
ありさま

」という

批判を思い出すかもしれない。さらに、木村によれば、冷静で頭でっかちな新神学者の周

囲には感覚
・・

上の覚醒が見られない。木村にとって再臨とは信者の生活を一貫したものにす

る「清
きよ

い生活
せいくわつ

を送
おく

る鍵
かぎ

」であり、再臨を信じて一貫したものとなった信者の生活は必ずや

生き生きとしたものとなる。

もちろん、再生や命の要求は、その裏にある死生観の故に、キリスト教（あるいは他の

宗教）の誕生以来中心的テーマであり続けている。これらの語は聖書の中にも頻繁に現れ

る。とはいえ、再生によって何が要求されるのかには、歴史的変遷がある。「大正期の日本」

という時と場所においてそれがどのような意味を持っていたかは、本稿の一つの課題でも

あるが、今はこの点についての注意の喚起に留めておきたい。再臨運動と「大正期の生命

主義」との関連については後ほど説明するとして、ひとまず第 1 回講演会における木村の
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講演に戻ることにしよう。

上に引用した話に続けて、木村は、自分が再臨を説いた後に組合教会の中で受けた批判

に触れつつ、「内村
うちむら

先生
せんせい

の無教會
むけうくわい

主義
しゆうぎ

の眞理
し ん り

を認
みと

めざるを得
え

ない」と述べる。その理由を

「聖書
せいしよ

のいふ教會
けうくわい

とは信者
しんじや

の群
むれ

をいふのであつて、教派
け う は

や集會
しふくわい

者
しや

を指
さ

すのではない。教派
け う は

は悪魔
あ く ま

から來
き

たものだ」と説明している。ここで、同じ講演の中で二度も「悪魔」に言及

していることに注目すべきである。先の新神学の聖書理解に対する批判の場合にも「惡魔
あ く ま

の

影
かげ

」という言葉が出てくる。実はこれは彼が内村と共鳴した理由である。木村は言う。

「清
きよ

い生活
せいくわつ

を送
おく

る鍵
かぎ

は基督
きりすと

の再臨
さいりん

を信
しん

ずるか否
いな

かにあると思
おも

ふ。夫
おつと

が外国
ぐわいこく

から歸
もど

つて

來
く

るのを待
ま

たない妻
つま

の後
うしろ

には、惡魔
あ く ま

の影
かげ

が立
た

つてゐる。今
いま

の基督
きりすと

信者
しんじや

の多
おほ

くは、この妻
つま

と同
おな

じだ。元來
ぐわんらい

基督
きりすと

信者
しんじや

は妥協
だ け ふ

をゆるさぬ。しかし、今日
こんにち

の基督教會
きりすとけうくわい

では、信者
しんじや

と未信者
み し んじ や

とを區
く

別
べつ

するラインが明
あき

らかでない。」

木村は、中田と、実は内村411とも同様に、新神学に左右される教界とその中に生じた分

裂を単なる人間の落ち度によるものではなく悪霊の干渉として理解している。ここで敢え

て内村の出した答えを見てみるならば、「聖書の預言的研究演説会」の狙いがどこにあった

かもはっきりする。木村が指摘した『聖書之研究』1917 年 9 月号の中で、内村は「其霊た

るや決して聖きものでなく神の霊に由れば去るものである卜筮の霊と予言の霊とは以て非

なるものにて予言の霊は神より下るものである、而して卜筮の霊を排斥して之に代ふるに

予言の霊を以てする事は伝道の一つである」と言っている。つまり、再臨運動は神によっ

て下される予言の霊をもって、（世間と教界を内包する）世の中に波及する「悪魔＝悪しき

霊」を防除するために、いわゆる「霊戦」として起こされたのである。そして、内村は自

分をその霊戦の火付け役と考えた412。

木村は教派主義を批判した後に、広告にも載せた「我が父の家には第住
す ま い

多し」というテ

ーマに入る。そこで彼は、ヨハネによる福音書 14 章に基づいて、天において子イエスの結

婚式を待つ神の気持を描いている。その際、木村は例によって信者の日常生活における経

験に触れながら、神の「気持」を説いて次のように言う。

                                                  
411 講演の始めに木村が共感を表明した内村の再臨記事が載った『聖書之研究』1917 年 9 月号に

は「御殿場講演」の記録もある。その中で内村は「蛇使いの卜筮」を説明し、「今人は多くこ

れを笑ふ可き迷信であると言つて事を済ますが、事実は単に迷信とのみにては済まぬ事があ

るのである、此事は吾等に種々の問題を提供するので偶像を拝するのは思想の幼穉なるに由

るか将
はた

又
また

悪魔の崇拝であるか、人以上の或る悪しき霊があるとすれば偶像崇拝は単なる思想

の幼 穉
〔ようち〕

に非ずして悪魔の崇拝である。（中略）東京市内に住める某卜筮爺の如きには大臣行

き博士行き政治家も実業家も行き其怪しき卜筮に由りて事を決するので所謂国家の大事は

往々裏長屋の卜筮爺に由りて決せらるゝ」と言う。『内村鑑三全集』第 23 巻、348～349 頁。

実は、この文章は、上述した中田の「政治家
せ い ぢ か

も、工業家
こうげふか

も、農家
の う か

も、否宗敎家迄
いなしうけうかまで

も腐敗
ふ は い

して居
ゐ

る」云々の議論に驚くほど近い。

412 1918 年 2 月 16 日のベル宛の手紙。『内村鑑三全集』第 38 巻、295～296 頁。
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「誰
だれ

の親
おや

でも子供
こ ど も

に嫁
よめ

が決
き

まらぬ間
あひだ

は、心
こゝろ

が靜
しづ

まらぬのだ。天
てん

の父
ちゝ

は子
こ

なる基督
きりすと

に花嫁
はなよめ

が來
こ

ない間
あひだ

は、その心
こゝろ

は鎭
しづ

まり給
たま

はぬ。この聖句
せ い く

はこの辺
へん

の消息
せうそく

を語
かた

つてをる。花婿
はなむこ

な

る基督
きりすと

が花嫁
はなよめ

なる信者
しんじや

たちに向
む

かつて「我
わ

が父
ちゝ

の家
いえ

には第住
す ま い

おほし」と囁
さゝや

き給
たま

ふ。こゝ

だ。「人
ひと

もし汝
なんじ

の右
みぎ

の頬
ほゝ

をうたば、左
ひだり

をも向
む

けよ」といふ山上
さんじやう

の垂訓
すゐくん

は六ケしいやう

だが、今夜
こ ん や

か明日
みやうにち

か基督
きりすと

は再来
さいらい

し給
たま

ふと思
おも

つて主
しゆ

を待
ま

つてをれば、此
こ

んな事
こと

くらいは何
なん

でもなく、容易
よ う い

に實
じつ

行
かう

する事
こと

ができる。王國
おうこく

の建設
けんせつ

は 私
わたくし

たちの仕事
し ご と

ではなく、實
じつ

に基督
きりすと

の御仕事
お ん しご と

である…」

ここで微妙なのは、「父の家」は「王国」と同じなのかということである。すでに別の場

所に準備された父なる神の家への誘いは、信者にこの世を去ることを促す督促と解釈でき

るだろう。しかし、同時に、信者が責を負う仕事ではない、この世における「王国＝神の

国」の建設が予告され、それが建設されるまで信者は山上の垂訓に定められた厳しい道徳

的原則に従うべきであると言われている。つまり、隠遁主義と世俗内道徳の間に緊張があ

るように思われるのである。ここで世俗内道徳の基盤として引用される聖句は、受けた悪

に愛をもって返報せよとの命として一般化できるが、これを具体化するのは神を真似るこ

とを意味している。しかし、少なくとも講演のまとめを読む限り、木村は、信者が神の愛

よりキリストの苦しみを分かち合うことの重要性を強調しているように見える。苦しみの

受動的側面が愛の能動的側面より前面で出ているので、信者には「王国の建設」の責任が

ないことになる。他方、受動性の強調の裏には、他者（新神学者ら）のあまりにも能動的

な社会的事業に対する批判も潜在する。実は、木村に続いて内村も同じような発言をする。

中田と内村の講演については比較的詳しい記録があるのに対して、木村の講演、特に彼独

特の主張を含む部分について残されているものはあまりにも断片的であるので、筆者の木

村に対する解釈は幾分間違ったものであるかもしれないが、中田と内村に共通する部分に

ついては、おそらく間違いはないであろう。

3.7.5. 第 1 回講演会における内村の講演

さて、二人の講師が以上のように語った後、ようやく内村が壇上に登る。もちろん、内

村の講演には内村独自の主張があるけれども、それは先立つ二人の講演が会場に作り上げ

た雰囲気の中で受け取られるものであることを忘れてはならない。実は、内村は二人の主

張のうち幾つかの論点を繰り返している。そのように繰り返された部分は、三人の協力を

可能にした共通の信条である。繰り返しによって、聴衆はそれが講演会全体の主題である

ことに気づいたはずである。他方、繰り返されない、あるいはすぐには捉えにくい主張は、

看過されてしまった可能性がある。

内村はこのとき自分が「学者の態度」で講演したと言っている。この発言自体は、他の

二人の講演者との対比において語られたものでもある。つまり、言葉の裏には二人との差

異の意識があったのであろう。まずは、講演記録の傍点部分を読んでいこう。傍点は内村
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自身が最も重要な箇所に記したものである。文の一部分にしか傍点が付いていない箇所も

あるので、その場合、文脈が把握できるように、隣接部分も引用しておく。

「余が基督信者となりて以来年を閲
けみ

する事茲に四十、 此
〔この〕

間余の従事したる仕事は様々

なりしと 雖
〔いえど〕

も終始一貫して余を離れざりしものが 唯
〔ただ〕

一つある、聖書の研究之
○ ○ ○ ○ ○ ○

れである
○ ○ ○ ○

」

「歴史は人類進歩の記録なり
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

」

「今や平和の出現を期待すべき所は地
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上何処にも見当たらないのである
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

」

「キリストは来りて此事を完成し給ふのである
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

、平和は彼の再来に由て始めて実現する
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

のである
○ ○ ○ ○

」

「聖書の中心的真理は即ち之れである
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

」

「所謂 apocalyptic とは隠れたる者の不意
○ ○

に現出するの意味であつて」

このように、内村は、自らの歩んできた道が必ずしも平坦ではなかったとしても、それ

が聖書の真理を理解しようとする飽くなき努力によって貫かれたものであったと理解して

いることが分かる。内村がしばしば言う「真理の三つの証言者（three witnesses to the 

truth）」、すなわち聖書・自然・歴史に対する彼の従来の捉え方は、科学的進化論の強大な

影響を受けていた。というのは、彼の進化の観念には、ダーウィンの生物学的進化論だけ

でなく、ライエルの地質学的進化論の概念や、人類の社会的進化を語るスペンサー流の歴

史観が含まれていたからである。彼は進化論の助けを借りて「真理の三つの証言者」を理

解していたのである。自らの信仰においても「合理性」を目指した内村は、「歴史観と天然

観とが茲に全く一致した」ことに満足していたと言えるだろう。

しかし彼は、聖書のいくつかの箇所が理解できなかったこと、親友や家族の死を体験し

たこと、世界平和の達成における人間の非力を認識したことなどの複数の要因から、進化

論はそうした問題への答とならないという結論に達した。ここで内村が、「世の状況」その

ものではく、「余の学問の傾向」と「時勢の成行」との相互矛盾、つまり彼の「世界観」の

不整合が彼を「絶望の深淵に陥らしめた」と意識していたことを強調しなければならない。

こうした個人的な行き詰まりと第 1 次世界大戦によって暴露された人類全体の行き詰まり、

この両方を同時に解決する唯一の道として、自分はキリストの再臨に行き着いた –– と内

村は述べている。再臨は近代の科学及び神学に示される真理ではないが、聖書を「極めて

首尾貫徹
コンシステント

せる書」にし、また「聖書研究の生命は〔を〕無限に伸びる〔ばす〕」ような決定

的な（vital）真理である、と彼は結論する。再臨は「不意」の原理を象徴する出来事なので、

その真理を示す意味においてこそ「聖書は顕 現 的 書 物
アポカリプチツクリテラチユア

」である、と内村は講演を結ぶ。

内村の講演のこの短い要約は、キリストの再臨の教理を受容することによって、彼の価

値観が根底から変わったことを教えてくれる。彼にとって、物事を評価するための原理は、

もはや科学＝進化ではなく、信仰＝キリスト再臨の教理となったのである。この点から見

れば、内村はより宗教的になったように思われる。実際彼自身も、自らの思考の変化を信
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仰のレベル・アップとして説明している。つまり、後の講演で彼は、キリスト再臨の教理

の受容が、キリスト教信仰の成長における第三の、そして最後の段階であると論じている。

しかし、この価値観の変化が根強い「一貫性の欲求」によって喚起されたことも明らかで

ある。実は、宗教的主張の場合、「整合性」への極端な憧れは望ましくない「ファンダメン

タリズム」と捉えられがちである。しかし、先に紹介した中田の講演内容を考慮に入れれ

ば、ここで我々が受けるのは、内村が、宗教性を増しただけでなく、また一層科学的にも

なったという強い印象である。なぜ、そのようなことがありうるのかは後に説明するが、

ここではまず、今まで講演者の三人が共通に唱えた主張をまとめておこう。

3.7.6. 第 1 回講演会における主題のまとめ

どのような主張にも、少なくとも二つのメッセージが含まれる。すなわち、あるものの

否定の裏側には、別のものの肯定がある。メッセージが顕在的な形で現れるとは限らない

が、潜在的には必ず意図されている。本稿の前半において（仏教の無言との関係で）説明

した事象は、区別や差別を必然的に伴う言語の基本的性格によるものだと言えるだろうが、

メッセージを発する側においてのみならず、メッセージを受け取る側においても、同様の、

否定と肯定を併せもつ判断過程413がある。この点を押さえた上で、以下のまとめでは、第 1

回講演会の主張を、否定と肯定のセットとして論じることとする。

一、「漸次説」型の進化論の否定。木村は進化論という概念を用いていないが、「歴史を

持つ聖書」という自由神学的聖書理解に対する彼の批判および彼の聖書無謬説の主張は、

神学的立場からの進化論の否定を含んでいる。中田は、進化論における「漸次説」を否定

し、「突発説」を肯定・主張することで、「瞬間的聖潔＝聖化」の教理を証明しようとして

いる。これはそもそも内村の発想になるものである。それゆえ、木村、中田、内村のいず

れもが（漸次説としての）進化論を否定していると言える。この否定を背景として、再臨

は突発的発展の一例として捉えられ、突発説が人類発展にふさわしい説明原理とされる。

それゆえまた、再臨信仰に基づく聖書的思考には、進化論に基づく科学的思考よりも高い

権威があるとされる。

二、進化論否定の裏にある「文明」すなわち自力主義の否定。人類の改善・進歩に向け

た人間の事業と努力があるとしても、「文明」には明暗の二面性があるがゆえに、人間は自

力によって完成状態へ向けての一貫した進歩を成し遂げることはできないとされる。内村

は、文明国家は「平和のための戦争」414をするに至って、むしろ野蛮化したと言う。内村の

                                                  
413 バルグーン（1989 年）によれば、メッセージの効果を評価するにあたっては、信念、意見、

価値観などに現れた変化だけでなく、既存の信念、意見、価値観の再肯定による固定化もま

た、メッセージの成功と見なすべきである。

414 内村は、1918 年 3 月 3 日の講演会において平和の実現方法としての戦争に触れている。『内村

鑑三全集』第 24 巻、133 頁。
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場合、文明の否定は歴史そのものの否定にまで及ぶが、中田と木村の場合には、文明批判

はむしろ消費文化の否定として現れる。この否定を背景にして、再臨は、他力の介入によ

る歴史の完成（内村の言う「救済史」の完成）と結びつけられる。救済の完成の責を負う

のは神・キリストであるとされる。

三、世俗的存在の否定。政治と経済、そして教派分裂に陥るキリスト教界も、「悪霊・悪

魔」に左右されているとされる。世界のこうした状態は、思想の未熟さによるものではな

く、世の権力者の「悪魔・偶像の崇拝」によるものである。この否定を背景にして、「霊戦」

の必要性と不可避性が主張される。その悪霊には「神より下る預言の霊」でしか対応でき

ないとされるので、再臨は、その預言的意味においてこそ主張されるべきだとされる。各

講演者の「神に遣わされた預言者」としての自己主張はここに依拠している。

四、道徳（正義）の原動力としての「合理主義」の否定。複雑な理論を退ける木村は、

合理性に頼って煩雑な聖書解釈を行う新神学者たちは道徳に基盤を与えることが出来ない

と言う。道徳を推進することのできない合理主義は見当違いのものとして否定される。こ

の否定を背景として、単純で明確な再臨信仰は、道徳の原動力とされるとともに、「知性」

を活性化する原理として主張される。すなわち、再臨は、信者の生活の座における道理と

してのみならず、信者に新生あるいは再生をもたらす原理として主張される。

五、我慢できないほどに行き詰まったものとして感知される世界の現状を維持すること

の否定。この点の説明は不要であろう。この感覚があるからこそ、三人は再臨運動を起こ

したのである。この否定を背景にして、再臨は、（予期不可能であるとしても）間近に迫っ

ている世界の徹底的な「世直し」として待望される。すなわち、進化論に主張される進歩

を否定しても、「完全性」（＝完全な救済）の欲求を捨てることはできないがゆえに、この

救済をもたらす出来事として再臨が待望される。

第 1 回講演会の主張を以上のようにまとめてみたが、ここで立てた区分は、あくまで筆

者による整理である。オリジナルの言説においては、どの項目も互いに意味的に重なり合

っていることに注意されたい。特に「合理的」と「進化論」とは同義語として使用される

場合がある。「合理的」、「非合理的」、「首尾貫徹
コンシステント

」などの語は実際に使われているが、「合

理性」、「合理主義」、「整合性」という表現は用いられていない。

3.7.7. 発話行為理論から見た第 1 回講演会

3.7.7.1. 「予告による廃棄通告」 –– 内村の講演の発語内目的

第 1 回講演会に関するこれまでの説明においては、本稿の前半に紹介した言説理論に基

づいて、三人の講演者のそれぞれの背景と独自の主張、彼らの間に見られる相互作用の詳

細、各主張間の共通点、会場の聴衆の背景に焦点を当てたが、この講演会のインパクトを

正しく理解するために、以上に抽出した主題を更に発話行為として分析する必要がある。
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すなわち、「キリストの再臨は近し」というような、文法的に単なる平叙文に見える発言の

規範的次元を解明しなければならない。ここで、再臨運動の主題に隠された勧告を説明し

た上で、そうした勧告は、いかなる権威に基づいて、また誰に向かって発信されたのかを

見てみよう。

キッペンベルク（1983 年）が述べているように、黙示録的な言明は、それまで奉じてき

た忠誠心（loyalty）の破棄、既存の価値体系の廃棄という形で行われることが多い。すな

わちそれは「予告による廃棄通告」（denunciation by annunciation）415なのである。言語行

為として、こうした「予告」は、サールの分類による「断言」の次元の他に、「宣言」およ

び「指図」の次元を含んでいる416。再臨運動に当てはめるならば、運動の活動主体は「キリ

ストの再臨は近し」という断言（予測）によって、自分たちが従来の自らの価値体系を捨

てたことを宣言し、そして聴衆に同様の決心を指図したのである。

そうだとすれば、次のように考えることもできるだろう。つまり、内村、中田、木村の

再臨の主張が教会指導者たちの強い抵抗を生んだのは、また、他の諸宗教の信者や公共の

メディアの間に共鳴を生んだのは、キリストの再臨が近づいているという教理
・・

のためでは

なかった。そして内村自身は、自力信仰に立つ合理性が人生において最高の価値を持つと

いう思考から離脱し、こうした合理主義に対する忠誠を廃棄するために、自らの言明を用

いたのかもしれない。

第 1 回講演会で内村は、科学的思考 –– 彼はこれを「進化論」と呼んだ –– とキリスト

教信仰を調和させるという、彼のそれまでのやり方が誤っていたこと、そして、進化論的

発展および制度化されたキリスト教（＝教会）をもってしては、世界の救済も真の平和の

保証もあり得ないことを明らかにした。さらに内村は、世界をより善いものにするという、

これまで彼が抱いていた責任意識をも捨て去ったのである。彼は「これは余の事業
ビジネス

ではな

かった」と講演中に宣言する。教会に対する内村の批判的姿勢はそれまでも知られていた

し、教会には信者を救済に導く霊的な力が欠けているという彼の批判の要点にも変更はな

い。しかし、内村が、キリスト教会と進化論的思考とをはっきりと結びつけたのは、この

時が初めてであった。彼は、ここで、教会の、ひいては近代社会の基礎をなす、合理主義

に疑義を呈したのである。ただちに教会指導者たちは、彼の主張は、「非合理的」で「無責

任」である、との非難をもって応えた。このことは彼らが自力信仰に立つ合理性を自らの

基本的価値としていることを再確認したことを意味しているのである。

                                                  
415 キッペンベルクの表現では「Aufkündigung durch Ankündigung」という言葉遊びとなって

いる。

416 発語内行為のうち、断言（物事がどのような状態であるかを表すことを目的とする）には推
測、断言、報告、予測などが、宣言（発話行為そのものを通じてある事態を発生させること
を目的とする）には辞任、承認、除名、省略などが、指図（ある行為を聞き手に実行させる
ことを目的する）には要請、質問、指令、嘆願などが含まれる。ヴァンダーヴェーケン（1995
年）、14～17 頁参照。
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3.7.7.2. 「純福音主義」の信頼度の増進 –– 中田と木村の講演の発語内目的

