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キリスト教学研究室紀要 
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前期 P. ティリッヒの啓示論 

平出 貴大 

 

はじめに 

 本論文は前期 P. ティリッヒの啓示論を主題としている。「啓示」はおそらくいかなる

キリスト教神学者にとっても重要な問題であり、啓示をどのように理解しているかという

ことは神学者の体系全体に強く影響するものであるように思われる。それはティリッヒに

とっても例外ではない。ティリッヒが啓示論をまとまった形で展開するのは 1920 年代の

中頃からと見ることができるが１、この時期は宗教哲学や神学（教義学）の体系構想を行

っている時期であり、この体系の重要な位置を啓示論は担っているのである。それゆえテ

ィリッヒの特徴的な啓示理解を明らかにすることは彼の神についての考え方、キリスト教

についての考え方を理解する助けとなるだろう。 

 本論文は以下の手順で行われる。まず啓示論を理解する準備として、啓示論を構成する

基本的な宗教哲学的な枠組み・概念を確認する（第一章）。次に第一章で確認された基礎

概念を踏まえつつ、『教義学講義』(1925-1927)のプロレゴメナの議論からティリッヒの

啓示論の解明を行う（第二章）。 

 

1. 啓示論の諸前提：宗教哲学の理論的基礎構築 

1.1. 前期ティリッヒの問題意識 

 ティリッヒの関心が常に「キリスト教のメッセージ」と「時代状況」という両者の関係

に向けられていたことはよく知られている。つまりキリスト教のメッセージをもはや受け

取ることができなくなった現代人に再びそれを伝えるという弁証的試みが彼の生涯の仕事

であったように思われる。ツァールントはティリッヒの思索について次のように述べてい

る。 

 

「今日、神学と教会に向けられる決定的な問いは、どのようにして信仰が現実的なも

のとなり、信仰の使信が人々に対して信ずるに足るものとして語られうるのか、とい

うことである。……そして、まさにこれこそが、パウル・ティリッヒがそれに立ち向

かい、彼の全生涯にわたっての仕事が向けられた問いである」２。 

 

ティリッヒが問題としたのは、近代以降の「世俗化」「深みの次元の喪失」、つまり諸宗

教における「象徴」がもはや現代人にとって理解不能になっているという事態である。そ

のような状況において、「世俗の文化領域」と「宗教的な領域」は完全に分裂・対立して
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しまった。前期ティリッヒの「文化の神学」はこのような分裂・対立を解決することを目

的としている。つまり「宗教と文化」の適切な関係性を叙述することが課題である。そし

て、宗教哲学はこの課題のための理論的基礎として構築されることになるのである。文化

の神学のプログラム構想は広範なものであり、そのすべてをここで扱うことはできない。

そのため我々の目的（宗教と文化の分裂状況の解決への道筋の確認）に従って、ここでは

次の二つのことに焦点をしぼることにしたい。①文化の神学の理論的基礎となる「宗教哲

学と神学」の基本的な関係性の理解、②文化の神学が課題としている「宗教と文化の分裂

状況」の確認とその解決方法、である。 

 

①宗教哲学と神学 

 ティリッヒはまず宗教哲学と神学が属する「文化科学」（Kulturwissenschaft）と「経

験科学」（Erfahrungswissenschaft）を区別し３、「立場」という観点から両者の違いを

述べる。「経験科学においては、立場とは克服されるべきものである」４。例えば、モー

セ五書がモーセの作ではなく、複数の資料によるものであるという判断は経験科学（ここ

では歴史研究）の進歩によって決定されるべきである。現実が正しさの基準であり、ある

立場はその現実に従って正しいか間違っているかのどちらかである。もちろん経験科学の

限界（例えば歴史的資料の不足）から、どの立場が正しいか判断がつかないこともあるだ

ろうが、それは正しいか間違っているかの判断が保留されているに過ぎず、可能性的には

やはり正しいか間違っているかのどちらかなのである。 

 しかし、「文化科学」の立場は正しいか間違っているかの二者択一でははかれない。

「体系的な文化科学においては体系家の立場が事柄それ自体に属しているのである」５。

文化科学の体系家は経験科学のように対象を客観的に観察している訳ではなく、文化発展

の歴史的一契機として参与し、自ら文化創造に関わっているのである。例えばゴシックの

美学とバロックの美学に関して、カトリックの教義学と近代プロテスタントの教義学に関

して、単純にどちらが正しいとか間違っているとかをいうことはできないのである。それ

ゆえ芸術や宗教などの文化理念についての有用な普遍概念（Allgemeinbegriff）を抽象化

によってつくり出すことは不可能である。具体的な立場を捨象することによっては芸術や

宗教は理解できないのである。よって、文化科学の普遍概念は「隠された規範概念」

（verhüllter Normbegriff）であるとティリッヒは主張する。つまり、精神的な行為が普遍

的なものへ向かうことができるのは、それがある具体的な規範において、つまり普遍的な

ものの個物的な現実化（individuelle Verwirklichung des Allgemeinen）において、普遍的

なものを直観する場合に限られるのである６。さてここで一つ疑問がでてくる。経験科学

の場合、立場は「現実」を基準に正しいか間違っているかを判定できたが、体系的な文化

科学はなんらかの基準をもっているのかという疑問である。ティリッヒは文化科学の体系

家のある立場の表明が「単なる個人の思いつき」であるか「一つの創造」であるかによっ

て基準を設けているように思われる。ティリッヒは文化科学の体系家が行う「規範形成」
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が「創造」であるというとき、その体系家が属するサークルやそのサークルが有している

固有の精神性、さらにその精神性を生み出した過去の創造物（歴史的伝統）を指摘する。

それゆえティリッヒは、ある立場が真に創造的であるならば、「最も個人的な立場でさえ

も、客観的精神の土壌の中に、すなわちあらゆる文化創造物の母体の中に、固く根を下ろ

している」７と主張するのである。この意味で文化科学の体系家の創造的行為は彼の属す

る共同体やその共同体の歴史性に規定されている。つまり、その体系家の主張する「具体

的立場」は、一方で客観的精神の土壌（共同体の伝統）から普遍的なものを取り出してく

るが、他方でそれが具体的立場表明である以上、彼自身のもつ具体的精神性の歴史状況に

固有の具体的限界を有している、というわけである。ティリッヒはこの二重性の豊かな総

合のことを「創造」という言葉で呼んでいる。「その具体的な立場は創造的自己措定にお

いて普遍的形式と具体的内容との独得無比の新しい総合を生み出す」８。 

 さて以上の議論から三つの学問的な方向性が読み取られうる。つまり文化全体の普遍的

形式、アプリオリをめざす「文化哲学」、その普遍的形式から豊かな具体性を通り独自の

個人的立場へと至るプロセスに正当性を与える「歴史哲学」、具体的立場を体系的表現へ

ともたらす「規範的文化科学」である。この三者は『諸学の体系』（1923）や『宗教哲

学』（1925）において、学問論や意味理論の構築に伴って「意味原理論（哲学）・意味

素材論（精神史）・意味規範論（体系論）」として、より詳細に規定されることになる

が、骨子は変わってはいない。ティリッヒによると、この三者はあらゆる文化科学（精神

科学）において適応される。例えば、芸術においては「芸術哲学・芸術の精神史・規範美

学」となるし、法については「法哲学・法の精神史・規範的法論」となる。同様に宗教に

関しても「宗教哲学・宗教の精神史・規範的宗教学（神学）」が成り立つことになる。こ

こで宗教哲学と神学そして宗教の精神史の三者を明確に定式化すれば次のようになる。 

 

