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2021年度日本カルヴィニスト協会講演会 

「カルヴィニズムと政治—カイパー・カルヴィニズムの政治原理を今考える—」 

2021年 7月 22日（木） 

日本キリスト改革派西神教会 

弓矢健児 

はじめに 

 1898 年 10 月、アブラハム・カイパーは米国のプリンストン大学で「カルヴィニズム講義」

（Lectures on Calvinism）を行いました。この講義は六回に渡る講義ですが、この講義でのカイ

パーの目的は、「カルヴィニズム」という言葉を狭い意味での教義や教会論の事柄に限定するので

はなく、宇宙論的視点において捉え1、それをこの世界のすべてを包括する「ライフ・システム」

（世界観）として位置づけること2、また、このカルヴィニズムの原理から宗教、政治、科学、芸

術について議論し、カルヴィニズムと世界の将来を展望することにありました。 

こうしたカイパーのカルヴィニズムの主張は、カイパーの母国であるオランダにおいて大きな

影響を与えただけでなく、被造世界の全領域において神の栄光のために奉仕することを願う、世

界中の改革派キリスト者たちに大きな影響を与えてきました。特にカイパーはオランダ改革派教

会の牧師・神学者でありながら、1874 年にオランダの国会議員になり、1879 年には、カルヴィ

ニズムの視点から政治改革をめざす「反革命党」の議長になり、1901～1905 年までオランダの

総理大臣を務めました。そういう意味で、カイパーのカルヴィニズムは、社会の様々な領域に大

きな影響を与えましたが、特にオランダの政治において影響を与えました。 

 しかし、二つの世界大戦を経験し、社会の世俗化と、普遍的真理を否定する「ポストモダン」

と呼ばれる相対主義的世界観が広がっています。その一方で、グローバル資本主義により、世界

的に格差と貧困が広がっています。また、そうした状況に対する反動のように、宗教的原理主義

や排外主義的運動も台頭しています。それは先進民主主義国家と呼ばれる国々においても同様で

あり、特に米国におけるトランプ政権以降の一部民衆の熱狂に見られるように、ポピュリズムが

台頭し、社会の分極化が進んでいます3。民主主義社会の中で既成政治への不満が排外主義や権威

主義に結びつくポピュリズム運動と表れる現象が世界的に広がっており、民主主義や自由への脅

威となるリスクも高まっています4。 

こうした現実に、カルヴィニズムはどのような役割を果たしていくことができるのか。本講演

では、そのことを「カルヴィニズム講義」の第三講義「カルヴィニズムと政治」を考察しつつ、

考えたいと思います。 

                                                   
1 Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism,（Grand apids,Michigan:Eerdmans,1931）,p.79.本稿で

引用する「カルヴィニズム講義」の訳は、日本カルヴィニスト協会にて、現在、翻訳作業が進められ

ている訳を使用する。 
2 Peter S. Heslam,Creating a Christian Worldview : Abraham Kuyper’s Lectures on Calvinism, 

(Grand Rapids,Michigan:Eerdmans,1998）,p.88、邦訳は、『近代主義とキリスト教―アブラハム・カ

イパーの思想―』稲垣久和・豊川慎訳（教文館、2002年)、84～85頁。  
3 米国で起きている事態は、もはや「分断」と形容すべき限度を超え、分極社会となっていると指摘

される。『分極社会アメリカ－2020年米国大統領選を追って―』朝日新聞取材班（朝日新書、2020年）、

388頁。 
4 水島治郎『ポピュリズムとは何か』（中公新書、2016年）、189～232頁。 
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１．カルヴィニズムの政治原理の内容 

 カイパーはカルヴィニズムの政治原理の根本は、全宇宙に対する三位一体の神の主権性にあり、

それこそが根源的主権であり、それが人類内にあっては三重の派生的主権として表れると考えま

した。その三重の派生的主権こそが、１）国家における主権、２）社会における主権、３）教会

における主権です5。 

 

