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（わかみず会’13.6.19）  1 

  回勅から辿るカトリック神学の変遷 2 

        峰尾欽二 3 
文献 4 
「教会の社会教書」（中央出版社、1991） 5 

レオ十三世教皇回勅『レールム・ノヴァルム』（1891） 6 
ピオ十一世教皇回勅『クアドラジェジモ・アンノ』（1931） 7 
パウロ六世教皇書簡『オクトジェジマ・アドヴェニエンス』（1971） 8 

「ヨハネ・パウロ二世回勅『新しい課題』－教会と社会の百年をふりかえって」（1991） 9 
 10 
付録 11 
近代歴史年表 12 
補助文献 13 
 ①「ローマ教皇とナチス」（大澤武男、文春新書、2004） 14 
 ②「カトリックの歴史」（J.B.デュロゼル、大岩他訳、白水社、1967） 15 
 16 
要旨 17 
・レオ十三世教皇回勅『レールム・ノヴァルム』（1891）（回勅一） 18 
・ピオ十一世教皇回勅『クアドラジェジモ・アンノ』（1931）（回勅二） 19 
・パウロ六世教皇書簡『オクトジェジマ・アドヴェニエンス』（1971）（回勅三） 20 
・ヨハネ・パウロ二世回勅『新しい課題』（1991）（回勅四） 21 
 22 
回勅一（レオ十三世）を、カトリックの立場から労働問題に取り組んだ､いわば開祖とするならば、回23 
勅二と回勅三はその追従者であり、時代の変遷を反映したものと考えればよい。回勅四（ヨハネ・パ24 
ウロ二世）は、新しい時代に対応した神学を構成しようとするもので、中興の祖とでもいうべきもので25 
ある。カトリックの思想（神学）を理解しようとするならば、回勅一と回勅四を読めばよい。 26 
 27 
回勅一の要旨 28 
（ラテン語「レールム・ノヴァルム」は、「新しいことがら」の意） 29 
時代状況を反映して、労働問題に正面から取り組んだ、カトリックの公式文書であり、いわば労働30 
問題に関する教典とも位置づけられるものである。 31 
・利潤追求を 上のものとし、倫理的退廃をもたらしている悪と、それをただすために登場した社会32 
主義は、労働者に不幸をもたらす、さらなる悪である。 33 
・社会主義の 大の悪は、私有財産を認めないことである。私有財産を集団の財産に切り替えるこ34 
とによって、労働者にさらなる不幸をもたらす。 35 
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教会の教え 1 
・人間には能力の差があって、不平等は自然の結果である。その不平等をなくそうとするのは、無2 
駄な努力である。労働の苦しみは、原罪の結果であり、完全に逃れることはできない。 3 
・その解決のための原理は、正義の確立と愛の実践である。 4 
・現在の国家でも、労働者の利益を守る役割を果たすことができる。 5 
・二つの階級の融和をもたらすには、労働組合（理想的には、職業組合）の果たす役割がある。 6 
 7 
回勅二から見る社会の変化 8 
・労働法の成立に回勅一の効果が大きかったと主張している。（が、その実体はよくわからない。） 9 
・労働者の生活水準の向上、社会保障制度の登場などをうかがわせる。 10 
・社会主義は過激派（共産主義）と穏健派（社会主義）に分裂する。そして、社会主義への関心（批11 
判）を高める。 12 
・（カトリックから見た）道徳の退廃が進んでいる。 13 
 14 
回勅三から見る社会の変化 15 
・1970 年代を迎えて社会の急激な変化が見られる。 16 
産業の不均衡な発展／都市人口の過密化／都市生活の退廃／弱者の存在／ 17 
多国籍企業の登場 18 
・社会主義との運動上の接近、それ故の批判の必要性 19 
・労働運動、社会主義運動への強烈な敵愾心が薄れている。 20 
 21 
回勅四の要旨 22 
○『レールム・ノヴァルム』を再評価して、新しく解釈する。 23 
・レオ十三は、社会主義の本質的誤りを、私有制の廃止に求めた。 24 
・さらに、「人間学的誤り」があるとする。個人を社会という有機体の一分子としか考えず、すなわち、25 
個人の善を社会・経済機構に全面的に従属させる。 26 
・この誤った考えの源は、無神論にある。（フランス革命から始まる）啓蒙思想に起源を求めることが27 
できる。 28 
・無神論に基づいて、社会主義は、階級闘争を進め、究極的に相手を滅ぼそうとする。 29 
・『レールム・ノヴァルム』は、生産手段の国家管理に反対している。国家は、労働者の生活向上を30 
めざす政策を推し進めなければならない。 31 
・労働文化の発展に労働組合の果たす役割は決定的に重要である。国家は、これを支援しなけれ32 
ばならない。 33 
・さらなる誤りは、神と隣人を無視し、限りなく自己愛と自己の利益を肯定することであり、そのことに34 
よって、階級闘争、軍国主義、悲劇的戦争へと突き進んだ。 35 
 36 
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○ヨハネ・パウロ二世独自の思想（神学）へと入っていく。 1 
・マルクス主義に反対する勢力が、精神的価値を排除することによって、人間を経済の領域、物質2 
的必要の充足へと還元してしまって、マルクス主義と同じ過ちを犯している（市場経済万能主義）。 3 
・第三世界では新しい状況が生まれ、固有の民族的特徴を備えた社会主義の変種が生まれてい4 
る。 5 
・1989 年は、決定的転機であった。労働者自身が、社会主義のイデオロギーを拒否して、教会の6 
社会教説の内容とその諸原理をよみがえらせたものである。 7 
・1989 年の一連の出来事は、中央や東欧にとって重要でしたが、第三世界にとっても重要な意味8 
を持っている。さらに、ヨーロッパ諸国民にとっても重要である。その理由は、功利主義的価値観が9 
広がりすぎて、人間存在の価値を無視する傾向が強くなっているから。 10 
 11 
○私有財産について、あらためて考える。 12 
・私有財産については、個人とその家族を養う分については個人が優先的に所有してよいが、そ13 
れを越えた分については、本性上社会的性質を持っているという。「富める者は貧しい者に与えよ」14 
というイエスの教えを現代用語に置き換えたものと考えて良いだろう。余剰分を国家のものとするこ15 
とには絶対反対である。 16 
・かつての生産手段は、土地と労働であったが、やがて土地は資本に取って代わられ、現代では17 
人間の能力が大きな比重を占めるようになっている。 18 
・この人間的能力を育てる機会に恵まれない人々が存在する。資本主義の非人間性は姿を消して19 
はいない。 20 
・企業利潤を絶対視する社会には反対で、適切に管理された市場社会を支持する。利潤だけでな21 
く、他の人間的、道徳的要素も考慮されなければならない。 22 
・マルクス主義は、市場の積極的価値を否定して､集散主義となり、疎外をなくすどころか、逆に疎23 
外を作り出し､経済の非効率化をもたらしてしまった。 24 
・西側世界では、消費主義に陥ることによって、依然として疎外は克服されていない。 25 
 26 
レオ十三世教皇回勅『レールム・ノヴァルム』（1891） 27 
序（中央出版社） 28 
＊『レールム・ノヴァルム』発布百年後に出版する理由を説明する。 29 
レオ十三世が、当時怒濤のように世界をおそっていた社会主義、共産主義に対して、自然法の原30 
理とキリスト教的人格主義とを高くかかげて、人間の位格を防衛したことは、特筆すべきことであり、31 
その不滅の光栄であると言わなければならない。・・・その社会的教義は、時代の流れとともに、ま32 
すます輝きを放ち、とくに、社会主義、共産主義が反省期をむかえ、東欧その他の国々に見られる33 
ように､社会主義政権、共産主義政権が崩壊しつつある現在、あらためて、その真価が認識されつ34 
つある。 35 
＊カトリックの､いわば勝利宣言と見なすことができる。 36 
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 1 
教皇レオ十三世の社会思想（岳野 慶作1訳註釈者による、現代日本人向けの直截な解説） 2 
＊必要に応じて引用する。 3 
 4 
緒論 本回勅2の主題－労働問題3 5 
 解説によれば、［レオ十三世によると、労働問題が発生した原因は、3 つあって、第 1 はフランス大6 
革命に源を発する革新思想の発展であり、第 2 は、科学と産業との発達による労使関係の変化で7 
あり、第 3 は、道徳の退廃である。レオ十三世は、第 3 を重視する。］ 8 
＊以後、訳者による解説文には［］で囲む。 9 
 10 
第 1 章 社会悪 11 
＊レオ十三世は、労働者の悲惨な状況は一応認識している、といってよい。 12 
産業と商業が、一部の人々に掌握されて、少数の富者の独占物となり、その結果、無数のプロレタ13 
リアは、ほとんど奴隷的なくびき

