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キリスト教学研究室紀要 

第 6 号 2018 年 3 月 111~126 頁 

 

研究ノート：『六合雑誌』におけるインスピレーション論争とそのコンテクスト 

 

岡田勇督 

 

1. はじめに 

 近代日本キリスト教史において、〈雑誌〉という媒体が大きな意義を有していたことは、

すでに広く認められている1。その中でも、『六合雑誌』は他の主要な雑誌とともに重要な

位置を占めていたということができるであろう。小崎弘道、田村直臣、植村正久らによっ

て創刊されたこの雑誌はキリスト教による啓蒙をめざして、宗教にとどまらず政治、経済、

社会など幅広い論説を世に送り出して明治の世に影響を与えた2。 

 さて、このように影響力をもつ『六合雑誌』の誌上においていくぶんか知られている論

文のひとつとして、その編集主幹を務めていた小崎弘道による講演録「聖書のインスピレ

ーション」がある3。小崎はこの講演において、聖書のインスピレーションと呼ばれるもの

を神の感化と捉え、これを聖書無誤説と捉える見方を斥けた。この見解は近代的な歴史的・

批判的方法による聖書研究の成果を受けてあきらかにされたものであり、土肥昭夫はこれ

をもって「日本人キリスト者でこの問題にとりくむ方法を考えたのは彼が最初ではなかっ

たかと思われる」と述べ、「時勢に先んじて新しい思想を導入しようとする小崎の啓蒙的

思想家の性格」を評価している4。 

 この小崎の講演は 1889 年 6 月の末から 7 月の頭にかけて同志社で行われた YMCA の第

一回夏期学校において行われたものであるが、この機会に為された演説は当時の学生の手

によって編集され、論集として出版されている5。しかし興味深いことに、この論集には小

崎の「インスピレーション」講演は収録されていない。土肥は出典を明らかにしていない

が、ここに表わされている小崎の聖書観がデーヴィスや金森通倫らによって「過激な危険

思想」として扱われたため、この夏期学校講演集に小崎の講演だけ載せられることがなか

ったと説明している6。このようにして行き場を失うことになった小崎の講演録であるが、

結果として彼が自身で『六合雑誌』へと発表することにより、最終的に日の目を見ること

になったのであった。 

 このように物議を醸した小崎のインスピレーション論であるが、従来の研究ではおおむ

ね上に述べた程度の扱いに留まっており、この論説がその後にまで及ぼした影響に関して

は触れられたことがなかったと言える。実は小崎の論説が発表されたのち、『六合雑誌』

上において当時のキリスト教界のオピニオン・リーダーたちが聖書のインスピレーション

に関して大規模な議論を交わすことになったのであるが、そのことに関しては従来の日本

キリスト教史研究全体においてもほとんど言及されたことすらなかったのではないかと言
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える7。本論考ではこの事件を『六合雑誌』におけるインスピレーション論争と名づけ、そ

の詳細な内容と歴史的なコンテクストにおける位置づけを試みる。 

 

2. インスピレーション論争の経過 (関連年表も参考) 

 前述のとおり、『六合雑誌』におけるインスピレーション論争の直接的な発端は、1889

年の YMCA 夏期学校において行われた小崎弘道の演説に求めることができるが、その原因

はさらに遠くまで遡ることが可能である。その前年の 10 月に小崎は同じタイトルの、より

詳細な論考を巻頭に寄稿しており(94, 1-8)、この文章が翌年の演説の土台になったものと思

われる。また、そこからさらに遡ること一年、1888 年の 9 月に小崎は「アンドウウオル新

義神学」という論考を発表しており(81, 354-360)、アメリカン・ボードの強い支持母体で

もあったアンドーヴァー神学校において影響力を持ち始めた新神学にかんする報告を行っ

ている。この新神学の内容にも聖書の聖霊感化(インスピレーション)が問題の一部となって

おり、小崎自身の「聖書のインスピレーション」もこのような一連の流れを受けての彼な

りの応答であったということができるであろう。 

さていずれにしても、小崎弘道の演説「聖書のインスピレーション」とその記録は大きな

反響を呼んだ模様である8。そのおよそ半年後の 1890 年 2 月、小崎は巻頭において「吾人

の拙論幸いに世の注目する所となり、爾来新聞に雑誌に演説に説教に之を論ずる者少から

ざるを見る」と述べ、この問題がキリスト教信仰に対してもつ意義を確認する(110, 1)。そ

して「吾人は基督教会中の有名なる学士諸君に請い本論に関する意見を本紙に掲ぐるに至

れり」として、当時のキリスト教界におけるオピニオン・リーダーたちに、この問題につ

いての意見を明らかにするように依頼する。このようにして、約三か月にわたる『六合雑

誌』上におけるインスピレーション論争の火ぶたが切って落とされるのである。ちなみに、

このインスピレーション論争が始まるわずか一か月前、同志社の創立者かつ精神的支柱で

あった新島襄が亡くなっている(1890 年 1 月 23 日)。この事実は、第四節においてこのイン

スピレーション論争を日本キリスト教史、さらに正確にいえば同志社や組合教会の歴史と

いう文脈において位置づけてみるときに、大きな象徴的意義をもつことになるであろう。 

 さて、このインスピレーション論争は 1890 年の 2 月から 4 月までの三か月間行われるこ

とになるが、そこに関わることになった論者を見てみよう9。寄稿文のタイトルに関しては

小崎の「聖書のインスピレーション」と大なり小なりほぼ同じなのでここでは省略するこ

とにする。『六合雑誌』第 112 号には山田寅之助、ラーネッド(Learned, Dwight Whitney)、

山鹿旗之進、デフォレスト(De Forest, Charlotte Burgio)、松村介石。第 111 号にはコクラ

ン(Cochran, George)、松山高吉、デーヴィス(Davis, Jerome Dean)、杉山重義、イービ(Eby, 

Charles Samuel)、平岩愃保、大西祝、奥野昌綱、綱島佳吉。第 112 号にはノックス(Knox, 

George William)、瀬川淺、大嶋正健が寄稿している。 

 なお、この後『六合雑誌』においてはインスピレーションに関して直接言及している論

考はほとんど確認することができない。直後に山中寅之助による「聖書論」と題する講演
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の記録が載せられており、インスピレーションの問題に関しても部分的に触れられている

