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【聖 書】 民数記２１章４節～９節 

◆青銅の蛇 

21:4 彼らはホル山を旅立ち、エドムの領土を迂回し、葦の海の道を通って行った。しか

し、民は途中で耐えきれなくなって、 

21:5 神とモーセに逆らって言った。「なぜ、我々をエジプトから導き上ったのですか。荒

れ野で死なせるためですか。パンも水もなく、こんな粗末な食物では、気力もうせてしま

います。」 

21:6 主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民をかみ、イスラエルの民の中から多く

の死者が出た。 

21:7 民はモーセのもとに来て言った。「わたしたちは主とあなたを非難して、罪を犯しま

した。主に祈って、わたしたちから蛇を取り除いてください。」モーセは民のために主に

祈った。 

21:8 主はモーセに言われた。「あなたは炎の蛇を造り、旗竿の先に掲げよ。蛇にかまれた

者がそれを見上げれば、命を得る。」 

21:9 モーセは青銅で一つの蛇を造り、旗竿の先に掲げた。蛇が人をかんでも、その人が

青銅の蛇を仰ぐと、命を得た。 
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神戸改革派神学校 2021 年第一学期開講講演 

「The Means and The End：恵みの手段論から読み解く教会の目的」 

                                 常勤講師 吉岡契典 

I. はじめに  

I. 1. 恵みの手段論についての研究史 

II. 改革派の神学者たちによる恵みの手段の定義 

II. 1. チャールズ・ホッジの定義 

II. 2. ヘルマン・バーフィンクの定義 

II. 3. ゲルハルダス・ヴォスの定義 

II. 4．ルイス・ベルコフの定義  

Ⅲ. 改革派諸信条に見る恵みの手段 

III. 1. ベザのポワシー信仰告白（Theodore beza’s Confession at Poissy, 1561）  

III. 2. ブレーメン協定（1595）  

III. 3. ハンガリー信仰告白（タルツァル‐トルダ信仰告白、 Tarcal - Torda 1662） 

III. 4. ドルトレヒト信仰規準（1619） 

III. 5. ウェストミンスター信条（1647） 

III. 6. カンバーランド長老教会信仰告白（1883） 

III. 7. バプテスト信仰問答（1693） 

Ⅳ. 恵みの手段論の展開 

IV. 1. ジョン・ウェスレーによる展開 

IV. 2．ウェスレイアンによるその継承の問題 

IV. 3. 恵みの手段の個人化 

Ⅴ. 恵みの手段論の起源 

V. 1. 対ローマ・カトリックという構図 

V. 2. バーフィンクによるローマ・カトリックの恵みの手段理解 

V. 3. ヴォスによるローマ・カトリックの恵みの手段理解 

V. 4. ベルコフによるローマ・カトリックの恵みの手段理解 

Ⅵ. 恵みの手段論の意義と源泉 

VI. 1. 1. 教会の自己相対化 

VI. 1. 2. 形骸化の打破 

VI. 1. 3. 御言葉の恵みの回復 

VI. 1. 4. 実践的信仰 

VI. 2. 1. 恵みの手段論の神学的源泉 

VI. 2. 2. ルターの神学的源泉  

VI. 3. 結びにかえて：恵みの手段論から読み解く教会の目的 

  

I. はじめに  

新型コロナウィルス禍の中、不要不急の外出自粛が叫ばれ、教会もその存立の目的を問われる

こととなった。また、教会の諸活動が制限を受ける中で、教会にとって自粛・停止されてはなら

ない本質と、同時に可変的であることが許される側面とは何かということが問われた。もちろん

これらの問いは、既に幾度も教会に対して突きつけられてきた問いであるが、今の新型コロナウ
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ィルス禍の渦中において、改めてその問いを設定し、神学的な回答を試み、またそのような学び

をこの時に追及していることは、それ自体で有意であると考える。  

そこで、本講演では、新型コロナウィルス禍において、教会の存立の目的を見出すために機能

させるべき神学として、教会論における恵みの手段論を取り上げたい。一見、既に使い古された

神学的論議であるとも言える恵みの手段論への関心のきっかけは、以下のキリスト教雑誌『ミニ

ストリー』の巻頭対談1であった。そこには、手段を自己目的化しないために、手段と目的を見分

けるということの必要性が訴えられており、教会はその確認を常々行うべきだという提言がなさ

れている。その対談が既に本講演が結論的に訴えようとしている内容を含んでいるのであるが、

神学における教会論の中で、その手段（means）と目的（end）という言葉が直接用いられる教理

が、恵みの手段論なのである。  

本講演は、神の恵みを受けとるための恵みの諸手段論についての総論的概観となる。よって各々

の恵みの手段について、そのひとつずつを各論的に丁寧に論じることはしない。そのことによっ

て本講演は少々独創的で大味な内容になってしまうことを免れないが、ここでは総論的に恵みの

手段論を扱い、またそれが教会論に及ぼす作用に特に注目して論じたい。 

 

I. 1. 恵みの手段論についての研究史 

まず恵みの手段論一般の定義について、この点で有名なのは、ウェストミンスター小教理問答

第 88 問の、「問 88：贖いに伴うさまざまな益をキリストが私たちに分かち与えられる、外的手段

は何ですか。答：贖いに伴うさまざまな益をキリストが私たちに分かち与えられる外的な、通常

の手段は、キリストの諸規定、特に、御言葉と聖礼典と祈りで、これらすべてが、選びの民にと

って救いのために有効とされます。」2であるが、このことは本講演全体を通じてさらに明らかに

なることなのであるが、この教理を明確に定義することは容易ではない。それは、何をもって恵

みの手段と数えるのかという重要な点についての、教理史的変遷をこの教理は抱えているためで

ある。恵みの手段論についての総論的な研究は、その概念だけを独立させて取り扱う研究として

はこれまでほとんど為されておらず、多くの場合、それは組織神学の教会論が論じられる際の一

項目としての言及に留まっている。そして改革派の代表的な神学者たちによる、そのような教会

論の一部としての恵みの手段論一般の取り扱いに該当するのは、時代順に、チャールズ・ホッジ

（1797-1878）3、ヘルマン・バーフィンク（1854-1921）4、ゲルハルダス・ボス（1862-1949）5、

ルイス・ベルコフ（1873-1957）6、らである。 

また、上述のように、恵みの手段論を改めて取り上げて論じるという試みは、これまでほとん

 
1 「教会も目的とゴールを設定し、毎回確認するといいと思います。信仰告白は教会の目的の確認でもあるで

しょう。それをいま分解したらどういう目的になるのか、僕たちの教会は今何のためにやっているのか、常に

オープンにして更新し続ける必要があります。そういう課題設定はすごく大事。そうしないと、例えば『教会

をカフェにしよう』といった手法論だけが先に立ってしまう。目的とゴールを定めずに手法を議論しても、何

がいいのか誰にもわからない。まず目的を決めて、どこまで伝わればゴールとするかを決めたら、それに対す

る手法はフラットに選べばいい。手法に対して揉めると本当にケンカになってしまう。常に目的の話をし続け

ないと柔らかくなっていきません。大きな会議でも同じことですが、『目的なんだったっけ』と言える人がいな

いと。」『Ministry』vol. 36（キリスト新聞社、2018 年 2 月）、7 頁。日本キリスト教会の会員で、電通のコピー

ライター鈴木契兄によるインタビュー記事「発信力を鍛える」より。  
2 『ウェストミンスター信仰規準』松谷好明訳（札幌：一麦出版社、2002 年）、327 頁。  
3 Charles Hodge, Systematic Theology vol. III & Index (London: James Clark & Co., 1960).  
4 Herman Bavinck, Reformed Dogmatics vol.4: Holy Spirit, Church, and New Creation,  John Bolt, ed., trans., John 

Vriend (Grand Rapids: Baker Academic, 2008).  
5 Geerhardus J. Vos, Reformed Dogmatics vol.5: Ecclesiology, The Means of Grace, Eschatology , trans and ed., Richard 
B. Gaffin, Jr. with Kim Batteau, Allan Janssen (St. Bellingham: Lexham Press. 2016).  
6 Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1938).  
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ど為されてきてはおらず、その意味では恵みの手段論は、既に古びた概念とされているという研

究状況が露呈しているが、しかしこの分野の研究において注目すべき事柄として、ウェスレイア

ン・メソジストの立場からの研究がほぼ唯一、近年の恵みの手段論に関する研究として、盛んに

行われている状況がある。7その理由は、かつてジョン・ウェスレー（1703-1791）による、この恵

みの手段論についてのユニークな再考と展開がなされ、その論考が現代のウェスレイアン・メソ

ジストにおいての聖化論の重要な実践的基盤となっているということ、さらに恵みの手段論につ

いてのそのジョン・ウェスレーによる展開が、現代においてメソジスト派の枠を超えて注目され

ているゆえであろうと考えられる。このジョン・ウェスレーにおける恵みの手段論の展開という

脈略についても、のちで扱いたい。  

 

Ⅱ．改革派の神学者たちによる恵みの手段の定義 

II. 1. チャールズ・ホッジの定義 

 まず「恵みの手段」という概念の基本的な定義を歴史に尋ねたい。恵みの手段論について、チ

ャールズ・ホッジは次のように述べている。  

 