．．．
を強制されるようになったのである。 14 

［レオ十三世によれば、社会悪の原因は 4 つある。 15 
1．同業組合の消滅とこれに代わる組織の欠如（＊階級対立の融和を図るための存在として同業16 
組合を考えている（ピオ十一世）） 17 
２．法律と制度の俗化－人間は神の御名を抹殺することによって、正義を追求する代わりに自由を18 
追求した。この自由は、強き者による弱者の圧政を招いた。 19 
３．飽くことなき利潤追求－資本が利得を独占し、産業を支配するようになったことは、社会悪の大20 
きな原因である。 21 
４．産業と商業との集中－中小企業の衰微は社会悪の原因の一つである。 22 
レオ十三世の社会悪に対する姿勢は、二つの行き過ぎをいさめるものである。一つは、社会悪の23 
存在さえも否定しようとする満ちたれる人々の態度、もうひとつは、社会悪を必要以上に述べ立て24 
ることによって人々を激越な方向に駆り立てる態度に対してである。］ 25 
 26 
第 2 章 誤った対策－社会主義 27 
 社会主義者は、このような悪弊をたてなおすために､貧しい人々をかり立てて、持てる人々を嫉視28 
させ、憎悪させる。かれらは、私有財産を全廃し、個人の財産を万人の共有となし、その管理は、29 

                                                   
1 1909-1992,1936 東洋大卒、上智大学教授 1980 定年、名誉教授 

2 回勅とは、カトリック教会の公文書のひとつ。ローマ教皇から全世界のカトリック教会の司教へあ

てられるかたちで書かれる文書で、道徳や教えの問題についての教皇の立場を示すものであるが、

教義を決定するものではない。タイトルはラテン語本文の 初の数単語から採られる。Wikipedia 

3 レオ十三世の主張を「社会カトリシスム」ということがある（補助文献②） 
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市町村あるいは国家にゆだねるべきであると主張する。・・・このような理論は、労働者にわざわいを1 
もたらすにちがいない。その上、この理論は、このうえもなく不義である。なぜなら、所有者の正当な2 
権利を侵害し、国家の役割をゆがめ、社会という建物を根底からくつがえすからである。 3 
 もし、労働者が多少の貯蓄をなすことができ、また、これを保存するために、例えば畑を買ったと4 
するならば、この畑は賃金の変形に他ならない。・・・であるから、社会主義が強調するように、個人5 
の財産を集団の財産に切り替えることは労働者の状態を、いっそう悪化させるだけである、なぜな6 
ら、労働者からその賃金を自由に処分する権利を奪い、その結果、財産をふやして､その状態を改7 
良する希望と可能性とをなくするからである。 8 
 しかし、もっとも重大だと思うのは、この対策が、明らかに正義に反していることである。なぜなら、9 
財産を個人的に私有することは、人間にとって自然の権利だからである。（下線は、引用者） 10 
・土地は私有されてもその産物は共有である 11 
 つぎに、神が人類に土地を与えられたのは、人類がこれを利用して収益を上げるためである、と12 
いう事実をたて

．．
にして、私有財産は不当であると主張してはならない。・・・土地は分割されて私有13 

物となっても、みなの共有物であることにかわりはない。人間のうち、だれ一人として畑の産物を食14 
べていないものはないからである。土地を持たないものは、労働によってこれをおぎなってい15 
る。・・・つまり、ある人は、自分の土地をたがやして労働し、ある人は、何かの職業について労働し、16 
賃金をもうけるのである。しかもこの賃金は、ただ土地の産物から生まれ、土地の産物と交換される17 
のである。 18 
・土地を耕す人がこれを私有するのは正当である 19 
 人間は、自然の産物を獲得するために、精神力と体力とを消費し、物質界の一部分であるその20 
耕地を､いわば、自分の一部となすのである。人間は、いわば、そのペルソナ4（位格）を、この耕地21 
に印するのであるから、そののち、この財産を自分のものとする当然の権利があるわけである。 22 
＊原理的には良さそうであるが、実際の歴史過程は異なっている。 23 
・私有権に反対する人々の主張は誤っている 24 
 かれら（社会主義者）は、個人が土地を使用し、畑の産物を取得することは認めるけれども、個人25 
が家を建てた宅地、耕した畑を、所有主という名義で私有することを認めない。かれらは、かかる主26 
張によって、その人から、その労働の実をうばい去ることをさとらないのである。耕作者の手によっ27 
て耕された土地は、完全にその性質をかえている。荒蕪地であったものが耕地となり、不毛地であ28 
ったものが生産地となっている。この改良をとげた要因は、改良された土地と密接にむすびつき、29 
渾然一体となっていて、土地から分離できないのである。それなのに、耕作者が汗をそそいだこの30 
土地を､他の人が奪い取って使用することが、正義にかなっていると言えるであろうか。 31 
＊零細農の没落と大土地集中化に対しては触れていない。土地の商品化（交換価値化）は認めな32 
い？ 33 
                                                   
4 わかりづらいキリスト教概念であるが、本来は、三位一体の独立性をさすが、ここでは人間が対象

であるから、人格とでもいうか。ギリシャ劇の「仮面」が語源。 
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［レオ 13 世が社会主義を排撃した理由は、主として、私的所有権に反対するからである。・・・レオ1 
13 世が私的所有権を弁護するために述べた議論の主要な特徴は、この私的所有権が人間性の2 
要求するところのものであるとなす議論であると思う。・・・神が地上の財を本性に即して人間に与え3 
られたという原則から、私有財産の取得方法が示される。それは、すなわち、主のない財の占有と4 
労働である。いわゆる先占が所有の手段となるのは､この財が人間の利用のために与えられている5 
からである。労働が所有の方法となるのは、人間は労働によってそのペルソナを物質に刻印し､こ6 
れに対して権利を有する者となるからである。いうまでもなく、今日の産業においては、ひとつの物7 
質に多数の人の労働が加わるのであるから、独占することはできない。しかし、今日では、この労働8 
から生ずる所有権を賃金の所有に変え、賃金によって、自己に適した所有物を取得する組織にな9 
っているから、労働が所有の手段であるという原則は不変である。 後に、人間は、自然性の要求10 
するところに従って家族を営むのであるが、この家族社会は、私的所有権を要求するのである。］ 11 
＊土地を所有していなくても、賃金を通してその生産物を所有するのであるから、結局同じことであ12 
る？ 13 
 14 
第 3 章 正しい対策（一）－教会の教えと実践 15 
・不平等は自然性の必然の結果である 16 
 人間相互のあいだに、さまざまの深刻な相違、たとえば、知力、才能、技能、健康、体力などの相17 
違があるのは、自然のしからしむところである。このような相違は、さけることのできないものであり、18 
その結果として、いきおい、人間の身分の不平等が生まれる。 19 
＊個人に能力差があることから、生まれながらの家族、財産、身分、階級などの社会的不平等の発20 
生を認める。 21 
 本問題に関する 大の誤謬は、富者と貧者とは、自然の定めにより、相互に、しつこい

