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＜前回・旧約聖書と契約思想＞

（１）契約思想の源流と類型

１．古代オリエントにおける契約思想

・マリ文書(Mari-text)：紀元前 1800年頃。法律・経済のテキスト、王の外交文書。
・ヒッタイトの契約文書（紀元前 1400-1200）。宗主と隷属民の契約（宗主－属王）
・「契約は古代オリエントの社会生活の基盤」（石田、21）
３．契約の類型

・アブラハム系列：「神が責任を負う」

アブラハム契約、ダビデ契約（サムエル下 23.5、3.9、詩編 89.28-29）、ノア契約、
・モーセ系列：「イスラエルが責任を負う」

シナイ契約・十戒、ヨシュアの契約（ヨシュア 24）
（２）契約思想とその内実

４．「神－人間（共同体・民族→個人）」の関係＝契約関係、人格関係における神（人格

神）

・契約から創造へ：契約をめぐる思想は、旧約聖書の思想的核心を構成するものであり、

創造論も契約思想に基づくものとして解釈することができる（フォン・ラート）。

５．契約の構造：「約束－信頼」 → 責任性・違反への罰則・人格的な関係

神は民族の繁栄を約束し、民 族はこの神への信頼において統一される。神と人間との

契約関係は、人間相互の関係の基本型であって、契約は古代イスラエルの基盤をなす。

・十戒（出エジプト 20.1-17）→「契約の書」（20-23）
・「イスラエルの民を互いに結び合わせている絆は、神がご自身をイスラエルに結び合わ

せているのと同じ絆だった」、「そのような兄弟姉妹どうしの契約は、イスラエル全体

と神が結んだ契約関係に基礎づけられていたのである」（トーランス、38）
・旧約聖書における契約の意義＝共同体の形成原理

６．契約：法から精神へ

儀礼としての契約、法としての契約、内面性としての契約

・関係性の変遷の中で：古代イスラエル宗教からユダヤ教へ

12部族連合→王権→王国解体→祭司主導体制
・法の実体的基盤が喪失するときどうなるか。→ 実体変化

エレミアの新しい契約（31.31）、「心にそれを記す」(31.33)
・並木浩一「ヨブ記における契約──創造と救済」（『並木浩一著作集１ ヨブ記の全体像』

日本キリスト教団出版局、2013年、260-271頁）

「神の民にふさわしい社会は、人々が居住する町（実際には富裕層の発言力が強い王国時

代の未熟な都市的共同体）で、社会正義を守る法的な自治によって維持される。イスラエ

ルでは王権が各地域の司法権を掌握できなかった。それぞれの町は王国時代には司法権を

持つ自治団体であった」、「家長たちが土地を保有し、市民権を持つ自由農民の連合体」「こ

れは兄弟盟約に基づく契約団体として認識される」(262)
「ところが都市的精神が意味を持ち始めるべき時期、すなわち経済活動がようやく活発に

なった前八世紀に入ると、富者による都市支配が急速に進み、小農民は没落して自由民の

権利を失った。それとともに自治と正義の精神は崩壊した」(262)
７．ノア契約：創世記９章

８．契約から法へ
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契約の主体は主権者か。主権と法秩序の関係。

「神─仲保者─民」における仲保者の役割

「もはや法をもってする政治ではなく、国家の規範は哲人たる主権者において具体化せら

れてあると見なければならない」（南原繁『国家と宗教』岩波文庫、34）

「人類の保護者としての立法者は、もはや単なる人間ではなく、神が特に遣わした魔神的

存在・神的創造者である。ここにこれら神的英雄たる立法者と、したがってその立した法

に対する畏敬は、いまや国家の拠って立つ根本信条であれねばならない。」（37）

４．契約思想の射程

問題：共同体の形成原理としての契約とその合理性。神話的な物語による合理化に対して。

（１）契約神学の展開

１．古改革派における契約神学

出村彰「コクツェーユスの契約神学」

「神学が契約を構成原理として組織できるかのかどうかを問うこと」（出村彰、2010、128）
「ヨハンネス・コクツェーユス（Johannes Coccejus[Coch]1603-1669）の神学体系」「契約
神学の一つの典型」、「主著『契約論』(Suuma Doctrinae de Foedere et Testamento Dei)」(128)
「契約・協定」「その間に同意が得られる二人の当事者が存在しなければならない。それ

