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正統と異端 

 

                                    矢ケ崎秀則（鮮文大学名誉教授） 

 

真の宗教の対話の時代は始まっている。――相手を現実に見つめることもせず、呼びかけもしないあの見

せかけの対話ではなくて、確信から確信への真の対話、胸襟を開いた人格から人格への真の対話である。

真の共同体は、このようにしてようやく現れる。    

                     マルティン・ブーバー 

 

はじめに 

 

宗教改革は、ヨーロッパにおける正統と異端の関係を大きく変えることになっ

た。 

異端とは、教会によって、公認された教えである正統に対して、 信仰として否

定された教説 、誤った教義もしくは、 有害な教義を信奉する一派とされた。 キ

リスト教史では正統とされた教派から異端は激しく迫害、排除されてきた。 

 歴史的にみると、３１３年にキリスト教がローマ帝国のコンスタンティヌス

帝の出したミラノ勅令によって、国家との結びつきを深めたため、教義の統一

が必要とされるようになった。３２５年にコンスタンティヌス帝によって招集

さ 

れたニケーア公会議ではアタナシウス派の三位一体説が正統とされたのに対し

て、アリウス派が異端とされた。 

 それ以降にも、グノーシス派、ドナートゥス派、ネストリウス派 などが異端

として排除された。中世ヨーロッパでのワルド派（アルビジョア派）、などなど

も南仏を中心に大きな勢力を持っていたが異端として弾圧された。 

  キリスト教の教義において問題となるのは、単純化して言えば、主としてイ

エスは神であるか、人であるか、あるいはその両方であるのか、という論争で

あった。三位一体説が正統教義として確立してイエスは神性と人性の両面をも

つとされたわけだが、イエスの神性か人性のいずれかだけをもつと主張するも

のが異端とされることが多かった。 

  ７世紀にイスラーム教が成立し、その脅威がビザンツ帝国に及んできたこと

を背景にして７２６年にビザンツ皇帝が出した聖像禁止令に端を発した聖像崇

拝問題では、ローマとコンスタンティノープルの両教会はともに三位一体説を

掲げていたにもかかわらず、聖像の解釈で対立し、ついに１０５４年に互いに

破門しあって分離した。これが、カトリックとオーソドックスの分離の起源と

なる。 
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１６世紀以降はローマ＝カトリック教会は宗教改革の嵐に曝されることとなり、

