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東アジア・キリスト教研究の可能性 

― 現状と課題 ― 
 

                                                                 

芦 名 定 道 

 

一 問題  

 東アジアのキリスト教は、キリスト教史の中でももっとも興味深い研究対象の一つである。

というのも、東アジアのキリスト教は、その主要な歴史は近世・近代以降に属しつつも

─古代に遡る歴史を有するが─、そこには、古代キリスト教が地中海世界で遭遇した

のと同質の問題状況が存在するからである。それはキリスト教世界の内部におけるキリスト

教の諸動向ではなく、基本的にキリスト教とは異なる宗教文化的伝統との本格的な交渉に伴

う問題状況である。さらに、東アジアのキリスト教においては、キリスト教宣教が西欧列強

のアジア侵略と連動して展開することによって、近代以降のキリスト教を規定する枠組み

─近代国民国家の内部での「政治と宗教」、そして西欧近代のコロニアリズム─が集

約的に現れている。しかも、こうした問題状況が、中国と韓国と日本において、それぞれ異

なる仕方で現実化しているのである。 

 このような東アジアのキリスト教を分析するための方法論的モデルとして、論者は以前、

「地平モデル」を提案したことがあった。（１） それは、「東アジアのキリスト教」におけ

る「の」を、東アジアとキリスト教という二つの地平の「融合」と、そこにおける新しい地

平（＝東アジアのキリスト教）の生成としてモデル化する試みである。この新しい地平の内

部には、「地平内部での諸動向の相互作用」が書き込まれ、「重層性」構造が形成されるこ

とになる（芦名、2016、28）。この地平モデルをさらに精密化する上で参照できるのが、東

アジアのキリスト教に対する「比較論」と「交流史」（「関係史」）という二つのアプロー

チである。 

まず比較論は、交流史と対比するならば、比較されるべき対象についてそれらを構成する

諸要素の類似性と差異性に基づいて比較を行うところに特徴がある─比較論はしばしば

類型論を帰結する─。（２） この諸要素から構造体（対象）が構成されることからわかる

ように、比較論は構造論を前提とする。それと対比するならば、交流論あるいは関係論は対

象を歴史的プロセスとして記述する点で、過程論を前提としており、比較論とは対照的と言

える。（３）しかし、これら二つの視点は、単に対照的なだけでなく、地平モデルの中で次の
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ような循環性において関連づけられねばならない。すなわち、一方で比較・構造から交流を

解釈し評価し（比較から交流へ）、他方で交流から比較・構造の生成を説明する（交流から

比較へ）という循環的な関係性であり、この動的な循環構造こそが地平モデルの具体的な一

面なのである。 

 本論文では、以上の方法論的な見取り図を念頭におきつつ、次のように議論が進められる。

まず第二章では、東アジア・キリスト教に関する先行研究を参照することによって、研究の

現状を確認する。続く第三章では、この現状を前提に、今後の研究の展望と課題を論じ、第

四章では、若干の補足的議論を行うことによって、本論文の締めくくりとしたい。 

 

二 東アジア・キリスト教研究の広がり 

 東アジア・キリスト教に関しては、これまで多様な問題連関において、また多様な視点か

ら研究が行われてきた。ここでは、東アジア・キリスト教についての交流史という観点から

参照すべきいくつかの研究を取り上げ、キリスト教史における東アジア・キリスト教の位置

づけについても考察を行いたい。 

 東アジアをめぐるキリスト教の交流としてまず思い浮かべられるのは、キリシタンの事例

であろう。キリシタンは、16 世紀のヨーロッパと東アジアとの交流が生み出したキリスト

教であり、キリシタン研究は、この歴史的連関（交流）を研究対象とすることになる。たと

えば、それは、ヒロ・ヒライ、小澤実編『知のミクロコスモス─中世・ルネサンスのイ

ンテレクチュアル・ヒストリー』において、第一部から第三部までが、中世後期から 16 世

紀にかけてのヨーロッパの知的世界を扱っているのに対して、いわばそれらと対応する仕方

で、キリシタンを扱った第四部が続いている点に確認できる。（４）第四部に収録された二つ

の論考は、ヨーロッパと日本キリシタンとの知的交流を扱っており、この交流の背後には、

個人と共同体によって担われた歴史的交流が存在している。これに関連して、佐藤吉昭は、

『キリスト教における殉教研究』において、古代キリスト教の殉教の歴史のなかに日本キリ

シタンの殉教を位置づけることを試みている。この「日本キリシタンから古代殉教教会への

遡上」を可能にしているのが、16 世紀のヨーロッパと日本との次のような歴史的交流なの

である。（５） 

 