「宗教哲学は宗教的機能と宗教的カテゴリーに関する理論である。神学は宗教概念の

具体的実現に関する規範的体系的叙述である。両者の間には宗教の精神史がある。宗

教の精神史は宗教史における宗教概念の個々の実現を批判的に把握し、独自の体系的

解決へと導く」９。 

  

それゆえ宗教哲学と神学は宗教の精神史を媒介として「永続的な相互作用の関係」にある

とされ、相互に分離不可能である。神学が宗教哲学によって方向を示されるだけでなく、

宗教哲学も神学によって方向を示される。両者の相違は「作業方向の相違」である。 

 

「哲学は、そこからあらゆる現象が理解され、あらゆる具体的な規範がその被制約性

において洞察されるような、普遍的なもの（Allgemeine）に向かう。………体系論

は、そこからそれ以外のすべての規範が否定され、自らの体系が実践的・規範的な意

義を得るような、普遍妥当的なもの（Allgemeingültige）に向かう」１０。 
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つまり、一方で宗教哲学は宗教の精神史の助けを借りながら、過去の偉大な精神的創造物

から宗教の普遍的な形式を得ようとし、他方で神学は宗教哲学の得ようとしている宗教の

普遍的形式をその普遍的形式に妥当する形で具体的・体系的表現へもたらそうとするので

ある。それゆえ「神学の課題とは、具体的立場から出発して宗教哲学的カテゴリーに根拠

を置きつつ、しかもその独自の立場を、信仰告白の立場、さらに一般宗教史および精神史

一般の立場に関連づけつつ、規範的宗教体系を構築することである」１１。以上で宗教に

関する文化科学（精神科学）の内容（宗教哲学・宗教の精神史・神学）を説明し終えた。

しかしまだなお問題が残っているように思われる。確かに宗教学（宗教哲学・宗教の精神

史・神学）は学問である以上、文化科学（精神科学）の枠組みでそれを捉えることを許容

することができるとしても、「宗教」は他の文化科学における諸領域（例えば先に挙げた

芸術や法など）と並び立つような「一つの領域」なのであろうか。ティリッヒはこの問題

に自覚的である。なぜなら彼はこの一連の議論を行った後、「宗教と文化」の関係性を論

じているからである。 

 

②宗教と文化の分裂状況とその解決 

 ティリッヒは「宗教と文化」の分裂状況を説明するに際して「哲学的倫理学と神学的倫

理学」の関係性を具体的なレベルで問うところからはじめる。「哲学的倫理学」は道徳的

なものの本質を扱うものであり、規範に関わるものではない。そのため上記の文化科学の

三つの方向性によれば哲学的倫理学は「道徳哲学」であり、規範を扱うものが規範的倫理

学である。それでは規範的倫理学が「神学的倫理学」と一致するということになるだろう

か。確かに規範的倫理学を必要とする場が教会である限りにおいては、神学的倫理学と規

範的倫理学は一致するだろう。「道徳的生は事実具体的になる必要があり、倫理学にも一

つの立場が必要であるが、それは個人の立場であるにとどまらず、歴史的連関を伴う具体

的で倫理的な共同体から生じる立場でなければならない。この共同体が教会である」１２

と述べられる場合はその通りである。しかし実際の事情はそれと異なっている。近代以

降、教会は包括的な文化共同体ではなくなってしまったし、倫理だけでなく学問や芸術、

社会生活を牽引し統一する力を失ってしまった。教会は教会外の包括的な文化共同体を承

認しており、そこでは個人の立場は現代の文化共同体一般の立場に根を下ろしている。そ

れゆえ「教会が世俗の文化を原理的に承認している限り、神学的論理学、神学的美学、神

学的社会学が存在しないのと同様に、神学的倫理学も存在しえない」１３。 

 以上は倫理に関する領域における「宗教と文化」の対立であったが、近代以降の教会の

権威の失墜によって、この対立はあらゆる領域において生じている。ティリッヒは「教会

と国家、宗教共同体と社会、芸術と祭儀形式、学問と教義の間の激しい文化的抗争」１４

が近代以降現在に至るまで存在しており解決していないと主張する。学問と並んで教義が

立ち、社会と並んで宗教的共同体が立ち、国家と並んで教会が立ち、それぞれが自らに固
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有の領域を要求することで、「二重の真理、二重の道徳、二重の法」が生じており、人間

の意識の統一性が脅かされているのである。ティリッヒの「文化の神学」の意図は、宗教

概念を拡張することによって、宗教的なものが精神的なもの（文化領域）の全分野に関わ

っていることを示し、宗教と文化の適切な関係を描き出すことである。つまりここでの

「宗教」は文化と対立するような特定の宗教的領域（狭義の宗教）のことではなく、精神

的行為・文化的行為において常に働いているような宗教概念を意味している。それではテ

ィリッヒはどのように宗教概念を規定しているだろうか。 

 

「宗教とは、無制約的なものの経験、つまり端的な虚無の経験に基づく端的な実在の

経験である。存在しているものの空虚さ、価値の空虚さ、人格的生の空虚さが経験さ

れる。この経験が絶対的、徹底的な否定にまで達するところで、この経験は同じよう

に絶対的な実在の経験に、徹底的な肯定に転換する。諸事物に並び立つ、あるいは諸

事物の上にあるような新しい実在が問題になっているのではない。そのようなものは

一段高い秩序に属する一事物に過ぎず、これもまた否定のもとに転落してしまうであ

ろう。そうではなく諸事物に対する肯定であり同時に否定でもあるところの実在が、

諸事物を通して我々に迫ってくるのである。それは一つの存在者でもないし、実体で

もなく、存在者の全体性でもない。それは、神秘主義の定式によれば、超存在者であ

り、無であると同時に端的に存在する何ものかである。しかし、またこの賓辞の『で

ある（ist）』がすでに事態を隠すものとなっている。なぜなら、存在の現実ではな

く、意味の現実が、しかも究極的で最も深く、すべてを揺り動かし、すべてを新たに

建設する、意味の現実が問題になっているからである」１５。 

 

この引用にはティリッヒの宗教哲学的思索のエッセンスが詰まっており、後の『諸学の体

系』（1923）や『宗教哲学』（1925）において展開される「意味の形而上学」という枠

組みが暗に示されている。「意味の形而上学」に関しては次節で扱うことになるが、ここ

での引用で重要な点を挙げておくと次のようになるだろう。ティリッヒは宗教を「無制約

的なものの経験」としており、その経験は「肯定と否定」の二重性を有しているというこ

と。無制約的なものは他と並ぶ存在者や存在者を超える存在者あるいは存在者の全体性と

して捉えられるものではなく、「意味の現実」において我々に迫ってくるものとして捉え

られるということ。さらに我々の研究にとって重要なのは啓示を論じる際に登場するキー

ワードを思い出させる「揺り動かし」や「新たな建設」という語が登場していることであ

る。啓示論そのものは 1920 年代中頃以降に本格的に取り上げられるものの、すでに

1919 年の時点でそれに該当するものを確認できる。ともかく、このように宗教の基本経

験の本質を規定することで、ティリッヒはあらゆる文化行為の根底に宗教的な働きを見い

だすのである。あらゆる宗教的行為は文化的に構成されることによって実現し、あらゆる

文化形態はその根底において宗教的であることを示すことがここでのティリッヒの意図で
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ある。ティリッヒの『宗教哲学』の課題はこの問題に理論的な基礎を与えることであるよ