故に、foedusは、公正で平等な条件の下で、双方が厳粛に誓約し合って立てられる stipulatio
である」(129）、「聖書において用いられる場合には、いつでも神の主導権への信仰と結び
つけられていることに注目」、「神がその創始者・設定者であり、またその成就者・完遂

者であるという信仰」

「契約という語には、掟（praeceptio）と、約束(promissio)という二つの概念が内容とし
て含まれている。「掟」とは大まかに言って、契約に対する同意の条件、また、それを守

るべき義務付け、すなわり契約の法律的側面である。しかし聖書の信仰に従えば、契約の

相手としての神は、「約束」、すなわち神が自ら立て契約を守るという保証をも与えられ

る。」(130)
「神と人との間の契約の根源的相違」「本来「一方的」」(130)
「「相互同意性」というものは、人に対する神の恩寵の賜物」(131)
「神の人間との契約は二重である」、「「行ないの契約」(doedus operum)と、「恵みの契約」
(foedus garatiae)、「神が人と契約を立てるという自由で恩恵的な行為の全体を、行ないの
契約と恵みの契約に二分することが、殊にコクツェーユスの流れを汲む契約神学の著しい

特質」(131)
「行ない（行為）の契約は、創造主なる神と最初の人アダムとの間に結ばれた協定、また

は合意であった」(132)、「アダムはいわば、全人類の全権代表であった」、「アダムの心
に印刻された神の言葉としての自然法と同一視する。それは人間性そのもの、換言すれば、

神の像の中に存する。それ故に、行ないの契約はまた自然的契約」、「律法」「根本的には

法的」(133)
「行ないの契約は順に五つの段階を経て廃棄される」、「アダムの堕罪に始まり、死者甦

りで完結する救拯史の全体を、コクツェーユスは行ないの契約の段階的廃棄とみなす。」

(135)
「恩寵の契約」「「神と罪人なる人との間の協定である。神は信仰による仲保者を通じて、

ある人々に業と嗣業とを与えるという自由な仁愛を示される」」(138)
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「コクツェーユスは人を神との恩寵契約に入らしめるの力として、キリストの功績と、わ

れわれに聖霊の聖化を得させる新生、及び回心の二つを数える。」(140)
「神性の内部における父なる神と子なる神との間での、「永遠の契約」」(141)
「シュレンク」「コクツェーユスは」「神の永遠の定めを歴史化したのである」(142)
「testamentum は foedus に先行し、その効果においてはいっそう窮極的である」、「その独
り子キリストを肉の形において人類に与えるという神の決意」(144)
「一般的に言えば、二つの契約──行ない契約と恩寵の契約──を認知しうるが、この区

分は決して旧約聖書と新約聖書の区分ではない。その意味では、旧約も新約も共に恩寵の

契約の範疇に属することが強調されねばならない。この同じ恩寵の契約の中で、旧約と呼

ばれるキリスト以前の経綸と、新約と呼ばれるキリスト以後の経綸とが区別されうるので

ある。」(145)

↓

２．三位一体論：存在論的三位一体から経綸的三位一体へ

永遠の契約 → 創造・経綸

創造と救済

キリスト論：啓示の出来事、契約の認識論的根拠

３．契約と組織神学

「「契約神学」」、「二十世紀になって」「ゴットロープ・シュレンク」、「ヨハンネス・コッ

ケーユス（あるいは「コッツェーユス」）」、「このコッツェーユスの師は、イギリスのピ

ューリタン神学者ウィリアム・エイムズ（ラテン名は「アメシウス」）」、「イギリスのピ

ューリタンの契約神学は、スイスやラインランドの改革派の契約神学の継承発展」(471)
「ハーヴァードのペリー・ミュラーによって」、「ニューイングランド・ピューリタニズ

ムの認識は新しくされ、またアメリカの伝統の再解釈を促進することになりました。」(472)
「聖書が証しするイエス・キリストという啓示の出来事と証言との＜原関係＞のゲシュタ

