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聖 な る 公 同 の 教 会 

東海連合長老会 教会全体修養会 

２０１０・１０・１１ 藤枝教会 

                            葉山教会 中村 健一 

 

 

『そこで、主に結ばれて囚人となっているわたしはあなたがたに勧めます。 

神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく、柔和

で、寛容の心を持ちなさい。 愛をもって互いに忍耐し、平和のきずなで結ばれて、

霊による一致を保つように努めなさい。 体は一つ、霊は一つです。 それは、あなた

がたが、一つの希望にあずかるようにと招かれているのと同じです。 

主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの上にあり、すべてのものを通し

て働き、すべてのものの内におられます』（エフェソ4:1～6） 

 

 

は じ め に 

 

 今日は「聖なる公同の教会」という主題で、私たちが連なっている教会とはどうい

う群れなのかを学んで参りたいと思います。これはたいへん重要な、そして大きい主

題です。今日は聖書の御言葉とニカイア信条、そして 1890 年「日本基督教会信仰の

告白」に焦点を当てて、なるべく具体的に学んでみましょう。 

 

 

 

（１） 教会とは何か 

 

 最初に「そんなこと、わかりきっている」と言われそうなことを、改めて顧みたい

と思います。それは「教会とは何か？」ということです。東海連合長老会には９つの

加盟教会があります。みな違う町（街）に建てられ、違う形の礼拝堂を持っています。

大きな教会も小さな教会もあり、木造の教会もコンクリートの教会もあり、古い教会

も新しい教会もあります。では、教会とはそのような眼に見える建物や人々の集まり

をさすのでしょうか？。 

 

 富士教会に初めて行く人が、新富士駅近くにある結婚式場を富士教会と間違えたと

いう話を聞いたことがあります。しかしそこは営利目的で洋風（キリスト教式にあら

ず！）結婚式が行われる場所であり、主が臨在し礼拝がささげられる「教会」ではあ

りません。葉山にも海沿いに大きな十字架の立つ建物がありますが、そこも結婚式場

であって教会ではありません（それなのに「礼拝堂」と名付けられています）。また神

戸には、かつて教会であった建物を改造した人気のパン屋さんがあります。外見は古
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い立派な教会ですが、そこも教会ではないのです。このように、教会とは建物や人々

の集まりのことではないのです。 

 

『神はまた、すべてのものをキリストの足もとに従わせ、キリストをすべてのものの

上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてに

おいてすべてを満たしている方の満ちておられる場所です』（エフェソ1:22～23） 

 

 

 

（２） 教会を「信じる」ということ 

 

 眼に見える建物や集まりは、まことの教会のほんの一部分にすぎません。カール・

バルトは「そこに真の礼拝の共同体があるなら、人数分の質素な椅子に、テーブルが

一個あれば十分である」と語っています。教会の本当の姿（本質）は眼には見えない

のです。だからニカイア信条では「わたしたちは、唯一の、聖なる、公同の、使徒的

教会を信じます」と告白します。使徒信条でも「（われは）聖なる公同の教会（を信ず）」

と告白するのです。もし眼に見えるものだけが教会の全てであるなら、私たちは教会

を「信じる」とは言いません。神がおられることや、主イエスが神の御子であられる

ことや、聖霊が注がれていることも、眼で見て確かめるような次元のことではないか

らこそ、私たちはそれを「信じる」と言うのです。教会も同じです。 

 

しかし、地上の教会は眼に見える“人間の集まり”という性質も持っています。教

会はある意味で人間が建て、組織し、運営する団体でもあります。だからなおさらそ

れを「信じる」と言われると、戸惑う私たちなのです。事実、私たちは現実の教会生

活の中でいろいろな躓きを経験することがあります。教会に真剣に生きようとすれば

するほど、眼に見える教会の姿に失望することがあります。教会の中でさえ人間の愚

かさや醜さを見ることがあります。特定の人間の声が教会を支配したり、混乱を惹き

起こすこともあります。キリストではなく人間が「教会のかしら」になったように見

えることもあるのです。しかしそれでも私たちは、教会は神の賜物であり、聖霊の建

てたもうた主の宮であると「信じる」のです。だから教会に問題が生じたときには聖

書の御言葉に聴き、信仰告白を基準としてキリストのみを仰ぎ、牧師の指導のもと長

老会を支えつつ、祈りを合わせて解決への道を歩みます。 

 

 

 

（３） 教会は「聖なる」ものである 

 

そこで改めて心に留めたいことは、使徒信条もニカイア信条も教会が「聖なる」も

のであると告白していることです。この「聖なる」とは私たちの道徳的・実際的な清

さを現わしているのではありません。そうではなく、教会は神が御子キリストの贖い
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の恵みのもとに建てたもうた群れであり、神のみが聖なるかたであり、キリストの贖