「一五八二年にスペインで初版が発刊された、……大著『使徒信条概説』（Introducción 

del Símbolo de la Fe）が早くも一五九一年、九州、加津佐で刊行された『サントスの御作

業』に部分訳として取入れられ、一五九二年、天草で刊行された『ヒイデスの導師』は、

一五八五年にルイスが加筆した第五部の抄訳である。この翻訳スピードは現在とほとんど

変わらない。つまり、日本のキリシタンの神学、倫理思想は一六世紀の西欧と共時的

（synchronic）状況にあった。」 （佐藤、2004、37） 
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 歴史的交流が生み出したこの共時的状況は、日本において、「殉教教育に関しても、直接

伝授するのみならず、文書を通じて徹底すること」を可能にし、キリシタンにおける殉教思

想を支えたのである。この殉教思想が「日本においては事実上の殉教勧告となり、そのまま

古代キリスト教の殉教史の引き継ぎとその再現」（同書、38）となったという事情は、キリ

シタン殉教を理解する上で重要な論点となるものと思われる。（６） 

 また、この歴史的交流は、ヨーロッパから日本への一方向的なものではなく、双方向的な

ものであった。「日本キリシタンの迫害、殉教ニュースはただちに西欧に報告され、事実の

粉飾も伴った書物、絵画、演劇などを通じて、今度は、西欧のキリスト教徒たちがこれらを

通じて、日本での迫害、受難、殉教の追体験を自らに加えた」（同書、38）。米井力也の言

葉を借りるならば、次のようになる。「ヨーロッパでも日本の殉教者の姿が鮮烈に受けとめ

られた。日本をめざす宣教師はあとをたつことがない。時間と空間を越えて、殉教の連鎖は

容易には断ち切られなかった。イエスの死という『新約の悲劇』は殉教によって反復され、

殉教者があたかも眼前に見えるかのような文体で叙述されることによって、過去は現在を貫

いたのである」（米井力也『キリシタンの文学─殉教をうながす声』平凡社、1998 年、

273-274頁）。（７） 

 こうして東アジア・キリスト教は交流史と言うにふさわしい実質をもって始まったが、そ

の後の東アジア・キリスト教史にもさまざまな交流を確認することができる。たとえば、一

色哲は、南島キリスト教史を構想する中で、南島（奄美・沖縄・宮古・八重山）を中心とし

たキリスト教の交流史を描いている。この構想は、次のように説明されている。（８） 

 

「南島キリスト教史を日本（本土）キリスト教史、あるいは、教派・教団史と対置するだ

けではなく、東アジアのキリスト教史やハワイ、南洋群島、米国本土のそれとの関係でと

らえて、そのなかで人びとのあいだにどのような信仰が育まれていったかについて、考え

てゆきたいと思う。」（2014.11。41頁） 

「また、『伝えられた側』、つまり、沖縄のキリスト教受容層についても、『交流史』的

視点から再考したいと考えている。このころの沖縄人たちは、日本へ、植民地へ、そして、

海外へ越境し、そこに自己実現と生活の場を求めた。こうして、沖縄人たちがキリスト教

に接触する場は、南島から、東アジア、さらに、環太平洋一円へと拡大していった。」

（2015.4。56頁） 

 

 しかし、ここで注意する必要があるのは、交流史あるいは関係史は、空間的に隔たった諸

地域を関連付けるだけでなく、同時に、これらに諸地域の独自性・自律性を形成するという

ことである。 

 

「喜界島と石垣島は、南島伝道圏における『周縁』地域にあたる。ところで、そもそも、
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南島のキリスト教伝道圏は日本のキリスト教伝道圏の『周縁』なのであろうか。また、日

本の伝道圏は、欧米の伝道圏の極東における『周縁』と見られてきた。そうすると、『周

縁』は、単に『中央』から遅れており、『中央』により教化されるだけではないだろう。

……南島伝道圏の『周縁性』を考えることは、南島伝道圏の日本伝道圏からの自律性を検

証し、そこから独自性を導き出すことにつながってくる。」（2016.2。60頁） 

 