うに思われる。もちろん「文化の神学」はそれを基礎とした更に先に進んだ課題、つまり

宗教と文化の適切な関係を描き出すという課題、を持っているが、ここでは「宗教哲学」

へと視点を移し、その文化神学の理論的基礎となる部分を考察したい。 

 

1.2. 意味の形而上学 

 ティリッヒは「文化の神学の理念について」の後、『諸学の体系』(1923)、『教会と文

化』(1924)、『宗教哲学』(1925)と進み、宗教哲学の理論的構築を行った。「意味の形而

上学」はその理論的構築の基礎を成しているといえる。本来であれば「意味の形而上学」

は『諸学の体系』や『宗教哲学』における「精神」や「意味」などの基礎概念や思想史的

連関についての詳細な分析を必要とするが、ここでは啓示論を理解するための枠組みを得

るという観点からその主題に関係する範囲で説明を行いたい。 

 ティリッヒはあらゆる精神的行為（学問的・芸術的行為、法的・共同体的行為）を意味

行為として規定している。「精神は常に意味遂行であり、精神において考えられるのは意

味連関である」１６。このような理解からティリッヒは意味遂行における「意味意識」の

分析を行うことによって、意味意識の根底に人間精神の形而上学的態度を発見するに至

る。ティリッヒはまず意味意識に含まれる三つの構成契機を次のように指摘する。 

 

①意味連関の意識、意味連関に含まれる個々の意味についての意識 

②意味連関と個々の意味の有意味性（Sinnhaftigkeit）の意識、あらゆる個々の意味

に現前する無制約的な意味についての意識 

③無制約的な意味を成就せよという要求の意識 

 

ティリッヒは「単なる生物学的、心理学的、社会学的なものの直接性を超える生はすべ

て、意味遂行における生であり」「我々の論理的、美的、法的、社会的な行為にはすべて

意味への関係が含まれている」１７としており、ここで彼は意味遂行において我々が「生

の意味一般への信仰」を持っていることを指摘しようとする。つまり、我々は意味遂行に

おいて「全体の有意味性」や「あらゆる可能な意味遂行の統一性」を暗に前提としている

ということである。このことが意味意識の第一契機と第二契機の説明となる。第一の契機

は「意味連関の意識」である。この意味連関の中に個々の意味が位置していて、それらは

この意味連関の成立によって「全体性」を形作っている。この全体性は客観的にいえば

「世界」であり、主観的にいえば「文化」のことである。しかし、意味連関の全体性は意

味の究極的な根拠ではない。それゆえ意味連関は第二の契機を伴う。つまり「意味連関と

個々の意味の有意味性の意識」、「あらゆる個々の意味に現前している無制約的な意味の

意識」である。この第二契機がなければ意味連関の全体性が無意味となってしまうだろ

う。我々は精神的・文化的行為において単に意味連関の形成を行っているのではなく、そ
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のような意味行為においてその意味連関の有意味性が現前しており、意味連関の有意味性

を実現するように要求されているからこそ、世界に対して創造的に働きかけることができ

るのである。それゆえこの意味連関において働く「意味の無制約性（無制約的な意味）」

は、意味連関を支え個々の意味が無意味性の深淵において消滅するのを防ぐという意味

で、「意味の根拠」（Sinngrund）である。しかしこの「無制約的な意味（意味の根

拠）」は何らかの意味行為においてそれ自体として捉えられるものではない。つまり「無

制約的な意味（意味の根拠）」はあらゆる個々の意味に対して超越的（transzendent）で

ある。それゆえ「我々は無制約的なものについて『意味の根拠』（Sinngrund）とも『意

味の深淵』（Sinnabgrund）とも呼ぶことができる」１８。ここでティリッヒが「意味の根

拠」を「意味の深淵」とも呼ぶのは、意味連関（意味世界）が意味の根拠に対してある種

の具体性を伴うことによる限定性を有しているからである。意味の根拠は決して意味連関

（意味世界）の中で汲み尽くされないのであって、また意味連関（意味世界）は意味の根

拠の表現として多様に表現されうるのである（別の意味世界の構築も可能であった）。つ

まりこの意味連関に対する根拠でありつつも（＝肯定性）、ある種の否定性（意味連関が

恣意的であるという否定性）を有する両義的性格が「深淵」として表されているのであ

る。それゆえ「意味の根拠」と「意味の深淵」はともに同じ事柄を指しているが、この両

義的性格を意図するときには特に「深淵」という表現が選ばれていると思われる。 

 ティリッヒはこのような意味意識の分析から、個々の意味と意味連関を「意味の形式」

（Sinnform）と名付け、意味の「根拠」であり「深淵」であるものを「意味の内実」

（Sinngehalt）と名付ける。ティリッヒのこのような規定の背後には「無制約的なもの」

（Unbedingte）と「制約されたもの」（Bedingte）との間の関係理解があるように思わ

れる。『諸学の体系』（1923）において「形而上学は無制約的なものを捉えようとす

る。しかしそれが捉えられるのは、制約されたものの形式においてのみである。これが形

而上学に深く内在する逆説である」１９と述べられていることがまさにこのことを示して

いる。無制約的な意味は制約された意味連関（個々の意味）において捉えられるが、それ

自体として捉えられるわけではない。そのため無制約的な意味それ自体は意味連関におい

て成就されるべき要求として捉えられるのである。これが第三の契機である（『文化の神

学の理念について』の宗教概念規定における、「無制約的なものの経験」が「肯定と否

定」の二重性を有しているという理解はここで明らかとなった）。 

 以上の意味意識の分析によって「宗教と文化の関係規定」が明確になる。端的にいえば

ティリッヒの「宗教と文化」の相違は「精神の方向性・態度」である。「意識が個々の意

味形式とその統一に向けられている場合には我々は文化と関わり、意識が無制約的な意

味、つまり意味の内実、に向けられている場合には宗教が問題となる。宗教とは無制約的

なものに向かう方向性であり、文化とは制約された形式とその統一に向かう方向性であ

る」２０。これがティリッヒの「宗教と文化の一般的規定」である。ここで重要なのは

「宗教と文化」の区別を精神行為の対象の相違ではなく、精神の方向性（態度）の相違だ
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と規定した点であろう。もし対象領域の相違を問題にするならば、宗教と文化は「並列関

