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キリスト教学研究室紀要 

第 8号 2020年 3月 1～13頁 

 

キリスト教と聖書翻訳の問題 

 芦名定道 

  

１． はじめに 

  キリスト教はきわめて多様で複合的な宗教であり、それを論じる視点も実にさまざまで

ある。本稿では、キリスト教を「移動と定住の二重性」という視点から論じ、それに聖書

翻訳の問題を結びつけることが試みられる。詳細は、以下の各章で論じることになるが、

聖書翻訳が必要となるのは、キリスト教学が移動と定住の二重性に基づく宗教であるから

であって、その点で、聖書翻訳はキリスト教に付随的な事柄ではなく、キリスト教自体の

存在条件に属するものと言わねばならない。 

 本稿では、キリスト教の古代から中世、近代へと移動と定住をたどり、さらに太平洋地

域における移動・相互交流が論じられるが、移動・越境は、キリスト教に限らず、現代の

宗教研究において広範に共有された問題設定である。（１）移民社会における伝統宗教（日

本宗教）の実証的な調査研究は従来よりなされており、たとえば、井上順孝『海を渡った

日本宗教──移民社会の内と外』（弘文堂、1985 年）は代表的なものであるが、近年のグ

ルーバル化の進展によって、日本に関わる宗教状況を論じる上で移動や越境がさらに大き

な意味をもちつつある。 

 

「近年、日本に暮らす外国籍の人々が増加している。二〇一〇年末のその数は二一三万

人超で、一九九〇年が一〇七万人だったから、この二〇年で倍増していることになる。

二〇一〇年時点で、彼らが日本の人口に占める割合は一・六七％に達した。現代世界で

は、おびただしい人々が国境を越えて移動する。単なる観光や商用による旅行者はもと

より、移動した先の国で一年以上を暮らす人々もまた膨大である。この後者がすなわち、

移民と把握される存在である。・・・だからこそ、そこでは彼らの存在が社会問題化し、

「多文化共生」が国家の検討すべきテーマとなるのである。」（２） 

 

 しかし、越境・移民は、現代的な問題であるにとどまらない。世界宗教、特にキリスト
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教は、その基本構造のなかに、越境・移民を組み込むことによって成り立っているのであ

る。本稿では、まず、キリスト教史における「移動・交流」の歴史を概観し、その中に、

太平洋地域のキリスト教を位置づける（第２章）。次に、「移民と定住」の二重性と関連

付けることによって、聖書翻訳の意義を論じたい（第３章）。 

 

２．キリスト教と移動・交流の意義 

 キリスト教は、移動と定住の二重性によって存立している宗教である（移動と定住の宗

教）。そもそも、初期キリスト教の成立は、（３）イエスの宗教運動とパウロ的な異邦人伝道

を前提としているが、イエスの宗教運動が移動（旅・放浪）を特徴としていることはよく

知られている。クロッサンは、古代のキュニコス主義との類似性を指摘しつつ、イエスの

運動を「貧農によるユダヤ的キュニコス主義」と特徴づけている。（４） 

 

「キュニコス派の宣教師たちとイエスが遣わした宣教師たちは、履物をはかず途中で日

常的挨拶や雑談に時間を割いてはならないという規律において、相互に一致している。」

（ジョン・ドミニク・クロッサン『イエス──あるユダヤ人貧農の革命的生涯』新教出版

社、1998、190 頁。 (John Diminid Crossan, Jesus. A Revolutionary Biography, 

HarperSanFrancisco, 1994.117.) 

