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在日華人教会の布教と課題

― 在日華人クリスチャンセンターの活動を事例に―

百 古 楽

要 旨

本稿は在日華人キリスト教会における宣教的課題を整理したものである。

在日華人キリスト教会は，日本社会における中華系の人々を中心に形成した

プロテスタントの教会であるゆえ，在日華人社会の影響を深く受け，またそ

れを何らかの形でその教会の中で反映している。在日華人クリスチャンセン

ターのような宣教組織は，現地の各教会の協力で，在日華人向けに宣教しよ

うと発足した。しかし，それに対して，各教会の態度は大きな差異が生じて

いる。それは主に，在日華人教会の中で存在する宗教的アイデンティティよ

りエスニック・アイデンティティが優位であることと，教派の対立の問題に

よって，教会は相互に閉鎖的になっているからである。

キリスト教では宗教的アイデンティティを最優先すべきだと求めている

が，在日華人キリスト教徒の中でその宗教的献身度の差異によって，台湾信

徒と中国大陸出身の信徒の間でエスニック・アイデンティティが優先される

現象が少なからず存在している。一部の在日華人クリスチャンセンターの宣

教活動に積極的に参加している教会は，すべての教会は皆イエスキリストの

教会であるため，宣教という「大儀」の前に協力すべきだと主張しているが，

一部の教会は宣教の重要性を認めるのだけれども，正しいキリスト教の認識

を強調して，多くの教派が集まるそれに参加せず，自らの宣教活動を行って

いる。それに対し，教会の一般信者と指導者とは必ず同じ立場に立っている

のではなく，一般信者は単純に宣教するのは自分の信仰にとって必要なもの

だと思ってそれに積極的に参加するものが多いのであるが，教会の指導者は

正しいキリスト教の教えを重視し，教会の権威を強調することで，一般信者

との間に亀裂が生じる場合も存在している。しかし，それはまた相互の従順

という教義によって緩和されているのである。
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１ はじめに

日本に暮らす外国人は，1990年６月の「出国管理及び難民認定法」（＝「入管法」）の改正によっ

て，1990年の107万人から2014年末までに212万人まで倍増している。その中で，中国籍の滞

在者は最も多く，65万人まで増加している 。そして，日本が少子高齢化社会になり，特に第一

次産業における労働力不足の問題を緩和するため，発展途上国から「技能実習生」を呼び寄せ

ることも新しいものではない。また，日本政府は2008年，「留学生30万人計画」を発表した。

これは，日本への留学生を2020年までに，当時の14万人から30万人に増すという計画であり，

2014年の時点で21.5万人にまで増加している 。

このような状況下で，ホスト社会とする日本において，外国人たちはどのような生活を送っ

ているかについて理解が必要とされてくる。そのために，彼らの被雇用状態や経済状況につい

ての理解は当然であるが，彼らの宗教生活についても理解する必要がある。宗教信仰者にとっ

て宗教は何よりも重要であり，超越者への思いを一般の生活を通して表現し，信仰は彼らの価

値観を決めるものであるため，彼らの価値観に触れることなくして真の理解は難しい。そのた

めに，移民たちはホスト社会の中で，自分の宗教をどのように実現しているかを研究する必要

がある。（三木・櫻井2012）

日本におけるエスニック宗教に関する研究は少なく，またそれは主にブラジル，タイ，韓国

などの主に移出先国が宗教との関係が深いエスニック集団に集中している。しかし，日本に中

長期滞在する外国人の中で最も多い中国人について，彼らの宗教についての研究は非常に少な

い。その原因の一つとして，元々中国人の中で，宗教信仰を持つものが他の移民と比べて非常

に少ないということがある。そこで，数少ない宗教信者はなぜ宗教を信じるようになったのか，

どのような宗教生活を送っているのかを研究することは，同じ出身国の移民の中で宗教を信仰

する者が多い状況で，宗教を信じるようになるということと，異なる文脈を持っていると考え

られるため，この視点での研究は必要である。

在日華人キリスト教徒についての先行研究は非常に少ないが，その中で成瀬千枝子（2005）

は，大阪の華人教会に対する調査を通して「在日華人クリスチャンの組織活動とエスニック・

アイデンティティ，下位アイデンティティ」の関係について分析した。調査によって，主に伝

道する対象と礼拝で使用する言語により，出身地が分かれている現象から，華人キリスト教会

の信者たちは宗教的アイデンティティよりエスニック・アイデンティティが強く，エスニック・

アイデンティティより下位エスニック・アイデンティティが強いと言う結論が出されている。

また，王柳蘭（2015）は，神戸華人キリスト教会の設立及びその発展の歴史を，その教会が発

行した記念誌をもとに整理し，分析した。 春芬が「日本における中国人コミュニティ」にお

いて東京におけるキリスト教会について紹介した部分がある。その研究では，教会が一つのエ

スニック・ネットワークの拠点となっているという視点から，礼拝参加者の動機や背景につい
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て紹介している。しかし，これらの研究は，いずれも個別の教会における信者の入信した経過