．．．．
決闘を行22 

わなければならないと考え、この階級は、生まれつき敵同士であると信じることである。・・・両者は23 
相互に必要なのである。資本は労働なくしては成立せず、労働は資本なくしては成立しない。協和24 
は秩序と美とを生む。 25 
［社会主義者は、労働者を救済するために、社会における不平等をなくそうと努力するのであるが、26 
よく考えてみると、社会における各種の差異は、人間性の自然の結果である。それゆえ、「自然に27 
逆らって努力しても無駄である」。・・・労働に伴う苦しみは原罪の結果であって、これを完全に逃れ28 
ることはできない。］ 29 
［本回勅において、教皇は、方策を逐一提起するのではなく、解決のための原理を示している。第30 
一の原理は､正義の確立である。労働界に正義が確立していないからこそ、労働問題が起こるので31 
ある。・・・労働界に正義が確立されるためには、労働者のうちに人間の尊厳をみとめて、これを尊32 
重するとともに、肉体労働の意義を認識し、労働は人間のためであって、人間は生産の奴隷では33 
ないことを銘記しなければならない。そのうえ、大切なことは、人生の目的は永遠の生命であって､34 
地上の生命はその道程にすぎないことを想わなければならない（＊結局、分かりづらい）。第二の35 
原理は、愛であり、愛の実践である。愛の実践において、その土台となるのは、地上の富は個人の36 
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私的所有が も適当であるが、その富の使用は共通であるという原則である。・・・富の使用が共通1 
であるというのは、人間お互いがその所有する事物を交換し、有無相通じ合い、余ったものは不足2 
しているものの用に供したりするということであって、すべて国家の手にゆだねて配給してもらうとい3 
う意味ではない（＊今日におけるような、国家による生活保護や、年金支給は、当時は考えられて4 
いなかった、というべきか）。第三には、国家の法律による社会事業よりも、キリスト教的博愛事業を5 
強調する。鈍感な、冷ややかな国家に先んじて、悲惨を目ざとく発見し、その救済に飛びいって、6 
後続者を促し、国家を督励し、叱咤してその救済策を樹立させることこそ、キリスト教的愛徳の事業7 
の重大な任務のひとつである。］p63 8 
＊後になって（ヨハネ・パウロ二世）、国家の役割はもっと強調されるようになる。 9 
 10 
第四章 正しい対策（二）－国家の協力 11 
・国家の協力の必要 12 
・国家の干渉権 13 
・国家は国民のあらゆる階級の善を促進すべきである 14 
・国家は特に労働階級の利益を守るべきである 15 
＊レオ十三世は、ここで労働問題に関する国家の役割に言及するわけであるが、彼の言う国家は、16 
「ある特定の民族の間に立てられている特定の政府をさすのではなく、自然の道理と神の教えにか17 
なったすべての政府」である。訳者は、註釈の中で、こうした政府は存在していないことを暗に認め、18 
それにもかかわらず、すべての政府は、労働問題解決のための権利と義務をもつ、と言っている。19 
キリスト教の律法と自然法に合致していない政府でも、労働問題を解決することができるという。＊ 20 
［レオ十三世によれば、「一国民の繁栄をもたらすものは、純潔な道徳、秩序と倫理との土台の上21 
に築かれた家族、宗教の信奉と正義の尊重、適度な課税と公職の公正な配分、産業と商業との進22 
歩、さかんな農業、および、これに類する他の諸要素で、その発達によって､ただちに国民の安寧23 
と幸福が増進するもの」であって、「人間の完成のために獲得されるべき共同善は、主として倫理的24 
善である。しかし、立派に組織された社会には、物質的な善、外的な善が、ある程度豊富に存在し25 
なければならない。善徳の実行に必要だからである。」。倫理的善を無視する経済的唯物論者は26 
誤っている。］ 27 
［ある階級が他の階級を支配し、これを悲惨な状態に陥れることがある。このようなとき、政府は、とく28 
に圧迫された階級の解放と上昇を助けなければならない。レオ十三世は、資本家の階級はその富29 
に守られているが、労働者はこれを守るものもないから、国家はこれに特別な保護を加えなければ30 
ならない、と説くのである。国民全体に分配的正義を確立するために必要だからである。］ 31 
・国家干渉の守るべき規則と限度 32 
・国家の干渉が必要な場合 33 
・特殊な干渉を必要とする場合 34 
・私有財産の保護 35 
・労働の保護 36 
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・労働条件の保護 1 
・労働者の肉体の保護 2 
・適正賃金の決定 3 
・貯蓄と家族財産との保護 4 
［レオ十三世は、国家とその起源を解明したのち、（国家による）干渉を必要とする場合を種々述べ5 
るのであるが、ここでは賃金に関する考えに限定する。 6 
 ある労働者に、「あなたは、なぜ働くのですか」とたずねたとしたら、「働きたいからです」と答える7 
に違いない。「それでは、なぜ働きたいのですか」とたずねたとしたら、「生活のために働きたいので8 
す」と答えるであろう。さて、この二つの答えは、労働の二つの側面、すなわち、労働は人間のペル9 
ソナのいとなみであるという面と、人間が生きるために必要であるという面を暗々のうちに断定する10 
ものである。レオ十三世は、労働のこの二つの側面から、その賃金に関する理論を導き出すのであ11 
って、この理論を一口で言うならば、「労働者の意向が適正賃金を決定する」ということになると思12 
う。 13 
 賃金は、提供された労働の価値に相当するとき、適正なものとなる。なぜなら、交換は、与えるも14 
のと受けるものとが同価であるとき、適正となるからである。それでは、提供される労働の価値はな15 
にによって決定されるのであろうか。大部分の経済学者は、その労働によって製作された商品の売16 
価によって決定されると考える。しかし、このような考え方は、人間を物質に隷属させることになりは17 
しないか。なぜなら、人間の労働の価値を商品の売価に依存させるからである。ところが、レオ十三18 
は労働の価値を、製品の価格によらないで､直接に評価する。そして、その評価の原理は、労働の19 
二重の性質である。 20 
 労働は、人間のペルソナのいとなみである。それゆえ、人間のペルソナがその価値の決定におい21 
て考慮されなければならない。つぎに、人間のペルソナが労働をなす理由は、主として生きるため22 
である。それゆえ、労働の価値の 小限度は、生活を保障するに足るものでなければならな23 
い。・・・労働は人間のペルソナのいとなみであり、ペルソナによってその価値を決定しなければな24 
らないという原則から､もう一つの重要な原則が生まれる。すなわち、家族賃金が支給されなければ25 
ならないということである。・・・しかし、家族賃金の体系はいろいろ考えられるのであって、これは時26 
代と場所とに適応さるべきものである。・・・ 27 
 後に、賃金の理想は、 低限度を守ることではなくして、労働者がこれによって、多少の貯蓄を28 
なすことができ、多少の財産を築くことができるようにすることである。かくするならば､労働者自身ば29 
かりでなく、社会の平和にとっても、経済の発達のとっても、きわめて有益である。］ 30 
＊ペルソナという概念そのものが､われわれには、わかりづらいが、ペルソナのいとなみが生活限度31 
賃金にどう上乗せされるのか、そうでないのか、そのメカニズムが不明である。レオ十三世の本文に32 
も記述はない。そもそも、ペルソナとは、個人に固有のものではないか。そうだとすれば、同一労働33 
であっても、賃金に個人差があってよいとするのか。＊ 34 
 35 
第 5 章 正しい対策（三）－職業組合 36 
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 （今日の多くの組合は、）多くの証拠によって裏書きされている或る見解によれば、これらの組合1 
は一般に、隠れた首領たちによって支配されていて、キリスト者の名と国家の安全とに敵意をもつ2 
主義に従っている。これらの組合は、あらゆる企業を占領し、これらに入ることを拒む労働者がある3 
ならば、罰として困苦におとしいれるのである。かかる事態におかれているキリスト教労働者は、つ4 
ぎの二つのうちのいずれかを選ばざるを得ない。すなわち、宗教にとって極めて危険な組合にその5 
名を連ねるか、さもなければ、ともどもに組合を作り、相協力して､大胆に、極めて不義で耐えがた6 
い桎梏を払うか､いずれかを選ばなければならない。 7 
＊加入戦術をとるか、独立路線か。 8 
 ［（二つの階級を接近させるに重要な第一は、労働組合である、と断定する。）つぎに、教皇の断9 
定は、労働問題に関するキリスト者の立場が、単なる慈善事業、社会事業にとどまってはならない10 
ことを示すものである。従来、キリスト者は社会改革をおろそかにして、慈善事業を重視するという11 
非難を受けたのであるが、教皇の右の断定は、このような非難に対する公式な回答であるとともに、12 
キリスト者にとっては、ひとつの「前進命令」である。事実、本回勅が、労働組合が労働問題解決の13 
重要な方策であることを宣言して以来、キリスト者の社会活動には新しい息吹きがみなぎっていて、14 
強い確信とたくましい意欲とを持って､種々の運動と事業とが展開されるにいたった。］ 15 
[教皇が推奨する労働組合は、・・・社会正義のみを偏重して､階級闘争を主眼とするものではない。16 
中世の職業組合のような、「殆どすべての社会事業を包含する」組合なのである。すなわち、労働17 
者の地位向上のために社会正義の確立を目指すとともに、そのなかに、やもめ、孤児の救済、子18 
供、青少年、婦人などの事業を含む労働組合である。] 19 
[今日、労働組合の組織に反対する理由はない。・・・いかにすればこの組合にキリスト教的精神を20 
与えるかである。・・・わが日本のように信徒の数が少ない国においては、総評や総同盟のような組21 
織に､いかにすればキリスト教的理念を与えるかが問題である。] 22 
