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日本カルヴィニスト協会講演会                               2021/07/22 

カルヴィニズムと政治  
―責任倫理の担い手としてー 

    
   東京キリスト教学園 

（東京基督教大学） 
朝岡 勝 

 
はじめに 

 新型コロナウィルス感染症の影響によって一年順延された日本カルヴィニスト協会の総会と講演会を、こ

のような仕方で開催できるようにご準備くださった皆さまに心より感謝申し上げます。与えられている主題

は「カルヴィニズムと政治」です。アブラハム・カイパーの名著『カルヴィニズム』の新訳版が市川康則先

生によってご準備されているということで、そのことも念頭においた主題であると理解しています。 
本主題のもっとも大切な部分については弓矢先生のご講演が扱ってくださることと思い、この時間は少し

別の視点からのお話をしたいと考えてまいりました。弓矢先生と私は神学校の同級生で、卒業後もさまざま

な場面でご一緒してきました。先生は以前からキリスト者の倫理的課題、特に社会倫理に関するテーマを追

求され、改革派教会においてルター派神学者ボンヘッファーの意義を明らかにして来られました。その先生

とご一緒に奉仕する機会が与えられたということもあり、ボンヘッファーの政治倫理の一端を自分なりに学

んだことの発題というかたちでこの務めを果たさせていただきたいと思います1。 
 
１．教会の政治的課題への関わり方についてのいくつかの問い 

教会の政治的課題への関わり方について、立場や考え方は多様であり、しかもしばしば考え方の違いが対

立を引き起こすことがあります。教会はそのような課題に関わるべきか否か、関わるべきとして実際に関わ

ることができるのか、そうであるならその関わり方はどのようなものであるべきか。またその場合の主体は

誰か、その主体が「教会」だというとき、そこで言う「教会」の実質は何か。教派であれば全体教会か各個

教会か、あるいは牧師や役員か、全会衆か、教会内の任意の人々か。また教派や教団（大会や各種会議体、

委員会）の名において発せられる声明文や抗議文などの意思表示は、何を代表し、誰を拘束するのか。その

中にある別個の意思はどのように尊重されるのか。他にももっとあるでしょう。身近なところで経験してい

ることから言えば、たとえば牧師が個人としてどのような意見を持ち、それを表明するのも構わないが、教

会として特定の意見を表明することは控えるべきである。牧師は教会を代表する者であって特定の政治的立

場を教会内で明らかにすべきでない。信徒の中には多様な意見の持ち主がおり、牧師が特定の意見を持つこ

とは異なる意見を持つ信徒を排除しかねない、などなど。以上のような問いや意見は、教会の政治形態（長

老主義、会衆主義、監督主義）の違いはあっても、各個教会のレベルで考えればそれなりに該当する状況が

あるように思います。その背後には戦後の教会、とりわけ1960年代後半から70年代を中心として教会が政

治や社会問題に対してどのようなスタンスを取り、どのように関与したか、しなかったかということが大き

 
1 弓矢先生はすでに領域主権論に基づいた示唆に富んだ考察をしておられます。弓矢健児「現代日本におけ

る教会の政治的責任－改革派領域主権論の視座から－」『カルヴィニズム』第24・25号（日本カルヴィニス

ト協会、2006年）77～91頁。 
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く影響しているでしょう。それは今も継続している影響であり、教会が政治的な課題と取り組もうとする際

に、ある種の困難さを引き起こす原因の一つとなっています。 
『平和をつくる教会をめざして』に収められた市川康則先生の講演「カイザルのものはカイザルに、神の

ものは神に ―政治的、社会的問題に対する教会の視点と姿勢」は、以上のようなテーマを考える上で明快な

示唆を与えられるものです。そこで市川先生は「教会内の問い」として「一、キリスト者としての政治的、

社会的関与は、個人的次元の事柄ではないか」、「二、教会は意見の一致がない事柄について、態度表明をす

べきでないのではないか」、「三、教会の文書には政治的、法律的な言葉を使うべきではないのではないか」、

「四、教会の社会的発言は、当該問題で悩む信徒を追い込まないか」という具体的な問いを四点挙げ、それ

に対してカイパーの領域主権論に基づいて応答する試みを示しています2。 
袴田康裕先生の著書『改革教会の伝統と将来』に収められた「教会の主、また国家の主であるイエス・キ