以上の 2 つの段落において、主語が複数（再臨運動の活動主体）から単数（内村）に変

わっているが、それというのも、中田や木村には内村のように反合理主義を宣言しなけれ

ばならない理由がなかったからである。そもそも二人は進化論を主張していたわけではな

い。彼らは非合理的とも言える聖霊の働きを強調したと同時に、徹底した他力信仰を持っ

ていた。つまり、この二人にとって第 1 回講演会は、新たな姿勢を告げることよりも、従

来からの自らの姿勢を確認することに目的があった。これまでの立場、これからも続ける

であろう立場の信用と権威を増すことに目的があったのである。

コミュニケーションの成功にとって、信用性や権威が大きな要因の一つである。中田の

講演でも、また内村自身の講演においても、内村の学者としての背景が強調されるととも

に、聖書研究の分野における彼の権威417も強調されている。内村は、自らの主張の権威をさ

らに増すために、数多くの欧米人研究者の名を挙げている。また、再臨信仰はひとり内村

によってのみならず世界中の人間の経験や実験によっても証明されているという主張や、

再臨は聖書によって証明されているという主張についても、同様のことが言えるだろう。

こうした内容面からばかりでなく、学者らしい態度をとるという形式面からも、発言者の

信用性は高められる。そして、宗教的言説の場合、「神に強いられて行動を取っている」と

いう主張は、こうした証明にとって最高度の権威づけとなるだろう。先にもこの点に少し

触れたが、「聖書の預言的研究演説会」として発足した再臨運動は、聖書をその預言的次元

において研究する、つまり人類の将来をめぐる諸問題に聖書の中に回答を見出そうとする

研究を進めることだけを目的としていたわけではない。こうした研究を進める講演者自身

が、自ら「預言者」の地位に就くことで、高度な権威を帯びることができるのである（他

の宗教運動をも含めて考えると、場合によっては権威は無限に高められる）。

3.7.7.3. 「純福音主義」と「新神学」の聖書の解釈権をめぐる勢力争い

実際、再臨運動の展開を見てみると、第 1 回においては、人間としての経験や知識の他

には聖書の権威に依拠するのみであったのに、回を重ねるうちに、内村は「預言者」とし

ての自己意識を講演の論理にますます持ち込むようになる。（内村が、第 1 回講演会で木村

                                                  
417 第 1 回講演会で内村は、自分が 40 年間専ら聖書研究に集中したと主張した。講演の記録は『基

督再臨問題講演集』に収録されたが、この講演集を読んだ三並良は、内村の主張を次のよう
に相対化している。「四十年は随分永いことであるが、我が邦において聖書を研究すること四
十年になる人々も、氏以外に尚ほ幾多もあることは想像に難くない。（中略）けれども研究の
ことは必ずしも多き歳月を積んでから善き結果を得、その歳月が少ないから結果が悪いとも
云へまい。（中略）内村氏にしても＜基督再臨＞の信仰に到達されたのは、四十年間の聖書研
究によつて、自然に、或は内的自発的に得られた結果ではないらしい」。さらに、内村の聖書
研究者としての権威の主張と、そうした研究とは無関係の刺激（Sunday School Times 誌の購
読）による再臨信仰の主張との間にある矛盾を指摘している。三並良「基督再臨問題講演集
を読む」『六合雑誌』457 号（1919 年 2 月 1 日）、鈴木範久『内村鑑三日録 10』（1997 年）、
336～337 頁。



152

が顕在的に論じた聖書無謬説の擁護者となったことは、発言者としての彼が人間的経験よ

りももっぱら聖書に権威を求めるようになったことと関係があるのではないだろうか。）現

在まで続く内村の「預言者的イメージ」は、再臨運動中の「預言」（第 1 次世界大戦に続い

てさらに恐ろしい戦争が起こるであろう、など）とそれが「成就」したことだけではなく、

内村の自らを「預言者」とするような理論化の結果でもあると言えよう。実は、すでに再

臨運動に先立つ宗教改革 400 周年記念講演会の頃から、似たような展開が観察出来る。内

村のルター記念講演（1917 年 10 月 28 日）に感動した佐藤繁彦は、1918 年 1 月に『若きル

ーテル』を出版するに際して、著書の中で内村を「ルーテルのような人」と呼んでいる。

しかし、この断言が現れる段落を注意して読むと、それは佐藤自身が思いついたこととい

うよりも、佐藤が内村の自己主張を代弁したものであることが看取される。（ここでさらに

興味深いのは、内村がルターを「静かな深い人、寧ろ学者だ」としていることである418。）

内村は、その教会批判にも拘らず、聖書研究者としてキリスト教界の「権威」と認めら

れたが419、中田と木村は決してそうではなかった。だから、中田と木村は、神学的主流に違

反する主張をしたとしても、「無視」以上の対応を受けなかったのであろう。しかし、内村

は聖書研究の権威であったからこそ、彼の再臨主張は反対「運動」にまで及ぶ批判を受け

るようになった。それゆえまた、再臨運動が聖書の解釈権をめぐる勢力争いでもあったこ

とが分かる。

再臨運動の「内容」に戻ると、内村の「反合理主義宣言」は、聴衆（第 1 回講演会では

1200～1300 人）に向かって、我に従って人生の主たる原動力としての合理主義に対する忠

誠を棄てよと訴える働きを持ったのである。そして、聴衆は、今聞いたばかりの話の内容

について熟考する機会が与えられないうちに、起立によって自らの再臨信仰を示すよう促

され、組織者がその数を数えるといったことが行われた回もあった。教会指導者らが、こ

れを看過できないと考えたのは当然のことであったと言えよう。実は、（少なくとも内村の

場合に顕著に言えることであるが、）講演は面前の聴衆のみに向けて発せられていたのでは

ない。むしろ新神学の推進者たちこそがターゲットであったのである。内村は講演会以前

にも、自分の再臨信仰について、新神学から見れば非合理的であるかもしれないとしばし

ば言い続けていた。そして彼は、運動に対する批判が起こるのを待つまでもなく、第 1 回

の講演の最後に、ケンブリッジ大学教授 F.C.ブルキットを引用して自分の再臨主張の向けら

れた先をはっきりとさせる。内村は次のように言う。

「神御自身が此世に現出し給ふといふ顕秘録記者の新時代の理想は、是れ基督教のたゞ

の装飾に非ずして、其熱心を喚起せし中心的原動力たりとの事を我等（学者）は徐々看

取しつゝありと、キリスト再臨の如きは基督教の装飾物に過ぎず、貴ふべきは再臨其事

                                                  
418 鈴木範久『内村鑑三日録 10』（1997 年）、11～12 頁。

419 組合教会の小崎は、東京で神学校の設立を計画した際に、内村を「聖書」の教師として招く
つもりであった。木村は「伝道法」の教師に予定されていた。杉井六郎「小崎弘道の＜備忘
録＞にあらわれる内村鑑三（一）」『内村鑑三全集 月報 5』（1981 年）、5 頁。
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に非ずして其中に含める霊的真理であるとは近代の神学博士等の好んで主張する所であ

る、而して余は是等錚 々
〔そうそう〕

たる諸学者の前に斯学
〔しがく〕

の権威ブルキツト氏の此言を提供して

彼等の再考を促さゞるを得ない。」

つまり、内村らは自分の信仰を表すために再臨を説いただけではなく、「錚 々
〔そうそう〕

たる諸学

者」である「近代の神学博士等」（＝新神学者）を攻撃するつもりで講壇に立った。内村ら

の攻撃を受けて、新神学者たちは防戦せざるを得なかったと言えよう。彼らはリアクティ

ヴな立場に立たされたわけであるから、自分なりの主張をするよりも、内村らが提起した

主題を個々に取り上げながら批判していったのである。その際彼らは、内村の最も中心的

な主題、つまり彼の「反合理主義宣言」を出来る限り避けようとすることで、私見では、

むしろ枝葉の問題ばかりを論ずることになった。あるいは、新神学者たちの最も中心的な

主張、つまり「再臨信仰は時代思潮に過ぎない」という主張に内在的矛盾があることにも ―

再臨信仰が時代思潮に過ぎないのであれば、新神学の主張も時代思潮に過ぎないと言える

であろう？ ― 気づかなかった。

しかし、内村の攻撃にはかなり長い前史がある。内村が自らの再臨信仰のきっかけとし

て挙げた娘ルツ子の死や第 1 次世界大戦などが起こる以前に、彼の奇跡信仰
・・・・

が、再臨信仰

の種を蒔いている。本稿の 3.5.1.1.において説明した内村の奇跡信仰と学問理解には、早い

時期の合理主義批判を見てとることができる。それゆえ、小崎弘道のその当時の反応は敏

感であった。しかし、内村の奇跡信仰から生まれた合理主義批判が成熟を迎えて世に衝撃

を与えたのは、ようやくその 15 年後であった。

さて、上述したように再臨運動は聖書の解釈権をめぐる勢力争いでもあったわけだが、

そうした事情を踏まえた上で、改めて内村、中田、木村の協力関係の内在的必然性を問う

必要がある。つまりこうである。神学界はすでに幾度かの「論争」を経験していたが、そ

れらにおいては、例えば「植村・海老名論争」のように、概ね一対一のやり取りがなされ

ていた。内村はなぜ一人で講壇に立たなかったのであろう。そして、反対者の中心人物海

老名はなぜ一人でではなく、何百人も動員して420応戦しようとしたのであろうか。この問い

に答えるにあたって貴重な示唆を与えてくれるのは、1918 年 4 月 25 日の『基督教世界』に

掲載された「一記者」の評である。全体的に好意的に書かれたこの記事は、「帝大出身の法

学士又は文学士」も含めた再臨運動の推進者 17 名の名前を挙げて、次のように書いている。

                                                  
420 中田は「主

しゆ

の再臨
さいりん

運
うん

動
どう

に 關
くわん

する 噂
うはさ

だより」と題した記事の中で、海老名が出来るだけ多く

の教派にわたって反対運動の協力者を集めたことについて、「餘
よ

程
ほど

苦心
く し ん

いたされし」と書いて

いる。『聖潔之友』613 号（1918 年 7 月 4 日）。ここで中田は、海老名のことを、他の反対者

と違って「鼠 色
ねづみいろ

でないことだけ感
かん

心
しん

すべき」だと評価しているが、そのすぐあとで、精神的

再臨論には海老名自身も苦労しているのだが、彼には「何
なん

とかして具體
ぐ た い

的
てき

出現
しゆつげん

を拒
こば

まんとす

る傾向
けいかう

」があるので、ただ論証のためだけに、再臨について熱心に研究し始めたのだと評し

ている。
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「これが再臨論の錚々たる人物であるが、此外に内村教会の会員とも云ふべき聖書の研

究の読者を加へ、中田重治氏の率いる東洋宣教会を加算する時は、実に有力なる団体で、

我国四大教派の次位に位するのである。吾人は彼等のために其盛大を祝せざるを得な

い。」421

つまり、内村がもし一人で新神学を攻撃しようとしていたら、組合教会のような教派に

向かうために必要な後援が足りなかったかもしれない。しかし、中田と木村との協力によっ

て他の「権威」となる数名が加わって、「近代の神学の錚々たる諸学者」と「再臨論の錚々

たる人物」の衝突、つまり「巨人の試合」が可能になった。そう考えると、先の「一記者」

が「刮目して〔運動の〕将来の努力を見んと欲す」422と書いている気持もよく理解できるこ

とであろう。

3.7.8. 「反合理主義宣言」とは

ここで、以上において何度も使用した「反合理主義宣言」の概念について説明しなけれ

ばならない。「反合理主義宣言」と書いたが、内村自身がそのような概念を用いたわけでは

ない。「反合理主義」とは、むしろ、内村の主張とそれに対する批判をまとめる概念として

敢えて使用したい。再臨の推進者たち、ひいては内村が非合理的とされていたのだ。彼ら

が非合理的であるならば、そう批判する者が自らを合理的と見なしているのは言うまでも

ない。もちろん、いずれも真の
・・

合理／非合理 ― 普遍的な合理概念 ― を指しているわけ

ではなく、単に「合理」概念の意味に関する規範の妥当要求（normativer Geltungsanspruch）
423を行っているに過ぎない。内村はいわゆる「非合理」を唱えるという意味での反合理主義

者なのではない。単に批判者たちの「合理主義」観念に抵抗したという意味で反合理主義

的であるにすぎない。

実際のところ、推進者たちと批判者たちの「合理性」概念は一致していない。先にも述

べた通り、内村自身がこの言葉を用いているわけではないが、彼が批判したものは、いわ

ゆる「合理主義」の立場である。すなわち、日常生活と歴史の経験に矛盾するような漸次

的な進歩を声高に唱え、人間の能力を過信している「近代の神学博士等」の立場である。

中田の場合は、肉的再臨とそれに伴う審判424を合理化の名によって否定し、信者の道徳心に

害を与える、また何よりも劇的な社会変動を避けようとする「進化論」の立場である。木

村の場合は、人間的価値判断に基づいて聖典を解体し、妥協によって清い生活への鍵を失

った「今の基督信者の多く」の立場である。本稿では、このような、また先に説明した様々

                                                  
421 一記者「内村氏一派の再臨運動」『基督教世界』1802～1803 号（1918 年 4 月 15 日と 5 月 2 日）、

『内村鑑三日録 10』（1997 年）、309～314 頁。引用は、310 頁。

422 同書、314 頁。

423 ハーバマスのこの概念に関して、本稿の「1.2.2. 哲学のアプローチ」参照。

424 再臨の主に出会えないことは、審判において選ばれなかったということを意味する。
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な批判的な主張を「反合理主義」という言葉でまとめた。さらに説明を加えると、ここで

批判される「合理性」がある種の過剰と理解される限りは、その反対語は「非・合理性」

というよりもむしろ多様な「合～性」ということになるだろう。たとえば「合・信仰・性」

のように。もちろん、「合信仰性」という言葉を持ち出したからといって、再臨の推進者た

ちが「信仰に合わせて」行動したという判断を下しているわけではない。彼らの主張 ––い

わゆる「信仰復興」運動としての主張 –– を総括して、「非合理」ではなく「合信仰」だと

言っているだけである。しかし、反対者にとっては、せっかくの再臨運動批判が「的外れ」

だということになってしまうので、彼らは再臨運動を「合信仰」と捉えることはできない

であろう。

「肉的再臨」の主張を「非合理的」とした反対運動の推進者たちは、何を「合理的な信

仰」と見なしたのであろうか。1918 年夏に朝鮮・満州旅行から戻った中田は、反対運動の

詳細を直接知らないはずだが、そうだとすれば、彼の「主
しゆ

の再臨
さいりん

運
うん

動
どう

に關
くわん

する噂
うはさ

だより」

425にはむしろ再臨運動側の共通理解が表れていると思われるので、次に引用しておこう。

「◇要
えう

するに反對
はんたい

説
せつ

の出所
しゆつしよ

を調
しら

ふれば左
さ

の如
ごと

くに候
そう

基督
きりすと

を中心
ちうしん

とせざる自己
じ こ

中心説
ちうしんせつ

、神
かみ

の力
ちから

よりも人間
にんげん

の努力
どりよく

を重
おも

んずる傾向
けいかう

、俗惡
ぞくあく

なる獨逸
ど い つ

神
しん

學
がく

の餘毒
よ ど く

、所謂
いわゆる

聖書
せいしよ

の高等
かうとう

批評
ひ へ う

、

非常
ひじやう

の 勢
いきほひ

を以
もつ

て教會
けうくわい

内
ない

に蔓延
まんえん

しつゝある俗化
ぞくくわ

等
とう

に 候
さふらふ

。

◇またこの反對
はんたい

の裏面
り め ん

には牧會
ほくくわい

政策
せいさく

も有之
これあり

候
そろ

即
すなは

ち再臨
さいりん

を信
しん

ずるが為
ため

に會
くわい

員
ゐん

の信仰
しんかう

が

動
どう

搖
えう

し出
で

るの入
はい

るのといふ騒
さわぎ

が起
おこ

るのを未然
み ぜ ん

に防
ふせ

かんとする苦心
く し ん

より出
いづ

る政策
せいさく

もある

やうに見受
み う

け 候
さふらふ

。

◇この反對演説會
はんたいえんぜつくわい

に出席
しゆつせき

せし或
ある

人々
ひとびと

は反對
はんたい

論
ろん

の餘
あま

りに淺
せん

薄
ばく

なるに驚
おどろ

き反
かへ

つて再臨
さいりん

の

信仰
しんかう

を有
いう

するに至
いた

りし由
よし

聞及
きゝおよ

び 候
さふらふ

飛
と

んだ籔
やぶ

蛇
へび

に 候
さふらふ

。」

中田の言葉に拠るならば、新神学者たちは「合理主義」を「世俗的キリスト教」の基盤

として主張したことになる。「世俗的」キリスト教なので、「政策」を考える必要がある。

通常は「肉」と「霊」が区別されるのにもかかわらず、海老名らが「霊的」ではなく「精

神的」と述べたことも興味深い。詳しく説明する余地はないが、「精神」という概念は、ヘ

レニズムの「魂」（ψυχη, psyche）と「精神」（πνευμα, pneuma）の区別に基づくというよ

りも426、「霊」の合理化された概念として使用されたものであり、またこの概念によって「聖

                                                  
425 「主

しゆ

の再臨
さいりん

運
うん

動
どう

に 關
くわん

する 噂
うはさ

だより」『聖潔之友』613 号（1918 年 7 月 4 日）。

426 日本ではこうした古代ギリシャの発想があまり注目されてこなかったことは、大正時代の聖

書訳からも分かる。内村が聖書学者として協力して 1922 年に完成させた『新共同訳』におい

て、復活論にとって重要なコリントの信徒への手紙（一）15 章 44 節では、「σωμα ψυχικν」
（霊的体）と「σωμα πνευματικόν」（精神的体）は、ルターに従って、「自然の体」と「霊

の体」とされた。内村は 1900 年の『宗教座談』の「奇蹟の事」に続く「第六回 霊魂の事」

の中で「ソール」（soul）の日本語訳の困難を指摘し、それを「スピリット」（精神）から区

別している。それだけではなく、彼が「霊魂」とした日本語の「たましい」を、黒川真頼の

学説に基づいて、「霊之
た ま し

火
ひ

であるとも云ひ、又は＜しい＞とは＜奇
く

しひ＞の訛りであつて＜た

ましひ＞は＜奇
くし

き心＞の意である」と説明して、自らの霊魂概念をはっきり奇蹟信仰と結び
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霊派」に対する批判も推進されたものと言えるだろう。実は、中田のこの「噂だより」に

基づいて、再臨運動を近代宗教と社会の世俗化に抵抗する原理主義的運動として捉えるこ

とも出来る。しかし、「世俗化」批判の裏に合理主義批判があることを忘れてはいけない。

「世俗化」は原理ではなく、「合理化」の結果である。それゆえ、ウェーバーも「世俗化過

程」ではなく「合理化過程」を問題とした。同じ理由で、本稿においても「反合理主義宣

言」という概念を使用することとした。

ここで、内村が合理主義を拒絶した事実に立ち戻って、彼が拒絶した合理主義とはいか

なるものであったかをさらに考えてみよう。それは、一面的な狭い意味での合理主義、目

に見える変化のみに注目し、見えない発展すなわち霊的発展を無視してしまう合理主義で

あった。内村が合理主義を非難したのは、それが人間の経験の多様性に対する説明を欠い

ていたからである。また、それは、進化論の弱肉強食の原理に立つ故に、世界平和の実現

に対する人間の無力の源泉となったからである。「学者の証拠に竢
〔ま〕

つ迄もない」と述べて、

いわゆる科学的証明をきっぱりと退けようとする彼の衝動を見る時、当時の科学がいかに

そのような合理主義と結びついていたかが理解できる。当時の「合理性」理解に縛られて、

内村は、自分の突発説には、科学的に証明できる根拠があることにさえに気づかなかった。

つまり、21 世紀初頭の我々の目には、内村の発想が、今日では科学的と見なされている「進

化の飛躍」の観念に似ているようにも見える。内村が一層科学的になったと先に述べたの

は、この意味においてである。

内村の論説や彼らの再臨運動に対し、非科学的、非合理的、迷信的、精神病的である等

と論難した人たちは、みな等しく自らの合理性の概念に緊縛され、進化論に内在する弱点

を認識することが出来なかったと言えよう。実際、彼らの多くは当時の知的エリートであ

ったとはいえ、進化論の価値を正当に評価出来るほどの知識を持ってはいなかったようで

ある。彼らは、聖書におけるキリスト再臨の教理の起源および正確な意味に関する長大な

神学的説明をもって、あるいは「学問的でない」と概括的に非難して、内村の挑戦に応じ

た。これに対して内村は、自らの最初の職業が科学者（海洋生物学者）であったことを述

べ、嘲笑する者たちに向かって「蛙一匹だに解剖した事のない連中が、他人を非科学的と

呼び得るか」427と声を張り上げた。確かにこれは彼の強みであったし、結局、キリストの再

臨間近しとする彼の言明が熱心に論じられたのもそのためであった。

以上は内村の「反合理主義宣言」の説明である。中田と木村は新しい姿勢を宣言する必

要がなかったと述べたが、彼らが内村の宣言によって支えようとした自分自身の「合信仰

性」理解に独特のニュアンスがあったこともすでに指摘した。「俗化」への対策として「靈
みたま

の酒
さけ

に酔拂
よつぱら

ひ大
おほい

にメートルを擧
あげ

よ」と叫ぶ中田は、何よりも盛り上がる信仰を目指したと

言えよう。しかし、盛り上がった場所で、何が起きたとしても不思議ではない。ホーリネ

                                                                                                                                                    
つけている。『内村鑑三全集』第 8 巻、158 頁。

427 米田勇『中田重治伝』（1959 年）、260 頁。
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ス教会には 1918 年 5 月頃から何人かの「自称メシア」が現れて、中田はその一人を自分の