   恵みの手段という概念によっては、神がその子どもたちを霊的に教え導く手段として備え

てくださった全手段が意味されているわけではない。それは、神が恵みの通常の諸手段

（ordinary channels of grace）として定められた制度（institutions）のことを示す言葉である。

そこでは聖霊が超自然的なかたちで人間の魂に対して影響を及ぼす。私たちの教会の信仰規

準において、恵みの手段とは、御言葉、聖礼典、そして祈祷を指す。 8 

  

 ここでホッジが言及している、「私たちの教会の信仰規準」とは、ウェストミンスター信条のこ

とを指すと思われる。そしてホッジは、ウェストミンスター信条が語る、御言葉と聖礼典と祈祷

の三つを、恵みの手段として数えている。 9 

ホッジは極めて教会論的に、人々の救いという教会の使命・目的を明示し、そのために神が定

めた手段が、恵みの手段であることを明言している。また、上記に続く記述において、ホッジは、

改革派教会においては、恵みの手段があくまで手段であるべきことを語り、その目的を「キリス

 
7 L. M. スターキー『ウェスレーの聖霊の神学』山内一郎、清水光雄訳（東京：新教出版社、1985 年）；スティ

ーブ・ハーバー『現代に語るウェスレー神学』梅田昇訳（東京：福音文書刊行会、2004 年）；坂本誠『ウェス

レーの聖餐論』（東京：教文館、2009 年）；Andrew C. Thompson, The Means of Grace: Traditioned Practice in 

Today's World (Asbury Seedbed Publishing, 2015) ; Elaine A. Heath, Five Means of Grace: Experience God's Love The 
Wesleyan Way (Nashville: Abingdon Press, 2017) ; John Bailie,  Means of Grace in the Wesleyan Tradition (All In 

Enterprises, 2018) ; David Martin Whitworth, Missio Dei and the Means of Grace: A Theology of Participation (Oregon: 

Pickwick Publications, 2019). ウェスレイアン以外の立場として、恵みの手段論を正面から扱った近年の書物と

しては Paul Washer, The Essential Means of Grace (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2020)を挙げることが

できる。  
8 Charles Hodge, 466. 
9 またホッジは、彼が第一の恵みの手段として重んじる御言葉の、その目的とするところの End についても、

次のように述べている。「神の御言葉は、ただ救いに必要なだけでなく、その目的を果たすための神からの教導

でもある。それは、教会に与えられた使命に現れている。復活の後、我らの主は、その弟子たちに言われた。

「だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗

礼を授け、あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。わたしは世の終わりまで、いつも

あなたがたと共にいる。」（マタイによる福音書 28 章 19～20 節）…達成されるべき目的は、人々の救いであ

る。その成就の手段は、教えることにある。弟子たちはキリストに教えられたところを教えるべきとされ、そ

れは、天のもとにある造られたものすべてに福音を伝えることである。全ての諸々の手段は、神が定められる

ことによって有効とされる。つまり、神は福音を救いの手段と定められ、それはその目的に向かって有効なも

のとされなければならない。」Charles Hodge, 466-467. 
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トが彼の民に対する彼の贖いの効力を与える」10ことに据えているが、これも、ウェストミンスタ

ー信条の言葉と一致している。  

 

II. 2. ヘルマン・バーフィンクの定義 

 次にバーフィンクによる恵みの手段の定義を概観する。バーフィンクは恵みの手段について、

次のように述べている。  

 

   恵みの手段という言葉は、私たちが一回的にまた継続的に、信仰、回心、罪との闘い、そ

して祈りという契約の恵みの数々を享受することとして、拡張して理解することも可能であ

るが、しかしそれらすべてを恵みの手段に含めてしまうことは賢明とは言えない。キリスト

は、恵みの手段ではなく、救いの仲保者、取得者、遂行者である。教会は御言葉と聖礼典に

並ぶ恵みの手段ではなく、その権威はそれら二つの恵みの手段を執行するためにこそ教会に

与えられているのである。教会とその諸職務は恵みについては場所を持っておらず、恵みは

ただ御言葉と聖礼典とを通してのみ生じるのである。さらに、信仰と回心と、そして祈りは、

恵みの手段というよりもむしろ、その実りなのである。 11 

 

 バーフィンクは恵みの手段を、御言葉と聖礼典の二つであるとし、祈りについては、ホッジと

は異なり、恵みの手段からは除外している。またバーフィンクは、教会組織とその職制を、恵み

の手段を正しく執行するために与えられた組織また制度としてとらえている。  

 

II. 3. ゲルハルダス・ヴォスの定義 

 次にヴォスによる定義を概観したい。ボスはまず恵みを、一般恩恵、キリストの賜物としての

客観的な恵み、神が私たちの内で為してくださる主観的な恵みという大きな三つの枠組みに分け、

恵みの手段とは、その三つ目の恵みに属する、ある限定された意味における恵みであるとする。

そしてそれは「神がキリストに属する者たちに神の恵みを知らせ、当てはめるための特定の手段

である。」12と語り、神の恵みによる再生と回心と義認と聖化に直接関わり、しかも特別時にでは

なく通常の状態で、継続的に用いられる神が定めた恵みの手段として、御言葉と聖礼典の二つの

みを挙げている。 

  

II. 4. ルイス・ベルコフの定義 

 ベルコフは、恵みの手段を以下のように定義している。  

 

   「恵みの手段」という言葉は聖書にはないが、しかしながら、恵みの手段についての適切

な指示は、聖書の中にある。…信仰、回心、霊的豊かさ、また祈祷など契約の祝福を継続的

に受け取りまた喜ぶために、神が人に求められていることがらの全てを恵みの手段に含める

ことも不可能ではない。しかしながら、そのすべてを「恵みの手段」という言葉の中に含め

 
10 「改革派教会においてこの主題について明らかに教えられている第一のこととは、キリストが彼の民に対す

る彼の贖いの効力を与えるために、キリストによって定められ、また用いられた手段である聖礼典は、真実の

恵みの手段であるということである。それらは、ローマ主義者たちが教えるように、他に二つとない排他的な

諸手段(channels)なのではなく、それらは手段（channels）なのである。」Charles Hodge, 499.  
11 Herman Bavinck, 447.  

12 Geerhardus J. Vos, kindle No. 1379.  
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てしまうことは、慣習的にも、またそう願うこと自体が、相応しいこととは言えない。教会

は、御言葉と聖礼典と同様の恵みの手段ではない。なぜなら教会の力とはだだ、それらの執

行を担うことによって神の恵みの業の促進を支えるためのものだからである。教会は恵みを

伝達する手段ではなく、その手段となれるのは御言葉と聖礼典のみなのである。さらに、信

仰、回心、そして祈祷は第一に神の恵みの実りなのであって、それらは霊的な生活を強める

ための手段とはなりうる。つまりそれらは客観的な手段ではなく、人が契約の祝福を受けま

た喜ぶための主観的な諸条件（conditions）なのである。率直に言って、御言葉と聖礼典のみ

が、キリストが教会の中に制定してくださった客観的な手段（channels）であり、またキリ

ストが常にそこに御自身の恵みを与えてくださるために共にいてくださるところの、恵みの

手段とみなされることができるのである。 

   もちろんそれらはキリストから切り離されてしまってはならず、聖霊の力強い導きから、

また神の恵みの祝福の供給のために設立された器官（organ）である教会からも、決して切り

離されてしまってはならない。またそれらの恵みの手段は、それ自体では極めて効果的では

なく、ただ聖霊の導きを通し効力あるものとされる。13 

 

 このようにベルコフは、恵みの手段を御言葉と聖礼典の二つに当てはまるものと捉えている。

そして教会の存在意義とは、それらの恵みの手段を支え、保持し、執行するための器官として機

能することにあるとされている。  

 

 そしてこれらの改革派の教義学者の言説を比較した中でまず明らかなことは、恵みの手段につ

いての定義が必ずしも一致していないということである。恵みの手段論とはそのように、揺ぎ無

い定義を前提として教理史を進行している類の教理ではなく、その輪郭には柔軟性があることを、

この概観から読み取ることができる。ホッジだけが御言葉と聖礼典に加えて祈祷を恵みの手段に

加えているが、他の神学者たちは御言葉と聖礼典だけを恵みの手段としている。またそれぞれ、

恵みの手段の議論に合わせて、その手段を包含する器としての器官として、教会を捉えている。

つまり、恵みの諸手段の優位性、優先性に仕える立場に教会は置かれるため、教会の在りようは、

恵みの諸手段によって影響を受けることとなる。その点で、恵みの手段論は教会論と分離してい

る教理ではく、恵みの手段論が、その器である教会を規定するのである。  

 

 