が(104, 12-7)、実質的には論争自体はこの三か月間で終了したと言っていいであろう。 

 

3. 各論者の主張とその分類 

 さて、それでは本論争における各論者の主張を概観し、それを分類してみよう。その基

軸を作るために、まずはその発端となった小崎による「聖書のインスピレーション」の概

要をここで確認することにする。 

小崎によれば、聖書の「インスピレーション」に関する理解は神学者たちによって千差

万別であるが、大別すれば二つの可能性に分類することができる。第一に「聖書中総ての

記事を以て一点一画も相違なしと信ずるもの、即聖書中の学術、歴史、宗教、道徳は一切

誤謬なしと主張するもの」(103, 9)、第二に「聖書は元来神の恩恵救を主として記載したる

ものなれば宗教道徳の事は誤りなきも学術歴史等に渉る点までも毫も誤謬なしとは為すべ

からず」(同)という立場である。第一説は、聖書の記述を例外なく誤りなしとするもので、

便宜的に〈完全無誤性〉と名づけることができるであろう。一方第二説は、誤りがないと

いう範囲を宗教や道徳のことに限定し、学術・歴史の分野にまではその範囲は及ばないと

する。これを〈部分無誤性〉と定義する10。ここで問題になっているのは、歴史的・批判的

方法や自然科学などが発達した時代において、聖書というキリスト教の聖典がもつ信憑性

の問題であり、それがどの範囲まで及ぶのかという近代を経たキリスト教にとっての一般

的な問いであるといえる。 

 さて、小崎はこの両説のどちらにも一定の難があることを認めつつも、自らのインスピ

レーション理解を示して次のように言う。「『インスピレーション』とは不可誤の謂ひに

非ず即ち神の感化なる故に聖書の『インスピレーション』は聖書の記者神の感化を受け聖

霊に充たされたる心を以て之を記せるを云う」(103, 12)。上に挙げられた二つの説は、イ

ンスピレーションにおいて主に聖書の無誤性の問題を扱っていたが、小崎によればその本

来の意味は「神の吹込み」、「神の感化」であって、聖書の文書が成立する際に何らかの

神の介入を受けているという点に強調点がおかれるべきであるとする。しかし同時に、小

崎は上の二つの説に関して自らの態度決定を保留するわけではない。「聖書の記者も正直

なる心を以て誠実真卒に事業を記載したるは疑ふ可らさるところなれど其記事悉く誤なし

とは為す可らず」(同)というように、聖書記者に対する神の感化は認めるが、その記事が完

全に誤りを免れているというわけではないとし、第二説つまり部分無誤性の立場をとる。 

 この分析から明らかなように、この聖書のインスピレーションにおいては大きく分けて

四つの立場が問題となって

いる。すなわち、小崎が導入

したように無誤性を完全な

ものと取るか、部分的なもの

ととるか、またインスピレーションによって小崎が理解している神の感化が聖書記者にあ

無誤性＼インスピレーション 感化あり 感化なし 

第一説・完全無誤性   

第二説・部分無誤性 小崎  
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ったかどうかの組み合わせによる四点である。小崎はこの中でも、「インスピレーション

あり、部分無誤性」の立場にたって論述を行っており、その論述は明瞭なものである。小

崎は聖書が「神の感化、神の指導を受けて成れる」ことを証明するために、アリストテレ

スの著書、カントの哲学などと比較することによって、他の書物との比較を絶する聖書の

感化力を強調する。一方で、彼は「聖書の一字、一句、一点、一画の些末に渉り喋々する

を好まず」(103,15)と述べ、聖書の記述をどんな些細な過ちもないほどまでに信ずることに

対しては明確に距離を取る。また次のように述べるとき、その調子は批判的な響きをも帯

びてくる。「果たして然らん乎我等は聖書の一点一画も誤謬なしと主張し、斯く主張せさ

る者は神に対して不忠不義なりと思惟するは寧ろ誤ならずや。それ人は信仰に依て義とせ

らる。其義とせらるるは豈聖書の一字一句を崇拝するが故ならんや」(103, 13)。 

 さて、小崎によって提題がなされたインスピレーションの議論は、当時のキリスト教界

における指導者たちを巻き込みつつ、三か月の間『六合雑誌』上において意見が交わされ

ていく。その議論に参加した人数の多さから一見提出される意見も多様であるように思わ

れるが、実のところ議論は小崎が用意した路線をそこまで逸脱することなく全体の布置が

描けるようになっている。その全体の布置を改めて表にして表示すると下のように把握す

ることができる。 

 

 

議論に参加しているのが大きく括って皆キリスト教徒であり、聖書あるいは聖書記者が聖

霊の感化を受けているというインスピレーションの項は共有されていると思われるため、

〈感化なし〉の列は省略した。しかしその分、無誤性に関する規定においてさらに細かな

立場の区分が要求される。小崎のようにはっきりと自らを完全無誤性(1)か部分無誤性(2)か

に分類して立場を表明するものもいれば、その立場を保留するなどして不明瞭にする者、

あるいはそもそもその枠組みに乗ろうとしない者もいる(3)。このような全体像を基に、そ

れぞれの主張の中身に分け入っていくことにしよう。 

 