いのみが「完全な救い」であるゆえに、その恵みに根ざす教会は「聖なるもの」と呼

ばれるのです。教会を「聖なるもの」と信じる私たちは、教会の創設もその営みも「聖

なる神のみわざ」であることを信じます。 

 

教会が誕生したのも、いまこの場所に建てられているのも、人間の意志や計画によ

るのではなく、聖なる神の選びとご意志によるのです。今ここで教会のわざが人々に

救いの喜びをもたらすのも、それは神が眼に見える教会を通して生きて働きたもうか

らです。そこに連なる私たちを用いて神ご自身が働いて下さるからです。私たちが教

会に生きて教会の奉仕に励むなら、神のみわざに仕えているのです。神の仕事をさせ

て戴いているのです。この信仰に根ざしてこそ、私たちは進んで謙遜に喜んで教会に

奉仕し、そこに私たちの見える「からだ」（全存在・全生涯）が「キリストの身体」で

ある教会を通して、永遠のわざに繋がっている幸いを見いだすのです。 

 

私はある、病気で寝たきりになられた一婦人の祈りを忘れることはできません。そ

の婦人はいつも牧師の働きのため、長老会のため、そして信徒一人びとりや求道者の

名前を挙げて祈り、また地域の人々の救いのために祈っていました。その祈りもまた

豊かな奉仕のわざであり、教会に仕える立派な働きであったと思うのです。そして神

はその祈りを私たちの願いにまさって実現して下さるのです。 

 

 

 

（４） 教会は、神によって選ばれ、呼び集められ、救われた群れである 

 

 そこで「教会」という言葉は、新約聖書の原語であるギリシヤ語では「エクレシア」

と言います。この言葉は新約聖書に112回も出てきますが、もともと「大声で呼び集

める」という意味を持っていました。イザヤ書 40 章 9 節以下に『よきおとずれをシ

オンに伝える者よ、高い山にのぼれ。よきおとずれをエルサレムに伝える者よ、強く

声をあげよ、声をあげて恐れるな』（イザヤ 40:9～11）とあります。ここで預言者が

「強く声をあげる」のは「新しいイスラエル」としての神の教会を建てる主の御業に

仕えるためです。いまや捕囚の苦難（罪と死の支配）の時は過ぎ去り、神のご支配（復

活と高挙の主）のもと、神の民が新しく招き集められるのです。 

 

 オリンピックで有名なマラソン競技は紀元前490年に発祥を持つと言われています。

その年、世界最強のペルシヤ軍の艦隊をアテネの市民義勇軍が勇敢に迎え撃ち、苦戦

のすえマラトンの野で勝利したのです。ペルシヤの奴隷になるのかと絶望して待って

いたアテネ市民のもとに、一人の青年が42.195キロを走って「わが軍、勝利せり！」

と伝えました。この「わが軍、勝利せり！」との「大声」（福音）のもとに呼び集めら

れた市民たちを「エクレシア」と呼んだのです。つまり教会とは、御子イエス・キリ

ストの十字架と復活による罪と死に対する決定的な勝利の福音のもとに呼び集められ、
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その喜びに生かされた共同体なのです。 

 

 そこで、どうしても触れなくてはならないのは「神の選びの恵み」です。特に私た

ち改革長老教会ではカルヴァン以来、聖書に基づいて神の選びの恵みの確かさを強調

してきました。改革教会の「予定論」のことをまるで運命論のように曲解する人がい

ますが、カルヴァンが明らかにしていることは、キリストの勝利の恵みのもとに私た

ちはただ神の主権によって選ばれ、招き集められているという“救いの出来事の確か

さ”です。言い換えるなら、私たちの救いの確かさは私たちの資格や条件に関係なく、

それはただ「教会」（キリストの身体）による救いの確かさなのだということです。そ

れが「予定論」なのです。だからカルヴァンは「選びはキリストによって完成され保

障された」と語っています。キリストご自身が私たちの救いの完成であり保障なので

す。私たちは『二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもそ

の中にいるのである』（マタイ18:20）との主の御言葉を信じます。主が共におられる

ところにこそ、揺るぎなき選びと救いがあるからです。 

 

『しかし、あなたがたは、選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のもの

となった民です。それは、あなたがたを暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れて

くださった方の力ある業を、あなたがたが広く伝えるためなのです』（Ⅰペトロ2:9） 

 

 

 

（５） 私たちの教会は「カトリックの教会」である 

 