 交流がもたらす関連性と自律性という相互に結び付いた二つの要素を、一方を他方に還元

することなく適切に描くことが─グローバル化と多元化との関係も同様の構造になる

─、交流史研究の課題となる。地平モデルは、このような仕方で具体化されるべきなの

である。ともかくも、南島が、東アジア諸地域の交流の要と言える地理的な位置を占めてお

り、この地域のキリスト教の歴史を掘り起こす作業が東アジア・キリスト教の交流史にとっ

て重要な意味をもつことを、銘記したい。 

 本章の最後に、以上の東アジア・キリスト教の交流史を、キリスト教史の中に位置づける

ことに関して、大木英夫の議論を参照しておこう。大木は、『日本の神学』に所収の「環太

平洋地域のプロテスタンティズム」において、東アジア・キリスト教─大木は「東北ア

ジアのプロテスタンティズム」として表現しているが─を論じるためには、形態論（モ

ルフォロギー）では十分ではなく、「エコロジカルな視野」を必要とすると主張する。ここ

でのエコロジーあるいは生態学とは、現代の「エコロジーの神学」の場合のような環境危機

という問題連関を強く意識したものというよりも、「有機体と環境」という視点から生物と

環境との相互連関を問う一つの自然科学的な学問分野を意味している。ホワイトヘッドのプ

ロセス哲学が有機体の哲学と呼ばれるのと同様である。（９） 

 

「生態学の視野には二つの焦点がある。ひとつは有機体、他は環境である。東北アジアに

おけるプロテスタンティズムを見る場合、われわれは一方で歴史的運動の主体に目を向け、

他方同時にそれが置かれた状況を見なければならない。」（大木、1989、277） 

 

 大木の言うように生態学的方法を東アジア・キリスト教に適用するならば、それはキリス

ト教という歴史的運動の主体をその環境（歴史的状況）としての東アジアとの関係で論じる

こととまとめられるであろう。そして、この観点からすれば、交流史的研究とは、東アジア

という状況を共有しつつその内部で相互に交流する主体として、諸キリスト教（個人／共同

体によって形成されたネットワーク）の動向の解明をめざす研究ということになる。もちろ

ん、この場合の東アジアは静的な領域ではなく、それ自体その中で交流し合う諸主体によっ

て形成され、動的に変動する環境と考えられねばならない。 

 大木は、東アジアを含む環太平洋地域とそこで交流するキリスト教を、キリスト教史のな

かに位置づけることについて、次のようにその意義を論じている。 
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「生態学的な見方をもって教会史をみなおせば、環地中海地域の時代、環大西洋地域の時

代、そして環太平洋地域の時代と区分されるであろう。そこには中心の移動があり、問題

領域の拡大がある。しかし、環太平洋地域の時代は最後決定的であり、そしてそこにはい

っていくプロテスタンティズムは、明確な主体性の自覚と状況の展望をもつことが必要で

あると思う。」（同書、281）  

 

 大木は、現代の環太平洋地域のキリスト教に問われているのは、キリスト教の存在理由の

問題であると指摘しているが（同書、282）、東アジア・キリスト教に問われているのは、

まさに東アジアにおいて「何故キリスト教なのか」の問いなのである─本論文冒頭で述

べた「基本的にキリスト教とは異なる宗教文化的伝統との本格的な交渉に伴う問題状況」は、

この問いに関わる─。この問いは、本論文の範囲を大きく超えるものであるが、（１０） 本

章の議論を通して、それに答えるための前提の一つである、東アジア・キリスト教の「地平

モデル」をより具体的に描くことができたものと思われる。 

 

