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１．はじめに

　初期キリスト教会はローマ帝国の法廷で棄教行為を迫られてもこれを拒否し、信

仰告白を貫徹することをよしとし、このため有罪判決を受けた教徒に対し殉教者

（martus/μάρτυς）称号を付与して称揚した。殉教者は司教という教会位階の頂点

にある聖職者とならぶ権威を認められ、しかも、ローマ帝国当局は３世紀半頃まで、

法廷に訴え出られたキリスト教徒を必ずしも死刑にしなかったため、時に生還し生

きたまま殉教者の称号を保持した者たちが存在していた。法廷、あるいは予備審問

において信仰告白を行った教徒は教会から告白者（confessor/ὁμολογητής）の称号

を受け、最終判決が行われていないため殉教者より一段下がるものの、やはり教会

内で高い権威を有していた1。

　３世紀半頃、ローマ皇帝デキウスがローマ帝国の全住民に対し、帝国の安寧を祈

念し神々に供犠を捧げることを要請し、地方政務官によって構成される供犠執行委

員会から供犠執行証明書の発行を受けるよう指示する布告を発した。250年に発布

されたこの布告に際し、キリスト教会では大量の棄教者が生まれ、史料が豊富に残

存するカルタゴ教会においては、深刻な内部紛争がこれに続いたことが読み取れる。

キリスト教徒の多くが皇帝布告に応じて供犠を執行したため教会指導者から棄教者

とされただけでなく、多数の棄教者たち（lapsi）が、告白者たちから獲得した「推

薦状」を盾にして、教会と聖餐式への即時復帰を司教たちに求めたのである。カル

タゴ司教キプリアヌスは、告白者はこうした推薦状を安易に発行すべきでないと主

1 保坂高殿『ローマ帝政中期の国家と教会－キリスト教迫害史研究　193-311年』教文館、

2008年、251-286頁。
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張し、推薦状を発行した告白者たち（ならびに彼らと協調した一部聖職者たち）と

対立した。

　こうしたカルタゴ教会の紛争状況、とりわけ告白者が棄教者に教会復帰の推薦状

を発行したという事実に対し、次のような疑問を提起できよう。一見して、この紛

争は告白者の贖宥権限を巡る争いのように思われるが、果たしてそのような権限は

告白者にあったのだろうか。そこで本稿では、当時のキリスト教徒が前提としてい

る改悛と贖宥のプロセスを詳しく分析する。その結果、浮かび上がるのは、告白者

たちは決して自分たちが有していた権限を逸脱することなく行動しており、司教に

対して彼らが唱えていたのは、司教がその職位に課された責任を果たしていないと

いう非難である。加えて、告白者たちは、贖宥の権限は自分たちと司教の双方が共

有しているものであり、教会の交わりの中で、司教だけが有し、司教だけが遂行す

る責任を負っているのは聖餐を聖別する権能と職務であると主張していた。こうし

た分析を通じて本稿は、デキウス帝期のカルタゴ教会内紛争の背景となった、初期

キリスト教内の改悛と贖宥にまつわる概念と権限意識を明らかにしたい。

２．デキウス帝の「迫害」とカルタゴ教会の内部紛争

　249年の５月ないし６月、デキウス帝は配下の軍団からローマ皇帝として推戴さ

れ、同年８月ないし９月にはローマに進軍して先帝フィリップス・アラブスを破っ

た2。翌250年、デキウスは布告を発し、全ローマ市民に対し、帝国の安寧のため供

犠を捧げることを命じる3。この布告が特にキリスト教徒を狙い撃ちにする意図を

2 J. Drinkwater, Maximus to Diocletian and the ‘Crisis’, in A. K. Bowman et al. (eds.), The 

Cambridge Ancient History, vol. 12, The Crisis of Empire, A. D. 193-337, Cambridge: 

Cambridge UP, 2005, 37-39.
3 布告発布の正確な日付について、研究者の見解は一致していない。さしあたりこの論争に

つ い て はY. Duval, Chrétiens d’Afrique à l’ aube de la paix constantinienne: Les premiers 

échos de la grande persécution. Collection des Études Augustiniennes. Série Antiquité 176. 

Paris: Institut d’Études Augustiniennes, 2000; id. Les chrétientés d’Occident et leur évêque au 

IIIe siècle: Plebs in ecclesia constitua (Cyprien, Ep.63). Collection des Études 

Augustiniennes. Série Antiquité 176. Paris : Institut d’Études Augustiniennes, 2005, 175-189

を見よ。
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もっていたかについては議論があるが、キリスト教徒たちにとって重大な結果をも

たらしたことは疑い得ない。事実、カルタゴのキリスト教徒たちの反応は様々であっ

た4。地方政務官の面前で布告の要求を拒否し、結果として処刑された者もいれば、

投獄され、獄中死した者もおり、追放刑に処された者もいた5。これら投獄された者、

追放された者が、初期キリスト教会の基準をもって、「告白者」の称号を受けるこ

とになる。しかしながら、キリスト教徒の大多数は布告に従って行動した6。

　カルタゴ司教キプリアヌスや、彼と方針を同じくする聖職者たちにとって、異教

の神々や皇帝像に対して供儀を行うことは、キリスト教信仰からの棄教行為であり、

その行為をもって教会の成員たる資格を失う行為であった。それゆえキプリアヌス

はカルタゴ教会に対して、教会に復帰することを望む棄教者は、悔い改めを行う必

要があると指示する書簡を送ったのである7。しかしながら、教会復帰の前に改悛儀

礼として要求される、地に這いつくばり赦しを乞うexomologesisの儀式と、屈辱的

4 布告に対し従順であった者たち（Cyprianus, Laps. 8）、積極的ではないが布告の求めに応

じた者たち（Idem, Ep. 56. 1; Ep. 55. 2. 1; Ep. 20. 2. 2, 21. 3. 2, 30. 3. 1; Ep. 20. 3. 1, 55. 13. 2; 

Eusebius, HE 6. 39-42.）、居住する地から逃亡することで対応した者たち（司教キプリアヌ

ス自身、デキウスの布告がカルタゴに周知される前に田園地帯に隠遁した。H. Montgomery, 

The Bishop Who Fled: Responsibility and Honour in Saint Cyprian, in E. A. Livingstone (ed.), 

Papers Presented at the 10th International Conference on Patristic Studies, Oxford, 1987, 

Leuven 1989, 264-267）. G. D. Dunn, ‘Cyprian’s rival Bishops and their communities’, 

Augustinianum 45 ⑴, 2005, 62-64も見よ。
5 刑死した者（Cyprian, Ep. 9. 1.1, 30. 5. 2; Ep. 10. 4. 1, 27. 1. 1）；投獄された者（Ep. 5. 1.2; 6. 