 

 このように移動は、イエスの宗教運動の基本形態である巡回宣教において確認できる特

質である。クロッサンは、古代のギリシャ・ローマ世界の「パトローヌス（保護者、パト

ロン）、仲立人、クリエンテス（被保護者）」の階層的秩序に基づくヒーリング・カルト

（イエスをパトロン、イエスの家族を仲立人として病人＝クリエンテスを癒す定住組織）

に対して、イエスの活動のラディカルな平等主義は対立しており、それが巡回宣教という

形となったと考える。（５） 

 

「霊的賜物と物質的賜物、あるいは奇跡と食卓を平等に分かち合う活動を、一つの場所

に中心化させることはできない。なぜなら、そこよりもここ、他の場所よりもこの場所、

という場所的な階層構造が、この活動の告知するラディカルな平等主義を象徴的に破壊

するからである。」（同書、167） 
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 移動こそがイエスの宗教運動の基本形であることは疑いない。しかしまた、イエスの宗

教運動は定住者・定住を排除しているわけではない。それは、ベタニア村の兄弟（マルタ、

マリア、ラザロ）の伝承などから十分に明らかであり、「神の王国は、放浪者のもとだけ

にではなくて、放浪者と定住者の相互関係のもとに存在します」（ジョン・ドミニク・ク

ロッサン『イエスとは誰か──史的イエスに関する疑問に答える』新教出版社、2013 年、

119 頁。(John Dominic Crossan, Who is Jesus?, HarperSanFrancisco, 1996.)）と指摘される通り

である。イエスの宗教運動において移動と定住は相互に関連し合っているのである。 

初期キリスト教のもう一つの前提である、パウロの異邦人伝道についても、イエスの宗

教運動と同様の「移動と定住の二重性」を見出すことは困難ではない。（６）パウロの異邦人

伝道は、繰り返される伝道旅行──三回にわたる伝道旅行だけでなく、回心直後のアラビ

ア伝道から、晩年のスペイン伝道の構想まで──と教会共同体（エクレシア＝定住共同体）

の設立によって特徴付けられる。したがって、移動と定住の相互関係において形成された

運動体・共同体こそが、初期キリスト教の基盤であり、その後のキリスト教に受け継がれ

た構造体にほかならない。 

 次に、古代から中世、そして近世へと展開する移動と定住について、いくつかのポイン

トを確認したい。中世史においても、移動は重要な研究テーマであるが、移動にはさまざ

まな動機が存在しており、それはおおよそ以下のようにまとめられるだろう。一つは、宣

教・巡礼という宗教的で積極的な動機付けによるものである。（７）この背後には、次の聖書

の言葉と、聖なるものとの交流の儀礼としての巡礼の機能が確認できる。 

 

「わたしは天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなたがたは行って、すべて

の民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた

がたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。わたしは世の終わりまで、い

つもあなたがたと共にいる（マタイ 28:18-20）」 

 

 キリスト教は、宣教タイプの宗教であり、「すべての民」のところへ移動しそこに定住

すること（＝共同体の設立）はキリスト教の基本に属している。しかし、宣教・巡礼が移

動の動機のすべてではない。キリスト教史には、定住することができず、迫害を逃れ自由

を求めて移動する事例が散見される。たとえば、信教の自由を求めたピューリタンの新大

陸への移住や再洗礼派の長い旅は、近世から近代にかけたキリスト教史の重要な出来事で



4 

 

ある。（８）さらに、これら二つの動機から区別され、いわば「生活上の理由」に分類できる

ものを指摘することができる。西欧中世半ばに成立した諸大学に属した学者や学生たち、

あるいは商人や労働者、そしてマイノリティーたちが、生活上のさまざまな理由で、都市

から都市へと移動した。ある者はさらに移動を続け、ある者は移動先に定住した。（９）この

ような多様な動機において、人々は移動し定住する。それによって、キリスト教はしだい

に広がって行き、現在に至った。世界宗教とは、「異なる言語圏に移動し、そこに定住す

るプロセス」において成立するものなのである。 

 以上概観したキリスト教史における移動と定住の二重性の諸事例は、次のようにまとめ

ることができるだろう。キリスト教の基盤にあるのは、移動（交流・動態）と定住（構造

体）の相互性である。一方で定住形態から移動・交流が生成するが、キリスト教研究はこ

の移動を分析説明し、そして評価しなければならない。他方、移動から新しい定住形態（構

造体）が生成し、キリスト教研究はこの成立過程を分析説明することになる。この循環的

な関係性（動的な循環構造）が、キリスト教の基本構造であり、キリスト教研究の目標の

一つは、この循環構造を解明することにほかならない。 

 次章では、この循環構造──聖書翻訳はまさにこの構造に関わっている──の事例とし

て、太平洋地域の移動と定住を取りあげるが、この地域を取り上げる理由は、次の点にあ

る。 

 