 23 
結論 24 
 宗教だけがこの病を根治することができるのであるから、ととのえねばならない第一の条件は、キ25 
リスト教的道徳の復興であることを、みなが想い起こすべきである。 26 
 27 
ピオ十一世教皇回勅『クアドラジェジモ・アンノ－社会秩序の再建－』 28 
＊報告は飛ばす。 29 
（『レールム・ノヴァルム』には、種々な批判とためらいがあったことを、ピオ十一世自身が認める。そ30 
して、教皇は、『レールム・ノヴァルム』の偉大な教えをたたえた後、）つぎに私は、この偉大な社会31 
経済に関する教えを､ある種のためらいに対して防護し、そのいくつかの点を敷衍したい。 後に、32 
今日の経済体制について考察し、社会主義を批判した後、現下の社会的混乱の根源を示し、これ33 
を再興する唯一の可能な道、すなわち、道徳のキリスト教的改革を示したい。＊これが、この回勅34 
の狙いである。 35 
 36 
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第一章 回勅『レールム・ノヴァルム』の効果 1 
（回勅が、大きな実績を残していることを強調している。）各国における国会での司祭の活躍など。2 
労働法の成立（基本賃金、ボーナス、超過勤務手当、退職手当、労働時間 etc）は回勅『レールム・3 
ノヴァルム』の影響が大きかった、と主張している（註釈にて）。 4 
労働者の境遇についてこれまで行われた改革の大部分は、この回勅の功績に帰することができ5 
る。 6 
＊実際のところ、『回勅』がどの程度の影響を果たしたかは、わからない。 7 
 8 
第 2 章 経済・社会の問題に関する教会の教義 9 
第一節 所有権 10 
 中傷者たちは、教皇と教会とが、過去においても現在においても、プロレタリアに反対して、富者11 
に味方しているという耐えがたい非難を浴びせているし、一方、カトリックの間でさえも、レオ十三世12 
の考えの正確な意味について、意見の一致を見るにいたっていない。それゆえ、私は、この問題に13 
関する教会の教えである回勅の教えに対する見当違いの非難を反駁し、これを誤った解釈から守14 
る必要があると考える。 15 
・所有権の個人的・社会的性質 16 
（レオ十三世の主張の繰り返しと、カトリックの一分派（私的所有は社会に有益であることが前提で、17 
それが欠けるときは、所有は絶対不当である､共同善に役立たなければ、権利自体が消滅する、と18 
主張）に対する反論。財を悪用しても、所有権を失うことはない。＊カトリック内急進派批判の一つ） 19 
・所有権に含まれる義務 20 
 （レオ十三世によると、所有権とその行使を混同してはならない。財産の私有は、人間にとって自21 
然法に基づく権利である。財産の使用に関しては、必要なもの、礼節にかなったものを使用したの22 
ち、余分があるならばこれを貧者にほどこす義務がある。これは愛徳の義務であって、厳密な正義23 
の義務ではない。p52）･･･一部の人々が、所有権とその正当な行使とを同じ限界内に閉じ込める24 
べきだと主張するのは、誤りである。所有権は、これを乱用するとか､所有権を使用しないで放置す25 
るとかすることによって、無効になり、消滅すると断定するのは、もっと大きな誤りである。 26 
・国家の諸権利 27 
・余分な所得に関する義務 28 
第二節 資本と労働 29 
（富者階級が、すべての利得を独占（労働者には生活に必要な 低限を残す）することに反対し、30 
労働だけが価値を生み出すという理論に反対する。資源の配分は、共同善の要求と社会正義の31 
規範とに合致させなければならない、と抽象的に主張するだけで、新しい主張はない。） 32 
第三節 プロレタリアの向上 33 
（プロレタリアの向上なくしては）公共の秩序、社会の平和と安寧とを、革命勢力の攻撃から有効に34 
防ぎ得ないに違いない。＊正直な告白 35 
第四章 正当な賃金 36 
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（賃金に差のある賃金制度に賛成（レオ十三世））。 1 
私は、労働契約を、なるべく、社会契約から借りた諸要素によって緩和することは、社会生活の現2 
在の条件に合致していると考える。（社会契約に置き換えることには反対）  3 
［（労働量に応じて賃金に差をつける）労働契約に社会契約的な要素（ 低賃金制度、種々の手4 
当の設定、ボーナスの設定、種々の社会保障の設定など）を加えることは、有効である。］ 5 
＊レオ十三世の時代から、一部の労働者の生活向上、社会保障制度の登場などを伺わせる。 6 
第五節 社会秩序の刷新 7 
 国家統治の形式に関するレオ十三世の教え、すなわち、人間は正義と共同善との要求を考慮す8 
れば、その好む組織形態を採用することができるという教え。 9 
社会政策は、職能団体の再建にそのあらゆる配慮をかたむけなければならない。（二つの階級の10 
融和をはかるためには、）人々を、労働市場において占める地位によってではなく、その所属する11 
社会的活動の諸部分によって集合させる「団体」あるいは「職業」にたよらなければならない。・・・ 12 
職能団体を組織するのは、自然に与えられた傾向であって、多くのひとびとは、このような職能団13 
体を、社会の本質的機能、少なくともその自然な機能と考えて居るのである。 14 
＊ピオ十一世は、社会の組織形態おいて、レオ十三世より一歩踏み込んだと考えられるが、その15 
職能団体の実体がよく分からない。 16 
［一国内の職能団体組織についてとくに注目されたのは、西独の経営参加制度であろう。・・・つぎ17 
に、「ヨーロッパ経済共同体」（*EEC、EU の前身）の出現も、ヨーロッパの社会的キリスト者たちの18 
努力によるものである。＊推進者のうちに、キリスト者がいたことは確からしいが。］ 19 
 20 
第三章 レオ十三世以後生じた深刻な変化 21 
第 1 節 経済体制の変化 22 
・資本主義体制は内面的に悪いのではないが腐敗している 23 
 （無制限な自由競争は、人々の欲望を刺激し、社会を腐敗させる。） 24 
国際秩序においては、二つの違った流れが生じた。一つは経済的国家主義あるいは帝国主義で25 
ある。もう一つは、これに劣らず悲しむべきもの、憎むべきもので、金銭の国際主義あるいは国際帝26 
国主義がこれである。 27 
＊何を指しているのか、わからない。ナチスはまだ権力を握っていないし、多国籍企業の登場には28 
早すぎる。 29 
第二節 社会主義の変化 30 
 社会主義は、過激派（共産主義）と穏健派（社会主義）に分裂した。 31 
（共産主義への批判は、1 段落で済ませ、節の大半は、社会主義への批判に向ける。社会主義と32 
キリスト教の諸原理とが相容れないことを確認して、社会主義とキリスト教との融和の試みを批判す33 
る。そして、カトリックから社会主義へ転向した人々にカトリックへの復帰を呼びかける。） 34 
第三節 風俗の改革 35 
・現経済体制の 大の害悪は霊魂の滅び 36 
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・悪の原因 1 
（倫理的退廃を嘆く） 2 
・救治策－（イ）キリスト教的合理化 3 
 この危機の有効な救治策は、福音の教義、永遠の生命のみことばを有する御者の教訓に､淡泊4 
誠実に立ちもどること以外にはない。 5 
・救治策－（ロ）愛の役割 6 
 正義を綿密に実行するならば､それだけで、社会的紛争の原因を除去することができるだろう。 7 
・困難な任務 8 
・採用すべき方法 9 
 （あげられている具体策は、キリスト教的教養のあらゆる手段、すなわち、青年の教育、キリスト教10 
的な種々の組織、信仰の教えにもとづいた研究会などを活用のみである） 11 
・万人の密接な一致と協力 12 
＊ 後は、説法で終わる。 13 
＊教義において、レオ十三世を発展させたところはない。しかし、社会的経済的変化への対応が14 
見られる。社会主義の弱体化と国家の役割の強化への対応、「道徳の乱れ」と個人主義への敵愾15 
心。 16 
 17 
教皇庁［正義と平和］委員長ロワ枢機卿に宛てたパウロ六世教皇書簡 18 
『オクトジェジマ・アドヴェニエンス』 19 
－回勅『レールム・ノヴァルム』公布 80 周年を迎えて－ 20 
（浜 寛五郎訳、正義と平和協議会校閲） （註釈文はない） 21 
＊報告は飛ばす。 22 
Ⅰ 主な緊急課題 23 
･都市の人口過密 24 
・産業発展 25 
産業の不均衡な発展（合併による巨大化、他方における倒産、過剰な消費欲の導出と、他方にお26 
ける基本的生活必需品の不足） 27 
・都市生活 28 
都市に住みたいという過度の欲求が、昔からの伝統的慣例や家族・近隣・教会などのつながりを壊29 
している。新しい型の孤独。都市の中心部に住み着いた、新しい無産階級の存在。非行、犯罪、30 
麻薬、性欲礼賛など。 31 
・社会構造の再建 32 
貧困な住居は、家庭内での 低限のプライバシーも許されない状態。新しい社会生活の構造を作33 
り直す必要（健全な娯楽、集会、霊的向上のための会合に適した施設）。 34 
･都市の生気回復 35 
・女性と若人 36 
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若人の将来に対する不信感は、家庭の崩壊さえもたらしている。女性の平等の実現。 1 
・労働者の権利 2 
ストライキ権の合法性を否定するものではないが、社会全体の日常生活における必要な公共機関3 
におけるストライキ権行使の場合、社会に損害を与えないという限界を超えることのないようにすべ4 
き。 5 
・変革の犠牲者と不正 6 
産業構造の変革に伴い、新しく生み出される「貧困者」、すなわち、病気に苦しむ人、社会に適応7 
できない人、老人、何らかの理由で社会から離れている人たちに教会は配慮すべき。 8 
・人種差別 9 
・移住者 10 
・家族の保護 11 
・広報手段 12 
・環境 13 
汚染、廃棄物、新しい疾病、完全崩壊の危険 14 
 15 
Ⅱ 人間の基本的欲求と種々のイデオロギー 16 
（人間には二つの欲求がある。一つは、平等を達成したいという熱望、他の一つは、任務に参画し17 
