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要 旨 
日本に初めてキリスト教がもたらされたのは、1549 年にフランシスコ・ザビエルが来日してからで

あった。以後、多くの宣教師たちによって日本伝道がなされてきたが、カトリックのイエズス会によ

る伝道には現地への適応主義という特徴があった。日本研究や日本人が信じる仏教研究を重視し、日

本人に合わせたキリスト教伝道を行った。それはすなわち、ヨーロッパのキリスト教を持ち込むこと

を避けたということである。日本人に受け入れ易いキリスト教の内容やあり方を目指し、外来の宗教

であるキリスト教が日本人の感性と働突しないように努めた。 

後に、明治期に入るとプロテスタントによる伝道が開始するのであるが、宣教師たちはキリスト教原

理を重んじ、それに日本人を適応させようとした。本稿では、この両者の違いが日本人に何をもたら

したか、日本人はキリスト教にいかなる印象を抱くに至ったかを論じていく。 

 

1.キリスト教の現地適応 

日本に初めてキリスト教がもたらされたのは、戦国時代、フランシスコ・ザビエルを初めとするイエ

ズス会宣教師たちによるのであるが、日本人にとってのキリスト教のおもな印象は、明治期に始まっ

たプロテスタントの宣教師たちによってもたらされたものである。それには、いくつかの要因が考え

られる。第一には、江戸幕府が徹底的にキリスト教の排除に努め、何百年にもわたってその影響を消

し去ったこと、第二には、プロテスタントの伝道は、長さの点で 150 年以上にわたって現代にまで受

け継がれていること、そして第三には、彼らは学校教育や医療活動にも熱心に取り組み、印象を深く

していること、さらに第四として、彼らの宣教内容が、日本の宗教およびその慣習と対立的なもので

あり、これがキリスト教への印象を強くしていること等を挙げることができる。筆者がこの論文にお

いて注目したいことは、戦国時代のキリシタン伝道と明治期以来のプロテスタント伝道との主だった

内容的、方法的違いである。それは後者が教理に基づくキリスト教原理主義に立っていたのに対し、

前者は現地への適応主義を取ったことに見られる。この面で、これら両者には正反対ともいえる姿勢

の違いがある。浅見雅一著『キリシタン時代の偶像崇拝』では、宣教師がキリスト教を現地に適応さ

せようと、いかに努力したかが克明に報告されている（１）。その努力は、ヨーロッパ本国のキリスト教

のあり方をねじ曲げて（本書では「緩める」という言葉を使っているが）でもなされていった。16 世
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紀後半、宣教師たちは、インドのゴアに在住のイエズス会士フランシスコ・ロドリゲスに宣教のあり

