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田辺元「生の存在学か死の弁証法か」における終末理解

―ブルトマンの終末論との比較をとおして― 
 

鬼頭 葉子 
 
【概要】本稿は、田辺元による最晩年の論文「生の存在学か死の弁証法か」をもとに、田辺

が考える「終末」について、ルドルフ・ブルトマンの終末論との比較をとおして明らかにし

ようと試みるものである。ブルトマンにとって終末論は、歴史の未来的終わりではなく、終

末論的な瞬間が現在のあらゆる瞬間のなかに存在するといわれるように、徹底して現在的・

実存論的に捉えられる。またブルトマンの場合、終末のはじまりとしてのイエス・キリスト

への信仰によって、終末論的出来事が現在化するが、他方田辺によれば、人間の実存的決断

が終末を現前させる不可欠の条件である。田辺において、未来の終末可能とその到来の不

確定とは、時そのものの本質的構造に属する。そして終末は刹那であり、また否定的媒介と

して、歴史においては過去否定、未来革新となるが、実存においては死復活の原動力とな

る。死を自らのものとすること、「自己の生命を賭する決死の行」により、終末は現前し、

「自ら肯う」べきものとなる。この終末理解は、終末が倫理的行為の契機とみなされた『キ

リスト教の弁証』における終末論と比べ、社会的実践という観点は退いているが、独自の永

遠理解、空間・時間論と接続されている点で進展をみせている。 
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はじめに 
 

田辺元は、「終末」という極めて宗教的な概念についていくつかの論文で論じている。そ

の代表的なものの一つは『キリスト教の弁証』（1948年）であり、もうひとつは最晩年の論

文「生の存在学か死の弁証法か」（1962年）である。 

田辺は『キリスト教の弁証』において、自身のキリスト教への関心とそれについての思索

を展開しているが、その中でも終末論は重要な位置を占めている。筆者の見解では、『キリ
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スト教の弁証』において終末論は、人間の社会的実践を可能にする契機と見なされていた1。

『キリスト教の弁証』を執筆した同時期に刊行された『実存と愛と実践』（1947年）にみら

れるように、田辺の関心は社会的実践の可能性にあったことは明白であろう。 

一方、「終末」が登場するもう一つの論文「生の存在学か死の弁証法か」についてである

が、田辺は晩年に至るにつれて、思索の向かう方向を「死」へと変化させている。この論文

は、周知のように田辺哲学においては「メメント モリ」「マラルメ覚書」などと並んで「死

の哲学」とも称されるもののひとつである。ここで田辺はハイデガーの哲学を生の存在学

とみなす一方、自身のそれを死の弁証法と呼び、後者における真理性を主張している。藤田

正勝によれば、本論文を貫いているのは、現代が科学技術のいわば到達点とも言うべき原

爆や水爆に象徴的に示される「死の世紀」であるという意識だという2。また死は単に時代

が共有する問題というだけでなく、個の実存の問題としても捉えられる。藤田によれば田

辺は、死者の生者への愛と、生者の死者への愛を基礎として生まれる「実存協同」を通し

て、死の時代を突破する可能性を見出そうとした、と読み解かれる3。 

田辺は「生の存在学か死の弁証法か」の最後において、「生死を超える実存協同」「単なる

存在でも思考でもない、絶対無即愛の立場における死復活の実践、によって行証」（13.576）

されることの重要性を説く。『キリスト教の弁証』で主張したような倫理的行為の内容や最

終的な社会形態についての具体的提言はないものの、「実存協同」という行為の実践性を重

視する点では、『キリスト教の弁証』と「生の存在学か死の弁証法か」との間に変化はない。

それでは「生の存在学か死の弁証法か」における終末は、どのような意味を持っているのだ

ろうか。 

そこで本論文ではまず、「生の存在学か死の弁証法か」における永遠理解と時間・空間論

について概観し、これらと終末との関係について論じる。また、「生の存在学か死の弁証法

か」において田辺が論じる終末の特徴についても確認する。さらに、「生の存在学か死の弁

証法か」では同時代のキリスト教神学者であるルドルフ・ブルトマン（Rudolf Karl Bultmann, 

1884-1976）の終末論が数多く引用されているが、田辺の終末理解をブルトマンの終末論と

対比することで、「生の存在学か死の弁証法か」における田辺の終末理解の特異性を明らか

にしたい。 
 

1 鬼頭葉子「田辺元『キリスト教の辯證』における終末論と社会的実践の連関についての考察」『宗教哲

学研究』No.37、昭和堂、2020年、82-95頁。 
2 藤田正勝『日本哲学史』昭和堂、2018年、381頁。 
3 同書、382-384頁。 
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一 田辺の永遠理解と時間・空間論 

 

１．１ 永遠の持つ性質 

「生の存在学か死の弁証法か」における田辺の終末概念を理解するためには、彼の永遠

理解および時間・空間論について確認しておく必要がある。「生の存在学か死の弁証法か」

での永遠理解、時間・空間論、あるいは終末理解については、十分な先行研究が確認できな

い。そこでやや冗長とはなるが、田辺の議論に沿って丁寧に確認しておくこととしよう。 

まず田辺は永遠について、三つの性質を挙げる。すなわち、永遠とは無始不生であり

（13.532）、無終不滅であり（13.532）、また永遠の内部には時間の変易性（時間的変易の動

性）が含まれる（13.533）というものである。 

田辺にとって永遠は、時間に制約されたり従属したりするものではないという明確な前

提がある。そのため、もし永遠に「はじまり」があるとすると、永遠が存在しなかった時が

あることになってしまい、永遠がある時、はじまった（つまり時間の中で永遠がはじまっ

た）ことになってしまう。そうなると、永遠が時に制約され、時に従属するものとなってし

まうため、これは永遠をその構造的な観点から否定することになる。よって永遠は「無始不

生」だという。 

一方、「無終不滅」については永遠そのものの性質から直接的に導かれるというよりも、

我々の思考が「可逆的対称性」を求めてしまうという思考の本性に起因して導かれるのだ

と田辺は言う。すなわち、上で述べたとおり永遠は過去方向においては「無始不生」である

が、未来方向について何らかの性質を考えたとき、それは「可逆的対称性」から「無終不滅」

を措定することが座りがよいため、ということになる。つまり永遠の「無終不滅」性とは、

我々の中で「無矛盾性同一性を回復」するために暫定的に置かれる性質である。 

このように我々の思考の本性によって永遠は過去方向には「無始不生」、未来方向には「無

終不滅」という両方向に対称的かつ可逆的な構造をとることになる。このような永遠の構

造（田辺によれば「超越的なる框」）を崩壊させることなく動性、変易性を持った時間を永

遠の中に包み込むことができるというのである。 

 

１．２ 時間と空間 

ここで田辺は、永遠の中に時間を包み込むとはどのようなことであるか、数学的なたと
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えを用いて論を進める。すなわち、時間とは異なるものである永遠について空間的なもの