たいという熱望である。） 18 
・困っている人々の援助 19 
・政治社会 20 
（民主主義社会の促進のためには、社会教育が重要になる。）社会教育において、個人の権利に21 
ついて教えるだけでなく、それに必然的に伴う義務、すなわち、他人に対する義務をも思い出させ22 
るのです。自分の義務の自覚とその実行は、個人または集団の自由に課せられている限界を認め23 
ると同時に､自己抑制の程度にかかっています。 24 
・政治活動の基礎 25 
人々の心を支配するような手段を使うことによって、一つの主義を押しつけることは、国家または自26 
己のことだけに関心を持つ政党の任務ではありません。一つの主義を人々に強制することは、27 
悪の専制主義です。社会のなかにおいて、人間および社会の本性・起源・目的について、利己心28 
なしに独自の方法で明確な信念を育成するのは、文化団体および宗教団体の任務です。（＊？） 29 
・誤った理論 30 
キリスト教徒は、他の人々の利益のために奉仕する一つの手段として、政治活動に従事することに31 
よって、自分の信仰に生きることができます。しかし、政治活動に従事する際に、ある教説の根幹や32 
その要項が自分の信仰と人生観に反する場合、これに賛同することは、自己矛盾と言うべきです。33 
ですから、キリスト教徒は、マルクス主義を支持することはできません。また、その無神論的物質主34 
義、弁証法的暴力肯定、 後に、個人の自由を集団に吸収し、人間、個人および世界の歴史を超35 
越する存在を否定する思想を支持することはできません。また、キリスト教徒は、いわゆる自由主義36 
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思想を支持することはできません。この思想は、個人の自由を尊重すると主張して、あらゆる規制1 
から逃れ、個人の自由を利益と権利を得るために使い、人と人との絆を、秩序立った社会の判断2 
基準と考えず、個人の創意の結果と考えるのです。 3 
・不適切な教説 4 
・主義と運動の区別 5 
（実証主義（技術万能主義）への批判と、運動上で協調できる可能性） 6 
・社会主義の種々の形態 7 
今日、キリスト信者は、社会主義思想に心を引かれています。・・・この（社会主義）運動は、キリスト8 
教信仰と調和させることのできない思想に基づいていたし、今もそうなのです。正確な判断が要求9 
されます。なぜなら、多くのキリスト教徒は社会主義に魅せられ、非常に全般的な判断によってこれ10 
を理想化し、社会主義こそ正義と相互扶助と平等の実現という欲求を満たすものだと考えているか11 
らです。・・・社会主義はさまざまな形で表現されています。・・・具体的状況において選択できるよう12 
に、これらの表現形式を区別しなければなりません。・・・（この区別を認識することによって、）キリス13 
ト教徒は、自由とか義務感という重要な価値を守り、霊的生活の余裕を残しながら､どの程度まで、14 
社会主義に基づく運動に協力できるかを知ることができるのです。 15 
＊キリスト教社会主義への追随？ 16 
・マルクス主義の解釈 17 
（マルクス主義にも分裂を認めることができる。キリスト教徒のなかにも、マルクス主義に好意的側面18 
を認める人たちがいるが、そうした接近は、極めて危険であると警告する。） 19 
・自由主義 20 
（自由主義にも刷新の動きがある。しかし、自由主義の根源と起源において誤った宣言であること21 
を想い起こさないと行けない。） 22 
・ユートピア思想の復活 23 
・霊の息吹 24 
・人間科学/・教会の貢献 25 
人間科学は、社会の将来と人間自身の将来に、危険と危機をもたらす可能性がある。さらに、人間26 
科学は、人間の一部分に触れることしかできないが、教会は総括的人間観を示すことができる。 27 
・進歩に対する疑問 28 
・量ではなく質 29 
 30 
Ⅲ キリスト教徒のための指針 31 
 このように多くの新しい重要な問題を目前にして、教会は、独自の活動範囲において、どのように32 
すれば人々の期待を満たすことができるかを知ろうと努めています。・・・教会の社会教説は、その33 
内的力を持って、人々の努力に加担します。 34 
＊労働問題は、社会主義との対決は、どこに消えたか。 35 
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教会の社会教説は、教育に独自の物の見方によって成長します。すなわち、教会は、人間が利潤1 
だけを追求することをやめさせ、貧者に対する奉仕と愛を協調します。 2 
・正義の促進 3 
・新しい企業体 4 
 新しい生産体制によって国境が取り除かれ、新しい経済支配力、すなわち多国籍企業が生まれ5 
てきました。・・・これらの企業は、だれにも責任はなく、一国の政治権力から独立して運営されてい6 
ます。そのため、共通善と関係のある事項についても支配を受けません。・・・過度の資本および力7 
の独占が、今や新しい決定的形態を取ろうとしています。 8 
＊多国籍企業に批判的、では、現在のグローバリゼーションには？ 9 
・内的解放 10 
 人間に対する超自然的愛と奉仕への真の心構えがなければ、 新式の革命思想であっても､な11 
にも達成することができません。 12 
・経済と政治 13 
 経済活動は、人と人との取引の機会を与え、権利を認め、利益を交換し、労働における人間の尊14 
厳を確認する機会を与えます。・・・経済は必然的に政治に移行するのです。・・・その（国家の）努15 
力は、つねに高遠な任務である正義の探求と共通善の追求に動機づけられています。個人または16 
補助団体に固有の活動と役割を奪うことなく共通善の達成のために貢献するように導くのです。 17 
・政治が唯一の奉仕の道ではない 18 
・責任ある参加 19 
 20 
Ⅳ キリスト教徒の活動 21 
 社会問題に関する分野において、教会はつねに二通りの役割を果たそうと望んできました。すな22 
わち、先ず第一に、人々が心引かれる数多くの異なった思想のなかから真理と確実な道を発見で23 
きるように、人々を照らしてきました。つぎに、人々への効果的な奉仕に気を配りながらも、福音の24 
力を広める努力を続けてきました。この目的に忠実に従って、教会は一部の司祭に使徒的使命を25 
与えて労働者の間に送り、これらの司祭が労働者たちと運命を共にし、教会の関心と配慮を示そう26 
としたのです。 27 
 ここで、再び、キリスト教家族の全員に行動を強く呼びかけます。・・・ 28 
・責任の自覚 29 
・賢明な選択 30 
・相互理解 31 
・協力活動 32 
＊分野・課題が廣くなりすぎて、信徒がなにをなすべきかが分散している感がある。 33 
 34 
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教皇ヨハネ・パウロ二世5回勅「新しい課題－教会と社会の百年をふりかえって―」 1 
 2 
第一章 『レールム・ノヴァルム』の特徴 3 
（『レールム・ノヴァルム』を読み直す。） 4 
 教皇レオ十三世が国家に、正義に従って貧しい人々の境遇を改善するよう求めたとすれば、そ5 
れは教皇が、国家には共通善が損なわれないように監視する義務があること、そして経済をも含め6 
た社会生活のあるゆる部門の正当な自立性を尊重しつつ、それらが共通善の達成のために貢献7 
するよう保証する義務があることを、時代にふさわしく認識していたからです。 8 
 しかし、だからといってわたしたちは、教皇レオ十三世が、国家はあらゆる社会問題を解決すべき9 
であると期待していたとは思えません。逆に、教皇はしばしば、国家の介入に制限が必要であるこ10 
とを強調し、個人や家族、社会が国家に先立つものである以上、そして国家がそれらの権利を滅11 
ぼすためではなく保護するために存在するものである以上、国家はそれらの手段としての性質を持12 
っていることを協調しました。 13 
 14 
第二章 今日の「新しいことがら」に向けて 15 
（レオ十三世が､当時の「社会主義」の登場に警告を発したことをたたえた上で、）ここで、二つのこ16 
とを強調しておかなければなりません。第一に、労働階級の過酷な実情を､レオ十三世はきわめて17 
明確に把握していたということです。第二に、貧しい者と富める者との立場を逆転させることによっ18 
て解決を図ろうとする考え方は、実際には、それを救済しようとしていた当の貧しい人々を損なうも19 
ので、実悪に他ならないということも、教皇は等しく明確に認めていたことです。治療薬が病気よりも20 
悪いものだったのです。レオ十三世は、当時の社会主義の本質を私的所有の廃止と定義すること21 
により、問題の核心に到達しました。・・・このような社会主義が一つの国家体制－それは後に、「現22 
実社会主義」と呼ばれることになりますが－として確立されることによって生じる諸悪を、これ以上う23 
まく表現することはできなかったでしょう。 24 
 （さらに、）社会主義の根本的誤りとは、本質的に人間学的な誤りである、とつけ加えなければなり25 
ません。社会主義は、個人を社会という有機体における単なる一つの要素、一つの分子としか考え26 
ず、したがって、個人の善は社会・経済機構に全面的に従属させられることになります。・・・「自分27 
自身のもの」と呼べるはずのものを奪われ、自分自身の発意（イニシャティブ）によって生計を立て28 
る可能性を奪われた人は、社会機構とそれを支配する人々に依存するようになります。このことは、29 
人が一個の人格としての自らの尊厳を認めることをいっそう困難にし、真の人間共同体を打ち立て30 
ようとして前進することを妨げるのです。 31 
 これとは対称的に、キリスト教的人間観からは必然的に正しい社会像が導き出されます。『レール32 
ム・ノヴァルム』と教会の社会教説全体によれば、人間の社会的本性は国家において完全に実現33 
されるものではなく、家庭に始まり経済、社会、政治、文化に及ぶ種々の中間団体－それらは人間34 
                                                   
