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Ａ・ヴァリニャーノの適応主義の現代的意義 

 

髙 橋  勝 幸 

                                   

１．はじめに 

本稿の目的は、キリシタン時代にイエズス会日本巡察師として 3 度来日したＡ・ヴァリ

ニャーノ（1539～1606）の取った「適応主義」布教方針が何故に現代的意義を有するかを

問うところにある。このヴァリニャーノの方針は、4 世紀近く経って第二バチカン公会議

（1962～65）によって追認され、教令「キリスト教以外の諸宗教との教会の態度について

の宣言」（南山大学監修『公会議解説叢書 6 歴史に輝く教会』所収、中央出版社、1969 

年）となって「開かれた教会」としての道を歩み出した。 

 地球規模の様々な問題、格差を広げる資本主義経済、グローバル化して危機的な宗教事情

の中で、もはや単独の宗教では諸問題に対処出来ず、現代において「宗教間対話」は自明の

こととなってきた。しかし、公会議から 50 年経っても遅々として「対話」は進んでいない

ように思われる。こうした現実を踏まえて、ヴァリニャーノの取った「適応主義」が、如何 

に進歩的な方策であったか、その先見の眼を再確認したい。 

 現代の宗教危機の中での時代の要請からか、キリスト教的な言葉を使うなら「聖霊の導

き」において現教皇フランシスコが選出された。教皇は第二バチカン公会議を尊重すること

を公言し、「開かれた教会」「諸宗教間対話」路線を推進しようとしている（門脇佳吉訳

「教皇フランシスコ インタビュー」『中央公論』2013年12月発行）。この教皇の目指す

ものとヴァリニャーノの「適応主義」は根底において繋がっている。両者は共に、イグナテ

ィウス・デ・ロヨラ（1491～1556、以後イグナチオと記す）の「霊操」に基づく「霊動弁

別」の方法において同じ精神の内にあった。混迷する世界情勢、危機的な現代の宗教状況に

おいて「霊動弁別」は今「何を成すべきか」と最も必要とされる道を読み取る方策を示して 

いると言える。           

先ず、ヴァリニャーノの「適応主義」についてその概観を見て行きたい。ヴァリニャーノ

の取った「適応主義」布教方針は、異端審問所（現教理省）からトリエント公会議（16 世

紀）の教令に抵触するのではないかと常に疑いの目を向けられていたが、4 世紀近く経って

第二バチカン公会議で追認され、教会刷新に不可欠のものとなってきたことを取り上げた

い 。（ヨゼフ・ムイベルガー『日本における信仰～ヴァリニャーノの「日本のカテキズモ」 
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の倫理神学的展開』サンパウロ、2004 年、pp.385～386）。 

次いで、危機的な時代の要請によって選ばれた現教皇フランシスコが第二バチカン公会議

を尊重することを公言していることを取り上げる（女子パウロ会『月刊あけぼの』連載特集

「第二バチカン公会議から 50 年」2012 年 4 月～2013 年 12 月）。教皇の意向とヴァリニ

ャーノの「適応主義」が現代に生きていることを見て行きたい。第二バチカン公会議におけ

る「諸宗教間の対話宣言」によって、それまでの「教会の外に救いはない」（光延一郎編

『今、日本でカトリックであることとは？』サンパウロ、2009 年、p.418）としてきた教会 

の態度が 180 度方針転換されることになった。 

適応主義の道は、時代・社会を超えて常に示されている「神の意志」を「霊動弁別」によ

って忠実に読み取り、実行して行くものであり、東西の思想対立を超えた「根源的いのち」

の最奥の「場所」にあると言える。この道は、方法を誤らなければすべての人に自由に平等

に開かれた道でもあるが、宇宙全体を支配する法則性・時間制の中にあり、自然の移ろいに

よってのみ普遍性を感じられるが、古今東西において今日までも語り尽くせない神秘の世界

がある。論理的・合理的に二項対立的に見る限り、捉えられない難題となることも事実であ 

る。 

このヴァリニャーノの「適応主義」布教方針が教える方法は、現代に示される「神の意

志」を選定するものであり、「真の自己」に至る道であることを示す事が本稿の目的である。  

「宗教は心霊的事実である」（『西田幾多郎全集』第 11 巻、岩波書店、1965 年、

p.295）とあるように、「心」に起こる事実であるが個々人によって捉え方が異なり、神秘の 

世界は表現することは難しい。 

 

２、ヴァリニャーノの適応主義 

ヴァリニャーノはイタリアに生れ、後期ルネサンスの中心都市北イタリアのヴェネツィア

領のパドヴァ大学で法学を学んだ。1566 年イエズス会入会した後。総会長の名代として巡

察師に任命され、1573 年インドに派遣される。1579 年巡察師として来日、初期日本教会 

を指導した。 

 今日の「宗教間対話」において、他者を心の底から尊重し受け入れることが前提になるが、 

「適応主義」（狭間芳樹「日本及び中国におけるイエズス会の布教方策～ヴァリニャーノの

〈適応主義〉をめぐって」『アジア・キリスト教多元性』第 3 号、2005 年、p.55～、及び 

拙稿「現代の宗教間対話に生きているＡ・ヴァリニャ－ノの「適応主義布教方針」～「根源

的いのち」の霊性を求めて」『アジア・キリスト教多元性』第 10 号、2012 年、p. 37～、

参照）はその根本を捉えている方針であった。ヴァリニャーノはザビエルの目指したものを

踏襲するが、その根本精神はイグナチオの「霊操」における「霊動弁別」にあった。後述す

るこの「霊操」の精神は、禅の「接心」とも修行法においては同じ形式・日課である。この

方法は、時代・社会を超えてあるもので、今日的にも意義深いものを持っている。ヴァリニ
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ャーノの「適応主義」が現教皇フランシスコの改革の精神が目指す方針と変らず、「真理の

