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 海老名弾正の「会衆主義」理解と 

                  デモクラシー論の展開 
                                                                   

洪   伊 杓 

 

１．はじめに 

 日本組合基督教会(以下、組合教会)の代表的な人物である海老名弾正の研究において、彼

の政治思想に着目し、「国家観」や「デモクラシー」概念について考察した先行研究がある。

しかし、キリスト者、特に組合教会に属していた海老名の「会衆主義」と関連させて分析さ

れることはなかった。吉馴明子は『海老名弾正と政治思想』(1982) 1 で海老名から影響を

受けた吉野作造の民本主義について説明しているが、「神の国」を実現するために「国家」

の絶対的価値を強調した海老名と異なる点に注目した。2 氏家法雄は、吉野作造の「人間観」

と「神の国観」を海老名からの影響に着目して考察した。3 基本的には海老名からの影響に

基づいて吉野は二つの観念を形成したが、海老名が過度な国家主義に傾いて行くことによっ

て、吉野はそれを批判し、思想的な相違点を表したとする。関岡一成も『海老名弾正―

その生涯と思想』(2016)で、海老名の「デモクラシー」認識について評価し、弟子の吉野と

の思想的交流についても述べているが、4 海老名が属する組合教会の政治原理である「会衆

主義」との関係までは究明していない。5 

本論考は、このような点に着目して今まで本格的に考察して来なかった海老名の「会衆主

義」理解、すなわち組合教会に関する認識を分析し、それが彼の政治理解、特にデモクラシ

ー思想にどのような影響を与えたかについて考察する。 

 

２．海老名弾正の「会衆主義」理解 

 
1 吉馴明子『海老名弾正の政治思想』東京大学出版会、1982、59． 
2 吉馴は、吉野が「憲政の本義再論」という論文において「政治の目的としての民本主義」という表現を削  

 除したことを強調している。すなわち、吉野は「国家」を各個人の自由な表明によって定められる相対的 

 価値として運営される二次的な価値とみなし、国家はただ機構的表現に過ぎないと考えたという。このよ 

 うな解釈は、吉野が「民本主義」から「民主主義」に転換して行った理由の根拠になる。 (吉馴明子『海 

  老名弾正の政治思想』、228．)  
3 氏家法雄、「吉野作造の人間観―海老名弾正の神子観の受容をめぐって」『東洋哲学研究所紀要』第20号、 

  2004、97-116.；氏家法雄「吉野作造の「神の国」観―信仰の師・海老名弾正との対比から」『東洋哲学 

  研究所紀要』第21号、2005、95-123. 
4 関岡一成『海老名弾正―その生涯と思想』東京：教文館、2016、333-351． 
5 関岡一成『海老名弾正―その生涯と思想』、467-480. 
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２－１．欧米の「会衆主義」概観  

 プロテスタント教会の伝統的な組織類型は大きく三つに分けられるが、監督教会

(episcopal)、長老教会(presbyterian)、会衆教会(congregational)がそれである。6 本論文で扱

う会衆主義(Congregationalism)の教会は、1567 年にフィツ(Richard Fitz)牧師などを中心に反

国教会的、秘密結社的の集会としてイギリス・ロンドンで始まった。宗教改革の「個人の信

仰と聖書解釈の自由」の精神と「万人司祭論」の実践が遅れる中、権威主義的な英国々教会

(聖公会)の教職制などに疑義を抱いていたイギリスの独立派非国教徒、すなわち分離派ピュ

ーリタン(Puritan)たち7によって主唱された。8 特に万人司祭論を支持したオリバー・クロム

ウェル（Oliver Cromwell)からの影響が少なくなかった。9 

「会衆派は教会政治(polity)と典礼(liturgy)の改革についての関心が深い教派となった」10

というベイントンの説明のように、会衆教会(日本では「組合教会」)は、教会が国家から独

立することはもちろん、各個教会の主権を唱え政治的に自由・自治・独立を重んじ、それに

優越するいかなる法的権威を認めない。したがって教団中央(主教や監督、長老)やある教会

が他の教会を支配また統制することができず、互いの教会主権を認める。ロバート・ブラウ

ン(Robert Browne)は、1582 年発表した論文「万人に切迫な宗教改革」(Reformation Without 

Tarrying for Any)において、会衆教会の原理として主教や監督からの独立性を持ち、各会衆

自ら牧師を選択する点を強調した。会員が教会内部の権力を明確に保有すると、「万人祭司」

の理想も実現できると考えた。会衆教会では、牧師の役割も最初から管理・統制ではなく

「仕えること」である。11 

一方、教会は孤立・単立ではなく、相互の契約により全体教会を結成し、伝道などの活動

において協力・提携・交流し、各教会における信徒の位置も各教会の関係と同じ立場で考え

られる。12 したがって会衆一人一人が教会の政策を独自に決める権利と義務があると主張

 
6 Alister E. McGrath, Christianity's Dangerous Idea: The Protestant Revolution: A History from the Sixteenth Century  

  to the Twenty-First, New York: Harper One ; 2007, 278.  ; H.リチャード・ニーバー、柴田史子訳『アメリカ 

  キリスト教の社会的起源』東京：ヨルダン社、1984、22. 
7 E.E.ケァンズ「ニューイングランド会衆派の入植」『基督教全史：初代から現代まで』東京：聖書図書刊 

  行会、1979、450-454. 
8 B.A. Millard, Congregationalism, in H.G. Porter, Puritanism in Tudor England, Columbia : University of South Caro 

  lina Press ; 1971, 46.f. ; 高橋虔「組合教会と近代日本」、 同志社大学人文科学研究所・キリスト教社会問 

  題研究会編『日本の近代化とキリスト教』東京：新教出版社、1973、4.から再引用。； 藤代泰三「会衆 

  派」『キリスト教大事典』東京：教文館、1979、194. 
9 大木英夫『ピューリタニズムの倫理思想』東京：新教出版社、1966、参照。 
10 Roland H. Bainton, The Congregationalists, in Christian Unity and Religion in New England, Boston: Beacon  