係」において捉えられることになってしまう。宗教は文化と「並んで」（neben）理解さ

れるべきではない。なぜならそれは「無制約的な意味」を制約された意味連関の全体に並

べることだからである。それによって無制約的な意味は制約された意味へと還元されてし

まう。同様に宗教を文化の「上に」（über）考えることもできない。結局のところそれ

は宗教を文化の上に「並列」させることになってしまう。なぜなら「神」をどれほど最上

級の表現を用いて語っても、「世界を超える」という点において「世界」と関わってお

り、宗教はある価値系列の中に組み入れられてしまっているからである。それゆえ結局、

上（über）であろうが横（neben）であろうが「並列」は拒否される。また宗教を「精神

の方向性」と規定したもう一つの重要な点がある。それは宗教を文化と一体化させること

へ の 拒 否 で あ る 。 テ ィ リ ッ ヒ に よ る と 無 制 約 的 意 味 は 「 無 尽 蔵 性 」

（Unerschöpflichkeit）という指標をもっており、一つの世界や文化によって汲み尽くさ

れるものではないのである。宗教を文化の中に完全に組み入れてしまうことは意味の根拠

を平板化し、意味の深淵さを失わせてしまう。こうしてティリッヒは「宗教と文化の関係

性」の二つの理解を拒否した。つまり「並列化」（Neben- oder Überordnen）と「内在

化」（Ineinsetzen）の拒否である。（この理解は第二章で啓示論を展開する際に、「超

自然主義」や「自然主義」の啓示理解の拒否という文脈でまた登場することになる。） 

 ティリッヒの主張は、「あらゆる意味行為において無制約的な意味への無言の信仰が隠

れており、同時にそのような意味根拠が無尽蔵性を有することから、すべての信仰行為は

ただ個々の意味行為においてのみ実現されうる」２１ということであった。ここで「無言

の信仰」という表現がされているのは注目に値する。その言葉によって次のことが示され

ているように思われるからである。つまり、あらゆる意味行為には確かに無制約的な意味

への「無言の信仰」があるが、意味行為においてそれが必ずしも意図的に取り上げられる

わけではないということである。これは「宗教と文化の一般的規定」にもあるように、意

味行為において「制約された形式とその統一」が意図され、その根拠まで至らない可能性

を示している。「文化は文化として実質的に宗教的なのであって、意図的に宗教的なので

はない」２２。ティリッヒはこの点において「文化の自律性」を確保しているのである。

この個々の意味形式とその統一を通してその無制約的な意味根拠へと意識が向かったとき

はじめて「宗教」が現れるのである。それゆえ文化と宗教は意味統一に向かう共通の方向

性を持っているが、宗教はさらにそこを通り超えて無制約的な意味内実の把握へと向けら

れているのである。「第一の態度［文化的態度］は個々の意味と、世界の全体的意味の中

での個々の意味の成就へと向かい、第二の態度［宗教的態度］においては個々の意味は単

に無制約的意味の媒介物、象徴、容器にすぎない。すべての理論的・実践的な意味成就は

この無制約的な意味のみを志向する」２３。このような理解から「文化は宗教の表現形式

であり、宗教は文化の内実である」という有名な「宗教と文化の関係規定」が定式化され
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るのである。以上が「宗教と文化の分裂状況」の解決の理論的基礎である「意味の形而上

学」とそれによって可能となった「宗教と文化の適切な関係性」の説明である。 

 

1.3. 啓示論への移行 

 上記によって「宗教と文化の分裂状況」は「宗教と文化の適切な関係性」へと理論的に

は解決された。ここで重要なのは分裂状況における「宗教と文化」（これを B と呼ぶこ

とにする）と適切な関係性における「宗教と文化」（これを A と呼ぶことにする）は異

なるレベルで規定されているということである。前者（B）において語られていたのは、

世俗文化の自律によって「制度化された宗教」との間に摩擦が生じるという、いわば広い

意味での文化領域における世俗文化と制度化された宗教との対立であった。それに対し、

後者（A）においては、宗教と文化は精神の態度・方向性として規定されている。つまり

「意味連関における個々の意味の成就へと向かう方向性としての文化」と「その文化の根

拠となっている無制約的な意味内実に向かう方向性としての宗教」という関係である。

「宗教と文化」の本質的連関性を回復させることで、「宗教と文化の分裂状況」は克服さ

れるのである。 

 そもそもなぜ宗教と文化の対立（B）が起こったのか、ということをこの意味の形而上

学の枠組み内で考えるならば、それは元来適切な関係性を有していた宗教と文化（A）に

おいて、精神の方向性の違いを忘却してしまったことによって引き起こされたのだと答え

られるだろう。宗教的態度は意味連関における「個々の意味は単に無制約的意味の媒介

物、象徴、容器にすぎない」（＝象徴）とするが、しかしそれは容易に文化的領域へと引

き込まれるのである。象徴が象徴でなくなったとき（象徴の死）、それは単に理解不能な

ものになってしまう。そのようにして世俗的文化領域に取り込まれた宗教は宗教としての

力を失うのである。 

 このように理解するならば事態は「A→世俗化→B」という過程で示すことができる。

さて、問題は B の後どのように A に至るのかということである。ここにおいて「啓示」

が登場する。B における意味世界はいわば有限な領域に留まった世界であり、意味根拠と

の関係性（『教義学』において「生の連関」と呼ばれる）を失った世界であるが、啓示に

おいて再びその関係性が構築されるのである。啓示は「意味形式を通した無制約的な意味

内実の突破」である。あるいはより端的に「啓示は無制約的なものの制約されたものへの

突破である」。B における意味世界は啓示によって A2 の意味世界へと転換するのであ

る。それゆえ「……啓示→A→世俗化（生の連関の断絶）→B→啓示（突破）→A2→世俗

化→B2……」という過程を描くことができる。この過程はティリッヒのいうところの精

神史の構造である。この過程の図式は理論的な考察から得られたものであり、現実の複雑

さからすれば必ずしも厳密に当てはまるようなものではないかもしれないが、ここで理解

された重要な点は啓示というものがあらゆる文化行為や宗教行為の創造的根源となってい

るということである。ティリッヒはこの点について次のように述べている。 
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「啓示は、神的なものが宗教としてではなく宗教の止揚として、また文化と宗教の対

立の止揚として突破するところには、至る所に存在している。しかしそれは、ある全

く新しい現実が措定されるが、しかもそれと同時に決して措定され得ないものとして

約束されるところで起こる。このような諸啓示と諸突破によって宗教と文化、教会と

社会は生きるのである。それらはその対立を止揚するもの、すなわち神的なものによ

って生きるのである」２４。 

 

 以上でもって、啓示のさしあたりの位置づけが示された。次章では『教義学』における

啓示論の具体的な中身を取り扱う。 

 