リスト」も教会と国家の関係、教会の政治的課題への参与、教会会議の拘束性、教会の意思決定と個人の良

心との関わり合いなどを整理する上でまことに示唆に富んだものですが、その冒頭で「教会が政治的なこと

に関わるべきでないという意見と、積極的に社会や政治に関わっていく責任があるという意見」が「かみ合

って建徳的な議論を積み重ねていくことは容易くありません」とし、その原因を「議論をする上での共通の

土台が十分でない」ことに見て「丁寧にコンセンサスを作り上げていく」重要性を説いています。そしてそ

のコンセンサスを形成していく具体的な道筋としてウェストミンスター信仰基準の釈義、長老主義教会の歴

史の学び、日本の教会史（特にプロテスタントの歴史）の学びの三点を挙げておられます3。 
 実際に私自身のささやかな経験でも、教会が政治的課題への参与に消極的態度になりやすい原因の一つは、

教会内でしばしば起こる意見対立の構図そのものへの拒否感があることは否ません。そこで本講演では、こ

うした対立を乗り越えて、教会が政治も含めた倫理的な課題にどのように関わり、その倫理的課題の担い手

になることができるのかという問いを考えてみたいと思います。 
 
２．山上の説教と責任倫理 

 宮田光雄先生はその著書『山上の説教から憲法九条へ 平和構築のキリスト教倫理』の中でマタイ 6 章の

山上の説教の解釈史を紹介し、そこでマックス・ウェーバーの議論を批判的に取り上げます4。ウェーバーは

1919 年 1 月にミュンヘンで学生向けに語った有名な講演『職業としての政治』において「政治と倫理との

関係は本当はどうなっているのか」と問い、「山上の垂訓の倫理」を取り上げて、倫理的に方向づけられたす

べての行為は根本的に異なった二つの準則のもとにあるとして、それを「心情倫理」と「責任倫理」と言い

ました5。 

 
2 市川康則「カイザルのものはカイザルに、神のものは神に－政治的、社会的問題に対する教会の視点と姿

勢」、袴田康裕編『平和をつくる教会をめざして』（一麦出版社、2009年）175～210頁。 
3 袴田康裕『改革教会の伝統と将来』（教文館、2021年）120～148頁。上記の三点は当該講演が日本長老教

会で行われたことが前提となっていますが、特定の歴史的信条を採用しない教会であっても宗教改革の教会

の最重要テーマが「教会と国家」、霊的権能と世俗的権能の関係性を巡るものであったことを考えるならば、

基本的にこの指摘に沿って考える必要があるであろうし、その場合ウェストミンスター信仰基準に代わる規

範性を持つものが聖書のほかに何であるかは大きな問いとして残るでしょう。 
4 宮田光雄『山上の説教から憲法九条へ 平和構築のキリスト教倫理』（新教出版社、2017年）26頁以下。『政

治と宗教倫理』（岩波書店、1975年）80〜90頁。「論争の中の《山上の説教》」『宮田光雄思想史論集２ キリ

スト教思想史研究』（創文社、2008年）7〜18頁。 
5 マックス・ウェーバー『職業としての政治』脇圭平訳（岩波文庫、1980年）86頁以下。 
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 ウェーバーによれば、「心情倫理」とは「良心ないし心情の純粋性を重んじて、生まれてくる結果にたいす

る何らの責任を顧慮しないで行動する倫理」であり6、「キリスト者は正しきを行い、結果は神に委ねる」と

いう準則のもとに行動するとされ7、「心情倫理家は、純粋な心情の炎、たとえば社会秩序の不正に対する抗

議の炎を絶やさないようにすることにだけ『責任』を感じる。心情の炎を絶えず新しく燃え上がらせること、

これが彼の行為の目的である。行為には心情の証しという価値しかなく、またそうあるべきなのである」と

言われます8。他方「責任倫理」とは「われわれの行為から生まれる（予見しうる）結果にたいして自ら責任

を負うべきこととを命ずる」倫理であり9、「人間の平均的な欠陥のあれこれを計算に入れ」、「自分の行為の

結果が前もって予見できた以上、その責任を他人に転嫁することはできないと考える。これこれの結果はた

しかに自分の行為の責任だと、責任倫理家なら言うだろう」と言われます10。 
 以上の区分に基づいて、ウェーバーは山上の説教が語る「福音の絶対的倫理」を典型的な心情倫理、すな