2. 1; 10. 1. 1-2, 10. 4. 1; 11. 1. 3; 12. 1. 2; 22. 2. 1-2; 27. 1. 1; 28. 1. 2; 31. 3; 37. 3. 1; 39. 2. 1-3; 40. 1. 

1; idem Laps. 13; 追放刑を受けた者（idem Ep. 8. 3. 1; 10. 1. 1; 13. 4. 1）.
6 先行研究は、布告に従ったキリスト教徒が多数であった点について一致している：Ch. 

Saumagne, Saint Cyprien, évêque de Carthage, “Pape” d’Afrique, 248-258: Contribution à l’ 

étude des “persécutions” de Dèce et Valèrien, Études d’Antiquités Africaines. Paris: Éditions 

du Centre National de la Recherche Scientifique, 1975, 72 (‘l’immense majorité’); M. M. Sage, 

Cyprian, Patristic Monograph Series 1. Cambridge, MA: Philadelphia Patristic Foundation, 

1975, 192 (‘resistance was weak’, ‘a great proportion of the community’); J. P. Burns, Cyprian 

the Bishop. Routledge Early Christian Monographs. London: Routledge, 2002, 20 ‘minority 

seems to have resist’); A. Brent, Cyprian and Roman Carthage. Cambridge: Cambridge UP, 

2010, 225 (‘a large number’).
7 Cyprian, Ep. 13. 4. 1-13. 5. 2; 14. 2. 2.
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にも教会員の前で罪を告白させられることは8、カルタゴの棄教者たちにとって受け

入れられることではなかった。供儀を執行したキリスト教徒のうち、その結果とし

て教会の成員たる資格を失うなどと考えていた者は少数派であったからである9。そ

れゆえ、多くの棄教者たちは、獄中の告白者たちを訪問し、教会復帰のための推薦

状を獲得した。なぜならば、背教行為を犯したキリスト教徒が、教会内でカリスマ

的権威を得ていた殉教者や告白者を訪れて教会復帰のための推薦状を獲得すること

は、すでに２世紀の半ば以降慣例化していたからである。しかしながら、この慣習

はしばしば教会内で問題を引き起こしていた。

彼ら供儀実行者はあらゆるところで殉教者に付きまとい、執拗で耳あたりの良

い懇願の言葉で告白者を堕落させ、結果、それぞれのものに関する何らの審査

も吟味もなく毎日何千という数の書簡が福音の法に反して発行されているので

す（キプリアヌス書簡集20. 2. 2.）10

　司教キプリアヌスが教会聖職者に宛てたこの書簡からは、司教がこの棄教者の推

薦状嘆願と、告白者があまりにも安易に多くの推薦状を発行してしまうことを問題

視していたことが読み取れる。

8 改悛の儀礼についてはIrenaeus, AH 1. 13. 7; Tertullian, De Paenitntia 7-11; De Pudicitia 13. 

18; Origen, Contra Celsum, 6. 15; Eusebius, HE 5. 28. 10-12. またC. Trevett, ‘I have heard 

from some teachers’: the Second-Century Struggle for Forgiveness and Reconciliation, K. 

Cooper and J. Gregory (eds.), Retribution, Repentance, and Reconciliation. Papers read at the 

2002 summer meeting and the 2003 winter meeting of the Ecclesiastical History Society, 

Woodbridge and Rochester. NY: The Boydell Press, 2004, 19を参照せよ。
9 É. Rebillard, Christians and their Many Identities in Late Antiquity, North Africa, 200–450 

CE, Ithaca and London: Cornell UP, 2012, 47-54.
10 CSEL 3.2, 527-529: Item cum conperissem eos qui sacrilegis contactibus manus suas 

adque ora maculassent uel nefandis libellis nihilominus conscientiam polluissent exambire ad 

martyres passim, confessores quoque importuna et gratiosa deprecatione corrumpere ut 

sine ullo discrimine atque examine singulorum darentur cuotidie libellorum millia contra 

euangelii legem, Cf. G. W. Clarke (trans. and annot.), The Letters of St. Cyprian of Carthage. 

New York, N. Y./Ramsey, N. J.: Newman Press, 1984, 101-102. 邦訳は保坂高殿『帝政中期』

280-281頁を参照。
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　本稿がこれから検討するこうした告白者と司教キプリアヌスの紛争については、

教会内政治の観点から研究者たちが検討を加えてきた。Charles A. Bobertz はこの

紛争を、贖宥に関する神学的問題であると同時に、カルタゴ教会に対するパトロネ

ジを巡る対立だととらえた。キプリアヌスは非常な富裕者であることを背景として

カルタゴ教会の司教に選出されたのであるが、彼の司教叙任以前、カルタゴ教会の

長老たちは教会に対する小パトロヌス集団のような立場にあった。Bobertzによれ

ば、大富豪司教の選出以降、圧倒的なパトロヌスとして振る舞うキプリアヌスに対

し、長老たちに不満が生じていたことが紛争の背景にあるという11。J. Patout Burns

も、カルタゴ教会の紛争の原因を、告白者ではなく一部の長老たちに求める点で

Bobertzに従っている。彼はキプリアヌス配下の聖職者の一部が、キプリアヌスの

司教就任に反対していたがゆえに、キプリアヌスと告白者の対立を煽ったとする。

すなわち、長老たちの一部は、キプリアヌスが迫害から逃亡している機会に、司教

に背いたのだという12。BobertzもBurns も、カルタゴ教会の紛争の原因を、告白者

たちではなく、長老たちに求めた。しかし初期キリスト教会の権力構造について研

究史をリードしてきたAllen Brentは、そもそも告白者が罪の贖宥権限を獲得して

いたと主張し、この点を３世紀半頃のカルタゴ教会内紛争を解釈する上で重視す

る13。告白者はその受難という徳性のみによって、伝統的に長老の職権を有してい

る（ordinatio per confessionem）、それゆえに彼らは棄教者に対して完全なる贖宥

権限も有しているのだとBrentは述べる14。キプリアヌスはこうした贖宥にまつわる

権限をすべて司教の職務にすることを欲し、告白者が発行した「平和の手紙libelli 

pacis」とは、単なる改悛の儀礼を執行して欲しいと求める嘆願に過ぎないと解釈

11 C. A. Bobertz, Cyprian of Carthage as Patron: A Social Historical Study of the Role of 

Bishop in the Ancient Christian Community of North Africa, (PhD diss., Yale University), 