「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)（１０） 

「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）  

 

 太平洋地域は、キリスト教の最後の到達地帯（地中海→大西洋→太平洋）であり、それ

までのキリスト教史の諸問題がここにおいて確認できるだけでなく、キリスト教の将来の

可能性もまたここに見出すことが期待できる。 
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３．太平洋地域のキリスト教と聖書翻訳 

 太平洋地域、特に東アジアをめぐるキリスト教の移動・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（移動と定住）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。（１１）しかし、取り上げるべき事例は、キリシタ

ンだけではない。ここでは、次の２つの例を指摘しておきたい。 

 まず、太平洋地域の移動・交流としては、一色哲が論じる、南島キリスト教史＝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が挙げられる。（１２） 

 

「南島キリスト教史を構造化することで、『日本』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間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。」（一色、2018、10） 

「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、『キリスト

教交流史』的視点から再考したい。この頃の沖縄人たちは、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。」

（同書、48） 

 

 この南島を中心としたキリスト教交流史という構想は、本稿の問題設定にとって魅力的

な事例であり、さらに、一色の研究では、交流史研究の課題についても、重要な指摘がな

されている。 

 

「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、

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。」（同書、122） 

 



6 

 

 移動・交流が「中央と周縁」という構想において進められとき、前者への後者の関連性

（依存性）と後者の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─グローバル化と多元化との関係も同様の構造になる──が、

重要課題となる。これは、聖書翻訳との問題において顕在化する。たとえば、移動から定

住のプロセスにおいて中央は聖書テキストを周縁へ送り、周縁は聖書テキストの翻訳を必

要とする。そこには依存と自律の両面が存在する。 

次に取り上げる第二の事例は、無教会である。岩野祐介は、「海を越えるキリスト教─

─海を隔てた文化交流の結果としての無教会主義を捉える試み──」において、次のよう

に論じている。（１３） 

 

 「日本の鎖国を解かせたのがアメリカ合衆国であったため、日本へのプロテスタント・ 

キリスト教伝道において、アメリカ合衆国のミッション団体の役割は大きかった。」（岩 

野、2015、172）、「ミッションの側においては、アメリカ文化を伝えることと、キリス 

ト教を伝えることとがないまぜになっている面があったであろう」（同書、173） 

  

 無教会主義は、クラークと内村の「海を渡る」という相互の動き・移動のなかに捉えら

れる。つまり、「クラーク、海を渡る（アメリカ→日本）」と「内村、海を渡る（本州→北

海道）、（日本→アメリカ）」の二重の動きであり、そこから、「プロテスタント・キリ

スト教を究極的なあり方までつきつめた形態」（同書、194）が形成されたことができると

論じられる。 

 

 「無教会主義キリスト教はある文化が海を越えて他の文化圏に伝えられるときの、土着

のため変わる部分と、変わらず残る部分との連関について、我々に多くの示唆を与える

ものであるということができるだろう。」（同書、194） 

 

 無教会主義が見出そうとした、プロテスタント・キリスト教のつきつめられた形態は、

アメリカの教会組織の仕組みをそのまま移植するものではなく、むしろアメリカ的な教派

教会を批判するものであった。無教会キリスト教の中心に聖書研究が位置することからわ

かるように、ここにも、聖書が関わっているのである。（１４） 

以上より、太平洋地域における「移住と定住」の事例から浮かび上がってきた聖書・聖
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書翻訳の問題へと議論を進めよう。聖書はキリスト教を構成する不可欠の構成要素である