と理解し、永遠をユークリッド空間と仮定してそこに第四の次元としての時間を加えるこ

とが適切かどうか、という問いを提起するのである（13.533）。ユークリッド空間は、性質

としてユークリッド空間内の距離を定義することができる位相的構造（位相空間、距離空

間）を有しており、かつ代数的構造（線形空間、内積空間、ノルム空間）を有している。端

的に言えば田辺の問いは、付加された時間という第四次元が、空間に対して距離を決定す

ることができるのか、時間と空間との間で演算が可能であるのか、ということになる。これ

に対し田辺は、時間は空間の構造契機として空間の形態そのものを規定するような形で入

り込むことはできないはずだから、空間と時間とはユークリッド空間的な関係ではないと

考え、むしろ空間と時間は「対立的統一」として連合を形づくる（13.534）のだと主張する。

ここで田辺は自身の論を補強するため相対論の知見、すなわち「空間と時間とが光速度を

媒介として内面的に制約し合う」という物理学を導入する。 

この相対論の知見からさらに田辺は、時間と空間について論を進める。この世界におい

て空間上の点について考えるとき、いわゆる点（位置があって大きさがないもの）というも

のは、単に幾何学的に三次元座標の一点として理解すべきものではなく（つまり「ここ」と

だけ言うことはできない）、「ここ・いま（Hier-Jetzt）」として認識されるべきであるという

（15.534）。つまり、世界内のある点は、「空間・時間」、すなわち「客観・主体」として観

念論的実在論的立場において、存在論的に自覚されるべきであると主張する（13.534）。こ

こでいう観念実在論とは、空間的に無限に分けることのできるものは大きさがあるが、こ

のような存在について「即今（ここ・いま）」と定義することによって、分けられないもの

として（不可分作用の媒介）認識することを指す。そして、このような空間・時間理解は

「弁証法的」であるとみなされる。 

田辺は空間・時間の関係について、空間の性質からもう一つ重要なことを述べる。空間に

は、多元（「点」「位置」）が同時に
、、、

共存しており、かつそれらは統一されている
、、、、、、、

という（13.534、

傍点筆者）。つまり空間は時間に制約されていることになる。このことは、空間の形態その

ものを即自から対自へと自覚的に変えることになる。この性質を時間の側から見れば、時
、

間の構造の契機として
、、、、、、、、、、

、空間的同時性が含まれている
、、、、、、、、、、、、、

ということになる。 

ここまで、時間と空間との関係について田辺の議論を確認した。田辺は永遠と時間につ

いての議論を、永遠の空間性（厳密には非時間性）に依拠しつつ、空間と時間との議論に引

き継いだ。そのうえで、空間と時間との関係をいったんユークリッド空間と仮定した場合
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の困難を指摘する。そして最終的に田辺は、時間と空間との関係性を「非ユークリッド幾何

学が具体的に妥当する」（13.534）と結論するのである。 

 

１．３ 永遠と時間 

先ほど、空間的同時性が時間の構造の契機であることを確認した。これは時間の内部に

おいては常に妥当する性質であることから、「各現在の刹那の有すべき性格」（13.534）であ

るが、この性質こそが「永遠の象徴となる」と田辺は言う。つまり田辺は、空間と時間につ

いての弁証法的関係から、永遠と時間の関係、しかも永遠と現在
、、

との関係（あるいは現在に

おける永遠について）へと議論を進めるのである。 

永遠と時間とは、「渦動中心の協同態」を形づくる（13.534）という。「時間は永遠の内部

に包み込まれる内在的動性にはとどまらない」、つまり永遠と時間とは単なる包含関係にと

どまらない。これは「永遠の象徴」たる性質を現在が有していることから導かれる。永遠の

側から見れば、永遠が「各現在において自らを分裂させ、自己否定的に裂け目を作って、脱

自的に時間に降下」した、あるいは「永遠が時間を自己に協力させるために、超越から内在

に自己を制限し」ているのである。このような永遠の「降下」「自己制限」によって、永遠

と時間との協同態が実現しているという。ここにキリスト教的なケノーシス理解の影響を

読み取ることは容易であろう。 

以上のことから時間について次の性質が導かれる。すなわち、時間は永遠の持っている

「無始不生」という性質を共有・分有している。また時間は、動性、変異性という性質を保

っているが、この性質が永遠との「開口通路」となるという。田辺はこの時間の性質から、

時間が過去については「既存確定」であるが、未来については「不確定性」を持つ、という

二つの性格を説明する（13.534）。 

すると、時間の未来に対する「不確定性」という性質から、時間が未来において確定的に

「無終不滅」であることが否定される。つまり時間は、未来に向かっては終末可能
、、、、

であり、

かつその終末の到来は不確定
、、、、、、、、、

であるということになる（13.534-535、傍点筆者）。ここで重

要なのは、未来の終末可能とその到来の不確定、という性質は「時そのものの本質的構造に

属する」（13.535）ということである。つまり、後に検討するブルトマンのように、終末論

が宗教史学的に導入されるのではなく、時間の性質の必然として結論づけられるというと

ころに田辺の終末理解の特徴がある。 

この「終末可能」「到来不確定」という未来方向の時間の性質は、過去を規定し、かつ更
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新する役割をはたす（13.535）。つまり、過去が終末に曝されることによって、過去の意味

が変わることになり、時間は永遠の「無始不生」を共有・分有しているにもかかわらず、も

はや過去が「無始不生」という永遠を表現するものではなくなってしまうのである。このよ

うに未来の終末によって過去の意味が変えられるという状況を田辺は、「可能的不確定に媒

介せられて各現在に更新復活せられ」ると表現する。過去の更新復活の出来事は、現在にお

いて繰り返し起こるべきことであるが、これを田辺はキェルケゴールの言葉を用いて「反

復」と呼ぶ。そして、この終末即再興が「反復」的に永遠に置き換えられるゆえ、現在にお

ける「反復」渦動こそ、永遠の象徴となるというのである（13.535）。 

ここまで論じてきて田辺は、改めて永遠の性質を振り返る。当初、永遠について「無始不

生」「無終不滅」と定義し、いったんはその構造的対称性を維持することとした。しかしこ

こに至って、現在という時点から時間の中に立って永遠を眺めるとき、無終不滅は時間の

未来に対する「不確定性」から否定され、無始不生は過去が終末に繰り返し曝されることに

よって否定される。その結果、現在において
、、、、、、

、永遠の性質として措定した「無始不生」「無

終不滅」、あるいは可逆性対称性といった「充実完結」が自己否定的に否定されることにな

る（13.535）。そして永遠は過去方向にも未来方向にも幅を持たず、「現在の刹那」において

象徴的に認識されるべきものということになる。これを田辺は数学的に「時の空間的対称

性可逆性が積分的全体において揚棄され」「現在の刹那における微分的極微振動性が維持さ

れる」（13.535）とたとえている4。 

もし現在が過去と未来の両方向への無限の時間に制約されているならば、我々は自由な

決断をなすことはできない。しかし、永遠の性質が自己否定的に否定されることによって

「無の非存在」があらわれ、「無の非存在」が「存在の裂け目」となって「自由の決断」が

可能となる、と田辺は言う（13.535）。この「自由の決断」は、過去に対する更新において、

また未来に対する行為においてなされる決断の自由を指示しているだろう。 

そして、永遠の自己否定によってあらわれる無が反復されることこそ、「時の成立根源」

であるとされる（13.535）。そして永遠は時の根源として時の動性を保ち、未来の不確定的

解放性を確かなものとする（13.547）。あくまでも永遠が時に従属するのではなく、時が永

遠によって成立させられるのである。この点において田辺の立場は一貫している。しかし、

永遠と時は両者のみで閉じられているものではない。そこには実存も介在する。田辺によ

 
4 このような田辺の時間・空間論、永遠概念について、西田幾多郎の「永遠の今」あるいはパウル・テ

ィリッヒの eternal now と比較することも興味深いが、本論文の範囲を超えるため扱うことができない。 
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れば、個的実存主体としての自己は、時と永遠の統一にとって不可欠である。この個的実存