1988.
12 J. P. Burns, Cyprian the Bishop, Routledge Early Christian Monographs. London: 

Routledge, 2002, 21.
13 A. Brent, Cyprian and the Question of Ordinatio per Confessionem, Studia Patristica 36, 

2001, 323-337; idem, Cyprian’s reconstruction of the martyr tradition, Journal of Ecclesiastical 

History 53, 2002, 241-268.
14 A. Brent, Cyprian and Roman Carthage. Cambridge/New York: Cambridge UP, 2010, 

250-289.
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した。キプリアヌスは司教の按手こそが、赦しを与えるための改悛儀礼に欠かせぬ

要素だと主張した、これがBrentによるカルタゴ教会の紛争の解釈であった。

　しかしながら、司教キプリアヌスと告白者たちの関係についてのBrentによる解

釈は、必ずしも研究者全体に受入られているわけではない15。Geoffrey D. Dunnは「少

なくともデキウス帝による迫害の初期の段階では、告白者たちは実際に赦しを与え

てはいない」ことを論じている16。私見によれば、BrentとDunnの見解はそれぞれ

正しい指摘をおこなっているが、同時に修正の余地があるように思われる。そこで、

本稿ではこのカルタゴ教会における紛争がいかなる状況にあったのか、そして初期

教会における贖宥の権限はどのようになっていたのかについて、より整合的な理解

を提示することを目指す17。

３．３世紀における告白者による贖宥

　前節までにみた、３世紀半頃のカルタゴ教会内紛争に関する研究史においては、

告白者が贖宥権限を有していたのかが争点の一つとなっていた。Dunnの主張では、

告白者は実際には贖宥を行ってはおらず、贖宥を行うことのできる司教に対してた

だ推薦を行ったのだという。Dunnの解釈では告白者たちはただ聖職者たちに宛て

15 G. W. Clarke, Review: Allen Brent, Cyprian and Roman Carthage, Bryn Mawr Classical 

Review, 2011. 4. 3 (http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-04-23.html: 最終閲覧2020年12月１

日): 特に前提となる改悛儀礼について ‘We simply do not know what the Carthaginian 

penitential rites had been in the immediate past which he had inherited’.
16 G. D. Dunn, ‘Cyprian’s rival bishops and their communities’, 68, 70-71; idem, Cyprian and 

women in a time of persecution, Journal of Ecclesiastical History 57, 2006, 220-222; idem, 

Cyprian and the Bishops of Rome: Questions of Papal Primacy in the Early Church, Early 

Christian Studies 11. Brisbane: Strashfield, NSW: St. Pauls, 2007, 29-30; Cf. M. Bévénot, The 

sacrament of penance and St. Cyprian’s De lapsis, Theological Studies 16, 1955, 177.
17 B Satranski, St. Cyprian of Carthage and the College of Bishops, Lanham/ Boulder, New 

York/ London, Lexinton Books/ Fortress Academic, 2018はキプリアヌスが３世紀の合議的

な教会指導体制をどのように理解していたかを描いてはいるものの、贖宥と改悛についての

理解は先行研究に倣うにとどまっている。8, 28 (n.48), 128-139を特に参照のこと。３世紀の

北アフリカにおける聖職者と平信徒の関係については、A. Evers, Church, Cities, and 

People: A Study of the plebs in the Church and Cities of Roman Africa in Late Antiquity, 

Leuven-Walpole, MA, Peeters, 2010, 51-127を参照せよ。
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た推薦状を発行したに過ぎないのであって、自分たち自身が牢獄を訪れる棄教者た

ちに罪の赦しを与えたわけではない。確かにキプリアヌスは、Dunnが注意深く指

摘しているように、慎重に告白者たちを謗ることを避け、自分の配下の長老たちの

一部に対して批判を行っているのである。

貴方がたは私に、迫害が終わり聖職者たちとともに集まることが出来るときに

貴方がたの要請した嘆願が検証され、棄教者たちに平和が与えられるようにと

いう書簡を送ってこられました。ところが彼ら［聖職者たち］は、福音の法に

反し、貴方がた［告白者］の尊敬すべき地位にも反して行動し、悔い改めが行

われる前に、最も深刻で痛烈な罪の告白が行われる前に、司教と聖職者による

赦しの言葉の内に按手がされる前に、彼ら［聖職者たち］は彼ら［司教ら］の

代わりにそれをし、その者たちに聖餐を与えるという尊大なことをしています。

すなわち、聖なる主の肉体を冒涜しているのです。「ふさわしくないままで主

のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯す

ことになります」〔第１コリント書11：27〕という経典の言葉にも関わらず。

そして棄教者たちは確かに赦免され得ます。（中略）実際聞いたところによれば、

一部の人々のために以下のような文面の書状が作成されていると言います。「こ

の者がその仲間たち共々、（教会と）和解するよう」。こんなことはかつての殉

教者たちは一度もしたことがありません（キプリアヌス書簡集15. 1-7.）18。

　この書簡においてキプリアヌスは確かに一部の長老たちの行動を非難している

18 CSEL. 3. 2, 514-516: (1.4-2.1) cum uos ad me litteras direxeritis, quibus examinari desideria 

uestra et quibusdam lapsis pacem dari postulastis, cum persecutione finita conuenire in 

unum cum clero et recolligi coeperimus, illic contra euangelii legem, contra uestram quoque 

honorificam petitionem, ante actam paenitentiam, ante exomologesim grauissimi adque 

extremi delicti factam, ante manum ab episcopo et clero in paenitentiam inpositam, offerre 

pro illis et eucharistiam [dare] id est sanctum Domini corpus profanare audeant, cum 

scriptum sit: qui ederit panem aut biberit calicem Domini indigne reus erit corporis et 

sanguinis Domiti. Et lapsis quidem potest in hoc uenia concedi. (4. 4-7.) audio enim 

quibusdam sic libellous fieri ut dicatur ‘communicet ille cum suis’ quod numquam omnino a 

martyribus factum est, ut incerta et caeca petitio inuidiam nobis postmodum cumulet. Cf. G. 