わち「心情の純粋性を確信する余り、行為の結果についての自分の罪責を思いつきえない人間」の倫理と批

判的に理解します11。このようなウェーバーの理解について、宮田先生は次のように指摘します。「たしかに

《山上の説教》では、イエスは『心の清い人』（マタイ5:8）を祝福し、そこに生まれる新しい心情と新しい

意思とに目を向けている。しかし、たとえば『よい実を結ぶよい木』のたとえ（マタイ7:17以下）に示され

るように、人間の人格全体とその営む行為のわざとは、つねに一つのものとしてトータルに把握されなけれ

ばならない。山上の説教を貫くラディカルな心情倫理は、決して結果責任を無視するものではないはずであ

ろう」。「イエスが命じているのは、自己自身の心情や敬虔を清く保つということよりも、むしろ、隣人に心

を向ける愛へと人びとを解放することだった。それは、隣人に仕え、隣人と−《敵》とさえ−共生しうるよう

な結果を目差す愛の行為にほかならない。ちょうど『よきサマリヤ人』のたとえ（ルカ10:30-36）で、傷つ

いた人が健康を回復するために必要とする二デナリを宿の主人に残していくという『予見しうる結果』にた

いする配慮までふくんでいたように。それは、あきらかに責任倫理的に行動する可能性ではなかろうか」12。 
 ウェーバーが山上の説教が語る福音の絶対的倫理を素朴な理想主義、現実的な政治から遊離した楽観主義、

結果を顧慮しないひとりよがりな心情主義としたことの背景には、当時のドイツにおける聖書理解が影響し

ているでしょう。そこでは一方で山上の説教をいかなる留保なしに地上において実行すべき規範としつつも、

そこで起こる結果に対して何ら顧慮しないラディカルな社会主義者たちがおり、他方で現実社会とは無関係

に、極度に内面化、精神化された霊的指針、さらには現実には実行不可能な律法としてのみ山上の説教を理

解するような教会の存在があったのです。 

 
6 宮田光雄「論争の中の《山上の説教》」7頁。 
7 ウェーバー、89頁。 
8 同上、90頁。 
9 宮田、9頁。 
10 ウェーバー、91頁。 
11 宮田、9頁。 
12 宮田、同頁。以上のような指摘に対して次のような批判もあります。「宮田は『責任』（Verantwortung）
を『神の恵みの言葉（Wort）に対する人間の応答（Antwort）』と捉え返すことで、山上の説教を責任倫理

へと結びつけようとする。こうした責任概念の解釈はD・ボンヘッファーにもすでに見られるものである。

責任倫理の一つの解釈として興味深いが、ヴェーバー自身が〈責任〉に神への応答という含みをもたせてい

たかどうかは検討の余地がある。宮田自身の立場が、国家権力に対して〈良心〉を根拠に批判や抵抗を為す

点にある以上、それはヴェーバーの思考からみればやはり心情倫理として位置づけられるだろう。」内藤葉子

『ヴェーバーの心情倫理 国家の暴力と抵抗の主体』（風行社、2019年）31-32頁参照。 
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 今日、教会が政治に関わることへの批判をこの文脈に置き換えて言い直すならば、「責任倫理を担うことが

できない教会や牧師が、結果を顧慮しない素朴な心情倫理に突き動かされて政治的な課題に関わるべきでは

ない」、あるいは「善意だけの素朴な理想主義者が関われるほど政治の世界は甘くはない。素人はうかつに手

を出さず、黙って引っ込んでいるべき」と言うことになるかもしれません。しかし問題は、「では、それで済

むのか」ということです。果たして教会はこの社会において責任倫理の担い手となり得ないのでしょうか。 
 
３．ボンヘッファーの倫理理解を辿って 

 そこで、責任倫理の担い手の自覚のもとに神学し、行動した代表的なキリスト者としてディートリヒ・ボ

ンヘッファーを取り上げ、彼がフィンケンヴァルデの牧師研修所で行った講義をもとに編纂された二つの著

作、『服従』（1937年）と『倫理』（1940〜43年）から、その倫理理解の概要を辿ってみたいと思います。 
① 『服従』（Nachforge）における倫理理解13 
 まず取り上げるのは『服従』（1937年）です。本書でボンヘッファーは山上の説教を神学的に釈義し、そ