2. 『教義学講義』(1925-1927)における啓示論 

2.1. 「無制約的に隠れたもの」についての預言者的語り 

 啓示の問題への導入として、啓示を対象とする教義学の叙述スタイルという観点から考

察を始めたい。ティリッヒは教義学を「我々に無制約的に関わるものについての学問的語

り（wissenschaftliche Rede von dem, was uns unbedingt angeht）」２５と規定してい

る。この規定は二つの重要なことを指摘している。一つは、単に「無制約的なものについ

ての学問（Wissenschaft vom Unbedingten）」として規定していないということであ

る。つまり、ここでティリッヒは「無制約的なもの」を我々との関係性から切り離して客

観的に叙述することはできないと主張しているのである。ティリッヒにとって「無制約的

なもの」とは「無制約的な力でもって、自我に迫ってくる何かであり、そこから自我が逃

れることができないような何か」２６である。その意味で我々は我々に関わる限りにおい

ての「無制約的なもの」を捉えようとする（これは第一章で確認した意味の形而上学の枠

組みに従えば「意味形式を通して意味内実を捉えようとする」精神的方向性のことを指

す）。しかしそれならば「我々に無制約的に関わるものについての学問（Wissenschaft 

von dem, was uns unbedingt angeht）」でよいのではないか。しかしティリッヒは「学

問」ではなく「学問的語り」と規定している。これがもう一つの重要な点である。「学問

的語り」に含まれる二つの言葉（「学問的」と「語り」）は何を意味しているのだろう

か。ティリッヒによると「学問」は「形式付与（Formgebende）」を意味しており、

「語り」は「生産的で、預言者的な語り」を意味している。預言者的語りはさらに「そこ

において無制約的な生の連関が現れるような直接的な証言（ Zeugnis）、原産出

（Urproduktion）である」といわれる。つまり、無制約的なものとの関わりを意味連関の

なかで表現する証言が生み出され、それを学問的形式（概念や体系的構成など）に基づい

て創造的な規範形成（創造的措定）へともたらすこと、がここで示されているのである。

もしこのプロセスを時系列的に並べるとするならば「無制約的なものと我々の関わり（生

の連関）→預言者的語り（証言）→学問的語り」となるであろうか。つまり「神に関する
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学問的なものは常にただ間接的でのみあり、それは常にただ非学問的に獲得された発言の

形成である」２７といわれる。 

 「我々に無制約的に関わってくる」ということにはすでに啓示の突破ということが想定

されているわけだが、それに関する原初的な言語化が「預言者的語り」であるということ

が述べられた。それでは「預言者的語り」とはどのような性格のものなのであろうか。テ

ィリッヒは「我々に無制約的に関わるものについてのあらゆる語りは我々における無制約

的なものの知らせに基づいている」２８と述べ、この無制約的なものの知らせに基づく語

りを「預言者的語り」として規定している。それゆえこの「預言者的語り」は哲学と宗教

におけるあらゆる神についての語りの基礎となるものである。ティリッヒによると「預言

者的語り」は預言者の反省的思索に基づくものではない。つまりそれは何かの原理から演

繹したり、推論したりするものではないし、なんらかの経験・観察から導き出したもので

はない。そのような反省的思索は制約されたものに関しては有効であるが、無制約的なも

のに関しては役に立たない。なぜなら、反省的思索は時代的な制約を常に受けるものであ

り、後に変更されることがあり得るからである。真正の宗教的な語りは我々を超えた抵抗

しがたい力によって圧倒される存在の経験から生じるのである。預言者は自身の圧倒され

る存在の経験を「証言」という形で「語る」のである。このような意味で「預言者的な語

り」と「反省的思索」は対比的に理解できる。「預言者的語り」は自己自身のうちにその

語りの由来を持たず、外部から与えられるものだが、「反省的思索」は自己自身の反省作

業にその由来を持っている。この対比構造はティリッヒが啓示を「無制約的に隠れたも

の」と主張することと関係している。 

 啓示は言葉の意味からいって隠れたものが明らかになることである。しかし、隠れたも

のが明らかになることがすべて「啓示」と呼ばれるわけではない(もちろん比喩的に使わ

れる場合もあるが)。ティリッヒは「本質的に隠れたもの」と「暫定的に隠れたもの」と

を区別している。「暫定的に隠れたもの」については科学の進歩などを考えてみればわか

りやすい。例えば、我々の知覚には限界があるが、顕微鏡が発明されることで、微小の世

界を知覚することができるようになった。つまりこの微小の世界は我々の認識にとって暫

定的に隠れていたのである。「本質的に隠れたもの」「無制約的に隠れたもの」はこのよ

うに暫定的に隠れたものではない。それは我々の認識にとって明らかになりえないもので

ある。なぜなら我々の認識は制約されたものによって構成される関係性の網の目のなかで

何かを捉えているのであり、その中で捉えられる以上、それは無制約的なものでありえな

いからである。その意味で「啓示」は我々のそのような認識にとって「本質的に隠れたも

の」であり続けるのである。 

 しかし、もし無制約的なものが我々に本質的に隠れているのならば、いかに我々はそれ

について語ることができるのであろうか。この問いに対してティリッヒは次のように答え

る。「無制約的に隠れたものは無制約的に遠いものであるだけでなく、無制約的に近いも

のである」 ２９ 。確かに、何ものも我々に関わることができないならば、それは我々と本
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質的な結びつきを持っていないし、関与もしていないことになる。神が単に隠れていて、

我々との本質的結びつきを持っていないならば、神は「我々に無制約的に関わるもの」に

はならないだろう。ここで言われていることは「啓示相関」３０に関わる。啓示は常に

「捉えられること」と「捉えること」との相互関係に基づいているのであって、啓示は必

ず「誰かに対して」存在するものである。そこには神と我々との本質的な結びつき、近さ

が存在している、ということになる。ティリッヒは啓示のこの実存的側面を、我々に対す

る無制約的なものの知らせが常に「我々において」(an uns)の知らせであることを強調す

ることで示している。啓示は我々と切り離された単なる神についてのメッセージではな

く、実存的に受け取られる無制約的なものとの出会いとして述べられ、それゆえティリッ

ヒは啓示の抽象化を否定している。このようにティリッヒは無制約的なもの(神)と我々と

の関係性を「遠さ」と「近さ」の二重性において捉える。無制約的なもの(神)が我々に対

して無制約的に隠れている限りにおいて、我々は神について直接的に語ることはできな

い。一方で無制約的なもの(神)が我々に無制約的に関わる限りにおいて、神について語る

ことは我々に要求された義務である。この二重性の困難を解決する道がティリッヒにとっ

ては「象徴」である。「啓示はその概念によると間接的である。啓示は事柄それ自体では

ない何かにおいて表現される。もしそれが事柄それ自体であるならば、隠れたものは啓示

におけるその隠れているという性格を失ってしまうことになる」。「我々の言葉はすべて

その対象をこの世界の中へと組み入れてしまうのだから、無制約的なものは第一に言葉で

表すことができないものである。もしその言葉で表現できないものが表現されるとすれ

ば、その表現はただ間接的な言葉においてのみあり得る。つまりそれはただ象徴において

のみ生じる」 ３１。「象徴的語り」のみが神について語ることを可能にするのである。さ

らに言えば上記の二重性を保ったままそれが可能になるのである。以上によって「預言者

的語り」は「象徴的語り」という性格をもつことが明らかになった。 

 さてこの節の頭に述べたプロセスに従えば「預言者的語り」は最終的に「学問的語り」

に到達しなければならなかったが、ここからが教義学の課題となる。つまり教義学は啓示

の諸象徴の意味連関を解明し、その意味連関の叙述を行わねばならない。そしてその際、

啓示の諸象徴がその意味連関の中において間接的に働いているということを証明しなけれ

ばならない。教義学は「学問性の保持」と「預言者的語りという間接的語りの性格の保

持」という二重の課題を持っていることになる。 

 