ルターを破門してその勢力を抑えようとしたが、カルヴァンなどのプロテスタ

ント諸派が次々と生まれ、諸侯や農民のあいだに拡がっていった。このような

情勢の中でローマ教皇への絶対服従をかかげるイエズス会が生まれ、ローマ教

会側の改革である対抗宗教改革も進められた。こうしてキリスト教両派の対立

は１６～１７世紀に激しい宗教戦争となってヨーロッパ全土を覆った。そのな

かで、カトリックとプロテスタントは互いに異端として排除し合い、悲惨な殺

し合いを続けたが、異端裁判や魔女狩りはカトリック国のスペインなどだけで

なく、プロテスタント側でもさかんに行われている。またイギリスでは国教会

が国家の正統な教会として確立するが、その過程でカトリックやカルヴァン派

のピューリタンとの激しい宗教対立を繰り広げた。その結果として、宗教改革

が始まってから、多くの人々が異端として処刑された。ウイリアムモンスター

は、１５２０年から６５年までに西欧で異端として処刑された人数を３０００

人前後と見積もっている。1  

この中には、ルター派や改革派の信徒も含まれているが、処刑された者の約 3

分の２は、再洗礼派(Anabaptism)であったといわれている。2  この再洗礼派と

は、宗教改革期に現れた人々で、洗礼は物心ついて分別がついたものが信仰を

持った後、自由意志に基づき、受けないと無効だと考えた。当時はカトリック

もプロテスタントも生まれたばかりの幼児に洗礼を行っていたが、再洗礼派は、

幼児洗礼は無効だと考えていたため、両勢力から非難された。彼らは、国教会

に属さないマイナリティだったが、にもかかわらず、圧倒的に信徒数が多い、

他の宗派よりもはるかに多くの処刑者を出したので、いかに彼らが厳しく迫害

されたかがわかる。3  今日では、たいした問題にもならない幼児洗礼の問題が、

処刑にまで及んだことをみても、その異常さを知ることができる。 しかし、宗

教改革が始まり、再洗礼派が多数処刑された 16世紀前半と１７－１８世紀では、

異端の持つ意味が大きく変わってきた。 

ヨーロッパ各国が主権国家としてのあゆみをはじめると共に、国民の統合を図

る必要から、政治と宗教の分離と宗教への寛容を建て前とすることが多くなっ

た。それは市民革命でさらに徹底された。その中で、カトリック教会も異端や

破門を振りかざすことはなくなった。カトリック教会でも長く続けていた異端

審問や宗教裁判について、ようやく２０世紀に入って第２ヴァチカン公会議に

                                                   
1 Monster, William, “Heresy execution in Reformation Europe, 1520-1565,” in : Ole 

Peter Grell and Bob Scribner, Tolerance and Intolerance in the European Reformation, 

1996,p.49 
2 Ibid, Monster, p.49 
3 永本哲也 “曖昧になる正統と異端の境界”  福音と世界３月号 p.13  新教出版社 

2017  
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おいてローマ教皇がその過ちを認めたのだった。１９７１年２月４日、ローマ

教皇庁は「今後は異端および破門という呼び方、考え方を無くする」と発表し、

ここに異端と破門の問題は終結した。4  

 

     共産主義における正統と異端 

 

ところで、正統と異端の問題は、キリスト教のような宗教だけでなく、世界観

といった思想の領域でもよくつかわれ、それに立脚した政治においても、よく

使用されてきた。例えば、１９世紀ヨーロッパで、キリスト教の鬼子のように

して、現れたマルクス主義が、２０世紀の前半、ソ連の成立により政治的現実

になるや、幾多の社会主義のなかでも、ソ連の社会主義は、正統の地位を占め

るに至った。だが、そのソ連邦自体のなかで、スターリンとトロツキーの正統

論争すなわち、一国社会主義と永久革命論がたたかわされることになった。 

この論争は日本でも、１９６０年代から７０年ごろをピークにスターリ二スト、

トロツキストなどとよばれ、対立し、トロツキストと呼ばれるものたち同志の

対立で凄惨なる内ゲバまでが展開された。スターリン死後、北朝鮮では、金日

成による主体思想があらわれ、中国では、毛沢東思想があらわれた。この場合、

正統はあくまでも、マルクスレーニン主義であり、それぞれの国の実情に合わ

せてつくられた政治形態が、正統であるか、異端であるかが問われることにな

った。 

一般的には、支配的な体制・傾向・潮流を正統とし、これに反抗する立場・行

為を異端とする。だが、この一般的発想だけでは、事柄を正しく把握すること

ができない。正統と異端は、光と暗黒、善と悪、白と黒というような相関的概

念であるが、相互否定的な対立概念ではない。キリスト教と仏教は相互に異教

であって、異端ではない。異端とは、どこまでも、正統に対する異端であって、

異教ではない。すなわち、正統と異端は、根本を共通にする同一範疇・同一範

囲に属する事物相互の対立である。そして、問題は、異教に対するよりも異端

に対する対立相克が、より激しくなる場合が多いという点である。 

 

革マル派対中核派 

 

我々が、戦いというとき、意見や利害の対立がある場合におこるものであるが、

日本の１９７０年代から８０年にかけての思想状況をみると、時代の風潮にの

った左翼の、思想的基盤はマルクス・レーニン主義であり、右翼の思想的基盤

は、民族主義を中心とするものであった。この両者は全く異質なものであり、

                                                   
4 http://www.y-history.net/appendix/wh0103-152.html（検索日 2017.４．２８） 
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当然のことながら、思想的対立は、あったのだが、それは、ほとんどの場合、

言い争いのレベルを超えるものではなかった。しかるに、同じ思想的土壌にあ

る左翼の中で、その中でも、スターリンではなく、トロツキーを支持するグル

ープにおいて、血で血をあらう熾烈な壮絶な戦いがあった。 

 