三 東アジア・キリスト教研究の展望 

 前章では、東アジア・キリスト教の地平モデルを具体化する上で参照されるべきいくつか

の先行研究を取り上げたが、本章では、今後の研究を展望することを試みたい。 

 東アジアで相互交流する主体の動向を交流史として捉える場合にまず問題となるのは、相

互交流において生成するネットワークについて、どのような担い手（ネットワークの結節点

となる主体）に焦点を当てるのかということである。たとえば、交流のネットワークについ

ては、東アジア以外の地域からキリスト教宣教のために到来した宣教師や、東アジアに生ま

れ活動した個々のキリスト教者（留学生など）といった個人から、教派・教団やキリスト教

関係団体（ＹＭＣＡなど）といった共同体まで、（１１） 多様な担い手が存在している。その

いずれを研究対象として選択するかで、研究の在り方は大きく異なることになる。しかしど

のような選択をなすにせよ、東アジア・キリスト教の交流ネットワークについては、日本に

おける従来のキリスト教研究では十分な展開がなされてこなかった方法論の構築が求められ

ることは疑いないであろう。というのも、日本におけるキリスト教研究は、日本や東アジア

を直接対象とする研究は別にして、これまでは、現代日本とは時代も地域も異なった対象を

研究することが多く、その研究方法は一次資料と二次資料のいずれにおいても、文献資料に

基づく研究とならざるを得なかったからである。特に、思想研究はそうであった。しかし、

近代以降の東アジアのキリスト教を対象とする場合には、文献資料を用いること自体は当然

であるとしても、しかし、同時にフィールド調査を行うことがきわめて自然な選択となる。

さらに言えば、近代以降の東アジア・キリスト教の研究は、文献研究とフィールド調査を組

み合わせる点を特徴とすべきであろう。たとえば、歴史的交流の実情や詳細を知るには文献
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資料だけでは限界がある。特に二次的な研究文献は、交流についてのその研究者の関心や解

釈によってさまざまに規定されており、交流がもつ意味やより厳密な実態を明らかにするに

は、フィールド調査によって補足することが有益であり、フィールド調査が研究の方向付け

に対して示唆を与えることも少なくない。したがって、今後の東アジア・キリスト教研究を

展望する際に、重要な課題とされるべきは、文献研究とフィールド調査との関連付けをめぐ

るキリスト教研究として適切な方法論を構築することなのである。 

 この方法論をめぐる本格的な議論は、具体的な研究事例に即して行う必要があるが、ここ

では、論者自身の若干の経験に基づき、（１２） また隣接研究分野の事例を参照しつついくつ

かのポイントを指摘してみたい。（１３） 

 フィールド調査を行うには、多くの場合、まず予備調査からスタートする。予定された調

査地を実際に訪問することも含め、予備調査においては、文献資料やＷｅｂにより入手可能

なデータを事前に収集・分析することが行われる。こうした予備調査に基づいて、インタビ

ューやアンケートなどの調査方法を含めた、具体的な調査計画（本調査）が立案されるので

ある。この一連のプロセスにおいては、データの収集・保存・分析をいかに行うのかという

点についての方法論が問題になるが、そのためには、フィールド調査理論を参照することを

含めて、（１４） 調査テーマ─論者の過去のフィールド調査の場合は、「死者儀礼と家族の

変容」「キリスト教と公共性との関連」「キリスト教会における環境問題への取り組み」な

どのテーマ設定を行った─についての理論的検討が必要になる。そのために参照される

のは文献研究であり、（１５） 文献研究とフィールド調査は一体のものとして理解されねばな

らない。 

 以下、実例に即して議論を進めよう。たとえば、飯田剛史は、『在日コリアンの宗教と祭

り─民族と宗教の社会学』（世界思想社、2002 年）において、「在日コリアン」の宗教

調査（生駒山地の朝鮮寺とその変貌、十王祭、在日巫俗寺院の開創儀礼、儒教祖先祭祀と建

墓、在日大韓基督教会でのインタビューなど）に基づく、実証的な研究成果を提出している。

飯田は、祭りや儀礼への参与観察のほかにアンケート調査を行っており、本書には補録とし

てアンケートの集計報告が掲載されており、調査に際してどのような設問によるアンケート

が実施されたのかを、その結果と共に知ることができる。しかし、本書において注目すべき

は、フィールド調査に基づく実証的研究が、在日社会の構造と変動についての公的データ

（法務省『在留外国人統計』などの諸資料の利用）を参照してなされていること、またこの

社会構造と変動の分析が社会学における「構造─機能分析」（パーソンズの四機能分析）か

ら「自己組織化論」（ルーマンから今田高俊へ）への理論展開を踏まえたモデル形成に依拠

してなされていること（序章）である。こうした理論と調査との関連づけは、フィールド調

査を行う場合の基本的な手続きに属している。たとえば、東アジア・キリスト教における死

者儀礼についてフィールド調査を行う場合には、飯田においてなされた手続きに、さらに宗

教一般あるいはキリスト教における死者儀礼をめぐる歴史的思想的な分析を結びつけること
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が必要になるだろう。（１６） 