Ⅲ. 改革派諸信条に見る恵みの手段 

 次に、恵みの手段論のさらなる公同的定義とその教理史的位置付けを明確化するために、改革

派諸信条の中にその概念を尋ねたい。  

III. 1. ベザのポワシー信仰告白（Theodore beza’s Confession at Poissy, 1561）  

 これは公同的な信仰告白というよりも、より私的なテオドール・ド・ベザ（1519-1605）の教会

論がポワシーでの教会会議にて三度にわたって披瀝された、彼の講演集ではあるのだが14、そこ

にははっきりと、また最も古い段階の記述として、神の言葉の説教と聖礼典の執行が恵みの手段

として言及されている。  

 
13 Louis Berkhof, 604-605. 
14 Tadataka Maruyama, The Ecclesiology of Theodore Beza: The Reform of the True Church  (Geneve: Librairie Droz, 
1978), 37.  
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   ただ我々の神の恵みと自由が、聖霊の力によって、そして聖なる神の言葉の説教と聖礼典

の執行とによって、私たちにすべての宝を与えてくださるのである。神にそのことをされる

必然性はないが、それは神がすべての力を有する方であるゆえに、またさらに神は、特別な

恵みとして、イエス・キリストの救いを学ぶ唯一の方法、またすべての宝を受け取る唯一の

道である、かけがえのない信仰の賜物を我々に創造しまた養うためのこれらの通常の手段

（ordinary means）を、喜んで用いてくださるのである。15 

 

 このベザの言葉は、真の教会を見分けるための、教会の標識という意味での、御言葉の説教と

聖礼典の執行という文脈を思い起こさせる言及であり、確かに恵みの手段論も、真の教会の真の

標識についての議論も、共に、教会とその実践の核心には何があり、そこにどう到達するのかを

問う議論であるため、両者の議論は重なる部分がある。しかしこのベザの言葉によっては、標識

ではなく、「通常の手段（ordinary means）」という言葉が使用され、それが特別な恵みをもたらす

諸手段という文脈において語られている。そしてこのベザによる言及が、今回私が調べた限りに

おいて、恵みの手段についての最も古い言及となる。  

 

III. 2. ブレーメン協定（1595）  

 ブレーメン協定は、1595 年に当時の監督（Superintendent）クリストフ・ペーツェル（Christoph 

Pezel 1539-1604）によって牧師たちの教理的一致のために起草され、ヨハネス・ア・ラスコの影

響で福音主義に転向したハルデンベルグ（Albert Rizaeus Hrdenberg, 1510-1574）による宗教改革が

行われたブレーメンの、全牧師によって署名された信仰告白である。 16 

 その第 10 章「御言葉とサクラメントについて」の冒頭において、極めて弁証的に外的なサクラ

メント的要素を否定する神秘主義的立場と、遍在説の両者を批判しながら、第 3 項では、「福音と

は説教された言葉であり、それを信じるすべての人を救う神の力のことであって、その説教され

た言葉は単なる言葉や鳴り響く声ではなくて、聖霊がその力強い御心を気づかせ、それによって

選ばれた者の心に信仰と救いを働かせる力強い手段なのである。」17と語られて、説教された言葉

が、聖霊が信仰を働かせる力強い手段（mighty instrument）18であると言われている。さらに同章

第 6 項では、信仰者に対する外的な行為とその内側に内的に働く力とを区別することを勧めなが

ら、「しかしながら、それにもかかわらず真実であり続けるのは、神の御心によって約束された内

在的な力のために、教会の礼拝全体は神の力強い手段であり道具であって（the church’s worship 

service in its entirety is a powerful means and instrument of God）19、それによって神は聖霊とともに

［人の］心を動かし、変化させるのであって、それがなければ正式には信仰と救いが与えられな

いということである。」20 

 ここでは、御言葉とサクラメントという二つの恵みの手段を内包する教会の礼拝全体が、神の

力強い手段であり道具だと言われており、恵みの手段論から、それに接続された教会論が語られ

 
15 James T. Dennison, JR., Reformed Confessions of the 16 th and 17th Centuries in English Translation: Vol. 2 1552-1566 
(Grand Rapids: Reformed Heritage Books, 2010), 416.  
16 『改革派信仰告白集Ⅲ』大崎節郎編（札幌：一麦出版社、2011 年）、440-441 頁。  
17 『改革派信仰告白集Ⅲ』、383 頁。  
18 James T. Dennison, JR., Reformed Confessions of the 16 th and 17th Centuries in English Translation: Vol. 3 1567-1599 
(Grand Rapids: Reformed Heritage Books, 2012), 688.  
19 James T. Dennison, JR., Reformed Confessions of the 16 th and 17th Centuries in English Translation: Vol. 3, 689.  
20 『改革派信仰告白集Ⅲ』、384-385 頁。  
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ている。これは極めて反カトリック教会的、また反礼典至上主義的な、教会とそこにある礼拝を

絶対視せず相対視する視点の表明として、意義ある言及である。  

 

III. 3. ハンガリー信仰告白（タルツァル‐トルダ信仰告白、 Tarcal - Torda 1662） 

 次に、先述のベザから 100 年後、ベザの強い影響を受けたペーテル・メリウシュ・ウハス（Peter 

Melius Juhasz 1536-1572）21によって記された大作である、ハンガリー信仰告白の第 4 章「聖霊に

ついて」の第 21 項にて、以下の記述がある。 

 

   21 聖霊は選ばれた者の心の中に信仰を作り出すためにどのような手段を用いるか  

   前に私たちは、聖霊とは私たちの中に信仰を作り出すものであることを証明した。そして

信仰は、私たちが義とされ救われるために要求されるものを何でも私たちがキリストから汲

み出すためにキリストを捉えるあの真の道具である。続いて今度は、聖霊がそのためにどの

ような手段を用い、またどのようにしてそれを用いるかを私たちは示す。さてこの手段は二

つで、言葉と聖礼典だが、それらについて一つひとつ論じよう。 22 

 

 ここでもベザの主張と同様に、御言葉と聖礼典の二つが、キリストへの信仰を作り出すための

手段であるとされている。  

 

III. 4. ドルトレヒト信仰規準（1619） 

 17 世紀に入ると、リフォームドの文脈で大変有名かつ権威あるドルトレヒト信仰規準が、「教

理の第三、第四の主題、人間の堕落と神への回心と、その方法について」という項の   第 17

条において、恵みの手段について言及している。23 

 そしてそこでは、神の救いの力と恵みが、御言葉、サクラメント、教会訓練の執行という手段

のもとに、人間を、その高慢を抑えるために置くことを怠らなかった、と語られて、御言葉、サ

クラメント、教会訓練の執行という恵みの手段が、神によって定められ与えられたこと。よって

人はその神による手段から離れて神を試み、神の御業の前進を妨げてはならないとされている。  

 

III. 5. ウェストミンスター信条（1647） 

 ここでいよいよウェストミンスター信仰規準に至るが、ウェストミンスター信条は、大教理問

答の 154 問で、こう述べている。  

 
21 James T. Dennison, JR., Reformed Confessions of the 16 th and 17th Centuries in English Translation: Vol. 2 1552-1566, 
652. 
22 『改革派信仰告白集Ⅱ』大崎節郎編（札幌：一麦出版社、2011 年）、525-526 頁。  
23 「神が我々の本性の生命を生み出し、維持される全能の働きも、無限の知恵と慈しみに従い、その力を及ぼ

そうとする手段（means）の使用を排除するのではなく、むしろ要求するように、われわれを再生させる上述の

超自然的な働きも、決して賢明な神が、再生の種、また、魂の糧として定められた福音の使用を排除したり、

覆したりしない。それゆえ、使途と彼らに従った教師が、神の恵みについて、民衆に神の栄光のため、また、

人間のあらゆる高慢を抑えるために、敬虔に教え、しかもなお、彼らを福音の聖なる勧告によって、御言葉、

サクラメント、教会訓練の執行のもとに置くことを怠らなかったように、今や、教会において、他の者を教え

る者、あるいは教えられる者は、神が憐みによって結び合わされることを願われたものを分離することによっ

て、あえて神を試みることから離れていなければならない。なぜなら、勧告によって恵みが告げられ、また、

われわれが自らの務めを整えて行えば行うほど、すばらしくわれわれのもとで働く神の慈しみも通常示される

のであり、神の御業はますます前進するからである。この手段、またその救いの果実と力のゆえに（both for 

the means and for their saving fruit and efficacy）、すべての栄光は、永遠に、神にのみ、帰する。アーメン。」『改

革派信仰告白集Ⅳ』大崎節郎編（札幌：一麦出版社、2012 年）、136 頁。  
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   問 154 彼の仲介のさまざまな益をキリストが私たちに分かち与えられる、外的な手段は、

何ですか。  

   答 彼の仲介のさまざまな益をキリストが彼の教会に分かち与えられる外的な通常の手段

（outward and ordinary means）24は、彼のすべての規定、特に御言葉と聖礼典と祈りであり、

これらすべてが、選びの民にとって、その救いのために有効とされます。 25 

 