その一例が、早稲田大学を拠点とする革マル派と法政大学を拠点とする中核

派の戦いである。この中核派というのは、学生組織のセクト名である。上部団

体の正式名称は、「革命的共産主義者同盟全国委員会」という。これに対し、革

マル派の上部団体は「革命的共産主義者同盟全国委員会・革命的マルクス主義

派」という。ほとんど区別できないぐらい似通っている。さらに紛らわしいの

は、機関誌である。 

革マル派の機関誌も中核派の機関誌も同じ、「共産主義者」である。これだけ、

両者の組織の名称が紛らわしいのは、両者がもともと同じ組織である革共同全

国委だったからである。この同じ派に属していたものの中で、革マル派が、分

派して外にでて、残ったほうが中核派であった。 

ところで、彼らの思想状況を少し、詳しく知るためには、当時の国際共産主

義の流れを知らなくてはならない。 

１９１７年、ロシア社会民主労働党の多数派で、ウラジーミル・レーニン率い

るボリシェヴィキは、臨時政府を転覆させ、ロシア社会主義連邦ソビエト共和

国 (1936 年、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国に改称) を設立した。この

十月革命を皮切りに、革命派の赤軍と反革命派の白軍との間にロシア内戦が開

始された。赤軍は複数の旧ロシア帝国領に侵攻し、名目上労働者および小作農

の代表として振る舞ったソビエトを通じ、現地の共産主義者の権力掌握を支援

した。1922 年、共産主義者が勝利し、ロシア、ザカフカース、ウクライナ、白

ロシア各共和国を統合し、ソビエト連邦を形成したのである。 

1924年、レーニン死去、トロイカの集団指導、短期間の権力闘争の後、1920年

代中頃にヨシフ・スターリンが政権を握った。スターリンは自らに対する政治

的敵対勢力を弾圧し、自らが創造したマルクス・レーニン主義を国家イデオロ

ギーとし、計画経済を中心に革命を展開した。それまで、革命党とは、共産党

と同義であり、共産党以外の革命家は存在しないと考えられていた。そして、

ソ連は全世界の労働者の祖国であり、ソ連共産党は世界の革命運動の最高指導

部と考えられていた。ここでの最高指導者であるスターリンは、世界のすべて

の革命運動に対して、絶対的な権威者であり、マルクス、レーニンに匹敵する

者と考えられていた。 

ところが、この、共産主義者にとって、神のごとく、あがめられていたスタ

ーリンが１９５６年２月、批判されたのである。ソ連共産党第一書記フルシチ
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ョフは、第 20回党大会において、スターリンの個人崇拝、独裁政治、粛清の事