 これに対して、鵜飼秀徳は、『寺院消滅─失われる「地方」と「宗教」』（日経ＢＰ

社、2015 年）、『無葬社会─彷徨う遺体、変わる仏教』（日経ＢＰ社、2016 年）におい

て、現代日本における仏教の変動・変容を分析している。そこで行われている分析に説得性

を与えているのは、「仏教教団の調査報告」（『寺院消滅』四章）や「資料編」（『無葬社

会』）にまとめられた基礎的データである。こうした基礎的データの収集・分析は、フィー

ルド調査における予備調査の段階から積みあげられるべきであろう。それと共に、注目した

いのは、『無葬社会』の第四章に収録された、佐々木閑氏に対して著者が行ったインタビュ

ー「仏教存在の意義─佐々木閑氏に聞く」である。『無葬社会』では、「多死（大量死）

時代の到来と葬送の変化」という現代日本の現実が正面から取り上げられているが、この現

実の背後にある、日本の宗教、特に仏教の問題とその乗り越える道（仏教の存在意義）が、

インタビューを通して次のように示される。 

 

「今から日本仏教に律やサンガをつくることは不可能です。」 

「今の日本で仏教教団が何をすべきか。釈迦の仏教が絶望した人を引き受ける受け皿だっ

たとすれば、日本仏教も同じように絶望した人を救わねばならないということです。私

が考える理想の一例は、自殺防止のための様々な働きかけを仏教教団がすることです。

ホスピス活動をするのも立派なことだと思っています。」（鵜飼、2016、243） 

「『サンガに入りなさい』とは、サンガのない日本では言えませんが、とにかくあの寺に

行けばいつでも必ず相手にしてくれて、そして自分のいろいろな苦労を十分に分かち合

ってくれるという、そういう存在であるならば寺には意味がありますね。要は、その寺

がどのくらい他人の人生を引き受けてくれるか、その度合いがその寺の価値になってく

るということです。」（同書、259） 

 

  フィールド調査（質的社会調査）では、インタビューが重要な調査方法となるが、社会の

質的分析にとってだけでなく、そこから顕わになってくる課題に対して考察を加える上でも

インタビューという手法が重要な意味を有することを、以上のインタビュー報告から確認で

きるように思われる。 

 フィール調査と文献調査との関連付けの意義については、以上の議論からも明らかと思わ

れるが、次に、フィールド調査の目的についても述べておきたい。もちろん、フィールド調

査の目的はさまざまであるが、東アジア・キリスト教との関わりで特に強調したいのは、フ

ィールド調査によって資料を発掘し、それが消滅する前に収集・保存することである。近代

以降の東アジア・キリスト教を今後研究する際に基礎資料となるべきものが、現在急速に失

われつつあり、それを収集保存することは喫緊の課題と言わねばならない。東アジア・キリ

スト教研究は、まさに東アジアの研究者こそが行うべき研究テーマであるが、その基盤とな
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るべき、重要な基礎資料が消滅しつつあることは憂慮すべき事態である。もちろん、将来的

に消滅を免れて保存される資料によってもそれなりに精密な研究は可能かもしれない。しか

し、現在であれば、まだ保存できるかもしれない資料が消滅してしまうことは、研究にとっ

て大きな損失であり、研究の内実・水準に関わる問題となることは容易に想像可能であろう。 

 ここで、2015 年 10 月 24 日付の朝日デジタルに、「長崎のかくれキリシタン信仰、存続

危機 人口減・高齢化」というタイトルで掲載された記事より、その一部を引用してみよう。 

 

「長崎県平戸市の生月島で今月、かくれキリシタンの信者組織「垣内（かきうち）」が一

つ、解散した。禁教をくぐり抜け、450 年伝えられた信仰は、地域の人口減少と高齢化

で風前のともしびだ。 

…… 

16 人は上川（かみがわ）垣内に所属するかくれキリシタンの信者たち。この日、解散す

る垣内が守ってきた信仰用具を博物館に寄贈しに来た。 

……」 

 

 この場合は、信仰用具は博物館に寄贈されたわけであるが、しかし、かくれキリシタンに

限らず、貴重な資料の喪失は、実に多様な領域において進行中である。たとえば、キリスト

教思想との関わりで、貴重な資料の一つは、先の太平洋戦争の過程における、日本キリスト

教についての資料、特に体験者の記憶である。なぜ、どのようにして教会は戦争協力の流れ

に巻き込まれることになったのか、それは信者によってどのように了解されたのか。こうし

た点について証言できる人が急速に減少する中で、証言の記録・記憶を保存することは、日

本キリスト教のフィールド調査の重要な目的とされねばならない。東アジア・キリスト教研

究に求められているのは、こうした一次資料の収集・保存に即応した研究態勢の整備なので

ある。 

 