家に泊まらせたらしい。それは結局、内村と中田との離別の原因となる。そして、木村は

中田よりも早く運動から離れるが、木村の再臨主張が含んだ反合理主義宣言は、先に説明

したように、原始キリスト教の感覚を、感覚を失った合理的信念に対立させるものであっ

た。

三人の講演者がそれぞれの立場で、また他の協力者と聴衆の各個人もそれぞれの立場で、

こうした「合理主義批判」に少なくとも部分的に共鳴できた理由は、彼らがそこに、自分

の行き詰まり状態の克服を可能にする要素を見出せたからである。再臨信仰によって解放

された人々は、そこで一種の「救済」を経験したが、それぞれの動機が異なっていたよう

に、それぞれが実感した「救済」の中身も異なっていたと言えよう。

この節では、もう一つの点に触れなければならない。それは、海老名を中心とした反対

運動の中心的論証、つまり「再臨信仰は時代思潮に過ぎない」という主張には、「非合理的」

な側面があるということである。この主張をもって彼らは再臨運動の推進者たちの「頭の

古さ」を訴えようとした。確かに、進化論に立って将来の完全な社会が出来るまでの漸次

的進歩があると信じるならば、古い迷信 –– 福沢諭吉はそれを「人民の惑溺」と言うが ––

を捨てて、次々と新時代を歩まなければならないが、こうした理論は、進化論の前提に立

つ限りでのみ「合理的」と言える。同様に、キリスト教の起源にこそ真のキリスト教の福

音、つまり「純福音」が現れたという前提に立つならば、再臨信仰も全く「合理的」なも

のになる。首尾一貫して中田が言う、「されば時代
じ だ い

の思潮
し て う

が如何
ど う

あらうが、初代基督敎
しよだいきりすとけう

をそ

の儘提
まゝてい

供
きよう

するのが學者
がくしや

の本分
ほんぶん

である。さうすると人々
ひとびと

は眞
ほん

物
もの

を探
さが

し宛
あ

て、實驗
じつけん

上
じやう

これに限
かぎ

ると言出
い ひ だ

すやうになる。」428つまり、両方の主張は共に、それぞれの前提に基づく正しい（＝

合理的）結論を引き出すわけである。実は、進化論そのものの主張だけではなく、進化論

が「発見される」以前、キリスト教界に潜在した「進歩信仰」をも同様に「時代の思潮」

と呼ぶことが出来る。

つまり、P.シャッフ429がすでに 1877 年に指摘したように、「キリスト教会史」そのもの

は「進歩」という発想に基づいている。なぜなら、公会議を重ねれば重ねるほど福音に含

まれる真理が少しずつ、最後に完全な真理に至るまで理解できるという公会議主義に立っ

ているからである。しかし、ポイントは、公会議主義自体は、4 世紀以降に定着したもので

あるという点である。「合理的な」信仰を主張した新神学者たちは、実は、自分の論理に限

界があることに気づかなかったのである。

                                                  
428 「玄米的基督教」『聖潔之友』（1918 年 1 月 17 日）。

429 Philip Schaff, D.D., L.L.D., Creeds of Christendom, with a History and Critical notes vol. 1 (New 
York: Harper & Brothers, 1877)、また、http://www.ccel.org/ccel/schaff/creeds1.txt 参照。
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3.8. 第 1 回講演会後の発展

以上、筆者は、再臨運動の背景条件と第 1 回講演会の分析に集中してきたが、その分析

によって明らかになってきた主題が第 1 回講演会以降どのように扱われたか、また運動全

体がどうなっていったかについて、以下に略説したい。

3.8.1. 進化論をめぐる建設的な議論の不可能性

あまりにも漸次的発展に集中した進化論批判という形をとった狭い合理主義批判が、そ

の後の一年半を通じての議論の主題であり続けなかったのは、内村自身の、また聴衆の、

概念的限界によるものと考えられる。しかし、突発説が全く聞かれなかったわけではない。

例えば、反対運動の基地となった本郷弓町教会では海老名から洗礼を受けた今井三郎が、

内村の突発説の提案に応じて、次のように述べている。

「急激異変でなく、漸進的発展である。私はこの方を信ずる。自我生活と団体生活とが

正しい有機的関係をなしてその価値を明らかにし、より良い生活をもとめるのである。

急激異変は、基督教の無政府主義である。ただ癪にさはるから世の中を打ち破って貰は

うとする、虚無思想である。それよりも忍耐して我慢して、基督の姿わが裡に成るまで

は生みの苦しみをするといふのが真の再臨思想である。我らは何処までも、基督教の根

本精神をもて生活を律したい。我らは口では愛を実行してゐるが、果たして愛を身に行

つてゐるか。私の力ではとても出来ないから、基督がお出でになれば何うにかして下さ

るだろう、斯んな再臨思想は現代に生くる人間のとる可からざる思想である。基督の姿

わが裡になる、言が一人一人の肉体となる。これは単純だが意味ふかい信仰である。」430

それぞれの立場に対する今井の整理の仕方には、不明なところ、また矛盾したところが

あるようである。つまり、今井は、内村らの突発論を –– また共産主義者たちの無政府主

義と内村の無教会主義をも –– かなり誤解しているらしいことが見てとれる。再臨運動の

推進者は再臨を道徳の原動力として唱えていたのであるが、彼はこのことを見落としてい

る431。そして、内村の突発説を、教会側にとって望ましくない破壊的原理とセットにして解

釈している。今井は、突発説を、内村の「世界観」にあった不整合を正すものとしてでは

なく、世界に対する忍耐不足から来るものと考えている。このように、本郷弓町教会に集

まった批判者たちは、進化論についての知識を欠いていたし、また政治的目標も異なって

いたが故に、同時代の進化論的認識の弱点や限界をめぐる建設的な議論を行うことは不可

能であった。

                                                  
430 今井三郎の 1918 年 6 月 9 日「基督再臨問題講演会」における講演より。

431 見落としているというのは言い過ぎかもしれない。今井は内村の「愛より出たる活動」を見
落としたわけではないが、それを言葉だけのもの、実際の働きには繋がらないものだと判断
したのである。確かに、内村も、また中田や木村らも、普段いわゆる福祉事業と呼ばれる活
動を行わなかった。しかし、木村について指摘したように、この今井の批判をどう受け止め
るかには、何をもって「福祉」とするかという定義問題も絡んでいると思われる。
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しかし、建設的な議論が出来なかったことを再臨運動の反対者のせいだけにしてはいけ

ない。内村の方でも「突発説」という発想に至ったにも拘らず、その「科学的受容」を目

指さずに、直ちに次のアジェンダに移ったのである。また、今井が突発説を無教会主義と

セットで批判したことには、内村自身にも原因があった。つまり、彼は 1918 年 2 月 10 日

に出た『聖書之研究』の「再臨号」と題する記事の中で、注目に値する勢いをもって、無

教会主義と再臨説との関係を主張している。内村はこう書く。

「キリスト再臨の信仰は余の無教会主義を徹底せしむ（中略）此世に勢力を得し教会は

総
〔すべ〕

てキリストの再臨を排斥す（中略）キリストの再臨を信じて我等は根本的に教
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

会
△

と
△

異な
△ △

るに至る
△ △ △ △

、而して此事たる余自身に取り大なる福音である（中略）余は今日まで教

会と信仰を共にして（大体に於て）行動を異にした、是れ余に取り大なる苦痛であつた、

乍然今日より信仰行動両ながらを異にするを得て余の立場は明白になつたのである、教

会に嫌はれ悪まれ斥けられて余の救拯は完成せらるゝのである。ハレルヤ。」432

ここで見えるように、内村は、改めて自分の再臨説をもって主流教会に挑戦するととも

に、無教会主義を正当化している。再臨説（＝突発説）と無教会主義との間に真の因果関

係を示すことが出来ず、再臨信仰の承認・不承認と無教会主義の承認・不承認との間に偽

の因果関係を作り出して、彼の再臨信仰の背景にあった突発説を犠牲にしているわけであ

る。内村はこれまで無教会主義を唱えてきたにも拘らず、教会に対して責任を感じていた

かのように述べている。だが、この責任から自分が解放されたことを「救済」ともしてい

る。この攻撃に対する海老名の反応は、「吾々は此の社会の中に教会、即ちキリストによれ

る新天新地を打ち建てつゝある」、つまり「教会は神の国である」433というものである。

こうした突発説の運命に不満を感じながらも、本稿においては内村の説のこの側面に注

目した。もし内村の進化論批判が今日も知られていたなら、福音派の創造説論者434はこれを

進化論を完全に否定としたものとして引き合いに出していたかもしれない。そもそも世界

と人生に対する内村の経験主義的な理解から得られたものである、この突発的発展という

「認識」は、専ら政治化された「論証」に還元されてしまったのである。

しかし、L.A.ウィッタムが現在の米国における「進化論と創造説の衝突」について述べ

ているように、「ダーウィンと聖書、創造説と進化論、科学と宗教の交差点は、（中略）技

術的科学、聖なる神学、道徳的懸念、イデオロギー的アジェンダ、政治的駆け引きでいっ

ぱいの交差点である。アンケートによれば、多くの米国人がこの理論の中身を知らない。

基本的に彼らは、両者が接触する点に近づくのを、巨大な交通渋滞と同じように避けてき

                                                  
432 『内村鑑三全集』第 24 巻、71 頁。

433 海老名弾正「基督再臨説に対する見解」、鈴木範久『内村鑑三日録 10』（1997 年）、304 頁。

434 高橋清「内村鑑三と進化論」『ハーザー』155～156 号（2007 年 5 月と 6 月）、25～27、27～29
頁等参照。
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た。」435実際、現在でも、分裂の両サイドに立つ論者は、接触を避けるために、聖書とダー

ウィンをただ「二つの認識法」（ways of knowing）として並列させている。

3.8.2. 再臨運動推進者が抱いた理想主義の扱い

しかし、この認識論的な側面の他に、今井の講演に見られるように、内村の反対者たち

の目にも、再臨運動の推進者たちの理想主義という側面は明白であった。内村や他の再臨

運動の推進者たちは、当時の社会的・政治的状況、そしてそれらが内包する将来の姿に、

大きな不満を抱いていた。内村は、第 1 回講演会においても平和問題を取り上げたが、第 3

回（1918 年 3 月 3 日）以降、平和問題に真正面から取り組んでいく。内村にとって、平和

とは、単に戦争が終わって次の戦争が始まっていない状態のことではなかった。後に、彼

は「人間界」の救済だけではなく、再臨の時に同時に起こるべき「自然界」の救済を強調

するようになり436、平和は、自然と人間の世界が最高に完成された理想状態であり、物質的

にも霊的にも完全性を備えたものでなければならないと言う。この平和の理想は、つまる

ところ内村の言う救済であった。漸次的な進歩を続けても自らを救うことができない人間

の非力を痛感し、彼は、真の救済は地上に見出されるものではなく、ただ外部より地上に

もたらされるものだと確信した。

再臨運動の参加者たちが奉じた、この理想主義と人生および宇宙の完全性への希求を理

解し、積極的に評価するためには、政治家の内ヶ崎作三郎といったキリスト教外部の人間

が必要であった。しかし、内ヶ崎にしても、再臨「説」を、非科学的で非合理的な迷信と

批判したのである437。内ヶ崎は、その理想主義を「新文明を目指す」理想主義と理解して438、

「深く同情せざるを得ない」と言う。しかし、理想主義だけでは足りない、行動を取るべ

きと、再臨運動の推進者たちの受動性を訴えて、行動を取らないことは、むしろ再臨を妨

げる理由となると断言している。内ヶ崎は言う。

「唯々漫然と基督自身の再臨を期待してはならぬ。其は却つて基督の出現を妨げる者で

ある。宗教は我等の生命である、理性である。この理性に反する者は、結局人類の進歩

を妨げる者である。」439

                                                  
435 Larry A. Witham, Where Darwin Meets the Bible – Creationists and Evolutionists in America

(Oxford: Oxford University Press, 2002), p. 3.
436 例えば、1918 年 12 月 10 日の文章、「基督再臨を信ずるより来りし余の思想上の変化」『内村

鑑三』第 24 巻、384～391 頁参照。

437 鈴木範久『内村鑑三日録 10』（1997 年）、289～293 頁。

438 内村らの文明批判を考えれば、「誤解している」と言った方がよいかもしれないが、他方で内
ヶ崎は、内村らの主張に底流として残っている進歩理想、つまり「否定による完成」という
意味での進歩理想を感じ取ってもいる。

439 同書、293 頁。
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一時、ユニテリアン協会の牧師を務めた内ヶ崎は再臨運動の時に早稲田大学の教授であ

ったが、1924 年から、まず憲政会と立憲民政党、そして戦後に日本進歩党の候補として計

7 回代議士に当選した。「基督再臨説批判」において彼は実は、海老名らの「精神的再臨」

の主張を一層過激化して、輪廻的再臨説を立てる。例として挙げられた者はすべてキリス

ト教徒だが、発想自体は仏教的と言わなければならない。

「基督の再臨は何のためか、ミレニウムのためである。ミレニウムとは何ぞ。理想の黄

金時代である。されば苟くも理想社会の建設に向つて努力する人は、皆悉く再臨せる基

督でないか、基督の権化ではあるまいか。斯く観じ来れば、基督は今迄幾度となく再臨

したのである。或ひはチャレーマンの中に、或ひはダンテの中に、或ひはルーテルの中

に、或ひはカントの中に、又或ひはリンコルンの中に、又更にウィルソン・ロイド・ジ

ヨールヂの中に。」440

「批判」の最後に内ヶ崎は自分の基督再臨説を表している。つまり、「彼〔＝キリスト〕

の精神を人々各自に体得せしめんとする者である。其は実に人間霊性の核心よりする社会

政策であり、又世界政策である」と。ここに「自力」という言葉は出てこないが、キリス

トの精神を「他力」と考えても、それを体得した人間はあくまでも人間として行動を取り、

また「人間霊性」しか持たないとされる。この見方および要求はどうしても再臨運動の推

進者が求めていた「他力」とは異なっている。彼らは「補正」された人間の力ではなく、

人間とは「質的に違う」、つまり別の次元の力として神・キリストの力を求めていたと言え

よう。

このように、主流教会の代表者たちは、教会と無教会主義との論争に足もとを掬われて、

事の真相が見えなくなっていたように思われる。他方、教会の外の人々は、「合理主義」か

「盲目的な信仰」かという、黒か白かの二分法に足を掬われていた。結局、教会の指導者

たちは、神学上の論争を受けて立ち、内村は、聖書の逐語霊感説に関するこれ以降長く続

く論争にかかずらうことになった。教会外の批評者たちは、こうした教会と無教会の長引

く争論に刺激を受けつつ、民主主義や「宗教的人間」といった一層一般的な概念について

考え始めることとなった。

3.8.3. 再臨運動の 3 つの時期

内村は、自分の能力を最も疑ったにもかかわらず、第 1 回講演会から最も偉い講演者と

して位置づけられ、特権的な位置を占めた。3 月までは、「聖書の預言的研究演説会」とし

ての講演会が月に 1 回ずつ行われたが441

                                                  
440 同書、292 頁。

441 付録資料に、「聖書の預言的研究演説会」以外の講演会・集会も入れたが、それによって当時
の三人の活動が一層全面的に把握できることを願っている。
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、この第 1 の時期は、落ち着いた（あるいは妨げのない）自己主張の時期と言えよう。

つまり、この時期に発表された主張は、講演者たちが本来切望していたものを表していた

と思われる。（本稿でこの時期を集中的に取り上げたのはそのためである。）

しかし、3 月中に表明された批判の影響で再臨運動の新しい時期が始まる。おそらくこ

の批判に刺激されて、三人は活動を活発化させ、講演会を毎週日曜日に、また東京以外で

も開くこととした。この時期の批判と反批判を通して、様々な神学的概念が疑問視され、

議論された。それらの論説を神学者の観点から分析する442必要は確かにあるが、その際、論

説の背景にある権力構造と、教会政治におけるそれらの適用を忘れてはならない。木村は 3

月中旬に運動から身を引く。なぜかと聞かれて、「先生の悪い癖で、各派の先輩の名をあげ

て片端しから攻撃せられるのには閉口した。時には聞くに耐えなかった。これは行動を共

にすべきではないと考えた。そして自然に身を退いたのであった」443と彼は言っている。自

然な別れであったので、それは運動自体にあまり影響を与えなかった。内村がベル宛の手

紙に記しているように、敵方の新神学の圏内にある組合教会の中に再臨を信じる人々がい

るということが大事なのであった。そうであれば、木村の引退は損失を意味するはずであ

る。しかし実は、内村は組合教会の大阪天満教会まで活動を拡大したときに、別のある組

合教会員を再臨運動の協力者として獲得していた。それで、今度はその人物、青木庄蔵の

名前が、ベル宛の手紙で挙げられることになる。

同時に、新聞・雑誌は、内村の人格を別の側面から解明することを試み始めた。息子の

祐之が大学の野球チームで成功し、幾度もの勝利をチームにもたらした。内村が息子の試

合を熱心に観戦したことは注目された。内村について国賊、世俗社会の批判者、あるいは

厳格な聖書研究者などのイメージを作りあげた新聞・雑誌にとっては、スポーツ観戦に興

じる大らかな父親の姿にはどうやら困惑したらしい。内村が、先に述べたように、自分を

再臨のチャンピヨンと名づけたのは、一つには、自分も野球の「選 手
チャンピオン

」である息子に負け

てはいられないという気持ちを表したものかもしれない。

                                                  
442 すでにある研究文献として以下のものが挙げられる（出版年順）。泉治典「贖罪と再臨」『内

村鑑三研究』創刊号（1973 年）、85～105 頁。大内三郎「日本キリスト教史における進化論の
問題 –– 内村鑑三を中心にして」『日本文化研究所究報告』第 14 集（1978 年）、1～12 頁。渋
谷浩「再臨と聖霊 –– 再臨運動期と大手町時代の内村の集会論」『内村鑑三研究』10 号（1978
年）、41～59 頁。柴田文明「内村鑑三における再臨信仰」『内村鑑三研究』25 号（1988 年）、
25～40 頁。岩谷元輝『内村鑑三の再臨信仰 –– その紹介と批判』（1990 年）（岩谷は内村が「イ
エスの奇蹟を分からなかった」ので「キリスト教の宣教者としての資格を根本的に欠いてい
た」と主張する）。加藤英治「内村における＜この世＞と＜神の国＞ –– キリスト論的観点を
中心として」『内村鑑三研究』28 号（1991 年）、113～164 頁。道家弘一郎「内村鑑三と進化論」
『内村鑑三論』（1992 年）、9～60 頁。高橋三郎「復活信仰と再臨信仰」（内村鑑三記念講演）
『高橋三郎著作集』第 3 巻（2000 年）、527～548 頁。李慶愛『内村鑑三のキリスト教思想 ––
贖罪論と終末論を中心として』（2003 年）。岩野祐介「内村鑑三の近代個人主義批判 –– 再臨
運動との関連を中心に」『アジア・キリスト教・多元性 現代キリスト教思想研究会』2 号（2004
年）、97～124 頁。

443 木村清松「内村先生と私」『内村鑑三著作集 月報 12』（1954 年 3 月）。
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この第 2 の時期は、あくまで相互作用の多い時期であった。キリスト教界の外部の社会