また、講演冒頭で引用したように、ウェストミンスター小教理問答第 88 問においても全く同

様のことが語られている。26そしてここには、贖いに伴う益をキリストが分かち与えてくださる

（communicate）ための恵みの手段として、御言葉と聖礼典に加えて、祈りが挙げられている。な

ぜ祈りが三つめの恵みの手段として加えられているのかについて、その理由については判然とし

ない部分が実際には多いが、ホッジにも影響を与えた恵みの手段としての祈りの追加について、

この場合の祈りとは、私たちからの能動的な神への願いや感謝の表明としての祈りよりも、キリ

ストが制定された主の祈り、またそれによって神が人格的に私たちに近づいてきてくださり、祈

りの答えとして御業を当てはめてくださるという、神の私たちに対する能動的な御業の手段とし

ての祈りが考えれているものと思われる。27 

またウェストミンスター信仰規準で注目したいことは手段（means）に対応する言葉であると

言うことのできる、目的（end）という言葉が、大教理問答と小教理問答のそれぞれ第 1 問で問わ

れ、答えられているということである。28もちろん第一問が目的とするところは、教会の実践より

も広い枠組みの、すべての人の人生という問題であるが、しかしこのことは、このウェストミン

スター大小教理問答が、手段と目的という構造を持って、個人の人生と教会の歩みとをある目的

に向かって方向付けていくという、教会改革を志向する構造を持って書かれていると捉えること

ができるのではないか。  

 

III. 6. カンバーランド長老教会信仰告白（1883） 

ウェストミンスター信仰規準に次いで、恵みの手段論が姿を現すのは、ウェストミンスター信

仰規準における厳密な二重予定説を回避・修正する意図をもって、アメリカ合衆国テネシー州で

作成されたカンバーランド長老教会信仰告白である。そしてここには、何を恵みの手段として数

えるのかということについての、広がりを見出すことができる。  

第 39 条においては、恵みの手段の定義がなされているように思われるが、何をもって恵みの

手段とするのかという点については、御言葉がその一つに数えられるという点以外は明示されな

 
24 James T. Dennison, JR., Reformed Confessions of the 16 th and 17th Centuries in English Translation: Vol. 4 1600-1693, 
340. 
25 『ウェストミンスター信仰規準』松谷好明訳、251 頁。  

26 「問 88 贖いに伴うさまざまな益をキリストが私たちに分かち与えられる、外的手段は何ですか。答 贖い

に伴うさまざまな益をキリストが私たちに分かち与えられる外的な、通常の手段は、キリストの諸規定、特に、

御言葉と聖礼典と祈りで、これらすべてが、選びの民にとって救いのために有効とされます。」『ウェストミンス

ター信仰規準』松谷好明訳、327 頁。  

27 Charles Hodge, 692-693. 
28 大教理問答第 1 問「人間の第一の、最高の目的（chief and highest end）は、神に栄光を帰し、永遠に神を限

りなく喜びとすることです。」松谷好明訳、133 頁。小教理問答第 1 問「人間の第一の目的（chief end）は、何

ですか。答：人間の第一の目的は、神に栄光を帰し、永遠に神を喜びとすることです。」松谷好明訳、295 頁。  
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い。29 

 さらに第 57 条、また第 64 条においては、恵みの手段の定義について、そこに奉仕を含めるこ

とがなされており、それが個人的敬虔と聖化への道程の全体を指す事柄として表現されている。

30 

 

III. 7. バプテスト信仰問答（1693） 

 この項の最後に、ウェストミンスター信仰規準の影響下で、改革派信仰に依拠して作成された

バプテスト信仰問答を確認したい。そこにおける恵みの手段についての記述は、基本的にウェス

トミンスター大教理問答の記述に倣っており、同じ言葉が使われながら、御言葉と聖礼典と祈祷

が、キリストの贖いの益を与えるためにキリストによって定められた恵みの手段であるとされて

いる。 

 しかしながらこの信仰問答では、その恵みの手段の定義の直後の、第 94 問における「御言葉は

どのようにして救いに有効とされるのか」という問いへの答えとして「神の聖霊は、読むことを

通して、しかし特別に御言葉の説教を、罪びとに救いを確信させ、回心させるための、またさら

に彼らを救いへの信仰に入れることによって、聖なる者へと建て上げ慰める有効な手段（effectual 

means）とされる」31と、ウェストミンスター信仰規準にはないかたちで、御言葉の説教を救いへ

の有効な手段であると定めている。ここにも、何をもって恵みの手段とするのかという点に関す

る広がりを認めることができるのではないだろうか。  

 

 以上のように、恵みの手段論を改革派諸信条に中に見てきた。この概観を通して、恵みの手段

論が諸信条において姿を現すのは、宗教改革の中期あるいは後期であり、これが新しい教理の部

類に入るものであることが確認できる。また、数ある改革派諸信条のすべてが恵みの手段論を扱

っているわけではなく、それは諸信条に散見されるに留まっていることについても考察される必

要がある。また、何をもって恵みの手段とするのかという点において、恵みの手段論の初期にお

いてはその手段は御言葉と聖礼典の二つとされ、ウェストミンスター信仰規準以来、祈祷が恵み

の手段に加えられ、またその後にはさらなるほかの諸手段も恵みの手段に含み込まれて考えられ

るようになったという傾向を見ることができた。  

  

 

Ⅳ. 恵みの手段論の展開 

IV. 1. ジョン・ウェスレーによる展開 

 
29 「39 聖書は書かれた言葉を通して、神がその知恵をもって選びたもう他の手段をとおして、あるいは何の

手段もなしに直接に働いて、人々の心に達し、これを啓発し、戒め、かれらに罪と、かれらの失われた状態

と、かれらの救いの必要を自覚させる。そうすることによってかれらがキリストのもとに来るようにし向け

る。」『改革派信仰告白集Ⅴ』大崎節郎編（札幌：一麦出版社、2012 年）、193 頁。  
30 「57 恵みにおける成長は神奉仕への個人的献身、恵みの手段への絶えざる注意、聖書を読むこと、祈り、

聖なる場所での奉仕、知られているすべてのキリスト者の義務によって確保される。このようなもろもろの手

段によって信仰者の信仰はいっそう増大し、罪への傾向は弱められ、肉の欲は殺され、すべての救いの恵みに

おいて、またそれなしにだれも主を見ることのない聖性の実践においてますます強められる。64 この快い救

いの確信は必ずしもいつもキリスト信仰に付随するものではない。それゆえ信仰者は救いにあずかりそれを確

信する者とされる前に多くの激しい葛藤の中に置かれるかもしれない。しかし、かれは恵みの手段を正しく用

いることによって‐聖霊の働きをとおして‐そこまで達することができる。それゆえ彼の召命と選びを確かなも

のとするために勤勉であることはすべての人の義務である。」『改革派信仰告白集Ⅴ』、193 頁。  
31 James T. Dennison, JR., Reformed Confessions of the 16 th and 17th Centuries in English Translation: Vol. 4 1600-1693, 
585. 



10 

 

 恵みの手段論の定義と、またその教理史的位置付けについて考察してきたが、ここでは、さら

にその後の時代に起こった、恵みの手段についての、ジョン・ウェスレー（1703-1791）とそれに

続くメソジスト派による展開に目を留めたい。  

既に紹介した改革派教会の教義学者たちは、ジョン・ウェスレーの没後すぐに生を受けたホッ

ジ（1797-1878）だけが、無謬の御言葉に対する疑いなき服従を通して多くの人々に影響を与えた

人物の一人として、ジョン・ウェスレーの名前を、他のルターやイグナティウス・ロヨラらと並

んで挙げているのみで、32他の神学者たちは恵みの手段論のジョン・ウェスレーによる展開につ

いては何ら語らない。その理由については、また後で考察したい。しかし、ジョン・ウェスレー

は恵みの手段論を重んじ、特に 1771 年に出版された半ば講演のような体裁を採っている彼の説

教集において、「恵みの手段」と題される説教を著している。33この説教が著された背景には、ウ

ェスレーによるメソジスト運動初期の 1740 年に、反律法主義の立場に立ち、人間の行為への依存

を忌避する静寂主義的モラヴィアニズムとの間で起こった反目、離脱があり、モラヴィア派のフ

ィリップ・モルターとの静寂を巡る論争の中から、1746 年のその説教が生まれたとされている。

34以来その説教は、メソディズムの教理的規範を示す「標準説教集（Forty-four Standard Sermons）」

に収められることとなり、35さらにこのウェスレーの説教「恵みの手段」と、それに付随するウェ

スレーによる恵みの手段論が、現代の諸研究によってさらに取りあげられている。  

 また、これはウェスレーの教会論を考えるうえで大切な視点であるのだが、ウェスレーにおい

ては、その生涯にわたって、既成の教会に対しての霊的刷新運動、リバイバリズムという事柄が

重要な動機となっているものの、しかしながら、ウェスレー自身は意識的に英国国教会に留まり、

生涯英国国教会の司祭として歩み、メソジスト運動を分派主義的にではなく、教会内刷新運動と

して展開しようとしたという事実がある。 36 

 説教「恵みの手段」によって、ウェスレーは、恵みの手段論一般を総論的に扱いながら、その

意義を再提示すると共に、その展開を試みている。彼はまずその説教冒頭の 1-2 において、恵み

の手段論一般を考えるうえで前提となる重要な指摘を言葉にしている。  

 