W. Clarke, The Letters of St. Cyprian, 90-92. 保坂高殿『帝政中期』281-282も参照。
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が、見逃してはならないこととして、適切な悔い改めがなされていない棄教者に発

行された告白者による推薦状にも異議を唱えているようにも見える。それどころか、

教会との和解が得られるよう告白者が推薦した棄教者の名前すら記載されていな

い、すなわち手にした者が直接告白者によって実際に罪を赦されるべきと判断され

た者かもわからない推薦状が発行されている状況に対し、司教は抗議しているよう

である。ここからDunnは、「キプリアヌスは告白者が棄教者の教会復帰を支援する

ことをやめるよう要請しているのではなく、誰が告白者によって教会復帰に賛同さ

れた棄教者なのかを明確にすることを求めているだけだった」と解釈したのであ

る19。

　しかしながら、別の書簡を見ると、キプリアヌスは多くの教会指導者たちが、こ

うした告白者たちによって発行された不適切な推薦状を拒絶できなかったと述べて

いる。明らかに、司教たちは、棄教者の贖宥に関して不適切な行為がなされている

と認識しているにもかかわらず、贖宥に関する告白者の権能を否定できなかったよ

うだ。

　

そしてついには反乱が発生します。事実我々の管区（属州）では幾多の都市で

教会指導者（＝司教）に対し民衆（＝供儀を実行した背教者）からの攻撃が生

じているのです。彼らは、殉教者と告白者から皆にひとたび与えられたと大声

で言い立てている平和（＝教会復帰）を直ぐに認知するよう、威嚇して強制的

に指導者たちを屈服させたのです。指導者たちはこれに抗するだけの精神の徳

性も信仰の堅固さも持ち合わせていなかったのです（キプリアヌス書簡集27. 3）20。

　キプリアヌスの言葉からは、告白者によって発行された贖宥の書簡が、３世紀半

頃のカルタゴ教会に大きな紛争を引き起こす原因となっていたことが読み取れる。

19 G. D. Dunn, ‘Cyprian’s rival Bishops and their communities’, 67.
20 CSEL 3. 2, 542: Denique huius seditionis origo iam coepit. namque in prouincia nostra per 

aliquot ciuitates in praepositos impetus per multitudinem factus est, et pacem quam semel 

cunctis a martyribus et confessoribus datam clamitabant confestim sibi repraesentari 

coegerunt, territis et subactis praepositis suis qui ad resistendum minus uirtute animi et 

robore fidei praeualebant. Cf. G. W. Clarke, The Letters of St. Cyprian, 113. 保坂高殿『帝政

中期』393頁参照。
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すなわち、告白者たちのなかのある者たちは、棄教者が即、教会復帰することを確

実にする証明書として、自分たちの「平和」を与える書簡、すなわち赦しの書簡を

発行していた。キプリアヌスはこのことを問題として把握していたわけである。さ

らにいえば、司教たちを含む聖職者たちは棄教者が告白者たちによって与えられた

赦しの書簡を持参して教会復帰を求めた場合、これを拒否することができなかった。

こうしてみると、告白者は告白者であるということ自体で、贖宥の権限を有してい

たように思われる。実際のところ、一部の告白者たちは自分たちに固有の贖宥権限

が存しており、司教は告白者が成した贖宥の決定に従う義務があると考えていた。

下記に引用する書簡が示すように、こうした一部告白者は、自分たちが発行した赦

しの書簡は、要請ではなく、指示なのだと主張している。

告白者一同から聖司教キプリアヌスへ

我々が皆一緒になって、〔贖宥の〕勘定書が書かれた者たちのために平和を与

えたことを、そしてこの勘定書は貴方に我々の判断に従うよう促していること

を、貴方は理解するように。そして我々はこの布告が貴方による他の司教たち

への注意を促すことを望む。我々は貴方が聖なる殉教者たちと平和を保つこと

を祈る。ルキアヌスが聖職者のうち祓魔師と読師の臨席のもと署名した（キプ

リアヌス書簡23. 1：ルキアヌス他告白者たちからキプリアヌスへ）21。

　この書簡からは、明らかにルキアヌスに代表される告白者たちは、司教キプリア

ヌスに対して、自分たちが棄教者に与えた平和、すなわち教会復帰の赦しに関して、

司教の判断を仰いだり、自分たちの推薦を考慮するよう要請したりするといったよ

うな態度ではなく、強気に自分たちの贖宥の判断に従うよう求めている。それでは、

告白者の贖宥権限は、Brentによる解釈のように独立し完全なものとして機能して

いたのであろうか。この点を確認するために、次節では初期教会の贖宥についてよ

り詳しく検証していく。

21 CSEL 3. 2, 536: VNIVERSI CONFESSORES CYPRIANO PAPATI S./ Scias nos uniuersos 

quibus ad te ratio constiterit quid post commissum egerint dedisse pacem, et hanc formam 

per te et aliis episcopis innotescere uolumus. optamus te cum sanctis martyribus pacem 

habere. praesente de clero et exorcista et lectore Lucianus scripsit. Cf. G. W. Clarke, The 

Letters of St. Cyprian, 108.
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４．贖宥と聖餐