や宗教的アイデンティティとエスニック・アイデンティティとの関係などに対する分析であっ

て，在日華人教会という大きな背景についての議論がない。そこで，この論文では，在日華人

教会の宣教に対する研究を通して，在日華人教会で抱えている様々な問題及び議論を紹介した

い。

キリスト教にとって，宣教とはその宗教の重要な一環であり，それは「神を愛せよ，隣人を

愛せよ」という教えと同様に，すべての信者が皆実践すべきキリスト教の教えの一つ である。

それにより，多くのクリスチャンがキリストの福音を述べ伝えるという使命感を持ち，またそ

れを実践している。

宣教を個人的に自分の生活の中で行うことと教会・教団の単位で行う宣教活動，そして個別

の教会や教団に属せず，独立した宣教組織で宣教を行う等の多くの宣教のパターンがある。本

研究では，独立した宣教組織で活動している在日華人クリスチャンセンター（Japan Chinese
 

Christian Center，以下 JCC）の宣教活動の内容及びそれに対する意見や対立等に対する分析を

通して，今日の華人キリスト教界が抱えている問題を明らかにし，在日華人基督教会現状を把

握することを試みる。

本研究で扱っている在日華人とは，広い意味の中国文化を受け継ぐ日本に何らかの資格で中

長期滞在している中華系の人々を指す。本来，華人とは移住先の国籍を取得した中華系の住民

をさし，国籍を取得していない華僑と区別される。しかし，キリスト教は国家や民族を越える

普遍性を強調することによって，在日華人教会であれば，既に日本帰化した華人だけではなく，

華僑といわれる在日中国人，在日台湾人，他の中華系の人，そして文化的に中国文化に馴染ん

でいる中国帰国者たち及びその二世・三世などの中国文化を受け継いでいる者や中華系の人々

が含まれている。2014年末まで，在留資格を有して中長期滞在する中国人と台湾出身者は65.5

万人と４万人となり ，日本に在住している中国帰国者とその家族を合わせて1.9万人がいて ，

帰化した中国人がおよそ10万人だと推測すれば ，在日華人は最低で80万人以上になってい

る。

調査方法としては，主に JCCのホームページ などで公開している情報を基本的な資料とし

て，また関係者の牧師や自発的に参加しているキリスト教信者らに対するインタビューを通し

て JCCの特徴を把握する。そして，それに参加していない教会の牧師や宣教師及び一般信者に

対する聞き取り調査を通して，JCCの宣教活動に対する様々な見方を分析した。

２ JCCの宣教活動

JCCは，日本の華人教会を連携して，在日華人向けに福音を述べ伝え，福音事業のために働

く弟子を育て，その弟子たちが日本各地に教会を立てて，将来的に世界に向けて宣教師を送り

百：在日華人教会の布教と課題

― ―273



出すというビジョンを持つ華人キリスト教の教会連合のような宣教組織である。その発足は

2013年５月11日・12日に東京で開かれた初の在日華人基督教会の伝道大会であり，そのため

の「準備委員会」が設立された。準備委員会のメンバーは主に東京における華人教会の牧師や

宣教に熱心な一般信者たちである 。

このような各教会の信者が集まって福音事業を行うとき，各教会の牧師の承認を得て，それ

ぞれの教会から其々の代表者を出してその事業に参加や協力するのは一般的であるが，JCCは

すべてのクリスチャンが自由に参加できる開かれた形にしている。これについて，JCCのメン

バーである韓国からの宣教師―朴樹民牧師は，「

以外に，月に一回の聯合祈祷会を行

い，また宣教のために働く弟子を育てるために，不定期でバイブルスターディと宣教のための

訓練を行っている 。

そして，こ

の論文では，これらの問題が華人キリスト教界で，どのように存在しているかを分析すること

を通

」と語っている 。

それに協力的な姿勢を持っていない教会の主な理由としては，主に（一）教派の違い，（二）

教会のプログラムと衝突，（三）効果的ではない，という三つの理由が挙げられている。しかし，

これらの問題の裏にあるのは，今日の華人キリスト教界が抱えている問題である。

の活動内容は，表１で示している伝道会と短期宣教

することを目的とする。

活動内容について