2.2. 「揺り動かし」と「方向転換」としての啓示 

 ここまでの議論において啓示はさしあたり「無制約的なものの制約されたものへの突

破」であると述べてきたが、ここにおいて詳細に突破の内容が明らかにされる。ティリッ

ヒの規定は次のようなものである。 
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「啓示は無制約的なものの制約されたものへの突破である。啓示は制約された諸形式

の実現や破壊ではなく、揺り動かしと方向転換である」３２。 

 

ティリッヒによると啓示とは、そこにおいて「自己の内に留まる有限性の体系」、「制約

された諸形式の領域」が突破され、無制約的に隠れたものが「本質的に隠れている」とい

う性格を失うことなく明らかになることである。ここで問題となるのは、その突破がどの

ようにして起こるのかということである。ティリッヒはこの啓示の突破の「どのように」

についての考察によって、啓示に関するキリスト教神学の二つの方向性に対して批判を行

っている。上記の引用はその二つの方向性への批判（「実現」や「破壊」ではない）と自

身の立場の表明（「揺り動かし」と「方向転換」）の要約となっている。まずはティリッ

ヒが批判する立場について見ていく。 

 ティリッヒが批判する第一の方向性は「観念論」（19 世紀）の啓示理解である。ティ

リッヒによると、観念論において啓示は有限な精神のプロセスの発展として、自然や歴史

における神の自己展開として解釈される（＝「自然的啓示」）。例えばヘーゲルを例にと

っても、世界は時間と空間における自然や歴史や人間を通じての神的本質の自己実現のプ

ロセスと見なされている。このように啓示を捉える「観念論」が最終的に示すのは「啓示

が特殊的なものにおける普遍的なものの開示である」ということである。確かにヘーゲル

は、神的本質が時間と空間において現実化する際、その本質が実現すると同時に疎外され

るという矛盾を洞察していたかもしれない。またその矛盾を承知した上で「あらゆる現実

は理性的である」と述べたかもしれないが、ティリッヒによれば「観念論はしかしそれで

もってあらゆる実際のものを意味しているのではなく、ただ経験的なものの否定の痛みを

通して把握される本質的なもの、普遍的なものを意味している」３３。ある人はなんらか

の偉大な歴史的プロセスにおいてその個別性を失わない限りにおいて、啓示の突破（本質

の開示）を経験する。しかしそのように過度に排他的に「普遍的なもの」に注目する啓示

理解は具体的実存を無視することになり、そのような啓示の突破は真の突破ではないとテ

ィリッヒは論じる。「我々に無制約的に関わるもの」は常に具体的なものにおいて我々に

迫ってくるものでなければならない。「普遍的なもの」はあまりに単純に抽象的なものに

されうるし、自我によって脇へ置かれうるため、「我々に無制約的に関わるもの」として

の資格を持たないのである。 

 第一の方向（観念論）の問題点（具体的実存の軽視）に対して第二の方向である「超自

然主義」（弁証法神学）の啓示理解が現れる。超自然主義は啓示を「無制約的に実存的な

ものの現実への突破」であるとし、観念論が軽視した実存に注目したという点で評価され

る。ティリッヒは超自然主義の特徴を次のように述べている。 
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「無制約的なものが、制約された形式の体系を突破し、そこにおいて固定された出来

事として指摘できるような、特定の個々の出来事（例えば自然的奇跡、心的奇跡、歴

史的奇跡）において現れるというのが、超自然主義の特徴である」３４。 

 

しかしながらここで問題となるのは超自然主義が啓示を「奇跡」と把握してしまった点で

ある。啓示において「奇跡」と際立たせられた出来事は「有限な形式」（出来事の連関

性）への分類から逃れ、特権的な位置をもつものとして把握されたのである。ティリッヒ

はこの点について確かに意図(有限な形式の突破を保持すること)としては正しいが、その

ための手段(ある出来事をその出来事の連関から外すこと)が間違っているという。啓示は

なんらかの現実において起こるわけだが、その現実は常に有限性の法則と構造に従ってい

る。超自然主義が主張する「超自然的なもの」はその有限性の法則や構造を破壊するとい

う形で（それゆえ「奇跡」と呼ばれる）自然や歴史へと介入するわけである。つまり超自

然主義的啓示理解は啓示において存在の普遍的構造（普遍的なもの、形態、法則）が破壊

されることを前提としているのである。しかし人間がこの普遍的構造の外において何かを

経験するということはありえないのである。この存在の普遍的構造の軽視は結局のところ

実存の破壊である。 

 

「我々を担っている形式の連関において現れないものは、我々にとって本当には現れ

ない、つまりそれは我々に無制約的には関わらない。自然的啓示を破壊する超自然的

啓示は実存へと至らず、矛盾に満ちた概念にとどまる」３５。 

 

 以上ティリッヒが批判する二つの方向性を確認した。ここでの議論は「意味の形而上

学」（第一章第二節）で扱った「宗教と文化の関係性」についての議論と重なっている。

そこでティリッヒは「宗教と文化」（＝「神と世界」）の「内在化」（Ineinsetzen）と

「並列化」（Neben- oder Überordnen）を共に拒絶していたが、神的本質の自己展開を

世界の展開へと「内在化」（一体化）する傾向をもつ「観念論」と、神の異質性を強調し

つつも世界と対立することで神と世界を「並列化」させる「超自然主義」はこれに対応し

ていると言えるだろう。一方で「神と世界の統一」を強調する観念論は十分に実存的次元

を扱うことができず、他方で「神と世界の異質性」を強調すると超自然主義は十分に普遍

的次元を扱うことはできなかった。実際のところ、無制約的なものは実存の普遍的構造

(全くの内在)でもないし、啓示において世界を破壊する超自然的存在(全くの超越)でもな

いのである。ティリッヒはこの両者に対する批判を込めて「啓示は有限な形式の揺り動か

しであり、方向転換である」と述べる。「揺り動かし」が意味するのは超自然主義に対す

る批判である。啓示において有限な形式（意味連関）はそれ自体に留まっていることがで

きなくなり、その根拠（無制約的なもの）への関係性が示唆される。「方向転換」が意味

するのは観念論への批判である。自己に留まっていることができなくなった有限性は無制



 49 

約的なものの方向へと具体的実存的に「転換」する。この「揺り動かし」と「方向転換」

は宗教的に言えば「神の声を前にしてのおそれとおののき」と「その呼び声が意図する回

心」に対応しているであろう。さて以上によって「B の世界→啓示の突破→A2 の世界」

という事態、特に→の部分が明らかになった。「自己に留まっている有限性」という表現

の背後には、近代以降の「自然科学・技術・経済」に支配され「深みの次元」を失った社

会が想定されているが、そのような世俗化した B の世界は揺り動かされ、突破され、無

制約的なものとの関係性を回復し（方向転換）、それによって A2 の世界（転換の具体的

な場）が形成されるのである。 

 本節において啓示の突破の構造（啓示はどのように人間に経験されるのか）が明らかと

なった。第一章で確認したようにティリッヒにとって啓示は文化と宗教の根源的創造性を

担っているものであり、その意味で文化においても啓示は存在するが３６、しかし啓示が

本来的に扱われるのは宗教においてである。確かにある文化が偉大な精神的創造物として

現れるのであるならば、そこには無制約的なものへの「無言の信仰」があるとティリッヒ

は主張する。しかしそこで無制約的なものは意図的に取り上げられているわけではないの

である。それに対して宗教は無制約的なものを意図的に取り上げ、表現にもたらそうとす

る。ここに啓示と宗教の強い結びつきが生じるのである（もちろん宗教は啓示を汲みつく

すことはできないのであるが）。そしてそのような宗教で扱われる啓示は単に独立して存

在するのではなく、その宗教的伝統のなかでの啓示史（啓示の解釈と伝達）として現れ

る。ティリッヒの教義学もそのような伝統に基づくひとつの規範的体系なのである。この

問題に関係して、次節においては啓示が我々にとって救済（の道）となるという問題（宗

教の問題）を取り上げたい。この問題で第一に興味深いのはティリッヒが「無制約的なも

のの突破それ自体」（根本啓示）と「その突破が具体的な道において現れること」（救済

啓示）を区別していることである。 

 