実を公表した。特に、全領土で吹き荒れた大粛清の契機となったキーロフ暗殺

に至る陰謀についても詳細に明かされた。すでに西側の共産主義シンパからソ

連とスターリン体制への失望が表明されており、これにより、スターリンの名

は国際共産主義運動の玉座から決定的に引きずり下ろされる形となった。この

ことは、国際共産主義の絶対的権威がくずれたことを意味する。そして、この

事件を契機に、日本のみならず、世界の共産主義者が大混乱に陥るようになっ

たのである。 

 この大会でスターリンが、批判されることにより、レーニンのもうひとりの

後継者でありながら、スターリンとの権力闘争に敗れ、スターリンに暗殺され

たトロツキーが、再評価されはじめたのである。そして、そのような人々が、

１９５７年１月に集まって、「第四インターナショナル日本支部」を結成したの

である。ところで、スターリンが神様だった時代には、トロツキーは、反革命

の代名詞であり、トロツキストという言葉は、分裂主義者、裏切り者、プチブ

ル、観念論者、冒険主義者、反共といった意味合いを含んだ罵倒用語であった。

共産党内の論争では、トロツキーをまともに読んだことがないのに、政敵にレ

ッテルをはるため、トロツキスト呼ばわりすることがしばしばおこなわれた。

すると、こんどは、そう呼ばわれたものは、これまた、よくしっているわけで

はないのに、一生懸命自分たちがトロツキストではないと力説するのである。

こういう時代に公然とトロツキストを名乗ることは、共産主義者の間では、想

像を絶することであった。しかし、スターリン批判以後、トロツキーは、次第

に復権していき、トロツキーに一定の評価を与える党派のほうが新左翼には多

くなったのである。もちろん、共産党内ではトロツキズムは依然として悪魔の

思想であり、トロツキストは反共主義者であり、国家権力と同列に並ぶ敵であ

った。これに対し、トロツキズムの影響をうけた党派の間では、共産党をスタ

ーリニストとレッテルをはるようになった。中核派も革マル派も反帝国主義・

反スターリン主義を標榜する点では全く同じであり、日本共産党をスターリン

主義者の集団として弾劾し、ソ連も中国もその他の社会主義諸国もスターリニ

ストによって、支配されている国家として打倒の対象とする点では、一致して

いたのである。このように、極めて類似した思想を持つ者同士であるにもかか

わらず、いな、類似した思想を持つがゆえに、その対立は熾烈をきわめた。こ

れは、７３年暮れの１２月３０日、東大教養学部の革マル派活動家を中核派が

襲撃した時の記事である。 

「夜１０時頃になって、ドアから首を恐る恐る突き出して、あたりをうかがい、

やがてチャンチャンコに身をつつんでおずおずとあらわれた男のまえに、満を

持していたわが部隊がおどりだした。足がすくんで身動きはおろか声ひとつた



6 

 

てられない徒輩をまず、大地にひきずり倒し、すかさずバールと鉄パイプの乱

打をくわえた。――同志虐殺への階級的怒りをこめた数十発の連続的鉄槌は東

大反革命分子を血の海に、深々と沈めたのである。このかん、この輩のなしえ

たことは、「人殺し ひとごろし 人―――」と、か細い声で２回半叫んだにす

ぎなかった。だが、この程度で満足するほどわが怒りは浅くはない。我々は、「傷

の深さと血の量」をこそ、殲滅度をこそ目的意識に追求するのである。まず、

両足を高々ともちあげ、両足首と左ひざを完全に打ち砕き、念入りに戦闘能力

を奪い去った。つづいて、ぶざまにのびたこれに馬乗りになり、やおらとりだ

した工業用ハンマーを全力を振り絞って、後頭部にうちおろした。ハンマーは

反革命分子の頭蓋にドスンドスンと音をたててのめりこみ、ついに彼は反革命

分子としての「生涯」に革命的ピリオドを打たれ、ぴくりとも動かなくなった。

わが部隊は、血まみれになった反革命の屍にたっぷりツバを吐きかけ、戸塚警

察の警戒網をやすやすとかいくぐり、堂々と撤退を完了したのである。」5 

ここで、これらの両派の人々は、単なる暴力団のような人々ではない。それな

りに、マルクス主義の本を読み、革命を考え、実践してきたものである。しか

も、もっとも、思想的に近いものがこのような凄惨な殺人を敢行したという事

実を忘れてはならない 

ところで、本論分の主題とは少しはずれるが、この中核と革マルとの熾烈な対

決の中で、ひとつの特筆すべき事件をあげておきたい。 

その事件とは、川口大三郎君という早稲田大学の学生が革マルの手によって文

学部のキャンパスで殺された事件である。革マルは「川口君が中核派のシンパ」

であるとし、「スパイ行為をとがめて、詰問しているうちに死んでしまった。」

と釈明をしたが、多数の男たちがリンチを加えて、死に至らしめたことは動か

せない事実であった。これは、一連の中核対革マルの内ゲバの一部であるのだ

が、立花隆は、「内ゲバ史のうえで、川口君事件の持つ意味は極めて大きい」と

指摘している。私は、彼とは違う観点からこの事件の持つ意味は、極めて大き

いと考えている。それは、この事件を契機に、暴力を否定し、和解と愛を主張

する非暴力の運動が学内のサークル連合（原理研究会、共産主義研究会、聖書

研究会など）のメンバーを中心にして展開されたことである。学生運動史の中

で、新左翼のゲバルトのみが、強調されるなかにあって、それと真っ向から反

対し、非暴力と対話の必要性を訴え、平和な大学を取り戻そうとしたこの運動

は、川口君の母親、ならびに心ある学生や父兄、大学当局をも巻き込み、それ

までの、左翼中心の学生運動に新しい風を吹き込む重要な契機となる事件であ

った。今日、日本の大学のキャンパスは、比較的平和である。だが、それは、

自然のなりゆきで、平和になったのではない。暴力の不当性を訴え、和解と許

                                                   
5 中核 VS 革マル（上） 立花隆 講談社 1983 p.14-15 



7 

 