道」は同じ「霊操」の「霊動弁別」の基底の中にあることが見えてくる。 

 

①キリシタン時代の日本 

 日本に最初にキリスト教を伝え、東洋の使徒と呼ばれるＦ・ザビエルのローマのイグナチ

オ宛『書簡 70』によると、日本行きを決意したとき「（知識欲に燃える）日本人のあいだ

に私たちイエズス会員が生きているうちに霊的な成果を挙げておけば、彼らは自分たちの力

で〔イエズス会の生命を〕持続してゆけるだろうと思います」とある。さらに「まず国王の

いる〔ミヤコ〕に行き、次に学問が行われている諸大学へ行く決意です」と日本行きの目的

を語る（河野純徳訳『聖フランシスコ・ザビエル全書簡』平凡社、1985 年、p.340。また岸

野久『西洋人の日本発見～ザビエル来日前 日本情報の研究』吉川弘文館、1989 年）。鹿

児島上陸後に送られた長文の日本報告『書簡 90』には、「これまで会った民族の中で最

高」としている。（同上、p.471）。ザビエルの予言通り、鎖国後の日本で 200 年以上も宣

教師（司牧者）不在の中で、「禁教令」にも関わらず潜伏して子孫に「キリシタン信仰」を

伝えてきた事実は残る（浦川和三郎『切支丹の復活』日本カトリック刊行会、1928 年）。 

 ヴァリニャーノはザビエルより遅れること 30 年で、初期のキリシタン教会の立て直しの

ために、イエズス会日本巡察師として来日する。これまでの布教長カブラル（1529～

1609）のようなヨーロッパ絶対の考え方では、ザビエルの残した指示にも反しているし、

日本人には受け入れられず、宣教師の絶対数も足りず、早晩行き詰まることは明白であった。 

ヴァリニャーノは、日本人のイエズス会士養成のために、セミナリオ（神学校）、ノビシ

アード（修練院）、コレジョ（大学）を創設し、自らも教鞭を取った。さらにヨーロッパか

ら派遣されて来る宣教師には日本語と日本文化、生活・習慣を身に付けるべく大村に日本語 

学校を創設し、２年間の修学を義務付けた。 

 宣教師は、宣教国の文化、生活・習慣、言語を尊重して、その国・民族の中に生きている

良いものを取り入れて行く方針が所謂「適応主義」と言われるものである。 

ヴァリニャーノの方針をよく理解した、イエズス会イルマン不干斉・ファビアン（1565

～1621）の『妙貞問答』にも「なつうらの法＝自然法」が説明されているが、「神の法」

は宣教以前からすべての「人の心」に刻まれたものであり、「神の意志」は真理そのもので、

常に人の心に響いている。人間が人間である限りにおいて、無意識にも誰でも「大いなる方

（いのちの源泉）」を感じ取ることが出来る。そこには、古今東西の詩人・歌人の歌にもあ

るように、宗派を超えて、時代・社会を超えて、常に働いて居られる方がいる実感がある。

その「神の意志」を「祈り（瞑想）」によって忠実に読み取り、尊重して行くことが「霊 

操」であり、「適応主義」の基となるものである。 

 

②適応主義について   



アジア・キリスト教・多元性 

136 

適応主義とは、布教地諸国民の人種、言語、民族、文化、社会、道徳、心理、宗教などの

特異性を考慮し、人間性という共通の遺産を反映する各文化の健全で有効かつ優れた価値を

認め、保存し、高めて利用するよう、出来る限り最大の理解を持って宣布することであり、

ヴァリニャーノはザビエルの方針を継承して、適応主義を取っている。 

 ヴァリニャーノは、第一回巡察報告（会議録については、井出勝美『キリシタン思想史研

究序説』ぺりかん社、1995 年に詳述）において「適応主義布教方針」を打ち出し、ローマ

の総会長Ｃ・アクアヴィヴァに同意を求めている（「1583 年 10 月 28 日付、コチン発信、 

アクアヴィヴァ宛の手紙」『日本巡察記』平凡社、1973 年、p.4）。 

 

「それにより、日本での出来事のすべてを知ることができないとしても、少なくとも

ある程度の御理解をいただけるものと念願いたします。ローマにおいて日本の問題が取

り上げられた時に、お耳に入ることを怪しまれないように、それらの問題の解決は、日

本を司牧する人々に委ねられるように（していただきたく）御地の方々がたとえすべて

を御理解下さらないにしても日本にいる人々は優れた方法を行なったのである、と御判 

断下さい」。 

 