(1) 第一説・完全無誤性の立場 

 聖書のインスピレーションと完全無誤性を共に認める伝統的立場の擁護者をただ一人努

めるのは宣教師デーヴィスである。彼はインスピレーションに関する主張を大きく四点に

まとめ、膨大な量の聖書箇所をその傍証として提示してゆく。第一に、聖書の起源は最終

的には神にまでたどることができる。聖書には多く啓示の記録、キリストの言葉、あるい

無誤性/インスピレーション 感化あり 

第一説・完全無誤性 (1) デーヴィス 

第二説・部分無誤性 (2) (小崎)、山田、山鹿、デフォレスト、コクラン、

杉山、大西、奥野、ノックス、瀬川、大嶋、 

不明瞭(言及なし、あるいは保留) (3) ラーネッド、松村、松山、イービ、平岩、綱島 
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は「エホバかく言いたまへり」などの言葉が残っているからである。第二に、無誤性の論

点として、聖書記者がこれらの事柄を記述する際に誤ることがないように神の指導があっ

たといえる。「福音書は其事件の起こりし後四十年乃至五十年の間に記述せられしものな

るも、非常に一致して誤謬を免れ居れり」(111, 37)。「聖書の歴史は世界に於て驚くべき

精確を表する唯一の歴史なりとす」(同上)。このような「精確」さの説明として、例えばキ

リストが漁夫にすぎない弟子たちに完全で充分な権利を与えたこと、「誤謬なく言語を発

する為に」聖霊を与えたことなどが挙げられている(同上)。第三に、神の感化は聖書の歴史

的・学術的部分をも含めた全体に及んでいる。旧約聖書に関しては、キリストと使徒がつ

ねに旧約聖書を神の言葉として権威あるものとして扱っていたこと、新約聖書に関しても

それと同等の地位が要求されるということが聖書の多くの箇所が引用されながら論じられ

る。また、歴史・考古学の次元における事実に関しても、遺跡などの発掘などによる知見

の進展や、写本に写された際の誤りが発見されることによって、従来聖書の不正確さと考

えられていた箇所は正確なものと明らかになるであろうと主張される。デーヴィスが「博

士ラウリンソン」という学者の言を引いて言うには、「発見の加はるに随て、此等合一の

点増加し、曖昧なりしものは明白となり、困難は解かれ、疑惑は消散せり」(111, 39)。現

在疑いがかけられ、聖書の正確さを損なうような箇所があったとしても、これから学問が

進歩していくことによって、徐々に聖書のほうが精確な事実を伝えていたことが明らかに

なっていくという楽観的な見方がここにはうかがえる。また第四にデーヴィスは、インス

ピレーションが必要とされるそもそもの目的として、神の真理が誤りのない記録として人

間に伝達されるということを挙げるが、ここでも重要なのはその結果である。聖霊が記者

を感化し聖書が書かれた結果、小民族のユダヤ人の道徳が世界を席巻し、聖書は多くの国

語に翻訳されている。これは聖書に記された道徳の偉大なこと、そしてその起源が神であ

ることを表わしているとデーヴィスは主張するのである。 

 

(2) 第二説・部分無誤性の立場 

 小崎と同じ立場として、聖書がインスピレーションによって成ったことは認めつつも、

部分的無誤性の立場を取る者たちはこの論争の中で多数派を形成している。 

山田寅之助はインスピレーションに関して論点を明確に分けて議論する。第一にインス

ピレーションの字義について、この語は英語聖書の中でもわずかニ箇所しか見出されるこ

とができない(ヨブ 32:8, 第一テモテ 3:16)。第二にインスピレーションの定義について、こ

れは聖書などの事物についてではなく人物に適用されるべきである。また、このインスピ

レーションを自然的なものと捉え、ニュートンやミルトンなどの天才による書物と同種類

のものと考えるか、他に類を見ない超自然的なものと捉えるかの二つの類型があり、山田

自身は後者を取る。第三にインスピレーションの方法について、そこには神の要素のみ存

在し、人が神に対して機械的受動的に影響を受けて聖書を記したとする考え方と、神と人

の両要素が存在する考え方があり、山田は後者を取る。つまり「聖書の真理は神より出で
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たるものなれども其真理は人間を通過して来れるものなり」ということになる(110, 3)。第