そこでいよいよ「聖なる公同の教会」の「公同」という言葉を顧みたいと思います。

「公同」という言葉はなぜか広辞苑にも出てきません。しかし「公同」を意味する「カ

トリック」というカタカナ英語は出てきます。そこには「普遍的の意。カトリック教

会、また、その教徒」と定義されています。これだけを見ると「公同の教会」とはす

なわちローマ・カトリック教会のことだと誤解されてしまいそうですね。 

 

 もちろんそれは間違いです。「公同」（カトリック）の教会は教皇制度に立つロー

マ・カトリック教会の専用看板ではありません。もともと「カトリック」の語源であ

るギリシヤ語「カトリコス」は、教派としてのローマ・カトリック教会が成立する以

前から教会の本質をあらわす言葉でした。私たちの教会もカトリックの教会なのです。

私たち改革長老教会は本当の意味で「カトリックの教会であること」をめざしている

群れなのです。そこで広辞苑に「普遍的の意」とある「カトリック」の定義は正しい

のです。「聖なる公同の教会」とは「聖なる普遍的な教会」という意味です。ではその

「普遍的」とはどういう意味なのでしょうか。 

 

 キリストの教会を聖書に基づいて「公同」（普遍的）と定義したのは西暦107年「ア

ンテオケのイグナティウスの書簡」が最初です。さらにそれはアウグスティヌスに受
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け継がれ「すべての場所で、あらゆる時代に、すべての人に信じられる」という有名

な定義づけがなされました。教会は“復活のキリストの身体の歴史における現れ”で

す。それなら、それはキリストのご臨在が普遍的であるのと同じように、時間や空間

に支配されない無限の拡がり（全ての人を救う権能）を持つのです。そうすると「公

同」とは「一般的な」とか「みんなの」というような意味ではなく“信仰の内容”で

あることがわかります。「聖なる公同の教会」とはなによりも、私たちの告白する信仰

の内容そのものを意味するのです。 

 

 

 

（６）「聖なる公同の教会」の唯一の主はキリストである 

 

 パウロは第一コリント書1章に『こうして、あなたがたは恵みの賜物にいささかも

欠けることがなく…』（Ⅰコリント1:5）とコリント教会の人々に語りました。しかし

実際のコリント教会には、誤った教えを説いて分派を作る者たちや道徳的な乱れなど、

いろいろ困った問題がありました。ではパウロはお世辞や願望を述べているのでしょ

うか？。もちろん違います。パウロが見つめていたものは、教会を教会たらしめるキ

リストの選びであり救いの御業そのものでした。そのキリストの救いの御業を「恵み

の賜物」として与えられている幸いにおいて、あなたがたコリントの教会は「いささ

かも欠けること」がないではないかと語っているのです。 

 

ここで改めて、私たちは1890年(明治23年)の「日本基督教会信仰の告白」におい

て「我らが神と崇むる主イエス・キリストは…」と、ニカイア信条に基づいて明確に

キリストが神と同質であることを告白しています。これは日本において聖なる公同の

教会を形成してゆくとき忘れてならない大切な私たちの伝統であり、私たち連合長老

会は最初からこの 1890 年信仰告白を正しく告白することによって立ってきました。

全国連合長老会規約第2条の「基づいて」とは「告白する」という意味であることを

覚えましょう。 

 

『全国連合長老会は聖書を基準とし、使徒信条、ニカイア・コンスタンティノポリス

信条、アタナシウス信条、カルケドン信条に準拠し、改革教会の諸信仰告白に言い表

された信仰を継承し、1890年に制定された日本基督教会信仰の告白に基づいて、1954

年に制定された日本基督教団信仰告白を告白する』。（全国連合長老会規約第2条） 

 

 この規約第2条で明らかにされていることは「聖なる公同の教会」は単なる理想や

抽象的な理念ではなく、聖書を唯一の正典（キャノン＝基準）とする歴史的な教会の

中に現実に現わされている神の御業であるということです。オランダ改革派教会のヤ

ン・コープマンス（Jan Koopmans,1906～1944）という人は「宗教改革における古

代教会の教理」（Das altkirchliche Dogma in der Reformation,1944）という本の中で

「公同教会の形成を決定するものは、教会が過去の神学用語をいかに解釈するかにで
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はなく、現在の教会が信仰告白をいかに正しく継承しているかにある」と語っていま

す。これは今日においてこそ襟を正して聴くべき言葉ではないでしょうか。 

 

 そこで、私たち改革長老教会の代表的な信仰告白のひとつである「ハイデルベルク

信仰問答」の問54には、このように告白されています。 

 

〔問〕『「聖なる公同の教会」について、あなたは何を信じていますか？』 

〔答〕『神の御子が、全人類の中から、御自身のために永遠の命へと選ばれた一つの 

   群れを、御自身の御霊と御言葉とにより、まことの信仰の一致において、世の 

   初めから終わりまで集め、守り、保たれる、ということ。 

そしてまた、わたしがその群れの生きた部分であり、永遠にそうあり続ける、 

ということです』。 

 