主体とは、「無の自覚的現成として自ら「無の象徴」となり、必然即自由の決断を行うもの」

（13.535）である。ここでの「必然即自由」は永遠に由来するものであり、この自由の行使

は永遠への服従を意味する。逆にいえば、永遠が「自己否定的に自らを無化して」（15.538）、

実存の自由の決断を成立させ、それゆえに実存を個的実存主体たらしめるのである。 

つまり現在において永遠と実存とはその本性上対立しつつも、互いに協同する関係にあ

る（15.538）。ここでいう協同とは、永遠が自己否定的に自らを無化して実存（個的実存主

体）を成立させる関係と（「神の愛」）、実存が永遠に対して服従し、「自由の決断」「必然即

自由の実現」を行う関係（「神への愛」）という、「交互愛」を指す。この永遠と実存との交

互愛こそ、「時の現成」であると田辺は言う。つまり人間実存は、永遠と時との対立的協同

の主体的媒介となるのである（15.538）。そして、「交互愛」において生まれる「時」におい

て永遠は実存に自らを象徴化する。 

 

二 田辺の「終末」理解 

 

ここまで「生の存在学か死の弁証法か」における田辺の永遠理解、また時間・空間論につ

いて、実存との関係にも言及しつつ確認した。また田辺は、未来の終末可能とその到来の不

確定とは、時そのものの本質的構造に属するとしていた。では時の構造から導かれる「終

末」とは、どのような構造、意味を有しているのだろうか。 

田辺にとって、時の終わりとしての終末は未来の出来事であるが、終末が到来不確定な

未来に置き去りにされることはない。終末は未来に（到来するか不確定なまま）ありなが

ら、現在において意味をなすのである。これも、永遠と空間・時間との関係から説明され

る。すなわち、永遠は時の根源として時の動性を保つが、これは「空間的同時共存的全体性

が時間の契機である」ということに他ならない。このためには、「時間の動性変易性を維持

し、各現在の相違と変転とを保ちつつ、しかもそれぞれがそれに相当する過去未来の現在

における終末論的転換生起の否定媒介をもって、各現在に固有の同時性を成立せしめつつ

立体的に重積せられて同時性の同時性
、、、、、、、

といわれるべきものとなる」必要がある（13.548、傍

点筆者）。つまり永遠の構造から、未来における終末の出来事が、現在の刹那に現前すると

いうのである。これを田辺は「各現在において終末に達」すると捉える（13.548）。ここで

いう終末には、キリスト教神学がユダヤ教から引き継いだ宇宙的破局を迎える終末（つま
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り、田辺が『キリスト教の弁証』において「洗い清めなければならない」と主張したところ

の神話的な終末観）は一切登場してこない（10.115）。むしろ、ヨハンネス・ヴァイス（Johannes 

Weiss, 1868-1914）からブルトマンへと至る「現在的終末論」の系譜との近縁性を強く印象

づけるものである5。 

現在の刹那に現出する終末は、繰り返し起こるという性質と、新たな始まりとしての性

質を有している。これを田辺は「終末即創始」（13.548）「終末即起発」（13.554）「終末即始

発」（13.557）などと表現する。また、終末は過去を否定する。これには二つの側面がある。

すなわち、終末を挟む過去と未来との関係で見るならば「過去の持続と未来の創造とが現

在において交互に否定しあい」否定緊張が生じるが、「その否定緊張が終末的媒介動力」

（13.548）となる6。一方、終末そのものの性質から見るならば「時の否定」であり、「過去

否定」なのである（13.566）7。この過去の否定断絶が緊張的媒介動機となり、終末的媒介動

力となって、未来に向かって革新行為が実現されるのである。これを時間・空間論的に捉え

れば、「空間の無時間的全体性に対する否定契機として、各現在の同時性が終末即創始の微

分的振動において捉えられ、反復重積せられて積分的協同態にまで組織せられる」（13.548）

ということになる。「積分的」とは無限小としての反復がある一定面積を持つまでに重積し

た結果としての全体であり、「微分的」とは時間的な幅を持たない一点、一瞬を意味してい

る。すなわち終末は刹那であり、また終末は「時間の終末的否定即永遠的未来、いっそう具

体的に言えば、過去の否定再興としての未来的革新」「永遠の未来的革新再興」（13.566）で

あり、歴史変革の出発点（13.558）なのである。 

終末は歴史においては過去否定、未来革新だが、実存においては終末が死復活の原動力

となる。「実存協同は絶対無の交互的愛であり、その愛において死復活が実現する。愛にお

ける復活とはまさに絶対無の転換であり・・・すなわちそれは終末論的転換を意味する・・・

進んで自ら肯ふ
、、、、

終末末期が、そのまま直ちに緊張的原動力となって復活に転ずる」（13.543、

傍点筆者）のである。また田辺は次のようにも言う。「人間は自ら選び
、、、、

死んで絶対無に転ぜ

られ、向上反復的に高次の本質的清浄にまで高められて復活せしめられて、自ら
、、

絶対無即

 
5 ただし後述するように、その時間論については、田辺とヴァイス、ブルトマンとでは大きく異なって

いる。 
6 田辺はこの動力について、「時の動性を成立せしむる原理としての動源」とも言っており、この動源は

時が単に未来へと流れていく性質（進行的動性）では不十分であり、「緊張的媒介動機としてぜひとも過

去の否定断絶が必要」であると述べている（13.566）。 
7 「生の存在学か死の弁証法か」の最終稿（第３稿）には採用されなかった補遺４でも、「否定終末」と

いう語が繰り返され、終末の過去否定的側面が強調されている（13.626-627）。 
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愛の象徴となることに依り、存在の根源としての絶対無を顕わならしめ得るのである。一