との相互作用は、例えば内村のような日本を代表するクリスチャンについてすでに固まっ

たイメージを再考しようとするメディアの様子にかいま見られる。一般社会の関心までも

引き寄せたこの時期の文脈において、内村が自らの真意を保ったまま、キリスト再臨をあ

まり神学的ではないと思われるテーマと絡めて取り上げたことには意味があったと言える

だろう。しかしまた、再臨運動が共鳴力を失い始めたのもこの時期である。「自然に離れて」

いった木村の引退が何らの影響も及ぼさなかったことから、内村は中田の協力さえも不要

と思うようになったのかもしれない。

しかし、中田との別れは、別の問題によるものである。要するに、中田自身は離れるつ

もりではなかったかもしれないが、内村は 8 月 3 日に行われた柏木兄弟団の委員会に出席

して、「来ル九日カラ中田氏派ト分レテ活動スルコト」を提案し、この提案が了承されたの

である。中田との協力がそれでも全くの断絶まで行かなかったのは、主に中田の努力によ

るものである。彼は、1919 年に、内村の柏木兄弟団への入団願書さえ出した。しかし、中

田から離れようとする内村の決心は固く、運動は第 3 期を迎える。それは、内村の講演会

をやめるという青年会館の決定をもって終わる。今度は内村自身が追放の憂き目を見た。

中田の追放で始まり、内村の追放で終わる第 3 期は、他の点においても排他性を帯びた時

期であった。

内村は批判を受け入れないし、全く自分自身の思想に、つまり再臨信仰で得た認識の体

系化と自分の権威の強化に集中している。思想の体系化という過程においては、間違った

意見の排除が不可避である。体系化それ自体に排他の原理が働いていると言えよう。そし

て、中田の追放後に、柏木兄弟団が講演会の準備の責任を受け継ぐようになるが、同兄弟

団が 9 月に出した聴講注意録もまた排他性を表している。

「聴講注意録

○私用を持込みて講師を困
くる

しめては可
いけ

ません、殊に講演前二時間は彼に絶対的静粛を供

するの必要があります、彼は聴衆一同の有
もの

であります、彼を自分個人のために用ゐては

なりません。

○十歳以下の小児を伴来
つれきた

りては可ません、是れ小児に取り無慈悲であります、聴衆に取

り迷惑であります。而して又大低の場合に於て講師に取り大なる妨害であります、西洋

に在りては小児同伴の聴講は禁物に成つて居ます。

○批評又は冷
ひやが

しの為に聴講は全然差控ゆべきであります、是れ全会の熱心を冷す事であ

りまして大なる罪であると言わざるを得ません、自己修養の為にあらざる新聞雑誌記者

等の来聴は固く謝絶致します。

○各自相応の寄付を為す積りで御出席なさい、無代価の真理は真理として存
のこ

りません、

聴講無料は講師には無害でありますが聴者には有害であります、代価を払ふて聴
きか

ふと欲
おも

はないやうな講演は聴かない方が可あります。
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内村鑑三誌」444

この聴講注意録を読むと、これ以後の講演会がいかに 1918 年前半の集会と異なってきた

かが想像できるであろう。内村は、半年の間どれほど集会の雰囲気を我慢してきたのであ

ろうか。1919 年 2 月 23 日の集会の記録には 100 人の女性の参加が特記されているが、それ

は、女性たちが始めて聴衆に加わったという意味ではないことが分かる。子供を連れては

行けない場合、当時の女性たちは参加できなくなったと思われる445が、そうした状況の中で

の 100 人の参加は、むしろ本当に驚くべき現象として記録されたのであると言えよう。以

上のことからは、内村は中田の追放によって講演会を自分の「望ましい形式」に戻すこと

ができたのだということがわかる。しかし、すでに論じたように（3.6.）、形式が変わると

内容も変わる。その排他的な精神に戻った内村は、「無教会主義」への批判のゆえに青年会

館から追い出され、事件後に「教会と私の分裂は今完成された」（My rupture with churches 

is now complete.）446と言う。内村は『余は如何にして基督信徒となりし乎』の中で、札幌

での第 1 回の改宗を「強制された決心」としたが、再臨運動発足後、彼はさらに「社会的

には、キリスト信徒にならなければよかったと何度も思った」（Socially, I often wish I had 

never become a Christian.）447。内村は、ここで青年会館事件の責任を「教会」にかぶせよ

うとしているが、最初に攻撃したのは彼自身であったことを忘れてはならない。しかし、

他方で内村の追放は、その妥当性や顕在的・潜在的動機に関する、また寛容と民主主義に

関する広範な討議の題材となった。

第 3 の時期の内村が一層排他的になったと述べたが、もしかして彼は論争に疲れていた

だけなのかもしれない。というのは、運動の反対者のために祈れという、また「議論では

なく、祈祷である」448という戒めも見られるからである。彼はまた、再臨信仰は人種的偏見

と宗派との問題を解決できると断言して、再臨信仰の真理の普遍性を強調している。それ

は、断言でありながら、要求でもある。つまり、この二つの問題の解決のために再臨を信

じてくれという要求である。内村がベルの 30 年間の祈祷を背景にして、一層祈祷の力に頼

るようになったこと、また、中田や木村の聖霊観の影響を受けていることが看取できる。

しかし、「議論ではなく、祈祷である」という戒めは、その実践的な意味において、批判を

排除する手段でもある。

                                                  
444 鈴木範久『内村鑑三日録 10』（1997 年）、92～93 頁。

445 「十歳以下の小児を伴来りては可ません」と書いてあるが、むしろ 10 歳以下の子供こそ家に
置き去りにできないだろう。10 歳以上であれば一人でも留守番可能である。内村の意図とし
ては、静粛の確保のみならず、メッセージを理解できるであろう年齢層への座席の確保に主
眼があったのかもしれない。

446 内村は、全く同じ文をベル宛の 2 通の手紙（1919 年 6 月 20 日と 7 月 31 日）に記している。
『内村鑑三全集』第 38 巻、374 頁と 379 頁。

447 ベル宛の手紙（1919 年 6 月 20 日）、『内村鑑三全集』第 38 巻、374 頁。

448 「再臨信仰の実験」『内村鑑三全集』第 24 巻、444～448 頁。
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  （図 4）再臨運動の 3 時期

1919 年 6 月 1 日、内村は、教会と無関係の丸ノ内の大手町にある大日本私立衛生会講堂

を借りて、以前とは違った聴衆に向かって講演し始める。そこでの講演は関東大震災まで

続き、特に道徳 –– つまり、内村の再臨主張の一つの目的であった日常生活における道徳

–– がテーマとされた。しかし、このいわゆる「大手町時代」は本稿の研究対象ではない。

以上論じた運動の 3 つの時期を（図 4）にまとめてみた。ここで一点だけ指摘しておく

と、外部から運動に影響を与えた出来事を関係する領域ごとに宗教界、社会、マスコミの

三つに分けてみたが、そのような出来事の列挙はまだまだ不完全である。それでも、これ

らの出来事が、一方で運動の背景を、他方で運動が取り上げる議論の幅を徐々に広げてい

ったことは明白である。しかし、論題の拡大とともに、参加者の協力関係は弱まっていっ

たのである。共同作業として始まった再臨運動は、結局、始めは自らの能力を最も疑って

いた一人の人物の名を世に知らしめるキャンペーンとなった。つまり、大手町時代に内村

の講演を聞きに来た社会的有力者たちは、キリスト教について聞くというよりも、まさし

くこの内村
・・

からキリスト教について聞くために来たのであった。再臨運動だけではなく、

その転回点となった青年会館事件も、内村のキャリアと没後の遺産にとって不可欠な出来

事であったと言えるだろう。

マスコミ
1918 年
1月 6日

3月 1日

4 月 木村の退去

5 月 内村祐之の野球成功  

1919 年
5 月 27

6月 1日

7 月

8月 3日

批判と反批判

（⇒神学的概念）

警醒社書店

との紛争

再臨運動 社会宗教界

中田と別れる

青年会館事件（⇒社会的評価）

丸ノ内へ移転
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3.9. 事例研究の総括および結論

3.9.1. 本研究の三大同心円

本稿の冒頭において、筆者は、再臨運動に関する事例研究の目的を三大同心円として説

明した。その真ん中には再臨運動時代における内村鑑三の救済論と彼の思想家としての自

己主張の研究がある。この真ん中の円を囲うものとして、内村と相互作用を及ぼし合った

当時の協力者と反対者、つまり再臨運動の時代背景の研究がある。その眼目は再臨運動が

どれほど大正期の時代精神を表しているかにある。それゆえ、特に「救済」と「合理主義」

との関係に注目した。そして、この二つの円をさらに囲うものとして、言説の比較文化研

究の観点から見た日本の言説のあり方についての研究がある。

再臨運動を言説として分析することにしたが、それは、ビューラーが指摘した言語の三

機能を、各命題において ― 命題の内容と形式に注意しながら ― 探求することを意味し

た。その場合、本稿前半に掲げた諸理論に基づいて、1）言語学が指摘した発語内行為、2）

哲学が指摘した権力構造とその構造における規範の妥当要求の役割、3）心理学が指摘した

言説におけるそれぞれの活動主体の自我理想（支配的シニフィアン）と欲望に注目するよ

うに努力した。それ以外に、筆者は、社会科学によって指摘される「内在／超越」という

宗教の機能システムのいわゆる「暗号」（code）と神学的言説理論の立場から提案される

「神」という「スーパーサイン」を念頭に置いて、再臨運動を分析しつつその妥当性を問

うた。もちろん、再臨運動の文字通りの「すべて」を論じることは不可能であるため、本

稿では、その 3 人の中心的活動主体（内村、中田、木村）と運動の第 1 期に焦点を当てて

分析を行った。3 人については、とくに彼らの相互作用に着目した。意見の一致においても

相互の批判においても 3 人を平等に扱うように努力した。しかし、内村研究が当研究の三

大同心円の中心円をなすため、彼に充てた頁数はやむを得ず多くなってしまった。

本稿はすでにかなりの枚数を費やしている。以下では、当研究の主題を、三大同心円に

対応する 3 つの分野に分けて、出来るだけ短くまとめることにしよう。最後に、残された

課題を指摘したい。

3.9.1.1. 再臨運動時代における内村鑑三の救済論

野上寛次が 2006 年に出した『内村鑑三・神学思想選』は内村の「自力と他力」と題する

論文で始まり、再臨に関する三つの論文で終わる。解説において、野上は次のように述べ

る。

「一九一八年（大正七年）から二ヶ年近く、内村は中 野
〔ママ〕

重治、木村清松といった異質

な人たちとも協力して日本全国をまわって再臨の振興を説いてまわりました。ところが

一九一九年来、突如とした感じで再臨運動を中止しています。（再臨信仰を捨てたのでは、

もちろん、ありません）。その理由は『余が基督の再臨に就て信ぜざる事共』にも述べて
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ありますが、それだけでは十分説得的とも思われません。内村の再臨信仰の構造になん

らかの問題があるのかもしれません（関根正雄氏）。」449

この数行の文は、再臨運動に対するステレオタイプの思い込みを見事にまとめている。

内村が
・・・

中田と木村と協力した。内村ではなく、中田と木村が異質である。内村の再臨信仰

は消えなかったのに、運動は突然
・・

中止された。それ故内村の再臨信仰に問題
・・

があるはずで

ある……。

本稿において、こうしたステレオタイプ的な理解の誤りを検証することができたであろ

うことを切に願う。まず、異質と言うならば、当時のキリスト教界では、内村も中田と木

村と同じ程度に異質の人であった。。そして、再臨運動における三人の協力関係の原動力は、

内村という主体からくるものではなく、むしろ中田と木村の協力的な姿勢によるところが

大きかった。もちろん、三人はそれぞれの理由があって協力した。しかし、再臨運動が最

終的に内村のワンマンショーとなったことの背景には、彼の運動に対する姿勢の変化があ

ったのではないだろうか。3 時期を通じて内村の姿勢は変化した。一見突然の事件のように

見える青年会館からの追放も、実は自然のなりゆきだったのではないか。つまり、そのと

きすでに内村にとって、再臨信仰の大衆への普及は問題ではなくなっていた。彼は自らの

聖書解釈の権威を高めるという目的を達成した。青年会館事件を経て、今や彼は、新たな

場所で、新たな聴衆に対し、新たな気持ちで説教を始めている。この流れを見ると、内村

は運動をやめたというより、それを継続したように思われる。しかし、新たな「運動」は

もはや「知識人の運動」となっていて、いわゆる運動
・・

らしさ
・・・

を失っていたということなの

かもしれない。

このように野上の解説を批判して申し訳ないが、彼は、内村の「神学思想」に関する論

評を任意に並べる時、ある意味で、内村の神学の中心的原動力に関わる論評を論文集の始

めと終わりに置いたとも言える。つまり、内村の「神学思想」は時期によって変わるが、

それぞれの時期における思想の根底に、重要な原動力として（ときには無意識的な形であ

るが）彼の「自力・他力」理解がある。自力と他力のバランスの確保は内村の生涯を通じ

ての課題であったと言っても、言い過ぎにはならないだろう。なぜなら、内村は自力と他

力のバランスを確保して初めて自分の性格に応じる宗教および信仰を構築できるようにな

ったからである。

本稿中に述べたように、すでに 1915 年に、内村は再臨運動中の彼の主題、すなわち過度

の合理主義に対する批判としての「道徳の大革命」の構想を得ていた。では、なぜ彼はそ

の時点でこれを語らなかったのであろうか？ これに関する推測として、次の二点を指摘

することができるだろう。

                                                  
449 233 頁。
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（一）1915 年の論文（注 256～257 参照）に見られるように、内村は 1915 年の時点で、

他力信仰に心を委ねてはいたものの、大衆伝道に出かけるには、一面的な他力信仰ではな

く、自力と他力の均衡が取れた信仰をもつことがさらに必要なのであった。自力と他力の

均衡（滝沢の「不可分・不可同」で表わされるような自他区別の超克）を得て初めて、内

村は、彼の性格中にもとよりあった「抑圧的感覚の強い責任感」を生かすような愛のメッ

セージ、大衆伝道を必要とする純福音を、再臨運動の形で発足することができた。自力と

他力の均衡の上に立つ、こうした「武士道的キリスト教」は、再臨運動における内村の救

済論の心理的事情に対応するものである。さらに言うならば、内村の思考中で、自力と他

力の両側面は、「自然科学的世界観」と「宗教的世界観」の緊張関係と重なり合う。（図 5）

に見られるように、内村は、自力信仰の時代に、「真理の三証言者」（聖書、天然、歴史）

をいわゆる科学的進化論の立場から解読してきたが、再臨運動中は、それらを「再臨」と

いう暗号、つまり信仰と「真の」進化論（突発説）の二つを統合させた暗号をもって理解

しようとしている。心理と認識は絡み合っており、どちらが先と言えるものではないが、

自力・他力をめぐる内村の心理的展開は、今指摘したような認識上の展開とも密接につな

がっている。後者については次の（二）で具体的に説明する。

（図 5）内村の価値体系における変更

（二）認識という点から見るとき、内村が 1915 年に「信仰の大革命」を再臨運動のよう

な形で推進しようとしなかった理由ははっきりしている。この時点の内村は、自らの行き

詰まった心理的事情と世界の行き詰った政治的情勢を乗り越える筋道を未だ見出していな

かったのだ。心理的には他力信仰によるある程度の癒しを得ていたが、世界観は混沌とし

ていた。内村にとって、進化論は、世界の出来事に意味を付与する原理（ルーマンの言う

暗号）としての機能を果たせなくなってしまった。そこで新しい暗号を手に入れるまで、

しばらくの間、内村は深く思い悩むことになる。自らを学者をもって任ずる彼にとって、

整合的な世界観は不可欠のものであった。内村が「再臨」に活路を見出したのは 1916 年で

ある。このとき同時に「突発説」に辿り着いたものかどうかは定かではない。しかし、内

村が 1916 年の夏に車中で Sunday School Times 誌上に「再臨」を見出したときの気持ちは、

ニュートンのユリーカにも匹敵するものだったに違いない450。上述した心理・認識上の二つ

                                                  
450 ニュートンに触れたのは、一見してわかる類比のためばかりではない。物理学におけるニュ

ートンの業績は、彼の終末論的神学と錬金術に関する熱心な研究および実験と不可分のもの
である。彼がいわゆる「呪術」を克服した近代科学者の模範にされたのは誤解とも言えるだ

再臨

聖書 天然 歴史

真理の三つの証言者

進化論

聖書 天然 歴史

真理の三つの証言者
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の行き詰まりを、「再臨」という一個の理念で打開できたからである。さらには、再臨を突

発的出来事の典型と見ることで、過去における、心理的な傷となっていたであろう人生上

の事件（不敬事件など）をも意味づけることが出来た。自らの人生と信仰に「再臨」とい

う暗号を導入することで、宇宙の中の自分が、現世では不完全な生命を、しかし来世では

栄光の生命を受けるべき自分となった。内村は、自らが得たこの認識を説教の中で語って

いる。彼は「預言を以て信者を慰めたる有名な言」たるコロサイの信徒への手紙の 3 章（2

～4 節）を引用しながら、次のように述べている。

「信者は天の事を念ひて地の事を念ふてはならない、其故如何
〔いかん〕

となれば彼は地に対して

は既に死
しに

たる者であつて、其生命
い の ち

は今やキリストと偕に神に蔵れてあるからである、し

かし永久に蔵
かく

れてあるのではない、キリストが其栄光の復活体を以て顕はれ給ふ時に信

者も亦同じ栄光を以て顕はるゝのである、其事を念ふて彼は地に在る肢体
し た い

の慾
よく

、即ち汚穢
をくわい

、

邪
じや

情
じやう

、貪婪
たんらん

等に其思念
お も ひ

を濁
にご

してはならない（五節）、天と未来とを有する信者は地と現

在とに囚
とら

はれて低
ひく

き卑
いや

しき生涯を送つてはならないとの意
こと

である、預言を以て高き思想

と清き生涯とを奨
すゝ

めたる貴き言である。」451

内村がここで引用した聖句の文脈を調べると、彼の再臨運動における「反合理主義宣言」

の主題もまた見出すことが出来る。パウロの書簡として伝えられるコロサイの信徒への手

紙は、パウロがコロサイ教会の信徒に「巧みな議論」と「人間の言い伝えにすぎない哲学」

に「だまされないように」勧告したという体裁で書かれている。コロサイ教会の信徒が奉

じた「異端」とは、キリストの存在を排除した、一層合理的な道徳論であったと思われる。

それに対して、パウロは「知恵と知識の宝」のすべてを隠している、また「満ちあふれる

神性が、余すところなく」宿っている「キリスト」を、世界観、ひいては道徳の原点とし

ている。このパウロとともに、内村も、自分があらゆる「世俗的道徳」から解放された（救

われた）というのである。このように語る内村は、それぞれの講演会の聴衆にも、同様の

救いに与るように勧めようとした。

このように、心理と認識の両面における展開の結果として、内村は再臨運動を立ち上げ

たのであった。そして運動の第 1 期、彼が講壇に立ったそのときに、彼の救済論に別の要

素が出現する。公の形で再臨を主張するとなると、キリスト教界と社会の権力構造から自

由でいられるわけはない。むしろ、そうした影響は余りにも大きかった。救済に関する内

村の新たな認識は、当時の権力構造の中で、やむを得ず特定の役割を担うこととなった。

再臨の主張は、「教会の中に救いなし」という主張として、主流派に衝撃を与えた。内村自

身にとっては「教会との完全な分裂」こそが一種の救済となった。ここにおいて内村は、

世界の改善に対する責任のみならず、教会の改善に対する責任をも、「余の事業
ビジネス

」ではない

                                                                                                                                                    
ろう。彼自身は世界の記述方法として神学を物理学に優先させていた。世界の終末の計算ま
で行っていたのである。Betty Jo Teeter Dobbs, The Janus Faces of Genius: The Role of Alchemy in 
Newton's Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).