 この問54は、ハイデルベルク信仰問答の中でもとりわけ慰めに満ちたところです。

ここでは繰返し「（神）御自身が…」という主語の確かさが語られます。これこそ教会

の宣教の主語であり、説教の内容であり、変わらぬ基礎なのです。「御自身のために」

とは永遠の昔から神の御心のうちに「聖なる公同の教会」は建てられていたというこ

とです。その本質は、私たちが神に選ばれ、呼び集められて、聖霊による三位一体な

る神との永遠の交わり（永遠の生命）にあずかる者とされたことです。それが眼に見

えない「聖なる公同の教会」であると同時に、可視的な地上の教会の姿なのです。そ

して教会の主は「まことの信仰の一致において」キリストの御身体へと選ばれ招かれ

た私たちを「世の初めから終わりまで集め、守り、保たれる」のです。これを改革長

老教会の教理では「聖徒の堅忍」と言います。次の御言葉を心にとめましょう。 

 

『わたしは、あなたがたのことを思い起こす度に、わたしの神に感謝し、あなたが

た一同のために祈る度に、いつも喜びをもって祈っています。それは、あなたがたが

最初の日から今日まで、福音にあずかっているからです。あなたがたの中で善い業を

始められた方が、キリスト・イエスの日までに、その業を成し遂げてくださると、わ

たしは確信しています』（フィリピ1:3～6） 

 

 

 

（７） 教会の設計図 

 

 神の教会には「神の設計図」があります（「紙の設計図」ではありません）。「聖なる

公同の教会」（キリストの身体なるまことの教会）を建てるための唯一の設計図は永遠

の昔から神が持っておられるのです。逆に言うなら、私たちの手中にその設計図はあ

りませんし、私たちが勝手に作れるものでもないのです。約 11 年前、葉山教会では

新しい教会堂を建築しました。大変でしたが、それ以上に豊かな恵みを神から戴きま

した。そのとき改めて感じたことは、地上の建物を作るのにも実にたくさんの設計図
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が必要だということです。葉山教会には建築士から戴いた数百枚の設計図の綴りが保

存されています。素人目には見ていても何がなにやらわかりません。 

 

 しかし建築士はその設計図の意味を知っています。それに基づいて具体的な施工方

法や資材調達を現場監督に指示します。そして現場監督は注意ぶかく設計図のとおり

に忠実に働き、さらに多くの専門業者に具体的な施工方法や手順を伝えてゆくのです。

そして専門業者たちは現場監督の指示に従い、設計図を眼に見える建物に現わすため

にそれぞれの仕事を忠実に果たすのです。このようにして葉山教会の場合、建築に関

わった人々の延べ人数は 16,000 名にもなりました。これだけ多くの人々がひとつの

設計図を具現化するために働いたのです。そのようにして現在の新しい教会堂と付帯

設備を主のみわざのために献げることができました。 

 

 これと同じことが、私たちの「聖なる公同の教会」形成にも言えるのです。「建築士」

は教会の唯一の主なるキリストご自身です。主は御言葉と聖霊によって「聖なる公同

の教会」という設計図を教会形成の現場監督である牧師また長老会に伝えます。牧師

の務めは設計図を正しく読み解き、神の言葉（福音）の忠実な伝達者として長老会を

指導し、説教と聖礼典と牧会を通して教会員全体に具体的な教会形成の姿（ビジョン）

を伝えることです。そして長老会は牧師と共に信仰による一致と信頼をもって労苦を

共にし、正しく設計図が読み解かれているかどうか長老会で自己検証しつつ、牧師と

共に教会形成のわざを担ってゆきます。さらに多くの教会員が牧師・長老会と心を合

わせてその「神の設計図」に忠実に、キリストのみが主である教会形成のわざを担う

のです。 

 

『その後、わたしはすべての人にわが霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老

人は夢を見、若者は幻を見る。その日、わたしは、奴隷となっている男女にもわが霊

を注ぐ』（ヨエル3:1～2） 

 

『従って、あなたがたはもはや、外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、

神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。そのかなめ石は

キリスト・イエス御自身であり、キリストにおいて、この建物全体は組み合わされて

成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいて、あなたがたも共に建

てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです』（エフェソ2:19～22） 

 