層具体的にいえば、人間は自己の生命を賭する決死の行を
、、、、、

以て
、、

、永遠を時間化してその持
、、、、、、、、、、、

続を中断する
、、、、、、

ことに依り、かえってそれを存在の動源において再興即更新する。それが過

去劫来の存在持続を終末に導き、新時代の変革を未来に向かって開くところの人間の現在

における革新行為に外ならない。」（13.564、傍点筆者） 

田辺にとって終末は、ただ座して待つものではない。そもそも到来不確定な終末を待つ

ことに意味を見出すのは「神話に属する」ことがらであり、忌避すべきものであろう。終末

は永遠理解、あるいは時間・空間論的に現在において現前しうるものである。田辺にとって

は、死を自らのものとすること、「自己の生命を賭する決死の行」により、終末を現前させ、

終末を「自ら肯う」べきなのである。それは終末が死復活の原動力であり、過去否定として

の無が実現されることをとおして、死復活の媒介となるからである（13.566）。 

ここで「生の存在学か死の弁証法か」における「愛」についても確認しておこう。田辺は、

人間実存は個別単独であり、他に対する排他性と共に協同性を含んでいるという（13.550）。

このことは、敵として対立するものを自己と同様に愛するといった矛盾事態こそが、人間

実存の本質的構造であるともいえる。田辺は、この矛盾をはらんだ状態を「実存の対立的協

同態」と呼ぶが、これが「悪への自由を容す神の愛と、その自由を神の自己否定性としての

愛のために犠牲となし、自らを否定してその敵対対立者のために自己を捧げることにおい

て、神の平等なる愛に貢献し協力するという神への愛」（13.550）を同時に成立することを

可能とするという。つまり、敵を愛するという逆説的構造こそ、実存協同にとって本質的な

ものである。実存は愛敵の構造によって、自己否定を実現して交互協同に参加し、自己否定

を本質とする神を象徴することになる。神の本質的愛は平等に個別実存を愛するものであ

るが、田辺によれば敵を愛することとは、このような神の本質的愛に参加協力することで

あるという。そしてこれこそが、（有限な人間の愛が、直接的に神の本質に加えるべきもの

を有するはずはないにもかかわらず）神を愛するということなのである。すなわち、神への

愛は隣人愛を媒介とすることによって、はじめて象徴的
、、、

に実現されることになる（13.551）。

ここで「象徴的」という理由について田辺は、愛が否定媒介的なものであり、絶対無として

の神の超越が、有限な実存の自己否定的愛に内在する、という無の媒介関係にあるからで

ある、と説明する。これを時間構造の観点から言えば「各現在の刹那が過去と未来との現在

における同時的否定媒介の統一であるとともに、さらに刹那と刹那との永遠における「反

復」が、動的連関の超越的統一を実現しようとすること」（13.551）である。終末は、歴史
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においては過去否定、未来革新の否定媒介的緊張であったが、実存においては時間の中に

繰り返し現れる終末が愛として超越的に統一されるのである。そして、死復活は愛におい

て実現され（13.543-543）、愛の内実（「実存の対立的協同性」「時間的同時性を媒介とする永

遠の動的象徴たる「反復」的協同性」）の根本構造として「死復活」があるのである（13.551）。 

 

三 ブルトマンの終末論 

 

次にブルトマンの終末論についてみておこう。田辺は「生の存在学か死の弁証法か」の中

で、ブルトマンの三冊の著書、『原始キリスト教』『イエス』および『歴史と終末論』8を引

用しつつ、ブルトマンの終末論について高い評価を下している（13.567-568、13-572ほか）。

今日の最も優れたブルトマン研究者の一人であるデイヴィッド・コングドンは、ブルトマ

ンを評して「彼は本質的に終末論の神学者」であり、「終末論はあらゆる神学的問題につい

て彼の考え方を決定する規範、基準として機能していた」9と述べているが、田辺が自らの

終末概念をブルトマンの終末論と対峙させつつ論じたことは、慧眼であったといえよう。 

ブルトマンの終末論については類型論的に「現在的終末論」として、他の神学者の思想と

一括りにされてしまう傾向が強く10、ブルトマンの終末論の全体像について丁寧に論じた論

考は少ない11。そこで、ブルトマンの終末論について田辺の引用した三冊を中心にその全体

像を把握し、そのうえで田辺がブルトマンの終末論をどのように論じていたか確認してみ

よう。 

 
8 田辺は「生の存在学か死の弁証法か」の中で、ブルトマンの三冊の著作（『原始キリスト教』（原著1949
年）、『イエス』（原著1926年）、『歴史と終末論』（原著1957年））について言及しているが、いずれの著

作も終末論について多く論じている。「生の存在学か死の弁証法か」の末尾には「1958年9月6日擱筆」

とあることから、田辺は『歴史と終末論』が米国で出版されて早々に入手していたことになる。このこ

とからも田辺のブルトマン（特に彼の終末論）に対する高い関心がうかがえる。 
9 David W. Congdon, Rudolf Bultmann: A Companion to His Theology, Cascade Books, 2015, p.2. なお、同じ著

者による大部の研究書として David W. Congdon, The Mission of Demythologizing: Rudolf Bultmann's 
Dialectical Theology, Fortress Press, 2015がある。 
10 たとえば次の文献を参照。土居眞俊「現代神學と終末論」基督教研究、第29巻3-4号、1957年、171-
190頁。 
11 Congdonの一連の著作のほか、次の文献を参照。Konrad Hammann, Rudolf Bultmann - Eine Biographie, 
Mohr Siebeck, 2009. Wright, N.T., History and Eschatology, Baylor University Press, 2019, pp.60-63. Minear, P.S., 
‘Rudolf Bultmann’s Intepretation of New Testament Eschatology’, pp.65-82, in Kegley, C.W. ed., The Theology of 
Rudolf Bultmann, Harper and Row, 1966. 本邦の論文としては、吉村善夫がケルナー（Johannes Körner）の

論考を批判的に紹介したシンポジウムの発題記録（「ルドルフ・ブルトマンにおける終末論と歴史」日本

の神学、第2号、1963年、176-180頁）がある。 
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３．１ ブルトマンの終末論の背景 

終末論はヴァイス、シュヴァイツァーら宗教史学派によって再発見された神学概念であ

る。「神の国」は中世以来、地上の教会と同一視されてきたが、カントによって終末論が良

心に内面化され、さらにシュライアマハーやリッチュルによって「人間の文化的達成目標」

とされるに至った12。 

これに対してヴァイスは、『神の国についてのイエスの教説』（1892 年）において次のよ

うに主張した。イエスは近い将来、「神の国」が文字通りの意味で地上にやってくることを

宣言した。そして初期のキリスト教共同体は、この「神の国の到来」という言葉を象徴的に

理解していたのではなく、自分たちが生きている間に救い主（メシア）による治世の到来が

差し迫っていることを純粋に信じた13。その上でヴァイスは、現代の神学者は「古い貨幣を

新しい交換レートで発行しなければならない」14と述べ、新約聖書の内容を現代世界の文脈

で解釈するという新たな神学的課題を提起した。つまりヴァイスは神学者に対し、「地上の

教会と同義としての神の国」でも、「道徳共同体としての神の国」でもない、イエスの時代

の当時の「熱狂」を現代に位置づけて再解釈した形としての「神の国」を描くことを要請し

たのである15。 

ブルトマンは 1905年からマールブルクで学んだが、そこでヴァイスに出会い大きな影響

を受けたといわれている16。ブルトマンはヴァイスの功績について「彼は、神の国がこの世

には存在せず、世界の歴史の一部として成長するものではなく、むしろ終末論的なもので

あること、すなわち、神の国は歴史的秩序を超越したものであることを示した。また神の国

は、人間の道徳的努力によってではなく、神の超自然的な働きによってのみ実現する」17と

述べている。 

ヴァイスの問題提起を引き受ける形で、20 世紀前半、バルト、ティリッヒ、ブルトマン

 
12 近藤勝彦『救済史と終末論―組織神学の根本問題3』教文館、2016年、263頁。 
13 Congdon, Rudolf Bultmann, 2015, p.3. 
14 Johannes Weiss, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, Vandenhoeck & Ruprecht, 1900[1890], S.7. 
15 ヴァイスと同じ宗教史学派に位置づけられるアルベルト・シュヴァイツァーは、終末論を倫理に接続