2.3. 根本啓示と救済啓示、完全啓示 

 ティリッヒはあらゆる啓示は根本啓示でもあり救済啓示でもあると主張するものの両者

の抽象的区別行っている。ここで抽象的と言われるのは、啓示の出来事から「不変的要

素」 (konstantes)と「可変的要素」(variables)を抽象的に分離するからである。 

 

「あらゆる啓示は根本啓示でもあり、救済啓示でもある。根本啓示としてそれは無制

約的なものの突破そのものであり、救済啓示としてそれは特定の道における無制約的

なものの突破である」３７。 

 

あらゆる啓示は無制約的なものの突破であるが、そのような突破は一般的に(überhaupt)

あるのではなく、特定の突破としてある。つまりそれはある特定の時間と場所をもつ啓示

であり、何らかの具体的形式における無制約的なものの現れとなるような啓示である。こ
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の逆説的見解は、「我々に無制約的に関わるもの」が啓示であるとするティリッヒの理解

から導き出されている。「一般的なもの」は我々に無制約的に関わるものではない。我々

に不可避に迫ってくるものは、具体的なもの、特定のものとして我々に迫ってくるのであ

る。一般的な啓示の揺り動かしは「感情の動き」に過ぎないであろうし、一般的な啓示の

方向転換は漠然とした「憧れ」に過ぎないだろう。さらにそのような純粋な形式的啓示は

象徴的性格を持っていないだろう。なぜなら象徴は常に具体的であるからである。ティリ

ッヒにおいて、無制約的なものは「間接的語り」においてのみ語られるのである。それゆ

え「我々に無制約的に関わるものの啓示は特定の啓示である」。この「特定なもの」

(Bestimmte)はどのように特徴づけられるのか。ティリッヒによるとその答えは「我々に

無制約的に関わるもの」である啓示の性格にあるという。つまり、それは我々が何か対象

的なものとして理解できるものではなく、我々がそれによって捉えられるときに我々を深

みにおいて、生の根源において捉えるものである。この点がまさに「無制約的なものによ

って我々の存在が担われていること」と我々が呼ぶものであり、無制約的で永遠の意味に

おいて我々にとって存在と非存在が問題となる点である。ここにおいて我々はその徹底性

において「意味の根拠」に直面するのである。これはあらゆる活動性(思考や認識)に先立

つような創造的根拠とその深み（意味の深淵）の出現である。ティリッヒが「無制約的な

ものの突破そのもの」(根本啓示)というのはこの点について述べているのである。そして

この根本啓示はあらゆる啓示が持つ「不変的要素」である。そして今やこの点は具体的に

啓示において捉えられ、ある方向性において我々に無制約的に関わるものへと方向転換が

起こる。ティリッヒはこのことを「救済」であると述べる。 

 

「我々を担うものの我々の現実への突破は、我々の現実の我々を担うものへのある具

体的な方向転換を含んでおり、我々の救済と我々の救済の道を含んでいる。というの

も救済は、我々に無制約的に関わるものが同時に我々の存在が依存しているものであ

り、(もし我々がそれを我々に迫って来るようにさせるなら)我々に永遠の存在と救済

を与えるものであるということのための表現であるからである」３８。 

 

つまり救済は我々に無制約的に関わるものが我々の存在の担い手であるということに気づ

くことであり、それは具体的な道において生じるのである(救済啓示)。「啓示は救済啓示

であり、それが具体的である限りにおいて、救済の道の啓示である」 ３９ 。特定の道をと

るという意味において啓示は「可変的要素」を持っている。この「道」という像は啓示の

突破の揺り動かしと方向転換が、特定のもの、具体的なものでなければならないことを示

している。ティリッヒによると、確かに、偉大で独創的な諸突破に一致するいくつかの主

要な道は存在するが、それらの道において、それらの道に関して無数の道が存在してお

り、「誰も他の人の道の兄弟(Weg-Bruder)ではありえない」ということが何らかの仕方

で正しいとされる。というのも道は私に無制約的に関わらねばならないし、私の具体性へ
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と侵入しなければならないからである。ここで無数の道という点から啓示の「可変性」が

強調されることによって、いくつかの疑問がでてくる。例えば諸宗教の歴史の問題であ

る。ティリッヒは他の諸宗教における様々な救済の道をどのように評価するのであろう

か。それらの救済の道はすべて等しい妥当性があるのか、それとも、何らかの仕方で誤っ

ており啓示の性格を失っていると言えるのか。この疑問に対する解答は次の命題にあるよ

うに思われる。 

 

「ある啓示は、もしそれが啓示として自己自身において固執し留まり、そこにおいて

突破してくる無制約的なものを指示することを見失うならば、デモーニッシュにな

る。ある啓示は、もしそれが自己自身を有限な出来事として指示し、突破の揺り動か

しを失うならば、世俗的になる」４０。 

 

ある特定の道は単にその無限な根拠について語るだけでなく、それ自身についても語る。

この自己言及性のために、あらゆる救済啓示はデモーニッシュなものへの可能性を有して

いる。例えばキリスト教において、「子」は彼自身を超えて彼より偉大である「父」に話

しかけるが、その場合、子は無制約的なものへと通じる救済の道である。しかし、それに

もかかわらず子は「私が道である」ということができる。ここには「神的なものとデモー

ニッシュなものの無限に微かな境界がある」とティリッヒは述べる。つまり、もし子が彼

自身において道であるなら、彼はデーモンであるし、もし子が自身を通して父を指し示し

ているなら（「私は父へといたる道である」）、彼は真正の子である。これはあらゆる救

済啓示の内的両義性の一つの例である。無制約的な根拠を語るために自身に固執してしま

った救済啓示がデモーニッシュなものになるのである。ここで重要なのはティリッヒが神

的なものとデモーニッシュなものとの関係を完全な対立と捉えていないことである。「デ

モーニッシュなものの前提が啓示なのである」。その意味でデモーニッシュなものも啓示

の突破との根本的繋がりを保っている。ティリッヒはこの観点から、古代教会が異教の宗

教をデモーニッシュなものと呼び、キリストにおいて完全に現れた神のロゴスが異教にお

いてはいまだ不完全に現れていると理解したのは適切だと論じている。またティリッヒは

「啓示のデーモン化」の一方で、「啓示の世俗化」についても言及している。世俗化の可

能性は「有限な形式やその連関性が自己の内に留まること（In-Sich-Ruhen）」にあると

いわれる。「世俗的なもの」はいかなる有限なものも無制約性の要求でもって有限的な連

関から歩みでてはならないと主張する点でデモーニッシュなものに対して正当性をもって

いるが、その有限な連関を担っている根拠から顔を背ける点で「突破による揺り動かし」

に対して不当である。ティリッヒの論点として興味深いのは世俗的なものにも一定の評価

を与えることである。つまりなんらかのものが無制約的に持ち上がってきた有限性として

世俗的な連関へと帰せられるならば、それは一つの宗教的行為であって、あらゆる世俗化

の最初の内的目的は個々の啓示を孤立化から引き離し、統一のある形式連関へと組み入れ
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ることであると、ティリッヒは評価する。もちろんこのことは世俗化の最初の目的（動