即ち、当時のヨーロッパにおけるトリエント公会議の教令は宗教改革への厳しい取締りを

目的としたもので、これを杓子定規に日本に当てはめたのでは、日本の布教はできない。そ

のまま公会議の教令を適用する必要のないことを見て取った。日本に最も相応しい方策を

度々会議を開く中で、取り決めて徹底して行った。従って 16 世紀のトリエント公会議の教

令に抵触することは承知の上で、「日本にいる人々は優れた方法を行なったのである、と御

判断下さい」と、日本という特殊な地域での宣教を「霊操」にもとづく「神の意志」に従っ 

た判断であることを強調している。 

このヴァリニャーノの一言を理解するためには「霊操」第二週第十二日「選定」No.169

～ 189の項とNo. 328 ～ 336「霊の識別の規定」に至る｢方法論｣を知らねばならない。通

称「霊動弁別」と言われるイエズス会士の判断基準であるが、そこに示される｢神の意志」 

は絶対的であり、この正しい判断に従うことが宣教・ケリグマである。 

 ヴァリニャーノを始めとする彼ら宣教師は、この「神の意志」に命を賭けたのである。

「霊操」第一週No.23 ～ 31 「原理と基礎」により、その判断には完全な自由が保障され

ねばならない。あらゆる雑念、偏った心、執着心を除き去り、神と対峙した時に初めて見出

されるものである。ヴァリニャーノの判断基準、「適応主義布教方針」は、実にこの「霊

操」に基づく「霊動弁別」に委ねられていた。同じ「霊操」によって培われた精神であるか 

らこそ、総会長Ｃ・アクアヴィヴァもヴァリニャーノの方針を理解出来たと言える。 

 

３、適応主義の基となるイグナチオの「霊操」 
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 「霊操」の「行」は４週間に及ぶ。禅における大接心も１ヶ月であり類似性はあるが、忙

しい日常を送る者には、「八日間の霊操」と「臘八接心」など休みの間に出来る簡略なもの

が一般的である。ヴァリニャーノの取った「適応主義」も現教皇の「開かれた教会」として

の改革路線も、その根底にはイグナチオの「霊操」に基づく「霊動弁別」の方法において変

らない。この精神は、「不偏心」あるいは「無」において、時代・社会を超えて生きている

「神の意志」そのものを読み取る方法である。即ち、碧巌録に「大死一番絶後再蘇」、また

聖書にも「私パウロはすでに死んだ」（ガラティア書 2 章）とあるように「パラダイムの

転換」「コペルニクス的転回」が必要となる。そこにおいて東西思想の対立を超えたところ 

にある真理（根源的いのち）と言える「霊性」に根差している。 

 

①「霊操」について 

 「霊操」Ejercicio Espirituales とは、1522 年、スペイン・マンレサの洞窟で修行中のイ

グナチオはカルドネル河畔で神からの神秘的な大きな照らしを受ける。「すべてが新しく感

じられ」「別の知性を得たように」感じたイグナチオは、修行のためのまったく新しい指導

書を書き始める。自らの神秘体験を反省し、普遍化して弟子たちに再体験させようと作り上 

げた約 4 週間にわたる観想のプログラムが「霊操」である。 

「霊操」総注第一［霊操の目的と概要］で「霊操とは、その名の示す通り、良心を究明す

ること、黙想すること、観想すること、口祷や念祷をすること、その他、後で述べるような、

他の霊的働きなどのあらゆる方法を意味する。霊操と言われる理由は、散歩したり、歩いた

り、走ったりすることを体操 ejercicios corporales と言うように、霊操は魂を準備し、調え

るあらゆる方法のことである」とする。その目的は「霊操で目ざすことは、まず、すべての

邪な愛着を己から除き去り、除去した後、魂の救いのために自分の生活をどのように調える 

かということについて、神の御旨を探し、見出すことである」としている。        

 門脇佳吉編『瞑想について』（創元社、1982 年、p.110）によると、20 世紀最大のカト

リック神学者カール・ラーナー（1904～84）1）等が『霊操』の解釈を、従来の修徳的主位

的な観点ではなく、「霊動瓣別」による「生路選定」が根底をなすものに大きな転換をなし

たとする。混迷する世界状勢において、より正確に「神の意志（御旨）」を知ることは何よ

りも大切なことであろう。現フランシスコ教皇もイグナチオの「霊操」に基づき、21 世紀

の「開かれた教会」としての道が模索されているのも同じ立脚点にある。 

イグナチオが「霊操」の中で説いている精神は何も難しいことを言っているわけではない。

誰でもその方法さえ誤らなければ、「真実の神の意志」を読み取ることが出来る。「霊操」 

は強制や指示されることなく、全て本人の自由意思に委ねられる 2)。 

「霊操」の第一週は自己の究明によって罪人であることの自覚に充てられる。禅で言うと

ころの邪心を取り除き「無」になることが最初に求められる。この点で病気―健康、貧しさ

ー富、不名誉―名誉、短命―長寿などの二元相対を脱却し、「不偏の心」にすることは禅の
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「無」と似ている。この「不偏の心」を養うことは、「鏡」が曇っていたり、色がついてい

たり、傾きや感情・欲得が残っていては、その醜いものを誤って真実と読み取る危険性があ

り、真実の姿は映し出されない。そのためには「無」、「不偏心」（偏らない心）が必要で

ある 3）。「不偏心」になって始めて「心」に響いてくるものが感じられるが、その響き 

（声）が「神からのもの」かどうかを「選定」する方法が「霊動弁別」である。 

「宗教は心霊上の事実である」とされたように、その「心」そのものは「鏡」のように

「行」によって磨く必要があるが、あくまでも「真の自己」を見出すこと、「神の真の御意

志」を映し出すためのものであって、鏡（心）を磨くことはその準備であって鏡が真実と言

う訳ではない。例えば「指月」について、真理は月であるが我々凡人では直接月を見出せな

いので、指導者の「指」は真実の月を指し示す役割があるが、月（真の自己）を見出してし

まえば全く必要がなくなる。指も鏡も「真の自己」を見出すための「道標」に過ぎないこと

が分る。「霊操」では指導者と呼ばず、「神の意志」を見出すために共に「聖霊」の働きを 

求める同伴者と言うことになる。 

 