した。田辺は『キリスト教の弁証』においてシュヴァイツァーを多く引用したが、その終末論にはほと

んど触れていない。一方、後述のとおり「生の存在学か死の弁証法か」においてはブルトマンの終末論

については高く評価する。『キリスト教の弁証』と「生の存在学か死の弁証法か」における時間概念、終

末（論）理解の差異は、後期田辺哲学の展開を理解するうえで重要な鍵となると考えられる。 
16 Congdon, Rudolf Bultmann, 2015, pp.4-6. 
17 Rudolf Bultmann, Jesus Christ and Mythology (Cole lectures, Vanderbilt University, Kent Shaffer memorial 
lectures), Scribner, 1958, p.12. 
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らが、終末を黙示録的・将来的なものと捉えない「現在的終末論」を提唱したのである。 

 

３．２ 現在的終末論に関する宗教史的側面からの理解 

ブルトマンは『原始キリスト教』において、原始キリスト教の神学を、ユダヤ教（旧約聖

書）の伝統とヘレニズムの伝統（とりわけグノーシス）のそれぞれから影響を受けたシンク

レティズム的なものとして位置づける。特にブルトマンは、キリスト教の現在的終末論が

グノーシスの思想的影響に由来すると主張する。グノーシスは、キリスト教運動以前に東

洋で発生した独自の宗教運動であり、密儀教団として発展した。グノーシス神話では、この

世界あるいは自己自身からの解放こそが救済であり、このような解放は「本来の自我の身

体及び精神からの崩壊・解消・分裂として、直接終末論的な出来事」18でなければならない

とされる。グノーシスの救済神話の概念はキリスト教神学における「救済」とは大きく異な

るにもかかわらず、「グノーシスの救済神話が、イエスの人格と働きによって送られた救済

を現在として、したがって終末論的出来事を現在に始まっている出来事として理解させよ

うとする概念内容を提供」19した結果、原始キリスト教団は、終末論的出来事についてイエ

ス・キリストの来臨（あるいはイエス・キリストの死と復活）とともにすでに
、、、

始まっている

と理解した。ブルトマンは、現在的終末論の原型を、原始キリスト教によるグノーシスの終

末概念の取り込みにみるのである。 

 

３．３ イエスの終末論 

ブルトマンは 1926 年の著書『イエス』および 1928 年の論文「ヨハネ福音書の終末論」

において、福音書の記述からイエスの終末論を論じている。 

 

３．３．１ 共観福音書におけるイエスの終末論 

ブルトマンは、史料批判の方法である「様式史的方法」を基盤としつつ、ハイデガーの影

響を受けて導入した実存概念をも用いて、新たなイエス像に迫ろうとした。ブルトマンは、

「神の支配」あるいは「神の国」の到来とは「真の将来」であり、歴史内にあるもの（つま

り現在始まっており、将来完成するもの）ではないという。しかし、その「神の支配」は現

 
18 Rudolf Bultmann, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, zweite Auflage, Artemis-Verlag, Zürich 
und Stuttgart, 1954, S.182（ブルトマン『原始キリスト教』米倉充訳、新教出版社、1961年、208頁）。 
19 Ibid., S.216（前掲書、245頁）。 
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在に介入する性質を有しており、その介入は人格や精神においてみることができるという

20。このような「神の支配」の性質は、死と同様の性質を持っている21。ブルトマンによれ

ば、イエスは人間を、神の将来的行為によって決断の中に置かれている存在22であり、人間

の価値は「ただ人間がその実存のいま・ここにおいてどのように決断するかによってのみ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

決まる」と理解している23。つまり人間とは、「いま・ここ」において決断の中に立ち、そ

の自由な行為によって決断する可能性を有しているのである24。この自由な決断の状況にお

いて「過去とのなだらかな連続性は放棄」される25。イエスの終末論的告知、すなわち神の

支配の到来の宣教と悔い改めの呼びかけの本質は、このようなイエスの人間理解にあると、

ブルトマンは主張する26。「終末論的告知と神の意志の宣教とは実際一つのものとして把握
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

されなければならない
、、、、、、、、、、

。」27ここでの「神の意志の宣教」とは倫理的要請を指す。ブルトマ

ンは、終末論と倫理とは内的連関を有しており、「人格の理想、社会の理想、価値―善の倫

理は一切拒否」されるという。そこで求められる倫理とは、人間が今という具体的状況下で

決断すべく迫られており、それを認識し神へと決断して、自然的意思を放棄することであ

る。「今が決断の時という意味で最後の時
、、、、、、、、、、、、、、、、

」なのである28。 

 

３．３．２ ヨハネが描くイエスの終末論 

ブルトマンは、ヨハネの終末論を引きつつ次のように主張する。一つの歴史的事実に対

する態度決定として、特定の現在、特定の今において、危機が生じる。その危機と結びつい

ているのが、特殊啓示としてのイエスの到来である。その啓示者たるイエスは「言葉が肉体

となった」時以来、「語りかける」存在であり、その「語りかけ」がなされるそのつどの今
、、、、、、

、

この瞬間
、、

こそが、「終末論的今（eschatologisches Jetzt）」なのである。イエスの派遣という歴

史的事実は「両義的事実（ein zweideutiges Faktum）」であり、過去として（すなわちアオリ

ストとして）語ることができると同時に完了的現在として語ることができる。その意味で

 
20 Rudolf Bultmann, Jesus, Deutsche Bibliothek Verlagsgesellschaft M. BH. Berlin, 1929, S.49（ブルトマン『イ

エス』川端純四郎・八木誠一訳、新教出版社、1963年、54頁）。 
21 Ibid., S.52（前掲書、57頁）。 
22 Ibid., S.53（前掲書、58頁）。 
23 Ibid., S.52（前掲書、57頁）。 
24 Ibid., S.52（前掲書、57頁）。 
25 Ibid., S.83（前掲書、90頁）。 
26 Ibid., S.53（前掲書、58頁）。 
27 Ibid., S.119（前掲書、132頁。強調原著者）。 
28 Ibid., S.121（前掲書、133頁）。 
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キリスト教信仰も終末論的に規定される29。そして、終末論的現在に生きる人間の行為とし

て、愛のわざが生まれる。イエスという歴史的事実によって「愛の服従」が可能となり、こ

れが将来への方向づけ、すなわち信仰者の倫理となる30。ブルトマンにとって信仰は「決意

性における将来の先取り」であり、「信仰の決断」は「愛の決断」である。終末論の実存論

的解釈により、イエスの言葉を過去のものではなく今現在の語りかけとして聞くことがで

きる。だから、イエスの愛の戒めは信仰の決断として倫理的行為への促しとして聴くこと

が可能となり、同時にそれは人間を真理と自由へ開くものである、とブルトマンは主張す

る。 

 