１）国家における主権 

 （１）カルヴィニズムの国家観6 

カイパーによれば、全人類は「一つの血」から出ているのであり、それゆえ人類は有機的につ

ながっているという。そういう意味で、本来、私たち人間はすべての前世代、すべての次世代の

人々と一緒に「一人類」を形成しているのです。したがって、カイパーによれば、有機的な全人

類共同体こそ本来の人間社会のあり方であるということになります。しかし、現実に地球上には、

一人類としての共同体を小さなものに分割する、権力を持った国家がたくさん存在しています。

カイパーはその原因を人間の罪による堕落に求めます。つまり、罪がなければ為政者も国家体制

も存在しなかったのです。裁判所も警察も軍隊も存在しなかったはずです。したがって、国家制

度は本来の「創造の秩序」に属するものではなく、人間の罪によって堕落したこの世界、人間社

会を保持するために機械的手段として、後から神がお与えになった「保持の秩序」であるといえ

ます。そのため、国家は機械的な性格を帯び、そこには常に不自然なものがあると、カイパーは

指摘します。また、権力を行使する為政者たちも罪人であるために、その支配は専制的になり、

常に私たちの自由を奪う危険があるといいます。それゆえ、カイパーは、私たちは、「国家権力の

内に潜在する危険に対して絶えず見張っていなければならない」7といいます。 

しかし、カイパーは、そのような危険があっても、神が保持の秩序として国家をお与えになっ

たのは、人間の罪によって、この世で起こって来る様々な悪や争いを抑制し、人間の罪によって、

社会の秩序が混沌状態になることを防ぐためであるといいます。したがって、カイパーは、「為政

者とは、放縦と暴虐を阻止するための、また悪に対抗して善を防御するための共通恩恵（common grace）

の手段」8であるといい、さらに、為政者は神によって神の僕として任命され、神から権限を委託

され、神の恩恵によって支配している以上、「すべての市民は刑罰の恐れからだけでなく、良心のた

めにも従うよう義務付けられている」9といいます。 

しかし、そのような従順は決して無条件ではありません。カイパーは、為政者に神から委託さ

れている権威はどのような政治体制（君主制、貴族政、共和制）であるかには影響されないと言

いますが、同時に、私たちの為政者への従順は、「地上の如何なる者も『神の恩恵』によって自分の上

に権威が置かれるのでなければ、自分が同胞に対して権威を要求しないということが変わることなく維

持される限りで、また、それゆえに、従順という究極的義務が人間によってではなく、神ご自身によって

                                                   
5 Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism,（Grand Rapids,Michigan:Eerdmans,1931）,p.79. 
6 Ibid.,p79-85. 
7 Ibid.,p81. 
8 Ibid.,p82. 
9 Ibid.,p83. 岡田稔は、このような考はカルヴァンのみならず、ルター等にも共通する考えであり、

新約聖書、旧約聖書を貫く国家観であり、「創立宣言」の冒頭は、この聖書的教理を歌っていることを

指摘する。岡田稔『カルヴィニズム概論』（小峯書店、1974年）、74頁。 
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我々に課せられる限りで、ということです」10と言います。したがって、当然、そこには、神を畏れず、

自らを神格化し、神の御心に反する服従を要求する為政者に対する抵抗権が前提にされています。

このようにカルヴィニズムの政治原理から導き出される国家の主権、為政者の権力はあくまでも、

国民の権利、正義と公平の実現のために神から委託された主権であって、決して絶対的でも、無

制限なものでもありません。 

  