451 「聖書の預言的研究」『内村鑑三全集』第 24 巻、17～18 頁。
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として切り捨てたのである。この決心は「愛の濫費による悪化」（本稿節 3.5.1.3.参照）とい

う発想に導かれたものであるのかもしれないが、また、「自分は教会に捨てられた」という

自己意識を持つ者にとってどうしても不可避的な展開であったと思われる。

以上、内村の再臨信仰が、また彼が始めた運動が、（しばしば自明のこととして語られて

いるように）第 1 次世界大戦を背景に世界中に起こった信仰復興運動あるいは神の国運動

の単なるコピーではないことが明らかになったと思われる。「再臨」という記号（神学的に

言えば教理）は（内村が書いているように）雑誌経由で米国から届いたものであるが、記

号の中身（意味）は、内村の非常に個人的な事情を背景に形成されたものである。この個

人的事情に加えて、中田や木村の影響がある。いったん独自の再臨理解に達した内村は、

火事事件（「火のバプテスマ」）による中田との出会い以来、中田や木村との会話、共同の

講演会を通じて、二人から多くのことを学んだ。たとえば、神の力を長らく「奇蹟」とし

て論じてきた内村は、二人と協力するようになってから、自らの「聖霊」観を考え直すよ

うになった。聖化＝聖潔に関する理解も同様である。聖書無謬説を最初に主張したのは木

村であるが、木村の離脱以降も、内村は聖書無謬説を重視し、ますます熱心に説くように

なっている。そして、本稿で講演者の権威を増す発話形態として分析した内村の自伝的な

講演のし方も、木村の「逸話的」な説教法に影響されたものかもしれない。

しかし、再臨運動の重層的な記述（「厚い記述」）がこうした側面を明らかにしたといっ

ても、もちろん、思想家であると同時に神学者でもある内村の思想そのものが傷を負うよ

うなことはない。逆に、こうした記述によって、内村の思想的な適応力と独自性が見えて

くる452。内村には（他の人と同様に）演繹的な形で自説を押しつけるような側面もあったが、

世界観の中核的部分に関しては、彼はあくまで帰納的な実験主義に立って「記号」の内容

を構築したのである。しかしまた、内村の限界も見えてくる。私見によれば、「突発説」に

は「学問」と「信仰」の隔たりの架け橋になる潜在的可能性がある。彼がこれを無教会主

義の主張のために犠牲にしたことは、残念なことである。しかも、無教会を主張するため

に教会と闘争を始めたことは、無教会の趣意から大いに外れるのではないか。もっとも、

いかなる個人が発した声明であっても、社会の権力構造の中でしか解釈されることはない。

しかし、内村の場合には性格的な背景もありそうである。すなわち、「愛着的傾向、抑圧的

感覚の強い責任感、周りを支配したいという要求」という内村の性格のうちの最後の要素

が、彼をめぐるあらゆる衝突の、少なくとも一因をなしていたと考えられるのである。

                                                  
452 内村の限界を認めない論者たちの姿勢は、彼を教祖としたい欲求から生まれると言えよう。

加藤常昭は中田の教祖意識を相対化する意味で、「すべての牧師に、教祖になりたがっている

ところがあり、ただ多くの者が教祖になりそこなったに過ぎないというところがある」（加藤

（2003 年）、217 頁）と述べた。再臨運動の第 3 期に作成された「聴講注意録」の「批評又は

冷
ひやが

しの為に聴講は全然差控ゆべきであります」だけを見ても、内村自身の「教祖になりたが

っているところ」が確かに読み取れる。しかし、加藤がここで見落としているのは、人を教

祖にする信者の責任である。教祖を求める信者がいなければ、教祖は現れないのである。
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3.9.1.2. 再臨運動と大正期の時代精神（合理性、救済、生命）

内村個人の事情を越えた再臨運動の種々のテーマが、時代的背景、特にその思想的背景

と、どのように繋がっていたか？ これを明らかにすることが、本稿の分析の第二の課題

であった。時代精神は様々な現象を含むものであるので、特に「救済」と「合理性」の二

点の分析に集中した。再臨運動の推進者による再臨の主張は、一方では漸次的な発展とし

ての進化論的原理の廃棄とつながり、他方では制度的キリスト教が無用であるという主張

とつながっていた。進化論は近代日本の合理性概念を全面的に支配していたがために、漸

次説型の進化論の廃棄は、直ちに当時の合理性理解の批判あるいは廃棄ともなるはずであ

った。しかし、資料を丁寧に読めば、再臨運動の推進者たちは、同時に別種類の合理性 ––

本稿において仮に「合信仰性」と名づけたもの –– を主張したことが分かる。つまり彼ら

は、偏狭な合理主義を非難し、「俗化した」目には見えないような発展、つまり「霊的」な

発展をも考慮に入れた、あるいはそうした発展を世界の進化過程の真
・

の
・

基盤とする、人間

の心身をその全体性において把握しようとする新た
・・

な
・

合理性を要求した。新た
・・

な
・

合理性を

要求した限りにおいて、再臨運動は、大正期に数多く起こった、一層霊的な（spiritual）生

活を探求する新たな（alternative）運動の一つであった。

ところが、内村、中田、木村の三人の「反合理主義宣言」の中身は完全に一致していた

わけではない。内村の批判には認識的な側面が強かったが、同時に「見えざる」発展の「可

視化」も強調された。「再臨」が記号として、十字架の上に不可視であったメシアの可視化

を象徴していることを忘れてはならない。それに比べて、中田は、「聖霊に酔っ払って」、

盛り上がる信仰生活を求めて、理性に頼るため「静か過ぎた」教会を批判した。中田の奉

職した東京聖書学院での雰囲気からすると、つまり、そこでは集会において歌、太鼓、熱

心な祈りなどが中心的な役割を果たしたこと考えると、中田は、キリスト信徒の「聞こえ

ざる」信仰を「聞こえる」（騒々しい）信仰に変えることを目的としたと言えるかもしれな

い。そして、木村の合理主義批判は、原始キリスト教の「感覚」を失った近代的キリスト

教に対する一層明確な批判だが、彼は「講演」の論理（いわゆる理屈）ではなく「逸話」

の論理を用いて、信者の想像力を喚起することで信仰の徹底を目指した。キリスト教の重

要史跡を求めて世界各地を巡り歩いた木村は、自らの体感への欲求 –– 信仰の原点にある

本物を触りたいという欲求 –– に導かれていたのかもしれない。このように、内村、中田、

木村の合理主義批判において、それぞれ一個の感覚器に対応する批判の中心点を求めるの

はやり過ぎかもしれないが、このようなやり方も新たな視点をもたらすものであるかもし

れない。

なぜなら、再臨運動の合理主義批判は、本稿の前半に紹介した、ルーマンが述べる「オ

ートポイエーシス」における一つの是正処置としても理解できるからである。冒頭で解説

したように、ルーマンの議論は神経生物学を踏まえている。進化の過程において、人間の

知覚の能力は低下し、これを補うために脳の能率化が進んだ。その結果、認識の枠組は、

次第に外界の知覚作用から独立するようになり、時には実在と一致しない思考的産物を「真
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理」とすることもできるようになった。それゆえ人間は、絶えず思考と外界からの信号と

の照合を行わなければならない。実験科学はこれを前提としているが、理論的学問におい

ては実在との接触が失われやすい。再臨運動の合理主義批判に話を戻せば、それは、実在

との接触を失った合理主義への批判であるとも言えるだろう。再臨運動の推進者たちは、

「合理性」を日々の生活における実験、感覚器を通して実感できる実在と再び接触させる

ことによって、人々の思考、とくにその合理性理解に是正を施そうとしたと言えるだろう。

芦田は、『中田重治とホーリネス信仰の形成』の中で、ホーリネスを敬虔主義の大きな流

れに属する運動と見て、敬虔主義の本質を「信仰のリアリティ」の探求としている。彼は、

その詳細を宗教の個人化・内面化説に立って説明しているが453、上に述べたことと合わせれ

ば、ホーリネスだけではなく、他の再臨運動の活動主体も、「実存」（とその実感）におけ

る信仰の原点に戻ろうとしたことは、芦田の言おうとした「信仰のリアリティティの探求」

であるのではないかと思われる。そして、「原点に戻る」ことは、再臨運動の推進者たちに

とって最も「合理的」な決断であった。なぜなら彼らは、キリスト教はその「原点」にお

いて最も「純粋」な形で現れたと信じていたからである。この発想との一貫性から、彼ら

の主張は「純福音主義」とされてきた。それに対して、反対者の立場は「純道徳」の立場

とされた。反対者もなんらかの「純粋」な原点を目指していたわけである。海老名の見解

によれば、両者の違いはその方向性にある、再臨運動の推進者は過去を原点としている。

彼はこれを批判して、原点を未来に置くべきだと述べている454。

しかし、再臨運動の推進者たちは「実在」と繋がる「信仰の原点」を何よりも重視した

が、それが彼らの「究極的関心」（ultimate concern）であったというふうに誤解
・・

されやすい。

そうではなかったことが、実は、再臨をめぐる言説の重要なポイントなのである。再臨運

動は、信仰の原点を検出するためのものであるというよりも、「道徳の大革命」のための言

説、つまり、存在論的な言説ではなく、規範的な言説であった。本稿の前半に紹介したバ

ルグーン455の言葉で言えば、再臨運動の推進者たちは、聴衆に対する「再臨」の「信念」

                                                  
453 芦田は次のように言っている。「敬虔主義の特徴は前述のように信仰の個人化・内面化と日常

生活における実践的信仰に現れる。それは信仰者一人一人が、信仰に生きるということを内
面的には霊的感覚において知覚し、外面的には日常生活で五感を通して知覚することを意味
する。このように敬虔主義が目指しているものを本書ではさし当り＜信仰のリアリティ＞と
名づけておく。」芦田（2007 年）、12 頁。

454 海老名の議論は、本稿において十分に扱わなかったが、彼は過去・未来の対立を、現世と来
世の対立と結びつけるのみならず、同時にまた内村らの「預言者」の役割に関する主張とそ
の裏にある「現世に永遠の自覚が足りない」というアイディアさえも引っくり返している。
つまり海老名は、（日本人の先祖崇拝を念頭に置いて）「人間は来世を思ふものである」と断
言し、「イスラエルの予言者は夫れを排して彼等民族の思想を転向せしめ、現実の世界へ即せ
しめた。然らば彼等は之れで満足するかと云ふに却々さうは行かない。そこで彼等は其現在
に引戻されたる観念を、吾々人類の将来にをいた」と述べて、内村らの「聖書の預言的研究」
の主張に反論している。海老名弾正「基督再臨論に対する見解」、鈴木範久『内村鑑三日録 10』
（1997 年）、298 頁。

455 コミュニケーションの理論家であるバルグーンの「信念」概念は、「信念」と「価値」の区別
によって、一般的な「信仰」概念に混在した一個の側面が一層明確になる。これに依拠する
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（belief）の説得に努力したが、その目的は、再臨の「信念」よりも、その信仰に媒介され

ると思われた「価値」（values＝数多くの行動模範の基準となる善悪をめぐる定着した観念）

の変更にあった。彼らは、大正期の人々の道徳心に不満を感じて、再臨の主張によってそ

れを改善しようとした。彼らが、主流教会と衝突した理由は、両者が同じく「道徳心の改

善」を目的にしながら、いわゆる方法論において一致しなかったからである。

そうであったからこそ、両者には、共通の概念が多かったと言えよう。共通の概念とし

ては、「道徳」以外に、「純」と「生命」の二つが目立つ。先に述べたように、再臨運動の

推進者の立場は、「純福音」、「純愛」、「純恩恵」等で表わされるが、反対運動の主張は「純

道徳」とされる。つまり、両方が何らかの「純（粋）」（中田の場合は、「完全」という語の

使用が圧倒的に多いが）を求めていて、そして、面白いことに、両者がともに「純」の探

求を「生命」の「命令」に還元させている。

「生命」とは、宗教においてしばしば取り上げられる概念であるが、大正期の日本にお

いて（またヨーロッパにおいても）宗教的な生命の主張とは別の「生命主義」が流行した。

日本、特に日本の文学界におけるこの生命主義の系譜は、鈴木貞美456が詳しく追っている。

自著の表題が示すように、鈴木は「近代」を「生命」で読むことができると考えている。

彼は、生命主義の助産婦として当時のドイツ生物学の研究を取り上げているが、それとと

もに、「民衆解放の思潮」となったロマンティシズムもまた、生命主義の発展に貢献した思

潮であるとしている。ドイツの生物学界の議論は、全体的な宇宙的進化論の立場に立って

いる。その背景にあるのは、民衆解放の思想と、近代の都市化の結果として現れた「大衆」

および「大衆の力」の自覚であった。それらを基盤として、ヘッケルの「生命一元論」、ド

リーシュの「生気論」、ディルタイの「生命の哲学」などが生まれた。「生命」のもつ意味

はそれぞれによって異なっていた。

鈴木によると、日本における「大正生命主義」は、最初に木下尚江の文学に表れたよう

な、宗教感情を背景とした「生命」の覚醒を出発点とするものであるが、木下尚江の裏に

はトルストイが始めた「懴悔の系譜」がある。この「懴悔の系譜」は日露戦争時に流行し

た非戦論と繋がっていて、戦前、「生命の不安」を書いた幸徳秋水は、戦時中、トルストイ

の反戦論『悔い改め』を翻訳して、日本のインテリに刺激を与えた。後に二宮尊徳は日本

のトルストイと呼ばれるようになるが、内村は 1894 年に『代表的日本人』の中で二宮尊徳

だけではなく中江藤樹らも評価している。彼は、のちにトルストイについて聞き及ぶと、

「〔トルストイの〕基督教観のことに関しては全然伯の弟子たる能はざれども、社会主義の

ことに関しては伯と全然意見を共にする者なり」457と書いている。また、『萬朝報』時代に

                                                                                                                                                    
ならば、「存在」に関する命題は、発話行為理論によって示されたように、同時に聞き手の行
動に対する規範的命題になるということが一層わかりやすくなるだろう。バルグーン（1989
年）、131～134 頁参照。

456 鈴木貞美『＜生命＞で読む日本近代』（1996 年）

457 「トルストイ伯の社会主義観」『内村鑑三全集』第 13 巻、298～299 頁。
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おいて木下や幸徳といったキリスト教に感化された社会主義者と連携している。こうした

ことを思うと、内村が、日本の生命主義の誕生を身近に目撃したことはもちろん、あるい

はその誕生に幾分かの影響さえも与えたことが分かる。（鈴木は、内村の非戦論を取り上げ

ているが、文学界に対する内村の影響に全く触れていない。）

ところで、鈴木に従って木下の「生命論」を読むと、そこに内村の思想と共通する要素

が多数あるとしても驚くべきことではないかもしれない。もちろん、二人の「生命観」に

は決定的な相違点もある。木下は、キリスト教の背景をもつ社会主義者として進化論に基

づく「永遠の生命」観を展開し、それを特別な生殖観と結びつけて、トルストイの禁欲主

義を乗り越えている。しかし、進化論に基づくと言っても、内村ほど進化論に詳しくなか

ったらしいことは、鈴木も指摘している。「ダーウィン進化論から、種を超えた「生命」の

流れの観念だけが取り出された」458と鈴木は言う。しかし、「猿も人間も同一の先祖から進

化した」と、進化自体が生殖を通してしか可能にならなかったという「事実」に、木下は

ある種の「奇
あや

しさ」を発見したらしい。それで、木下は『懴悔』（1906 年）の最終章「永生

とは何ぞや」の中で、「奇しき恋こそは実に永遠より永遠に《我》を活かす唯一の生命なの

だ、去れば死の恐れよ、恋の悩よ、功名の悶えよ、其の外観は三個三様に違って居るが、

実は人間本来なる根本要求の態を変へたる現顕に過ぎないのだ」459と書いている。この引用

にある「恋」（eros）を「愛」（agape）に変えるならば、内村を完全に肯定出来る思想にな

るが、この相違こそがポイントだと言えよう。

総括において新たな問題に言及すべきではないが、鈴木が日本の生命主義の出発点とし

た木下の背景を一層調べる必要がある。するとそこには組合教会との関連が見出される。

すなわち、トルストイの翻訳者である加藤直士は本郷弓町教会の伝道師であった。木下の

『懴悔』が金尾文淵堂（この出版社は「本づくりは生のあかし」をモットーとしていた）

から出版されたとき、すでに木下は社会運動から宗教運動へと進んでいたが、この本は直

ちに海老名弾正の『新人』に紹介された。時期的には、木下の本は内村の『宗教座談』（1900

年）や『基督教問答』（1903 年～1905 年）よりも後のものであるが、この『基督教問答』

の中で内村は、キリスト教の「教訓が光
ライト

でありますならば其奇蹟は実に 力
フォース

であります」

と述べて、「神の奇しき力」論を展開していた。そして、『宗教座談』の中で彼は、霊魂
たましい

を

「奇
くし

き心」としている。では、これは、本稿に対してどのような示唆を与えるものであろ

うか。次の二点を指摘することができる。

（一）内村の『宗教座談』と『基督教問答』は、組合教会に盛んだった新神学に対する

反論として「奇蹟論」を中心とするものであったが、木下の『懴悔』は、内村の発想を受

容できるものであった。しかし、それは、キリスト教の衣をはがして、進化論のみに基づ

いた「奇しき恋」としての「生命」解釈を称えたものであったので、この解釈は、どちら

                                                  
458 鈴木（1996 年）、107 頁。

459 同書、106 頁。
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かというと海老名らの組合教会の解釈に近いものであったと言える。そうすると、両者の

著作は、同時代の植村・海老名論争の周辺的事象として位置づけられることになるが、同

時に両者は、「三位一体」論の神学的問題意識を超える形で、あるいはその原点に焦点を定

めた形で、人類と宇宙の発展の根底にある「 力
フォース

」（dynamis）の探求を行ったものに他な

らなかった。本稿で見てきたように、内村は 1900 年前後の時点で、こうした「力」の探求

における学問と宗教との協力関係を望ましく思い、その必要を「人間に霊的生命がある」

という前提のもとに説いた。（実は、この「力」の探求は、様々な命題に付された「純」の

字でも表わされている。）

（二）内村の再臨信仰が奇蹟信仰を前提としていることはすでに説明したが、「奇蹟論」

時代の内村は「生命」の概念に集中することはあまりなかった。しかし、近代戦争におけ

る虐殺を目撃し、娘ルツ子の最も身近な死を経験してから、彼は「神の愛」から生まれる

「永生」を発見し、「死」の悲しみから救われた。再臨運動は、このように「純愛」によっ

て「永生」へと導いてくれるキリストの再臨を唱えるとともに、再臨に顕れる「永遠な生命
い の ち

」

を「活きた」道徳の原動力として推進する運動として発足する。それに対して、「復活」を

否定する海老名らは、神の力による「永生」ではなく、進化に内在する「生命」を主張し

た。再臨運動は、他力的な救済をめぐって合理性を論ずるに際して、同時に自分たちの「生

命」観の妥当性を示すことに努める。かくして彼らは大正生命主義の多様性に貢献できた

ことになる。なぜなら、両者はそもそも、偏狭な合理主義の檻に入れられた人間を解放せ

んとするものだったからである。

先に述べたことであるが、再臨運動の推進者たちは、大正期の主流の「合理性」理解を

その「新合理性」（筆者が合信仰性と呼んだもの）によって批判した。「生命」理解の場合

にもまさに同様であるので、この節を内村が大手町に移ってから書いた「新生命」という

文章で終えたい。

「新しき生命と云
〔い〕

ふは新しき年と云ふが如くに旧くよりありし生命が新たに始めらる

と云ふ事ではない、新しき生命とは此世に無い生命が新たに人に臨む事である、即ち植

生又は動生又は人生とは全然其性質を異にする生命が信者に臨む事である、「我等の生

命なるキリスト」とあるは即ち此生命である（コロサイ書三章四節）、此生命は其発達に

生存競争を要しないのである、此生命は他の生命に異なり儚
はかな

き者にあらずして宇宙は失

するも失せざる者である、植物又は動物が進化して成つた者ではない、又野蛮人の生命

の文明化ではない、是は 直
〔ただち〕

に神より降りて彼を信ずる者に臨む特種の生命である、

基督者
クリスチヤン

は所 謂
〔いわゆる〕

基督教的文化に接して成つた産物ではない、彼は神の新たに造り給へり

者……キリストイエスを以て造り給へる者である（エペソ書二章十節）、若
〔も〕

し全宇宙に

特別造化なる事があるならば我等は其実例を真正
ま こ と

の基督者
クリスチヤン

に 於
〔おい〕

て見るのである、キリ
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ストは生命以外の生命である、心理学者や社会学者の探知し得ざる異種特別の生命であ

る。」460

内村がこの文章を書いた 1921 年に、日本の教育界はある若い国語専門家の著作に魅了さ

れていた。それは、大正生命主義にさらなる燃料を注ぐ田上新吉の『生命の綴方教授』で

あるが、その結果、「生命」概念は学校教育においてもクローズ・アップされることとなっ

た461。

3.9.1.3. 日本における言説としての再臨運動の特徴

本稿の第三の課題は、宗教学というよりは、日本学や理論的言説研究の問題意識に導か

れている。すなわち、ある時期に日本に発生した「再臨運動」という言説は、一個の事例

として、日本における言説のあり方について何を示唆するものであろうかという問いであ

る。本稿では、日本以外に起こった言説の分析を行わなかったので、本来の意味での比較

は出来ないことを筆者は自覚している。しかし、本稿の前半に紹介した諸理論を受けて、

言説としての再臨運動の特徴のいくつかが指摘できると思われる。紹介した理論のほとん

どは、欧米に展開されたものであるゆえ、主に欧米を視野に入れたものであると言えるだ

ろう。ということは、日本の事例によって、理論のさらなる仕上げに貴重な指摘が与えら

れるかもしれない。（再臨運動が日本における言説の一例として、欧米の言説理論にとって

本稿の「はじめに」において記述したような「躓きの石」になればよいということである。）

しかし、再臨運動には、一見して見てとれるような、立論のしかたなどに関する「日本

特有」と思われる特徴がない。再臨運動は、フーコーが指摘したような、無秩序的であり

ながら無秩序に秩序を引き起こす出来事として、当時の権力構造（思潮のそれも含めて）

の枠内にその権力構造の改革を引き起こすものであった。こうした権力構造の枠内に置か

れて、再臨運動の推進者たちの本体論的な命題に含まれる規範的次元が発揮されたと言え

よう。再臨運動は、他でもなく宗教界に起こった運動として「宗教的」言説であり、その

結果、個人や社会に対する規範的妥当要求を多く提示している。宇宙論的再臨と言いなが

ら、現世における日常生活の道徳に関心を向けている。

                                                  
460 「新生命」『内村鑑三全集』第 26 巻、492 頁。

461 田上の『生命の綴方教授』の背景に文部省による国語教育の改革がある。1900 年（これは内
村の奇蹟論と木下の生命論とほぼ同じ時期である）に始まるこの改革自体が、時代精神の変
化を表わしていると思われるが、筆者は今ここで論じられるほどの知識を持たないので、代
わりに副島孝の概説を引用する。「明治３０年代までの作文指導は、驚くほど徹底した内容軽
視、形式優先でした。明治 33 年の小学校令改正を期に、『作文』は『綴り方』に名前をかえ、
お手本をまねて文章を作る『作文』から、生活体験を綴る『綴り方』へと大変身します。大
正時代には『随意選題論争』や『赤い鳥綴り方』を経ながら、『綴り方』は盛んになります。
昭和にはいると『生活綴り方運動』が、反体制運動として逮捕者がでるまでに至ります。戦
後は『綴り方』という教科名は消え、『作文』に統一され、しかも国語科の一分野となります。」
副島孝「『文章読本さん江』を読む」『（小牧市）教育委員だより』27 号（2002 年）、
http://www.komaki-aic.ed.jp/kyouikuiindayori/H14/iindayori027.htm 参照。
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あるいは、ここには日本的ではないが、儒教に強く影響された東洋的な宗教理解が隠れ