の中心主題を「イエスがどこに導き行こうとも、彼らはキリストと共に生き、彼に従う」こととします14。

また「キリスト、弟子たち、群衆−それは既にイエスとその教会の受難の歴史全体を示す姿である」とされ15、

主イエスによって「幸いなるかな」と呼びかけられる者たちは「困窮と断念の中に生きる」とされます16。

この「困窮と断念」は律法主義的禁欲を意味せず、むしろキリストにあずかる生を意味し、それゆえに困窮

と断念の中に生きる服従の道は、キリストにあって隣人となるという倫理的な生を意味します。 
 そこでボンヘッファーは「あわれみ深い人たち」については、「これらの財産なき人々、異郷の人々たち、

無力な人たち、罪人たち、イエスに従う人たち、そういう人々と彼は共に今や、自分にそなわっている尊厳

を断念して生きる。なぜなら、彼らはあわれみ深いからである。彼らは自分自身の困窮や欠乏を持つだけで

は満足せず、その上になお他人の困窮、卑賤、罪責にあずかろうとする。彼らは、微賤な人たち、病める者、

みじめな境遇にある人たち、卑小な人たち、抑圧に悩む人たち、不正に苦しむ人たち、疎外されている人た

ち、苦しみと思い煩いに悩むすべてのものに対する、逆らうことのできない愛をいただいている」と言いま

す17。「平和を造り出す人たち」については、「イエスに従う者は平和へと招かれている。イエスが彼らを招

く時、彼らは自分の平和を見出す。イエスこそ彼らの平和である。彼らは今や平和を自分のものとするだけ

でなく、造り出さなければならない。それと共に彼らは暴力と反乱を断念する」と言います18。こうしてボ

ンヘッファーにおいては教会は「祝福を受けた者たちの教会は、十字架につけられ給うたお方の団体である。

そのお方と共に彼らはすべてを失い、また、そのお方と共にすべてを見出した」19とされるのです。 
 ここから「十字架の下にある服従する者の教会」20の責任倫理性が鋭く問われることとなります。ボンヘ

ッファーは「地の塩」、「世の光」を、「ならなければならない」という命令でなく「彼らが望もうと望むまい

 
13 Ｄ・ボンヘッファー『ボンヘッファー選集Ⅲ キリストに従う』 森平太訳（新教出版社、1966年） 
14 同上、97頁。 
15 同上、99頁。 
16 同上、同頁。 
17 同上、106頁。 
18 同上、108頁。 
19 同上、109頁。 
20 同上、110頁。 
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と、彼らに向けられた招きの力において」すでに与えられている実存であると言います21。「服従する教会は

目に見える教会である。彼らの服従は一つの目に見える行為であり、それを通して彼らはこの世から自分を

引き出す」ゆえに、塩気を保ち、光を放ち続ける存在とされているのです22。 
② 『倫理』（Etik）における倫理理解23 
 『倫理』は、1940 年から 43 年にかけてボンヘッファーが書き連ねていったもので、「ボンヘッファーに

とって、つとにライフワーク、いな、それ以上の生涯の課題として意識されていたもの」と言われます24。

同書には社会的倫理、政治的倫理に関する叙述が数多く記されています。「Ⅵ 歴史と善」の章では「責任を

負う生活の構造」の一つとして「物の世界−事物即応性—政治」が取り上げられ、「Ⅷ 国家と教会」では「概

念規定」、「政治的権威の基礎づけ」、「政治的権威の神的性格」、「この世における政治的権威と神的秩序」、「政

治的権威と教会」、「国家形態と教会」という包括的な記述がなされています。 
 これらの各論の基盤となる重要な命題が有名な「Ⅲ 究極のものと究極以前のもの」であり、そこでのポイ