四にインスピレーションの区域として、山田は聖書中に上記のような意味でのインスピレ

ーションを受けている箇所とそうでない箇所があると主張する。キリスト教の預言や救い

に関することは前者、自然宗教によっても知ることのできる真理は後者に分類されること

になる。また第五に、聖書に誤謬が存在する可能性があることを認めることを一言してい

る。「聖書は始終全体一も誤謬存する者にあらずと論ずるものあれども余はこの説に服す

ること能わず」(110, 4)。しかし「たとひ聖書に誤謬存するとするも天啓の教理に関して誤

謬存するとの意にあらず地理歴史の如き吾人の救に関係なき点に於いて存するを得べしと

云う事なり」(同上)という形で、「天啓の教理」と「地理歴史」という聖書の記述における

領域を区別し、前者には誤りがないということを保証する。 

 山鹿旗之進も、山田との部分的な相違を見せつつその立場は似通っており、七点を挙げ

つつインスピレーションについて論じている。第一に、聖書は神意を人間の言語において

表わしたという二面性があること。第二に、無誤性の論点について、聖書記者が万事にお

いて全く過失なしとは言い難いこと。しかし、彼らが神意を伝えるという働きにおいては

誤謬を免れているかぎり、その他科学・哲学などに関しては問題がない。第三に、インス

ピレーションは聖書記者個々人の特質を消滅させない。それぞれの書に文体の相違がある

ことからもそれは明らかである。第四に、思想だけではなく言語もインスピレーションを

受けていること。ここで山田と意見を異にするのは、インスピレーションを受けるのが人

間である記者ではなく物である記事や書物と理解されている点である。第五に、イエスの

言行を福音書記者が記すときのように、聖書記者が明白に知っている事実においてはイン

スピレーションが必要とされないのではないかという駁論に対し、そのような場合にも聖

霊の感化が必要であること。そしてそれ故第六に、インスピレーションは旧新両約の全聖

書に及んでおり、ある部分は感化されある部分はそうではないと考えるのは誤りであるこ

と。この点に関しても山田と見解が割れている。最後の第七点として、インスピレーショ

ンが記者に具体的にどのように作用したのか、神人両者がどのように相合しつつ分かれて

いるのかという問題に関しては、その在り方や詳細は明らかになっていないものの、かと

いって不合理な教えでもないことが挙げられている。 

 アメリカン・ボードの宣教師として東北で活躍するデフォレストも、明快な議論をもっ

て小崎に続く。彼はインスピレーションを「聖書は生命
．．

の満てる生
．
ける書なる意」〔傍点

デフォレスト〕と理解し、次のように述べる(110, 13)。「『インスピレーション』の定義

は如何と問ふ者あらば生命
．．

と云ふの外他に一言以て其の意を貫くの字あるを知らざるなり」

(同上)。この線上で、彼は英国の学者「バクストル」に倣い、聖書の意義とその文字を魂と

身体の関係として理解する。ここで、身体には脳や心臓のように一層重要な部分と、毛髪

や爪のようになくなっても死ぬことがない部分がある。この見方に従えば、例えばマタイ

伝冒頭の系図は毛髪として取り除かれうるものであっても、ヨハネ 3:16 のような「聖書の

魂」(111, 13)はそうではないということになる。デフォレストによれば無誤性に関する論
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点もこれと同じで、聖書中に見出される歴史的な誤謬はすべて周辺的な事柄と考えられる。

歴史的な誤謬があるから聖書は信ずるに値しないという論は、「左手弱きが故に汝に生命

なしと謂ふに同じ」なのである(111, 13)。また、例えば創世記第一章におけるような学問

との軋轢も同じことであって、その核心たる「霊」は世界が唯一の神に創られ、人を自ら

の形に似せて創ったこと、「体」は神の創造が 6 日の間に行われたと考えれば解決される。

またデフォレストはこれを、しばしば用いられる用語として、これを聖書の中における人

性的と神性的な部分の違いとも考えることができるとしている。 

 同じく宣教師のコクランは「帰納法」という原理を出発点として、批評的探究に基づい

た論述を行うことを明言し、議論を行う。第一に、聖書は成立年代や記述内容にも幅があ

る多くの書を含めて編集されたものであること。第二に、「文学的形状」においては聖書

は完全に人間的なものであること。コクランはここでデフォレストと同じく人性と神性と

いう区分を用い、「聖書は人間の方言に於ける神の言葉なり」「基督は人間の肉に於ける

神の言葉なり」と論じ、その両性質が聖書に見出されることを論じている(111, 30)。第三

に、聖書の統一性として、そこに含まれている書は多様であってもその編集において一つ

の「機関的全体」を形成し、さまざまな箇所が相照応しあって一つの書となっていること。

第四に、第二の点と似ているが、神の啓示は聖書において「具体的衣服」をまとって現わ

れていること。歴史、伝記、預言、詩歌など聖書は多くの形態によって書かれているので

あって、「一度聖書を披く時は各年代固有の方言に由て言明せられたる神の声を聞くを得

べし」(111, 31)。しかし、このように古代の衣装をまとった神の言葉も、「実際の教誨を

与える」という点に関しては現代にまで通用する永遠の価値を有している(同上)。第五に、

聖書記者たちはいつも神からの使命、神の語りを受けて聖書を書いていることを明らかに

している。さて、これらの事実から無誤性とインスピレーションに関する結論が引きださ

れる。無誤性に関しては、これは人間の言葉であるが故にもちろん誤謬を免れない。「聖

書は人間文学の形状を以て組織せられ普通の継伝法に従ひたる者なるが故に吾人は容易に

聖書批評学の発見せし如き錯雑と誤写を看出すなり」(111, 32)。しかし「同時に凡ての時

代に対する教誨と訓言の充満せるを見るなり」(111, 33)。 

 杉山重義は、一方で聖書が一字一句神から出たものであっていかなる誤謬も免れている

とする論を古いものとなし、また他方で解剖的・分析的な方法を用いて聖書を腑分けし、

神の言葉であって無誤の部分とそうでない部分を分けるというやり方も適切な解釈の方法

ではないと主張する。他の論者が主にインスピレーションの定義を問題にするのに対して、

杉山はここで聖書の意義・定義を問題の俎上に載せる。彼によれば聖書とは旧約 39 巻新約

27 巻に記載されている天文・地理・歴史・文学などの字句を指すのではなく、「其内に活動

する神の生命救助の大道」を指すものである(111, 41)。それ故、聖書を分解して個々別々に

見れば、その歴史・伝記などの叙述において誤謬を見出すことはもちろん出来るが、それ

は杉山にとっては聖書ではない。これらが総合された統一体としての聖書は救済の目的に

おいてインスピレーションを受けており、その点において誤謬を有していないのである。
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「余は消極的に聖書の或る部分は『インスピレーション』に非ずとて之を拒むより却て積