ているのだろうか。本稿の前半において、仏教的な「真如」理解をキリスト教的な「根拠」

としての「神」観念と比較したが、近代日本のキリスト教界の代表人物には儒教の影響を

受けた者がむしろ多かったことを考えると、彼らは儒教的道理の理解に基づいており ––

つまり、宇宙の根底にある道理が直ちに人間の日々の行動に表れるべきだと考えており ––

「再臨」という教理に表わされた真理は道徳（あるいは新道徳）との関連でしか考えられ

なかったのかもしれない。

ラカンやブラーカー等は、心理学者として、言説における個人のアイデンティティ形成

あるいは確保の過程に集中したが、内村は、宗教改革 400 周年記念講演会において日本の

ルターとしてのアイデンティティを得たばかりでありながら、再臨運動中、それ以上の、

すなわち預言者としてのアイデンティティを自覚して、周りの人々を納得させた。しかし、

社会の権力構造の枠内に行われる内村らの一個人としてのアイデンティティ・ポリティク

スは、「政治的なもの」（the political）が実際にどれほど個人の生活に浸透しているかとい

うことも示してくれる。このようにして再臨運動を見ると、フェミニスト理論の「個人的

なものは政治的なものなり」（personal is political）との命題の意味がよく分かる。

実は、こうしたアイデンティティ・ポリティクスには、精神生物学及び社会科学によっ

て注目された自己言及を通した自己再生機能、つまり「オートポイエーシス」を見ること

も出来る。しかし、再臨運動が、個人の自己再生を超える社会のレベルでの自己再生過程

でありながら、社会の「オートポイエーシス」を「実存」の世界から受信できる刺激に帰

還させようとしたものであることは、先に説明した。

本稿の前半において、言説における沈黙と仏教の「無言」に触れて、無言の発話行為

（speech act）の可能性を考えた。また、再臨運動の第 3 期において内村が聴衆と運動の反

対者に向けて発した「議論ではなく、祈祷である」という主張と、実際的な批評を無視・

排除しようとする内村の行動とを、「政治的な事柄」として、彼の排他的精神の表出として

解釈したが、「無言」の伝統から見た解釈も可能であろう。ここにおいては、内村は、再臨

信仰を持つ人々が反対者の信仰に対して責任を負うべきであるという考えから離れて、そ

れについては完全に神に委ね、自分たちは信者の責任として専ら祈りのみに専念すべきで

あると語った。

こうした発想の中に、半年以上の激しい論争で疲れた内村の姿も見てとることができる

だろうが、あるいは彼は、これほど言葉を用いて苦労したのに、期待した結果が見えない

ことで、言葉そのものの限界、また神を語ろうとする人間的言語の限界を痛感して、「無言」

の発想に驚くほど近いアウグスティヌスの認識に達したとも言えよう。アウグスティヌス

はこう言っている。「神は、我らの言葉においてよりも、我らの思いにおいて、偉大にして

真である。さらに実際には、神は、我らの思いにおいてよりも、偉大にして真である。」
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この言葉は、実は、本稿の冒頭にあるルーマンの引用にも繋がるし、また（様々な宗教

に見られる）神学的な言説理解をそのまま表わしてもいる。神は「スーパーサイン」（大き

な S）として人間的言説の背景にあるが、個人は、その神という「真理」を限られた幅でし

か把握できない。社会における ― つまり人間と人間の間に言語を媒体として行われる ―

「真理」をめぐる言説の中では、「真理」の幅はさらに狭められる。それは、人間の言葉で

神を語ろうとするときの、人間の条件（conditio humana）である。アリストテレスが言う

ように、そして言説理論も指摘するように、人間が「政治的動物」（zoon politikon）である

ならば、人間の言語は人間の政治性を帯びるはずである。どんな言説も政治的なものとな

る。人間がある宗教を信じ、その宗教の根拠を論じるとき、（その根拠（神）を人間の言説

界から離れたスーパーサインとしておきながら）自らの政治性に基づいて、その根拠を「政

治性」を持つものとして主張するというところに、人間の宗教的言説の最大の、最も問題

となる限界が現れている。

この節を、最後に内村の思想と言説理論との関係に関する一つの発見について述べるこ

とによって終えたい。そのために、先に述べた内村の「真理の三つの証言者」という発想

に戻らなければならない。この発想は、早くも、1885 年 4 月 18 日に、内村の英語の聖書に

書き込まれた感想として残っている。

「There are Three Witnesses to the Truth, viz. Nature, Man, and Bible. We cannot have 

the true conception of one of the three, without the correct understanding of the other 

two. They are the Trinity of one Eternal Knowledge, the Trifold Manifestation of one 

Godhead.」

（図 6）ビューラーのオルガノン・モデルに当てはめた内村の真理の証言者の三位一体

天然

（symbol）

人

（signal）

人

（symptom）
聖書



179

内村のこの発想は、さらに同年の秋の新島襄宛の手紙462の中に「聖三位一体と並んで存

在する三位一体」（a trinity besides the Holy Trinity）として説明される。ここで「人」とさ

れた部分は、場合によって「歴史」とも呼ばれるが、それは「人」に「時」463という要素を

加えたものである。内村のこの三位一体論を言説理論が基盤としているビューラーのオル

ガノン・モデルと比べると、（図 6）のように描くことができる。

先に発見と言ったのは、内村が真理の証言者とした「聖書」、「人＝歴史」、「天然」の三

つが言説理論のモデルにぴったり当てはまるからである。内村はさらに、人と人との間に

生じる（規範的な）コミュニケーションをある時点に起こる出来事として捉えるのではな

く、時間の流れが歴史的コミュニケーションとなって現れたものと捉えた。すなわち歴史

そのものが真理の証言者となると考えた。そして、「天然」と「人＝歴史」を考え合わせな

ければ「聖書」が不可解な書に留まるのと同様に、「天然」と「人＝歴史」もまた、「聖書」

を考え合わせなければ不可解に留まるとした。しかし、こうした三つの証言者は、互いに

証言し合うのではなく、三つが合わさってはじめてその裏（内村の言い方では、その内）

にある「真理」を証言することができる。内村のこの発想を図式的に見ると、それはルー

マンのいう意味における真の宗教的言説であることが分かる。つまり、内村はここで徹底

した「内在／超越」暗号に基づく理論を立てている。しかもその特徴は、超越的真理を、

人間界を外から観察するような「第三者」ではなく、我々人間と宇宙の最も内なる所にあ

る真理と見ていることである。内村のこの発想に基づく真理の言説理論的理解のさらなる

分析は、神学における言説理論的なアプローチに貴重な示唆を与えることであろう。

3.9.2. 今後の課題

解決された課題より、新たに浮上した問題の方が多いという印象を与えたかもしれない

が、本稿はここで終えなければならない。しかし、一方で、それは当然のことでもある。

なぜなら、本来ならばより長いスパンで捉えるべき複雑な現象を、内村の生涯、また近代

日本のキリスト教史の僅か 1 年半の短い期間に限定して分析したからである。また、それ

は望ましいことでもある。本稿が内村研究に新しい刺激を与えるものとなるなら、それが

何よりである。以下に、本稿執筆中に今後の課題と感じた三点を取り上げたい。

一、本稿は言説理論を取り入れた宗教学の視点から書かれた論文であるので、できる限

り神学の視点にも注意を払ったつもりではあるが、なお不十分なところもあると思う。再

臨運動という、救済と合理主義をめぐる言説の中で主張され、またその妥当性が問われた

様々な教理に対しては、教理学的分析も加えるべきである。しかし、先に指摘したように、

その場合、教理の裏にある権力構造を無視してはならない。何故なら、昭和期のキリスト

                                                  
462 『内村鑑三全集』第 36 巻、192 頁。

463 「真理の証言者＝時」『内村鑑三全集』第 19 巻、72～75 頁参照。
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教を理解するために、大正期のキリスト教を学ばなければならないからである。本稿を書

きながらつくづく思ったのは、熊沢が 1912 年～1930 年の時期としている、日本の神学史に

おける終末論の時代が、キリスト教界の十五年戦争下の国家政策への服従と、その論拠と

されたバルト神学の一面的な受容の時期と微妙に重なっているということである。澤は、

日本キリスト教界の失敗を教理上の曖昧さという観点から説明した。

「日本では教会と教団を作った後に信仰告白をどのようにするかを悩む。信仰告白は元

来教会が危機的状況に直面した時、それに対する教会の信仰的立場を明白にするもので

あるが、日本はその危機的な時に信仰告白以外のもので代置しておいて、その危機が過

ぎた後に信仰告白を問題にする。その結果信仰告白は教会の生命力と原動力になること

が出来ず、単に美しい作文になってしまった。」464

しかし、再臨運動における内村の主張をこの澤の判断から読むならば、それは確かに、

信仰告白、つまり教会の教理を明確にすることを目指した一つの大きな動きでもあった。

それは、教理に興味がない新神学に対する反応であった。しかし、ホーリネスについては

そうは言えない。ホーリネスは、四重の福音という教理を堅持したが、三位一体論には全

く関心がなかった。この点においてホーリネスは、実は、組合教会で流行した新神学と一

緒であった465。この点だけではなく、国家のためのキリスト教（キリスト者の国家主義）を

主張した点でも、同様だったのである。また澤に拠ると、「日本のバルト主義は自由主義と

社会主義的キリスト教の克服を行ったが、国家体制には沈黙し、結果的には追従の態度を

とった」466とあるが、それはバルト神学そのものというよりも、むしろ大正期における「国

民道徳」、「神聖な次元への欲求」、「キリスト教教理に立つ合理論」等の主要な妥当要求ど

うしが交渉しあった結果生まれた「妥協」の産物ではなかったかと思わざるを得ない。「教

理」は、当時の争いにおいて多面的に論じられてきたにもかかわらず、結局、信仰告白の

形成・主張にはつながらなかった。妥協として残ったのは、「神聖なるもの」への憧れと「国

民道徳」の必要性という意識のみで、このような終末論的時期には、内村らの「再臨」か

ら賀川豊彦や菅円吉等の神の国運動を経て、「日本神国」というイデオロギーに賛成する道

が開かれた。これは本稿の論考に基づく推測にすぎないが、この辺のさらなる分析が望ま

れる。

                                                  
464 澤（2004 年）、143 頁。

465 Paul K. Conkin, American Originals: Homemade Varieties of Christianity (Chapel Hill, NC:
University of North Carolina Press, 1997) は、ホーリネスを「恍惚たるキリスト教」（ecstatic 
Christianity）とし、米国において新神学を最も受容したユニテリアンを「人道的キリスト教」
（humanistic Christianity）として、両者はカルヴァン主義という共通の敵をもち、三位一体
に対する無関心という共通項をもっていたと述べている。三位一体論に興味が無かったこと
は、両者が受けた民主主義の影響によるかもしれないが、こうした特徴が日本に渡来したホ
ーリネスと新神学にも依然としてあったかどうかという点は、今後の研究課題である。

466 澤（2004 年）、148 頁。
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（二）もう一つ残された研究課題は、本稿に取り上げた諸教派における「自力・他力」

理解である。先に述べたように、米国生まれのホーリネスとユニテリアンの流れは、カル

ヴァン主義を共通の敵としていた。コンキンによれば、それは、彼らが救済における人間

の意志の働きを一層評価しようとしたからである。他の点ではかなり対立的と思われるこ

の二つの教派は、ともに、絶対他力的なカルヴァン主義に自力的な要素を導入しようとし

た。その結果、両者とも「神の万能」説を少なくとも部分的に否定せざるを得なかった。

そのようにコンキンは論じる467。カルヴァン主義者とされてきた内村の 1910 年頃まで続く

自力主義、そして中田らの絶対的他力の強調を見ると、こうした記述は、米国生まれの運

動について妥当であるかもしれないが、日本に渡来したホーリネスとユニテリアンの流れ

には必ずしも合わない気がする。日本の仏教における厳密な自力・他力の区別によって、

米国において「共通の敵、カルヴァン主義」を意識していたユニテリアンとホーリネスと

いう二つのキリスト教改革運動が一層分極化されたと言えるかもしれない。しかし、自力

と他力はまた、「教理」としてそのまま意味をもつというよりも、主張される際の主張者、

その意図、主張する相手によって意味が変わってくるので、それらを明確にすることを考

慮すべきである。日本での新神学の主張者とホーリネスとの対立には確かに社会階級・階

層的対立という側面もあった。このあたりの問題点の整理は、日本におけるホーリネス教

会とユニテリアン系の人道主義的キリスト教の特徴を理解するために必要と思われる。

（三）最後に指摘したい課題は、鈴木が跡づけた「生命主義」に関連するものである。

本稿では鈴木の著作から再臨運動研究のための一つの視点を得たが、鈴木の生命主義論に

対しては不満がある。鈴木は「宗教感情」を各所に論じているが、「本格的」な生命主義の

誕生時期を 20 世紀初頭と同定することによって、「生命主義」の宗教史におけるとてつも

なく長い歴史をほぼ無視している。その結果、鈴木は、「合理的」な進化論を基盤とした文

学界における生命主義の流れしか記述できなかった。生命主義に対するこうしたアプロー

チは、誤解や知識の欠如によるものではなく、むしろ意図的なものであろう。その裏に、

宗教には世界を説明する力がないという判断があるかどうかは分からないが、宗教に関す

る箇所で、「宗教感情
・・

」及び「スピリチュアリズム」という概念しか使用していないことか

ら推測すると、鈴木は、宗教が「生命主義」に貢献できたのは、その「反知性的な傾向」

を持った「感情」においてだけだと考えているように見える。「西洋近代における生命観の

概略をとらえようとするなら、キリスト教と合理主義の拮抗のほかに、キリスト教の教義

から逸脱するさまざまな神秘思想が洞巻いていたことを知らなければならない」468というふ

うに述べて、鈴木は、宗教の中にある
・・・・・・・

合理性と感覚・感情との緊張関係を、「宗教」、「合理

主義」、「神秘主義」という細目に分解してしまう、いわゆる「定説」に従っている。

                                                  
467 コンキン（1997 年）、317 頁。

468 鈴木（1996 年）、73 頁。
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しかし、このように「生命主義」を論じると、そもそもその中心にあった規範的（倫理

的）要求が失われてしまう。「神秘主義と物質主義の対立さえも、論理的な構造をもった調

和に導くことも出来るのが、生命主義の特徴である」469として、鈴木は「要素還元主義をと

らない」生命主義の全体主義（ホーリズム）を評価している。しかし、生命主義は、何で

も包括できると言い、すべてを包括することでその役割を果たし終えた。すべてを包括す

る能力、つまりホーリズムは、あらゆるものに対する一個の規範意識を主張するためには

必要である。「本来の」生命主義と言うとおかしいかもしれないが、宗教史の古い神話（例

えば、旧約聖書に記されているエデンの園の「善悪認識の木」と「生命の木」をめぐる神

話）に刻み込まれている生命主義は、ただの生物学的生命そのものを目指すのではなく、

価値判断の加えられた「善き生命」を目指しており、それを見失いそうになった、偏った

「合理主義」や「心酔主義」を軌道修正する役割を果たしてきた。なぜなら、生命主義の

主張には、必ず現状の善悪に対する判断が含まれているからである。新しく発足する宗教

（運動）のほとんどにおいては、社会と宗教界の現状に対する批判意識が強いので、これ

らにおいて生命主義的な主張が強いことはむしろ当然だと言えよう。

本稿との関連で興味深いことは、芦田が敬虔主義の歴史の研究者 M.シュミットとともに、

「すべてが生、および生きた活動にかかっており、とくに、個々人の信仰が生きた信仰で

あるかどうかが問われる」470と述べて、ある種の「生命主義」を「敬虔主義」の特徴的要素

として主張し、その流れの中にホーリネス教会を所属させているという点である。それに

よって芦田は、ホーリネス教会の「新宗教に近い」イメージを改善しようとしていると思

われるが、鈴木と比べて、芦田は少なくとも「生命」という原理に内在する規範的妥当要

求を見落としていない。本稿において、生命主義を吸収しながら展開した再臨運動の推進

者たちにも、その反対者たちにも、「道徳」及び「信仰となった道徳」が最も重視されたと

いうことを示したが、大正期生命主義に対するこうした宗教的生命主義の関与、そして一

層具体的に言えば、それに対する内村の関与の追跡調査が必要と思われる。木下の理論の

背後に内村の奇蹟論があったのではないかと述べたが、鈴木が取り上げている他の作家に

も、内村の強い影響があった。それは初期内村の著作が「私小説」の先駆であった471と言わ

れるほどのものである。このことも忘れるわけにはいかない。

                                                  
469 鈴木（1996 年）、268 頁。

470 芦田（2007 年）、11 頁。

471 ハウズ（2005 年）、93 頁。
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おわりに

1980 年代に『内村鑑三全集』の 40 巻が岩波書店から出された時に、関根正雄は期待を

表明して次のように述べた。

「今度の全集が編年編集で、思想史的に内村を新たに学ぶことが出来るのは画期的なこ

とに思える。聖書の信仰・思想にしても、神学というわく
・・

をはずして思想史的に追求す

ることが、より適切だ、と思うが –– これは事柄を一面的に相対化するためでは勿論な

いが、正しい意味で『相対化の視座』を持つことは現代においては聖書に対しても必要

である –– いわんや内村の場合なおさらである。」472

「無教会自身が転換期にある」とする関根は、「内村の二元的緊張」を「一元的に受けと

り、内村を教祖化する」兆候を危惧している。それゆえ、「新しい全集が内村における贖罪

と再臨の信仰を明らかにすることが現時点での緊急の事だ」と考え、そうした研究によっ

て思想家内村の望ましい相対化がもたらされることを期待している。従って、本稿では関

根が要求した二つの課題をともに引き受けるように努力した。

再臨運動期の内村の思想と活動は、実は、このような課題の材料として最適である。な

ぜなら、柏木での小さな聖書研究会に集中した内村は、自分自身の思想内の二元的緊張を

独白的に弟子たちに伝えるように努めたが、15 年以上をこのように過ごしてきた後の再臨

運動において、内村は、多様な刺激を与えてくれるキリスト教界と社会に自らを開く。意

図するとせざるとにかかわらず、それらは内村に刺激を与えたが、彼がさらに自分からも

刺激を与えようとしていたことは重要である。内村が再臨運動へと一歩を踏み出す時点で、

「救済」と「合理主義」をめぐる膨大な言説が発生するが、あらゆる言説と同様に、ここ

でもその背景にある権力構造（政治的枠）によって、多様性を含み持つ主張が概括的に捉

えられ、単純化され、また意図的に曲げられたといえる。しかしながら、こうした状況の

中で内村を、聴衆や運動の反対者たちに（意図的に）誤解された「被害者」と見ることは

できない。むしろ、彼もまた、状況に応じて、自分の主題に訂正を加えたり、目標に達す

るために主題を先鋭化したりしたのである。

しかし、このような相互作用の中にいるにも拘らず、彼は自分自身にとって決定的に重

要な「二元」の均衡を –– 均衡という言葉で足りないとすれば、「積極的な緊張関係」と呼

んでもよい –– 保とうとしたはずである。この「二元」とは、「学問」と「宗教」、「実験主

義的思考力」と「愛に拠って立つ判断力」、「個別を見る目」と「全体を想像する心」の二

元である。内村は、そうした二元の緊張から生まれた思想を、一生の活動を通して、もち

ろんまた再臨運動時代においても、人々に伝えようとした。しかし、当然ながら、内村が

伝えようとした思想の幾分かしか実際には伝達されなかった。

                                                  
472 関根正雄「新しい全集の意義」『内村鑑三全集 月報 5』（1981 年）、1～4 頁。
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再臨運動の場合は別として、「研究者」の仕事・課題とは、まず、暗示的であれ、言説に

よって一番中心的な事情として言及される現状の要素を識別することである。次に、言説

における情報の流れを規定する権力構造の分析によって、その「政治的」次元を濾し、取

り除く必要がある。さらに発言者である個人の「心理的」次元を濾して除く必要がある。

そのようにするなら、言説の主題が含んでいた「認識的」次元が見えてくる。しかし、学

問が認識を重視すべきだというのは、命題や言説にまつわる政治的・心理的な事柄等を単

なる異物として切り捨てようというのではない。中田の「玄米的基督教」に即して言えば、

彼の重視する（胚芽を伴う）「殻」の部分 –– 彼の言う「人を生き生きさせる真理」 –– の

みで足りるとするような、あるいは海老名の「時代思潮の殻」に囚われたキリスト教とい

う隠喩に即して言えば、純白の胚乳 –– 彼の言う「生命」–– のみで足りるとするような473、

そんな一方的な主張はしていないつもりである。米は胚乳も胚芽もあってこそ、バランス

のよい栄養源となる。さればこそ、認識のみに集中する学問は不健康であるのだ。

隠喩を植物としての稲に移すならば、胚乳なくして胚芽が育つことのないように、言説

における認識的発見も、それを取り巻く事象なくして得ることのできないものである。の

みならず、文脈を欠いた認識はもはや意味のある知識ではない。

筆者の当研究に期待を表わして下さった方々が多かったが、本稿がその期待に応えられ

たであろうかと危惧する。冒頭に掲げたルーマンの言葉が示すように、著者が自らの思想

を懸命に伝えようとしても、読者に対して十分な説得力を展開できるとは限らない。再臨

運動時代の内村の場合と同様、それは受け手の側が論文に対して、様々な条件の規定を受

けた「思想のインフラストラクチャー」に基づく期待を抱いているからである。本稿の提

案する再臨運動の読み方に馴染めない場合もあるだろう。その際には、本稿が、読者にと

って新たな活路を開く積極的な刺激を与える「躓きの石」となることを願っている。

                                                  
473 こうした討論の背景に、実は、脚気の原因をめぐる論争、つまり「学術的ではない」とされ

た栄養学と「学問」として定着していた医学の間の論争がある。論争だけで終われば問題は
なかったかもしれないが、この論争をめぐっては日露戦争に出兵した兵士たちがモルモット
にされ、陸軍医であった森鴎外の判断に基づいて白米を食べさせられて、戦争とは直接関係
なく、脚気に罹った 21 万人のうち 2 万 7 千人が死亡したという事実がある。脚気の原因に関
しては、1924 年に島薗順二郎がビタミン B1 不足だと考え、芽つき米（後の胚芽米）を主食と
するよう提唱して、様々な実験を行ったが、「脚気病は伝染病ではなく、食物の微量栄養素の
欠乏による」ことが証明されたのは、1932 年のことである。
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再臨運動関係講演・祈祷会の詳細