　前節までに見たように、３世紀半頃のカルタゴ教会においては、一部の告白者、

そして非常に多数の平信徒たちは、告白者には贖宥権限が与えられており、彼らの

発行する「平和の書簡」、すなわち棄教者に教会復帰を与えるよう記した書簡は、

要請ではなく命令にあたるものだと考えていた22。こうした、告白者が贖宥権限を

有するという考え方が初期キリスト教会に存在していたことは、有名な177年のル

グドゥヌムで生じた迫害の際、ルグドゥヌム及びウィエンヌの教会で書かれた書簡

の中にも傍証を見つけることができる。177年のルグドゥヌム迫害とそこで生じた

殉教の様子を物語るこの書簡は、４世紀の教会史家エウセビオスの『教会史』第５

巻に引用され伝存しており、この迫害時に殉教者たちが棄教者たちに対し、彼らの

教会復帰を可能にする恩寵を与えたと記しているのである。

彼ら〔殉教者〕の忍耐を通じてキリストの限りなき憐みが現れたのです。何故

なら生きている者を通じて死んだ肉体に生が戻り、殉教者たちは殉教者ではな

かった者たちに恩寵ἐχαρίζοντοを与え、死者であったが故に処女なる母〔教会〕

が押しのけた者を、もう一度生きた者として受け取ったことに、彼女には大き

な喜びがありました（177年ルグドゥヌム迫害の報告書簡：エウセビオス『教

会史』5. 1. 45）23。

　興味深いことに、このとき棄教者に教会復帰を許した者たちは謙遜のゆえか「殉

教者」の称号を固辞したと書簡は伝える24。その上で、「殉教者」の称号は使わずに

22 A. Brent, Cyprian and Roman Carthage, 250-289.
23 E. Schwartz/ Th. Mommsen, Die Kirchengeschichte, teil 1, (Die Griechischen Christlichen 

Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte, Eusebius werke: bd 2) Leipzig: J. C. Hinrichs, 

1903, 420: ἀλλὰ διὰ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν τὸ ἀμέτρητον ἔλεος ἀνεφαίνετο Χριστοῦ· διὰ γὰρ 

τῶν ζώντων ἐζωοποιοῦντο τὰ νεκρά, καὶ μάρτυρες τοῖς μὴ μάρτυσιν ἐχαρίζοντο, καὶ 

ἐνεγίνετο πολλὴ χαρὰ τῇ παρθένῳ μητρί, οὓς ὡς νεκροὺς ἐξέτρωσε, τούτους ζῶντας 

ἀπολαμβανούσῃ. 邦訳は秦剛平訳『エウセビオス教会史』上巻、講談社、2010年、292頁。
24 Eusebius, HE 5. 2. 6-7.
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へりくだって「告白者‘ὁμορογαι’」25の称号を用いた彼らも、その周囲のキリスト

教徒たちも、棄教者の贖宥は、このキリスト教迫害のゆえに投獄されたものたち、

すなわち告白者の役割であると当然のように前提しているのである。

　同様に、２世紀末、カルタゴにおいても、告白者（confessor/ὁμορογητής）とい

う語が未だ定着していないためか、獄中に拘留され裁判審理および刑執行を待つ教

徒を指して「予定殉教者（martyres designati）」と呼称（すなわち、後の告白者）

してはいるものの、罪を犯し教会での交わりに参加できなくなった者はこの「予定

殉教者」に平和、すなわち教会復帰を嘆願する慣例があったことを、教父テルトゥ

リアヌスが証言している。

恵み豊かな予定殉教者たちよ…教会との平和を持たぬ人々は獄中の殉教者に平

和を嘆願するのが習わしとなっている（テルトゥリアヌス『殉教者へ』1. 1-6）26。

　

　ここで再度確認すべきことは、３世紀半頃のカルタゴ教会では、司教を含む教会

指導者たちが、たとえある棄教者の改悛が不十分なものだと知っていたとしても、

告白者によって発行された、棄教者の教会復帰を指示する「平和の手紙」を拒否す

ることはできなかった点である。Brentは告白者の書簡を携えた棄教者たちの教会

復帰を、司教たちが受け入れざるを得なかった理由を、告白者たちの贖宥権限が、

彼がordinatio per confessionem（告白による叙任）とよぶ、自ら獄中・予備法廷で

獲得した教会位階に依拠している点にあると考えた。Brentのこの解釈は、ローマ

市のキリスト教徒共同体のうち、ヒッポリュトス派によって219年に作成された教

会規定の書、いわゆる『使徒伝承』の一節に根拠を見出している。

主の名のために捕らえられて告白者となった場合、その人を助祭または長老と

するために按手式をする必要はない。その人は告白によって長老の誉れを受け

ているからである。ただし司教に立てられる場合には、その人に按手式がなさ

25 ２世紀後半は「告白者（confessor/ὁμορογητής）」の用語が教会内で未だ確定していなかっ

たらしく、ルグドゥヌム迫害報告書簡にのみ見られる語形となっている。
26 CCSL 1, 3 : benedicti martyres designati…Quam pacem quidam in ecclesia non habentes 

a martyribus in carcere exorare consueuerunt.
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れる（『使徒伝承』９）27。

　Brentの想定が正しければ、３世紀には、告白者は迫害下において信仰告白を行

うことによって、司教からは独立した権限を獲得していたこととなる。しかしなが

ら、Brentが想定するように、告白者たちが司教と独立した贖宥権限を本当に有し

ていたならば、次の疑問が生じる。なぜキプリアヌスと対立した告白者たちは、棄

教者たちが彼らのいる牢獄を訪れた段階で、彼らに完全なる赦しを与えられず、棄

教者たちは教会にそれを求めて押し掛けたのであろうか。

　実は、Brentは３世紀のキリスト教会における破門状態を、すなわち陪餐停止だ

と考えており（そのこと自体には、本稿筆者も大筋で同意するが）、贖宥とは、単

純に聖餐を再び与えることだと考えている。彼はその例として、３世紀中頃のアレ

クサンドリア司教ディオニュシオスの書簡を引用する。そこでは、棄教者であった

老人セラピオンが臨終の床にあって贖宥を求め、孫を使いにやって長老を呼んでく

るよう頼む。故あってセラピオンのもとに赴くことができなかった長老は、聖別し

たパンをセラピオンの孫に預けたのである。

私〔＝司教ディオニュシオス〕は生に決別しようとしている人が〔赦しを〕求

めれば、そして特に、既に嘆願していれば、許されて希望のうちに決別できる、

と言っておりました。そこで、〔長老は〕その小さな子に聖餐のパンのかけら

を与え、それを浸して老人の口の中に落としてやるように命じました。（中略）

老人は少し飲み込むと、すぐに息絶えました。老人が〔罪から〕解き放たれる

まで生かされたことや、罪が取り去られたことによって、多くのよき業のため

によしとされたのは明らかではないでしょうか（アレクサンドリア司教ディオ

27 B. Botte, La Tradition Apostolique de Saint hippolyte. Essai de reconstruction (Liturgie-

wissenschaftliche Quellen und Forschungen, Heft 39). Münster/Westfalen: Aschendorffsche 