ントは「終末論的な視点は倫理的な行動にたいしてどんな関わり方をするのか、という根本的な問題意識」

です25。「究極のもの」とは、「宗教改革が〈恵みのみによる罪人の義認〉と名づけた一つの出来事」に基づ

く「すべてのキリスト教的生の根源と本質」を意味します。そこでは「人間の生の長さと広さは、ある瞬間、

ある一点に集められ、生の全体性はこの出来事に囲まれている。・・・そこではある究極的なこと、人間的な

存在・行為・苦しみによっては理解することのできないことが起こっているのである」と言われます26。こ

うして「究極のもの」とは、「ただ恵みのみによって義とされた生」27という「質的に、従ってまた内容的」

な意味を持つのです28。また「究極のもの」には「時間的」な意味も含まれています。「罪人を義とする神の

御言葉は、しかしまた、時間的にも究極的な御言葉である。この究極的な御言葉は、究極以前の何物か、す

なわち一つの行為、苦しみ、運動、意志、敗北、出現、願い、望み、従って厳密な意味におけるしばらくの

時を前提としており、その時の終わりに究極的な御言葉が存在している」のです29。 
これに対して「究極以前のもの」とは、この恵みの出来事以前の、あるいはそれ以外のすべてのものを意

味します。従って「『究極のもの』と『究極以前のもの』は、別の言葉で言えば、神と世界のことであり、永

遠と時間のことである」と言われるのです30。ここで重要なのはこの二つのものの関係性です。ボンヘッフ

ァーはここで、究極のもの」にのみ注目して「究極以前のもの」の価値を一切みとめない「急進主義」の立

場と、「究極的なもの」と「究極以前のもの」を分離して「究極以前のもの」に独自の権利を認める「妥協」

の立場をいずれも極端なものとして否定し、「重要なのは、ただ、イエス・キリストにおいて一つとなってい

る神の現実と、人間の現実である」と言います31。こうして「キリスト教的生活は、究極以前のものの破壊

 
21 同上、112〜113頁。 
22 同上、114〜115頁。 
23 Ｄ・ボンヘッファー『ボンヘッファー選集Ⅳ 現代キリスト教倫理』森野善右衛門訳（新教出版社、1962
年） 
24 宮田光雄『ボンヘッファーとその時代 神学的・政治学的考察』（新教出版社、2007年）178頁。 
25 同上、180頁。 
26 ボンヘッファー、前掲書、107頁。 
27 同上、108頁。 
28 同上、110頁。 
29 同上、112頁。 
30 村上伸『人と思想 ボンヘッファー』（清水書院、1991年）189頁。 
31 ボンヘッファー、前掲書、115〜117頁。 
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でも、聖化でもなく、従ってキリストにおいて神の現実がこの世の現実に出会い、われわれは、この現実の

出会いにあずかる」32とされ、「キリスト教的生の真剣さは、究極のもののうちにのみある。しかし、究極以

前のものもまた、次のような意味においてその真剣な意味を持っている。すなわち、もちろんそこで、究極

以前のものは、究極のものと混同されてはならず、後者に対しては前者は遊びのようなものであり、従って、

究極のものと究極以前のものとがそれぞれその真剣さを保有するという意味においてである」33とされるの

です。 
 ここに「究極以前のもの」をその現実をありのままに見つめることによって、その現実に対して責任を果

たしていく責任倫理の可能性が開かれていくでしょう。それは「究極のものを強力に宣べ伝えることによっ

て、究極以前のものを強化することであると同時に、また究極以前のものを維持することによって、究極の

ものを守ること」34を意味しており、どちらか一方のみに限定されるものではありません。そしてこの点は

終末を待望しつつなお究極以前の現実を生きる教会に対して、福音宣教の使命とともに、政治的な課題、社

会的な課題に対する責任倫理の実行による参与の使命を確認させるのです。 
③ 責任倫理の課題としてのユダヤ人問題 
 ヒトラー政権成立直後の1933年4月、「ユダヤ人問題に対する教会」と題する講演において、ボンヘッフ