３．４ 終末論の宗教哲学的展開 

ブルトマンは『歴史と終末論』において近代以降の歴史哲学を論じつつ、「人間の生を支

配する永遠の法則に対する信仰が崩壊し、それと共に絶対的な善と絶対的な真の観念が崩

れ去った」31という。そして「人間は自律的な存在者」から、「歴史の諸条件によって左右

されるもの」となり、結果としてニヒリズムが生まれた。しかしブルトマンは、歴史の本

質・理念・意味を考察することをとおしてニヒリズムを打ち消そうと試みる32。 

ブルトマンにとって現在は「決断の瞬間」である。この決断は「未来に対する決断」であ

ると同時に、「未来を決定すべき仕方について過去に対して決断すること」であり、過去を

定位する決断である。この決断ゆえ、過去は固定されておらず現在から遡及的に決定され

るという点で「あいまい（ambiguous）」であり、また未来は現在の決断によっていかように

も変化しうるという点で「不確定（open）」である33。これは人間の側から見れば「決断」で

あり、歴史の側から見れば「歴史的状況の持つ性格」であるが、この状況には「過去と未来

との問題と意味が封入」されている34。「歴史性」とは「未来に対する責任」であり、「歴史

 
29 ブルトマン「ヨハネ福音書の終末論」（『ブルトマン著作集11：神学論文集１』土屋博訳、新教出版社、

162-169頁）。 
30 「愛の戒め」についてブルトマンは、特別な倫理的要請があったのではなく、また義務や徳、善、あ

るいはヒューマニズムでもないという。「愛の戒め」は神の意志を行えとの一般的要求であり、神への服

従の問題として理解されるべきであると主張する。Bultmann, Jesus, S.102-111（ブルトマン『イエス』112-
123頁）。 
31 Rudolf Bultmann, History and Eschatology: The Presence of Eternity, Baylor University Press, 2019[1957], p.10
（ブルトマン『歴史と終末論』中川秀恭訳、岩波現代叢書、1959年、14頁）。 
32 Ibid., p.11（前掲書、15頁）。 
33 Ibid., p.141（前掲書、183頁）。 
34 Ibid., pp.141-142（前掲書、184頁）。 
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の進行によって左右されることのない人間の本性」こそが「歴史性」である。そして、「あ

らゆる瞬間は責任の今、決断の今」であり、「歴史の統一」とは個々の人間存在の責任と決

断に基礎を置くのである。しかしキリスト教信仰では、人間存在は歴史的なものであると

同時に、人間は歴史的な決断に前提される自由を持たない存在である。「決断の瞬間」にお

ける自由は「相対的な自由」であり、自分自身によって制限されている。この点で人間は過

去に囚われた「古き人間」である35。これは人間の歴史性、すなわち人間が未来に対して責

任あるものと認識し、真の自己を「常に未来のもの（an ever-future one）」と理解するからで

ある36。しかし「自分自身からの自由」は「賜物」として受け取ることができる。これはイ

エスの語りかけを聞き取ることによって分かたれる神の恩寵である37。この真の自由をもた

らす神の恩寵は、「古き世界」を終わらせる神の行為であり、「終末論的出来事としてのイエ
、、、、、、、、、、、、、

ス・キリスト
、、、、、、

」である。 

ブルトマンはここでパウロとヨハネとの共通点に注目する。すなわち、終末の帰結につ

いては異なる理解を持っていた両者だが（パウロは宇宙的な破局の期待を伴う黙示文学的

終末論を維持していた一方、ヨハネは地上の生が終わった後の個々の信仰者の未来を期待

していた）、終末の始まりをイエス・キリストに措定する点で二人は共通する38。そしてブ

ルトマンはイエス・キリストを、「過去の時代の確立された事実として終末論的出来事であ

るのではなく、繰り返し現存するものとして、説教を通してここでいまあなたやわたしに

呼びかけるもの」として位置づけるのである39。 

このようにブルトマンは、「終末論的出来事（eschatological event）」はキリストへの信仰と

教会での説教において繰り返し出来事となる
、、、、、、

と主張する。これをブルトマンは「終末論的

現在（eschatological present）」と言う。この説教をとおした呼びかけは、信仰の決断を要求

する。すなわち、新しい自己を与えられた者として自己自身を新たに理解するという決断

であり、神の恩寵に基づく新しい生を受け取る決断である。この決断によって、一切の責任

ある決断が愛から生まれるようになる40。 

キリスト者の実存は終末論的存在であると同時に歴史的存在である。ここでいう「終末

 
35 Ibid., p.150（前掲書、195頁）。 
36 Ibid., p.150（前掲書、194頁）。 
37 Ibid., pp.150-151（前掲書、195-196頁）。 
38 Ibid., p.49（前掲書、65頁）。 
39 Ibid., pp.151-152（前掲書、196-197頁）。 
40 Ibid., p.152（前掲書、197頁）。 
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論的存在」についてブルトマンは、「この世界に属さない存在」「歴史を超えた立場」「時と

世界の歴史とが超克されている」とも述べている41。このような終末論的存在であると同時

に歴史的存在であることをブルトマンは「キリスト者の逆説」と呼ぶ。 

あらゆる瞬間は終末論的な瞬間である可能性を持っており、キリスト教信仰においてこ

の可能性は実現される。人は歴史の外に立つことができないゆえ、われわれは歴史の意味

についての問いに答えることはできない。しかし、歴史の意味は常に現在にあり、その現在

が終末論的現在として理解されるとき、歴史の意味は実現される、とブルトマンは言う42。 

以上概観したように、ブルトマンは『イエス』と「ヨハネ福音書の終末論」では、史料批

判を行いつつ福音書から読み取ることのできるイエスの終末論を描き、『原始キリスト教』

では原始キリスト教団が現在的終末論をグノーシス的伝統から受け取ったことを明らかに

した。そして『歴史と終末論』ではこれまでの議論を引き継ぎつつ、さらに終末論の受容史

からブルトマン自身の歴史哲学、宗教哲学までが展開された。 

ブルトマンにとって世界の終わりは、歴史内のことではありえない。しかし、終末論を精

神化・内面化して語ることは誤りであると断じる43。これはまさにヴァイスの神学を受け継

いだものであり、啓蒙主義以来顕著になってきた、終末論の世俗化に対する批判である。 

ブルトマンにとって終末論は、歴史の未来的終わりではなく、実存論的な問題である。歴

史は既にキリストの到来によって開始された終末によってのみこまれているのである。だ

から彼は、歴史の外に人間が立ちうるといった視点をしりぞける。歴史の到達点に立つこ

とも、歴史の外に立つこともできない人間にとって歴史全体の意味は知るべくもない。と

はいえブルトマンはそこで歴史相対主義に陥るのではなく、歴史の意味の問いは別の意味

で問われなければならないという。歴史の主体である人間にとって、あらゆる瞬間は「責任

の今、決断の今」となり、歴史的であるとは未来から生きることを意味する44。歴史の意味

は常に現在にある。終末論的な瞬間である可能性があらゆる瞬間のなかにあるといわれる

ように、現在が終末論的現在として理解されるとき、歴史の意味が実現されるのである。こ

のようにブルトマンは徹底して現在的・実存論的な終末論をとっていると考えられる。こ

れはヴァイスによって提起された問いである、現代における終末論の意味についてのブル

 
41 Ibid., p.153（前掲書、198-199 頁）当該部分はブルトマンがエーリッヒ・フランクの著書 The Role of 
History in Christian Thoughtから引用している。 
42 Ibid., p.155（前掲書、201頁）。 
43 ブルトマン「ヨハネ福音書の終末論」（『ブルトマン著作集11』、162頁）。 
44 Bultmann, History and Eschatology, p.143（ブルトマン『歴史と終末論』、186頁）。 
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トマンなりの回答といえる。 