極に其全体たる救拯の目的に於ては『インスピレーション』の確実たると信じて疑はざら

んとす」(111, 42)。 

ユニテリアンにして哲学者として著名な大西祝もまたこの問題に対して、簡単な手紙を

寄せている。彼は今までもつねにインスピレーションという教説が「到底維持し得可らざ

る信仰」と考え、このような神学思想によって宗教上の安心感が保たれているようでは、

また宗教が十分に進歩していないと見ている。「全体或一の書に録しあることをば徹頭徹

尾絶対的の真理と見做し候ことは(小生には)到底証拠し得べからざる仮定と存せられ候」

(111, 43-4)。 

 奥野昌綱も短い手紙を寄せている。彼はインスピレーションを、神がアダムの鼻から生

命の息を吹き込んだように聖書の記者の心にも知識を吹き込んだとして理解する。しかし

他方で、聖書に一点一画の誤謬もないと断言することにためらいも見せる。その理由の中

には「一点一画の誤謬なしと定むるはヘブル語の聖書なるかギリシャ語の聖書なるか古き

写本なるか漢訳なるか和訳なるかを定めずしては架空の論なるべし」(111, 44)というよう

に翻訳と原典という問題も顔をのぞかせており、聖書の和訳の作業に実際に従事した奥野

らしい意見をみることができて興味深い。いずれにしても「野生は聖書を愛すること深き

が故に聖書中に於て誤謬あるを見出すこと殆ど僅少なり」(同上)と述べ、完全な無誤性を取

らないことにも相対化を行う。 

 瀬川淺は非常に細分化された緻密な議論を披露している。まず第一に、インスピレー

ションを「啓導」と訳しなおして「黙示」から区別し、前者は聖書記者に対する聖霊の働

きを意味するのに対して後者は神から人に伝達された啓示そのものであることを明確化す

る。第二に、旧約中の「主云給ふ」や新約中に使徒たちが啓導を受けている記事を引きつ

つ、啓導が実際にある事実であることを論ずる。第三に、啓導の種類を言語啓導と思想啓

導に分けることによって議論の細分化を行う。言語啓導とは、聖書記者が聖書を記述した

際、その思想だけではなく文字に至るまですべて神から出たものであり、ゆえに真実であ

るという説。対して思想啓導とはこれを思想のみに限定し、言語は人間から出たものであ

ると考える。さて、瀬川自身は言語啓導の説を取らない理由を以下の三点にまとめている。

(1)啓導の範囲を言語にまで及ぼすと、聖書の翻訳という問題が生じ、ローマ・カトリック

教会の二の轍を踏むということ。(2)聖書の各書に文体の相違があることを説明できない。

(3)聖書中に同じ事柄を違う表現によって述べているところがあり(共観福音書の並行記事

など)、その説明ができなくなる。このような言語啓導の難点に対して、思想啓導はこれを

すべて回避することができると瀬川は主張する。翻訳言語、文体、表現の違いがあったと

しても、そこに通底する思想は同じものとして考えることができるということである。ま

た、この思想啓導には厳密派と寛柔派という二つの下位区分がさらにあり、これが本稿の

分析的枠組みにおける完全無誤性と部分無誤性の区分に対応している。瀬川自身は後者の

説を取ることを言明したうえで、第四に啓導の範囲がどこまで及んでいるのかという問題
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について取扱う。彼によれば聖書の記述は三つに分けることができる。(I)書簡のあいさつの

ように、事柄においても記述の仕方においても啓導を受けていない箇所 、(II)聖書の歴史に

ある人間の罪や失敗の物語のように、事柄は啓導されていないが記述の仕方は啓導されて

いる箇所、(III)教義や道徳など、事柄においても記述の方法においても啓導を受けている箇

所、である。このように、聖書においてはインスピレーションの及ぶ範囲と及ばない範囲

があると瀬川は考えている。 

大島正健も手紙の冒頭において小崎の所論に対して同意を示しつつ、インスピレーショ

ンと「インパリビリティ」を区別すべきであるという正当な指摘を行っている。そして、

聖書のなかには法律などその時代の人たちに直接あてて書かれたものもあるため、それを

現代にまで及ぼしづらいと述べつつも、そこに現れた道徳性の高さや義人の信仰生活など

が現代のキリスト教徒にも影響を与えるのは、そこにインスピレーションを認めることが

できると論ずる。また学術・歴史などの問題に関しては、無理に聖書を科学と調和するよ

うに読むべきではないということを主張する。例えば創世記を地質学と調和するように一

日を 24 時間ではなく一つの期間として読んだり、進化論と調和するように様々な解説を付

すことに対して、大嶋は釘をさす。そのようなことをせず、何か事実との相違があったと

しても、生命の源泉であるキリストの言行をそこに確認することができれば十分なのであ

る。「聖書のインスピレイションにて人間の不完全なるより多少の誤謬あるべしと雖も我々

の誘導者となり神の理摂を示し其深意を現はすに到りては十分の権力ありと信し候」(111, 

40)。 

 

 (3) 無誤性に関して不明瞭な立場(言及なし、あるいは保留) 

上記の論者たちの他に、何人かは聖書の完全無誤性・部分無誤性に関して保留・言及な

しという態度を取っている。 

宣教師ラーネッドは、旧約聖書の重要性を認めつつも、自らの信仰の基礎である新約聖

書を対象にして議論を始める。まず第一に、信仰を持たない者に対してキリスト教の教え

を伝えるとき、インスピレーションに関して論究する必要がないということを彼は確認す

る。「不信者に向て証明するには聖書を歴史的の記録として用ざる可からず」(110, 5)。福

音書におけるその記録により、ナザレのイエスが実際に存在し、その彼が「神なる人、政

界の救主」であることは明らかであるという。ただし、新約聖書には歴史と書簡の二部門

があり、歴史においては事実を述べているだけなので聖霊の感化を受けているかどうかは

さほど問題ではない一方で、事実とともに思想を述べる書簡においてはインスピレーショ

ンの有無は大きな問題であると一言する。第二に、この書簡におけるインスピレーション

の有無という問題を追及するにあたって、ラーネッドはパウロを範例として取り上げる。

ここで彼は、ダマスコ途上の出来事に関する記事などから、「パウロの教えしものは猶ほ

キリストの教訓の如く神の啓示に出つるものとして受納せざるベからず」と述べる(110, 6)。

ただし、パウロのように啓示を受けてキリスト教の奥義を悟った者だとしても、その言語
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の細部にまで霊の指導を受けたわけではないという点は認められる。第三に、パウロのこ