  Press, 1964, 71.； 高橋虔「組合教会と近代日本」、3. 
11 Alister E. McGrath, Christianity's Dangerous Idea, 283. 
12 Wlliston Walker, The Creeds and Platforms of Congregationalism, New York: Charles Scribner’s Sons, 1893.; Boston :  

  Pilgrim Press, 1960. ; 土肥昭夫「会衆主義」『日本キリスト教歴史大事典』東京：教文館、1988、279.；  

 『キリスト教大事典』、194-195. 
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し、長老(elders)制度を拒否、教会組織として執事(deacons)制度のみを運用した。13 長老派

は位階構造に基づいた有機体的な組織を信奉した反面、会衆派は地域教会の会衆一人一人に

主権があると考えたからだ。14 いわゆる「新約聖書的な真の(原始)教会」15の回復である。

したがって、全ての信徒の中から民主的な手続きにより選出された人々が評議会(Council)

を構成し、その下に幾つかの委員会(Committee)を置いて礼拝、教育、財政、伝道などを担

当させた。評議会の議長(Chair)の任期も制限され、教会内職分の平等性を強調した。牧師

の地位もただ説教と聖礼典の司式、信仰指導の役割だけであり、残りの教会運営活動は全面

的に信徒が決めて執行する信徒中心の民主的制度を採った。 

信仰においても、一つの信条や教理に縛られることなく、信仰を一人一人の神との人格的

出会いであると考えた。したがって「聖書をいかに自分たちの個人生活や社会生活に適用す

べきであるか」16
 に関する教育を強調した。その結果、教会が制定した「信条」や「信仰告

白」についても拘束力ある権威を与えることなく、同意も要求しなかった。むしろ「イエ

ス・キリストは主である」という基本的・原始的な告白のみでも会衆教会の会員になるため

の十分な根拠とみなした。強要は各地域の会衆の「独立性」を破壊すると信じたからだ。17

したがって、19 世紀アメリカ会衆教会の中では「新神学」や「自由主義神学」の流れを積

極的に受け入れるものもあり、多くの教会がユニテリアン主義へと離脱した。18 そして キ

リスト者の重要な宗教的体験の一つである「悔い改め」よりも、一人一人の人格完成のその

可能性と価値の発見を強調するようになった。 

会衆主義の発祥地はイギリスであるが、この理念が花を咲かせ最も大きな役割を担ったの

はアメリカであった。19 1628-29 年に北米のプリマスに上陸した最初の会衆主義者たちは、

アメリカを神が認める「新しい土地」(カナン)と考え、新国家建設の原理として会衆主義教

会の要素を反映させ、アメリカ・デモクラシーの基礎を構築するため大きな貢献を果たした

と評価される。例えばトマス・フッカー(Thomas Hooker)やロジャー・ウィリアムズ(Roger 

Williams)は、「信教の自由」、「政教分離」などアメリカにおける民主主義の基本価値を

保護した代表的な人物だ。特にフッカーは、1639 年に近代民主主義の最初の成文憲法にな

 
13 Lefferts A. Loetscher, A Brief History of the Presbyterians, Philadelphia: Westminster Press, 1983. の会衆派と長老 

  派の合同問題に関する節を参照。; E.E.ケァンズ「ニューイングランド会衆派の入植」『基督教全史』、 

  486. 
14 Alister E. McGrath, Christianity's Dangerous Idea, 137. 
15 F.H.リッテル、柳生望・山形正男訳『アメリカ宗教の歴史的展開』東京：ヨルダン社、1979、61.； H.  

  リチャード・ニーバー『アメリカキリスト教の社会的起源』、22.；『キリスト教大事典』、194.； 高橋虔  

 「組合教会と近代日本」、4. 
16 E.E.ケァンズ「ニューイングランド会衆派の入植」『基督教全史』、485. 
17 Alister E. McGrath, Christianity's Dangerous Idea, 283. 

18 F.H.リッテル『アメリカ宗教の歴史的展開』、41、72、79、82. 
19 R. W. Dale and Sir A. W. W. Dale, eds., History of English Congregationalism, 2nd ed., London: Hodder & Stough  

  ton, 1907. 参照。 
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る「コネチカット基本法」(The Fundamental Orders of Connecticut)を制定し、政教分離と人民

主権のデモクラシー政治の原型を確立した。20リチャード・ニーバーは「会衆派の助力を受

容し得たのは、主に……バプテスト派、メソジスト派といったフロンティアの宗教」である

とし、「会衆派は新しい領地に聖職に任命された宣教師を派遣し、多くの西部の大学の設立

に寄与し……こうした骨折の実はしばしば、精神においてフロンティアの性格により近い地

の諸教派によって集められた」21とアメリカ開拓期における貢献を高く評価した。 

このような会衆主義を米国で直接経験した新島襄は「教会政治に関する限り、私は民主的

な教会政治(Democratic Polity)の偉大な愛好者」であるとし自由・自治・共和・平等の理

念の上に立てられた組合教会の成長を試み、「この原則を抱いたまま葬られた」22。吉田亮

も「会衆主義とハワイ日本人社会」という論文で会衆主義を「自給独立の精神」と表現し、

この信念に基づいた岡部次郎などがハワイで日本人を中心に「完全な社会の実現」のため、

「キリスト教日本人共済会設立」、「参政権回復運動」、「共和国支持」などの方針で活動

したことを示している。23 

 

２－２．海老名における「統一・独立・自由」としての会衆主義  

日本の組合教会の牧師として活動した海老名は、このような会衆主義の原理に基本的に賛

同した。海老名は、「英米國の組合基督敎會の歴史を述べると同時に日本組合敎會に及す」

と題して組合教会の歴史と意義について朝鮮で講演を行ったが、ここに彼の会衆主義理解が

紹介されている。24 まず、「羅驚敎皇の敎權が過分であったので、德國のルターが宗教を

改革した」25と表現し、聖職者が教会の権力を独占しているカトリック教会の構造を批判し

ている。ドイツ宗教改革の個人の自由を強調した点について「ルーテルが獨逸で宗教改革を

爲した時の主張は精神の自由である。法王にもせよ、教會にもせよ、個人の自由を奪ふ事は

斷じて出來ないと叫んだ。獨り個人ばかりではない。獨逸も宗教改革に依って自由となった」

 
20 曽根暁彦『アメリカ教会史』東京：日本基督教団出版局、1981、59-63. 
21 H.リチャード・ニーバー、柴田史子訳『アメリカキリスト教の社会的起源』、143.；ニーバーは長老派の  