②「霊操」の実践 （不偏心） 

「霊操」の実践は「神の意志」を忠実に読み取るための訓練 Exercise の意味である。こ

うして清められた「不偏心」によって、大切に示される「神の意志」「真の自己」は、いま

眼の前に居る人に対して、現実に起る問題に対して最も良い方法を（tantum quantum 出

来得る限り）取ることであり、それが「神のより大いなる栄光のために Ad Majorem Dei 

Glorian」働くだけである。「行」は隣人愛の基本となる、この「神の意志」を自覚するこ

とが「霊操」であり、「霊動瓣別」によってより正確に邪悪なものをあぶり出し「選定」し

て行く。この「真の自己」の「生路選定」が「祈り（瞑想）」の基本となる。ラーナーの言

う「無名のキリスト者」（真理を求める者）のように、この「真の自己」「神の意志」を探 

求することは、すべての人に平等に与えられているもので、禅においても同質であろう 4）。 

現実の世界・人間の生き様においては、国家・社会に於ける生活習慣のきまりや法や倫理

を超えて「いのちに変えても」為さねばならないことが起ってくる。「何故に」と問えない

もの、そこに人知を超えた宗教体験・神秘体験があると言える 5）。この神秘の世界、見え

ない・隠れた世界の理解には、論理を超えた解釈が必要となる。この「絶対者」の世界をキ

リスト教では「神」と呼び、西田哲学では「絶対無の場所」となる。西谷啓治は「空」とし 

て、更なる「コペルニクス的転回」の必要性を訴えている。 

 

③「霊操」の四段階 （「霊操」の構造） 

 4 週間に及ぶ「霊操」をすべて述べることは不可能であり、ここでは簡略に記している。 

・［第 1 週］浄化段階――罪に関する黙想（罪の認知と痛悔） 
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偽ディオニジウス・アレオパギタに従えば、この週は罪の自覚を目的とする「浄化道」

にあたる。具体的には、自らがいかに罪を犯しやすい存在であるかを自覚する。良心の「特

別究明」、「一般究明」がある。十字架上のキリストの苦悩、死や地獄といった悔恨や痛悔

の念をもたらすものに集中する。自己を徹底的に沈潜することによって、深層に残る罪の徹 

底的な自覚である。浄化によって心を清め「不偏心」に至らしめる。 

・［第 2 週］選択段階――「生路選定」（キリストの救済活動の観想） 

 キリストの生涯の事跡の黙想である。「托身」の黙想では、神の三つの位格が、人間の窮

境を見て、人々を救うために第二のペルソナが受肉することを決め、大天使ガブリエルをマ

リアのもとへ遣わす様の黙想の例。ⅰ）地上における人々の様々な争いを見る。生老病死の

歴史的世界。ⅱ）その人間の彷徨う姿を見ている玉座の三位一体の神。ⅲ）天使のマリアへ

の来訪。お告げの場所を見る。こうして受肉した主によりよく従うにはどうするか。この

「生路選定」が「霊操」の中心となってくる。「神の意志」の働きに触れることになる。 

・［第 3 週］照明段階（キリストの受難の観想） 

 偽ディオニジウスの三段階では「照明道」にあたる。すなわち、キリストの受難の各場面

を黙想することによって「父なる神に見捨てられた神の子」という逆説のうちに、自己への

囚われから解放されて神の許で生きるようになる。それまでの自己に死んで神の許に再生す

る。禅では「大死一番絶後再蘇」（碧眼録）となるが、聖書ガラテア 2 章 19 節では「もは

や生きているのは私（パウロ）ではない。私の中にキリストが生きている」となる。 

・ ［第 4 週］合一段階――「愛を得るため観想」（キリストの復活の観想） 

 キリストの復活をめぐる様々な場面を黙想することによって、復活の喜びや天国の栄光と

いった慰安の感情に満たされる。浄化された霊魂が無限なる神の愛に包まれる。神との合一

を体感するようになる。それまでの自己から脱却し神の懐の中で神の愛に包まれて新しい自 

分（真の自己）に生まれ変わる。 

既述のように、「霊操」第２週の「生路選定」においては、第１週で自己を究明し「不偏

心」に至っていることが必要である。この「不偏心」・「磨かれた鏡」において始めて「真

の自己」・「神の意志」が「心」に映し出されてくる。この「心」に響いてきた「諭し」が、 

神からのものであることを「確認」する方法が「霊動弁別」である。 

この「神の意志」に忠実に従うことが「適応主義」に繋がってくる。この方法は時代・社

会を超えてあり、今日においても変るものではない。このようにして、「霊操」は自由と主

体性を重んじる近代的な「霊性」を確立していると言える。ヴァリニャーノの「適応主義」、

「対話の思想」が 21 世紀の道・邂逅の道として開かれてくるのは、根底において「神の意 

志」と繋がっているからである。 

 

４、危機にある教会 

 今日の世界・宗教状況は、もはや単独の宗教では起り来る多くの問題に対処出来なくなっ 
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ている。現代のネット世代は、堅苦しい伝統や儀式、教義に縛られることを好まない。宗教 

を否定している訳ではなく、易化した新霊性運動などに流れる傾向にある。（島薗進『スピ 

リチュアリティーの興隆～新霊性文化とその周辺～』岩波書店、2007 年、「序文」及び 

pp.310～312、参照）。このため、多数の若者の教会離れは顕著になり、教会はお年寄りば 

かりが目立つようになっていた。宗教多元性、解放の神学なども格差社会に加えてこの流れ 

の中から生まれてきたと言える。この危機的な教会の現実を捉え、その解決の糸口を、「対 

話」の共通項を、「根源的いのち」の霊性に求めるようになってきている 6）。 

 