（２）近代主義的国家観11 

 カイパーによれば、以上のような国家における神の主権というカルヴィニズムの政治原理に対

して、二つの対立する近代主義的国家観があるといいます。一つはフランス革命の流れを汲む人

民主権説であり、もう一つはドイツ歴史的汎神論学派による国家主権説です。 

  ①人民主権説 

 カイパーはフランス革命によって、人民の権利と自由を守るためにブルボン王朝の王権独裁制

が倒されたことは評価します。しかし、一方でフランス革命の原動力となったルソーの人民主権

説を厳しく批判します。なぜならば、人民主権説は無神論であり、神の主権を無視し、それに敵

対するからであると言います。カイパーによれば、同じ市民革命でも、イギリス名誉革命、オラ

ンダ独立革命、アメリカ独立革命の「三つの偉大な革命」は、神の尊厳の承認から起った革命で

あり、そこには神への感謝があると言います12。それに対して、フランス革命の原理となった人

民主権説では、「主権的な神は廃位され、自らの自由意思を持つ人間が空位になった王座に着かせら

れる」13といいます。このように主張することによってカイパーは、フランス革命の原理である人

民主権説と、その背後にある近代啓蒙思想の社会契約論をも無神論であると批判します14。 

  ②国家主権説 

 カイパーはフランス革命の人民主権説と並ぶ近代主義国家説として、ドイツの観念論、「哲学的

汎神論」から生まれた「国家主権説」があるといいます。この政治原理は、「国家理念」を「人間

と人間の間の最も高く、最も豊かで、最も完全な理念」と考え、「国家は、隠れた自我や、ゆっくりと発達

する国家意識や、また、ゆっくりとした過程を経て盲目的に至高の国家目的に到達すべく努めたところの、

増大する強力な国家意思を伴った、神秘的実在と見做され」15ました。カイパーはこのような国家主

権説に対して、この政治原理が人間を単なる集合体ではなく「有機体的統一体」として見ること

を評価しつつも、主権的国家意思を神秘的存在とみなすことは、結果的にすべてのものを国家意

                                                   
10 Ibid.,p83. 
11 Ibid.,p85-90. 
12 Ibid.,p86. 
13 Ibid.,p87. 
14 フランス革命と人民主権説に対するカイパーの理解や批判、そして、フランス革命は無神論、イギ

リス名誉革命、オランダ独立革命、アメリカ独立革命はカルヴィニズム的というカイパーの二元的理

解には、多くの問題が指摘される。岡田稔は、フランス革命とイギリス名誉革命の違いについて、「イ

ギリス国民の穏健性とフランス人の急進性と言った国民性の相違等」を指摘する。また「ピューリタ

ン精神と一口で言っても、そこには、長老派と独立会衆派的な流れが併流していたのであり、イギリ

スには名誉革命と共にクロムウェル革命も生じたのですから、原理的な源泉の相違は歴史の進行中に

は常に、他の源流からの水と混合して渦を起こしたものと思うべきであります」と指摘する（岡田稔

『カルヴィニズム概論』、77～78頁）。 
15 Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism,p.88-89. 
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思の前に服従させることになり、それは国家の神格化に他ならないと批判します。さらにカイパ

ーは、このような国家主権説の下では、どんな内容であれ、国家が定めた法がすべて正義となり、

人々の心から神の超越的正義に対する意識が失われていくと指摘します。 

 こうしてカイパーはフランスの無神論的人民主権説も、ドイツの汎神論的国家主権説も共に「神

の主権」を否定し、一方は人民を、一方は国家を絶対化する政治原理であると批判します。それ

は結果的に人間の自由を抑圧し、正義を失わせていくことになるといいます。それに対してカル

ヴィニズムの政治原理は、人間の上に、国家の上に神の主権を置くことにより、「既存の法から神

にある永遠の正義の源泉へと目を上げるように、私たちに教え」、「至高の正義の名において法の不正

義に絶え間なく抗議する不屈の勇気を、私たちの内に創造してくれる」16といいます。 

 