方についての諮問を行なっている。これは、日本という異教の地にあって、彼らが想定外の未知の問

題にぶつかっていたことによる。そして様々な問題に対し、宣教師たちの対応の仕方も違いを生じて

いた。特にヨーロッパを基準とした対応を主張する（例えば、後にも触れるフランシスコ・カブラル

のような）ものと、現場を重視して対応していこうとするものの間には対立も生じていたことが伺え

る。そこで,上部組織にあるものの見解を基に統一した宣教のあり方を探ろうとしたものと思われる。

本書では、日本宣教について以下のような指摘がなされている。ロドリゲスがいたインドは紀元一世

紀にキリストの 12使徒の一人であるトマスがキリスト教伝道を行ない、教会を建てたと言い伝えられ

ている。そこで宣教師たちは、インドについてはすでにキリスト教伝道がなされてきた土地とみなし、

厳しくキリスト教教理を課した。しかし日本については、キリスト教の未伝道地と見、キリスト教を

前提としない、異教の地としての対応を探った（２）。これが本書の見解であるが、それに加えて、マ

ルコ・ポーロ『東方見聞録』に基づくあこがれや、これまで接してきた日本人の理解力やまじめさ、

さらには東洋の最端という地理的条件（恐らく、南米とインドの中継地となりえる)から伝道への特別

な期待があったと思われる。イエズス会上層部も現場の宣教師たちも、日本に対してはキリスト教の

拡大を最優先し、キリスト教への抵抗を少なくする方針が大勢を占めていた。しかし宣教師たちの中

には原理主義者（特にヨーロッパ主義者）も存在し、そうした勢力を押さえ込む必要があった。ロド

リゲス自身は一度も日本には行ったことはないが、「日本のパードレが諮問してきた諸事例への回答」

という文書を執筆している。そして彼は日本人に対し、教会法（キリスト教教理を含む）の適用を緩

めることをここで求めている。また、偶像崇拝については次のように述べる、「偶像崇拝の意志がな

いのに何らかの理由によってそう装うような時、また、キリシタンが（偶像崇拝の意思がなく）義務

によって両親や主人に随伴するようなとき、異教徒である両親や主人に行なう奉仕が、偶像崇拝行為、

あるいは偶像崇拝の偽装や外見を持つと見なされ得ようと否と、父親や主人が跪いているのに自分が

立っていたのでは無礼と見なされるのであれば、たとえ跪くとしても、この奉仕それ自体は良いこと

であり、それがそのまま偶像崇拝をしたことにはならないので、それを善しとすることができる」（３）。

ただし、ロドリゲスはそれをしている自分がキリシタンであることを知られるようにする必要がある

と述べているが、このことについても強制されるべきものではないと語る（４）。また親族の異教によ

る葬儀への参加も許されるとしている（５）。 

 さらに、1592 年、東インド巡察士アレッサンドロ・ヴァリニャーノは、ヨーロッパのイエズス会系

諸大学に対し、日本での宣教上の問題を諮問している。彼はこの中で、信者が異教徒である主人に随

伴して偶像寺院に赴き、偶像崇拝に付随する行為をすることを是認する前提で諮問している。そして

ここで彼は「主従関係に基づく身分秩序の維持が重要であると強調しており、日本人信者が社会的必

要性から、偶像崇拝に関与することを容認している」（６）。彼はまた偶像崇拝に対し、ヨーロッパの
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基準を適用すべきでないことを述べると同時に、倫理面における仏教の優秀さや、謙虚さや倫理にお