Verlags-buchhandlung, 1972 (Heft 4), S. 64 : Confessorem autem, si fuit in vinculis propter 

nomen domini, non imponetur manus super eum ad diaconatum vel presbyteratum. Habet 

enim honorem presbyteratus per suam confessionem. Cf. A. Brent, Cyprian and Roman 

Carthage, 262. 邦訳はB. ボット著、土屋吉正訳『聖ヒッポリュトスの使徒伝承』燦葉出版社 

1983年、29頁。
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ニュシオス書簡：エウセビオス『教会史』６. 44. 4-6）28。

　この事例から、Brentは聖餐を与えることが贖宥の儀礼を構成する唯一の要素で

あるかのように推測したわけである。実際にエウセビオスが引用したアレクサンド

リア司教ディオニュシオスの書簡では、老セラピオンが受けた聖別されたパンが、

彼への赦しであったかのように読める（「罪が取り去られた」）。告白者が棄教者を

教会復帰させたとき、彼らに与える「平和εἰρήνη/pax」とはこのことだとBrentは

考えた29。

　したがってBrentの結論は以下のようになる。「殉教者と告白者は単なる司教権

威の付属物ではなく、自らその権威を確立した聖職位階である。彼らが聖別された

聖餐を棄教者に与えることによって、直接に罪を赦し、棄教者と教会を和解させる

ことはできなかったのは、殉教者・告白者が、それが可能な教会聖職者位階である

長老・司教を必要としたからではない。単に、殉教者・告白者は投獄されていたた

めに、それができなかったのである」30。一見、整合しているように思われるBrent

のこの結論に対してはしかし、以下のような疑問が生じる。実は、カルタゴ教会に

おいては、投獄されたキリスト教徒に対して、その家族や友人が食糧を差し入れ支

援することは、通常の行為であり、また必要とされたことだった。Andrew 

McGowanが指摘したように、獄中の信徒が外部から食物を受け取ることは、何ら

異例のことではなかった31。３世紀の初頭、カルタゴで活躍していた先述のテルトゥ

28 E. Schwartz/ Th. Mommsen, Die Kirchengeschichte, teil 2, (Die Griechischen Christlichen 

Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte, Eusebius werke: bd 2 ) Leipzig: J. C. Hinrichs, 

1903, 624-625: ἀφικέσθαι μὲν οὐκ ἐδυνήθη, ἐντολῆς δὲ ὑπ' ἐμοῦ δεδομένης τοὺς 

ἀπαλλαττομένους τοῦ βίου, εἰ δέοιντο, καὶ μάλιστα εἰ καὶ πρότερον ἱκετεύσαντες τύχοιεν, 

ἀφίεσθαι, ἵν' εὐέλπιδες ἀπαλλάττωνται, βραχὺ τῆς εὐχαριστίας ἔδωκεν τῷ παιδαρίῳ, 

ἀποβρέξαι κελεύσας καὶ τῷ πρεσβύτῃ κατὰ τοῦ στόματος ἐπιστάξαι. …ἆρ' οὐκ ἐναργῶς 

διετηρήθη καὶ παρέμεινεν, ἕως λυθῇ καὶ τῆς ἁμαρτίας ἐξαλειφθείσης ἐπὶ πολλοῖς οἷς 

ἔπραξεν καλοῖς ὁμολογηθῆναι δυνηθῇ; Cf. A. Brent, Cyprian and Roman Carthage, 268. 

邦訳は秦剛平訳『エウセビオス教会史』下巻、講談社、2010年、94-95頁。
29 A. Brent, Cyprian and Roman Carthage, 268.
30 A. Brent, Cyprian and Roman Carthage, 270.
31 A. McGowan, ‘Discipline and Diet: Feeding the Martyrs in Roman Carthage’, Harvard 

Theological Review 96 ⑷, 2003, 456, 458-459. Cf. Lucian, De Morte Peregrini 12.
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リアヌスは、獄中にいるキリスト教徒のなかには、肉食や飲酒までも行っている者