しの非暴力運動を命がけで展開した学生たちがいたからこそ、今日があるので

ある。このような運動への研究と評価が、残念ながらいまだ日本の思想界では、

なされていないが、将来、これらの運動への研究がすすむならば、この、川口

君事件に代表される、日本学生運動史上に、非暴力に基づく学生運動が展開さ

れたことの意義と価値は、高く評価されなければならないだろう。 

  

 

近親憎悪 

 

ところで、近親憎悪とは、血縁的距離が極めて近い関係にある者どうし，また

は，性格や思想などの似通った者どうしが憎み合うことをいうのだが、彼らの

暴力をみると、理論的な対立というよりも、心理学的な近親憎悪と組織的利害

とみるほうが、正鵠を得ているように思われる。 

すでに述べたように、中核派や、革マル派の学生たちは、知性もなく、ただ本

能的に殺人を好んでいる連中ではない。だが、彼らに、同じ左翼ではないか、

おなじ、革命を目指すものではないか、などといっていも、彼らは一切、聞く

耳をもたない。両派ともに、相手の党派を左翼とはみなさず、革命を目指すも

のとも認めていない。相手の党派は、もっとも悪質な反革命分子とみなしてい

るからである。彼らのなかには、相手の存在そのものが、悪であるという絶対

的確信に基づいている。これは、合理的な根拠がない意味において、一種の宗

教的確信である。 

一般に一つの組織が分裂して二つの組織になるとき、二つの組織の間には、

近親憎悪的意識が働くといわれている。同じ対立でも、別組織同士の対立なら

ば、組織的利害関係の対立はもっぱら未組織部分の競争となる。しかし、同根

の二つの組織が一つの旧組織を取り合って争う場合は、正統をもって任ずる側

が、異端の側に自分たちの組織が盗まれていると感じるのである。この戦いに

おいては、片方のプラスが、他方のマイナスとなるので争いは一層熾烈であり、

どちらの側も、自分たちこそ正統だと思い込み、相手方に対する憎しみも激し

くなるのである。先にも指摘したように、早稲田大学の学生会館には、２階以

上が革マル派が支配しており、１階がサークル連合の部屋であった。サークル

連合系の学生たちは、自由と民主主義を標榜し、日本、アメリカ、韓国との連

帯を主張していた。これらの主張は、革マルとは全く正反対の主張といっても

過言ではない。それにもかかわらず、両者間には、多少のいざこざはあったが、

革マルと中核のような凄惨な戦闘行為はなかった。これをみても、両者の戦い

が、思想、信条の戦いというよりも、自分たちこそ、革命の正統であり、他派

は、殲滅すべき異端であると決めつける、ひとつの近親憎悪的現象と理解した
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ほうがその本質をついているようにおもわれる。 

 

異端から学ぶ 

 