 ときどき、各教会の現場監督たちが集まる定例会議があります。それが東海連合長

老会の年間４回の中会会議であり、また定例の牧師会です。そこでは神の現場監督と

して派遣された牧師また長老たちが「神の設計図」を読み違えていないか、自分勝手

な仕事をしていないかを検証します。そのために「教会記録審査」が行われます。そ

してもし読み違いや間違った施工があれば、それを指摘して訂正してゆくのです。そ

れが地域連合長老会の大切な使命です。これは教団教区の機能だけでは絶対に不可能

です。同質の信仰と制度において一致した地域連合長老会（中会）がしっかり形成さ
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れてこそ、はじめて「神の設計図」は正しく読み解かれ、主の教会が具体的に形成さ

れていくのです。 

 

改革長老教会の素晴らしい伝統はたくさんありますが、その最大の特質をひとこと

で言うなら「教会を孤立させない制度」という点に尽きるのです。牧師を、長老会を、

教会員を、キリストの生命（救いの確かさ）から孤立させないための中会形成なので

す。いつも御言葉が豊かに鳴り響いている教会、いつも「神の設計図」に基づいて正

しい教会形成がなされている教会、たとえ病んでも癒されてゆく教会、ただキリスト

のみが主であり、人間の声や力が決して支配しない教会、そのような「聖なる公同の

教会」を形成するために、東海連合長老会の形成がいかに大切なことでしょう。各個

教会の形成は中会形成と表裏一体なのです。 

 

 

 

（８） 「唯一の、聖なる、公同の、使徒的教会」 

 

 それではいよいよ私たちは「神の設計図」である「聖なる公同の教会」の具体的な

内容を、西暦381年のニカイア信条に基づいて学んでみましょう。東海連合長老会の

今年度の副題そのままに「（われは）聖なる公同の教会（を信ず）」でも良いのですが、

その告白をさらに厳密に言いあらわしているのがニカイア信条です。すなわち「わた

したちは、唯一の、聖なる、公同の、使徒的教会を信じます」という告白です。これ

によって私たちは、キリストがお建てになった教会の「唯一性」「聖性」「公同性」「使

徒性」の４つの性質が、まことの教会の旗印であると告白しているのです。 

 

 

 

（イ） 「唯一の」 

 

 まず教会の「唯一性」を信じるとは、私たちの教会だけが唯一絶対の存在であって、

他の教会や教派を認めないということではありません。その逆です。私たちは改革長

老教会として堅実に立ち続けることの中に、キリストのみが唯一の「かしら」にいま

したもう教会の「唯一性」を現わしうると確信するのです。 

 

たとえば人間のことを考えても、私たちは「人間一般」という存在ではなく、さま

ざまな国籍や民族があり、男女の区別があり、顔や姿や年齢もみな違う、多様な個性

を持つ「わたし」という人間がいるのです。それらを全て総称して「人間」と呼んで

いるのです。もしそこで特定の民族や姿形の人だけが「自分たちだけが本当の人間で

ある」と主張するなら、それこそ大変おかしなことになるでしょう。 

 

 それと同じように、キリストの御身体なる「聖なる公同の教会」はこの世界の歴史
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や文化の中で様々な伝統を形成してきたことを認め、私たちはそれを「神の賜物」と

して重んじ、たとえ様々な違いがあっても、ともに主にある信仰の一致があることを

信じてそれぞれの伝統を尊重します。だから改革長老教会は「自分たちの教会だけが

真の教会である」と主張しません。しかしどんな教派の教会であっても、その教会が

「神の設計図」を正しく具現化しているか否かについては健全かつ厳しい信仰のまな

ざしが必要です。もちろん現代のアリウス主義とも言うべき「エホバの証人」やキリ

ストを否定する「統一協会」、また聖書以外の書物を神の啓示とする「モルモン教」の

ような異端に対しては毅然とした態度を取ります。それらのことは私たちが改革長老

教会の伝統という「神の賜物」を大切にすることで初めて可能なのです。まず自分た

ちの教会の伝統を大切にして、はじめて他の教会や教派との間にも本当に豊かな対話

や協力関係を生み出し、また異端に対しては正しい信仰の筋道（教理）を示すことが

できるのです。 

 

 さらに教会の「唯一性」を信じるとは、私たちの教会の根拠が自然や歴史や人間に

あるのではなく、ただ唯一の神にあることを信じることです。ニカイア信条は父なる

神についても子なる神についても、繰返し「唯一の神」また「唯一の主、神の独り子、

イエス・キリスト」と告白しています。さらには「唯一の洗礼」という言葉も用いら

れます。教会が唯一であるのは、教会の主であられるキリストが唯一であるからです。

エフェソ書でパウロが告白しているとおり、一人の主、一つの御霊がいますからこそ、

そこに一つの教会、一つの信仰、一つの洗礼があるのです（4:1～6）。そして洗礼を受

けた者は全て具体的な地上の教会の「枝」となることによって、眼に見えないキリス

トの身体に結び合わされます。だから洗礼は生涯に一度かぎりです。もし洗礼が地上

の個々の教会に繋がるだけの印なら、私たちは教会を変わるたびに洗礼を受け直さね

ばならないでしょう。しかし教会が「唯一」のキリストの身体であるからこそ、ある

特定の教会で洗礼を受けた人は、その教会の枝となることによって、唯一のキリスト

の身体に連なるキリスト者として生まれるのです。 

 