がいたことを証言しており、時にはそのあまりに豪華な獄中食のゆえに、テルトゥ

リアヌスの怒りの対象となる者までいたほどであった。

明らかに、殉教者たちには相応しからぬ料理屋まで牢獄にすえつけるのがお前

のやり方なのだ。何故なら慣れ親しんだ便利さを失うことを怖れ、生に飽き、

新奇な禁欲鍛錬に躓くからだ（テルトゥリアヌス『断食について』12. 3.）32。

　残念なことに、本稿が検討しているキプリアヌスの司教在任期、すなわち３世紀

半頃のカルタゴについては、実際には牢獄の中にどのような食事が差し入れられた

のか、我々は知ることができない。しかしながら、少なくともキプリアヌスと対立

していたことが先に引用した書簡でわかる告白者ルキアヌスは、彼と仲間が獄中で

わずかばかりのパンと水を受け取ったことを証言している。

今や私があなたに手紙を書き送るまでに、８日目となりました。何故なら私た

ちはまた閉じ込められたからです。そしてその５日前、私たちはわずかな量の

パンと水の配給を受けました。（告白者ルキアヌスから教徒ケレリアヌス宛書

簡（キプリアヌス書簡集22. 2）33。

　相当量の推薦状が牢獄の内外を行き来したことを考えれば、ローマ当局の牢獄看

守が、聖餐として用いることの出来るパンのやり取りを、キリスト教徒収監者と彼

らに差し入れにくるキリスト教徒に禁じたとは考えにくい。そしてもし獄中にパン

があったとしたら、なぜ告白者はそれを聖別し聖餐として、贖宥を求める棄教者に

与えなかったのだろうか。Brentによれば、告白者は迫害下における告白を通じて、

長老としての権限を有していたはずであるのに。それゆえ我々は、Brentの解釈で

は未解決のこの問題を解き明かすため、なぜ告白者が、贖宥の証である聖餐のパン

32 CCSL 2: 1271: Plane uestrum est in carceribus popinas exhibere martyribus incertis, ne 

consuetudinem quaerant, ne taedeat uitae. Cf. A. McGowan, ‘Discipline and Diet’, 463. 
33 CSEL 3. 2, 535: iam enim ut iterato reclusi sumus sunt dies octo in die quo tibi litteras 

scripsi. Nam et ante dies octo per dies quinque medios modicum panis accepimus et aquam 

ad mensuram. Cf. G. W. Clarke, The Letters of St. Cyprian, 166.
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を棄教者たちに与えなかったかを次節にて検討する。

５．贖宥権と聖餐の聖別権の違い

　３世紀のカルタゴ教会において、投獄されたキリスト教徒に対し、家族や友人、

教会の教徒仲間が獄中へ食物の差し入れを行うことは極めて一般的な慣行であっ

た。もし棄教者を含む教会仲間が獄中のキリスト教徒と食物や書簡をやり取りでき

るのであれば、なぜ告白者はそこで入手可能なパンを、棄教者のために聖別して与

えなかったのであろうか。それは、聖餐の聖別こそ、司教のみに排他的に認められ

た権能だったからである。Brentが、告白者が迫害下の信仰告白によって、司教か

ら独立した職権を有していたと論じる根拠として引用した『使徒伝承』は、パンを

聖別するには、司教その人が欠かせないことを教えてくれる。

　この人が司教になると、一同はこの人に平和の口づけをして、ふさわしい者

となったを認めるあいさつをする。

　助祭たちが司教に捧げものを差し出すと、司教は司祭団とともにその上に両

手を置いて、感謝を捧げ、次のように言う。「主は、貴方がたと共に」。

　御子は、死を滅ぼして悪魔のかせを打ち破り、死の国を踏み砕いて正しい人

を光に導き、（死の国の）境を定めてあかしするため、進んで引き受けられた

苦しみに身を渡されることになった時、パンを取り、貴方に感謝を捧げて仰せ

になりました。「取って食べなさい。これは、貴方がたのために砕かれる私の

体である」（『使徒伝承』4-5）34。

34 B. Botte, La Tradition Apostolique de Saint hippolyte. S. 46, 50 : Cum factus erit episcopus, 

omnes dent pacem (εἰρήνη) ei in ore eorum, salutantes (ἀσπάζεσθαι) eum. Diaconi autem 

inferant oblationem (προσφορά) ad eum. Ille autem imponens manum suam super 

oblationem (προσφορά) cum praesbyteris dicat gratias agens (εὐχαριστεῖν) : Ὁ χύριος μετὰ 

πάντων ὑμῶν. …Qui traditus est in sua voluntate passioni, ut mortem solveret et vincula 

diaboli dirumperet, et calcaret infernum et sanctos dirigeret, et terminum figeret et 

resurrectionem manifestaret, accipiens ergo panem gratias egit et dixit: Accipite, manducate, 

hoc est corpus meum quod pro vobis confringetur. Similiter et calicem dicens: Hic est 

sanguis meus qui pro vobis effundetur. Quando hoc facietis, (in) meam commemorationem 

facietis. Cf. Alistair Stewart-Sykes, Hippolytus. On the Apostolic Tradition: an Englich 
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　ここから、なぜ告白者たちは牢獄を訪れた棄教者たちに、贖宥の証たる聖餐を与

えることがなかったのかを理解することができる。彼らに欠けていたのは、聖別さ

れるべきパンなのではなく、パンを聖別する権能それ自体であった。従って、贖宥

の儀礼はBrentが想定したように、聖餐授与のみと単純に同一視できるわけではな

い。実際、先に引用した、キプリアヌス宛の告白者たちの書簡（告白者ルキアヌス

からのキプリアヌス書簡：キプリアヌス書簡集23）でも、告白者たちは、棄教者た

ちに聖餐を与えることなく、しかし棄教者たちに「平和」を与えたと自信に満ちて

断言している。それゆえ、我々は初期教会における贖宥儀礼のプロセスを、再検討

する必要がある。

　かつてChristine Trevettは２世紀のキリスト教共同体における贖宥・改悛には多

様な方針があったことを示して見せ35、James Dallenは「古代教会の贖宥はまさに

キリスト教徒たちの論争の中で形作られた」ことを論じた36。３世紀においても、

改悛・贖宥儀礼に関する論争が、我々が取り組むキプリアヌス期以前のカルタゴで

はどのようになっていたのか、研究者たちは判断を下すことができない37。しかし、

先に引用した、キプリアヌスが棄教者への不適切な贖宥を難じた第15書簡を改めて

確認するならば、我々はキプリアヌスが要求する改悛と贖宥のプロセスが、１）悔

い改め、２）罪の告白、３）司教による按手、４）聖餐授与の段階を辿っているこ

とを確認できる。

　告白者と、彼らに教会復帰を依頼した棄教者たちは、４）聖餐授与、を受ける以

前の段階で、贖宥は成し遂げられていると信じている（第27書簡：「我々が皆一緒

になって、〔贖宥の〕勘定書が書かれた者たちのために平和を与えた」）。キプリア

ヌスもまた、告白者の推薦状によって、赦しが与えられたことは認めている（第15

書簡：「棄教者たちは確かに赦免され得ます」）。これらを合わせて考えると、聖餐

の授与は、贖宥それ自体の基準ではなかったわけである。キプリアヌスは自身が執

筆した論文『棄教者について』の中で、必要とされた贖宥のプロセスを踏むことな

く聖餐を受けた者には悲惨な運命が待ち受けると書き綴り、そうすることで平信徒

Verstion with Introduction and Commentary, New York, St. Vladimir’s Seminary Press, 