ところで、あらゆる正統と異端との出発点には、預言者ないし始祖の言葉＝啓

示が、根本的テーゼとして必要である。しかし、それが人間と世界に対する全

体的判断であるかぎり、それは妥当性の程度を異にする大小テーゼの組合せか

らなっている場合が多い。例えば、科学的といわれるマルクスの社会主義にお

いても、その現実への適用にあたっては、必ず、その解釈が問題となってくる。

マルクスの歴史法則の現実への適用にあたって、レーニンの「ロシアにおける

資本主義の発達」あるいは「帝国主義論」があったように、イエスの福音に対

しては、パウロの解釈が必要であった。そして、この解釈の正統性を決定する

基準となるのは、その解釈が全面的であるか、一面的であるかにある。6 

 ところで、福音書の中には、普遍的妥当性をもつ規定がある一方、きわめて限

定された妥当性しかもたない倫理規定がある。例えば、「敵のために祈れ」とい

う、山上の垂訓の教えと、 

「地上に平和をもたらすために、わたしがきたと思うな。平和ではなく、つる

ぎを投げ込むためにきたのである。」（マタイによる福音書１０章３４） また、

山上の垂訓は人類の永遠なる倫理であるが、実際生活の原理としては、文字通

り実行不可能なものがすくなくない。例えば、マタイ伝５章《29～30節》  

 「もし右の目があなたをつまずかせるなら、抉り出して捨ててしまいなさい。 

体の一部がなくなっても、全身が地獄に投げ込まれない方がましてである。 も

し右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。 体の

一部がなくなっても、全身が地獄に落ちないほうがましである。」このような、

場合、「対立する規定の二者択一的な決定は、一面的な正しさはもちえても、全

面的な正しさは期待できない。したがって、福音書の解釈に当たっては、相互

に矛盾する、しかもそれぞれに真実性をもつ規定を総合的に合理化することが、

正統の立場をうみ、その一面的把握は異端に通ずることになるのである。7 

ところで、異端の場合、正統と同じく、啓示への復帰であるが、正統がともす

れば、啓示の解釈を現実への適用にあたって、妥協、協調しようとするのに対

し、異端は、現実との妥協を可能なかぎり、排除し、啓示を文字通りに解釈し、

その実現を迫るという意味で、きわめて、ラディカルな理想主義の形態をとる

場合がおおい。 

正統と異端はどこまでも、根本を共通とした同一範疇に属する事物相互間の対

                                                   
6 堀米(1991) p.33-34 
7 堀米(1991)p.34 
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立的関係をもっているため、一義的、普遍的なものではなく、多義的、可変的

であり、流動的である。 

例えば、ユダヤ教が正統であれば、イエスは異端であったし、イエスの弟子た

ち、すなわち使徒を継承したカトリックが正統であれば、プロテスタントは異

端になる。このように、前時代の異端は次の時代の正統として摂理の中心的な

機能を担当してきた。8このようにみると、宗教史は、正統の歴史であると同時

に異端の歴史でもあり、既成宗教から異端として迫害をうけてきた異端の教派

の中から、次の時代の正統が生まれてきたのである。したがって、正統と思っ

ている集団も歴史において、必ずしも正統でない場合があり、異端も歴史的に

みると正統になる場合もあることから、相互に謙虚さを持つことが要請される。

ところで、話は違うが、多田富雄氏の名著「免疫の意味論」では、昔は、自己

と非自己を識別し、非自己を排除して自己を確立する働きとして、免疫現象を

とらえていたという。しかし、新しい免疫論でいえば、非自己の延長線上に自

己があると考え、自己と非自己の共生の可能性を探ろうしているという。9  実

際、人が自己を知るのは、他者の存在（非自己）によってである。例えば、生

まれたばかりの赤ちゃんには自己も非自己もない。だが、成長とともに、母親

は自己とは一体ではない別個の存在であり、世界に自分でないものがあること

を知ることによって、自己を意識するようになる。そして、他者からの心理的

な分離と個性化が起きて、自己を形成するのである。 

ここで、注目すべきは、免疫機能が持つ、柔軟な状況対応力である。一人の自

己としての免疫機能は、あるときには、非自己を無化し、あるときには「寛容」

を発揮して、非自己を自己の中に取り込んで共生の可能性を試みる。このよう

な免疫機能を考えていると、人間が外部に敵をつくって、政治体制や宗教やイ

デオロギーの違いを殊更に強調し、戦争にまで始める愚かさとは対極にある賢

明さといえよう。10 これを、正統論争にあてはめれば、正統を確立するために

は、異端を排除するのではなく、異端が正統に対して光と闇のように、存在し

正統は、異端に照らされて立ちあらわれるということになる。11 たしかに、時

として正統からみれば、異端は目障りであり、排除したいものでもあるが、異

端を顧みることにより、自らをより、発展させる契機となることができるので

ある。実際、免疫のない純粋培養の団体ほど、脆く怖いものはない。寛容こそ

が、すこしの雑菌には、惑わされない強い免疫力を自己内に形成するのである。  

                                                   

8 이재석「み旨からみた正統と異端」成和社 1976  p.18   

9 多田富雄「免疫の意味論」 青土社 2010 この書の解説として五木寛之「他力」 2000. 

講談社 pp.240-241 
10 http://www.st.rim.or.jp/~success/tadatomio03.html  多田富雄氏の最期の言葉 「寛容」

をめぐって 
11 同上 P.241  
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    正統と異端の統一 

 