が──多様なキリスト教の諸形態は聖書的伝統という観点から理解できる（１５）──、「移

動と定住」と聖書との関係は、大きく次の二つの大別できる。「移動と定住」には、優勢

な言語圏がほかの言語圏を呑み込み同化する場合と言語圏の境界を越境する場合が存在す

る。前者の具体例としては、ラテン語の優位の元におかれたヨーロッパ中世における西欧

諸地域が、あるいはイギリスの植民地となったインドなどの地域が挙げられる。そこでは、

ラテン語や英語という優勢な支配的言語が存在し、「定住」のために聖書翻訳は必要では

ない。しかし後者の場合、キリスト教がその地域に定住するには、聖書翻訳は不可欠の条

件となる。中国、朝鮮、日本などの東アジアの諸国が実例となるが、本章では、日本の場

合についてポイントを確認しておきたい。（１６） 

 キリシタンの場合がそうであるように、日本にキリスト教が定住形態において存続し、

さらに土着化するために、聖書翻訳は決定的な役割を果たしている。明治のキリスト教に

関して重要なのは、英訳聖書の影響である。（１７） 

 

 「明治訳はＡＶを、大正訳はＲＶを、口語訳はＲＳＶをモデルとしている。それぞれそ 

の重訳に近いと言っても過言でないくらいなのだ。」(田川建三『書物としての新約聖 

書』勁草書房、1997 年、634) （１８） 

 「もう少し待てば、明治訳の段階でＲＶを取り入れることができたはずである。・・・ 

それはともかく、英米の宣教師たちが明治訳をはじめる時には、彼らが持っていた『権 

威』ある聖書翻訳は欽定訳だけだったから、当然のごとくそれを翻訳の基本にすえた。 

・・・つまり、実際には欽定訳に合わせて訳文を作ったのである。」（635） 

 「これは、必ずしも欠点ではない。新しい聖書の翻訳を試みる場合に、既存のすぐれた 

翻訳に頼ることは悪いことではないからだ。まして、初期の日本翻訳の仕事なのだから。」 

（同書、636） 

 

 現代の日本語訳聖書であれば、それは当然、ヘブライ語とギリシャ語原典からの翻訳で

あるが、明治訳は英語圏出身の宣教師が主導し、英訳聖書が規範的な役割を果たしている

──「移動と定住」プロセスが進むにつれて、聖書翻訳の主体は宣教師から現地キリスト

者へ移行する──。それは、明治以降の日本キリスト教が英語圏を中心とした地域からの

キリスト教宣教（移動と定住）に依拠していたことに基づいている。このように、聖書翻
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訳はキリスト教の「移動と定住の二重性」の具体化において決定的な位置を占めているの

である。 

 

４．むすび 

 本稿では、キリスト教の基本構造から聖書翻訳へと議論を展開した。日本における初期

の聖書翻訳において宣教師が主導的な役割を演じていたことからわかるように、キリスト

教研究において宣教師研究はきわめて重要であり、したがって、聖書翻訳と「移動と定住

の二重性」を分析するには、宣教師に関連した資料を収集して保存しデータ化する必要が

ある。太平洋地域におけるキリスト教研究には、宣教師の動向を含めたこの領域内外にお

ける相互交流を資料レベルから跡づけることが重要課題となる。（１９） 

 本稿では、「移動と定住の二重性」また聖書翻訳をキリスト教の基本構造として位置づ

け、太平洋地域のキリスト教を実例に議論を行ってきたが、最後に、これをキリスト教本

質論に関連付けてみたい。トレルチは、ハルナックの議論を批判しつつ、キリスト教の本

質概念について、批判としての本質、発展概念としての本質、そして理想概念としての本

質を区別しているが、本稿との関連で注目すべきは、発展概念としての本質である。（２０）

トレルチは、キリスト教の本質をイエスの説教や新約聖書時代などといったキリスト教の

「はじまり」に還元する議論に対して、「われわれは次のことを問わねばならない。すな

わちはじめの時代において、何が本来的に古典的なものを含んでいるのか」と述べている。

この問いに関するトレルチ自身の議論は次のようになる。 

 