 ２）社会における主権17 

 （１）領域主権論  

神の三重の派生的主権の二つ目は、社会領域に主権性です。カイパーによれば、この社会領域

の中には、さらに、家族、商業（ビジネス）、学問、芸術等々の諸領域があるといいます。そして、

これら社会的諸領域は国家のように堕落後に保持の手段として機械的に与えられた領域ではなく、

神の創造に直接の源を持ち、そこから有機的に形成されてくる領域であるといいます。それゆえ、

社会的諸領域の主権は、国家の支配の下にあるのではなく、それぞれ固有の創造の法と主権を神

から委ねられており、各領域は互いに、それぞれの主権と自由を尊重しなければならないとされ

るのです18。ここに、「領域主権論」（Sphere-Sovereignty）と呼ばれるカイパー・カルヴニズム

の特徴的な思想があります19。 

（２）国家主権との関係性 

 先に見たように、社会的諸領域における主権は国家ではなく、神から委託された主権であるた

め、国家は社会の諸領域における主権を侵害してはならないとされます。カイパーは、国家の主

権は、神的な別の主権である社会的諸領域の主権によって制限されているといいます20。それな

らば一つの共同体において、国家の主権と社会的諸領域の主権の間にはどのような関係性、役割

があるのか。カイパーによれば、社会的諸領域に対する国家の役割は社会を調停するためのもの

であり、国家は社会に対して「三重の権利と義務を持っている」21、といいます。すなわち、１）

諸領域間で争いが生じたときに各領域間の境界線に対する相互的尊重を強要する義務、２）領域

                                                   
16 Ibid.,p90. 
17 Ibid.,p90-99. 
18 Ibid.,p90-92. 
19 カイパーの「領域主権論」に関する文献は以下のものを参照。市川康則「アブラハム・カイパーの

『領域主権』論―その基本的性格をめぐって」『改革派神学』第 17輯（神戸改革派神学校、1984年）、

市川康則「アブラハム・カイパーの『領域主権』論―その序論的考察Ⅱ」『改革派神学』第 18輯（神

戸改革派神学校、1985年）、稲垣久和『宗教と公共哲学』（東京大学出版会、2006年）、182～189頁。

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）、P. S.へスラム『近代主義とキリスト教―アブラハ

ム・カイパーの思想―』、137～141,146,238～238頁、R.マウ『アブラハム・カイパー入門―キリスト

教世界観・人生観への手引き』稲垣和久・岩田三枝子訳（教文館、2012年）、42～47,59～69頁。 
20 Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism,p.96. 
21 Ibid.,p90. 
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内における権力乱用から個人や弱者を守る義務、３）国家の統一性維持のために税と兵役を課す

義務、です。そして、カイパーはこのような権利と義務を国家が果たす場合、それは決して国家

が一方的に行うのではなく、憲法と議会政治によって為されるべきであるといいます。それによ

って政府の権力乱用を抑止することが必要であるというのです22。 

このように、神の三重の派生的主権と領域主権を強調するカイパー・カルヴィニズムの政治原

理は、憲法によって国家権力の乱用を制限することによって、個人の人権と社会的諸領域の自由

を確保しようとする立憲主義、立憲政治であるといえます23。しかし、もう一方で、カイパーは、

国家の役割を、「最低限の秩序状態を維持すること、権力争いを終結させること、そしてあるアソシエー

ション（結社）のメンバーを別のそれの侵犯から守ることといった裁定人としての役割」24に限定していま

す。こうした考えは、時代的制約もあり、１９世紀の夜警国家論に近く、貧困や格差、経済的不

平等に対する社会的正義の実現、福祉の充実といった視点が弱いのも事実です。 

 

３）教会における主権25 

（１）自由な国家における自由な教会 

最後にカイパーは神の三重の派生的主権として、教会における主権について語ります。教会に

おける主権を、社会的諸領域の中の一つの主権としてではなく、国家、社会的諸領域と並ぶ独立

した主権として位置付けたことは、国家と教会の関係を考える上で重要な視点です。なぜなら、

歴史を見ると明らかなように、国家と教会の権力が結びつくことで信仰の自由への迫害、良心の

自由への弾圧が起ってきたからです。国家の主権に対抗する教会の主権を認めることは、国家と

教会の権力を分離することであり、国家から自由な教会を形成することによって、信教の自由、

礼拝の自由を守ることになるからです。それゆえ、カイパーは自ら編集者となって発行した週刊

誌の中で、「自由な国家における自由な教会」をモットーとして掲げたといいます26。 

  ただ、もう一方でカルヴァンやカルヴィニズムへの批判者たちからは、カルヴァンが宗教改革

を行ったジュネーヴでセルヴェトスが火刑にあった事件（1553年）や、カルヴァン派が支配する

オランダで長い間、カトリック教徒の礼拝の自由が制限されたり、公民権が認められなかったり

した出来事、さらには改革派の歴史的諸信条において、異端や偽の宗教を根絶することを国家の

務めとして告白している事実などを理由に、カルヴィニズムは信教の自由、良心の自由を否定す

る原理ではないかとの批判がなされてきました。カイパーはその事実を認めます27。 

また、カイパー自身にも、カイパーの政治論は「神政政治」ではないかとの疑問が一部にあり

ます28。けれども、カイパーは、歴史の中でカルヴァンやカルヴィニストたちが犯して来た過ち

を認めつつも、「あらゆる形の偽りの宗教と偶像崇拝を根絶するという政府の義務は、カルヴィニズムの

                                                   
22 Ibid.,p97. 社会領域に対する国家の権利と義務に関しては、『アブラハム・カイパー入門―キリス

ト教世界観・人生観への手引き』に分かり易い解説がある。53～55頁参照。 
23稲垣久和「ネオ・カルヴィニズムと立憲主義―教育基本法と憲法改正を問う―」『カルヴィニズム』