機）という意味でそうなのであり、世俗化は次第に最初の目標を忘れ、神的な根拠を表現

しなくなるのである。その意味で「デーモン化は啓示の始まりであり、世俗化は啓示の終

わりである」といえる。ティリッヒは啓示史をこのようなデーモン化と世俗化との連続的

な歩みとして見ている。 

 このような議論を経て、ティリッヒは最終的に完全な啓示とはどのようなものなのかと

いう議論に入る。 

 

「ある啓示は、もしその救済の道があらゆる救済の道の揺り動かしを含んでいるなら

ば、完全である（絶対的宗教の命題）」４１。 

 

ティリッヒによるとある啓示が完全であるか不完全であるかというのは、それが啓示であ

るか啓示でないかということを意味しているわけではない。そうではなく啓示が完全であ

るかどうかの基準はその啓示（救済の道）がデーモン化に抵抗するかどうかである。逆に

言えば啓示の不完全性とはその啓示が具体的な救済の道に固執することであり、その固執

によってその救済の道の不十分さが明らかになるのである。しかし、ある啓示（完全啓

示）が他の諸啓示を凌駕しているという客観的基準をその啓示の外に求めることは、他の

諸啓示との比較を可能とし、最終的にその啓示は相対性の中におかれることになる。それ

ゆえティリッヒはある啓示の完全性は純粋に啓示そのもの本質によって根拠づけられると

し、現象形式のより高い価値（Höherwertigkeit）によっては、つまり啓示の外側からは

根拠づけられないとする。 

 この視点からもう一度この命題を見てみると、この命題の定式化にはティリッヒも自覚

しているパラドクスがある。つまり、完全啓示はそれが啓示である以上、具体的な救済の

道でなければならない。なぜなら我々に無制約的に関わるものは具体的でなければならな

いからである。「しかし同時に、その具体性においてその具体的な道を揺り動かす要素、

その具体性においてその道がデーモン化される瞬間にその道を方向転換させる要素、があ

るということが要求される」４２。ティリッヒによると完全啓示もデーモン化に対して開

かれているが、他の不完全な啓示にとってデーモン化が本質的（wesenmäßig）であった

のに対して、完全啓示にとってデーモン化は本質に反する（wesenwidrig）といわれる。

なぜなら完全啓示は事柄それ自体に基づく「デーモン化に対する直接的プロテスト」をも

っているからである。それゆえ先のパラドクスは「具体的な実現と突破し揺り動かすプロ

テストの二重形式」において現れるとされる。それゆえ問題となるのはこのパラドキシカ

ルな二重形式をもつ「象徴」である。単にプロテストのみがあるなら、いかなる啓示も具

体的に我々に現れず、概念にとどまることになるし、反対にプロテストのない具体的な道

はそれがいくら高い価値をもっていてもデモニーや思い上がりに反転してしまうであろう

４３。今やキリスト教（キリスト教神学者であるティリッヒ）が主張するのはこの完全啓
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示がイエス・キリストの生と死と復活（とりわけ十字架の出来事）において起こったとい

うことである。キリストは単なる一つの救済の道ではなく、自分自身を含め他のあらゆる

救済の道の正当性を問い、あらゆる啓示の主張に対して深い疑いをもつ、完全啓示であ

り、他のあらゆる啓示に対して規範的に働くことになるのである。教義学の本質から理論

的に考えれば教義学は必ずしもキリスト教的であるわけではなかったが、キリスト教が完

全啓示を有するというこの点（＝信仰）において教義学はキリスト教と結びつき、キリス

ト教的教義学が成立することになるのである。 

 

おわりに 

 本研究は前期ティリッヒの宗教哲学的・神学的思索を「啓示」という視点から考察して

きた。「啓示」は言わば哲学や神学の神についての語りの源泉であり、そこから始まって

哲学においては宗教の本質やカテゴリーの把握へと向かい、神学においてはそれに基づい

た具体的な規範的体系へと向かう。前期ティリッヒはその二つの問題に取り組んでいたと

言える。我々は第一章では宗教哲学的な問題を扱い、第二章では宗教哲学から神学への移

行の問題を扱った。本研究は必ずしも啓示論全体を網羅しているわけではないが、啓示に

関する基本的理解と前期ティリッヒにおける啓示論の位置づけは示せたように思われる。

しかし今回は神学の具体的規範体系そのものは扱っていない。ティリッヒが啓示の諸象徴

の意味連関（啓示史＝救済史）を具体的にどのように解釈し体系化したのか、これが課題

として残っている。 

                                                  
１ 「啓示」という術語やその語が示す内容上の萌芽について更に初期ティリッヒへと遡る

ことは可能であると思われるが、啓示論として一定の叙述を行ったのは 1925 年前後であ

るといってよいだろう。具体的にテキストを挙げるならば、『義認と懐疑』(1924)、『宗

教哲学』(1925)、『教義学講義』(1925-1927)、『啓示の理念について』(1927)、『啓

示』(1930)などが存在する。 

２ ツァールント著, 新教セミナー訳『20 世紀のプロテスタント神学（下）』, 新教出版社, 

1998年, 166頁. 

３『諸学の体系』（1923）の学問区分の枠組みでいえば、学問は「思惟科学」（数学、論

理学）「存在科学」（物理学、化学、生物学、心理学、社会学、歴史学など）「精神科

学」（学問論、美学、形而上学、宗教学、法学、倫理学など）に分けられた。これに従え

ば、経験科学は存在科学に対応し、文化科学は精神科学に対応する。 

４本研究では、ティリッヒの著作について可能な限り Main Works/ Hauptwerke, De 

Gruyter-Evangelisches Verlagswerk: Berlin/ New York (1987-)（以下 MWと省略）を使用

した。MW の中に収録されてないものなどについては、Ergänzungs- und Nachlaßbände 

zu den Gesammelten Werken von Paul Tillich, De Gruyter- Evangelisches Verlagswerk: 

Berlin/ New York(1971-)（以下 EWと省略）を使用した。 
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離）」を区別していることがわかる。例えばある人は自分の啓示体験を記述するかもしれ

ないが、その書かれたものが啓示そのものと同一ではないということに注意が必要である

（これは聖書と啓示の関係でも同じ）。もちろんその書かれたものを別の誰かが読んで、

新しい啓示相関に入ることは可能であるが。なおティリッヒはこの啓示相関における客観

的なものの深みと主観的なものの深みの結びつきを「顕現（Manifestation）と霊感
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