以下では次の略称を用いる。尚、数字は日付および号数を示す。

HM 小出忍編『ホーリネスの群略史』（1974 年）

KT 中田重治『聖潔之友』

NJD 米田勇『中田重治伝』中田重治伝発行会（1959 年）

TKH 『日本基督教団 天満教会百年史』（1979 年）

UKD  鈴木範久、『内村鑑三談話』（1984 年）

UKN 鈴木範久、『内村鑑三日録』全 12 巻（1993 年～1999 年）

UkwoK  鈴木範久、『内村鑑三を語る』（1990 年）

UKZ 内村鑑三『内村鑑三全集』全 40 巻（岩波書店 1980 年～1984 年）

UKZG 『内村鑑三全集 月報』

************************

1. 1918 年（大正 7 年）1 月 1 日、神田教会：

午後：

中田重治「万物の復興期」（KT 1918-1-10）
（後の再臨運動の前哨戦となった序論的講演）
（NJD 253）

2. 1918 年 1 月 2 日～5 日、神田教会、連続「新年聖会」：

毎日午前：中田重治「教会」（2 日）（KT 1918-1-31）、「偽キリストと患難時代」（3 日）、「千

年王国」（4 日）、「新天新地」（5 日）

（後の再臨運動の前哨戦となった序論的講演）
（NJD 252～253、HM 23）

3. 1918 年 1 月 6 日、東京基督教青年会館「預言的研究演説会」（神田 YMCA）、1200～1300
人：

中田重治（司会）、「開会の辞（聖書の根本真理（UKN）、万物の復興期（NJD））」（KT 
1918-1-10）

木村精松「我が父の家には第住
す ま い

多し」（『護教』1378 号（1918 年 1 月 11 日）、7～8 頁）

内村鑑三（風邪のまま）「聖書研究者の立場より見たる基督の再来」（UKZ 24:56~62、KT 
1918-1-24）
（UKN 10:10、UKZ 24:42、UKZ 38:292、NJD 257、KT 1918-1-10、KT 1918-1-24、UKZG 28:2）

4. 1918 年 1 月、中田重治が奄美大島と九州への地方巡回
（NJD 262）

5. 1918 年 1 月 10 日、青木正雄らの宇都宮市大工町（旧宇都宮木曜会）：

内村鑑三「商売成功の秘訣」？（UKZ 38:289)

6. 1918 年 1 月 13 日、柏木聖書研究会：

内村鑑三「身体の救」（UKZ 24:63~67)
（UKN 10:12)

7. 1918 年 1 月 20 日、柏木聖書研究会：
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内村鑑三「身体の救」（UKZ 24:97~100）
（UKN 10:13)

8. 1918 年 1 月、中田重治が奄美大島と九州への地方巡回：
（NJD 262、KT 1918-2-14）

9. 1918 年 1 月 13 日、柏木聖書研究会：

内村鑑三「基督信者と其希望」（UKZ 24:101~104)
（UKN 10:13)

10. 1918 年 2 月 10 日（雨）、東京基督教青年会館（神田 YMCA）、1200 人：

（出演順番不明）

内村鑑三「馬太伝に現はれたる基督の再来」（UKZ 24:89~96、KT 1918-3-14）

Albert Oltmans「基督の再臨につける
〔 マ マ 〕

使徒等の観念」

中田重治「偽基督の靈と彼の出現」（KT 1918-2-28）
（UKN 10:14、UKZ 38:294、NJD 258、KT 1918-1-24、KT 1918-1-31））

11. 1918 年 2 月 20 日、今井館（柏木の内村邸内）、33 人：

超教派の祈祷会参加者：（内村側）藤井、柴田、沢野、坂田、中田信蔵等、（中田側）小

原、車田、坂井、山崎、清水、吉津、野畑、汲川、江田、本郷、森等、（日本伝道隊側）

御牧、鈴木、宮村、梶原、（聖公会）土肥、後藤、（福音協会）万木、高橋（基督教会側）

奥田、星野、奥村、（メソジスト側）神戸、（大阪天満教会）武本

中田重治（司会）

内村鑑三「再臨の望（NJD）、望の理由（UKN）」（UKZ 24:77～79）
土肥と武本の証
（UKN 10:17、NJD 258）

12. 1918 年 2 月、仙台の五条館（学生の多い教会）、140～50 人：

中田重治の講演
（NJD 259、262）

13. 1918 年 2 月、亘理の日本基督教会：

中田重治の説教、阿武隈川で洗礼式
（NJD 259、262）

14. 1918 年 3 月 3 日（19 時～）、東京基督教青年会館（神田 YMCA）、1300 人：

木村精松（司会）

藤井武「＜人の子＞及び＜王＞としての基督」

内村鑑三「世界の平和は如何にして来る乎」（UKZ 24:130～136）
（UKN 10:20、UKZ 24:149、NJD 258、KT 1918-3-21、KT 1918-2-28）

15. 1918 年 3 月 10 日（雨）、大阪天満教会（メソジスト西部年会開催中、創立 40 周年記念

大講演会）、午前 400 人、

午後 600 人、夜 220 人：

午前 10 時～：

内村鑑三「信仰の三階段」（天満教会 40 周年記念講演）（UKZ 24:137～142）
聖餐式

中田重治の短い談話

午後：

木村精松「余が基督の再臨を信ずるに至りし理由」

中田重治「聖書の中心的真理」

内村鑑三「基督再来の欲求」（UKZ 24:168～172）
夜：
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中田重治と木村精松の再臨中心の伝道説教
（UKN 10:22、UKZ 24:149、NJD 259、KT 1918-3-21、HM 23、TKH 42）

16. 1918 年 3 月 12 日、大阪天満教会、再臨信者の親睦祈祷会、40 人（UKZ）～100 人（NJD）：

武本喜代蔵（組合）、河辺貞吉（自由メソジスト）、藤本寿作（聖公会）、今井安太郎（天

満教会）、吉岡哲夫（泰西学館）を役員会とした「日本基督希望団」の結成
（UKN 10:23～25、UKZ 24:150、NJD 259、KT 1918-3-21）
同日、海老名弾正が大阪で「キリスト教と日本の国是」について講演する（NKD 260、
KT 1918-3-21）

17. 1918 年 3 月 13 日、京都基督教青年会館、600 人（UKN）～1000 人（NJD）・1200 人（UKZ）：
ピアノ、ラッパ、コルネット演奏

佐伯理一朗（司会）

内村鑑三「世界の最大問題」（UKZ 24:143～148）
中田重治「聖書の中心的真理」

木村精松「余が基督の再臨を信ずるに至りし体験」

公演中、批判者による反駁｢再臨信仰は非科学的だ｣との罵倒に、｢蛙一匹だに解剖した

事のない連中が、他人を非科学的と呼び得るか｣と反駁（NJD 260）
300～400 人は起立によって再臨信仰を告白する

ブラックストン『耶蘇は来る』の販売は全て売り切れる。

翌日、海老名弾正は京都で講演会を開く（内村、中田の再臨講演と好個の対照を示した）。
（UKN 10:26、UKZ 24:150、KT 1918-3-21、NJD 260）

18. 1918 年 3 月 25 日～30 日、信州諏訪若松館（基督教徒甲信修養会）、80 人：

中田重治と三井芳太郎の講演

朝、聖書研究、午後自由懇談会、夜、聖別会（中田説教）
（NJD 261、KT 1918-3-14、KT 1918-4-11）

19. 1918 年 3 月 30 日、神戸女学院（卒業式の基調講演）：

内村鑑三「真善美の摂取と消化（腓比立
ピ リ ピ

書 4 章 8 節）」（UKZ 24:611～613）
（UKN 10:28、UKZ 24:150、UKZ 38:303）

20. 1918 年 3 月 31 日、神戸基督教青年会館、1200 人（KT）1500 人（九州からも参加者）：

14 時～：

内村鑑三「基督の復活と再臨」（UKZ 24:173～179）
夜：

『聖書之研究』誌読者の親睦会

参加者は再臨運動の中堅となって闘うと誓う
（UKN 10:30、UKZ 24:151 、UKZ 38:303、KT 1918-4-11）

21. 1918 年 3 月、中田重治が富士吉田に巡回：
（NJD 262）

22. 1918 年 3 月 31 日、松本市のメソジスト教会、満堂：

中田重治「萬國民の望むところの人物現れん」
（KT 1918-4-11）

23. 1918 年 4 月 3 日、大山園（主イエス再臨信者祈祷親睦会）、400～500 人：

10 時～16 時

中田重治（司会）、デンプシーも参加

内村鑑三「（三月の関西における集会の模様）」（KT 1918-4-11）
青木庄蔵による再臨信仰入信談
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神田三崎町バプテスト会館で日本基督教希望団主催の「聖書の預言的研究演説会」日程

決定
（UKN 10:31、UKZ 24:186、NJD 261、KT 1918-3-14、KT 1918-4-11）

24. 1918 年 4 月 7 日、神田三崎町バプテスト会館、550 人：

中田重治（司会）

平出慶一「基督の千年期前再臨」

内村鑑三「基督の復活と再臨」（UKZ 24:173～179）
（UKN 10:32、UKZ 24:187、NJD 261、KT 1918-3-21）

25. 1918 年 4 月 11 日、仙台のホーリネス教会：

中田重治「（再臨について）」説教
（NJD 263）

26. 1918 年 4 月 12 日、青森のホーリネス教会：

中田重治「（再臨について）」説教、洗礼式
（NJD 263）

27. 1918 年 4 月 14 日、神田三崎町バプテスト会館、600～700 人：

14 時～：

中田重治（司会）

三井芳太郎「予が再臨を信ずる理由」（再臨信仰のため組合教会から追い出されたと告

白する）

車田秋次「基督の具体的顕現」

内村鑑三「基督の復活と再臨」（UKZ 24:179～185）
（UKN 10:34、UKZ 24:187、NJD 261）

28. 1918 年 4 月 21 日、神田三崎町バプテスト会館、700～800 人：

14 時～18 時半：

中田重治（司会）＞「サタン来の宗教は排斥しなければならぬ」（大霊道、睡眠術、哲

理療法の批判）

アウレルと小原十三司の証言

坂田祐「基督の再来と実践道徳」

ヘンデル作『メシア』の「ハレルヤ･コーラス」のレコード再生

内村鑑三「約翰伝における基督の再臨」（UKZ 24:205～209）
（内村は海老名弾正の「基督再臨論に対する見解」『基督教世界』を朗読）
（UKN 10:36～38、UKZ 24:187、NJD 261～262、KT 1918-4-30、KT 1918-5-2）

29. 1918 年 4 月 28 日、神田三崎町バプテスト会館、800 人～：

14 時～：

中田重治（司会）

山崎亭治の感話

石川鉄雄「基督再臨の望と其休徴」

内村鑑三「約翰傅中の再臨（NJD、KT）、天然的現象として見たる基督の再臨（UKN）」（UKZ 
24:210~217、KT 1918-5-9）
（UKN 10:39、UKZ 24:187～188、KT 1918-4-25、NJD 262）

30. 1918 年 5 月 3 日～4 日、東京帝国大学基督教青年会館（エマオ会主催の平信徒信仰発

表演説会）、300 人：

3 日：

塚本虎二「基督教か絶望か」

黒崎幸吉「何故に富まんと欲するや」

内村鑑三の予定外演説（非戦論や死刑論について）
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4 日：

塚本虎二、三谷隆信、前田多門、藤井武による演説
（UKN 10:40~41）

31. 1918 年 5 月 5 日、神田三崎町バプテスト会館、700 人～：

木村精松（司会）

中田重治「異邦人の数と時の満る事」

内村鑑三「基督再臨の証明者としてのユダヤ人」（UKZ 24:218~224）
（UKN 10:42、UKZ 24:225）

32. 1918 年 5 月上旬、小石川福音教会の特別伝道会：

中田が毎晩講演

参加者の 1 割強が改悛（NJD 271~272）

33. 1918 年 5 月 12 日、神田三崎町バプテスト会館、700 人～：

中田重治（司会）

中田重治「基督再臨後の世界」

内村鑑三「聖書の預言とパレスチナの恢復」（UKZ 24:242~248）
好地由太郎の証

（UKN 10:44、NJD 271、UKZ 24:225、KT 1918-5-9）

34. 1918 年 5 月 15 日～19 日、聖書学院講堂（東洋宣教会第七年大会）：

15 日：

早天祈祷会、聖書講演、聖別会、歓迎会、車田秋次（司会）

中田の講演｢内村鑑三氏に出会うことにより、再臨運動に着手し得た。｣（NJD 269）
英国巡回伝道者デンプシーによる聖書講演と聖別会

「組合教会牧師だった文学士の三井芳太郎が教役者に任ぜられ、聖書学院の講師を命ぜ

られたのは一寸珍しかった。」（NJD 271）
19 日：

洗礼式
（NJD 269~271、KT 1918-4-25、KT 1918-5-9）

35. 1918 年 5 月 18 日、神戸基督教青年会館（第二回再臨問題研究演説会）、900 人：

午後 7 時：

藤本寿作と A.P.ウィルクスが会合を助けた

内村鑑三「再臨信仰を懐くに至った理由」
（UKN 10:46、UKZ 24:225）

36. 1918 年 5 月 19 日、淀橋教会：

中田重治「天風天火」（KT 1918-5-30）

37. 1918 年 5 月 19 日、大阪天満教会（信仰復興大演説会）、600 人：

藤本寿作と平出慶一の講演

内村鑑三「再臨の光を以て見たる山上の垂訓（UKZ 24:225）、再臨信者の祈禱として見た

る主の祈禱」（UKZ 24:199~204）
木村清松の講演
（UKZ 24:47、UKZ 24:225、TKH 42）

38. 1918 年 5 月 20 日、日本基督神戸教会、400 人：

内村鑑三「（テサロニケ前書一章について）」（UKN 10:48、UKZ 24:226）
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39. 1918 年 5 月 21 日、京都基督教青年会館、600 人：

内村鑑三「（馬太伝一三章について）」
（UKN 10:49、UKZ 24:226）

40. 1918 年 5 月 26 日、横浜基督教青年会館、700 人：

平出慶一「米国における基督再臨の信仰」

中田重治「日出国より登る天使」

内村鑑三「世界戦争と基督教」

キリスト教会側からも含めて妨害運動も相当甚だしかった。（NJD 274）
（KT 1918-5-16、KT 1918-6-13、UKN 10:49、NJD 274）

41. 1918 年 5 月 28 日～6 月 27 日、中田重治の「満鮮旅行」：

6 月 3 日まで釜山到着。同日夜、伝道集会、200 人、300 人の集会。

京城に移動、東洋宣教会にて講演。撫順にて 6 日間滞在、講演、27 名の洗礼式。大連

に移動、撫順にて日本基督教会の三好務牧師や救世軍の山田大尉と再臨問題について語

り合った。同地の日本基督教会にて再臨に関する説教。
（NJD 276~278、KT 1918-5-23、KT 1918-5-30、KT 1918-7-4）

42. 1918 年 6 月 2 日、神田三崎町バプテスト会館：

中島力三郎（司会）

内村鑑三「イエスの変貌」（UKZ 24:249~254）
（UKZ 24:261、UKN 10:50~53）

43. 1918 年 6 月 9 日、神田三崎町バプテスト会館、400 人～：

中島力三郎（司会）

アキスリング「？」

内村鑑三「ラザロの復活」（UKZ 24:255~260）
（UKZ 24:261、UKN 10:54~58）

44. 1918 年 6 月 14 日、麹町の日枝神社境内清風亭（教友の晩餐会）：

「石川鉄雄氏の科学者の唱ふる万物復興説、星野鉄雄氏の医学上より観たる主の復活体

等頗る興味ある談あり数名の実験談、感想、中田藤井両氏の教友誌に就て述ぶる所あり」
（UKN 10:60~61）

45. 1918 年 6 月 16 日、神田三崎町バプテスト会館、500 人：

平出慶一「基督再臨の反対に答ふ」

内村鑑三「ツルーベツコイ公の十字架観」（UKZ 24:286~291）
（UKZ 24:261、UKN 10:61~62）

46. 1918 年 6 月 23 日、神田三崎町バプテスト会館：

アキスリング「教会の充実」

内村鑑三「馬太伝第十三章の研究」（UKZ 24:292～298）
内村は、この年前半の講演において少なくとも一万人以上の人々に語りえたことを感謝

する。（UKN 10:62）
（UKZ 24:262、UKN 10:62）

47. 1918 年 6 月 25 日、柏木の今井館（親睦会）、30 人～：
（UKN 10:63~64、UKZ 24:262）

48. 1918 年 6 月 26 日～7 月 23 日、内村鑑三の北海道訪問：
（UKN 10:64~73、UKZ 24:299～308）

49. 1918 年 6 月 30 日、札幌独立基督教会、400 人：

朝：

竹崎「基督再臨の心理」
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午後：

内村鑑三「基督再臨の聖書的根拠」
（UKN 10:65~66、UKZ 24:300）

50. 1918 年 7 月 1 日、札幌独立基督教会、350 人：

内村鑑三「基督再臨の歴史的証明」（UKZ 24:）
（UKN 10:66~67、UKZ 24:300）

51. 1918 年 7 月 2 日、札幌独立基督教会、～400 人：

内村鑑三「基督再臨の天然的証明」
（UKN 10:67、UKZ 24:300~301）

52. 1918 年 7 月 7 日、札幌独立基督教会：

午前：

内村鑑三「信仰四十年」

午後：

内村鑑三「馬太伝第廿六章六十四説に就て」（UKZ 24:273~277）
（UKN 10:68、UKZ 24:302）

53. 1918 年 7 月 8 日、日本基督旭川教会：

内村鑑三「（三夜の札幌講演に基づいて）」
（UKN 10:68、UKZ 24:302）

54. 1918 年 7 月 12 日、網走ホーリネス教会、100 人：

内村鑑三「基督教は如何にして北海道に入りしや」
（UKN 10:70、UKZ 24:304）

55. 1918 年 7 月 13 日、野付牛の日本基督教会：

内村鑑三「世の腐敗、教会の堕落は絶望的であるが主の再臨に望みのあること」（UKN 
10:71、UKZ 24:304）

56. 1918 年 7 月 14 日、野付牛の日本基督教会：

午前：

内村鑑三「十字架と再臨」

夜：

内村鑑三「（説教）」
（UKN 10:71、UKZ 24:305）

57. 1918 年 7 月 20 日、函館区公会堂、200 人：

内村鑑三「人格の教育」
（UKN 10:72、UKZ 24:306）

58. 1918 年 7 月 26 日～31 日、堂ケ島の大和屋旅館（基督教徒箱根修養会）：

講演者：内村、中田、秋山、車田、平出等、パセット、ウィルクス

中田（日付不明）「貴き信仰、貴き石、貴き約束」（3 回講演）

30 日：

内村鑑三「再臨と聖書研究（NJD）、再来の時期（UKN）」（KT 1918-8-15 、UKZ 24:613~615）
31 日：

内村鑑三「再臨宣伝の注意」（KT 1918-8-15、UKZ 24:615~617）
（UKN 10:74、NJD 280~281、KT 1918-6-6、KT 1918-6-20、KT 1918-7-11、KT 1918-7-18）

59. 1918 年 7 月 28 日、柏木聖書研究会：

内村鑑三「馬太伝第一章第一節」（UKZ 24:318~322）
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60. 1918 年 8 月 3 日～8 日、宮城県宮城郡菖蒲田浜の松が浜学校（講演会）：

中田重治「ヨハネ第一書」

金井為一郎「（キリスト御自身に関する組織だった講演）」

秋山由五郎の講演
（NJD 281）

61. 1918 年 8 月 4 日、柏木聖書研究会：

内村鑑三「エルサレム大学の設置」（UKZ 24:314~317）
（UKN 10:79）

62. 1918 年 8 月 11 日、柏木聖書研究会：

内村鑑三「絶大の奇跡」（UKZ 24:323~326）
（UKN 10:79）

63. 1918 年 14 日～18 日、岡山県公会堂（基督教徒中国修養会）：

講演者：中田重治、三井芳太郎
（KT 1918-7-18）

64. 1918 年 8 月 24 日、軽井沢ユーニオン・チャーチ（外国人宣教師会合）、400 人：

M.C.ハリス（司会）（40 年前に内村に洗礼を授けた宣教師）

内村鑑三「Bible Teaching in Japan, emphasizing the Second Coming of Christ」
（UKN 10:81~84）