聖書によれば、神は被造物の創造が終わるごとに、それを見て、善しとされた

とある。（創世記１－４－３１）神は、被造世界を善の対象として、喜びの対象

として創造されたのである。しかるに、蛇（天使）の誘惑により、人間始祖ア

ダムとエバが、堕落をしてしまったと記録している。12 

これにより、人間は神よりくる本心、あるいは、良心と堕落した天使、すなわ

ち悪魔からくる邪心の二面性をもつようになってしまった。したがって、最初

は、本心ないし、良心の命令に従って正統の立場にいたものが、いつしか、邪

心にとりつかれ、神の本来の願いからはずれると、それを正すものがあらわれ

るのである。彼らは、最初は異端の形態をとるが、時間の流れとともに、正統

になるのである。しかし、それも、また、時間の流れとともに、神の本来の願

いからはずれると異端になる。したがって、正統なのか異端なのかは、神のみ

旨を中心として決められていくものである。だが、何が神のみ旨なのかは、簡

単にはわからない。したがって、たとえ、神のみ旨からみて、自らが、正統で

あると、自任したとしても、相手の立場に立って、なぜ、彼らは、そのように

主張するのかに関して、謙虚に耳を傾けなくてはならない。ところで、異端の

中でも、イスラム過激派のように、殺人や誘拐、レイプ、人身売買を正当化す

る者もいる。このような黄金律に反する者たちには、宗教の名に値しない。毅

然と批判対処すべきである。しかし、少なくとも、相手が黄金律にもとづき、

まじめな主張と行動をする限り、その意見には、耳を傾けなくてはならない。 

 ところで、一つになること、あるいは、統一というと中心のもとに全てが同

一化しようとするものと考えるものもいる。だが、このことは、ほとんど不可

能であるといってもよい。 

例えば、カトリックが法王を中心として、統一しようとすれば、キリスト教内

部でもオーソドックスや数多くの派よりなるプロテスタントが強く反発するこ

とは、必定であろう。さらにユダヤ教、イスラム教、仏教、その他の無数の宗

教が命がけで反対するであろう。 

こう考えると、同一化という意味での統一は、不可能である。それにもかかわ

らず、一つになること、統一は必要である。なぜ、統一が必要か。それは、平

                                                   
12 「原理講論」 世界基督教統一神霊協会 1995 p.108 
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和のためである。分裂した状態では、相互に、正統性を主張し、対立をし、相

手を抹殺しようとして、戦争がおこる。先に、神を信じていない共産主義者た

ちの、凄惨な殺戮行為を描写してきた。だが、神は愛であり、敵を愛せよとい

われたキリスト教であるにもかかわらず、自分の信仰と教義に符合しないとい

う理由で、無神論者や共産主義者以上に、残酷で凄惨な殺人行為を異端の名の

もとに、敢行してきた歴史を忘れてはならない、 

今日までの、宗教史をみると、どれほど、夥しい血が正統と異端のために流さ

れたことであろうか。２１世紀をむかえ、我々は、このような悲惨な歴史に終

止符をうたなくてはならない。それには、過去、人類がいかにして、この問題

を解決してきたのか、その知恵から学ぶ必要がある。重要なことは、正統か異

端などと、レッテルをはることではなく、神様の願いがどこにあるかを、謙虚

に求め、寛容の精神をもって、協力し合うことである。そのためには、正統、

異端、異教といわれる人々相互の対話と和解が必要である。だが、その和解の

ためには、教義の違いを強調しては、決してひとつになれない。 

何よりも、相互の違いを強調するのではなく、相互の共通点を認め合うことが

大切である。そして、対立、批判より、相互理解と協同の道を求めるべきであ

る。 

文先生は次のように指摘している。「最近の宗教は、自分の教派だけが一番と考

え、他の宗教は無視して排斥します。他の宗教や教派に対して壁を積み上げる

ことは正しくないことです。宗教とは、平和の理想世界を求めていく巨大な川

と同じです。川は広々した平和世界に至るまで、ずっと流れていきながら、た

くさんの支流と出会います。本流に合流した支流は、その時からは、支流では

なくて、本流です。そのように一つになるのです。本流の川は、流れ込んでく

る支流を追い出さず、すべて受け入れます。そのたくさんの支流をすべて抱き

かかえ、同じ流れとなって海に向かいます。」13 

では、どうしたら、宗教間に立ちふさがる、壁を崩すことができるのであろう

か。 

聖書の核心ともいうべき、愛の教えについて新約聖書のコリント人への手紙

の１３章で、「愛は寛容であり情け深い。」と第一番目に寛容の重要性をあげて

いる。寛容とは、１寛大で人を許し受け入れること。他人の罪過を厳しく責め

ないこと２異端的な少数意見にも発表の自由をみとめ、そうした意見の人を差

別待遇しないこととある。14（広辞苑より）そして、重要なことは、何よりも心

を開いて対話することである。対話とは、英語で Dialogueといい、これは、分

解すれば、Divide＋Logos であり、Logos を分かちあうという意味となる。 

                                                   
13 文鮮明 「平和を愛する世界人として」(創芸社 2011) p. 249-251 
14 前掲 広辞苑 第五版 岩波書店 
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著名な政治学者である ADリンゼイは、その著「民主主義の本質」の中で、民