第 27-28号（日本カルヴィニスト協会、2009年）、2～3頁。 
24 P. S.へスラム『近代主義とキリスト教―アブラハム・カイパーの思想―』、139頁 
25 Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism,p.99-107. 
26 Ibid.,p99. 
27 Ibid.,p99. 
28 P. S.へスラム『近代主義とキリスト教―アブラハム・カイパーの思想―』、142～143頁。 
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発見物ではなく」、キリスト教を公認したローマ帝国のコンスタンティヌス大帝にまで遡るという29。

カイパーは、問題はカルヴィニズムの原理にあったのではなく、カルヴァンを含め、初期のカル

ヴィニストたち自身も、まだ古い制度の残滓の影響を受けていた点にあると主張します。 

 カイパーは、「見えない教会」は唯一であっても、地上における「見える教会」の形態は多様で

あること、また、私たちが「自らの真理の告白」を絶対的真理であると個人的に確信していたと

しても、その確信を決して力づくで他の人々に押し付けてはならないことを理解すべきであると

いう30。それゆえ、「自由な国家における自由な教会」こそ、カルヴィニズムの政治原理であるこ

とを主張します。 

 

 （２）国家と教会との関係性 

 次にカイパーは「自由な国家における自由な教会」を前提に、そこにおける国家と教会の関係

について語ります。 

  ①神に対する国家の義務 

カイパーはあくまでもキリスト教国家を前提に、国家と為政者には、憲法において神の御名を

告白することと、明確な神の尊厳への冒涜を罰する責任があるという。それは「宗教的違反では

なく、また不敬虔な感情でもなく、国家とその政府が基づいている公法の基礎に対する攻撃なのです」31

と主張する。私たちは、このようなカイパーの主張を見る時、時代的制約もあるが、カイパー自

身の中にもコンスタンティヌス大帝の残滓があることを見ざるを得ない。ただ、そのような限界

はあるが、国家の領域における神の統治は、「権威のある人々の主観的確信を通してでなければ、

実現することはできない」32と、カイパーが語るとき、彼は決して制度的な「神政政治」や「キ

リスト教国家」を目指していたのではないことが分かります33。 

  ②教会に対する国家の義務 

 次にカイパーは、教会に対する国家の義務について語ります。 

カイパーによれば。教会に対する国家の義務は、決して多くの教会の中で、どれが真の教会で

あるかについて、判断を下すことではないという。国家にはそのような判断資料はなく、国家が

そのような行政判断をすることは、「教会の主権性を侵害する」ことになるからです34。したがっ

て、教会との関係において国家に求められるとは、教会の自由と主権性を個別領域において尊重

すること、これらの諸教会が自発的原理に則って自らの力強さから生きることを許容することに

あるという35。これらの事柄を今日の言葉で表現するならば、信教の自由、宗教活動の自由、教

会の自律性の尊重という言葉で言い表すことができるでしょう。 

                                                   
29 Ibid.,p100.  P. S.へスラム『近代主義とキリスト教―アブラハム・カイパーの思想―』、143頁。 
30 Ibid.,p103. 
31 Ibid.,p103. 
32 Ibid.,p104. 
33 カイパーのアムステルダム自由大学でのかつての同僚であったフーデマーケルは、国家の役割の神

政政治的理解に固執し、国家がキリスト教的であるか、そうでないかを決定する唯一の基準は、政府

が神の制度としての教会に公的かつ法的地位を与えたかどうかであると主張した。しかし、カイパー

はこのような見解には反対している。P. S.へスラム『近代主義とキリスト教―アブラハム・カイパー

の思想―』、144頁。 
34 Ibid.,p105. 
35 Ibid.,p106. 
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 さらに、カイパーは教会に対する国家の義務を「個々人の主権性」という視点からも指摘しま

す36。すなわち、カイパーによれば、個々人の良心は、全能の神に従属するものであり、個々人

の良心における主権は神から与えられた主権であるといいます。それゆえ、カイパーは、個々人

の良心の自由が教会内にあっても尊重されるようにすること、もし、それが侵害されるようなこ

とがあれば、すべての市民を保護することが国家の義務であるといいます。また、同様に国家も

個々人の良心の自由を侵害することは許されず、それを尊重していく義務があります37。そして、

カイパーはカルヴィニズムにおける良心の自由こそが、礼拝の自由、思想の自由、言論の自由、

出版の自由へと展開されていったのだといいます38。 

 