「はじめの時代とならんで、後続する発展は本質規定にとって基本的に重要なものとな

るのである。」(トレルチ、1986(1903)、74) 

「本質の認識は、はじめの時代とイエスの説教によってだけ根拠づけられるものではな

いということを、容認するのは避けられないのである。・・・むしろ始めから動きや生

の充実などを含んでいる概念によって形容され得るのである。それは自身で展開する精

神的原理でなければならない。」(同書、79) 

 

 確かにキリスト教にとって、はじめの時代において生み出されたもの、たとえば、聖書

原典は決定的な意義をもっている。しかし、歴史的なキリスト教の多様な諸形態を聖書原

典に還元することはできない。キリスト教の本質ははじめの時代とそこから展開された全
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時代（発展の全体）の双方を視野に入れることによって把握可能になる。キリスト教の本

質を聖書的伝統として規定する場合、それは原典においてのみで成り立っているではなく、

聖書の諸翻訳を含む系列の全体こそが伝統の実質を構成しているのである。したがって、

聖書翻訳はキリスト教によって二次的な事柄ではなく、その本質を構成するものとして理

解されねばならない。聖書翻訳というテーマの決定的な意義はここにある。 

 

文献引用について 

 注などに書誌情報が記載された文献からの引用は、（武内、2011、100）あるいは武内(2011、

100)といった仕方で表記する。また、繰り返し引用される文献については、頁数のみを記

載することにしたい。  

 

注 

(1) 移動、越境という問題設定を共有する研究文献として、次のものが挙げられる。 

1.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。 

2.李元範・櫻井義秀編『越境する日韓宗教文化──韓国の日系宗教・日本の韓流キリスト   

教』北海道大学出版会、2011 年。 

3.三木英・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.桂島宣弘編『東アジア 遭遇する知と日本──トランスナショナルな思想史の試み』 

  文理閣、2019 年。 

(2) 武内(2011、i) 

(3) 本稿では、初期キリスト教の成立を１世紀の第一次ユダヤ戦争後、70 年代頃以降と考

えている。この点については、佐藤研『聖書時代史 新約篇』岩波書店、2003 年、144 頁

以降を参照。 

(4) イエスの宗教運動とキュニコス主義（犬儒派）との比較論は、クロッサンだけでなく、

バートン・マックにおいても見られる。「Ｑ１の中での術語『神の王国』の使用は、民衆

哲学の伝統の中でのその使用、とくに反体制的な振舞いによって社会診断を一般大衆の

中で行う犬儒派の伝統の中での使用に合致する」（バートン・Ｌ・マック『失われた福

音書──Ｑ資料と新しいイエス像』青土社、1994 年、186 頁。(Burton L. Mack, The Lost 
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Gospel. The Book of Q & Christian Origins, HarperSanFrancisco, 1993.)）。キュニコス主義を