『聞け、イスラエルよ。我らの神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を

尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい』（申命記6:4～5） 

 

『神は唯一であり、神と人との間の仲介者も、人であるキリスト・イエスただおひと

りなのです』（Ⅰテモテ2:5） 

 

 

 

（ロ） 「聖なる」 

 

 続く第２の旗印は教会の「聖性」です。「聖」という言葉は「神の民」について用い

られるとき「神の選びの恵み」を意味します。先ほどの「ハイデルベルク信仰問答・

問54」が語るように「神の御子が、全人類の中から、御自身のために永遠の命へと選
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ばれた一つの群れ」が教会です。だから大切なことは「神の選びの恵みの確かさ」で

す。「聖」なるかたは神のみです。「聖なる神」が現臨されるところもまた「聖なると

ころ」と呼ばれます。だからこの「聖なる神」によって選ばれたイスラエル（教会）

は「聖なる民」「宝の民」（申命記 7:6）と呼ばれるのです。教会が「聖である」とい

うことは、この神の選びの恵みによって、教会が「新しいイスラエル」として神に選

ばれ召し出された“救いの出来事”をあらわしています。 

 

パウロはしばしば手紙の中で、各地の教会の信徒たちを「聖なる者たち」と呼んで

います。協会訳口語聖書では「聖徒たち」と訳されています。これは私たちが「聖な

るもの」だというのではなく、ただキリストによって選ばれ、召し出されて罪を贖わ

れ、キリストに結ばれて「聖なる民」とされている恵みを示すのです。「教会」はすな

わち「聖徒の交わり」ですが、この「交わり」をあらわすギリシヤ語は「コイノニア」

という言葉です。その意味は「ともに唯一のキリストにあずかる群れ」です。キリス

トの救いが完全であるように、その唯一のキリストにあずかる私たちも「聖なる民」

と呼ばれるのです。私たちを選び召して下さった神との関わりの中でのみ、私たちは

「聖なるもの」とされているのです。 

 

それは神の言葉を伝える器である書物を「聖書」と呼び、またキリストの身体と血

にあずかるための食卓を「聖餐卓」と呼ぶのと同じだと言えるでしょう。ひとつの群

れが「神の民」として神の救いのご計画を担う器とされているゆえに、それは「聖な

る教会」と呼ばれます。こうした神との関わりを担う器（媒介）を取り除いて直接に

神と交わろうとするのは神秘主義です。それは教会を抽象化・無力化・無意味化して

しまいます。それと正反対に、やはり教会を無力化しようとする世俗化の誘惑もあり

ます。聖と俗という区別を取り払い、世俗的な世界の中に教会という聖なる器を解消

しようとする誘惑です。神と人間を繋ぐ特別な器としての「聖書」「聖餐」「聖なる教

会」を骨抜きにし、社会変革をすることが神の国の到来だと見なすのが世俗化です。

私たちはそのような世俗化の力とも戦いつつ、教会をキリストとの繋がりの中でこそ

「聖なるもの」として信じるのです。「聖なる教会」を信じるなら無差別陪餐などは絶

対にありえないことです。 

 

『あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は地の面にいるすべ

ての民の中からあなたを選び、御自分の宝の民とされた。主が心引かれてあなたたち

を選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなた

たちは他のどの民よりも貧弱であった。ただ、あなたに対する主の愛のゆえに、あな

たたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手をもってあなたたち

を導き出し、エジプトの王、ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである』 

（申命記7:6～8） 
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（ハ） 「公同の」 

 

 この言葉の定義については、すでに（５）で語りましたから、ここではさらに具体

的なことを学びましょう。Ｖ．ロスキという東方教会の神学者が「教会における公同

性とは、多様性の中にある唯一性をあらわす」と語りました。これは卓越した理解で

す。どういうことかと申しますと、私たち改革長老教会は数多くある諸教会（諸教派）

の一つですが、しかし同時に「公同の教会」という唯一の土台の上に建てられている

のです。譬えて言うなら、キリストがご自身の主権によって建てられた教会は、かな

らず「公同の教会」という唯一の土台の上に建てられているのです。これをパウロは

第一コリント書3章にこう語りました。 

 

『イエス・キリストという既に据えられている土台を無視して、だれもほかの土台を

据えることはできません。この土台の上に、だれかが金、銀、宝石、木、草、わらで

家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます』（Ⅰコリント3:11～17） 

 