ァーは「国家に対する教会の三重の可能性」を指摘しました 。「第一に、国家に対して、その行動が合法的

に国家にふさわしい正確を持っているかどうかという問い、すなわち国家にその国家としての責任を目ざめ

させる問いを向ける。第二に、教会は、国家の行動の犠牲者への奉仕をなす。教会は、すべての共同体秩序

の犠牲者に対して、たといその共同体がキリスト教会の言葉に耳を傾けないとしても、無制限の義務を負っ

ている」35。その上でボンヘッファーは「第三の可能性」に言及します。すなわち「車の犠牲になった人々

を介抱するだけでなく、その車そのものを阻止することにある。そのような行動は、直接的な教会の政治的

行動であろうし、そのような行動は、教会が、法と秩序を建てる機能をもはや国家が果たしていないと見る

時に、すなわち法と秩序の過小あるいは過剰の事態が出現していると見る時にのみできることであり、また

求められることである。この両者の場合に教会は、国家の存在が、したがってまたその固有の実存が、おび

やかされているのを見る」と言うのです36。 
 ここでの「過小の状態」とは「国民の中のある種のグループが権利喪失の状態にある時に存在」するもの

であり、「過剰の状態」とは「国家が教会とその宣教の本質を侵害した場合」を意味します。そしてそのよう

な場合がすでに起こっているとして次の事実を指摘するのです。「われわれの教会の交わりから洗礼を受けて

いるユダヤ人を強制的に閉め出し、ユダヤ人に対する伝道が禁止されるというようなことが起こるところに

存在する。ここでキリスト教会は、信仰告白の事態（statu confessionis）に直面し、ここで国家は、自分を

否認する行為に直面する」37。このようにユダヤ人問題はキリスト教会にとって、その存立に関わる「信仰

告白の事態」であり、同時に、決して避けて通ることのできない責任倫理の課題でもあったのです。 
 

 
32 同上、122頁。 
33 同上、132頁。 
34 同上、133頁。 
35 Ｄ・ボンヘッファー『ボンヘッファー選集Ⅵ 告白教会と世界教会』森野善右衛門訳（新教出版社、1968
年）、65〜66頁。 
36 同上、66頁。 
37 同上、同頁。 
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④ 責任倫理の担い手としての教会 

ボンヘッファーの倫理理解において明らかなことは、そこでの倫理の担い手が一貫して「教会」であると

いう事実です。この点はいわゆる「二王国論」によって教会と国家が分離され、世俗の権威の範疇と霊的な

権威の範疇とが互いに独立し、教会の政治参与も原則的に国家の秩序を維持する責任という文脈で捉えられ

ていたルター派の神学的伝統においては注目に値するでしょう。ボンヘッファーは責任倫理の担い手として

「究極以前のもの」である世俗の領域に教会が参与することをためらいません。その理由の一つとして考え

られるのは、現実問題としてボンヘッファーがナチ政権の暴力と独裁、異教化の姿を目の当たりにしていた

という事実があるでしょう。このアクチュアルな認識のもとで、「創造の秩序」を主張していった二元論的な

国家観や、その現状追認と肯定に作用していた「二王国論」を超え出て、キリストの主権のもとに教会と国

家の位置付けを獲得していったと言えるのではないでしょうか38。 

 