四 むすび 

 本論文において、これまで論じてきた東アジア・キリスト教研究の可能性に関連して、い

くつかの補足を行うことによって、むすびとしたい。 

 さきに、東アジア・キリスト教研究が、相互交流を通して東アジア・キリスト教に生成し

た個人や共同体の繋がり・ネットワークを研究対象とすることについて論じたが、このよう

な研究は、単独の研究者によってカバーできるものではなく、共同研究という形態を取るこ

とが必要になる。つまり、求められるのは、ネットワーク的に存在する研究対象に応じた、

研究者のネットワークの構築なのである。前章で見たフィールド調査については、この研究

者ネットワークの形成という観点からも重要な役割を担うことが期待される─ネットワ

ークということであれば、Ｗｅｂ上のネットワークでも十分かもしれないが─。 
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 研究者ネットワークは、研究者が相互交流を行うという点だけでも意味があると言えるが、

しかしその際に、留意すべきは、この研究者の交流を何らの仕方で形に残すことである。論

者も、これまで、さまざまな研究者の交流を経験してきたが、交流が研究集会や国際学会と

して有意義な内容において実施されたとしても、その成果が形にならない場合、それが研究

者の継続的なネットワークの形成に至るのは困難である。それに対して、交流を論集として

残すことができれば─論集の作成は手間と予算が必要であるが─、それを手がかりに

交流が広がり、そこからネットワークが成立することが期待できる。（１７） 日本、中国、韓

国といった諸地域間の交流については、他の諸地域の研究成果を相互に翻訳し合うことなど

の工夫を行うことによって、内実を伴ったネットワークを地域内に、そして地域を越えて形

成することが必要なのではないだろうか。 

 東アジア・キリスト教研究には今後取り組まれるべき多くの課題が存在しているが、それ

らに取り組むことを通して、実りある研究が十分に展望できるように思われる。 

 

 

参考文献 

本論文では、以下の文献については、（著者、刊行年、頁）の形式で引用される。 

１．芦名定道『近代日本のキリスト教思想の可能性─二つの地平が交わるところにて』三恵社、2016 年。 

２．佐藤吉昭『キリスト教における殉教研究』創文社、2004年。 

３．大木英夫「環太平洋地域のプロテスタンティズム」（古屋安雄・大木英夫『日本の神学』ヨルダン社、

1989年、271-282頁）。 

４．鵜飼秀徳『無葬社会─彷徨う遺体、変わる仏教』日経ＢＰ社、2016年。 

 

注 

(1) 芦名定道『近代日本のキリスト教思想の可能性─二つの地平が交わるところにて』三恵社、2016 年。 

(2) 比較研究は、現代宗教学が比較宗教という方法論的基礎を有していることからわかるように、宗教研

究にとってきわめて重要な位置を占めている。「比較」という方法論については記号論あるいは意味論

という視点からの理論的な掘りさげが必要であるが─記号体系（言語の語彙体系、象徴体系）内にお

ける他の諸記号（諸言語、諸象徴）との関係性（差異と類似）における構造分析と、記号体系の生成過

程の分析という二つの軸─、本論文では、交流史との対比のために、比較論については、構造分析と

の関わりにしぼって説明を行った。なお、比較思想という観点からの思想研究として、次の文献を参照。 

１．中村元 『比較思想論』岩波全書、1960年（2005年）。 

２．中村元監修、峰島旭雄責任編集『講座 比較思想─転換期の人間と思想』北樹出版、1993年。 

(3) 本論文において「交流史」を考える際に念頭に置かれているは、2013 年から始まった「東アジアキリ

スト教交流史研究会」であるが、同様の問題意識や方法論は、さまざまな仕方において存在している。

たとえば、徐正敏は「関係史」という表現を用いているが（『日韓キリスト教関係史研究』日本キリス
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ト教団出版局、2009 年。『日韓キリスト教関係史論選』かんよう出版、2013 年）、この「関係史」とい