のような体験、キリスト自身が弟子たちに聖霊を与えることを約束したこと、そしてパウ

ロ自身が自らの説教を神の啓示として語っているところから、ラーネッドはパウロが神の

啓示によって教導されていると断定する。このように、ラーネッドはインスピレーション

によって主に聖書記者に対する神の介入を問題にし、これに対して肯定的な解答をする一

方で、もう一つの問題軸である無誤性の問題には触れていない。これが意識的なものか無

意識的なものかはもちろん確認する手立てがないが、このようにして彼の立場の層は上記

の他の論者とは僅かながら違いを見せている。 

 松村介石が寄せた短い文章においても同様の傾向が見て取れる。彼は「此頃やかましき

インスピレーションに付て」、新説の方に傾きつつあるが、未だ明確な意見を持っていな

いということを率直に表明する。そしてさらに「先づ只今の所にてはつまり其何方に定ま

るともよろしと存候」と、この問題自体に対する無関心を隠すこともない。難解な神学上

の議論に関しては神学者たちに一任して、「拙者は矢張り貧者の為めに福音を説き」と、

自らの関心が理論ではなく専ら実践の方向へ向いていることを明らかにしている。ここに

おいてもやはり立場の保留が見られるのである。 

松山高吉もその点では似た意見を述べている。松山は明治期キリスト教において重要な

〈実験〉という概念を持ち出し、自らが身を以てなした体験によってインスピレーション

を語る糸口を得ようとする。「余は素キリスト教を敵視せし者なりしが彼を排撃するには彼

を知らざる可らずと思ひ好ましからずも聖書の研究に取りかかり日一日と探べゆく中に此

語によりて大いに罪を悟り彼句によりて甚く主の恩に感じ何日しか我が心は一変して今の

我は昔の我にあらざるを覚ゆるに至れり」(111, 35)。このようにして松山は、聖書がインス

ピレーションによって成る「活書」であることを信じるに至った。結論として「余は切に

世の人に勧んインスピレーションのことは兎まれ角まれ先づ聖書を開きて熟読すべきを」

と、やはりインスピレーションの問題を棚に上げて実践的な方向へと向かう姿がそこには

見てとれる。松山はこの中でも確かに、歴史や地理などの事実や手紙を誰々に送ったとい

う細かなことまでもインスピレーションを受けているとは考えないと語っているものの、

この時のインスピレーションとは、直後で「教諭と督責と人をして道に帰せしむると正義

を学ばしむると斯る類は皆インスピレーションの力とこう信じたれ」と述べているように、

人を教導し救いの教えへと道を開くことが聖書には可能であるという意味であって、無誤

性に関して述べているわけではない。よって、松山もこの問題に関しては立場が不明瞭で

ある。 

続いて宣教師のイービも短い文章を寄せているが、そこにおける立場は判然としない。

彼はインスピレーションの問題に関してはいったん筆をおき、代わりに「生命の理」につ

いての短い論述を行う(111, 42)。生物が生命を有している点においてその死骸と異なるよ

うに、聖書には他の人間の手になる本からの差異を生む生命が宿っている。それは諸時代

を通じて人間に働きかけ、人間を道徳的・宗教的に発展させる力である。この論述におい
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ても、聖書が他の書物とどこか異なるという論点は踏まえられているものの、無誤性に関