5 在位 1978－2005、ポーランド出身、第 264 代ローマ教皇 
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の本性自体から生じるもので、絶えず共同善をめざしつつ、独自の自立性をもつものです－にお1 
いて実現されるのです。これこそ、私が社会の「主体性」と呼んだものであり、これは個人の主体性2 
とともに「現実社会主義」によって抹殺されたものなのです。 3 
 そこで、人格の本質と社会の「主体性」に関するこの誤った考え方の源とは何かを問うならば、そ4 
の第一の原因は、無神論であると答えなければなりません。万物の存在に込められている神の呼5 
びかけにこたえてこそ、人間は自らの超越的尊厳を自覚するようになるのです。・・・ 6 
 この無神論はまた、あの啓蒙思想にみられる合理主義とも密接に結びついています。これは人間7 
と社会の実体を機械論的方法でとらえるもので、この考え方においては、人間の真の偉大さ、地上8 
的現実に対する人間の超越性、善なるものを実現させたいという願いとそれを果たすことのできな9 
い自らの無力さという人間の心のなかにある矛盾、そして何より、そのような状況から生じる救いの10 
必要、といったことに関する究極的な洞察が否定されるのです。 11 
 この同じ無神論に基づいて、社会主義はまた、自らの行動方法を選択しています。これは『レー12 
ルム・ノヴァルム』が断罪しているもので、階級闘争です。･･･（階級闘争においては、）理性的な妥13 
協の道は排除され､社会全体の善ではなく、党派的利益が追求されるのです。この党派的利益は、14 
共通善に取ってかわり、行く手に立ちふさがるものは何であれ滅ぼそうとするのです。（この「全面15 
戦争」という理論は、）当時の軍国主義と帝国主義が国際関係において振りかざしたものでし16 
た。･･･マルクス主義的意味での階級闘争と軍国主義とは、無神論と人間人格の侮辱という同じ根17 
をもつものであり、この両者は理性と法の原理よりも力の原理を上位におくものなのです。6 18 
  19 
 『レールム・ノヴァルム』は生産手段の国家管理に反対しています。それによって個々の市民が国20 
家機構の一つの「歯車」になってしまうからです。同じ回勅は、経済部門を国家の関心と活動の範21 
囲から完全に除外する国家観を等しく批判しています。確かに、国家が介入すべきでない正当な22 
自立性を有した経済活動の領域が存在します。しかし、国家には経済に関することがらを統制する23 
法的枠組みを決定すべき任務があり、それによって、自由経済の種々の前提条件を保護する任務24 
があるのです。・・・ 25 
 これについて『レールム・ノヴァルム』は、人間の自由な活動としての労働の尊厳を回復しうる正し26 
い改革の道を指示しています。これらの改革においては、社会と国家がともに責任を、とくに労働27 
者を失業の悪夢から守る責任を負わなければなりません。この責任は、歴史的には二方面から実28 
践されてきました。一つは、釣り合いの取れた成長と完全雇用の実現をめざす経済政策によるもの29 
であり、もう一つは、危機に陥った産業分野の労働者を成長産業へと円滑に転職させるための失30 
業保険と再訓練プログラムによるものです。 31 
 さらに社会と国家は、労働者とその家族に、一定の貯蓄を含めて生計を維持するに足る賃金水32 
準を保証しなければなりません。・・・この分野において、 低賃金と労働条件を交渉するにあたっ33 
                                                   