  民主主義への貢献については、否定的に評価した。「長老派は安定した教会構造と厳格、堅固な教義を有   

  しているため、会衆派以上に、フロンティアの社会生活に広がっている民主的形態と地方自治への関心 

  とは無縁であった。……会衆派と比べると幾分かはうまく辺境の状況に適応した。」(リチャード・ニー  

  バー、同上、145.) 
22 新島襄全集編集委員会編『新島襄全集』第6巻、京都：同朋舎出版、1983、340.；本井康博「会衆主義者 

への道へ」『新島襄と明治のキリスト者たち ― 横浜・築地・熊本・札幌バンドとの交流』東京:教文館、

2016、16-22.；新島の会衆主義と教会論については次の論文を参考。  ；土肥昭夫「新島襄の教会政治論」 

 『キリスト教社会問題研究』第42号、1993年7月、1-24.； 本井康博「新島襄と教会合同運動 ―新島書簡 

に基づいて」『キリスト教社会問題研究』第47号、1998年12月、136-162. 
23 吉田亮「会衆主義とハワイ日本人社会―岡部次郎のハワイ日本人伝道」『キリスト教社会問題研究』第 

   34号、1986年3月、36-65. 
24 海老名の講演録は｢半島時論｣という雑誌にハングルで掲載されたが、本発表文は日本語訳で紹介する。 
25 海老名禪正(講演)、島松生筆記「英米國의 組合基督敎會의 歷史를 述함과 同時에 日本組合敎會에及 

   함(一)」『半島時論』第2巻第9号、1918年9月10日、21. 
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26 と、カトリック教会とプロテスタント教会を対比する。ここで海老名はドイツという一

つの国家単位も一個人のような独立の主体として考えていることが分かる。そして「英國の

欧洲大陸の人々を保護する寛大な精神に共鳴し得る」27や、「英國に渡り、クロムウエル、

ミルトン時代に深甚の興味を注ぎ」28という表現にもあるように、海老名は組合教会の教役

者であり神学者としてのアイデンティティーは持っていた。そのような海老名は、組合教会

という言葉の価値として次のように「統一」と「獨立」を提示する。 

 

「我々の會の名称である「組合」の二字は、日本で作ったもので、「統一」を称する

のである。……この組合教会を英米国では「コングリケイション」と呼ぶ。即ち「独

立」のことだが、またこれが最初にはあらゆる分立の独立を統一して、「コングリケ

イション」を成した。」29 

  

このように海老名は「会衆教会」の最も特徴的な一面を「統一」というキーワードで位置

付けている。一般的に「統一」は「独立・自主(自由)」を代表的な特徴として理解される傾

向があるが、ここで海老名の語る「統一」とは何を意味するのか。国家や聖職権力からの

「独立」、「自主(自由)」を得た後、そこから生み出される多様なプロテスタント諸教派が

「福音による統一」を築いていくことである。しかし、このような「統一」はカトリック教

会や国教としてのプロテスタント教会の組織のような一元化されたものでないということは

明らかだ。海老名の会衆主義論に登場するこの「統一」という言葉については、次の節で詳

しく説明する。 

まず、海老名が「イギリス國教会を教皇の教会(カトリック)に比べれば改革と言えるが、

国教である理由でイギリス王は不善な君主である。……その中で悟った人々が眞の真理で礼

拝を捧げて、腐敗を改革するために悩んできた教派が清教徒である。……これが我々の組合

教会の開始」30と説明したことからも、会衆主義における伝統的な二つの価値は同様に強調

されている。会衆主義は「不義の権力」からの「独立」、そして同時に勝ち取る「自主(自

由)」であると彼は考えている。したがって、イギリスからの独立後、展開された清教徒の

アメリカ移住を海老名は「自由」の獲得と評価する。 

 

「この地は自由世界である。……この人々は篤い信仰だけではなく、公平で寛容で、

信仰の自由に主眼を置いたので、自ら他人を侵害せず、自らも独立して他人も独立さ

 
26 海老名弾正「世界に於ける宗教の覚醒」『新人』第23巻第5号、1922年5月、11. 
27 海老名弾正『新日本精神』滋賀、近江兄弟社出版部、1935、5. 
28 海老名弾正『基督教大觀』東京：先進社、1930、序、1． 
29 海老名禪正(講演)「英米國의 組合基督敎會의 歷史를 述함과 同時에 日本組合敎會에 及함(一)」、21. 
30 海老名禪正(講演)「英米國의 組合基督敎會의 歷史를 述함과 同時에 日本組合敎會에 及함(一)」、22. 
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せるので、そのような個人の自由と独立を保つことによって相互独立に扶助し、相互

扶助から自由になり、ついに大團體を成した。これは誠に我々組合教会の特色であ

る。」31 

 

海老名はイギリスの清教徒革命において会衆主義が支持したクロムウェルを高く評価し、

そのような「クリスチャンの精神上の實験」が現在アメリカの政治的デモクラシーをも達成

させることが可能になったとする。結局、キリスト教史における「会衆主義」運動を近現代

のデモクラシー運動の源流として考えている。 

 

「今日の北米合衆國の政治的デモクラシーも一朝一夕に出来て来たものでない。……今

より三百年前巡禮教父達
ピルダレムフアザ-ス

がマサチュウセッツに上陸したのを記念するが、……クロムウ

エルの改革である。あれなくしては今日の英国はあり得ない。これ等何れも、クリスチ

ャンの精神上の實験から、止むに止まれずして勃発したる現象てある。」32 

 