２．今日の視点からカルヴィニズムの政治原理を考える 

 以上、カイパーの「カルヴィニズム講義」（Lectures on Calvinism）を通して、カイパー・カ

ルヴィニズムの政治原理を見てきました。そして、既に考察して来たように、そこには、神の主

権を明確にし、人間や国家の絶対化に抵抗するという意義、個人の良心の自由や信教の自由を擁

護し、「自由な国家における自由な教会」を形成していくという様々な歴史的意義がありました。

しかし同時に、カイパー・カルヴィニズムには、時代的制約やカイパー自身の個人的性格も影響

しているのでしょう、今日の視点から見た時、「より現代的な刷新が必要であったり、あるいは重要な

修正が必要とある部分があります」39。したがって、カイパー・カルヴィニズムを今日の視点から

見た時、どこに問題と可能性があるのかを考えたいと思います。 

 

１）カイパー・カルヴィニズムにおける共通恩恵と対立の原理の問題 

 カルヴィニズムの政治原理において、国家は「保持の手段」であり、「共通恩恵の手段」である

と位置づけられました40。それはつまり、国家の制度がキリスト教的であるか、なしかに関わら

ず、また為政者がキリスト者であるか、なしかに関わらず、そこには人間の罪を抑制し、悪や不

正を裁き、善を行わせることによって、正義と公平と自由を実現していくという公共的目的があ

り、そこに神の共通恩恵が表れます。けれども、先に確認したように、カイパーの近代主義的国

家説、特にフランス革命の人民主権説に対する批判と反対は非常に強いものがあります。フルー

ン・ファン・プリンステラーの後継者となったカイパーが、1879年にカルヴィニストの政党であ

る「反革命党」を設立したのも、フランス革命に反対し、カルヴィニズムの原理による政治運動

を実践するためでした41。 

カイパーがフランス革命の人民主権説に強く反対するのは、先に見たように、それが、ルソー

の無神論的政治原理や社会契約論によると理解することに起因します。しかし、現実には、カイ

パーがカルヴィニズム的革命として賞賛するイギリス名誉革命の理論的指導者であるジョン・ロ

                                                   
36 Ibid.,p107. 
37 Ibid.,p108. 
38 Ibid.,p109. 
39 R.マウ『アブラハム・カイパー入門―キリスト教世界観・人生観への手引き』、17頁。 
40 Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism,p.81-82. 
41 P. S.へスラム『近代主義とキリスト教―アブラハム・カイパーの思想―』、142～143頁。桜田美津

夫『物語 オランダの歴史』（中公新書、2017年）、201～205頁。 
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ックは社会契約論者です。そして、ジョン・ロックが『統治二論』42で展開した社会契約論や抵