４．責任倫理の担い手となるために・・・罪責の認識・告白・引き受け 

 ここであらためてボンヘッファーの『倫理』に立ち戻り、責任倫理の担い手としての「教会」について考

えておきたいと思います。ボンヘッファーは「Ⅰ 形成としての倫理学」の中で、「罪責・義認・更新」の項

を設け、その冒頭で「罪の告白」を扱います。ボンヘッファーは「キリストからの背反、われわれの内に形

をとり、われわれを自分自身の真の形へと導くキリストの形からの背反こそ、罪として認められなければな

らない」とし39、「この罪の認識が現実となる場所が、教会である」と言います40。この場合の教会とは「今

日、キリストの恵みによって捕らえられ、西欧世界のイエス・キリストからの背反と、自分自身の個人的な

罪とを、同じようにイエス・キリストに対する罪として認識し、かつ告白し、またその責任を自分に引き受

ける人たちの交わりである」41と言うのです。 
 ここでの議論は重要です。ボンヘッファーはここで「責任倫理の担い手」としての自覚を「善を行う者た

ち」としてではなく「罪を認識し、告白する者たち」と理解します。しかも「ここで交わりに対する毒素と

して認められるのは、何よりも、個々人の個人的な罪である。個人の最も隠れた罪も、キリストのからだを

汚し、破壊することである。・・・そこでは責任のあるなしを計るのではなく、〈私はすべてのものに対して

罪ある者である〉ということを認識しなければならない」42として、罪人である個人としての「私」を見つ

めるのです。 
 しかしこの「私」の認識は、そこにとどまることなく「私たち」すなわち教会の認識へと進みます。「全体

に対して自分の罪を知っている多くの個々人がいるということを指摘することによって、この罪の認識に水

をさし、この認識をあいまいにすることは無意味なことである。実際、この多くの個々人は、一つに結合し

て教会という全体的な『私』を形成している。彼らにおいて、彼らを通して、教会は、自分自身の罪を承認

 
38 もちろん、ボンヘッファーの「成人した世界」論や、非宗教的キリスト教の主張、世俗化論など、教会否

定にもつながる主張は丁寧に考察する必要がありますが、しかしボンヘッファーが倫理的主体を単なる個人

に置いていなかった点は重要でしょう。ボンヘッファーの教会理解は『聖徒の交わり』（1930年）から『服

従』にかけて変遷していることがしばしば指摘されます。ボンヘッファーの教会論を辿ることは今後の課題

としたいと思います。 
39 Ｄ・ボンヘッファー『ボンヘッファー選集Ⅳ 現代キリスト教倫理』67〜68頁。 
40 同上、68頁。 
41 同上、同頁。 
42 同上、70頁。 
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し、告白するのである」43。 
 ここからボンヘッファーは「教会は告白する」という書き出しのもと、教会の犯した十の罪を、十戒に沿

うようにして告白します。ここではそのうちの第一、第二、第五、第十の罪責告白を紹介しておきます44。 
 「 教会は告白する。教会は、イエス・キリストにおいてすべての時代に啓示され、彼と並んでいかなる 
  ほかの神をも忍び給わない唯一の神についての使信を、十分公然と、明確に、宣べ伝えることをしなか 
  った。教会は、その臆病・逃避・危険な妥協という罪を犯したことを告白する。教会はその見張り人と 
  しての役目と、慰める役目とをしばしば否定した。教会はそのことによって、迫害され、軽蔑された悲 
  母たちに、負い目を感じてあわれみの手をさしのべることをしばしば拒絶した。教会は、罪なき人たち 
  の血が天に泣き叫んでいるのを見て、叫ばねばならなかった時に、沈黙していた。教会は、正しい言葉 
  を、正しい方法で、正しい時に、見出すことをしなかった。教会は、信仰の背反に対して、血を流すま 
  で抵抗せず、大衆の無神性に対する共犯の罪に落ちた」。 
 「 教会は告白する。教会は、イエス・キリストの名をこの世の人たちの前で恥じ、この御名が悪い目的 
  のために間違って用いられることに対して、力をつくして反対しなかったことによって、彼の御名を誤 
  用するという罪を犯した。すなわち教会は、キリストの御名の仮面の下で、暴力的行為と不正とが行わ 
  れるのを傍観していた。教会はしかしまた、このいと聖なる御名が公然とはずかしめられることに対し   
  て、抵抗せずに放置し、そうすることによってむしろ、そのために力を貸した。神はその御名を空しく 
  用いるものを罰せずにはおかないことを、教会は知っている」。 
 「 教会は告白する。教会は、獣的暴力の気ままな行使、無数の罪なき者たちの肉体的・精神的な苦しみ、 
  抑圧、憎悪、殺人を見ながら、しかも彼らのために声を上げず、急いで彼らを助けに行く道を見出そう 
  ともしなかった。教会は、最も弱い、よるべなきイエス・キリストの兄弟たちの生命が失われたことに 
  対して責任がある」。 
 「 教会は告白する。教会は十戒をすべて破るという罪を犯し、そのことによってキリストから背反した。 
  教会が神の真理を証ししなかったために、すべての真理探究、すべての学問は、その根源をこの神の真 
  理の中に認めようとしなかった。教会が神の義を宣べ伝えなかったために、この世のすべての正義は、 
  その根源をこの神の義の中に認めようとしなかった。また教会が、神の守護を信じさせることができな 
  かったために、すべての人間の経済は、この神の守護の御手からその課題を受け取ろうとはしなかった。 
  教会は、自ら沈黙することによって、責任ある行為をおろそかにし、真理を擁護し、正しいと知ったこ 
  とのために喜んで苦しみを担う勇気を棄てるという罪を犯した。教会は政治的権威のキリストからの背 
  反に対して責任がある」。 
 これらの告白の内容を詳しく吟味することは今回はしませんが、一つ一つがずっしりと重く響いてくる告