海老名は後日、英国政府から弾圧を受けたロビンソンの弟子ヘンリーとヤコブなどがむし

ろイギリスを感化させ、その体質を変化させたことを主張し、「自らの自由に自分を服従さ

せて天父に孝敬するのである。これこそ真英国大精神」33であるとし、「自由」を会衆主義

の究極的な目標であり重要な価値として強調する。このような説明の後、組合教会の基本的

な性質について「初めには国教で分立し、その次には分立からそれぞれ独立し、またその次

には独立の組合になって国家と世界に貢献すること」34であると結論付けた。海老名にとっ

て「独立と自由」は新たな理想的「統一」を成すために通るべき道であり前提条件のような

ものなのだ。後述するが、このような新天地あるいは新世界としての「統一」を最終的に目

標とする海老名の会衆主義は、日本において「帝国日本」を肯定することによって「帝国主

義的」なデモクラシーへと流れていく原因となる。 

 

２－３．海老名の「統一」理解 

海老名弾正は、その代表作である『基督教本義』(1903)において特に強調したロゴス概念

を論及し、神人合一観について「ロゴスは萬有に遍在して之を統一し之を指導して、神と合

一ならしむるからである。故に眞理の本質が基督の顯現以前に存在せずと想像するが如きは、

陋見の甚しきものである」35と述べている。ここでの「萬有を統一して行くロゴス」という

 
31 海老名禪正(講演)「英米國의 組合基督敎會의 歷史를 述함과 同時에 日本組合敎會에 及함(一)」、22. 
32 海老名弾正「基督教とデモクラシー」『新人』第21巻第6号、1920年6月、19. 
33 海老名禪正「英米國의 組合基督敎會의 歷史를 述함과 同時에 日本組合敎會에及함(一)」、23. 
34 海老名禪正「英米國의 組合基督敎會의 歷史를 述함과 同時에 日本組合敎會에 及함(二)」(=完結)『半 

   島時論』第2巻第12号、1918年12月、16. 
35 海老名弾正『基督教本義』東京：日高有倫堂、1903、183-184. 
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のは、人格向上による神との一致を強調する会衆主義の価値を実現する時最も重要な原理に

なる。そして海老名は「人の尊大を其自由意志に見出したるオリゲネスの最も主張する所で

ある。……其意志はロゴスの意志に合同一致する」36(註：下線は筆者)とし、互いの尊重と

独立を最も重視する会衆主義と自らのロゴス論を類比している。すなわち、海老名はキリス

ト教におけるロゴス論を展開する中で、すでに「統一」、「合一」、「合同一致」などを重

要な要素として認識していたと言える。 

 

「基督教に入るのは(…)世界的精神には入るのである。……基督教は……、他宗教を

撲滅
ほくめつ

せねば存在することの出来ぬような宗教ではない。寧ろ他の世界の宗教をして生命

あらしめ、之を抱擁し統一し、その輪廓
りんかく

の中に使命を成就する。……基督教のみが真理

の全部にして他の宗教は迷信の 塊
かたまり

なりと云ふ事は出来ぬ」37 (註：下線は筆者) 

 

その結果、日本における「ロゴス」なる「敬神」精神こそが分裂された日本という国の統

一の原動力であったことを明らかにし、次のように述べている。 

 

「敬神の精神は能く忠君の精神を統一し指導したのであります。その如く敬神の精神

は亦能く愛國の精神を鼓吹したのであります。新日本精神の敬神は道義の根本義に立

脚地を有するが故に、……肉情に打ち勝つ靈能を有する」38；「この敬神の精神……そ

の精神の中に剛健なる又深遠なる信仰の種子が宿って居ります。日本は皇室中心の時

代に歸らねばならない。歸らないならば、到底四分五裂の日本國は統一されない。」39 

(註：下線は筆者) 

 

海老名は黒住教の影響を受けた若い時代には、「日神と共に活動して限りなく死ることな

く四海の内も此正直の誠にて統一せらるなり」と述べ、日本の天照大神によって統一が成さ

れた自らの理解を明らかにした。さらに、『新日本精神』（1935）において「皇室中心の大

義に由って、日本は始めて統一を見ることが出來る……敬神家から見れば、それは当然の事

で……深い根底があるのである」40とし、皇室中心の大義と天照大神と皇孫、敬神との連続

性、そしてそこにある宗教性を強調しつつ、日本で実現された「統一」をただ政治的な次元

ではなく、宗教的なレベルにまで到達するものとして考察している。海老名はこの世界を照

らす神はただ一人であるが、キリスト教の神が明治日本における天照大神と遭遇し、日本の

 
36 海老名弾正『基督教本義』、188-189. 
37 海老名弾正「國民の洗禮」『基督教世界』第1362号、1909、3. 
38 海老名弾正『新日本精神』滋賀、1935、21. 
39 海老名弾正『新日本精神』滋賀、1935、25. 
40 海老名弾正『新日本精神』滋賀、1935、26-27. 
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宗教思想界の動きであり、一神教への著しい進化発展が促進し、それが帝国膨張として実現

して行ったと確信した。 

このような理解により、海老名は「日本國民はその本來の生命を盛んならしめて、世界に

膨張せんと慾するが故に、基督教の理想と生命とを取って自己の能力とする」41とし、自ら

の「統一」概念を強調したロゴス論を日本的に適用する。すなわち、近代以前の分裂した日

本や国民国家として留まる「旧日本精神」を脱却すべきで、いわゆる「新日本精神」への進

化発展を一貫して主張した。ここで語られる「世界への膨張」は彼にとってはキリスト教、

特に米国などの新天地を建設したプロテスタントキリスト教との遭遇によって東洋世界にお

いて新たに日本(大和魂)が膨張することで、その目標は達成されると考えた。 

 

「吾人は明治時代の宗教として見るべきもの二種であるを知る、一は新佛教にして他は

耶蘇プロテスタント教である。……耶蘇プロテスタント教に至りては、之を北米合衆国

の新天地に於て施し、又濠州の新天地に於て徴じ見るに、是が新天地の宗教たる価値を

有するや疑はれない。吾人は當路者が此處に深く鑑る所あるべきを勧告せんと欲する。

若し夫満韓に於て日本本土の社會に劣り果てたる社會を組織するに至らば、是れ帝國の

祝すべき發展にあらずして、寧ろ悲しむべき腫物といはざるをえない。……我日本民族

の膨張は支那民族の播殖と何んて異なる所があらうぞ。」42  

 