う用語は、次の文献からわかるように一定程度定着しつつあるように思われる。 

１．『日台関係史 1945-2008』東京大学出版会、2009年。 

２．『日本中国関係史 1972-2012』（全四巻）東京大学出版会、2012-14年。 

３．『日韓関係史 1965-2015』（全三巻）東京大学出版会、2015年。 

 また、2006 年から継続されている、日中韓神学フォーラムも、交流史あるいは関係史という視点を共有

している（芦名定道「東アジアのキリスト教研究とその課題」、日本基督教学会『日本の神学』53、

2014 年、172-177 頁、を参照）。さらに、視野を広げれば、関連した諸研究として次のものが挙げられ

るであろう。 

４．富坂キリスト教センター編『鼓動する東アジアのキリスト教─宣教と神学の展望』新教出版社、

2001年。 

５．柳炳徳・安丸良夫・鄭鎮弘・島薗進編『宗教から東アジアの近代を問う─日韓の対話を通して』

ぺりかん社、2002年。 

６．芦名定道ほか『比較宗教学への招待─東アジアの視点から』晃洋書房、2006年。 

７．芦名定道編『多元的世界における寛容と公共性──東アジアの視点から』晃洋書房、2007年。 

８．武内房司編『越境する近代東アジアの民衆宗教─中国・台湾・香港・ベトナム、そして日本』明

石書店、2011年。 

９．李元範・櫻井義秀編『越境する日韓宗教文化─韓国の日系新宗教 日本の韓流キリスト教』北海

道大学出版会、2011年。 

10．三木英・櫻井義秀編『日本に生きる移民たちの宗教生活─ニューカマーのもたらす宗教多元化』

ミネルヴァ書房、2012年。 

(4) ヒロ・ヒライ、小澤実編『知のミクロコスモス─中世・ルネサンスのインテレクチュアル・ヒスト

リー』中央公論新社、2014年。 

Ⅰ 学問の伝統と革新（中世後期の説教における聖書の引用、ルネサンスの黄昏における伝統の変

容、ゴート・ルネサンスとルーン学、といったテーマについての論考が収録されている。） 

Ⅱ 神と自然、そして怪物（キリストのプロフィール肖像、ルネサンスにおける架空種族と怪物、 

  といったテーマについての論考が収録されている。） 

Ⅲ 生命と物質（16世紀のスコラ学とスカリゲルの改革、西欧ルネサンス期における医学論争、フ 

ランシス・ベイコンの初期手稿にみる生と死の概念、といったテーマについての論考が収録さ 

れている。） 

Ⅳ 西洋と日本─キリシタンの世紀 

     折井善果「「アニマ」（霊魂）論の日本到着─キリシタン時代という触媒のなかへ」 

平岡隆二「イエズス会とキリシタンにおける天国（パライソ）の場所」 

(5) 佐藤吉昭『キリスト教における殉教研究』（創文社、2004 年）では、主に古代キリスト教史における

殉教思想（テルトリアヌス、キプリアヌス、特に「第Ⅳ部 アンティオキアのイグナティオスにおける殉
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教思想」など）が取り上げられているが、その「第Ⅰ部 殉教とは何か」の第二章において「日本キリシ