ルトを組織神学へと構造化（ゲシュタルトゥンク）して行く」、「垂直次元において上に

三位一体の神秘を仰ぎ、そしてその証言において結合する旧約聖書と新約聖書は、「旧」

と「新」として区別されるとしても、旧約聖書と新約聖書を貫く「契約」によって結ばれ

ているのであります。この「旧」と「新」は、水平次元を開くのであります。「契約」の

一貫性によってイエス・キリストを理解し、そしてまたその「契約」の一貫性を「旧」と

「新」という秩序をもったものとして見る」、「組織神学は、聖書の証言によってキリス

ト中心的であり、三位一体論的」(473)
「アメシウスの契約神学の源泉から二つの流れ」(481)

ヨーロッパへ：コッツェーユス （歴史展開的契約神学）

ニューイングランドへ：コットン、バルクリ、フッカー （人格関係的契約神学）

「「恩寵の契約」(the Covenant of Grace)をどう理解するかという点」で分岐。
「 'Covenant'の中に 'Contractual'な要素、あるいは 'transactional'な要素をどう認めるかとい
う点」。

「アメシウスは、恩寵の契約の契約＝ Covenantを、約束＝ Testamentとして、双務的では
なく片務的に理解していたと見られるところがあります。その場合救済は神の独占活動に

なります。そこから救済史的な考え方の展開となるわけであります」、「しかし」「アメシ

ウスの神学は、信じることと従うこととをダイコトミー（二分法）によって結びつけつつ
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展開します」、「救済史的な契約神学はコッツェーユスによって展開され、ウィトシウス

へと継承されていきます。」(482)

４．アメリカへ。市民社会の形成としての展開。

「大西洋を横断してアメリカに渡ったピューリタンの課題は、政治の制度と宗教の制度と

を同時に作り上げることであった。」（森本、2012、16）
「当時のニューイングランドでは、市民社会と教会はともにその構成員が自発的に交わす

契約によって成立する。ピューリタンは、教会の形成に際してはイギリス本国でも契約を

交わしたが、市民社会はそれ以前から存在しており、その成立に契約は必要だったわけで

はない」、「コングリゲーションの形成には「教会契約」（church covenant）が、タウンの
形成には「市民契約」(civil covenant) が求められた」、「聖俗の領域は今日考えられるほ
ど明快に分化していたわけではない。しかし少なくとも彼らの理解の中では、市民契約と

教会契約とは別のものと考えられていた」、「この契約理解は、ピューリタンの「契約神

学」に由来している。彼らの理解によれば、教会だけでなく市民政府の権力も、当該社会

の構成員の自発的な同意によって構成されねばならない。」（17-18）
「市民社会は教会と同じく人々の自発的な同意と契約に基づいて形成される共同体であっ

て、その契約に同意しない者を排除する権利を保持している。各人は、みずからよしとす

る共同体に加入する自由と、これを去り別の新しい共同体を作る自由とを有している。」

(50)

＜参考文献＞

１．大木英夫『組織神学序説 プロレゴーメナとしての聖書』教文館。

２．出村彰『ツィングリ 改革派教会の遺産と負債』（宗教改革論集２）新教出版社。

３．森本あんり『アメリカ的理念の身体』創文社。

４．Richard A. Horsley, Covenant Economics. A Biblical Vision of Justice for All,
Westminster / John Knox Press, 2009.

（２）社会契約説の系譜

契約神学と同時代の社会契約説：同じ時代状況

正義論との連関における契約。

１．アリストテレスの正義論（徳論的正義論）『ニコマコス倫理学』第5巻

全般的正義／特殊的正義

配分的正義／矯正的正義／交換的正義

「名誉や財貨など国家の成員において分けられるもの」の

配分、当事者間に「価値に応じて」成立する比と配分された

事物の間に成立する比は同一である場合、正しい配分が行わ

れたことになる。過多と過少の間の中庸。

２．自然法、自然権（とくに所有権） cf. 教会法
近代哲学における伝統的な正義論の根拠付けへの批判

３．ホッブス（『リヴァイアサン』）、ロック（『統治論』）、ルソー（『人間不平等起源論』）

・自然状態という仮説：自己中心的欲求という人間本性→各人対各人の全面的な戦争状態

平和のために行われる権利（自然権）放棄としての契約（contract）、構成員にとって
の平等な条件下における自由の制限＝主権者への譲渡 → 責務あるいは義務
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・自然権、所有権（ロック）、分権論（権力間の相互的制限）