いての日本人の優秀さにも言及し、ひとたび信仰を得た場合、日本人は堅実なキリシタンとなるであ

ろうと述べている。なお付け加えれば、彼はまた、日本人を蔑視して、キリスト教を日本人に適応さ

せることに反対していたフランシスコ・カブラルを日本伝道を防げるものと断じ、カブラルは日本準

管区長を解任された。 

 日本準管区長ベドロ・ゴメスが 1593 年に執筆した「日本人イエズス会士のためのカトリック教理綱

要」においては、偶像崇拝に対処するための基本的見解が示されている（７）。ここでは、その際の行

動の細かい指示がなされているが、「たとえ主人の悪い意志によろうとも、自身に難が及ぶことが確

実な場合には、主人に従うために行なうのであれば罪とはならない」とあり、おおむねゴメスも日本

社会において軋轢を引き起こさないよう配慮している（８）。ここでは、ゴメスから、仏教、神道によ

る諸行事に対し、細かい指示が出されているが、印象としては、現場でこれらが、逐一適用されたと

は考えにくく、信者による偶像崇拝、異教崇拝はほぼ全面的に容認されていたと言っても良いであろ

う。それは、良心や意志といった心の状態まで客観的には推し量れないからである。現場の宣教師た

ちは、指示の細目ではなく、キリスト教の現地適応、日本化、土着化という意図を汲み取って行動し

たと思われる。しかし、ここで注目すべきことは、ロドリゲスの場合もそうであるが、偶像崇拝、異

教崇拝を論じるにあたって、列玉紀下 5章について詳細に論じていることである。この聖書個所で、

エリシャによって、重い皮膚病を癒されたシリアの将軍ナアマンは次のように語っている「僕は今後、

主以外の他の神々に焼き尽す献げ物やその他のいけにえをささげることはしません。ただし、この事

については主が僕を赦してくださいますように。わたしの主君がリモンの神殿に行ってひれ伏すとき、

わたしは介添えをさせられます。そのとき、わたしもリモンの神殿でひれ伏さねばなりません。わた

しがリモンの神殿でひれ伏すとき、主がその事についてこの僕を赦してくださいますように」。そし

てこの願いに対するエリシャの回答は「安心して行きなさい」であった(列王紀下 5:17-19)。この聖

書の箇所から、指示はしもべが主人に合わせて行動を取ることは、礼儀上当然であること、たとえ、

外見上は偶像崇拝、異教崇拝の行為であっても、心が伴わない限り、偶像崇拝、異教崇拝には当たら

ないと示される。ロドリゲスは、自分としてはキリシタンであり、偶像や異教を礼拝しているわけで

はないことを公言すべきであると述べているが、事実上、偶像崇拝、異教崇拝を容認するものである

と考えられる。このことは、キリスト教の偶像崇拝、異教崇拝禁止の教理が、日本での宣教上、大き

なつまづきとなっていたことを示している。この教理はキリスト教ばかりでなく、ユダヤ教、イスラ

ム教も重視しており、もちろん聖書にも基づいている。しかし聖書の世界は幅広いものであり、一つ

の教理だけでくくれるものではない。列王記下 5章もその一つであるが、そればかりではない。サム

エル記上 26:19 では、ダビデが「彼らは、『行け、他の神々に仕えよ』と言って、この日、主がお与

えくださった嗣業の地から私を追い払うのです」と語っている。古代中近東では、それぞれの土地に
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はそれぞれの神が存在し、その土地に足を踏み入れた者は、その土地の神に仕える、すなわちその祭

儀に参加するのは当たり前であった。イスラエル人の場合は、いかなる土地に住もうとも、自分の神

はヤハウェのみという信仰を貫いたと思われるが、その土地の神には敬意を払った。その土地にある

者として、それが当然の礼儀だった。バビロニア捕囚後は、民族の絆の強化のため、偶像否定、異教

の神々への蔑み、さらには、異教崇拝の禁止へと向かうのであるが、列王記下 5:17－19 は、この段

階のものかもしれない。すなわち、バビロニア捕囚期、民族の姿勢は偶像崇拝、異教崇拝否定に向か

ったのであるが、奴隷の立場にある捕囚民が主人であるバビロニア人の異教崇拝に参与することまで

は否定しなかったのである。ただし、紀元前 2世紀のマカベヤ時代になると、このことも否定される

ことになる(ダニエル書 3章を参照)。筆者が注目したいのは、キリシタン伝道における、偶像崇拝、

異教崇拝の事実上の容認(たとえ宣教師たちが否定しようとも、客観的にはこうとしか言いようがな

い)が、やみくもな順応主義、適応主義によるのではなく、聖書に根拠を求めていることである。もし

かしたら、これはヨーロッパで勢いを増していったプロテスタントの影響の皮肉な結果かもしれない。

衆知のように、宗教改革は、聖書を根拠として広がっていったからである。またさらに驚かされるの

は、この点ばかりでなく、日本人について、生活習慣について、宗教事情についての議論の詳細さで

ある。これは彼ら宣教師たちがいかに熱心に日本研究を行っていたかを証ししている。それはもちろ

ん、日本人に適した伝道方策を探るためだった。 

 

2.マリア観音 

宣教師マテオ・リッチはさらに踏み込み、仏像をキリスト教に取り込むことを行う。仏像は、キリス

ト教にとっては異教の偶像にあたる。宣教師たちは偶像崇拝、異教崇拝の容認の先をいっていた。そ

れは偶像、異教の利用である。マテオ・リッチは、中国で、菩薩像である観音像に似せて、「東洋の聖

母」を描かせている（９）。そして中国では、観音像に似せた白磁の像が製造された。これが日本にも

導入され、マリア観音像としてキリシタンの間に広まっていった。これは旧来のキリシタン研究者が

「仏教徒となるべく強制された信者らが、カムフラージュのために、既存の仏像を『転用』したので

あると解釈してきた」（１０）ものであるが、イエズス会宣教師たちの適応主義の宣教姿勢の延長上にあ

るものである。すなわちマテオ・リッチは中国において、聖母マリアと観音像を意識的に合体させ、

キリスト教図像の現地化を実現していた（１１）。この方法は、キリスト教がヨーロッパに広まるにあた

り、聖母マリア信仰、マリア像が大きな役割を果たしたことと符号するものである。キリスト教以前

のヨーロッパでは女神信仰が盛んであった。このためキリスト教宣教にあたり,イエスの母マリアを聖

人とし、聖母マリアへの信仰を導入した。そしてこの信仰の普及のため、マリア像（しかも宣教する

現地に合ったマリア像）を作ったのである。マリア観音は、「慈悲」に見られるような、日本人の母性

的信仰に合致したと思われる。以上のような努力の結果として、キリスト教は急速に日本に広まって
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いくことになる。宣教師たちが進めたことは、一言で言えば、キリスト教の土着化である。キリスト