①今日の宗教状況 

20 世紀になって二度の世界大戦、核兵器の使用、環境破壊とこれまでの近代科学万能主 

義の行き詰まり、ハイデッガー（1889～1976）の言葉を借りるなら「（科学技術は）得体

の知れない怪物」と表現していた（『ハイデッガー技術論』加藤尚武他編、理想社、 

1965 年）。数の原理、資本主義による利益優先の経済は、格差を広げ、人の心を蝕む事態

となってきた。 

混迷する現代世界の中で、忠実に「神の意志」を読み取る「霊操」の精神は（「真の自

己」を探求する「禅」と同じで）最も必要とされてくる。この「祈り（瞑想）」の精神を失 

えば、キリスト教ばかりか宗教そのものが失われるであろう。 

愛宮真備ラサール（1898～1990）は、1946 年のイエズス会総会に際し日本布教長の資格

でローマを訪れ、時の教皇ピオ十二世に謁見して日本の現状を訴えている。被爆都市広島幟

町に平和記念聖堂建設の協力要請と共に日本には「禅」という優れた修行方法があり、キリ

スト者に進められることを訴え認められている。その後継者はＨ・デュモリン（1905～

95）、門脇佳吉（1926～）など上智大学東洋宗教研究所に受け継がれていた。ピオ十二世

は、すでにこの段階で宗教（教会）の危機も予期していたと言える。世界が安定して余裕が 

出てきた段階でヨハネ二十三世は 1962 年第二バチカン公会議を招集した。 

 

②危機にある教会 

 現代の混乱した教会の危機を、ヴィリギス・イェーガー（1925～）7） はその著『禅キリ

スト教の道～「無」になって生きる』（教友社、2008 年）の「結び」で、次のように述 

べる。 

 

   「将来の信徒はしかるべきことを“体得”した主義者ということになるだろう。そうで

なければ信徒はもはや存在しないだろう。将来の信徒のあり方は、当然のこととして一

斉に唱和している公の信条やあらゆる宗教上の慣習により伝えられていることや、一義

的と言う他ないような、今まで一般的に行われている宗教々育によってはもはや存続で

きないからである」。「秘儀の道は人間が自己を超越する体験を身をもってすることに
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より、神を正しい姿で伝える役割を果すに違いない。秘儀によって体験する人間の深淵

は神の深淵であるからである」。「キリスト教とは神秘主義によって信仰心を深めない 

限り、死に絶えるであろう」。 

 

イェーガーは今日の宗教状況は極めて危機的な状態であることを述べ、ハンス・キュング

やマルティーニ枢機卿等が危惧することと同じことを語っていた。所謂、官僚的・護教的な

バチカンの振りかざす「ものさし」は時代にそぐわなくなっていることを言っている。 

これまでにも、東西思想に固執することなく、それらを超えたところにあるものとして、

21 世紀に相応しい哲学を京都学派特に西田哲学に求め、イグナチオの「霊操」の精神との

類似性を見てきた。（拙稿「宗教間対話の可能性～西田幾多郎の場所論を要石として」『ア

ジア・キリスト教・多元性』12 号、p. 63～、参照）。また、ユングが主導的な役割を果し

たエラノス会議の精神は、その先駆的なものであろう（拙稿「マンダラとマリア十五玄義図

の類似性～ユングの原型論を手掛かりに」『アジア・キリスト教・多元性』13 号、p.132～、

参照）。教会の危機については多くの著作がある 8）。どれも今日の宗教状況は極めて危機

的な状態であることが述べられている。イグナチオの「霊操」の精神が今日の危機的な状況

の中に求められてくる所以でもある。即ち、「祈り（瞑想）」を失えば、宗教そのものの意

義を失い、存続が危ぶまれてくることを言っている。 

 

③今日に求められる宗教 

前の「諸宗教間対話」の教令では「（教会は）これらの諸宗教の中に見出される真理で尊

いものを何も排斥しない。これらの諸宗教の行動と生活の様式、戒律と教義を、まじめな尊

敬の念をもって考察する」とある。ヴァリニャーノの「適応主義」から得られた、その土地

（地域・国）に伝統的に存在する文化・言語・生活習慣等の中に息付いている「（神の）意

志」を尊重していくもので、従来のヨーロッパ中心の教会の姿とは大きく異なってくる。

「適応主義」は、すでに中国を含めて日本のキリシタン時代からあったことを基軸として現

代の「宗教間対話」を考察するなら、21 世紀に相応しい進展を見ることが出来るであろう。 

グローバル化する社会、人々を幸せにするはずだった近代科学技術が地球環境を破壊し、

生存の危機を招くようになってきた。大震災を経験し、宗教も哲学も人々の生活に密着した

ものでなければならず、自然環境と人間の「共生」が地球規模で唱えられるようになってく

ると、既成宗教も近代科学も信頼を失い、不安定な現代社会と都市化（世俗化）が進む中で、

無宗教、新宗教に流れる人が多くなってきたとき、伝統宗教・教義宗教が古い皮袋（マルコ

2 章 22 節）のままでは新しい時代に答えられなくなってくることをヴァリニャーノの指針

はすでに指摘していた。 

 「適応主義」の根本思想となるものは、イグナチオの「霊操」に基づく「黙想」と禅の

「接心」との同質性の中にある。ここから「根源的いのち」に至る「霊性」へと掘り下げる
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ことが出来る。道の形而上学、大地性などの源泉・地下水脈（時代・社会・民族・文化・言