主主義の源流を１７世紀のピューリタニズムの会衆にもとめ、パトネ－会議で

のクロムエルの次の発言の中に、民主主義の神髄があると考えたのである． 

「たとえ、陸軍中将と兵卒のちがいはあっても、他の人たちからと同様に、あ

の兵士からも学び聞こうという心構えでした。神は討議に出席していた人々の

うち誰に話しかけていたかわからないと思ったからです．」15 

今日、宗教間の対立をみると、そこには、いかにして、相手の弱点を追及し攻

撃し、自己の考えや、もしくは、自己の所属する団体を正当化し、勢力範囲を

拡張するかに躍起になっているようみえる。そこには、聖書のいう愛の精神は

見られない。 

どんな相手にせよ、対話を通して働く神の言葉に耳を傾けることこそ、重要

であり、このような対話を真摯に続ける中でこそ、和解がなされてきたことを

宗教史は教えてくれる。 

「宗教は、すでに数千年の間、全世界の多くの民族と連合して大きくなってき

たので、文化的垣根が非常に高く、それを崩してしまうことはとても大変なこ

とです。それぞれ異なる宗教が高い壁の中で、自分だけが正しいと主張しなが

ら数千年を経てきました。時には、勢力を広げようと、他の宗教と対立して争

うこともありました。神のみ旨でもないことに、神の名を掲げたのです。神の

み旨は平和の実現にあります。国家と人種、宗教によって引き裂かれ、互いに

けなしあい、争って血を流す世界は、神の願うものではありません。神の名を

掲げて血を流し、互いに争う私たちは、神を苦しめてばかりいるのです。ずた

ずたに引き裂かれた世界はすべて、人々が自分の富と栄達のために作ったもの

にすぎず、神のみ意にかなうものではありません。神は私にはっきりとそう語

られました。」16 

 

１５１７年、マルティン・ルターが当時のローマ教会に抗議し、「９５カ条の論

題」を打ちつけ、教会が免罪符を大量に販売することなどを批判した宗教改革

から、２０１７年で５００年を迎えることになる。 

すでに、見たように、ルターをはじめとした改革者たちは、ローマカトリック

教会から、異端として糾弾された。しかし、その後、宗教改革の主流派もまた、

再洗礼派などを異端として弾圧した。思えば、この絶え間ない正統性の主張と

異端の弾圧は、キリスト教の歴史そのものということができる。 

しかし、ルーテル世界連盟とバチカンは、宗教改革 500 周年を前に、足かけ 5

                                                   
15 Alexander Dunlop Lindsay, The Essentials of Democracy ( London, Oxford University 

Press, 1929)「民主義の本質」永岡薫訳 p.30 
16 文鮮明（2011）p.250 
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年をかけてまとめられた「対決から交わりへ」（From Conflict to Communion）

と題された歴史的文書を 6 月 17 日に発表した。この文書には、「ルーテル教会

とカトリック教会が 2017 年に共同で行う宗教改革記念」（Lutheran-Catholic 

Common Commemoration of the Reformation in 2017）という副題が付けられて

おり、「一致に関するルーテル＝ローマ・カトリック委員会の報告書」（Report of 

the Lutheran-Roman Catholic Commission on Unity）という形を取っている。 

ここに、示された寛容と和解の精神に基づいた対話の継続こそ、対立と葛藤を

終息させ、一つにする道である。正統か異端かは、最終的には歴史を通して、

神によって、決定されるものであり、自己の立場を正統とし、他を異端とみな

し、排斥する態度は真の宗教の行く道ではない。 如何なる宗教であれ、このよ

うな愛と寛容と対話の精神に立脚してこそ、２１世紀を主導する正統なる宗教 

となるであろう。 