 教会が「公同」であるとは、ごく単純に言えば“正統的な教会は全てキリストとい

う唯一の土台を持っている”ということです。国や民族や文化が違えば言語や礼拝の

順序や雰囲気も異なり、礼拝堂の構造や牧師の服装さえ違います。他教派の礼拝に出

席して雰囲気の違いに驚いた経験をしたかたもいるでしょう。それでも同じキリスト

の教会であることを保証しているのは、その教会もまたキリストという唯一の土台の

上に建てられた「主の教会である」という事実に尽きるのです。教会の「かしら」で

あるキリストが教会の中に生きて現臨しておられるからこそ、どの教会も「公同」（カ

トリック）の教会の一部分なのです。地上的な歴史や習慣は違ってもキリストは変わ

りたまわないからこそ、教会が礼拝するかたは同じ主であり、教会が宣べ伝える救い

も同じキリストによる唯一の救いなのです。 

 

教会のかしらであるキリストを仰ぐとき、私たちが具体的に属している地上の個々

の教会は一つの普遍的な教会の一部分であることがわかります。合同教会（公同教会

ではない！）である日本基督教団の中で、連合長老会に対して、改革長老教会という

教派的伝統を重んじることは「教会の公同性を損なう」という批判がなされますが、

それは大変な間違いです。地上にある歴史的な教会は教派という「神の賜物」を無視

することで「公同の教会」になるのではなく、むしろ教派的伝統という教会の歴史的

賜物を明確にしていくことが、教会のキリストにある公同性を明確にする道なのです。

みずからの教派的伝統を自覚的に受けとめてこそ、公同教会の歴史的な多様性と唯一

性という豊かさを証しできるのです。 

 

『この後、わたしが見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の

中から集まった、だれにも数えきれないほどの大群衆が、白い衣を身につけ、手にな

つめやしの枝を持ち、玉座の前と小羊の前に立って、大声でこう叫んだ。「救いは、

玉座に座っておられるわたしたちの神と、小羊とのものである」』（黙示録7:9～10） 
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（ニ） 使徒的教会 

 

 最後に、教会が「使徒的」であるとはどういうことでしょうか？。端的に言うなら

「使徒的教会」とは「使徒たちの信仰を受け継いでいる教会」のことです。だから「使

徒から（使徒伝来）の教会」と訳されることもあります。教会が使徒的であるとは、

私たちの教会が使徒伝来の正しい信仰を受け継ぐ群れとして、いまその信仰に生きて

いることをあらわすのです。教会の「公同性」が教会の空間的な拡がりにおける一致

を現わすとすれば、教会の「使徒性」とは、歴史的な流れの中での教会の一致を現わ

していると言えるでしょう。 

 

 もっとも、そこに歴史的な使徒継承の問題がからむと問題は難しくなります。たし

かに教会は初代教会から「使徒的な伝統」を重んじてきました。問題はその「使徒的

な伝統」とは何かということです。具体的に言うなら、マタイによる福音書16章13

節以下に記された「教会の土台」をどう理解するかということです。主イエス・キリ

ストは、使徒ペトロが言いあらわした「あなたはメシア、生ける神の子です」という

告白を祝福されて、この「岩」の上にご自分の教会を建てると約束なさいました。そ

の教会の土台としての「岩」つまり使徒以来の教会を支えてきた基盤とは何であるか

ということです。 

 

ローマ・カトリック教会では、この「使徒的な伝統」とは使徒職の継承であると理

解しています。初代ローマ教皇である（とされている）使徒ペトロ以来連綿として变

任・按手によって使徒職が継承されてきたと考えるのです。だからローマ・カトリッ

ク教会では教皇が使徒職の権威の保証であり、英国国教会でも主教が使徒職を継承す

ると理解しています。しかし私たち改革長老教会では、教会が「使徒的な伝統」を受

け継ぐことは職制の形式的な継承にあるのではなく、使徒が伝えた正しい福音信仰の

継承を意味するものと理解してきました。具体的に言うなら、それは聖書そのもので

あり、イエスを神の子キリストと告白する信仰の継承です。主イエスが「この岩の上

にわたしの教会を建てる」と言われた「岩」とは、ペトロという個人ではなく、ペト

ロが言いあらわした信仰告白のことなのです。 

 