語を超えた人類共通の根底）に至る道筋が示されてくる。聖書にもある渇くことのない「い

のちの水・泉」が得られなければならない。「わたしの与える水は、その人の中で、永遠の 

命にわき出る水の泉となる」（ヨハネ四章 14 節）。 

 門脇佳吉は『道の形而上学』の「序」で、これまでの西洋思想の限界を示している。 

 

 「（ヨハネ伝に）［私は道である］と自己規定された方への神学的沈思がないという

ことなのだろうか。あるいは、自分が旅人であるという現実への凝視が欠けているとい

うことなのだろうか。これらの省察の欠如が神学の不在の直接原因であるだろう。しか

し、真の理由はもっと深いところにあるように思う。結論を先取りしていえば、これま

でのキリスト教神学が、プロテスタントもカトリックもともに西洋思想の枠組みのもと

で構築され、ギリシア思想の知性・意志中心の地平を脱しきれなかったことに起因する。

知性・意志中心の哲学であるかぎりヘーゲル哲学に典型的に現れているように、それは

精神の哲学となり、Ｋ・ラーナー神学に代表されるように、精神の神学とならざるをえ 

ない」。 

 

まさに、東西思想の対立を超えた思想が求められること言っている。 

 

５、教皇フランシスコの挑戦 

 教皇フランシスコは、今も教皇に用意されたバチカン宮殿に住まず、外来者用に与えら 

れたサンタ・マルタの家に住む。教皇専用のリムジンに乗らず、一般謁見に際してもサン・ 

ピエトロ広場を普通車で回る。フランシスコの教皇名を選んだように、危機にある教会の 

改革と貧しい人々と共にある教会の姿勢を示している。伝統に固執し、保守的な官僚的な 

バチカン内部の改革に入ろうとしている。「第二バチカン公会議の開かれた教会の精神を尊 

重する」ことを公言し、諸宗教間対話も推進されることが期待されている。ブエノスアイ 

レス大司教時代から移住者・寄留民等世界で最も貧しい人々の心の分る教皇であった。ヴ 

ァリニャーノの「適応主義」と根底において同じイグナチオの「霊操」に基づく「霊動弁 

別」にあり、今、目の前にあるあらゆる事態に「神の意志」が最大限に示される道に従う。 

 

①教皇フランシスコの挑戦 

現教皇の支持率は 70％以上で、その「人気抜群」の理由は、庶民派教皇で南米における

世界で最も貧しい寄留民のスラム街を知っていて「貧しい人々と共にある教会」を目指し、

教会の改革に乗り出したことにある。しかし、二千年の歴史と伝統を誇り、厳しい教義に固

執する守旧派にとっては穏やかではない。倹約志向に堪えられなくなった者たちの中から当

然のこととして批判も起ってくる。特にバチカン内部の官僚たちは動かない。 
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教皇フランシスコの挑戦は、キリシタン時代のヴァリニャーノの取った「適応主義」と根

本的には変らない。イグナチオの「霊操」を根底に据え、「霊動弁別」によって「神の意

志」を「選定」して行くなら、その時々に応じて今、最も必要とされる方法「神の意志」は

自ずと見えてくる。官僚は自分の地位・組織を守ることに敏感であるが、これは大きな偏り

でしかない。このことが現教皇フランシスコに取っては足枷のようになり、組織を守ること

に専心する官僚的なバチカン内部の保守派の抵抗は十分に予想された。このバチカン内部の 

改革に新教皇の手腕が試される。 

「バチカンが患う 15 の病気」（2014 年 12 月 24 日付）は、動かない官僚たちへの不満

を述べたものであろう。ヨーロッパ以外の大陸出身の司教たちが厳しいトリエント公会議の

教令のままでは宣教に困難さを極めていたことが、第二バチカン公会議で「開かれた教会」

として門戸を大きく広げたといえるが、遅々として改革が進んでいなかったのはこの官僚制 

によると言える。 

教皇選出は、ハンス・キュングの言葉を借りるなら「（聖霊の光に照らされた）第二バチ

カン公会議が夢のように再現しようとは」の驚きの声となる。この教皇を選出した「聖霊の

働き」の中に、新しく生まれ変る「パラダイムの転換」も生かされていると言える。 

教皇フランシスコは折りに触れて、これまでの教皇の文書を引用しながら、第二バチカン

公会議で「開かれた教会」として出発しながら「ファローアップが十分になされてきません

でした。私は是非これを実現したいという謙遜と野心を持っています」と発言している（前

掲『あけぼの』第 21 回、2013 年 12 月号）。決して、今新しい改革をやろうとしているの

ではなく、既に「聖霊の働き」によって導かれた第二バチカン公会議で決定された諸憲章・

教令が実施されて来なかったこと、やるべきことが成されて来なかったことへの反省から始

めている。従って歴代の教皇の回勅や教令を引用しながら、保守的・官僚的なバチカン内部

に警告を発している。2015 年 6 月に出された回勅 「ラウダート・シーLaudato si」はその 

延長線上にある 。 

ヨハネ二十三世が、新しい聖霊降臨と言われた第二バチカン公会議の精神と実践を改めて

生きる機会が、教皇フランシスコによって[深い継続]として与えられている。教会の現代化

（アジョルナメント）の必要性から第二バチカン公会議が開催され「開かれた教会」として

歩み出したはずであったが、官僚的な保守派の反動もあって遅々として進んでいなかったこ 

とを指摘している。 

 