海老名はこのような発想に基づいて、日本の東北アジアにおける植民地拡大を「満韓の点

に於て……帝國理想の發展を意味する」とし、「日本民族は宜しく東西文明の精粋を實現せ

んと欲して満韓に至るべきであらう」43と規定した。またそこで日本のキリスト教が指導し、

東洋世界を統一、合同一致して行くことは、「正しく帝国を指導する火の柱である雲の柱で

ある大日本魂」44を顕わにさせることであると確信している。韓国併合の５年後に発表した

次の文章は、海老名が当時の帝国膨張を「大和魂」の拡張と東洋世界の統一過程として認識

したことを明らかにしている。 

 

「大和の國の魂、五畿内の大和の國の魂、所が今漸々広がって居る。大きくなって来

て居る。……其の精神が発達して東北の方に広がって行き、さうして遂に北海道に行き、

今や千島に行き樺太に行きさうして南の方は彼の琉球からして臺灣の方にずっと広がっ

て来て居るのだ。さうして西の方は朝鮮から此の滿洲の方に広がって来て居る。」45 

 
41 海老名弾正『国民道徳と基督教』、東京：北文館、1912.72-73. 
42 海老名弾正『人間の価値』、東京：廣文堂書店、1909年、567. 
43 海老名弾正『人間の価値』、566. 
44 海老名弾正『人間の価値』、590. 
45 海老名弾正『修養の枝折(其三)』南満洲鉄道総務部事務局庶務課、滿洲日報社、1915、376. 
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このような目的を掲げ、会衆主義の日本版である組合教会を用いて「朝鮮伝道論」を実施

して行ったが、その究極的な目標は「東洋民族の融和を遂行し」46、結局「東洋平和」を達

成するためであると海老名は考えた。 

したがって、朝鮮を訪問した海老名の活動を報告した栗原生の「海老名牧師と朝鮮」

(1915)という文章には、第3章「内鮮統一の思想」というタイトルが付けられ、「海老名師

の眼中には……内鮮一體の實を此等の人々が擧げ得るに至るべく期待さるゝ」47と述べてい

る。帝国膨張という東洋における「神の国建設」が台湾、朝鮮、満州などで進展して行く中、

会衆主義に基づいた組合教会の使命は、異民族を帝国に効果的に「統一」して行くことであ

った。これは宗教改革の以降、「自由・独立」によって様々な教派が発生したが、それがプ

ロテスタント精神の下で再び「統一・合同一致」したように、日本帝国においてはそのよう

な方向性と同様に諸民族・諸地域が「日本帝国」の下で「統一」して行くべきという海老名

の願望を表した言葉であったと考えられる。 

 

２－４．海老名の「個人の人格完成」と「独立・自由」の日本的適用  

海老名は「日本民族の興亡盛衰は倫理的宗教がその勢力を有するや否にある」とし、「此

強大なる意志の力を要求する宗教が、……不可能ならば、日本民族は自主自立の性格を羸ち

得ないものと斷定せねばなら」ないため「吾人は日本民族を信するが故に、プロテスタント

教の磁力主義を我が同胞の中に鼓吹せんと慾する」48と強調した。日本の自主自立のためプ

ロテスタント精神が必要であると考えた。 

海老名は自分が受洗する時にも、洗礼の形式主義を批判し、神との個人的な出会いと体験

が重要であるとした。また正教会及びカトリック教会の限界を批判しながら、プロテスタン

ト精神の優越性を強調したが、その理由は外でもない会衆主義が強調する「個人信仰の真価

発揮」のためであった。そして、会衆主義の理解を「人格主義の完成」という言葉で表現し

た。  

また、「プロテスタント教の精神」という論説においても「プロテスタント教は耶蘇基督

なる大人格より學んだのである。……神を認め、神子たるの人格を見出すに到る、之をナザ

レのイエスの人格に比較する時、……我と神とは一つなり……個人の犯し難き大価値を発見

し、……是れ実にプロテスタント教が個人の眞価を発揮せし根底である」49と述べ、個人信

仰の個別的な潜在力を尊重し、「人格主義の完成」としてのプロテスタント信仰の意義を強

 
46 海老名弾正『人間の価値』、576. 
47 南陽学人(栗原生)「海老名牧師と朝鮮」『新人』第16巻第7号、1915年7月号、102. 
48 海老名弾正『日本國民と基督教』、232. 
49 海老名弾正「プロテスタント教の精神」『基督教世界』、1904年7月7日、2. 
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調する。このような観点は個人の信仰の独立と自由を尊重する「会衆主義」の理念と通じて

いる。 

米国で多数の会衆主義者たちがユニテリアンへと流れた時、 海老名もその影響を受けユ

ニテリアン神学と自由主義神学(新神学)に接したが、決して組合教会から離れることはなか

った。50会衆教会が持つ個人の自由な聖書解釈と信仰活動、そして民主的な教会運営原理に

海老名が同意したからである。  

彼のこのような姿勢は「国民の脳を外人の管轄に委任するのではない」51と、組合教会が

日本で成立した礎として、米国伝道会社のみならず熊本青年団の奮起を次のように重要視す

る。 

 

「新島先生は北米伝道会社の宣教師として帰国して同志社を成立されたが、……もう一

つ、九州熊本青年團の奮起によって、この青年たちが起立した時に……この熊本青年團

は日本組合の元勳であり北米宣教会の所属ではないし、自由自然の信仰に基づくのであ

る。」52 

 

海老名は熊本青年団が「自由自然の信仰」に基づく組織であったとし、米国宣教師として

日本に帰国した新島襄と自分たちを区分する。組合教会は、このように欧米教会から独立し

て「自由」を獲得した信仰に基づいている。また、彼は「この両源が合わせて大海を成した」

53と述べ、欧米教会の源流を尊重するように見せながらも、結局は米国宣教師が「会衆主義」

の本来の精神を失い、ただ「福音」のみを伝えていると指摘し、自分たちこそが「組合教会」

を通して「会衆主義」の目標である「独立と自由」を追い求めたと強調する。 

海老名は朝鮮におけるこの講演で「日本組合教会は、信仰の自由を通して信徒に活力を与

え、向上新進して熱心に信仰生活を送っている。また信徒の人格は向上しており、これが日

本組合教会の特色と称す」54と結論付けている。すなわち、彼の「会衆主義」の内容は、

「統一・独立・自由・個人の人格向上」と要約することができる。結論的に海老名はこのよ

うな個人主義の問題において、プロテスタントの中でも組合教会の精神が最も著しいもので

あると次のように述べている。 

 