教を日本人に合わせて変容させ、日本化し、日本の宗教としていくこと、それが彼らにとっての宣教

方法だった。土着化することなしに宗教は広まらないのである。このあり方は、19 世紀半ばに日本に

来たプロテスタントの宣教師たちが、十戒に基づく原理主義によって、偶像崇拝、異教崇拝を違反行

為、神に対する罪として断罪し、一刀両断に切り捨てたのとは対照的なあり方である。 

以上から言えることは、当時のカトリックの宣教姿勢が、原理主義を退け、原地主義を取っていたと

いうことである。ヨーロッパのキリスト教を移植しようなどと考えてはいない。ヨーロッパでは宗教

改革以来、プロテスタントが勢力を増し、カトリック世界は縮小傾向にあった。バチカンにとっては、

海外でのカトリックの拡大こそが目指すことであり、宣教のあり方については現場に任せるという姿

勢が見てとれる。森一弘企画監修の『日本の教会の宣教の光と陰』には「資料 1」として「教皇庁の

外国宣教に関する指導要領」(1659 年)が掲載されている（１２）。 

「他の民族の儀式や習慣や風俗については、それらが明らかに信仰や道徳に反するのでないかぎり、

それらを変えさせようと執心したり議論したりしてはならない。中国人の土地にフランスやスペイン

やイタリアやヨーロッパの他の国を移し変えようとするほど無意味なことはあるだろうか？ 彼らの

国に導入するべきものは、我らの国ではなく信仰なのである。信仰は、いかなる民族の儀式でも慣習

でも、それが忌むべきものでないかぎり、拒絶するものではなく、人々がそれを保持し守ることを望

むものである。自分の国の伝統と自分の国そのものを尊重し、愛し、他のどこよりも上に置くという

のは、いわば万人の本性に刻まれていることである。それゆえ、ある国民に固有の習慣、特に先祖の

記憶の及ぶかぎり実践されてきたような習慣を変えさせることほど、人々を遠ざけ、憎しみをあたえ

る原因となるものはない。もし、それらのものを撤廃し、代わりにあなたがたの国の風俗を外からも

ってきておこうとしたならどうなるであろうか？ それゆえ、これらの民族の習慣とヨーロッパのそ

れを決して比較してはならない。全く逆に、早くそれらに慣れるようにしなさい。称賛に値するもの

は称賛しなさい。称賛に値しないものについては、追従者がするようにはなばなしく誉めそやすこと

を控えるのはよいにしても、審判を下すのは控えて、いずれにせよ何事も、うかつにあるいは極端に

断罪してはならない。明らかに悪しき習慣については、言葉をつかわずに、首を振るとか沈黙とかで

疑問を投げかけたほうが良いだろう。そして、ひとたび真理を我がものにした人々に対しては、そう

した習慣がいつの間にか根絶されるような良き機会を逃さないようにしなければならない。」 

全体を通して言えることは伝道に際しての伝道地への配慮のきめ細さである。これは明治期以降のプ

ロテスタントによる伝道姿勢とは異なっている。プロテスタントは聖書からのカトリックの逸脱への

批判から生まれており、キリスト教原理主義の性格が濃い。キリスト教教理やキリスト教原理をねじ

曲げて（穏やかに言えば、「緩めて」）日本人にキリスト教を適応させることなど、とうてい思いもよ

らないことである。イエズス会が日本人向けの宣教をするために、日本研究や仏教研究を行なったよ
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うなことは、原則としてプロテスタント宣教師には無用だった。彼らは日本人をキリスト教化するこ