   （２）しかし、時のたつにつれて「多くの人の愛が冷えた」（マタイによる福音書 24 章 12

節）時に、ある人々は手段を目的ととりちがえて、宗教を、神のかたちにかたどって更新さ

れた心よりもむしろ、これらの外的な行為をなすこととして位置づけ始めた。…他の人々は

次のように想像したように思われる。宗教は、主として、これらの外的な手段で成立しては

いないが、しかし、これらの中には、神が非常に喜ばれる何かが存在している。彼らが律法

のもっと重要な事柄、正義・あわれみ・神の愛において、厳格でなかったとしても、それで

もなお、神の前に彼らを受け入れられるようにする何かである。 37 

  

 
32 Charles Hodge, 485. 
33 John Wesley, The Works of John Wesley vol. 39: First Series of Sermons 1 through 39 Also a Life of John Wesley 

(Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1771), 185-201.邦訳版は『ウェスレー著作集 第三巻 説教上』野呂

芳男訳（東京：新教出版社、1972 年）、305-338 頁。  
34 梅田昇「ウェスレーの神学における『恵みの手段』に関する一考察」日本ウェスレー・メソジスト学会『ウ

ェスレー・メソジスト研究 17』（東京：教文館、2016 年）、75 頁。  
35 L. M. スターキー『ウェスレーの聖霊の神学』山内一郎、清水光雄訳（東京：新教出版社、1985 年）、134-

136 頁。  
36 スティーブ・ハーバー『現代に語るウェスレー神学』梅田昇訳（東京：福音文書刊行会、2004 年）、14 頁。  
37 『ウェスレー著作集 第三巻 説教上』、306 頁。  
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 ここに、手段と目的を取り違えてしまうという倒錯と、その誤りにより、手段の履行をもって、

正義・あれれみ・神の愛という目的が達せられるとする錯覚してしまうという、ある人々の誤り

が指摘されている。そして、恵み手段がそのように目的と取り違えられる時、その外的な恵みの

手段そのものも空しくなり、形骸化してしまうと言われている。 38 

 そしてウェスレーは、説教の 2-1 において、恵みの手段を以下のように定義している。  

 

   （１）「恵みの手段」という事柄を私は、神によって定められた、外的なしるし、ことば、

あるいは行動と理解している。その定められた目的は、先行の、義認の、あるいは、聖化の

恵みを、神が人々に伝達する通常の媒介であることである。私は「恵みの手段」というこの

表現を使うが、それはもっとよい表現を知らないからであり、また、長い時代にわたって、

それがキリスト教会の中で一般に使われてきたからである。…この手段の主なるものは次の

ようなものである。内密の、あるいは、大会衆と共にする祈り、聖書の探求（それは、聖書

を読み、聞き、沈思黙考することを意味している）、主の記念のためのパンを食しぶどう酒

を飲んで、主の聖餐を受けること。これらが神によって、その恵みを人々の魂に伝達する通

常の媒介として定められたものと、われわれは信じる。  

  （２）しかし、手段の持つ価値のすべては、それが実際に宗教の目的に資しているかどう

かにかかっていると、われわれは思う。したがって、これらすべての手段は、目的から分離

された時、無や空以下である。実際に神の知恵と愛とに資さないならば、神の目に良しとさ

れない。いやそれどころか、むしろ神の前にいむべきもの、神の鼻孔にとって悪臭である。

神はそれに耐えることに飽きておられる。 39 

 

ウェスレーは、恵みの手段として、内密のあるいは大会衆と共にする祈り、聖書の探求、主の

晩餐の三つを数えている。そして再度、それらの手段用い方について、つまりそれが目的に接続

されていない場合に起こる機能不全と神への冒涜について、強い言葉を用いて断罪している。 

 また、恵みの手段論を語る上での前提である、「どんな外的な手段でもすべて、神の霊から分離

したならば、全然益にならないし、神の知識あるいは愛に少しも資することはできない」40こと、

それゆえ「どんな手段であっても、それに何か固有の力があると想像する者は大いに誤っている」

41ことを指摘している。そしてウェスレーは再度、  

 

   （５）しかしもう一度言わなければならない。われわれは思うが、－これは憂鬱な事実だ

が‐キリスト者と呼ばれている人の大部分が、今日に至るまで、その魂を滅ぼすほどに、恵み

の手段を悪用している。これが、疑いもなく、力のない信心の形骸で満足しきっている人す

べての実情である。彼らは、あれとこれをするから、自分たちは既にキリスト者である、と

浅はかに推定するか（もちろん、キリストはまだ決して彼らの心の中に掲示されなかったし、

神の愛も心の中に注がなかったのである）、あるいは、これらの手段を使っているという理

 
38 「外的な神の定めは、内的な清潔を前進させる時に大いに益になるが、そうでない時には益なく空しいもの

であり、空しさよりも軽いものであるということ、さらに、外的な神の定めがいわば内的な清潔の代わりに用

いられる時には、それらは主なる神にとって、まったくのいむべきものである、ということである。」『ウェス

レー著作集 第三巻 説教上』、307 頁。  
39 『ウェスレー著作集 第三巻 説教上』、309-310 頁。  
40 『ウェスレー著作集 第三巻 説教上』、311 頁。  
41 『ウェスレー著作集 第三巻 説教上』、311 頁。  
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由だけで、自分たちは絶対に誤りなくキリスト者である、と想像しているのである。 42 

 

と主張する。このようにウェスレーの恵みの手段論についての第一の主張は、手段の目的化に

よって、神の定めた手段を空疎なものに形骸化させてしまうことへの警告であると言うことがで

きる。43そしてこの視点こそ、恵みの手段論が問う一番の契機であり、恵みの手段論一般を論じる

際の第一義的意義であり効用であると言える。  

そしてもちろんこの側面の反対にある、しかし必須の事柄としての恵みの手段への信頼の必要

についても、ウェスレーは正当に訴えている。 44 

そしてウェスレーは、こう語ることによって、この説教における直接の論争相手であり、神と

の神秘主義的一致を志向して、聖礼典などの客観的な徴を神が恵みを付与される際の手段として

認めないモラヴィア派に抗して、祈り、聖書の探求、主の晩餐という恵みの手段を信頼すると共

に積極的に用いることを推奨する。45 

  

IV. 2. ウェスレイアンによるその継承の問題 

 上記のようにウェスレーは、当時既に古い概念であったと言える恵みの手段論を掘り起こして

展開した。そしてこの恵みの手段論の展開は、ウェスレー個人によるものを大きく超えて、ウェ

スレイアンの間で共有され、さらに継承・発展させられた。ウェスレー自身は、説教「恵みの手

段」においては、恵みの手段として、祈り、聖書の探求、主の晩餐の三つを挙げているのみであ

ったのだが、後続の多数のウェスレイアンによるウェスレー受容の中で、恵みの手段論はさらに

展開され、恵みの手段の範囲は広範に広げられることとなった。  

 

   ウェスレーは敬虔のわざとして、恵みの手段を大きく二つに分ける。オックスフォード時

代の友人であるノーリスの「キリスト者の思慮分別に関する論説」（Treatise on Christian 

Prudence, 1710）に従い、「神によって聖書に制定されている手段」（ instituted means）と「経

験や思慮によって推薦されている手段」（prudential means）とに分けた。前者には聖書の学

び、聖餐、断食、祈祷、礼拝出席、信徒の交わり、集会を守ることがあり、後者には、自己

吟味、日記をつけること、黙想、信仰書、霊的な書物の読書があった。内容的には飲食、睡

眠、会話に至るまできめ細かい指示がなされている。 46 

 

 坂本は上記のようにまとめたが、ウェスレーが何を恵みの手段としたのかということについて

 
42 『ウェスレー著作集 第三巻 説教上』、312-313 頁。  
43 「すべての手段を手段として、すなわち、それ自体のためではなく、あなたの魂を義と真の清潔とに更新す

るために、定められたものとして使うことを記憶しなさい。」『ウェスレー著作集 第三巻 説教上』、337 頁。  
44 「『それらに信頼する』ということによって、あなたは何を意味するのか。それによって神の祝福を求める

ことをか。この方法によって待ち望めば、そうでなければ達しないようなものに到達する、と信じることを意

味するのか。私はそれを意味しているのである。そして、神が私の助け主であるがゆえに、生涯の終わりに至

るまで、私はそれを意味しよう。神の恵みによって、死に至るまで、私はそのような意味で、それらの手段に

信頼しよう。すなわち、神は約束されたものをすべてまた、忠実に実行されると私は信じよう。そして、神は

このような仕方で私を祝福すると約束されたのであるから、それが神の御言葉の通りになることを、私は信頼

する。…神が定めておられるものであっても、あなたが神のみに信頼しないならば、魂に恵みを全然伝達しな

い。他方、神を真に信頼している者は、すべての外的な定めから切り離され、地球の中心に閉じ込められよう

とも、神の恵みに不足するはずがない。」『ウェスレー著作集 第三巻 説教上』、337 頁。  
45 『ウェスレー著作集 第三巻 説教上』、327-335 頁。；「ウェスレーは、生涯聖餐を重んじ、三、四日に一度

の割合で聖餐を行っている。」坂本誠『ウェスレーの聖餐論』、5 頁。  
46 坂本誠『ウェスレーの聖餐論』、64 頁。  
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の理解には、後継のウェスレイアンの中で小異がある。 47 

 