2001, 64-65. 邦訳はB. ボット著、土屋吉正訳『聖ヒッポリュトスの使徒伝承』11, 15頁。
35 C. Trevett, ‘I have heard from some teachers’, 5-28.
36 J. Dallen, The Reconciling Community: the Rite of Penance, Collegeville, MN, 1991, 31.
37 前掲注15、Clarkeによる書評コメント。
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たちに、贖宥を省略して聖餐を受け取ることのないよう警告している38。このこと

も、聖餐を授与することのみが贖宥を意味していないことを物語っている。３）司

教の按手、これも赦しが与えられる絶対基準ではない。なぜなら司教キプリアヌス

自身が、按手をまだしていない棄教者たちの教会復帰を認めているからである。そ

れゆえ、キプリアヌスと告白者が共有していた前提として、贖宥の基準は１）悔い

改め、２）罪の告白だということとなる。そして、これこそがキプリアヌスが問題

視していたことなのだが、告白者の推薦状には、悔い改めと罪の告白を省略する権

能を両者ともが認めていたことになる。

６．結　論

　前節までの考察に基づいて、本稿は３世紀中頃のカルタゴ教会における教会内紛

争について、新たな知見を得ることができた。Brentが論じたように、告白者は贖

宥の権能をデキウス迫害期に行使しており、司教キプリアヌスが告白者たちの行動

を抑制しようと試みたとき、告白者たちは自らの行動と権能を、司教ら教会権威か

ら自立したものだとして振る舞った。しかしながら、この教会内紛争の初期には、

告白者たちは決してその権限を越えた行動はとらなかったと言える39。そうではな

く、彼らは（悔い改めと罪の告白を省略して）牢獄を訪れ教会復帰を求める棄教者

たちに対して、自らの贖宥権限に基づき、自らの権限の範囲内で、教会での悔い改

めと罪の告白を省略して、罪の赦し、すなわち教会との「平和」を与えたのである。

彼らは司教に対して、初期キリスト教会内で自分たちに認められていた正当なる権

限行使の追認を求め、加えて司教に対しては、その職位に付随した義務を遂行する

こと、すなわち、罪を赦されたキリスト教徒に聖餐を与えることを求めていたので

ある。

　Charles Bobertzは、本稿が取り扱った３世紀中頃のこのカルタゴ教会内の紛争

38 Cyprian, De Lapsi, 25-26.
39 教会内紛争は後に、キプリアヌスと対立した長老フォルトゥナトゥスが他の司教を立て

るという経過を辿るが、棄教した平信徒たちは、この新たな対立教会に移ることは拒否した

ようである。彼らは「自分たちにとって見知った教会共同体に再加入することを求めていた

のであって、対立教会を設立するという考えは、彼らにとって魅力的なものではなかった」

とG. D. Dunn, ‘Cyprian’s Rival Bishops and their communities,’ 85は紛争の結末を語る。
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を、改悛と贖宥に関する神学的論争であると同時に、教会内の個人的なライバル関

係が紛争に発展したものとみなした40。J. Patout Burnsはキプリアヌス配下の聖職

者の一部が、この司教の選出に反対していたがゆえに、告白者とキプリアヌスの対

立を煽ったのだと考えた41。Dunnはこの紛争を引き起こしたものは、こうした聖職

者の一部とキプリアヌスの対立関係だと確証した。Dunnはこの紛争の背後に存在

した神学的な論争が、一部聖職者によって、司教に対抗するための理由として利用

されたと主張したわけである。Brentはキプリアヌスが、司教として贖宥の権限を

自らに集中させようとした、あるいは少なくとも、当時告白者が有していた権威を

コントロールしようと試みたと主張した。これらの研究史に対して本稿では、当該

紛争における告白者の行動に注目し、彼らが自らの権能として理解しているものは

何かを解き明かすことを目指した。そして告白者と彼らを頼った棄教者たちだけで

なく、告白者と対立した司教も共有する告白者の権能を峻別することに議論と史料

解釈を集中させた。その結果、たしかに告白者たちは司教と対立し、司教に反抗し

た一部聖職者と協調してはいたが、告白者は少なくとも紛争の当初において、初期

教会で認識が共有された彼らの権能、罪ある者に対する贖宥権を行使したのみであ

り、あくまでも彼らに認められた権能の範囲内で主張を行っていたことが明らかと

なった。本稿はこうした検証を通じて、キリスト教会の司教制度が強固に確立され

ていく３世紀に存在した、告白者という、迫害という機会にイレギュラーに生じる

教会内権威と、聖職者位階の頂点たる司教との駆け引きの一端を示したと言えよう。

＊本研究は科研費（20K01044）の助成を受けたものである。

40 C. Bobertz, Cyprian of Carthage as Patron.
41 J. P. Burns, Cyprian the Bishop, 21.
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An investigation of the authority of penances by confessors 
in the Decian persecution

Satoshi OHTANI

　In the Decian persecution, the Christian community in Carthage experienced 

serious internal conflicts. With an imperial edict in 250 AD which required all the 

inhabitants of Roman Empire to sacrifice to the gods before local magistrates, a 

large number of Christians were fallen. A number of those apostate lapsi who 

have got recommendation letters from confessors required immediate re-

admission to the Communion rite. Cyprian, the bishop of Carthage insisted that 

confessors should not issue the recommendation letters so easily. For this reason, 

Cyprian and those some of confessors (and also mastermind clergies) were 

opposed to each other. Scholars have disputed the aspects of the conflicts as 

theological or rather as political. But when we investigate the theological process 

of penances of which Christians at that time supposed, it becomes apparent that 

the confessors never exceeded their authorities and criticized the bishop have not 

discharged his official responsibilities. More to the point, the confessors urged that 

confessors and bishops have shared the authority of forgiveness, but only bishops 

have the authority and responsibility of sanctifying the Eucharist in the 

communion service. The consideration of this research will contribute to the 

clarification of the conflict in the Christian community in Carthage.
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