白です。それとともにこれらの教会による罪責の告白は、逆説的に教会による責任倫理の引き受けを示して

いるとも言えるでしょう。ボンヘッファーが示唆する責任倫理の担い方とは、教会が自らの罪と共に世界の

罪を引き受けることによってその罪をキリストの十字架のもとに置き、罪なき神の子キリストによる、われ

われの罪の引き受けによって成し遂げられた罪人の義認という「究極のもの」によって、われわれの罪の赦

しを得ることなのではないかと考えるのです。 
 この「罪の引き受け」という役割を十分に果たしうるかと言う点に、責任倫理の担い手としての教会のあ

 
43 同上、同頁。 
44 同上、70頁〜73頁。 
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り方がかかっていると思います。教会の政治的課題への参与の姿勢がしばしば対立と分断を生み出す要因の

一つに、教会が自らの罪の深い自覚と罪の引き受けという役割を十分に果たさないまま、あたかも「正義は

我にあり」というスタンスで正論を振りかざすという印象を与えている点があるのではないかと思います。

それは罪赦された罪人のあり方というよりも、自分の目の中の梁に気づかずに隣人の目の塵を取り除こうと

するおごり高ぶった偽善者の姿と重なります。主イエスが十字架上で「父よ、彼らをお赦しください」（ルカ

23:34）と祈られたことと、ステファノが「主よ、この罪を彼らに負わせないでください」（使徒7:60）と祈

ったこととの間には神の御子の祈りと人間の祈りという区別性とともに、目の前に人の赦しを求めるという

共通性があります。しかし両者の共通性と区別性がよりはっきりするのは「罪を引き受ける」ということを

巡るものでしょう。ステファノの叫びは自らもまた赦されるべき罪を担い、しかもその赦しを経験した人間

としての叫びであり、主イエスの祈りは罪なき神の御子がただお一人、私たちの罪をその身に負われるとい

う究極の罪の引き受けの叫びであるのです。ここに現れた姿をどのように担うのかが、教会が責任倫理の担

い手としてこの時代に生かされている上で問われていることではないでしょうか。 
 
おわりに 

 ボンヘッファーの『服従』と『倫理』を手がかりに、責任倫理の担い手としての教会の姿を見てきました。

そこから暫定的なまとめとして、以下に五点を挙げておきたいと思います。 
 第一に、教会は、政治や国家の課題に対して、結果責任を負わない心情倫理としてでなく、むしろアクチ

ュアルな課題として引き受け、祈り、奉仕するとともに、時には注意を喚起し、警告し、時には「新たな選

択肢」（オルタナティヴ）を示す責任倫理の担い手とされているということです。 
 第二に、責任倫理の担い手としての教会は、「十字架の下にある服従する者の教会」として、キリストへの

服従において方向づけられ、「地の塩・世の光」としての役割を果たすことで、その責任を担うということで

す。 
 第三に、責任倫理の担い手としての教会は、「究極のもの」すなわちキリストの義認によって生かされるゆ

えに、「究極以前のもの」すなわち現実の社会の中で、福音宣教とともに、責任倫理の実行とによる政治的参

与の使命を果たすということです。 
 第四に、責任倫理の担い手としての教会は、「神の御前」における罪の認識と告白において「われ」と「わ

れら」が一つにされた「教会という全体的な『私』」であるということです。 
 第五に、責任倫理の担い手としての教会は、罪の認識と告白から出発し、それを引き受け、キリストによ

る赦しに与ることでその責任を果たすということです。それゆえに政治的な課題も神の御前にあって罪の赦

しを必要とし、それゆえに教会が赦しを求めて引き受ける課題なのだということです。 
 