めぐるクロッサンとマックとの相違は、「貧農による」という性格付けにある。 

(5) ここでクロッサンが言う「ヒーリング・カルト」については、ペトロの姑の癒しに続く

記事において、次のように描かれている。「すぐに、一行は会堂を出て、シモンとアン

デレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンのしゅうとめが熱を出して

寝ていたので、人々は早速、彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き、手を

取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと、

人々は、病人や悪霊に取りつかれた者を皆、イエスのもとに連れて来た。町中の人が、

戸口に集まった。イエスは、いろいろな病気にかかっている大勢の人たちをいやし、ま

た、多くの悪霊を追い出して、悪霊にものを言うことをお許しにならなかった。悪霊は

イエスを知っていたからである」（マルコ 1:29-34）。ここで、イエスはパトローヌス、

町中の人（病人）はクリエンテス、そしてペトロの姑の家族は仲立人に相当する。この

ヒーリング・カルトに対するイエスの対応は、「シモンとその仲間はイエスの後を追い、

見つけると、『みんなが捜しています』と言った。イエスは言われた。『近くのほかの

町や村へ行こう。そこでも、わたしは宣教する。そのためにわたしは出て来たのである。」

そして、ガリラヤ中の会堂に行き、宣教し、悪霊を追い出された』（マルコ 1:36-39）か

ら確認できる。ヒーリング・カルトの拒否である。 

(6) パウロの異邦人伝道は、イエスの宗教運動の後継者たちのより広い動向内に位置づけ

られるべきであろう。「エルサレム会議」、「この会議では、アンティオキア教会ない

し彼の異邦人伝道は、エルサレム教会ないしペトロのユダヤ人伝道と対をなすものとし

て位置づけられた。・・・つまりここでは、両者（いずれもユダヤ人キリスト者）が分

担協力して世界伝道を行なうという構想が見られる。この会議の取り決めはもちろん参

加者の合意によるものであって、直ちにパウロ個人の理解の表現と見なすわけにはいか

ない。しかし、・・・それは少なくとも会議以後の彼のこの問題の理解と一致していた

と言うべきであろう」（佐竹明『使徒パウロ──伝道にかけた生涯：新版』新教出版社、

2008 年、102 頁）。この世界伝道構想は伝道旅行＝移動によって推進されたが、それは

共同体形成＝定住を構造的に含んでいる。もちろん、この初期の共同体（エクレシア）

をどのように理解するかはローマ帝国との対立という政治的コンテクストにおけるパウ

ロ解釈の最近の動向など──「レーニン主義者パウロ」「アウトカーストの共同体」「無

制約的な普遍主義への関係にもとづいて形成された戦う共同体」（ジジェク『操り人形
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と小人──キリスト教の倒錯的な核』青土社、2004 年、195）──、パウロ研究にとって

重要な研究テーマである。 

(7) 巡礼研究としては、たとえば、歴史学研究会編『巡礼と民衆宗教』（青木書店、1999年）

を参照。 

(8) ピューリタンについては多くの研究文献が存在するが、たとえば、大木英夫『ピューリ

タン──近代化の精神構造』（聖学院大学出版会、2006 年）が、また最近の再洗礼派研

究としては、永守哲也他編『旅する教会──再洗礼派と宗教改革』（新教出版社、2017

年）が挙げられる。 

(9) 「移動と定住」をめぐる中世史研究における議論としては、次の文献が挙げられる。阿

部謹也『中世を旅する人びと』（ちくま学芸文庫、2008 年）、関哲行『ヨーロッパの中

世４ 旅する人びと』（岩波書店、2009年）。 

(10)これは、大木英夫「環太平洋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）からの引用であるが、ここで大木は、キリスト教（具体的

には「東北アジアのプロテスタンティズム」）の分析に「エコロジカルな視野」を適用

しようとしている。これは、「キリスト教と太平洋」を「有機体と環境」として説明し

ていることからわかるように、一般システム論による宗教論と解することができるであ

ろう。 

 (11)キリシタン研究と「移動・交流」との関わりについては、佐藤吉昭『キリスト教にお

ける殉教研究』（創文社、2004 年）、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で」と平岡隆二「イエズス会とキリシタンにおける天

国（パライゾ）の場所」（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、332-386 頁）、ま

た聖書翻訳とキリシタン研究については、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）、『キリシタンと翻訳──異文化触媒の十字路』（平凡社、