6 ナチスによるユダヤ人大量虐殺に終始沈黙した教皇ピウス十二世は、独ソ戦開始に際してはい

ち早くドイツ支持を決めた。実践的には、ナチスとボルシェヴィキに対する態度には差がある。 
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ての労働組合の役割は決定的に重要です。・・・労働組合は真の労働文化の発展に寄与し、労働1 
者が職場生活において、十分に人間的な生活を送ることができるよう助けるのです。 2 
 国家は、これらの目標を達成するために直接、間接に貢献しなければなりません。・・・ 3 
 『レールム・ノヴァルム』と、これに関連する教会の社会的教えは、十九世紀から二十世紀への境4 
目の時代に広範な影響を与えました。その影響は、労働者の権利をより尊重するという考え方に基5 
づいて、社会保障、年金、健康保険や労働災害の補償といった分野において導入された多くの改6 
革措置に、明らかに示されています。（＊手前ミソ？！）・・・（『レールム・ノヴァルム』を賞賛した後） 7 
しかしながら『レールム・ノヴァルム』の予言的メッセージが、当時の人々には十分に受け入れられ8 
なかったことも認めなければなりません。まさにそのために、後にきわめて深刻な悲劇が起こってい9 
ったのです。 10 
 この回勅を教皇レオ十三世の教導権の教え全体のうちに位置づけて読むとき､実はある一つの11 
誤りがより重大な問題をはらんでいて、どれほどの社会・経済的影響をもたらすかについて、この回12 
勅がいかに本質的な指摘を行っているかが理解されます。この誤りは、人間の自由を真理への服13 
従から引き離し、ひいては他者の権利の尊重という義務から切り離して理解することから生じます。14 
このとき、自由の本質は、神と隣人を無視するほどの自己愛、自己の利益を際限なく肯定し、いか15 
なる正義の要求によっても制約を受けることを拒否する自己愛へと変質します。（＊天使が、悪魔16 
に変質した理由が、「栄光を求める欲望が、神に喜ばれたいという気持ちより強くなったから」という17 
理由づけと、論理はまったく同じである。） 18 
 この誤り（無神論という第一の誤りにつづいて、第二の誤り）こそ、1914 年から 1945 年の間にヨー19 
ロッパと世界を荒らし尽くした一連の悲劇的戦争を招いた張本人です。これらの戦争のあるものは、20 
軍国主義と誇大なナショナリズム、そしてそれらと結びついた全体主義の結果でした。また他のも21 
のは、階級闘争から生じました。残る一部は市民戦争、もしくはイデオロギー的な性格の戦争でし22 
た。・・・もし、このような憎しみや恨みという恐るべき重荷がなければ、これほど残酷な戦争は起こり23 
えなかったでしょう。 24 
 25 
 （さらに、豊かな社会もしくは消費生活の中から危険が現れます。）それは、自由主義社会が共産26 
主義に比べてどれほど人間の物質的必要を充足させることができたかを示すことによって、純粋に27 
唯物主義的な土俵の上でマルクス主義を打ち負かそうとしますが、その一方ではマルクス主義と同28 
様、精神主義的価値を排除しているのです。実際、この社会モデルは、マルクス主義が人間的な29 
よりよい社会を築くために貢献できなかったことを示すものであることは確かです。しかしその一方30 
で、この社会モデルは、道徳、法律、文化、宗教を自立的存在と認めず、その価値を否定するかぎ31 
りにおいて、人間を経済の領域、物質的必要の充足へと全面的に還元してしまうという意味で、マ32 
ルクス主義と同意見なのです。（＊市場経済万能主義？） 33 
 同じ時期、「脱植民地」の動きが世界各地で起こり（第三世界が、まだ本当の意味で独立できて34 
いないことを指摘する）、このような状況にあって、マルクス主義は民族の確立や国家建設の一種35 
の近道を示してくれると考える人も多いのです。こうして、固有の民族的特徴を兼ね備えた社会主36 
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義の多様な変種が生まれます。正当な民族復興の要求、ある種のナショナリズムと軍国主義、古来1 
の民族伝統（それらはときとして、キリスト教の社会教説と一致しています）やマルクス・レーニン主2 
義的な観念や理念から引き出される諸原則、これらすべてのものが、個々の状況に応じてさまざま3 
な形をとる多様なイデオロギーと融合しているのです。 4 
 5 
第三章 1989 年 6 
（明るい見通しは、）東欧諸国において 1989 年に頂点に達したのですが、じつはより長期にわたっ7 
て､より広い地域で起こっていたのです。1980 年代には、ラテンアメリカ、アフリカ、アジアのいくつ8 
かの国で､独裁・抑圧体制がつぎつぎと崩壊していきました。人権の擁護と促進の面での教会の関9 
与は、このような流れに重要な、決定的といってよいほどの貢献を果たしました。（＊本当？）・・・ 10 
 抑圧体制の崩壊の諸要因のなかには､とくに注目に値するものがいくつかあります。変革を生じさ11 
せた決定的な要因は明らかに、労働者の権利の侵害でした。労働階級による統治、というよりは独12 
裁を主張していた諸国の体制が根本的な危機に陥った端緒は、連帯の名の下にポーランドに生じ13 
た大きなうねりであったことを忘れてはなりません。労働者の群衆こそが、彼らの名を借りて語られる14 
イデオロギーを､断固拒否したのです。労働者こそが、労働や抑圧の厳しい実体験に基づいて、教15 
会の社会教説の内容とその諸原理をよみがえらせ、ある意味で再発見したのです。 16 
 もう一つ強調すべき事は、このような「ブロック」もしくは帝国の崩壊が、ほとんどすべての国で、も17 
っぱら真理と正義という武器にのみ頼る平和的抵抗によって成し遂げられたことです。（暴力に対し18 
て平和的抵抗が勝利したことを協調する。） 19 
この危機の第二の原因は、非効率的な経済体制でした。それは単なる技術的問題ではなく、個人20 
の発意、財産の保有、経済の領域における自由といった人権が侵害された結果と見なされるべき21 
です。さらに、文化的、民族的な側面も忘れてはなりません。すなわち、経済だけに基づいて人間22 
を理解することも、人がどんな階級に属しているかによってのみその人を定義づけることも、不可能23 
です。･･･それゆえ、労働を擁護する戦いは、おのずから文化や民族的権利のための戦いと結び24 
ついたのです。 25 
 しかし、新たな進展の真の原因は、無神論によってもたらされた精神的な空虚でした。その空虚26 
の結果、青年たちは進むべき道を見失い、しばしば個々の自己認識や人生の意味を探求せずに27 
はいられず、やがて自分たちの民族文化の宗教的ルーツを再発見し､そして、人間だれもが心にも28 
っている善、心理、生命への願いに実存的にふさわしい回答を与える､キリストご自身のペルソナを29 
発見するにいたりました。・・・＊宗教革命か？ 30 
 1989 年に起こった一連の出来事は、道徳的諸原則に従うつもりのない敵対者と対峙して、交渉31 
への意思と福音の精神が成功をおさめた一つの例でした。・・・ある意味では、それは祈りから生ま32 
れた闘いであり、人間の心をみ手に収められる歴史の主である神への限りない信頼なしには、考え33 
られないできごとでした。・・・ 34 
 35 
 1989 年の一連の出来事は、主として東欧や中東の国々で起こりました。・・・ 36 