②聖書の言葉から見た転換の必要性 

 キュングが批判する官僚主義、保守派に対する答えとして、聖書は何と言っているか。 

「わたしの言葉に従って生きているなら、あなたたちはわたしの弟子である。あなたたちは

真理を知り、真理はあなたたちを自由にする」（ヨハネ八章 31～42）とあるが、真理の道

はすべての人を自由にする。また一休宗純禅師の道歌とされる「分け登る 麓の道は多けれ
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ど 同じ高嶺の 月を見るかな」に象徴されるように真理は一つであり、自由に真理を求め

て進むなら、東西の対立を超えたところに辿り着く。「新しいブドー酒には新しい皮袋」が

必要になってくるであろう。 

「物となって考え、物となって行う」（『西田幾多郎全集』第 10 巻、p.175）ように、

「行」「祈り（瞑想）」の下で真理の生き方を間違いなく捉えることが、21 世紀に開かれ

てきた道であろう。 

「自分たちの父にはアブラハムがあるなどと、心の中で思ってもみるな。おまえたちに言

っておく、神はこれらの石ころからでも、アブラハムの子を起すことができるのだ」（マタ

イ三章 9 節）。また「天地は過ぎ去る。しかし、わたしの言葉は過ぎ去ることはない」

（マタイ二四章 35 節）とある。すなわち、神の真理の道は一つしかない。すべてを破壊さ

れても神の真理は永遠に残ることを言っている。もし、地球の外に理性を持った生物が存在 

したとしても、「神の真理」においては変らないことを言っている。 

真の自己・真実の生き方は、「祈り（瞑想）」によって学ぶ必要があろう。つまりは「パ

ラダイムの転換」が必要なのである。聖書ルカ福音書第五章 36～39 節に「新しい着物」、

「新しい皮袋」の例え、また「あなたがたは、わたしが律法や預言者の教えを廃するため来

たと思ってはならない。廃止するためではなく、成就するために来たのである」（マタイ五

章 17 節）、即ち神の道に忠実に従うなら、自ずと新しい道が示されてくることを言ってい 

る。教皇フランシスコの挑戦は、「神の意志」を忠実に実行しようとする「霊操」の道であ

る。 

 

６、結びとして 

ヴァリニャーノの取った「適応主義」と現教皇の改革路線は、「霊操」に基づく「霊動弁

別」によって、本質においては同じ場所「根源的いのち」を指していると言える。東西の思

想対立を超えた「対話の道・邂逅の道」がキリシタン時代からあり、今日において開かれよ 

うとしている。 

 

①「対話の思想」について 

「私は汝を認めることによって私であり、汝は私を認めることによって汝である」（藤田

正勝『思想間の対話～東アジアにおける哲学の受用と展開～』法政大学出版局、2015 年、

p. 9）。即ち、「対話」はお互いに「真の自己」を認め合うことによって、共通の領域へと

歩み寄り架橋された時に成立する。「対話」は 21 世紀の「霊性」に欠かせないものである

が、この「対話の基本原理」がこれまでは欠けていたように思う。対話は「適応主義」と同

じで、相手を心から受け入れ尊重することによって成立する。この基本を理解するためには

「パラダイムの転換」「コペルニクス的転回」を必要とする。「即非」（鈴木大拙）の論理

では、個と個の二つのものが二つでありながら「一つ」となるダイナミズムな「働き」「開
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け」があり、「絶対矛盾の自己同一」（西田）の論理の理解も同じところにある。この理解

なしには、「対話」ばかりでなく「宗教」そのものの存続も危ぶまれてくる。「対話」は、

「適応主義」の現代的意義を理解するためには重要な位置を占めているが、紙数の関係で省 

略した。 

 

②キリスト教は「外つ国の宗教」ではない 

「霊操」によって、キリスト教は人間の本質「根源的いのち」に根差すもので生活の中に

生きている宗教であることが見えてくる。門脇佳吉はイグナチオの『霊操』を訳し、その 

「訳者あとがき」で次のように述べている。 

 

「禅体験や日本的霊性を理解している人は「霊操」を思ったより深く理解してくれる

のではないか、という期待である。別言すれば「霊操」は日本人が古来から培ってきた

精神風土に適合するのではないかと思う。……もしそうであるなら外つ国の宗教と思わ

れて来たキリスト教が、「霊操」の理解を通じて、思ったより身近な宗教であることを、

日本人は発見するのではないか。日本ではキリスト教は見事な教理体系から出来上がっ

ている宗教であると思われている。しかし、実はそうではないのである。本当のキリス

ト教は「霊操」が端的に示しているように、真正な神体験から生まれた宗教なのである。

この神体験なしに、キリスト教は存続して来なかったし、これからも存続しえないであ 

ろう」。 

 

即ち、宗教は神秘の世界であり、論理化しては本質が掴めない。西田が「宗教は心霊上の

事実である」と『場所的論理と宗教的世界観』の冒頭に述べているように、この（隠れた・

見えない世界の）「宗教体験・神秘体験」なしに宗教を語ることはあり得ない。西谷啓治

（1900～1990）も『宗教とは何か』（著作集第 10 巻、創文社 1987 年）の冒頭でも同じこ 

とを述べている。 

 

③適応主義が教えるもの 

既述のようにヴァリニャーノの適応主義は、混迷する現代世界への大きな指針となってく

る。即ちイグナチオの「霊操」の精神が生かされて来ることになる。「適応主義」は現教皇

フランシスコが挑戦するものと根本的には「霊操」に基づく「霊動弁別」の精神において変

らないことを改めて認識したい。現教皇の誕生は、第二バチカン公会議の「開かれた教会」 

としての改革路線を進める上で、時代の要請によるものであった。 

最後に、すべてを無にして「絶対無の場所」に「絶対矛盾の自己同一」、「私と汝」におい

て「開かれてくるもの」がある。「働き」、「導き」、「開け」がある。何かしら、「引き上げら

れる」感覚、テコ、バネ、踏み台、助けられている、導かれている、照らされている、この
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「神秘体験」、「見性体験」は個人によって違い、同じものはない。しかし、根底に東西思想