 

四 田辺の終末理解とブルトマンの終末論 

 

次に、田辺の終末理解についてブルトマンの終末論と比較しつつその特徴を考えていこ

う。 

 

４．１ 時間理解 

キリスト教神学において、将来到来するもの（パルーシア）としての「終末（apocalyptic）」

と、現在における終末（エスカトン）の現実化に関する神学としての「終末論（eschatology）」

は、カール・バルト以降、厳密に使い分けられてきた45。 

ブルトマンの場合、新約聖書の記者たちがユダヤ教経由でキリスト教に導入された宇宙

論的破局的終末について言及しつつも、キリスト教史的観点とブルトマン自身の「非神話

化」的立ち位置からこのような終末を棄却する。すなわち未来において到来する終末は無

意味化され、現在という時はカイロス的な意味ではなくクロノス的な意味で「中間時」とみ

なされる。そして現在に立つ実存は、教会における説教をとおして与えられる、終末の始ま

りとしてのキリストへの信仰により、真の自由に生きることができるのだという。この「終

末論的現在」においては、歴史の終わり（すなわち歴史の外）にある終末は影を潜め、「終
、

末論的出来事としてのイエス・キリスト
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」と実存との関係のみが関心となる。ブルトマンに

とって時間とは直線的であり、空間も時間との制約関係にはなく、しかも過去に生きたイ

エス・キリストが歴史的かつ終末論的に実存の過去と未来の意味を決定するのである。 

このように、ブルトマンの思索が終末論的
、、、、

であり過去のキリストが現在の実存と関係す

るのに対して田辺は、「生の存在学か死の弁証法か」において、未来の到来不確定な終末そ
、、、

のもの
、、、

を刹那における実存とのかかわりとして論じている46。田辺にとって終末は、時間の

未来方向における不確定性に由来する。すなわち田辺は終末を時そのものの本質的構造か

ら説明するのである（13.535）。田辺のように、終末を宗教史学的にではなく時間・空間論

と関連づけているのは、20 世紀の神学者・宗教哲学者であるパウル・ティリッヒ（Paul 

 
45 Cf. Congdon, Rudolf Bultmann, 2015, pp.7-8. 
46 田辺は『キリスト教の弁証』においては一貫して「終末論」を扱っており、「終末」そのものについ

てはほとんど論じていない。鬼頭前掲論文参照。 
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Johannes Tillich、1886-1965）を除いて他に例はないといってよい。その点で田辺の永遠理解、

空間・時間論に関連づけられた終末論は極めて独創的であり注目に値する47。田辺は時間と

空間との関係について、「非ユークリッド幾何学が具体的に妥当する」（13.534）と述べてい

ることからもわかるように、時間単独で直線的に存在するものとは理解していない。相対

論の結論にしたがって、空間と時間とを制約関係的なものとして理解しており、両者は線

形的関係にはない。だからこそ、未来における到来不確定な終末が刹那において「反復」

し、過去を否定し未来を革新するのである。しかし、終末そのものが実存を規定するのでは

なく、実存の決断として過去劫来の存在持続を終末に導くのである（13.564）。田辺は「終

末論」と「終末」の差異を理解しつつ、自らの宗教哲学としての「終末」を論じている。 

 