20 

 

 第一の結果は、ある国々における教会と労働運動の出合であり（＊連帯とポーランド出身教皇と1 
の対話をイメージ？）､社会に蔓延していた不正に対するキリスト者の倫理的かつ明快な対応の結2 
果として生じました。ほぼ一世紀にわたって、労働運動はマルクス主義の支配下にありました。労3 
働階級が抑圧と有効に闘うためには、マルクス主義の経済理論、唯物主義理論を用いなければな4 
らないと信じられていたからです。 5 
 マルクス主義の危機に際して、自らの良心が命じるままに教会の社会教説に立ち戻り、その教え6 
に従って正義を求め、労働の尊厳を認識するようになりました。・・・1989 年の一連の出来事は、中7 
央や東欧の諸国にとって重要であったのと同様に、発展への道を模索している第三世界の国々に8 
とっても重要でした。（＊中華人民共和国には触れない） 9 
 第二の結果は、ヨーロッパ諸国民自身に関わるものです。共産主義の支配とそれに先立つ年月10 
の間に、数多くの個人的、社会的、地域的、国家的不正が行われ、憎しみや敵意がつのっていき11 
ました。（国家間の紛争を解決するための、国際組織の創設とその強化の必要性を述べる。）共産12 
主義を放棄した国々を精神的、経済的に再建するために、大いなる努力が必要とされています。 13 
 後に、発展は経済的観点からのみ理解されるのではなく、全面的に人間的なものとして理解さ14 
れなくてはなりません。・・・自然的、啓示的真理にのみ拘束される人間の良心の諸権利が全面的15 
に認められなければなりません。その理由は、 16 
（ａ）古い形の全体主義や権威主義が、いまだ完全に克服されていないから。 17 
（ｂ）先進国においてたびたび、つかの間の満足を追い求める欲求や嗜好に訴える、純粋に功利18 
主義的な価値観が広がりすぎたために、人間存在の真の価値の序列を認め、大切にすることが困19 
難になっているから。 20 
（ｃ）ある国々に新たな形の宗教的原理主義（ファンダメンタリズム）が台頭しつつあるから。 21 
 22 
第四章 私的所有と物的財の普遍的用途 23 
 レオ十三世は、『レールム・ノヴァルム』において、私的所有権の自然的性格を強く主張し、・・・教24 
会は今日に至るまでつねにこれを擁護してきました。同時に教会は、物的財の所有は絶対的権利25 
ではなく、この所有権の制限は、その人権としての本性そのもののうちに刻み込まれていると教えま26 
す。（＊分かりづらい、後出） 27 
 （第二バチカン公会議 1962-65 から引用して）「人間は財の使用に際して、自分が正当に所有し28 
ている物件を自分のものとしてばかりでなく共同のものとしても考えなければならない。すなわち、29 
物件は自分のためばかりでなく、他人のためにも役立つようにという意味においてである。」「私有30 
財産もしくは物件に対するある種の支配は、個人と家庭の自立にまったく必要な領域を各自に提31 
供するものであり、人間の自由の延長ともみなすべきである。・・・私有財産自体は、本性上社会的32 
性質を持っている。この社会的性格は財の共通目的の法則に基づくものである。」（＊やさしく言い33 
換えたのかもしれないが、社会的規範として考えた場合、依然として曖昧さを含んでいる。） 34 
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 この財の所有権と物的財の共通の用途に関する教えを､現代にも通用するものとして読み直すと1 
き、人間生活を維持し、人々の必要を満たし、人々の権利の対象となる物的財の起源に関して疑2 
問が生じるかもしれません。 3 
 大地は、神の第一の恵みです。・・・しかし労働なくしては､大地は実りをもたらすことはできませ4 
ん。・・・人間は大地の一部分、正確には労働によって獲得した部分を､自分自身のものとします。こ5 
れこそ個人的所有の起源です。 6 
（労働と土地の関係は、歴史とともに変化しています。）現代では人間の労働の役割は、非物質・物7 
質両面での富の生産要素として重要性を増しつつあります。・・・現代ではとくに、土地に劣らず重8 
要になってきた、もう一つの所有の形態が存在します。すなわち、ノウハウ、技術、技能の所有です。9 
先進工業国の富は、天然資源よりもこの種の所有に、はるかに多くの部分を負っています。・・・人10 
が、自分では使用しないものを生産するのは、普通、自由な売買交渉によって合意に達した適正11 
な価格を支払う人がその生産物を使用するように生産しているのです。まさにこの他者の必要と、12 
それらの必要を満たすために 善な生産要素の組み合わせとを予測する能力こそが､現代社会に13 
おけるもう一つの富の重要な源です。・・・こうして､訓練された創造的な人間労働と､その労働の本14 
質的要素の一つとしての発意と起業家能力の役割が､ますます明白かつ決定的になっています。 15 
 ・・・現代の企業経済には、積極的側面があります。その基礎は、他の分野と同様、経済の分野に16 
おいても行使される人間の自由です。経済活動とは、実際、きわめて多岐にわたる人間活動の一17 
つの部門に過ぎず、他のあらゆる部門と同様、自由の権利と、自由を責任を持って用いる義務を18 
含んでいます。しかし、現代社会の傾向と過去の傾向との間には、ごく 近のものをとってみても際19 
だった相違があることを明記しておくことは重要です。かつては生産の決定要素は土地であり、や20 
がてそれは諸々の生産手段の総体としての資本に代わりましたが、今日では、決定要素は次第に21 
人間自身、すなわち人間の知識、とくに科学知識、多様な人間をまとめあげた組織を作る能力、そ22 
して他者の必要を把握し、それにこたえる能力へと移行しつつあります。 23 
＊社会の変化を受け入れる。参考：知識（知価）革命論、サービス経済論 24 
 しかしながら、このような過程に伴う危険と問題を指摘しなければなりません。実際、多くの人－今25 
日では、おそらく大半の人－は、本来労働が中心であるべき生産体制に、実効的で人間の尊厳に26 
ふさわしいしかたで参加する手段をもっていないのです。この人々には、自己の創造性を発揮し、27 
その潜在能力を開発するために必要な基礎知識を得る可能性がありません。自己の素質が評価さ28 
れ､役に立つものであると知ることができるような､知識や情報交換の輪に入る道がありません。こう29 
して、この人々は、現実的には搾取されていなくとも、実は大いに疎外されているのです。・・・ 30 
 他の多くのひとびとは、完全に疎外されていないとはいえ、 低限の生活水準をかちとることが31 
優先の課題であるような暮らしぶりです。このような状況は、工業化の 初の段階の暗黒時代に劣32 
らず､今なお、 も初期の資本主義の法則が「容赦なく」幅をきかせているということです。・・・土地33 
を耕す人は土地所有権から閉め出され、いわば農奴のような立場に追いやられています。・・・先34 
進国では大きな変化が起こったにもかかわらず、資本主義の非人間性と、その結果生じた「もの」35 
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による「人」の支配とは、姿を消す気配はまったくありません。・・・不幸にも、第三世界の大多数の1 
人々が、今日なおこのような状況に暮らしています。 2 
＊かつての南北問題に関心があるようだ。「低開発の開発」（＝低開発地域の積極的創造）には反3 
対のようだ。カトリックの基盤が先進国から第三世界に軸足を移していることと無縁ではないだろう。 4 
 5 
 ある経済体制が､人間労働の自由で人格的な本性と対立する､資本の絶対支配、生産手段と土6 
地の所有を維持するための手段と理解されるなら、そのような経済体制と闘うべきであるという主張7 
は正しいことです。このような体制との闘争において、代替されるべき体制として提示されるのは、8 
実際には国家資本主義になってしまうような社会主義体制ではなく、むしろ自由な労働、企業心、9 
参加からなる社会です。この社会は市場に反対するものではなく、むしろ市場が社会の諸勢力と10 
国家によって適正に管理されて、社会全体の基本的な必要を満たすよう保証することを求めてい11 
ます。 12 
 教会は、ある企業が健全に機能していることを示す指標としての、正当な利潤の役割を認めます。13 
しかし、収益性だけが企業の状態を示す唯一の指標ではありません。企業の財務会計が順調であ14 
っても、企業にとって も価値のある資産である人々がないがしろにされ、その尊厳が侵されてい15 
るということもありえます。・・・利潤はある企業の活動を規定する一つの要素ですが、唯一の要素で16 
はありません。すなわち、他の人間的、道徳的要素も考慮されなければなりません。このような要素17 
は長期的に見れば、企業の活動にとって、少なくとも利潤と同等の重要性をもっています。 18 
 以上のような批判は、経済の仕組みに対してというよりも、むしろ倫理や文化の仕組みに対して、19 
いっそう向けられるのです。実際、経済は人間活動全体の一つの側面、一つの次元にすぎません。20 
もし経済生活が絶対化され、財の生産と消費が社会生活の中心になり、他のどのような価値にも従21 
わない社会の唯一の価値になるならば、その理由は経済の仕組みそのもののうちに見いだされる22 
のではなく、むしろ、社会・文化の仕組み全体が倫理的、宗教的次元を無視することによって弱体23 
化し、ついには自己を財とサービスの生産だけに限定するに至るという事実にこそ、見いだされる24 
のです。 25 
（ここで、マルクス主義批判に転化する。）マルクス主義はこうして（市場の積極的価値を否定するこ26 
とによって）、集産主義社会においてのみ疎外は除去される､と主張するに至るのです。しかしなが27 
ら、社会主義諸国の歴史的体験が不幸にも教えたことは、集産主義は疎外をなくすどころかそれを28 
増大させ、加えて基礎必需品の不足と経済の非効率化をもたらす、ということでした。 29 
（つぎに、西側にも切り込みます。）西側世界の疎外は、消費主義において生じます。消費主義は、30 
人々が真の具体的な方法で自らの個性を体験することを助けるのではなく、人々を偽りの表面的31 
な満足の網にからめとるのです。疎外はまた、労働においても見いだされます。このとき労働は、32 
大限の収益と利潤を確保する目的で組織され、労働者が自らの労働を通して人間として成長する33 
か､すり減らされるのかには何の関心も示されません。・・・ 34 
 疎外には手段と目的の転倒があることを認識したうえで、疎外という概念が再びキリスト教的な現35 
実認識に導入される必要があります。人が自らと他者のうちに人間としての価値と偉大さを認めな36 
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いとき、その人は実は、自らの人間性から利益を得る可能性、他者との交わりの関係－このために1 
こそ、神は人をおつくりになったのです－に入る可能性を､自分から奪っているのです。事実、無償2 
の自己贈与によってこそ、人は真に自己を見いだすのです。この自己贈与は、人間の本質的な3 
（＊自己を超越する）「超越能力」によって可能となります。 4 
 少なくともカール・マルクスが分析し記述した種類の搾取は、西側世界では克服されました。しか5 
し、人々が互いに利用し合うとき、また人々が、自らの個人的、二次的要求（ニーズ）をより徹底して6 
充足させることを追求する一方で、第一の真の要求、他のあらゆる要求の充足の方法を規定すべ7 
き要求（＊自己贈与のような他者への献身？）を無視するとき、疎外は依然として克服されてはお8 
らず、さまざまな搾取の形で残っています。（＊「疎外」「搾取」は、未定義用語で分かりづらい） 9 
 10 
第五章 国家と文化 11 
（「真の民主主義」「正しい人間観」「究極的真理」など、無内容と思われる用語を多用。） 12 
（「人間が自らの完全な自己認識を獲得するために従うべき超越的真理が存在しないなら、権力は13 
これに取って代わり、各自は勝手に自己の利益のみを追求するようになる。」とか、「真理がなけれ14 
ば、自由はその土台を失い、人間は恣意的感情の暴力にさらされ」など、宗教がなければ秩序は15 
失われる、という傲慢さ、思い込み。 16 
文化については、具体的なものはなにも語っていない。） 17 
 18 
第六章 人間は教会の道である 19 
（グローバリゼーションの用語がやっと出てくる。前向きに評価。回勅三では、多国籍企業には批判20 
的であった。） 21 
＊以下は、非キリスト者にとっては、ほとんど意味を持たない内容である。 22 
 23 
近代歴史年表 24 
1848 共産党宣言（共産主義者宣言） 25 
 フランス 2 月革命 26 
1859  『種の起源』発行 27 
1861 アメリカ南北戦争 28 
1864 国際労働者協会（第 1 インターナショナル）結成される 29 
1865 メンデル「メンデルの法則」発見 30 
1869-70  第 1 バチカン公会議 31 
1871 パリ・コミューン 32 
1889 第 2 インターナショナルがパリで結成される 33 
1891 教皇レオ十三世回勅『レールム・ノヴァルム』発布 34 
1894 日清戦争始まる 35 
1914 第 1 次世界大戦勃発 36 
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1915  アインシュタインが一般相対性理論を完成 1 
1917 ロシア革命 2 
1920 国際連盟結成 3 
 ドイツにナチスができる 4 
1922 ソビエト社会主義共和国連邦、成立 5 
1928 スターリンによる第 1 次 5 か年計画開始 6 
1931 ピオ十一世教皇回勅『クアドラジェジモ・アンノ－社会秩序の再建』 7 
1933 ドイツにヒトラー内閣が成立 8 
      ヴァティカンとナチスの間で政教条約＝コンコルダート締結 9 
1935   ニューディール政策と連邦社会保障法（老齢年金、失業保険など） 10 
1939 第二次世界大戦が始まる（～1945） 11 
1945 ヤルタ会談、ポツダム会談 12 
 国際連合成立 13 
1949 中華人民共和国成立 14 
1962 キューバ危機 15 
1962-65 第 2 バチカン公会議 16 
1965 アメリカが北ベトナム爆撃開始 17 
1969 アメリカのアポロ 11 号が月面着陸 18 
1971 パウロ六世教皇書簡「オクトジェジマ・アドヴェニエンス」 19 
1975 ベトナム戦争が終結 20 
1979 ソ連がアフガニスタンに侵攻 21 
1990 東西ドイツが統合 22 
1991 ソ連邦解体 23 
1991 教皇ヨハネ・パウロ二世回勅『新しい課題－教会と社会の百年をふりかえって』 24 