IV. 3. 恵みの手段の個人化 

 ウェスレーによる恵みの手段論の展開と、後継のウェスレイアンたちによるその更なる展開と

恵みの手段の多方面への適用を見る時に、そこに重要な示唆は存在するものの、しかしながら、

恵みの手段論が個人化の方向に向かって大きく舵を切っていることが分かる。ウェスレーが、英

国国教会の制度改革を志向せず、生涯その範疇にとどまりながら、有志の教派内教派のようなか

たちで、ムーヴメントとしてのメソジスト運動を展開したという事実と、また彼の恵みの手段論

がのちの世代によってさらに展開される中で示されていった instituted means と prudential means、

また経験の業、慈愛の業という広範に適用された恵みの諸手段の諸内容とを見る時に、そこには

恵みの手段そのものとその目的について、教会論的な側面の弱さと、個人的傾向の強さが見られ

る。恵みの手段論は、ここに至って、教会共同体が恵みを受け取る手段というよりも、個々人の

信仰者が個人的に恵みを受け取るための手段として、その形を変えているのである。  

 その理由には、上記の、ウェスレー自身による、個人的自発的なムーヴメントを生起させよう

としたという歴史的背景と、さらにメソディズムにおける重要教理であり、個々人の霊的な刷新

を目指す教理としての「キリスト者の完全」48の教理が機能していると考えることができる。  

 また、ウェスレーから遡ることおよそ 1 世紀前の時代を歩んだ多くのピューリタンたちも、敬

虔の実践という目的のために、霊的生活を励まし、また信仰に固く留まり続ける堅忍を支える手

段として、読書、説教の聴取、霊的な養いのために話し合うこと、主の晩餐に共に与ること、祈

ること、そして瞑想することなど、多くの恵みの手段を推奨しまた実践した。49つまり、ただジョ

ン・ウェスレーだけがそうであったということではなく、Ⅲ章 7 で扱ったバプテスト信仰告白

（1693）にもその方向性が見られたが、この時代には恵みの手段論についての、個人的・霊的視

点からそれを深め、用い、展開していくことのできる自由な理解が存在し、それが共有されてい

たと考えることができるのではないか。  

 

 

Ⅴ. 恵みの手段論の起源 

以上、恵みの手段論について、その諸定義と、その信条的取り扱い、またのちの時代における

展開を概観し、大まかにではあるが、その教理の教理史的な輪郭を明らかにした。そしてここで

は、これまでの考察を踏まえて、恵みの手段論の神学的起源についての考察を深めたい。そして

ここでは、恵みの手段論の発端における対ローマ・カトリック教会という構図について述べると

 
47 スティーブ・ハーバー『現代に語るウェスレー神学』、79-86 頁。；梅田は、さらにその恵みの手段を広範に

捉えて、prudential means を、自己否定、自己抑制、黙想、日誌、霊的な書物を読むこと、修養会に参加するこ

とを含むとしている。また更に、「上記の王な敬虔の業（Works of Piety）に加えて、信仰者が愛を実践すること

は恵みの手段であるとウェスレーは理解した。…慈愛の業とは、具体的にはやめる者の訪問、慈善活動、刑務

所への牧会なども含んでいる」と、先の説教「恵みの手段」から 40 年後のウェスレーの最晩年になされた、説

教「病者を訪問することについて」（1786）を典拠としながら述べている。梅田昇「ウェスレーの神学における

『恵みの手段』に関する一考察」、83-84 頁。；トンプソンは、坂本の挙げている instituted means と prudential 

means に加えて、両者の土台に、The General Means of Grace があると主張する。The General Means of Grace と

は、心（内面）における、柔和さ、義への飢え渇き、慈悲深さ、純粋さであるとされ、それはウェスレーの

「イエスの山上の説教からの説教」に見いだされるとされる。；さらに Andrew C. Thompson, Kindle No. 1666.も

参照。  
48 スティーブ・ハーバー『現代に語るウェスレー神学』、91-110 頁。  
49 Joel R. Beeke & Mark Jones, A Puritan Theology: Doctrine for Life (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 
2012), 425.  
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共に、恵みの手段論が宗教改革の所産であるにもかかわらず、ルターやカルヴァンらの代表的な

初期改革者たちには、なぜそれが見られなかったのかという問題について考察したい。  

 

V. 1. 対ローマ・カトリックという構図 

 上述の考察を通して明らかになったことは、恵みの手段論が宗教改革中期から後期にかけて論

じられるようになり、それが信仰告白の定式へとかなりの時間をかけて定着したことである。そ

してこのことは、この議論がローマ・カトリック教会においては議論の俎上に載ることのなかっ

た事柄であること、またルターやカルヴァンらの著作や、彼らがかかわった諸信条に、この恵み

の手段という言葉が登場していないという事実をも物語っている。50それゆえ、恵みの手段論と

は、プロテスタント宗教改革の所産であったのであり、さらにその最初にではなく、プロテスタ

ント宗教改革の進行とともに登場、発展してきた新しい教理であると言うことができる。  

 既に紹介した諸々の改革派の神学者たちは、恵みの手段論一般について論じる際に、その成立、

またローマ・カトリック教会、あるいはルター派教会がこの議論をどのように扱ったのかという

ことについて述べている。  

 まずホッジは、恵みの手段論一般について、ローマ・カトリック教会やルター派教会の見解を

述べることはしないが、しかしこの扱い方は正しい。なぜなら教理史的見地からは、ローマ・カ

トリック教会やルター派教会が、宗教改革期の中期により形を持つ恵みの手段論一般についての

見解を持つことは不可能だからである。51 

 

V. 2. バーフィンクによるローマ・カトリックの恵みの手段理解 

 しかしバーフィンクは、そのような教理史的観点は度外視して、恵みの手段論一般を思惟する

時の要件をローマ・カトリック教会に当てはめながら論じている。  

 

ローマ・カトリック教会は、恵みを完全に手段に属するものとして捉えたゆえ、結果的に、

目に見える教会自体を、見えない聖霊によって支えられる、現実的で普遍的で、サクラメン

ト以上に優れた、完全な恵みの手段として捉えたのである。さらにキリストは、その教会の

中において、地上的な受肉した生を継続し、預言者的、かつ王的、そして全祭司職の上に満

ちておられ、そして彼の恵みと真理の充満をもってそこに臨んでくださると理解したのであ

る。…しかしながら、宗教改革は、恵みの手段を、神秘主義的な過小評価と、魔術的な過大

評価との間を行くものとして受け取り、カトリック教会の職制と恵みの手段とを、全く異な

るものへと変える提案をした。つまり、教会と聖書との間にある関係は、プロテスタント教

会とカトリック教会では全く異なる。聖書は教会を必要とするが、聖書に優越する教会は必

ずしも聖書を必要としないというのがローマ・カトリックの見地であるが、宗教改革はそれ

を修正して、教会を聖書の土台の上に置き、聖書を教会よりも高く上げた。そのようにして

宗教改革は、ローマ・カトリックの恵みの手段論を変更したのである。 52 

 

 
50 カルヴァンの『キリスト教綱要』に、恵みの手段という言葉を見出すことはできない。  
51 Joseph Crdina Ratzinger, Catechism of the Catholic Church (Vaticano: Lguori Pbulications, 1994)というカトリック

教会の教理をまとめた 700 頁に及ぶ大著に、means of grace という言葉は見られない。よってローマ・カトリッ

ク教会においては、現代に至るまで、恵みの手段という教理は語られていないということになる。  
52 Herman Bavinck, 446-447．  
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V. 3. ヴォスによるローマ・カトリックの恵みの手段理解 

 また、ヴォスも同様に、恵みの手段を、それ自体の効力を全く無視してそれをただ徴としてだ

け理解する倫理主義的、また合理主義的理解、また恵みの手段を否定して客観的な事物を通して

与えられる恵みを考慮しない神秘主義的理解の両者を受け入れるべきではないとしながら、 53バ

ーフィンクのように恵みの手段論一般を思惟する時の要件をローマ・カトリック教会に当てはめ

て論じている。54 

 よってヴォスは、恵みの手段論一般というよりも、御言葉と聖礼典というそれぞれの恵みの手

段の関係性について述べながら、特にローマ・カトリック教会の礼典至上主義とそれによる御言

葉という恵みの手段の過小評価、またその際に、そこでは御言葉は現実的には恵みを与える手段

としては機能していないという実態を指摘している。  

 

V. 4. ベルコフによるローマ・カトリックの恵みの手段理解 

 またベルコフは、恵みの手段論についてのローマ・カトリック教会の見解について、  

 

   ローマ・カトリック教会は、恵みの手段を聖遺物と見なして、御言葉と聖礼典を自分たち

のものとして横取りしてしまった。そして同時に、御言葉を重視することに失敗し、恵みの

働きにおいて、御言葉を単なる恵みの前置きと見なしてしまった。しかし御言葉に比して、

聖礼典こそが真の恵みの手段と見なされた。よってローマ・カトリック教会は恵みの手段は

専ら聖礼典を意味するものと見なされるようになり、その見解が発展した結果、教会そのも

のが第一の恵みの手段とされた。…聖礼典において、見える徴と、見えない恵みが分かち難

く結び付けられ、事実として、神の恵みは、ある種の実体を伴う諸手段の中に含まれること

になり、さらにその神の恵みは教会の定めた手段の筋道を通してのみ与えられるものとなり、

したがって、神の恵みは、完全にローマ・カトリック教会が定めた手段の中に拘束されてし

まったのである。55 

 