しては明確な規定がなされていない。 

 平岩愃保も短い文によって、この問題に対する困惑を少なからず顕わしている。彼はこ

の問題を神学的・教義学的に研究したことがないという断りを入れたうえで、一方で「机

邊に散在せる諸書中或は論者の称する固執説と云へる者大分相見之候へとも拙者の意を満

足するを得ず」と述べ、伝統的な立場に対してあまり満足がいかない様子を見せ、また他

方で「『ハイヤルクルテシズム』(高等批評)或は新説も杜撰多き様にて未だ容易に採用し難

し」と述べて、歴史的・批判的方法を用いる新説にも納得がいかない点があるとしてこれ

を相対化する(111, 43)。またさらに、依頼があったからといって「即席一夜に旧新所説を

折衷料理して一説を作り此れ自分の意見論説なりと吹聴投書」することも愚かであるとし

て慎重な態度を見せている(同上)。平岩においても、やはり立場決定は未だ明確ではない。 

 綱島佳吉も、外国教師や書籍・新聞などからこの問題を学んでいるとはいえ、自分の説

はいまだ確定していないことを吐露する。神学的には確かに新説に傾きつつあるが、「余

は自今緊要の問題につき可成公平に可成汎く可成十分の研究を為し度希望に御座候」と述

べ、慎重な姿勢を示している(111, 45)。 

宣教誌ノックスも、基本的には無誤性に対する立場を基本的には明確に表わさないまま

論述を行う。第一にインスピレーションの理解に関して、これが聖書の歴史的信頼性の問

題と混同されてはならないこと、黙示と混同されてはならないこと、インスピレーション

が無誤性を保証することを前提するべきではないこと、インスピレーションを「神の霊の

呼吸」として理解するべきであることを確認する(112, 30)。第二にインスピレーションの

証拠に関して、ノックスはこれを聖霊、使徒・預言者の言語、イエス・キリスト、聖書そ

のものという四つから引き出すことを試みる。聖書の真理は聖霊が内的に働きかけること

によって、或は使徒や預言者の語り方を見ることによって、真なる倫理と宗教を教えてい

るものであることがわかる。また聖書のインスピレーションとイエス・キリストのインス

ピレーションは並列している問題であり、倫理的宗教的に重大な意義を持つイエスその人

が旧約のインスピレーションを証し、弟子たちに息を吹きかけて聖霊を与えたのであった。

また聖書そのものを見ても、それが「善に於る一の偉大なる勢力」「一の宗教的勢力」「一

個人と社会の改革に向て他に傑出したる一の道徳力」であることがわかる。さて第三にイ

ンスピレーションの方法に関して、インスピレーションは規則を与えたり、不変の哲学的

倫理的理論を生み出すものではなく、その時代に適した形ですべてのひとの必要とすると

ころのものを備えるとノックスは主張する。また第四にインスピレーションと学問との軋

轢に対して、そこに言語上の相違がわずかにあったとしても非難すべきではないというこ

とが述べられる。このような点は学術の範囲において結論が付けられるであろうが、それ

はインスピレーションという事実に対して何の影響も及ぼすことはない。「理論は人の物

にして事実は神の物なり」(112, 33)。ノックスの議論においては全体的に、彼が無誤性に

関してどのように考えていたのかを読み取るのが困難な点があり、「インスピレーション
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の記録の内にも数多の誤謬あるを知るなり」(112, 30)と、誤りがあることを認めている語

句なども見てとれるが、全体的な論旨として無誤性という論点よりもインスピレーション

という事実を強調している点を優先してこの分類とした。 

 