抗権思想は、その後のフランス革命やアメリカ独立革命に大きな影響を与えました。例えば、『コ

モン・センス』を著し、アメリカ独立革命に大きな影響を与えたトーマス・ペインも、ジョン・

ロックの社会契約論に立ってアメリカ独立革命と人民の権利を主張しました。その後トーマス・

ペインはフランスにもわたり、フランス革命を擁護し、『コモン・センス』はフランス語にも翻訳

され、フランス革命にも大きな影響を与えています。彼は当時、イギリスの保守政治家エドマン

ド・バークが『フランス革命の省察』を著し、フランス革命を批判していたことに反論し、『人間

の権利』を書いて、フランス革命の原理を擁護しています43。したがって、カイパーが主張する

ようにフランス革命の人民主権説は無神論的、反キリスト教的、それに対してイギリス名誉革命、

オランダ独立革命、アメリカ独立革命は、カルヴィニズム的、キリスト教的という二元的理解は

あまりにも事柄を単純化し過ぎています。 

確かにルソーの社会契約論は、ジョン・ロックの社会契約論と違ってすべての人間に神から与

えられた自然権という思想がないため、共同体の「一般意思」の名による自由の抑圧、「多数者の

専制」につながる危険もあります44。そして、実際にその危険はジャコバン派のロベスピエール

による独裁となって現実化しました。しかし、ルソーの社会契約論だけがフランス革命を生み出

したのではなく、その背景には、ロックやモンテスキュー等の様々な啓蒙思想の影響があります。 

カイパーの問題は、フランス革命の原理をルソーの社会契約論とあまりにも同等と見做してし

まった点にあるのではないか。また、フランス革命の政治的原理に過度に反対するあまり、絶対

王政を倒し、世界に先駆けて普通選挙を実施したことや、その後、1871年のパリ・コミューンで

短期間ながら世界初の女性参政権が実現されたことなど、身分差別的社会から平等な民主社会を

生み出したフランス革命が持つ社会進歩的意義や民主主義的意義の側面を、カルヴィニズムの「共

通恩恵」の視点から、積極的に評価し、展開していくことができなかった点にあるのではないか。 

カイパー・カルヴィニズムには社会的正義や公共的利益と言った共通の目的のために、非キリ

スト者とも積極的に協力・連帯していくことができる「共通恩恵」の原理があります。しかし、

カイパーの思想には同時に、二種類の人々（贖われた人々と贖われていない人々）がいるという

事実は、二種類の生活と生活の認識、そして二種類の科学という事実の必要をもたらす、という

対立の原理（宗教的反定立の原理）があります45。そして、この対立の原理が強く出た場合、霊

的次元における内的な原理の対立が、外的な制度や政策の対立へと繋がってしまい、結果、アナ

バプテスト的二元論の誤謬によって、本来ならば共通恩恵の視点から積極的に共闘、連帯できる

事柄が不可能になってしまう危険があります。一方で宗教的反定理の原理が弱くなり、共通恩恵

だけが強調されるならば、世俗主義や「自然と恩寵」の二元論になっていく危険があります46。 

                                                   
42 ジョン・ロック『統治二論』加藤節訳（岩波文庫、2010年） 
43 トーマス・ペイン『コモン・センス』小松春雄訳（岩波文庫、1976年）、151～177頁。 
44 ルソー『社会契約論』桑原 武夫・前川 貞次郎訳（岩波文庫、1954年）、149～150頁。 
45 R.マウ『アブラハム・カイパー入門―キリスト教世界観・人生観への手引き』、82～86頁。 
46 宗教的反定立の問題、対立の原理と一般恩恵論については、春名純人『キリスト教哲学序論―

超越論的理性批判―』（教文館、2018年）の中の「第二部 ネオ・カルヴィニズムの伝統―原理

と展開」、193～280頁を参照。また、カイパーの一般恩恵論と対立の原理に対するファン・ルー

ラーの批判については牧田吉和「Ａ・ファン・ルーラーの神学的文化論の中心点―文化論におけ

るカイパー批判に関連して―」『改革派神学』第 29号（神戸改革派神学校、2006年）を参照。 
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 ２）終末論的神の国の視点から共通恩恵と対立の原理を捉える 