  ヴォスに倣うかたちで、ベルコフも、ローマ・カトリック教会においては、神の定めた恵みの

手段が、恵みを人にもたらすものとは機能せず、その代わりに、教会そのものとその教会が定め

た手段のみが、排他的に恵みを有し、管理する機関とされていたという神学的実態を指摘してい

 
53 Geerhardus J. Vos, kindle No. 1387-1401. 
54 「カトリック教会は、恵みの諸手段とキリストの間に立っている。それが「恵みの手段である聖なる教会」

と言われるゆえんである。恵みは教会の中に貯蓄されている。つまり教会は恵みの手段を支配しているのであ

る。…よってローマ・カトリック教会の恵みの手段論においては、御言葉はそれ自体では容易には与えられな

い。ローマ・カトリック教会における恵みの手段論の確信するところは、それは厳密な意味で、事物であり、

働きであり、行動なのであって、神の御心を我々の魂へともたらすような思惟なのではない。その意味で、た

だ聖礼典のみがこのシステムに真に合致する。聖礼典こそが、ローマ・カトリック教会が求める恵みの手段な

のである。よって御言葉は、恵みの手段というよりも、より一般的な何者かであり、公的なものではなく、教

会を超えたものでもないため、ローマ・カトリック教会において御言葉は、背後に遠のくことになる。よって

ローマ・カトリック教会においては、御言葉は、宗教改革の教会の半分以下しか重んじられない。宗教改革の

教会が御言葉の教会であるとするなら、ローマ・カトリック教会は、聖礼典の教会なのである。ローマ・カト

リック教会が御言葉の価値を否定していないとしても、しかしその実践において、その重要性は否定されてい

るのである。…そして話はここで終わらない。御言葉が外側に押し出されることによって、福音が法に変換さ

れ、先行的に与えられるものとしての信仰が、救いの信仰から、歴史的な信仰に置き換えられてしまう。つま

り、御言葉と信仰の両者が、もはや本物の恵みをもたらすものではなくなり、それらは準備段階に属するもの

とされてしまう。そして恵みは、厳密な意味において、排他的に、第一に教会の手による聖礼典によってだ

け、人に手渡されるものとなってしまうのである。」Geerhardus J. Vos, kindle No. 1401-1414. 
55 Louis Berkhof, 606-607. 
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る。56 

またベルコフは、ルターの恵みの手段についての見解について、「ルターは、カトリック教会に

勝って、御言葉と切り離された聖礼典は効力を失うとして、恵みの手段である御言葉に第一の重

要性を置いた。しかし彼は、ローマ・カトリック教会が外的な手段と内的な恵みを結び付けた点

について、それをうまく修正することができなかった」 57としている。 

 

 このように、改めて、恵みの手段論は、その時代以前には無かった新しい教理であり、それは

宗教改革の所産であったのであり、それは何よりも対ローマ・カトリック教会の文脈における、

人はいかにして神の恵みに与ることができるのか、という救済論的問題についての、ローマ・カ

トリック教会への批判原理の中で醸成された教理だったと言える。しかもその教理は、第一の恵

みの手段である御言葉についての評価と認識、その権威、そして具体的な機能を巡る議論の中か

ら生み出されたと言える。  

  

 

Ⅵ. 恵みの手段論の意義と源泉 

ここでは、これまでの恵みの手段論一般についての検討から、恵みの手段論の意義についてま

とめ、さらにその神学的源泉を探りたい。  

 

VI. 1. 1. 教会の自己相対化 

恵みの手段論の意義について、まず、means という恵みの手段論そのもの名称が既に指示して

いる通り、恵みの手段論の第一の意義は、手段と目的の識別を可能にし、手段に対する目的を明

確化するということによって、手段に過ぎないものを目的化してしまうという倒錯に陥らないよ

うな見地を生み出すことができるという点である。それは、教会に自己絶対化を避けさせ、自己

を相対化する視点を生み出すことができる。そしてこの自己相対化と、手段と目的の分化および

目的の明確化は、おのずと教会を目的に向けての自己改革へと動機づける力になるのである。よ

ってその自己相対化という視点を聖書的また神学的根拠に基づいて教会が有することができると

いうことそのものが、既に教会にとっての大きなパラダイムシフトを意味していると言える。  

 

VI. 1. 2. 形骸化の打破 

恵みの手段論の認識が自己絶対化を防ぐのであれば、それは教会や、そこにある実践の形骸化

を打破する力になる。御言葉の説教や、聖礼典、祈祷が恵みの手段として、目的から区別されて

考えられる時、ブレーメン協定（1595）はその視点を強調していたが、それらの恵みの手段を内

包する教会の礼拝全体も、神の力強い手段であり道具として捉えられることが可能となる。教会

が自らを絶対化する時、教会は自らを自己目的化し、自己の持つ手段や、自己の在り方そのもの

を批判することができなくなり、それらが変更不可能なものとして固定化し、形骸化を招いてし

まう。しかし、宗教改革時にはローマ・カトリック教会が自らを恵みの不可欠な手段であると自

認し、それによって形骸化を招いていたところに、プロテスタント教会による新しい恵みの手段

 
56 「（1）救いの普遍的秘跡である教会 キリストは教会を『救いの普遍的秘跡』として制定なさいました。す

なわち、教会は、神との親密な交わりと、全人類一致のしるしであり、道具であります。キリストは教会のう

ちに現存し、聖霊をもって救いの恵みを人びとにお授けになります。」『カトリック要理：改訂版』（東京：サン

パウロ、1972 年）、64 頁。  
57 Louis Berkhof, 607.  
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理解と、教会の相対視が起こったことによって改革を可能とする神学的論理が補強された。  

ジョン・ウェスレーの恵みの手段論の用い方を見ても、やはりウェスレーも宗教改革者たちと

同様に、自らが置かれた時代における教会の形骸化を打破し、信仰者を覚醒させるべく、恵みの

手段論を展開したのである。  

 

VI. 1. 3. 御言葉の恵みの回復 

先述のように、恵みの手段論は対ローマ・カトリック教会の文脈で論じられ、ヴォスやベルコ

フらは共通して、恵みの手段論が、ローマ・カトリック教会における聖礼典偏重と御言葉の空洞

化・過小評価を修正し、御言葉の恵みを取り戻すものとして機能したと指摘した。キリストの恵

みの付与という目的を達することをしない手段は、それはウェスレーに言わせれば、いとうべき

ものであり、悪臭さえ放つものとなってしまうのである。御言葉は、ただ読まれ、説教を通じて

ただ語られているのみでは不十分であり、それは神の恵みを与えるという目的を達するものとな

らなければならない。  

 

VI. 1. 4. 実践的信仰 

この側面はウェスレーとそれに続くウェスレイアンによる恵みの手段論の展開において豊か

に見出されるものであるが、ウェスレイアンたちは、霊的実践と訓練（Discipleship）という実践

へと信仰者を変容させるために、恵みの手段論への関心を再び喚起させた。 58彼らの恵みの手段

論の理解は個人に偏るものであったが、恵みの手段を多岐にわたる個人の信仰の実践に重ね合わ

せることで、その行使によって個々人が神の愛の実践者となることが促され、そこにより実践的

な信仰者の信仰生活が生み出されたのであった。  

改革派の諸神学者たちが、ウェスレーによる恵みの手段論を恐らく感知していながらも、それ

に敢えて触れていないのは、恵みの手段論とは、人間がその裁量によって打ち立てた諸手段を意

味するのではなく、神が御自身の教会に対して、ご自身の恵みを与えるための普遍的な手段とし

てそれを制定されたという、神が教会に対して定めた手段としての教会論的理解があったゆえで

あると考えられる。しかしその際の教会論的な文脈においても、恵みの手段が、目的に届かずに

手段のままで終わってしまうことは避けられなければならず、その意味で恵みの手段は実践的で

あるべきである。  

N. T. ライトは、御言葉について、「新約聖書の著者たちは、権威を与えられた聖書著者として、

聖霊の導きと力によって、教会を支え、力づけ、形作り、裁き、そして新しくするために執筆を

するという使命を果たすために執筆をしていた。そしてその使途的な著作、つまり御言葉は、単

に神の国がこの世界に訪れたということだけを単純に書き記しているのではなく、御言葉は、そ

こに込められた計画を実現するために、起こりくることのすべてに、その手段の一部分として用

いられるために（means whereby that happened）、そしてそれを通して教会がキリストに似るもの

へと変えられていく手段として、まさに書き記されたのである。」59と述べて、御言葉は手段とし

て用いられ、それが教会の実践的な変革を促すべきことを言い表している。  

 

VI. 2. 1. 恵みの手段論の神学的源泉 

これまでの恵みの手段論についての教理史的考察により、ルターやカルヴァンらの代表的宗教

 
58 Andrew C. Thompson, Kindle No. 41.  
59 N. T. Wright, Scripture and the Authority of God: How to Read the Bible Today  (U.K.: Harper Collins, 2013), 51.  
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改革者たちが、恵みの手段を論じることについて、のちの改革者たちほどには自覚的でなかった