「欧州の基督教には長い歴史がある。彼等は各自の心の中に修養した。其行き方は個人

 
50 日本組合教会の自由主義神学受容を導いた金森通倫や横井時雄など多くの組合教会の信徒が転教また棄 

  教し、吉野の盟友内ケ崎作三郎もユニテリアン教会の牧師になった。(氏家法雄「吉野作造の人間観―  

 海老名弾正の神子観の受容をめぐって」『東洋哲学研究所紀要』第20号、2004、97-116、113.) 
51 海老名禪正「英米國의 組合基督敎會의 歷史를 述함과 同時에 日本組合敎會에 及함(二)」、16. 
52 海老名禪正「英米國의 組合基督敎會의 歷史를 述함과 同時에 日本組合敎會에 及함(二)」、16. 
53 海老名禪正「英米國의 組合基督敎會의 歷史를 述함과 同時에 日本組合敎會에 及함(二)」、17. 
54 海老名禪正「英米國의 組合基督敎會의 歷史를 述함과 同時에 日本組合敎會에 及함(二)」、17. 
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主義である。プロテスタント、殊に組合教会の精神は最も著しいものである。ルーテル

の胸の中にあった自由、カルビンの胸の中にあった精神は神に對して責任を負ふて起つ

も亡ぶるも、神によると信じた點にある。其個人主義を通ったものが、今日社會的とな

って來たのである。東洋に於ては未だ個人が充分に分からない。従って、自己の立場を

自覺し、神に對して何を爲すかを考へるのが大切である。」55 

 

 海老名は「神への信仰」を強調する前に、この東洋世界においては個人主義的な一人一人

の覚醒が不十分であるため、真のデモクラシー社会を構築するためにはまず「組合教会」が

主張する各自の人格向上と完成が求められると考えた。したがって、欧米宣教師が一方的に

詰め込もうとする観念的な「神への信仰」を無批判的に受け入れるのは、日本(東洋)の教会

の主体的な独立と自由を侵害するとまで考えた。 

 三井久は「日本組合教会について」という論文において、組合教会の特色を「自治教会」、

「自給教会」、「自由教会」と整理56しているが、最後の「自由」は神学的、思想的な側面

の自由であると強調し、「組合教会の自由独立の戦士であり、信仰自由のため闘った」57代

表的な人物として 海老名を挙げている。58このように海老名は会衆主義の最も重要な価値

は「自由と独立」にあると考えたが、これは「日本の教会」が「欧米の教会」から独立する

ことであった。結局この信念は「日本」という国家が欧米からの「自由・独立」を得ること、

そして日本が「帝国」として拡大して行くことまで展望している。海老名の「獨立主義」

(1901)という論説を引用する。 

 

「獨立特行するの覺悟がなけれねばならぬ。此大義……今日の急務である。十萬の基督

教徒起るも百萬の受洗者生るゝも、内國の元氣よりせずして只々海外の附元氣に由て…

…天來の生命が此日東の帝國に誕生したとは謂はれまい。獨立主義を主張する所の吾人

が、此新元氣の勃興しつゝある……獨立特行して延蔓擴充する氣慨を發揚するものたる

を疑はないからである」59 

 

このように海老名にとって、会衆主義の最も重要な徳目である「独立」とは、日本(東洋)

の教会が欧米の教会から脱することであり、それを可能にしたのは「帝国日本」の建設であ

ると考えた。このような認識に基づいて「日本」という国家的なレベルの独立も「帝国」建

設によって保障されるため、日本におけるデモクラシー社会の実現も「会衆(組合)主義」と

 
55 海老名弾正「世界に於ける宗教の覚醒」『新人』第23巻第5号、大正11年(1922)5月、16. 
56 三井久「日本組合教会について」『キリスト教社会問題研究』第24号、1976年3月、9-15. 
57 三井久「日本組合教会について」、12. 
58 日本組合教会の国家主義的な特徴については、高橋虔「組合教会について」『キリスト教社会問題研究』 

   第 37号、1989年 3月、283-290. 
59 海老名弾正「新年の辭-獨立主義」『新人』第2巻第6号、1902年1月、2. 
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ともに帝国建設が重要な二つの完結課題として取り上げられることになった。海老名は

1914 年、「外國宣教師の支配下より獨立して、日本的基督教會を形成した事」を回顧し、

「この獨立の精神は日本人の持前であって、宣教當時より胚胎して居った」60と述べている。

日本教会の政治的な自治とともに「日本国」の「帝国」としての変貌がある程度達成された

時、上記の「獨立主義」に基づいて日本キリスト教の欧米からの独立を、日本国の「帝国」

としての膨張に繋げている。 

 

３．海老名弾正におけるデモクラシー論の展開 

３－１．国家主義的なデモクラシー論の構築 

海老名は「各自が王となり司祭となり得る」61と信じていた。その「万人司祭論」がまさ

にプロテスタント精神であることを一貫して主張する。また、プロテスタント教会の歴史が

繰り返して試みてきた共同生活の原理自体を「デモクラシー」として次のように説明してい

る。 

 

「これが眞個の平等である。そのうちの一をも他を支配することは出来ない。相互に

尊敬し、相愛し、相共力してゆく他に道はないのである。……此の共同生活は眞個のデ

モクラシーである。」62  

 

海老名はキリスト者一人一人の信仰と個性を尊重する中で理想的な調和が保たれ、その調

和の中での「統一」こそがキリスト教教会の見せる最も価値ある「クリスチャン・デモクラ

シー」であると主張した。ここでも、前述した「統一」という海老名の会衆主義論における

核心的な概念が再びデモクラシー論にまで拡大していることが確認できる。 

 

「彼等は一人々々違ふけれどこれを統一し調和
ハモニー

なす處の生命がある。……かかる社会

は彼等の基督教會の外にないのである。……これが即ちクリスチャン・デモクラシー

である。」63 

 