4. 日本キリスト教史における意義づけ 

 前節までにおいて、『六合雑誌』上において展開されたインスピレーション論争の概要

は把握することができたと思われる。それでは、この出来事が〈日本キリスト教史〉とい

うより広い文脈においてどのような意義をもつのであろうか。ここで指摘したいのは、第

一に〈日本〉と〈キリスト教〉という二つの伝統が〈近代〉という背景において交錯する

一つの事例としてのインスピレーション論争という位置づけと、第二に明治期の同志社が

アメリカン・ボードから離脱していく一つの過程としてのインスピレーション論争という

意義である。 

 芦名定道は日本キリスト教史を論ずる著作において、その基本的な方法論として解釈学

的な「地平モデル」を採用し、議論を行っている11。それによれば、〈日本のキリスト〉は

〈日本〉と〈キリスト教〉という個別の背景において成立し歴史のなかにおいて発展して

いった地平が、日本の近代化という地点において交差し、融合するという現象として捉え

ることが可能であるといえる。例えば、芦名はこのような分析的枠組みにおいて、1901 年

から 1902 年にかけて展開された植村正久と海老名弾正のキリスト論論争を取り上げ、日本

とキリスト教が近代という点において交錯するその様子を描き出している12。一方で、欧米

を中心とした〈キリスト教〉の地平にとって近代という問題は普遍的な問題としてすでに

意識されており、例えば歴史的・批判的な方法による聖書学や進化論などの学問と伝統的

なキリスト教の教義が軋轢を起こす状況がその具体的な例として考えられる。この軋轢は、

芦名によれば、当時の神学を牽引していたドイツにおいてハルナックとバルトのあいだに

行われた論争によく現れており、植村と海老名の論争にも多くの類似点が見て取ることが

できる13。植村・海老名両者はさまざまな欧米の神学者・聖書学者の名前を引き合いに出し

ながら、近代聖書学の水準を念頭に相互に批判的な応酬を繰り広げているのである。他方

で、〈日本〉という地平の中にもこの植村・海老名論争を位置づけることは可能である。

論争の前史となる明治 20 年代は、「内村不敬事件」(明治 24 年, 1891 年)や井上哲次郎など

の「教育と宗教との衝突事件」(明治 25-6 年, 1892-3 年)などに見られるように、キリスト

教に対する国家的な圧力の結果として教勢が振るわない時代となった。このような状況を

背景に、福音同盟会の大挙伝道が計画され、実行されることになる。「大挙伝道とは、当

時のキリスト教界が直面した明治日本の国家主義台頭・保守化の圧力と内部における問題

(合同問題の挫折と新神学問題)に対処することを目指したものであった」14。この大挙伝道

における信仰告白を論ずるという意図において、キリスト論論争の発端ともなる植村の論

文「福音同盟会と大挙伝道」(1901 年)が書かれることになる。このように、植村・海老名

論争は〈日本〉という地平における位置を有しているということも確認できる。 



123 
 

 本論考で取り扱った『六合雑誌』におけるインスピレーション論争も、植村・海老名論

争から 10 年ほど遡るものになるが、同様の分析が可能であると思われる。一方における〈キ

リスト教〉の地平において、聖書のインスピレーションあるいはそれに付随する聖書の無

誤性という問題は、植村・海老名論争においても見られるように、近代とキリスト教の葛

藤のなかでも重要な位置を占めるものである。例えばデーヴィスがその学識を利用しなが

ら伝統的で素朴な聖書に対する信頼を擁護したのに対して、その他多くの論者ははっきり

と、聖書のなかに歴史的あるいは学術的な誤りがあることを認めつつ、道徳や宗教の領域

における聖書の感化力を強調して論じている。このインスピレーション論争はある意味で

植村・海老名論争を先取りするものでもあり、日本における近代とキリスト教の葛藤がよ

く観察されうる一地点であると思われる。〈キリスト教〉に対して後発の〈近代文化〉は

その後を追いながら世界の統合化のなかで加速していったが、極東の島国である日本にプ

ロテスタントがたどり着いたとき、既にその背後には〈近代文化〉も追いついていたので

あった。 

 また〈日本〉という地平のなかでは、このインスピレーション論争は同志社という日本

のキリスト教にとって重要な組織の歴史においても位置を有しているということができる

であろう。この論争がはじまるわずか一か月前(1980 年 1 月 23 日)に新島襄が亡くなってい

るということは論争の背景においても触れられたが、この出来事を悲劇の象徴的なはじま

りとするかのように、1890 年代はキリスト教主義学校としての同志社にとって苦悩の時代

となる。特にここで問題になるのが、同志社を長く支えてきた宣教団体のアメリカン・ボ

ードとの決裂である。この決裂問題の主要な理由は、宣教師館の使用や同志社病院と京都

看病婦学校の管理権などに代表される資産問題、ならびに同志社のキリスト教主義教育に

関する方針を問う教育問題であったことは疑いの余地がないが、一方で『同志社百年史』

は次のようにも述べている。「二代目の社長となった小崎弘道は穏健な福音主義神学の持

ち主であったが、時代を先取りして新しい見解を表明するところがあり、聖書無謬説を批

判して、歴史的批評学の成果をそのキリスト教理解に入れようとした。彼はまた日本の教

会の独立や合同運動には積極的であり、日本のキリスト教に対する自尊心を持っていた。

このような彼の考え方やいき方がボードとの決裂の伏線になった」15。もちろん、これだけ

でインスピレーション論争とアメリカン・ボードとの決裂問題を結びつけるのは拙速とい

うほかないが、この論争において示されている小崎の聖書観、ならびに彼がそれを含めた

諸家の見解を雑誌という形で公の議論として提示したのは、当時問題になっていた新神学

などをめぐる議論とも関わりがあり、興味深いものであると言えるであろう。 

 

5. むすび 

 本論考では、『六合雑誌』上において展開された聖書のインスピレーションに関する論

争を現象として取り上げ、それを細かく分析し、最後にこれを〈キリスト教〉と〈日本〉

の文脈において捉え直すことを試みた。ここではこのコンテクストにかんする分析にあま
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り傾注することができなかったが、このコンテクスト設定は上で試みた〈同志社の歴史〉

以外にも様々な可能性が考えられる。例えば『六合雑誌』では進化論や聖書批評学などの

記事が他にも多く発表されているが、このようなものも取り入れたうえで、『六合雑誌』

内におけるキリスト教の近代性に関する言説の展開としてインスピレーション論争を位置

づけることが可能であろう16。あるいは、この論争に寄稿した一人一人の論者という文脈に

遡って、このインスピレーション論争をその論者の伝記的背景に位置づけてみることもで

きる。例えば、同志社を支えた二人の宣教師デーヴィスとラーネッドがそれぞれ「情熱的

な祈りの人」と「泰然たる知性の人」という対照的な性格を持っているなかで、この論争

におけるそれぞれの立場決定はどのようにこの性格を反映しているかを問うことができる

かもしれない17。あるいは、奥野昌綱と松山高吉という聖書の和訳に功のある二人がいると

ころから、聖書翻訳におけるインスピレーションなどの神学的な議論への関係を探ること

が可能かもしれない(もっとも、奥野も松山もまとまった分量の寄稿を行っていないので、

この場合はむしろこのインスピレーション論争ではなく聖書翻訳のほうのコンテクストが

より重要になるとは思われる)。 

いずれにしても、求められるのは地道な作業である。このような現象を取り上げてそれ

をコンテクストの中に位置づけるという作業は、日本キリスト教史という大きな絵を見る

ための解像度を上げていく際に不可欠な行程といえるだろう。 

 

＊本研究ノートは日本基督教団信濃町教会からの研究助成を受けたものである。 
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【関連年表】 

1888.9 (明治 21 年) 第 81 号 小崎弘道「アンドウウオル新義神学」 

1888.10 (明治 21 年) 第 94 号 小崎弘道「聖書のインスピレーション」論説 

1889.7 (明治 22 年) 第 103 号 小崎弘道「聖書のインスピレーション」演説  

1889.8 (明治 22 年) 第 104 号 小崎弘道「教会史攻究の必要」 

 

1890.1.23 (明治 23 年) 新島襄の死去 

 

1890.2 (明治 23 年) 第 110 号 山田寅之助 「聖書のインスピレーション」 

ラーネッド 「聖書のインスピレーション」 

山鹿旗之進 「聖書のインスピレーション」 

デフォレスト「聖書のインスピレーション」  

1890.3 (明治 23 年) 第 111 号 コクラン   「インスピレーション」 

松山高吉   「聖書のインスピレーション」 

デーヴィス     「聖書に於ける神の権威」 

杉山重義    「聖書のインスピレーションに関する書翰」 

イービ      「聖書のインスピレーションに関する書翰」 

平岩愃保    「インスピレーションに就いて」 

大西祝      「聖書のインスピレーションに関する書翰」 

奥野昌綱    「聖書のインスピレーションに関する書翰」 

綱島佳吉    「聖書のインスピレーションに関する書翰」 

1890.4 (明治 24 年) 第 112 号 ノックス   「インスピレーション 

瀬川淺    「インスピレーション 

大嶋正健   「聖書のインスピレーションに関する書翰」 

 

1891 内村鑑三の不敬事件 

1892-3 「教育と宗教との衝突」論争 

 

1895-6 同志社とアメリカン・ボード間での交渉決裂(財産問題・教育問題) 

1897 小崎弘道の社長・校長辞職 

1898-9 徴兵猶予の特権のため、「同志社通則」のうち綱領を一部削除。大反対ゆえ復元 

 

1901-2 植村・海老名論争 
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