65. 1918 年 8 月 25 日、軽井沢ユーニオン・チャーチ（外国人宣教師会合）、400 人：

午前：（日本人教会にて）

内村鑑三「滅亡の日来る時」（UKZ 24:620~623）
夜：

M.C.ハリス（司会）

内村鑑三「Forty years of Christian belief, emphasizing the Second Coming of 
Christ」
（UKN 10:84~86）

66. 1918 年 8 月 26 日～31 日、有馬温泉（修養会）：

講演者：ウィルクス、平出慶一、堀内文一、河辺貞吉
（KT 1918-7-4）

67. 1918 年 9 月 1 日、柏木聖書研究会：

内村鑑三「トロアスに遺せし外衣」（UKZ 24:349~351）
（UKN 10:88）

68. 1918 年 9 月 8 日、柏木聖書研究会：

内村鑑三「羅馬教会の建設者」（UKZ 24:341～348）
秋の再臨運動に関し、細かな活動予定が作成される。
（UKN 10:90～92）

69. 1918 年 9 月 11 日、中田重治が北海道の八雲にて 2 回講演：
（NJD 285）

70. 1918 年 9 月 22 日、東京基督教青年会館、600 人：

藤井武「聖書をして自ら証明せしめよ」

平出慶一「神の教会とイスラエル民族」

内村鑑三「聖書に対する吾人の態度（聖書全部神言論）」（UKZ 24:367~380）
（UKN 10:96～97）
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71. 1918 年 9 月 29 日、東京基督教青年会館、600 人：

飯田祐「永遠に生きんとする欲求」

内村鑑三「聖書は神の書なり」
（UKN 10:98~99）

72. 1918 年 10 月 6 日、東京基督教青年会館、600 人：

塚本虎二「聖書批評と戦ふべき平信徒の武器」

内村鑑三「イエスと聖書」
（UKN 10:100）

73. 1918 年 10 月 11 日、岡山県会議事堂、400（NJD）～700 人（UKN）：

午前：

森本慶三（司会）

青木庄蔵と本間俊平の証

中田重治と内村鑑三「世界問題としての基督再臨」
午後：

中田重治と内村鑑三「聖書とキリストの再臨」
よる：

中田重治と内村鑑三「聖書の大意」
（UKN 10:102～103、NJD 285）

74. 1918 年 10 月 12 日、岡山後楽園栄松館、60 人：

柴田鐫次「神の愛と再臨」

中田重治と内村鑑三「聖書問題と再臨問題」

矢内原忠雄と好本督の信仰証明
（UKN 10:103~104、NJD 285）

75. 1918 年 10 月 13 日、岡山後楽園栄松館（鶴鳴館？）：

内村鑑三（司会）

中田重治「聖書の大意」

内村鑑三「聖書の大意」（UKZ 24:356~359）
（UKN 10:104~106）

76. 1918 年 10 月 16 日、大阪上町伝道所：

内村鑑三の講演
（UKN 10:107）

77. 1918 年 10 月 20 日、東京基督教青年会館：

柴田鐫次「余は聖書を神の言葉なると信ず」

内村鑑三「詩篇第一篇の研究」（UKZ 24:392~397）
夜：宝亭で晩餐会
（UKN 10:108~110）

78. 1918 年 10 月 27 日、東京基督教青年会館：

沢野鉄郎「詩篇第十九篇の研究」

内村鑑三「詩篇第十九篇の研究」
（UKN 10:112）

1918 年 11 月 1 日、岩波書店から内村鑑三『再臨運動問題講演集』出版：

表紙には英文で「Sermons and Discourses on the Second Coming of Christ」と記され

ている。（UKZ 24:352~353）

79. 1918 年 11 月 3 日、東京基督教青年会館、400 人：

内村鑑三「詩篇第十九篇の研究」
（UKN 10:114）



200

80. 1918 年 11 月 8 日～10 日、東京基督教青年会館（基督再臨東京大会）：

8 日：

中田重治（司会）

内村鑑三「開会の辞」

藤本寿作の証詞

松岡帰之の演説

Albert Oltmans の英語講演（車田通訳）

ピアソン夫人の証詞

夜 7 時：

林寛次郎の演説

中田重治「聖書と基督の再臨」

内村鑑三「聖書と基督の再臨」（UKZ 24:428~432）

9 日午後：

中田重治（司会）

住谷天来の証詞

W.P.バンカムの英語講演

内村鑑三「馬太伝二六章二九節（地上再会の希望）」（UKZ 24:433~436）
夜：

藤井武とコルテス「ユダヤ人問題と基督の再臨」

内村鑑三「地理学的中心としてのエルサレム」（UKZ 24:437~439）
10 日午後：

後藤粂吉、青木庄蔵、ワイドナー、平出慶一の演説

内村鑑三「（基督）再臨と伝道」（UKZ 24:440~443）
夜証詞会：

宇津木惣八、中田信蔵、コルテスの証詞

内村鑑三「再臨信仰の実験」（UKZ 24:444~448）
上記以外、クラゲット女史、坂田祐、沢野鉄郎による演説（日程不明）
（UKN 10:114~118、NJD 286~288、HM 24）

81. 1918 年 11 月 11 日、東京丸の内中央亭（1 次世界大戦の休戦記念会食会）、70 人：

中田重治「休戦訓」（KT 1918-11-）
食卓の最上席は「再来の主」のための空席となった。
（UKN 10:120~121、NJD 288~290）

82. 1918 年 11 月 17 日、東京基督教青年会館：

内村鑑三「腓利門書の研究」（UKZ 24:492~498）
（UKN 10:123）

83. 1918 年 11 月 21 日、日本同盟基督協会会堂（千葉）：

内村鑑三「世界戦争に現われたる神の審判」
（UKN 10:123~124）

84. 1918 年 11 月 24 日、東京基督教青年会館：

内村鑑三（司会）

藤井武と平出慶一の援助

田島進の信仰証明

内村鑑三「腓利門書の研究」（UKZ 24:498~503）
（UKN 10:125）
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85. 1918 年 11 月 27 日、今井館（臨時祈祷会と柏木兄弟団の委員会）：

中田重治の柏木兄弟団への入団希望の処理（UKN 10:126~127）

86. 1918 年 12 月 1 日、東京基督教青年会館：

内村鑑三「国家的罪悪と神の裁判」（UKZ 24:464~470）
（UKN 10:127）

87. 1918 年 12 月 8 日、東京基督教青年会館（クリスマス準備講演）、500～800 人：

内村鑑三「イエスの系図に就て」（UKZ 24:419~427）
（UKN 10:128）

88. 1918 年 12 月 15 日、東京基督教青年会館、500～800 人：

益富政助の講演

内村鑑三「イエスの母マリヤ」（UKZ 24:471~476）
正宗白鳥は 20 年ぶりに内村の講演を聴講。
（UKN 10:130～132）

89. 1918 年 12 月 22 日、東京基督教青年会館（講演後）、400 人、（クリスマス晩餐会）、130
人：

左近義弼の講演

ヘンデルの『メシア』の演奏

内村鑑三「平和の到来」（UKZ 24:477~482）
（UKN 10:133~134）

1918 年 12 月 27 日、ニューヨークで開催された基督再臨大会と電報交換（UKN 10:135）

90. 1919 年 1 月 1 日、東京基督教青年会館、400 人：

荒川哲次郎（司会）

伊藤一隆の講演

内村鑑三「創世記第一章第一節」（UKZ 24:414~418）
（UKN 10:136~137）

91. 1919 年 1 月 5 日、東京基督教青年会館：

長尾半平「霊的三角形」

内村鑑三「宗教と科学 創世記第一章の研究」（UKZ 24:504~510）
（UKN 10:138）

92. 1919 年 1 月 11 日、東京丸の内中央亭（晩餐会）：

「永久に記念すべき者であった」と内村は述べる。（UKZ 24:483）

93. 1919 年 1 月 12 日、東京基督教青年会館、700 人：

畔上賢造「罪の贖」

内村鑑三「宗教と科学 創世記第一章の研究」（UKZ 24:510~515）
（UKN 10:139）

94. 1919 年 1 月 17 日、中之島公会堂（大阪、関西基督再臨研究大会）、1600～1700 人：

コルテス

内村鑑三「万民に関はる大なる福音」（UKZ 24:455~461）
「当時東洋で第一と称せられたこの大会堂も満員の盛況であった」（UKZG 28:2）
（UKN 10:140~141、UKZ 24:483）

95. 1919 年 1 月 18 日、中之島公会堂（大阪）：

昼：

石川鉄雄、藤井武、藤本寿作とニュマクによる演説
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午後：

内村鑑三「万民に関はる大なる福音」

夜：

中田重治の証詞
（UKN 10:141、UKZ 24:483）

96. 1919 年 1 月 19 日、中之島公会堂（大阪）、1000～2300 人：

内村鑑三「伝道と基督の再臨」

「多くの不満足があつた、厳粛の点に於ては大阪大会は東京大会に及ばなかつた」と内

村は述べる。（UKZ 24:483）
講演会後大阪ホテルで有志晩餐会
（UKN 10:141~142、UKZ 24:483）

97. 1919 年 2 月 2 日、東京基督教青年会館：

石川鉄雄（司会）

青木庄蔵「関西再臨大会についての感想」

時田大一「汝の真理に由りて彼等を潔め給へ」（証詞）

内村鑑三「ダビデの牧羊歌 詩篇第二十三篇」（UKZ 25:31~35）
（UKN 10:146~149）

98. 1919 年 2 月 5 日、三崎町バプテスト会館（神田三崎会館）：

内村鑑三「（日本人とユダヤ人の共通性）」
（UKN 10:149~150）

99. 1919 年 2 月 9 日、東京基督教青年会館：

星野鉄雄「パウロ伝」

内村鑑三「ユダの理想婦人」（UKZ 24:543~548）
（UKN 10:150）

100. 1919 年 2 月 16 日、東京基督教青年会館：

内村鑑三「イエスの終末観」（UKZ 24:524~529）
（UKN 10:152）

101. 1919 年 2 月 23 日、東京基督教青年会館、400～600 人（女性 100 人）：

畔上賢造（司会）

南原繁と四津谷鋭次郎の証詞

内村鑑三「イエスの終末観」（UKZ 24:529~534）
（UKN 10:154）

102. 1919 年 3 月 2 日、東京基督教青年会館：

藤井武（司会）

小林政助「人種問題と在米日本人」

内村鑑三「イエスの終末論」（UKZ 24:534~540）
（UKN 10:155~156）

103. 1919 年 3 月 7 日、三崎町バプテスト会館（神田三崎会館）：

内村鑑三「日本人の義理と人情」（英語）
（UKN 10:157）

104. 1919 年 3 月 9 日、東京基督教青年会館：

内村鑑三「十人童女の譬喩」（UKZ 25:11~16）
（UKN 10:157）
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105. 1919 年 3 月 16 日、東京基督教青年会館：

内村鑑三「死後の生命」（UKZ 25:17~23）
（UKN 10:159）

106. 1919 年 3 月 23 日、東京基督教青年会館：

平出慶一「基督の復活」

内村鑑三「基督教の根本としての基督の復活 パウロの復活論（1）」（UKZ 24:557~583）
（UKN 10:164）

107. 1919 年 3 月 30 日、東京基督教青年会館、600～800 人：

藤井武（復活に関する講演）

内村鑑三「パウロの復活論（2）」（UKZ 24:557~583）
（UKN 10:165）

108. 1919 年 4 月 6 日、東京基督教青年会館、800 人：

高谷道男と好本督の講演

内村鑑三「パウロの復活論（3）」（UKZ 24:557~583）
（UKN 10:171）

109. 1919 年 4 月 13 日、東京基督教青年会館、600～800 人：

三谷隆信（司会）

藤本武平二の証詞

内村鑑三「パウロの復活論（4）」（UKZ 24:557~583）
（UKN 10:173）

110. 1919 年 4 月 20 日、東京基督教青年会館、900 人：

内村鑑三「パウロの復活論（5）」（UKZ 24:557~583）
（UKN 10:176）

111. 1919 年 4 月 24 日、東京帝国大学基督教青年会館：

内村鑑三「新武士道」
（UKN 10:177）

112. 1919 年 4 月 27 日、東京基督教青年会館、800 人：

伊藤一隆（司会）

内村鑑三「人類最初の平和会議」（UKZ 25:24~30）
（UKN 10:178~188）

113. 1919 年 5 月 4 日、東京基督教青年会館：

中田重治「荊棘中の百合花」

内村鑑三「神の愛」（UKZ 25:52~57）
（UKN 10:180）

114. 1919 年 5 月 11 日、東京基督教青年会館：

内村鑑三「人類の堕落（と最初の福音）」（UKZ 25:58~69）
（UKN 10:182）

115. 1919 年 5 月 13 日、東京基督教青年会館（基督教界革正大演説会）、1700～1800 人：

伊藤一隆（司会）

青木庄蔵と土岐孝太郎の講演

中田重治「？」

内村鑑三「基督教界革生の必要」（UKZ 25:36~41）
（UKN 10:182~183）
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1919 年 5 月 15 日、警醒社から『内村鑑三全集第 1 巻』出版：

警醒社から富永徳磨の再臨信仰反対論の著書が出版されることになり、内村は同社から

の全集出版を中止した。（UKZ 24:590、UKN 183~188）

116. 1919 年 5 月 18 日、東京基督教青年会館：

内村鑑三「（人類の堕落と）最初の福音」（UKZ 25:58~69）
（UKN 10:190）

117. 1919 年 5 月 23 日、宇都宮の商業会議所旭館、30 人：

内村鑑三「現代に処する道」
（UKN 10:191）

118. 1919 年 5 月 25 日、東京基督教青年会館：

田島進「我国初代仏教徒の熱誠」

内村鑑三「天国の市民と其栄光」（UKZ 25:78~83）
（UKN 10:192）

119. 1919 年 5 月 26 日、東京基督教青年会館における内村の講演会謝絶決定（UKN 10:192）：
中田重治はすでに内村の協力者ではなかったが、会館に講演会謝絶の理由を尋ねた。彼

は、無教会主義の内村だけではなく「東洋宣教会も断られた」と述べている
（NJD 290~291）
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再臨運動に対する批評と評論

1918 年

3 月 1 日 内ヶ崎作三郎「基督再臨説批判」『六合雑誌』（UKN 10:289~293）
3 月 1 日 「基督再来の高唱」『新人』（UKN 10:293~294）
3 月 20 日 『教友』

3 月 28 日 海老名弾正「基督再臨論に対する見解」『基督教世界』1798～1800 号（UKN 
10:296~309）

4 月 1 日 （海老名弾正？）「内村氏の平和論を評す」『新人』（UKN 10:294~296）
相原一郎介「基督再臨説の起源」『六合雑誌』447 号

杉浦貞二朗「基督再臨説の根拠に就いて」『神学之研究』9 巻、4 号

海老名弾正「基督再臨論」『新人』213 号

4 月 18 日 「振りさけ視よ」『福音新報』1190 号

4 月 25 日 一記者「内村氏一派の再臨運動」『基督教世界』1802～1803 号（UKN 10:309~314）
5 月 1 日 「基督再来論の謎妄」『新人』214 号

白石喜之助「現代基督教界の迷妄」『六合雑誌』（UKN 10:314~319）
相原一郎介「再臨運動者と福音派の人々へ」『六合雑誌』448 号

沖野岩三朗「再臨（小説）」『六合雑誌』448 号

5 月 20 日 「◇一高の名投手◇＝内村鑑三氏の令息」『朝日新聞』（UKN 10:48）
6 月 9 日 （本郷弓町教会では基督再臨問題講演界が開かれる、500 人）

6 月 13 日 「基督再臨問題講演会」『基督教世界』（UKN 10:57~58）
6 月 14 日 「基督再臨問題講演会」『護教』（UKN 10:319~324）

（今井三郎「現代における再臨運動の批判」、杉浦貞二郎「聖書における再臨

思想の意義」、海老名弾正「宗教思想の推移と再臨問題」）

6 月 20 日 植村正久、「基督の再臨」、『福音新報』

6 月 S.H.ウェンライト「The Second Coming of Our Lord」『The Japan Evangelist』
工籐直太郎「民衆煽動家と神秘扇動家」『六合雑誌』449 号

7 月 1 日 濤声「基督再臨に関する内村氏の聖書解釈を評す」『新人』216 号（UKN 
10:324~327）
耶摩生「再臨問題に対する吾人の態度」『新人』216 号

杉浦貞二郎「聖書における再臨思想の意義」『新人』216 号

海老名弾正「宗教思想の推移と再臨問題」『新人』216 号

帆足理一郎「往時の宗教的要求と吾等の宗教的要求」『新人』216 号

8 月 1 日 今井三郎「再臨思想の考察と批判」『新人』217 号

紫海「基督再来論の權威の所在」『新人』217 号

温山「英字新聞の基督再来論」『新人』217 号

8 月 20 日 柏木義円「基督再臨問題に就て」『上毛教会月報』237 号

8 月 （聲）「新教徒の基督再臨問題」『公教雑誌』513 号

9 月 明石「再臨説の行き悩み」『公教雑誌』514 号

クレー・マッコーレー「基督再臨説を評す」『六合雑誌』452 号

10 月 22 日 S.H.ウェンライト「基督の再臨」『神学評論』（UKN 10:327~333）
10 月 「基督再臨問題の大講演」（岡山市の）『中国民報新聞』

12 月 1 日 田島堅固「ケース博士の「再臨問題」に就て」『新人』221 号
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1919 年

1 月 31 日 富永徳磨「基督再臨説と基督教」『神学評論』6 巻 1 号

2 月 1 日 三並良「基督再臨問題講演集を読む」『六合雑誌』（UKN 10:335~343）
今岡信一良『基督再臨問題講演集』の書評『哲学雑誌』（UKN 10:343~348）

3 月 1 日 廣瀬南雄「基督再臨の信仰に就て」『無尽灯』24 巻 3 号

4 月 1 日 井上石近「内村氏の基督再臨論批判」『無尽灯』24 巻 4 号

スノデン「再臨説の反対理由」『神学研究』10 巻 5 号

4 月 10 日 沖野岩三郎「愛国者内村鑑三氏」『雄弁』（UkwoK）

三並良「内村君の聖書学を評す」『雄弁』（UKN 10:348~352）
4 月 14 日 「教会打破の内村氏が教会での伝道は矛盾だと小崎弘道氏が抗議 組合教会

と青年会館の紛擾」『時事新報』（UKN 10:173~174）
4 月 16 日 「内村氏と教会」『万朝報』（夕刊）

4 月 18 日 「宗教家の本色」『国民新聞』

5 月 1 日 中田重治「内村氏の基督教青年会館に於ける講演問題」『聖潔之友』656 号

5 月 30 日 「実生活の不安から霊に目醒むる新日本」『東京朝日新聞』（UKN 10:195~200）
6 月 1 日 江原素六「基督教界の暗流 教会主義と無教会主義」『万朝報』（夕刊）（UKN 

10:201～204）
河上肇「社会運動と宗教運動」『社会問題研究』（第六冊）

6 月 10 日 柏木義円「内村氏の基督教界革正論」『上毛教会月報』（UKN 10:212~215）
6 月 H.S.ウェンライト「Christian controversy in Tokyo」『The Japan Evangelist』

31 巻 6 号

6 月 12 日 中田重治「青年会館借用拒絶事件」『聖潔之友』662 号

6 月 26 日 中田重治「予の見たる内村氏の無教会主義」『聖潔之友』664 号

7 月 1 日 「基督教と国民思想」『中外新報』3 巻 7 号（UKD）

「霊の基督に非ず肉の基督を」『日本一』5 巻 7 号（UKD）

内村義賢「猶太の再建と基督の再来」『大観』（UKN 10:352~359）
田中鼎一「基督再臨悶著事件」（上）『夢の世界』（UKN 10:359~364）

7 月 13 日 富永徳磨『基督再臨説を排す』（警醒社）

7 月 15 日 柏木義円「内村鑑三氏と教会」『上毛教会月報』（UKN 10:225~226）
7 月 17 日 「富永徳磨の『基督再臨説を排す』（警醒社）の報告」『基督教世界』と『護教』

（UKN 10:229）
7 月 24 日 「富永徳磨の『基督再臨説を排す』（警醒社）の報告」『福音新報』（UKN 10:232）
8 月 1 日 「基督の再臨説騒ぎ」『中央仏教』（UKN 10:236~237）

津見蕨村「『聖書は最高最大の書』なりや」『中央仏教』3 巻 81 号

帆足理一郎「宗教界の現在及び将来」『新時代』（UKN 10:237~238）
田中鼎一「基督再臨悶着事件」（下）『夢の世界』2 巻 8 号

8 月 日高沈静「基督再臨説の批評を批評す」『六合雑誌』463 号

9 月 26 日 基督教同志会発会講演会（「連合再臨反対大演説会」）（聴衆 600 人）

10 月 10 日 畔上賢造『基督再臨の希望 富永徳磨氏の再臨排撃論を駁す』（警醒社）

11 月 1 日 「『内村全集』行悩みのこと」『開拓者』（UKN 10:364~365）
「思想界の現状と国民の進路」『新時代』（UKN 10:270~273）
「病める青年に与ふ」『寸鉄』（UKD）

12 月 富永徳磨「再臨弁護論を読みて」『神学研究』