しかし、海老名が「デモクラシー」を語る際、宗教的には個人の信仰を強調したが、政治

的には 「国家」の単位にとどめる考えが強かった。 海老名は信仰や思想の「自由・独立」

はもちろん、「プロテスタント教の精神」において「國家の為に捧げた生命である故に……

 
60 海老名弾正「伝道三十年」『新人』第 15巻第 7号、1914、98. 
61 海老名弾正「基督教とデモクラシー」、14. 
62 海老名弾正「基督教とデモクラシー」、17. 
63 海老名弾正「基督教とデモクラシー」、17-18. 
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文明の力と高尚なる人格、忠君愛國の精神によりて勝つのである」64としているからだ。個

人の「人格完成」への目標は、結局国家主義と合一を見せる。このように個人の価値を国家

主義に編入または埋没させる海老名の観点は雑誌『新人』にも頻繁に登場する。 

 

「最高潮の愛國心は、自ら精神的道徳的の萬有神の信仰に、その根底を置かずんば非

ず。神の權威を心靈の中に認めて、個人の尊厳を意識する者は、自己の理想を國家に

及ぼし、國家の運命を自己に負ひ、……同體不離なる愛の関係を自己と國家とに發見

せん。基督教的信仰は、吾人の愛國心を生めり、而して吾人の愛國心は、此の信仰に

よりてのみ、永しへに浄化せられ鼓動せらる、……國家永遠の光栄となし、国家永遠

の光榮の中に、神國の建設を見んとする也。この天意を彰はすべき力の自覺は、吾人

に對する天來の啓示也。」65  

 

このような国家主義的な姿勢は、「デモクラシーの思想は……王政維新の際この思想が忽

焉として勃発したるのは甚だ見易い事實である。彼の四民平等の如き、廣く會議を起し萬機

公論に従ふといふが如き、……デモクラシー主義ならざるはない」66という発言のように、

明治維新を日本における「デモクラシー」の出発点として考えることで明らかになる。当時

の思想的傾向に敏感に反応した海老名は「デモクラシー」概念の価値を再発見し、新たに注

目し始めたのである。 

 

「日本に於いてもこのデモクラシー主義は過去四年間に驚くべき勢力を以て我が同胞

を啓発したのである。……吾は宗教界に於けるデモクラシー主義の宗教的実験を獲得

し、……政治社会に於けるデモクラシー思想の延蔓を見て、心大に共鳴せざるを得な

い。」67 

 

明治維新を日本における「デモクラシー」の出発点と評価し、このプロテスタント側の進

歩的実験が日本を変化させるという期待は海老名の他の論説「新時代の曙光を望みて」にて

繰り返し述べられ、ここで「日本は本来デモクラシーの國である」68とまで語っている。こ

の論説は吉野の論説「デモクラシーと基督教」と共に掲載されたが、その観点と内容は大き

な違いを見せる。 

「新時代の曙光を望みて」で、海老名は「神の国に於いては一人一人が王である。ここに

 
64 海老名弾正「プロテスタント教の精神」『基督教世界』、1904年7月7日、2. 
65 海老名弾正「愛国心の最高潮」『新人』、1904年6月、3. 
66 海老名弾正「吾渡欧の感」『新人』第20巻第2号、1919年2月、9. 
67 海老名弾正「吾渡欧の感」『新人』、1919年2月、9． 
68 海老名弾正「新時代の曙光を望みて」『新人』第20巻第3号、1919年3月、14-15． 
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初めて眞のデモクラシーが生じる。……各個人の中に偉大なる尊き精神が勃発して来たこと

である。」69とし、「会衆主義」の「自主自由」を言及しながらも、「神の国」の絶対性を

強調し、その絶対的な国家主義の対象を日本と設定する。この論説の最後の部分で、「政治

上では選挙権を如何程まで拡張するかと云ふて居るがそれは極て浅薄な処である」70と各個

人の政治的主権は否定する。「神の国」具現のためのデモクラシー精神は、日本という国家

を拡張して行くための主義として考えている。その結果、国家の構成員としての各個人の自

由と尊厳性は見過ごされる。 

これは前述したように、「独立・自由」という会衆主義の最も重要な二つの理念より当時

の日本が帝国を建設して行く中で求められた「統一」を優先視したことからも明らかになる。

すなわち「多民族・多文化」を吸収して行った帝国日本がそのような多様性の中でも「統一

性」を維持しなければならなかった課題に、海老名は自分なりの「会衆主義」理解を通して

デモクラシー社会としての帝国をその目標として提示しようとしたのである。 

 

３－２．帝国主義的なデモクラシー論への拡張 

「会衆主義」から出発した海老名の「デモクラシー」論は「国家主義」との合一過程を経

て、「日本帝国膨張主義」と結合する。すなわち「日本的・帝国主義的なデモクラシー」論

にまで至ることになる。  

 

「欧州のデモクラシイはこの内なる實験から動き来ったのである。日本に於いて、こ

の根底を強くしようとするには、我が日本人の心の中に、この實験が出て來ねばなら

ぬ。實いふと、政治上の革命を要する前に宗教上のデモクラシイを要する。」71 

 

結局、海老名のデモクラシー論は、日本帝国膨張のためには必須である植民地「朝鮮と満

州」を解放させる美徳としてまで説明される。すなわち一人一人のための「民本主義」では

なく、日本帝国のため、また奴隷国家に生きる満韓の人々の自由独立を保証する意味におけ

る「デモクラシー」を海老名は提唱した。また、「基督の福音と民本主義」(1918)では、

「神の国は実に此の現実の世界に打ち建てらるる所のもの」72であるが独裁の君主の下で

「奴隷の国」として存在する支那、朝鮮のような国家が解放されるのが「神の国」の実現で

あると指摘し、「神の国の国民は個人個人が司祭である」73とし、その意味において「神の

国の福音と民本主義と相通ずる要素」である74と、彼は強調したのである。ここで海老名が

 
69 海老名弾正「新時代の曙光を望みて」、16. 
70 海老名弾正「新時代の曙光を望みて」、18. 
71 海老名弾正「基督教とデモクラシー」、20-21. 
72 海老名弾正「基督の福音と民本主義」『新人』第19巻第8号、1918年8月、18. 
73 海老名弾正「基督の福音と民本主義」、20. 
74 海老名弾正「基督の福音と民本主義」、22-23. 
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述べている「神の国」は日本帝国を意味する。したがって、地上での神の国建設である日本