 私たち改革長老教会にとって「使徒的な教会」とは、聖書のみを唯一の信仰の規準

とし、キリストのみを唯一の「かしら」とする教会です。さらに聖書から出て正しい

聖書解釈の方向を示す基本信条と信仰告白を告白し重んじる教会です。そのようにし

て私たちは使徒以来の福音信仰を正しく受け継ぎ、みずからもキリストの使徒として

生かされ、福音の生命にあずかり、それを証しする者とされるのです。そこに「使徒

的な教会」が立てられてゆくのです。唯一の主であるキリストによって選ばれ召し出

され、キリストのものとされ、キリストの身体として共に建てられ、キリストの現臨

の力に生かされて、キリストを宣べ伝える使命に生きる教会です。そこに、唯一の、

聖なる、公同の、使徒的教会を信じる信仰者の生きた歩みが作られます。私たちはこ

の教会に連なるキリストの肢体として生きるべく召されているのです。 
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『イエスが言われた。「それでは、あなたがたはわたしを何者だと言うのか。シモン・

ペトロが、「あなたはメシア、生ける神の子です」と答えた。すると、イエスはお答

えになった。「シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを現したのは、

人間ではなく、わたしの天の父なのだ。わたしも言っておく、あなたはペトロ。わた

しはこの岩の上にわたしの教会を建てる。陰府の力もこれに対抗できない』 

（マタイ16:15～18） 

 

『わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしにつながっており、

わたしもその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。わたしを離れては、

あなたがたは何もできないからである』（ヨハネ15:5） 

 

 

 

（９） 「聖なる公同の教会」の現れるところ 

 

 「聖なる公同の教会」は眼に見えない教会であると同時に、歴史における可視的な

教会を意味します。むしろ眼に見える私たちの教会を抜きにして「聖なる公同の教会」

はありえないのです。だから宗教改革者たちは「教会を母として持たない者は、神を

父として持つ（礼拝する）ことはできない」と語りました。「父なる神、母なる教会」

という言葉を聞いたことがあるかたも多いでしょう。この場合の「母なる教会」とは

「豊橋中部教会」や「藤枝教会」や「御殿場教会」と言うような、地上の具体的な教

会のことです。私たちは自分が所属する教会生活を大切にすることなくして「聖なる

公同の教会」の一員になることはできないのです。教会の籍は天国の籍と直結してい

ることを覚えたいのです。 

 

 そうすると、私たちの具体的な教会生活、とりわけ礼拝の姿勢がいつも問われてい

るのではないでしょうか？。礼拝とは神に対する永遠の奉仕に歴史においてあずかる

ことです。地上の教会に仕える奉仕のわざは、すなわち「聖なる公同の教会」に仕え

るわざなのです。「聖なる公同の教会」を信じることは、私たちがキリストの御業に仕

えてゆくことなのです。 

 

『わたしたちが見、また聞いたことを、あなたがたにも伝えるのは、あなたがたもわ

たしたちとの交わりを持つようになるためです。わたしたちの交わりは、御父と御子

イエス・キリストとの交わりです。わたしたちがこれらのことを書くのは、わたした

ちの喜びが満ちあふれるようになるためです』（Ⅰヨハネ1:3～4） 

 

 教会に奉仕することは、楽しいことばかりとは限りません。かなり辛いこともある

と思うのです。礼拝出席ひとつを挙げても、生涯それを貫くことは忍耐と戦いなくし

てはできないでしょう。伝道をしても眼に見える成果はすぐ現れるわけではなく、具
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体的な報酬があるわけでもありません。後継者が見えない状況もあるかもしれません。

しかしそれでも私たちは喜んで“いそいそと”主の教会に仕えてゆきます。そこに私

たちが生きる本当の「からだ」があるからです。それはキリストの身体ですから、必

ず成長し、多くの人々を救い、やがて主の日に完成へと導かれるのです。そして神は

救われる人々を日々、私たちの仲間に加えて下さるのです。 

 

『今やわたしは、あなたがたのために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教

会のために、キリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています』 

（コロサイ1:24） 

 

『すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な業としるしが行われ

ていたのである。信者たちは皆一つになって、すべての物を共有にし、財産や持ち物

を売り、おのおのの必要に応じて、皆がそれを分け合った。そして、毎日ひたすら心

を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心をもって一緒に

食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして、主は

救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである』（使徒言行録2:43～47） 

 

『教会全体が一緒に集まり、皆が異言を語っているところへ、教会に来て間もない人

か信者でない人が入って来たら、あなたがたのことを気が変だとは言わないでしょう

か。反対に、皆が預言をしているところへ、信者でない人か、教会に来て間もない人

が入って来たら、彼は皆から非を悟らされ、皆から罪を指摘され、心の内に隠してい

たことが明るみに出され、結局、ひれ伏して神を礼拝し、「まことに、神はあなたが

たの内におられます」と皆の前で言い表すことになるでしょう』 

（Ⅰコリント14:23～25） 

 

 

 

 

 

教会の主なるキリストにのみ、限りなく栄光と讃美がありますように 

 

 

 