ことが明らかとなったが、ここではその理由について考察することによって、恵みの手段論の神

学的源泉を探りたい。  

 

VI. 2. 2. ルターの神学的源泉  

  この考察においては、マクグラスが、宗教改革、とりわけルターの思想的背景について積み重

ねてきた研究が助けになる。60マクグラスは以下のように語る。  

 

われわれが持つあらゆる根拠は、ルターの神学的洞察は三つの主要な思想潮流‐ルネッサン

スの人文主義のその地での様式、「ヴィア・モデルナ（新しい道）」の「唯名論」、彼の属したア

ウグスティヌス修道会の神学の影響下に、ヴィッテンベルクで長い期間の間に生じていたこと

を指し示している。61 

 

つまり一つには、宗教改革期においてエラスムスによって大成され確立された人文主義の影響。

62二つめには、既に中世後期に存在していた「〈新しい道〉の新しい方法、特に論理学的－批判的

な方法の導入」 63。つまり中世スコラ神学の実在論に代わる思惟として現れた、新しい道（via 

moderna）と呼ばれた唯名論の影響。64そして三つめの、当時まだその解釈について揺れ動きのあ

ったアウグスティヌスについての、「新アウグスティヌス学派」の影響における再解釈。65これら

の三つの思想潮流がルターの背後にあったことをマクグラスは指摘しており、そこには宗教改革

と中世の思想的連続性と非連続性を見出すことができる。  

そしてここでは、ルターの神学的洞察に影響を与えた三つの主要な思想潮流のうち、その第一

の人文主義の影響について考察したい。その理由は、人文主義によってもたらされた文献解釈学

が第一の恵みの手段としての御言葉の再発見への道を開いたからである。そのことを示すひとつ

の歴史的事実として、マクグラスは、ローマ・カトリック教会によって権威を与えられていたウ

ルガタ訳ラテン語聖書に多くの聖書原典との相違が含まれていることが、人文主義による聖書解

釈学によって明らかにされたことを示している。66 

 
60 A.E. マクグラス『宗教改革の知的な諸起源』矢内義顕、辻内宣博、平野和歌子訳（東京：教文館、2020

年）；A.E. マクグラス『ルターの十字架の神学』鈴木浩訳（東京：教文館、2015 年）；A.E. マクグラス『宗教

改革の思想』高柳俊一訳（東京：教文館、2000 年）。  
61 A.E. マクグラス『ルターの十字架の神学』、39 頁。  
62 A.E. マクグラス『宗教改革の知的な諸起源』、179 頁。  
63 A.E. マクグラス『宗教改革の知的な諸起源』、39 頁。  
64 「ヴィア・アンティコア（古い道）」とは形而上学的実在論、トマス学派を指す。また「ヴィア・モデルナ

（新しい道）」とは唯名論を指し、それによると、存在する万物は個別の存在であるとされる。それはつまり、

それ自体において同一でない事物には、真の同一性や客観的同一性はないという認識論である。この提唱者は

オッカムのウィリアム、リエミのグレゴリウスらであり、そこでは、例えば人間性という言葉は、「すべての人

の内に存在する共通の人間性」（実在論の立場）を意味せず、個別的な人間性を示す。  
65 「宗教改革は、後期中世から引き継がれたアウグスティヌスの地位、極まるところアウグスティヌス解釈を

めぐる論争の続きでもあった。」A.E. マクグラス『宗教改革の知的な諸起源』、225 頁；「ヴィッテンベルクでの

宗教改革の場合、聖書研究（必然的に関連する、文献学的な技術やテキストに関わる技術を含む）は、教会が

制度自体としても、教理との関係においても、その根底から改革されることを目的としながら、神の言葉を再

把握しようという試みのもとで着手された。また教父研究は、この目的のために有益な補助手段として考えら

れた。さらにこの研究が、明確な承認された教理的基準に基づいて、教父全集の中でもとりわけアウグスティ

ヌスの重視を、正当化すると考えられていたのである。」A.E. マクグラス『宗教改革の知的な諸起源』、237

頁。  
66 「聖書を原語で直接的に取り扱うというこのプログラムは、考慮すべき神学的な重要性を持つことになっ

た。ラテン西欧の神学者たちは、自分たちの神学的な討議のために主としてウルガタ訳に依拠していたが、テ
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そしてルターは、その人文主義の方法論を用いて、ローマ・カトリック教会の権威をある意味

飛び越えて、「源泉へ」（ad fontes）と真っ直ぐに回帰することを許されたのである。そしてルター

は、聖書原典さえも相対化し、それを数ある源泉のうちのひとつとしてしか捉えなかった、エラ

スムス等の人文主義者たちとは一線を画すかたちで、多くの宗教改革者らと共に、聖書を「神の

言葉へと近づくことができる唯一の手段、それゆえ、〈聖書のみ〉（sola scriptura）というスローガ

ンは、聖書だけがキリスト教の真理の唯一の源泉と見なされるべきだ、という排他的な意味で解

釈」67したのである。  

よってルターに端を発した宗教改革は、人文主義の方法論を用いて「聖書のみ」という「源泉

へ」と回帰し、そのことを通して、当時絶対視されていたウルガタ訳ラテン聖書とその上に立つ

ローマ・カトリック教会を相対化し、「源泉へ」と立ち戻ることによって、より深くまた新しい神

の恵みを掴み、さらにその「聖書のみ（sola scriptura）」を恵みの手段をすることによってこそ導

かれる、その先のさらなる根本にある「恵みのみ（sola gratia）」、「信仰のみ（sola fide）」という目

的を見出し、またさらには「キリストのみ（solo Christo）」、「神の栄光のみ（Soli Deo Gloria）」と

いう究極的な目的に達するためにの、新たで強固な教会を建て上げることへと導かれたのである。 

 

VI. 3. 結びにかえて：恵みの手段論から読み解く教会の目的 

 恵みの手段論の意義については既にまとめて述べた通りであるが、前項のルターの宗教改革に

おける神学的源泉についての考察に方向付けられるかたちで、最後に、恵みの手段論から読み解

く教会の目的を加えたい。ルターにおいて生じた教会改革の原理には、人文主義によってもたら

された「源泉へ」（ad fontes）の回帰によって、「聖書のみ」という揺ぎ無い絶対的源泉を見出し、

そこに根拠を置くことで、既存の教会を相対視し、改革を実施したという力学が見られる。それ

は決して過去への遡及でも後ろ向きな懐古主義でもなく、本質的な「源泉へ」と遡ることによる

新しい創造である。そして形骸化した教会の改革とは、常々、その源泉から刷新へという動きに

よってもたらされたのではなかったか。  

 

講演前に朗読された民数記 21 章には、炎の蛇による裁きを招いてしまったイスラエルの民の

不信仰が語られている。民が神とモーセに背いたのは、彼らが出エジプトの旅の苦しさに「耐え

切れなくなった」（21 章 4 節）ゆえであったが、この言葉の原語は、魂が短くされるという言葉

である。彼らは 40 年にわたる歩みを乗り越えて、約束の地を目前にしながらも、しかしこれまで

の歩みの中にあった大きな展望と目的を見失い、魂が短くなり、近視眼的に目の前の苦しみばか

りを見た結果、絶望し、炎の蛇による懲らしめを神から受けなければならない有様となってしま

った。この時イスラエルの民に必要なことは、「源泉へ」と立ち返って、改めて出エジプトの旅の

目的を見出すことであった。そして、この私たちにとっては、まさに今が、改めてそのことをな

すべき時なのではないだろうか。  

恵みの手段論の考察を通して、御言葉も、聖礼典も、祈りも、それは恵みへの手段であり、さ

らにこの私たちの礼拝も、教会も、恵みの手段を、手段として相応しく機能させるために備えら

 
クストと翻訳の両方の正確さが、〈15 世紀〉後半にしだいに疑問視され、それには重大な神学的結果が伴って

いた。…ヴィラは、新約聖書のギリシャ語テクストを研究することで、ウルガタ訳の重大な間違い、それゆえ

にまた、ウルガタ訳に依拠する者たちの神学がもつ間違いを確信した。」A.E. マクグラス『宗教改革の知的な

諸起源』、168 頁。 
67 A.E. マクグラス『宗教改革の知的な諸起源』、62 頁。 
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れた、恵みの手段の器官（organ）としての教会であり礼拝であることを示された。恵みの手段論

は教会に、そのような自己認識の問い直しをはかり、自己の目的をたどるために源泉へ回帰する

ことを促し、神の恵みの場所となってこその教会であるという目的に向かって、自己改革を促す

力になる。コロナウィルス禍によって、神の恵みに至るために教会が実践してきたいくつかの手

段が制限されまた変更を余儀なくされているが、手段に過ぎないものを目的化し絶対化すること

から自由にされると同時に、その自由と柔軟性の中において、この時にこそ神が定めた恵みの手

段を、その目的に向かって十分に、かつ実践的、具体的に機能させるという切迫した改革の必要

にも我々は迫られていると言うことができる。  

 

 

 

 

 

 

 