2009 年）を参照。 

(12)一色哲『南島キリスト教史──奄美・沖縄・宮古・八重山の近代と福音主義信仰の交流

と越境』新教出版社、2018 年。 

(13)岩野の論考が含まれた、森田雅也編『島国文化と異文化遭遇──海洋世界が育んだ孤立

と共生』（関西学院大学出版会、2015 年）には、海を隔てた文化交流についての多様な

実例が取り上げられている。無教会キリスト教と教会との関わりについては、岩野祐介
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『無教会としての教会──内村鑑三における「個人・信仰共同体・社会」』（教文館、

2013 年）を参照。 

(14)内村鑑三の聖書論については、次の拙論を参照。芦名定道「内村鑑三と聖書」（アジア

・キリスト教・多元性研究会『アジア・キリスト教・多元性』第 16 号、2018 年、131-151

頁）。  

(15)水垣渉「聖書的伝統としてのキリスト教──「キリスト教とは何か」の問いをめぐっ

て」（日本基督教学会『日本の神学』54 号、2015 年、9-22 頁）。 

(16)アジアにおける交流・越境と聖書翻訳には、モンゴルの例を加えることができる。瀧澤

克彦『越境する宗教──モンゴルの福音派』（新泉社、2015 年）、この文献には、第二章

第二節「「神」の訳語を通して見る福音主義と民族主義の葛藤」（111-132 頁）が含まれ

ている。また、東アジアのキリスト教については、次の文献も参照。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。 

(17)東アジア諸地域における聖書翻訳の比較研究については、金香花「God の訳語「上帝」」

（日本基督教学会『日本の神学』55 号、2016 年、67-96 頁）を参照。 

(18)田川が使用するＡＶなどの略語の意味は次の通りである。 

ＡＶ：Authorized Version 欽定訳 1604 

ＲＶ：Revised Version 改訂訳 1880（新約）/1884（旧約） 

ＲＳＶ：Revised Standard Version 改訂標準訳 1946（新約）/1951（旧約） 

(19)日本のキリスト教研究における新しい資料を発掘する意義は、出村彰「東北学院と福音

主義──福音宣教と学校教育」（佐藤司郎・吉田新編『福音とは何か──聖書の福音から

福音主義へ』教文館、2018 年、331-426 頁）からの次の引用から十分に理解できるであ

ろう。「一九八六（昭和六一）年の東北学院創立一〇〇周年を迎えるに当たって、学内

に校史編集委員会が設置され、百年史刊行を目指すこととなる。その大枠の中で、筆者

は一九八一年、一九八二年と二夏にわたって、ランカスター神学校付設の古文書保管庫

（厳密には、Evangelical & Reformed Church Historical Society Archives）で調査に当たっ

た。その結果、それまではその存在さえも知られず、ましてや調査の手の及んでいなか

った、東北学院の創立前後に関わる数千枚の直接資料（文書や図版など）が接近可能に

なり、コピーなどで持ち帰ることができた。」（出村、2018、334） 

(20)本稿でのトレルチからの引用は、トレルチ「「キリスト教の本質」とは何か」(1903 年)

（『トレルチ著作集２』ヨルダン社、1986 年、37-121 頁。(Ernst Troeltsch, Gesammelte 
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Schriften. Band 2, Scientia Verlag, 1981.S.386-451.) ）から行われる。なお、トレルチにおけ

る「キリスト教の本質」については、近藤勝彦『トレルチ研究 上』（教文館、1996 年、

52-67 頁）を参照。「教義的キリスト教を原形態の福音にとって異質なものとして、教会

をそこから解放すべきものと見るハルナックに対し、トレルチでは、原形態とその後の

継続的発展とは、総合的に捉えられることになる。ハルナックにも発展思想はあるが、

そこでは『批判的還元』がより一層決定的であるのに対し、トレルチでは『発展概念』

こそが決定的であった。」（近藤、1996、62）。キリスト教の「本質」概念を、批判、発

展、理想の複合的な概念とするならば、ハルナックとトレルチの差異は、批判と発展の

強調点の相違と言えるかもしれない。あるいは、カント以降の哲学的伝統における、ヘ

ーゲルとの距離の違いとも解釈できよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