帝国膨張のため、日本国民各人は「神の子が主脳となるにあらざる」中で、「司祭」として

のアイデンティティを持ってその道に参加することが支那(中国)や露国における「妄想とし

ての民本主義」と異なる「眞の民本主義」であると強調した。75これが、海老名が最終的に

目標にした「民本主義」の内容である。このような海老名の「国家主義・帝国主義的」デモ

クラシー観念は、前述したように彼の会衆主義が「自由・独立」 を強調する前に「統一」

を提示したことからも明らかになっている。 

 

「我々の會の名称である「組合」の二字は、日本で作ったもので、「統一」を称する」

76 

 

海老名は下記の引用文のように、個人の神聖と国家の神聖を同一視し、「他の國を勝手に

併呑する」ことはキリスト教の義ではないと語ったが、結局「韓国併合」を神の摂理として

理解するなど自らの発言に相反し矛盾することになる。 

 

「基督教は個人の神聖を説き、家庭の神聖を説き、又国家の神聖を説く。故に一個人

が他の個人を使役し、又は殺戮するを許さない。神聖なる個人と神聖なる個人とは相互

にその権利を認め、相互にその人格を尊重し、……各自の本分となさねばならぬ。……

一国家は他の国家を尊重し、万国協力して世界人類の幸福を増加するが基督教の博愛協

力主義である。故に……日本の国家が個人をも顧みず家庭をも護らず、他の国家を勝手

に併呑するを以て国是とするならば、基督教と義を鼓吹するのであらうか。吾人は斷じ

て然らずと思ふ」77 

 

海老名の会衆主義が「国家主義」を経て最終的に「帝国主義」的な段階にまで至ることに

よって、結局植民地（民）を奴隷化し彼らの自由・自立を奪う矛盾に陥ってしまった。海老

名の会衆主義は、実は日本民族精神の中に発生したものであるという、次のような「選民意

識」を土台に形成した思想であったからだ。 

 

「我がクリスチャンには神の子の意識がある。この意識の内容には自ら王たるの自覺

がある。又この自覺の内容には自主たり、自由たり、自制し、自治し得る能力が含蓄さ

れて居ります。故に神の國は奴隷のない國であります。眞の社會、又國家は、神の子に

 
75 海老名弾正「基督の福音と民本主義」、23. 
76 海老名禪正「英米國의 組合基督敎會의 歴史를 述함과 同時에 日本組合敎會에 及함(一)」『半島  

  時論』、1918年9月10日、21. 
77 海老名弾正「日本固有思想と基督教」『新人』、第16巻第6号、1915年6月、145． 
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由って始めて經營せらるべきであります。」この自由自治、又自制自主の精神は、今や

日本人生抜の魂となって來ました。……この神の子の意識は日本民族精神の中に發生し

たのであって、外から植ゑつけ、又は蒔きつけたものではない。實に日本人生抜の精神

であります。」 78 

 

 会衆（組合）主義を一貫して強調した海老名であるが、近藤勝彦の指摘のように、実は彼

はイギリスの会衆主義神学者、すなわちトマス・グッドウィン、ジョン・オーウェン、デニ

ー、フォーサイスなどへの考察は不十分であった。79この点が、海老名の会衆主義が日本を

中心として自己中心の歪曲された会衆主義に陷いる原因の一つになったと考えられる。 

 

４．おわりに 

 組合(会衆)教会の牧師であった海老名の「デモクラシー」論は、「民本主義」という言葉

で彼の弟子吉野作造の政治思想と共に一時代を導いたが、その宗教的・神学的な背景にはプ

ロテスタント・キリスト教会の「会衆主義」があった。「独立」、「自由」、「個人主義=

人格主義(個人の人格完成)」という三つの価値は会衆(組合)教会の根幹である「会衆主義」

の重要な精神であるからだ。海老名は「プロテスタント、殊に組合教会の精神は最も著しい

ものである」80とするほど、各個人と各教会の自由と自覚を強調する会衆主義を誇っていた。 

 しかし、これを日本と日本人に適用する時、この思想は欧米から離脱するための手段にな

った。またこの思想は一般の政治思想の領域では「デモクラシー」になるが、海老名の思想

は欧米諸国とキリスト教からの離脱と自主自立を強調する中で「国家主義的」デモクラシー

を経て「帝国主義的」デモクラシーへと変容していった。その目的を達成させるために、絶

対君主制である明治維新を日本におけるデモクラシーの原点とし、国民の参政権についても

批判的な姿勢を見せた。したがって海老名は、日本の自主独立、そして欧米と対立する日本

帝国の建設こそ「統一」として表現された「会衆主義」の日本的完成、そして東洋世界にお

けるデモクラシーの実現であると考えるに至った。 

 教会のデモクラシー論である「会衆主義」から出発した海老名のデモクラシー論は、結局

天皇制を容認し前提とする「民本主義」に帰結する。すなわち海老名の場合は、熊本バンド

の活躍と自由主義神学からの影響などに傾いた結果、西洋の国家と教会から組合教会が独

立・自由を得るため奮闘したことを絶対化し、結局「日本＝神の国」と考えてしまい、他国

と他教会への「独立と自由」についての配慮に欠けていた。「国家至上主義と帝国膨張論」

に集中した海老名は結局、「国家のため手段として存在する国民」をも認めることになり、

「デモクラシー」論も日本内部に留まる「民本主義」に陥った。このような海老名の「会衆

 
78 海老名弾正『新日本精神』滋賀、1935、23. 
79 近藤勝彦『キリスト教弁証学』、東京：教文館、2016、377. 
80 海老名弾正「世界に於ける宗教の覚醒」、16. 
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主義」や「デモクラシー」理解と異なり、吉野作造、柏木義円などの大正デモクラシー時代

を主導した弟子たちはどのような立場であったのかは今後の課題として残る。 

 

 （ホン・イピョ 山梨英和大学准教授） 