・平等な自然状態→各人の全面譲渡による共同体形成（社会契約）、一つの精神的で集合

的な共同体の成立、一般意志と公共の利益（＝共同体の保存）

４．功利主義と規範主義（カント主義、義務論的正義論）

論理と定義の真理だけに基づいて実質的な正義論を展開することは不可能、道徳の諸

概念やアプリオリなものの分析は、正義論の基礎としては弱い。

正義概念の合理的な導出に加えて、現実の状況（経験）において、その原理を受け

入れるべきことを示さねばならない。この意味での根拠付けが問われることになる。

社会契約説 功利主義

正義の至上性についての確信は健全 この確信はせいぜい社会的に有用なだけ

正しさの構想が善の構想に優先

正義の原理は原初的な合意の対象 一人一人の選択原理を社会まで拡張

目的論的ではない 目的論的な理論

正義の諸原理によって規制された互 満足を最大化するために社会的資源

恵的な利益のための協同作業が社会 を効率的に管理する営みが社会

社会に帰属するすべての諸個人の満足を集計した純残高が最大になるよう、主要

な社会制度が編成されている場合に、当該社会は正義にかなっている

正しさや正義から独立に望ましさや善を規定し、その善の最大化を目標とす

る目的論的な理論、最大化された満足の総和が各人にどのように配分されるの

が正しいかは問題にならない、満足の最大化は個人にとっては合理的な選択原

理かも知れないが功利主義はこの原理を社会にまで拡大適用してしまう

功利主義は個人間の差異を真剣に受け止めようとしない

５．ロールズの正義論・社会契約論

・Justice as Fairness／ Formal Justice, Veil of ignorance
・Two Principles of Justice：The first statement of the two principles reads as follows.

First: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible
with a similar liberty for others.

Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a)
resonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and
offices open to all.(60)

(1)平等な自由の原理、(2a)格差原理、(2b)機会均等の原理
・議論の組み立て

1)社会契約説に基づく形式的・手続き的な正義概念
2)原初状態の仮説・無知のヴェール
3)社会正義の基準（二つの原理）

平等な市民権と所得・富の分配が定める地位

4)正義の諸原理の正当性
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＜まとめ＞

１．契約と社会契約

・Covenant：民族から普遍・正義へ。片務的・一方的関係（恩恵）から双務的関係へ
・Contract：自然（自由・平等）から自由の制限によって市民社会的秩序へ。

平等性における双務的・双方向的関係

↓

共同性の成立についての二つの構想

教派的多元性に規定された近代社会の合理的な共同体形成の原理として、契約が決定的

な役割を果たした。その背後には、西欧キリスト教世界における契約思想の展開があり、

その源流は聖書に遡及する。

国教会から自由教会への移行は、近代市民社会の展開と同じプロセスに属している。

２．意味根拠と意味世界との関係として解釈する。

Covenantの歴史的出来事における成立から、意味世界内部での Contractの意味づけが歴
史的に生成する。生成した意味世界は意味根拠の歴史的出来事から相対的に自由・自律的

になる。

↓

「キリスト教＝民主主義」ではないが、「キリスト教→民主主義的」ではある。

＜参考文献＞

１．寺崎峻輔他編『政治論の諸相』法律文化社。

２．内井惣七『自由の法則 利害の論理』ミネルヴァ書房。

３．John Rawls, A Theory of Justice (original edition), The Belknap Press, 1971.
『正義論』紀伊國屋書店。

, Justice as Fairness. A Restatement (ed. by Erin Kelly), The Belknap Press,
2001.

, Political Liberalism, Columbia University Press, 1993.
４．川本隆史 『現代倫理学の冒険──社会理論からネットワーキングへ──』創文社。

『ロールズ──正義の原理』講談社。

５．井上達夫 『他者への自由──公共性の哲学としてのリベラリズム──』創文社。
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