４．２ 歴史理解：宗教と宗教史の位置づけ 

以上のような時間理解は、両者の歴史理解の差異ともつながっている。田辺は「終末」と

いうキリスト教神学の用語を用いているが、キリスト教神学において「終末」が含意すると

ころの一回性は考慮しない。田辺は実定宗教の歴史や思想史から自由に自身の哲学を展開

しようと試みている。それは実存が死復活において過去の転換を自覚することにより、自

ら終末を意識することが可能であるという田辺の終末理解にも表れている。田辺にとって

過去は否定革新されるべき伝統であって、終末は歴史性を帯びたものではない。あるいは

田辺は、宗教の歴史そのものが終末によって否定革新されるべきであると考えていたのか

もしれない。 

一方、ブルトマンは、実際の宗教の歴史において生じた、諸宗教の思想に依拠しつつ自ら

の終末論を展開している。これに対し田辺は、ブルトマンのような「歴史主義的終末論」は

「未来可能性に偏して自らの主体的実存に依る現在の信仰決断的現実性が不足する」

（13.572）と批判する。ただこの批判については、ブルトマンがキリスト者の実存を単に終

末論と捉えておらず、終末論的かつ歴史論的
、、、、、、

と理解していた点を田辺が考慮していないよ

うにも見える。同様に、「イエスの死復活に対する主体の信仰」は最終的には霊的観念論か

神話に陥るという批判（13.572）も、ブルトマンからすれば組織神学的に教会論あるいは聖

霊論として論じるべき問題となるのかもしれない。この点は、ブルトマンが「非神話化

（Entmythologisierung）」というときの神話理解と田辺の神話理解の差異とも言えるだろう。 

 
47 ティリッヒの終末論については、鬼頭葉子『時間と空間の相克: 後期ティリッヒ思想再考』ナカニシ

ヤ出版、2018年参照。 
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４．３ 終末と実存の関係 

最後に実存と終末との関係について整理しておこう。ブルトマンの場合、終末のはじま

りとしてのイエス・キリストを信じる信仰によって、終末論的出来事が現在化する。他方、

田辺は、実存の決断が終末を現前させると理解する。この点はブルトマンの終末論には見

られない特徴である。田辺にとって終末は否定媒介的動力であり、死復活の原動力たり得

るものである（13.543）。だからこそ自身の自由の決断によって「永遠を時間化」（13.564）

することで終末を「自ら肯う」べき（13.543）である。 

さらに田辺は、死復活―愛―実存協同の関係について端的に次のように述べる。「自己の

復活は他人の愛を通じて実現」される。すなわち「生者にとってその死後にまで不断に新た

にせられる愛が、死者に対する生者の愛を媒介にして絶えずはたらき、愛の交互的なる実

存協同として、死復活を行ぜしめる」（13.574-575）。ここで死復活を可能とする転換媒介こ

そ絶対無である。「その愛における復活はまさに絶対無の転換に他ならない」（13.543）ので

ある。終末は過去否定と未来革新の結節点であるが、この転換媒介も絶対無である。田辺は

この終末論的転換を、「個々の微分的動源」が「無として「無の無」たる絶対無に統一せら

れ、これを根源として無の協同を形づくり、消滅即生起の転換を成立させる」（13.560）と

説明する。 

田辺にとって終末は自ら肯うべきものであるが、死もまた同様である。それは「人間は自

ら選び死んで絶対無に転ぜられ、向上反復的に高次の本質的清浄にまで高められて復活せ

しめられて、自ら絶対無即愛の象徴となることに依り、存在の根源としての絶対無を顕わ

ならしめ得る」（13.564）のであり、「絶対無即愛の立場における死復活の実践」（13.576）こ

そ終末に臨んだ実存が自ら決断して選択すべき革新的な未来だからである48。 

終末は過去を否定し革新的な未来へと向かう契機となるが、終末と社会的実践とは直接

的に結びつくものではない。また、「生の存在学か死の弁証法か」で論じられる実存協同は、

『キリスト教の弁証』で目指された社会的実践のように、共同体の中において、いかに社会

 
48 田辺は実存協同の事例としてカトリックの「聖徒の交わり」を挙げる（13.542、13.576）。田辺は「（生

者と死者の）両者の交互愛を通じて、生者が死者の清浄に感応し媒介的に浄化せられて、生死を超ゆる

聖なる道交における実存協同を為すという意味であろう」（13.542）というが、死によって霊魂が罪の汚

れから浄められる、あるいは生者と死者が協同関係にあるというのは、カトリック教会に限定された神

学であり、かつ極めて神話的な理解である。この点は「神話性から洗い清める」という田辺の一貫した

宗教哲学が徹底されていないようにも見受けられる。 
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を変革していくかといった具体性を明らかにするものではない。また愛によって生まれる

実存協同が死復活に由来し、死復活の実践こそが田辺にとって目指すべき形であるが、「死

復活の実践」の共同体における具体的な姿は描かれていない。しかし「死復活の実践」は生

者と死者との交流、すなわち愛に基づく行為であり、死復活の原動力たり得る終末を自ら

肯うことが目指されるとすれば、終末は間接的な意味で愛の実践を促すものと言えるだろ

う。 

 

結 

 

ここまでブルトマンとの比較もしつつ述べてきた田辺の終末観について、その特徴を再

度確認しておこう。まず田辺は、神話を用いない形で、「終末論」ではなく「終末」そのも

のを論じることに成功している。『キリスト教の弁証』では、現在の時間がいずれ終末に達

し、終末時には因果応報的に死後の生が決定されるという見方を「神話に堕する」理解であ

ると批判しつつ（10.115）、終末そのものについて論じることは避けていた。しかし、「生の

存在学と死の弁証法」において田辺は、終末を自身の時間論に位置づけることで、この問題

を解決しているように思われる。また田辺の終末理解は、宗教史理解や宗教思想理解とも

密接にかかわっている。田辺はキリスト教神学から「終末」という語を借りつつ、キリスト

教史あるいはキリスト教思想史的観点から帰納的に論じることを徹底して避けている。た

だこの点については、ブルトマンに対する批判の妥当性も含め、議論の余地があると思わ

れる。さらに田辺にとって、永遠の時間への降下としての終末は実存の決断を不可欠の条

件としている。田辺は当時の時代状況に対し極めて悲観的な評価をしているが（13.546）、

この死復活の実践こそ「死の時代」に為すべき行証（13.576）と考えていた。ゆえに死復活

の原動力たり得る終末を自ら肯うことは間接的な意味での当為である。 

最後に、田辺の終末理解とブルトマンの終末論の両者に共通して批判すべき点を述べて

おきたい。第一に、両者の終末観（終末論）はどちらも政治性を欠いており、不十分である

点があげられる49。終末は共同体の出来事として記述されてきた。また終末論の背景には社

会の不正義に対する怒りがあり、終末にまつわる神話には社会正義の実現が描かれる。そ

 
49 N.T.ライトはブルトマンの終末論に対して、ルター派の二世界論的神学を継承しており、かつ（『歴

史と終末論』において自身が批判した）新カント主義的観念論に陥っていると批判する。N.T. Wright, 
History and Eschatology: Jesus and the Promise of Natural Theology, Baylor University Press, 2019, p.61 
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の意味で終末及び終末論は、共同体的・政治的な性質を持っている。ブルトマンの宗教史学

的立場に立つならば、ブルトマンの終末論がヨハネ黙示録に代表されるような政治性50を欠

いていることを指摘できるし、田辺のように終末を過去否定かつ未来革新と捉えるならば、

なおさらそこに政治性が介在しない理由を問わざるを得ない。 

また第二に、両者の終末論における「終末の切迫性」の欠如も、問題点として指摘できる

だろう。ブルトマンはイエスやパウロ、そして初代教会の人々が終末について切迫感を持

って宣教し、また終末を切迫したものとして受容したことを明らかにする。しかし終末の

遅延に直面した教会は、終末を無限遠へと遠ざけ、自らの立ち位置をクロノス的な意味に

おける「中間時」と定位し、教会自身を終末の実現とみなした。ブルトマンは、この「中間

時」理解を自らの終末論としてそのまま受け入れるが、切迫する終末を捨象してクロノス

的「中間時」を採る理由は明確ではない。一方、田辺にしても同様の問題を抱える。終末は

切迫して到来するものと捉えられてはいない。死復活の「死」は「死する実存」に由来し

（13.542）、その死復活は終末の否定的媒介が原動力となる。田辺の観念実在論的死復活

（13.544）は、単に観念論としてではなく実在論的であることは田辺自身が指摘するとおり

である。また、田辺がカトリックの「聖徒の交わり」を例に挙げつつ死者と生者との実存協

同について言及する（13.542）ことからも、田辺哲学における死が単なる観念論ではなく、

実存の生物学的な死と地続きであることを示している。さらに田辺は、「死の弁証法」をほ

かにして、弁証法が実在論化される道はないと論じるが、ここでの弁証法とは死の主体的

自覚であるという（13.561）。死が主体的に自覚される理由は、死が実存に迫り来る存在で

あること以外にあるだろうか。人間の死は、いつ訪れるかは不確定なものの、その時は確実

に切迫している。とすれば、未来の不確定における終末を永遠の構造から現前させる田辺

の終末理解においても、その終末が実存の死と類比的に自覚されるとすれば、その終末も

また切迫するものと考えるべきではなかったろうか。 

批判点はあるにせよ、田辺がブルトマンの終末論に触発されつつ独自の論考を為したこ

とは間違いがない。そしてこの終末理解は、終末が倫理的契機とみなされた『キリスト教の

弁証』における議論と比べ、独自の永遠理解、空間・時間論と接続された終末理解を展開し

ている点で、思想的進展がみられる。本稿では紙幅の都合で「生の存在学か死の弁証法か」

 
50 ヨハネ黙示録の政治性については次の文献を参照。佐竹明『現代新約注解全書 ヨハネの黙示録：

上巻－序説－』新教出版社、2007 年。田川建三『新約聖書 訳と註 第七巻 ヨハネの黙示録』作品社、

2017年。 
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の終末理解と『キリスト教の弁証』におけるそれとの比較論考や、倫理への接続に関する検

討はかなわなかったため、今後の課題としたい。 

 

※田辺からの引用については『田辺元全集』全 15 巻、筑摩書房、1963-1964 年を用い、引

用に際しては（巻数．頁数）の形で当該箇所を示した。 
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