に共通する何かがある。それが「真の自己」「己事究明」であり「神の意志」であることの

認識、「行為的直観」・「純粋経験」、「霊操」では「不偏心」において示されてくるものがあ

る。キリシタン時代の「適応主義」が今日においても意義を有するのは、「真の自己」「神の 

意志」に忠実に従っていたからと結論出来る。 

 

註 

１、ドイツ出身のイエズス会司祭カール・ラーナーは、20 世紀を代表する神学者の一人で宗教

的包括主義を唱えた。哲学はハイデッガーのもとで学び、第二バチカン公会議においてイヴ・コ

ンガールらと共に主導的な役割を果し、「キリスト教以外の諸宗教との対話に関する宣言」の立

役者となった。カトリック信仰を現代的な感覚で理解し、常に人間という視点を保持しながら解

釈したことで知られる。また、「無名のキリスト者」という概念は、キリスト教に限らず「真実 

の生き方」を求めて生きている者は神の意志に従っているとする。 

２、門脇は『霊操』の「解題」で「霊操を授ける人と霊操実践者が共に聖霊（神の霊）に導かれ 

て、個人的な交わりを結びながら、霊操を授ける人は、霊操者自身が自分に対する神の意志を探

し、見出すように、聖霊に導かれて助けるようにした」とある。「霊操」はあくまでも個人の自

由意志において「神の意志（御旨）」を読み取る修行法である。 

３、「不偏心」『霊操』No. 23「根源と礎（原理と基礎）」参照。「鏡」の例えのように神秘体

験の根源において両者は変らない。イグナチオ以前の祈り方は、神を観想することと神への賛美

に重点を置いていた（Ora et Labora=祈りかつ働け）が、それに留まらず、神と人類への奉仕

に重点を移し、力動的で行動的な霊性（Contemplativus in actione=活動における観想）を確立

した。イグナチオは霊的伝統を受け継ぎながらも、カルドネル河畔での神秘体験によって神に直 

接導かれて新しい修行方法と祈りの道を発見し、体系化した。 

４、禅体験と霊操体験の五つの類似性、門脇佳吉訳『霊操』pp.19～20 参照。禅の根本原理は

「大死一番絶後に蘇る」である。このダイナミックな原理が接心の始めから終りまで貫き通して

いる。同じ「霊操の根本原理」は「一粒の麦がもし地に落ちて死せざれば、一粒にとどまる。も

し死すれば多くの実を結ぶ」（ヨハネ 12 章 24 節）である。それは「死と復活」の経験である。

この「禅」と「霊操」の類似性から、坐禅を「霊操」の実践の中に取り入れるなら、「霊操」が

目指す一点（「神の御意志を見出すこと」、「神との深い人格的交わり」）により早く達するで 

あろう。 

５、道元は『正法眼蔵』「説心説性」の巻で真に道を求めるならさらに厳しい「行」を自ずから 

求めるようになることを言っている。キリスト教においても「聖人伝」や「キリシタン殉教者」 

の書物にも同じように「喜んで生命が捧げられる」事が書かれている。常識の域を超えたもので 

ある。良寛和尚の「耳聾漢」の漢詩にある、耳の聞こえない人が聞く声音の例えのように、その 

人の身になって「行じながら」受入れなければ見えて来ないものであろう。西田が論文「私と 
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汝」で言わんとした「即非」の論理も同じところにあると言える。 

6、「根源的いのち」の言葉は花岡永子著『キリスト教と仏教をめぐって～根源的いのちの現成

としての禅』（東西霊性文庫 2010 年）から。さらに花岡は『「自己と世界」の問題～絶対無

の視点から』（現代図書 2005 年）では序文で「（西洋にも東洋にも通底し、納得のできる思

想は）西田哲学と西谷哲学の思想を措いて他にない」としている。アジア・キリスト教多元性研 

究会 10 号 2010 年ｐ37～参照。               

７、ドイツ出身のベネヂクト会士虚雲軒ヴィリギス・イェーガー神父は、愛宮真備ラサール神父

を通して山田耕雲老師を紹介され、1981 年室内を終了。以後ドイツに於いて禅を指導、七千人

の信奉者を持つと言われる。イェーガーはキリスト教神秘主義と禅の経験からその同質性を認め

新しいキリスト教神学の必要性を唱えたが 2002 年バチカンから「活動停止令」を受けた。森一

弘も『信徒の霊性』（女子パウロ会、1988 年、p.15～16）で同じことを述べていた。 

８、宗教の危機については、以下の文献を参照。森一弘『信徒の霊性』p.15。本田哲郎『釜ケ崎

と福音～貧しく小さくされた者と共に～』（岩波書店、2006年）、pp.38～39。横浜アクション・

グループの機関誌に掲載された青山玄の寄稿文「ヴァチカンの道」、同「日本におけるキリシタ

ン信仰の意義」（『南山神学』第18号、p.92）｡渡辺雅子『ブラジル日系新宗教の展開～異文化布

教の課題と実践』（東信堂、2001年）。これらは伝統宗教の衰退と現代社会の「新霊性文化・運

動」（ニューエイジ）の流れについて紹介している。さらに石井研士『現代日本人の宗教』（新曜 

社、2008年、p.60）も参照。 
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