したがって、大切なことは共通恩恵の原理と対立の原理との緊張関係を理解しつつ、いかに、

両原理を統合する神学的視点を持って、政治の現実の中でキリスト者としての責任を果たしてい

くことができるかです。そして、その神学的視点とは終末論的神の国の視点ではないだろうか。 

現在の世界が神の共通恩恵によって保持されているとはいえ、それは決して静的な現実ではな

い。保持の秩序は決して永遠ではない。それは絶えず終末的完成に向かって変革され続けていき

ます。そもそも神がこの世界を創造し、保持しておられるのは、御子イエス・キリストにあって

この世界が終末的完成に至るためです（コロサイ 1・16、エフェソ 1・10）47。キリストに結ばれ

る者は誰でも、神の恵みの中で保持されながらも、「造り主の姿にならう新しい人を身に着け、日々

新たにされて」（コロサイ 3・10）います。同様に、人間によって管理が委託されているこの世界

も（創世記 1・26，28、2・15）、キリストの和解の中にあって（Ⅱコリント 5・19、コロサイ 1・

20）、終末的神の国の完成を目指して日々新たにされていくのです（ローマ 8・18－21）。 

そうである以上、私たちは共通恩恵を単なる保持恩恵・一般恩恵としてのみ捉えるのではなく、

この被造世界を終末的完成へと導くために保持し、変革していく聖霊の御業による恩恵として捉

えていくことが必要ではないでしょうか。そして、カルヴィニストは、聖書の御言葉が語る終末

論的、預言者的ビジョンを積極的に受け止め、それを実践していくべきではないでしょうか。ジ

ョン・W・デ・グルーチーはこのことの意義について、「『正義が洪水のように流れる』（アモス 5・24）

平等主義的な社会についてのこの預言者的ビジョンは人類の歴史を通して、政治的平等、自由、社会

的正義を求める闘いに単に理念以上のものを与えてきた」、「それらの聖書テキストは社会的支配とそれ

を正当化するイデオロギーを絶えずラディカルに批判する根拠を与えてきた」48と指摘します。 

救いを終末的神の国における創造の回復・完成として捉え、「有神的世界観・人生観」を強調す

るカルヴィニズムが、現実の社会、特に政治の現実の中で力を持って発揮されていくためには、

デ・グルーチーが指摘するように、終末論的・預言者的ビジョンの視点から共通恩恵を捉えるこ

とが重要ではないでしょうか。また、対立の原理も、現在という時間の中で「再生者ＶＳ非再生

者」、又「キリスト教文化ＶＳ非キリスト教文化」という視点で見るのではなく、終末的・預言者

的ビジョンから見ること、すなわち「終末的神の国の完成ＶＳ途上の神の国現在」という視点か

ら見て行く時、終末論的信仰の希望をしっかりと保持しつつ、公正で民主的な世界秩序の実現の

ために、他の世界観や他信仰を持つ人々とも積極的に連帯して行くことが、今以上に可能となっ

ていくのではないでしょうか。 

 

おわりに 

 以上、カイパーの「カルヴィニズム講義」を基本テキストに、カルヴィニズムの政治原理の基

本と、その問題点について考察してきました。しかし、本講演では、カイパーの領域主権論にお

                                                   
47 ボンヘッファーは、保持の秩序について、「世界はそのものとして保持されているのではなく、ある

特定の目的のために、新しい創造に向けて保持されている」と語ることによって、終末論的視点から

諸秩序は変更されることを指摘している。D・ボンヘッファー「キリスト教倫理は存在するか」『教会

の本質』森野善右衛門訳（新教出版社、1976年）、128頁。 
48 ジョン・W・デ・グルーチー『キリスト教と民主主義―現代政治神学入門―』松谷好明・松谷邦英

訳（新教出版社、2010年）、51頁。 
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ける国家の役割の問題について、特にその国家論が夜警国家論的であり、グローバル資本主義の

下で格差と貧困が構造化している現代世界においては、経済的正義の実現のために国家の役割を

もっと積極的に位置付ける必要があるのではないか、という点については議論できませんでした。

また、市場原理主義的な新自由主義によって、公共生活における中間的共同体が浸食されつつあ

ることに対して警告を発し、中間的共同体の再興を主張するマイケル・サンデルらコミュニタリ

アニズム（共同体主義）の主張49とカルヴィニズムの領域主権論との対話、さらに、「ポスト世俗

化」と言われる時代状況の中で、公共圏における宗教の役割を積極的に位置づけようとするユル

ゲン・ハーバマスやチャールズ・テイラー50とカルヴィニズムの領域主権論との対話も、今後の

課題です。 

 

 日本のようにキリスト者が圧倒的に少数であるような社会において、教会とキリスト者が政治

や社会の領域でその責任を果たし、行動していくことは大きな困難を伴います。けれども、主は

そのような小さな者たちを用いて、神の国を進展させておられます。 

日本キリスト改革派教会創立７０周年記念宣言「福音に生きる教会」（世に仕える教会）は次の

ように告白しています。 

「平和の福音に生きる教会は、思想・信条・宗教の違いを超えてすべての人を尊び、この世における正

義と平和の実現のために彼らと共に働き、自ら進んで良き隣人となって世に仕える。また、暴力的な支

配や戦争、平和に生きる権利と良心の自由とを侵害する国家的干渉に対しては、主の御心を大胆に宣

言して否と言う。」 

 ここで告白されている責任を、少しでも自らのこととして担って歩みたいと願います。 

 

                                                   
49 M・J・サンデル『自由主義と正義の限界』菊池理夫訳（三嶺書房、1992年）、14～16頁。 
50J・ハーバマス、C・テイラー、J・バトラー、C・ウェスト『公共圏に挑戦する宗教―ポスト世

俗化時代における共棲のために―』箱田徹・金城美幸訳（岩波書店、2014年） 