としか考えていない。彼らは宣教方法として、むしろ積極的に日本の宗教や慣習を批判し、日本社会

との衝突を繰り返した。この衝突が今日に至るまで、日本人とキリスト教信仰の間に断層帯を作って

しまっている。プロテスタント宣教師にとって、キリスト教の日本化、土着化は信仰の堕落だったの

である。しかし、キリシタン伝道が目指したように、キリスト教の土着化こそ、まず計らねばならな

いことだった。さらに真実のキリスト教を目指す歩みは、その上でのことである。「教皇庁の外国宣教

に関する指導要領」(1659 年)はそのことを示している。土着化なしには、宗教は広まらない。まず日

本人がキリスト教に親しみを覚え、キリスト教に近づき、信仰を得ていくこと、そのことを第一とし

なければならない。日本人の間にキリス教信仰が根付き、確固とした位置を占めた上で、キリスト教

を深めていく歩みは始まるのである。戦国時代、キリシタン大名の支配下にあった地域では、神社、

仏閣への破壊行為がなされた。これは豊臣秀吉の耳に入り、疑念を呼び起こし、キリスト教迫害の原

因の一つとなっている（１３）。また、豊後府内で祇園会の参加を避けようとしたキリシタンの家が破壊

されそうになったこともあった（１４）。キリスト教を日本に適応させようと心血を注いだ努力の一方で、

このような事態があったことは驚きに価する。これらは、日本人にキリスト教信仰への恐怖感を抱か

せたり、拒絶反応を起こさせたりするものであり、伝道上プラスにはならない。特に前者は行きすぎ

た行為である。後者の祇園会の事例は（異教の祭等への関与の事例であり）、プロテスタント伝道史に

おいては、頻繁に生じており、日本人がキリスト教に親近感を持たないばかりか、遠ざかる原因を作

っている。こうした状態の中、今キリスト教はあらゆる手を尽くして日本人に近づくための努力をす

ることが求められているといえる。 

 

3.政治権力への接近―キリシタン伝道の陰― 

しかし、キリシタン宣教師の伝道のあり方には陰の部分もある。それは国家権力による断圧と迫害で

ある。キリスト教は豊臣政権、徳川政権からの断圧を受けるようになる。なぜこのような事態になっ

たのかは、国家権力にとって都合が悪い宗教だったことによるのはもちろんであるが、キリスト教側

に問題がなかったかについては考える余地がある。この点では、宣教師たちが政治権力に親近感を持

ちすぎていることをあげることができる。ヨーロッパ社会では、国王も領主もキリスト教徒である。

戴冠式をキリスト教で行い、聖職者の意見も重んじる。キリスト教は政治権力と同等か、あるいは場

合によっては上に存在している。こうした土壌の中で生まれ育ってきた宣教師たちが、日本の政治権

力者をキリスト教徒にしようと考えるのは当然といえる。ヨーロッパと同じように、政治権力が後ろ

盾となれば、宣教活動にとっても有利なことになる。こうして彼らは宣教にあたって権力者に近づい

ていった。権力者にとって、宣教師たちは本国から貿易を許可する権限を与えられており、西洋の進

んだ文明の利器（例えば、鉄砲）を手に入れる上で有益だった。しかし、ヨーロッパの権力者たちと
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日本の権力者たちとでは、キリスト教への意識は異なる。ヨーロッパにおいて、キリスト教は自分た

ちが従うべき宗教なのである。それに反して、豊臣秀吉や徳川幕府にとっては、人間も宗教も、すべ

ては自分に従うべき存在である。民衆や家臣が主君よりもキリスト教を優先することなどとうてい容

認できない。豊臣秀吉にとっては、この点で高山右近は許容できない存在であったし、新しい身分制

度を確立しようとする徳川幕府にとり、神の前での平等を唱えるキリスト教は危険な存在だった。そ

して迫害して棄教を迫る国家権力に対し、殉教の形で抵抗するキリシタンの存在は、ますます脅威だ

った。キリスト教宣教師たちが本国の権力者たちを念頭に置き、日本の権力者をキリスト教徒に改宗

して、本国のような形態にしようとする試みは、権力への危険な接近だった。権力者の考えや姿勢の

変化がキリスト教の存在に危機をもたらすことになる。それよりは権力者が気づかないうちにキリス

ト教宣教が進展し、気づいた時には民衆の中に確固とした位置を占め、権力者にとっては共存を計る

他に道はなかったという事態の方が安全であったといえる。権力者たちは、今の段階であったらまだ

根絶できると踏んだのが実態であった。 

 

注 

(1)  浅見雅一『キリシタン時代の偶像崇拝』（東京大学出版， 2009 年）． 

(2)  同書，79-80 頁参照． 

(3)  同書，95 頁． 

(4)  同書，99 頁． 

(5)  同書，104 頁以下． 

(6)  同書，153 頁． 

(7)  同書，160-162 頁． 

(8)  同書，163 頁． 

(9)  若桑みどり『聖母像の到来』（青土社， 2008 年），369 頁． 

(10)  同書，12 頁． 

(11)  同書，382 頁． 

(12)  森一弘監修『日本の教会の宣教の光と陰』（サンパウロ， 2003 年），70－71 頁． 

(13)  同書, 9-50 頁． 

(14)  前掲書『キリシタン時代の偶像崇拝』，167 頁． 
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