タンにおける殉教思想」が論じられている。 

(6) 殉教教育を含む、キリシタンの社会・教育活動については、狭間芳樹「近世における民衆と宗教─

キリシタンと一向宗」（芦名定道ほか『比較宗教学への招待─東アジアの視点から』晃洋書房、2006

年、63-87頁）を参照。 

(7) 宗教改革後のヨーロッパにおいて、日本キリシタンと同時期に、多くの殉教者が現れたことについて

は、再洗礼派を扱った次の文献を参照。永本哲也・猪刈由紀・早川朝子・山本大丙編『旅する教会─

再洗礼派と宗教改革』新教出版社、2017年。 

(8) 一色哲「南島キリスト教史入門─奄美・沖縄・宮古・八重山の近代とキリスト教」。これは、『福

音と世界』（新教出版社）に、2014 年 11 月から 2016 年 11 月まで、25 回にわたって連載されたもので

ある。引用は、（『福音と世界』の年と月。頁）の形式で行われる。 

(9) ホワイトヘッドの「有機体の哲学」については、田中裕『ホワイトヘッド─有機体の哲学』講談社、

1998年、を参照。 

(10) 大木は「『なぜキリスト教か』、これが、日本において、そして二十一世紀の世界において、神学が

取り組まねばならない問い」であると論じているが（大木英夫『組織神 学序説─プロレゴーメナと

しての聖書論』教文館、2003 年、21 頁）、この問いについては、古屋安雄編『なぜキリスト教か』（中

川秀恭先生八十五歳記念論文集。創文社、1993年）に所収の諸論考も参照。 

(11) ＹＭＣＡやＹＷＣＡが東アジアにおけるキリスト教のネットワークの中で重要な位置を占めているこ

とについては、間接的な仕方ではあるが、次の文献をご覧いただきたい。 

１．石川照子「中国ＹＷＣＡ（女青年会）の日本観──雑誌『女青年』に日本関連記事の考察」（歴史

学研究会編『性と権力関係の歴史』青木書店、2004年、25-34頁）。 

２．遠藤浩「戦時下の日本ＹＭＣＡ『大陸事業』の評価について─1960～70 年代の言説を中心に」

（現代キリスト教思想研究会『アジア・キリスト教・多元性』第 13号、2015年、19-34頁）。 

(12) 論者自身のフィールド調査については、次の論文などをご覧いただきたい。 

芦名定道「東アジアにおける宗教的寛容と公共性」（紀平英作編『グローバル化時代の人文学対話と寛

容の知を求めて【下】共生への問い』京都大学文学部創立百周年記念論集、京都大学学術出版会、

2007年、279-301頁）。 

(13) こうした研究事例については、宗教学や文化人類学の研究分野において、多くの実例を挙げることが

できる─注 15 で挙げた諸研究もその一端である─。こうした問題意識については、次の文献も参照。 

  Christian Scharen , Aana Marie Vigen (eds.), Ethnography as Christian Theology and Ethics, Continuum, 2011. 

(14) 社会調査の基礎については、次の教科書的文献からその概要を知ることができる。特に、参与観察、

アンケート、インタビュー、ドキュメントを用いた質的社会調査は、宗教研究にとっても重要な手法と

なる。 

１．宝月誠ほか著『社会調査』有斐閣、1989年。 

２．岸政彦ほか著『質的社会調査の方法─他者の合理性の理解社会学』有斐閣、2016年。 
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３．前田卓也ほか編『最強の社会調査入門─これから質的調査をはじめる人のために』ナカニシヤ出

版、2016年。 

 また日本キリスト教を対象としたフィールド調査における予備調査などのために参照すべき、宗教事象

に関わる公的データについては、石井研士『データブック 現代日本人の宗教 増補改訂版』（新曜社、

2007 年）を参照。また、アンケートやインタビューなどのデータに基づく、現代日本のキリスト教につ

いての研究としては、次のものが存在する。 

４．山下勝弘『超高齢社会とキリス教会─特に障害者・高齢者と共存する教会形成を考える』キリス

ト新聞社、1997年。 

５．岩村信二・森岡清美『教会教育による教会形成─大森めぐみ教会の場合』新教出版社、1995年。 

(15) たとえば、岩谷彩子『夢とミメーシスの人類学─インドを生き抜く商業移動民ヴァギリ』（明石書

店、2009 年）では、移動民ヴァギリについてのフィールド調査と「ミメーシスとしての夢」をめぐる哲

学的また人類学的な理論研究とが結びつけられることによって、説得的な分析が行われている。同様の

フィールド調査と理論との関連づけの重要性については、長谷川千代子『文化の政治と生活の詩学─

中国雲南省徳宏タイ族の日常的実践』（風響社、2007 年）、浅川泰宏『巡礼の文化人類学的研究─四

国遍路の接待文化』（古今書院、2008年）などの諸研究からも確認できる。 

(16) 死者儀礼に関わる最近の研究論集として、次のものが挙げられる。 

１．山田慎也編『現代日本の死と葬儀─葬祭業の展開と死生観の変容』東京大学出版会、2007年。 

２．近藤剛編『現代の死と葬りを考える─学際的アプローチ』ミネルヴァ書房、2014年。 

３．国立歴史民俗博物館、山田慎也、鈴木岩弓編『変容する死の文化─現代東アジアの葬送と墓制』

東京大学出版会、2014年。 

(17) 2002 年から現在まで共同研究を行っている、「アジア・キリスト教・多元性」研究会 

（https://sites.google.com/site/asiachristianity/）が、ジャーナル『アジア・キリスト教・多元性』を刊行し、  

研究者の交流を図ってきていることは、この実例と言える。 

 

 

（あしな・さだみち 京都大学大学院教授） 