JCC

握リストして，在日華人キ の現状教会 把を

本来で の牧師のあれば，各教会 力を得て協 ，

ちた 集が牧師 この福音まってこの事業を推進させるべきだが， い教会も事業に協力しな るかい

，にようら，我々は今の 認を福音に熱心であれば，属する教会の牧師の承 ても得なく 自で誰 も

るい由に参加できる形をとって

表1

日にち
伝道師及び
宣教チーム

参加者数 決心者数 主な内容

2013年５月11，12日 遠志明氏 2,910人 241人 大型伝道会

2014年１月6-11日 タイ短期宣教 チエンマイ短期宣教

2014年５月20，24，25日 誠牧師 1,135人 68人 大型伝道会

2014年８月22-24日 美之泉 音楽伝道会

2014年10月17-19日 張伯笠牧師
1,651人

(内，東京会場1,371人)
135人

(内，東京会場107人)
大型伝道会
(17日大阪，18，19日は東京)

2014年９月14日 劉富理牧師 46人 4人 癒し特会

2014年11月２日 愛心歌社 音楽伝道会

2015年５月16，17日 張路加牧師 1,061人 98人 大型伝道会

(筆者が JCCのホームページ上の情報を基に作成した)
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中国の国内事情によって，多くの日本において華人向けに宣教している教会や団体のビジョ

ンの一つは，将来独自で日本各地で華人教会を開拓できる，或いは中国に戻って宣教できる中

国人宣教師を育てることである。JCCもこのようなビジョンを持って，積極的に中国人留学生

向けに宣教している。

朴牧師は，「日本における華人は概ね80～100万人がいて，その中の20万人は東京に住んで

いる。そして，中国国内のクリスチャンの比率は大体8%～10%」と言われている。例え，8%で

計算しても，東京における華人の中で１万６千人のクリスチャンがいることになる。そうなる

と，一件の教会で100人の信者が集まるとすれば，160件の教会が必要であるため，今の状況（19

件，筆者 ）では，華人教会が非常に不足している。このような現状から，教会を開拓できる華

人宣教師を育てる必要がある。それだけではなく，将来的にこれらの華人宣教師たちが中国に

戻るか，或いは中東やアフリカなどの国々に行って宣教し，世界宣教の中で有力な一員になれ

ることを想定してこの事業を展開していると語っている。このように，世界宣教のために華人

宣教師を育てるというビジョンをもつ朴牧師はアフリカでの宣教状況を把握するために一家を

連れて，2015年８月から一年間ケニヤなどのアフリカ諸国に短期宣教することにした 。

宣教師を育てるために JCCが発足してから間もなく，2013年の５月の大型伝道会の後，９月

の聯合祈祷会で JCC初の短期宣教―タイ短期宣教することを決め，八回の育成訓練を経て，

2014年１月６日から11日まで，朴牧師と他に15人の一般信者ら16人が六日間タイ北部の

チェンマイで短期宣教を行った。宣教した対象は第二次世界大戦後にそこに残った中国残留軍

人及びその家族である。彼らの一部は今まで中国語を使用しているため，現地には三つの中国

語の学校があり，その中一つは870人が在籍するキリスト教系の学校である 。このように，

JCCは宣教師を育てるために，宣教の実践を行ったが，それから現在までの一年半以上の間ま

だ二回目の短期宣教を行っていないのである。

表１で示しているように，2013年から2015年まで計四回の大型伝道会を行い，2014年には

二回行い，2015からは年に一回行うことを決めた 。今までの伝道会で説教した牧師は，皆華人

基督教界で有名な牧師である。特に，遠志明氏 と張伯笠牧師とは1989年の天安門事件の学生

指導者であった二人である。彼らは事件直後にアメリカへ亡命して，後にキリスト教に入信し

た。従来から知名度の高い二人は，華人キリスト教界でも有名な福音伝道師になった。

遠氏が牧師として招かれた2013年の伝道会は遠氏の知名度の高さと，第一回の伝道会という

こともあって，参加者が2,910人を数え，四回の伝道会の中で参加者が最も多い回となった。

このように，知名度の高い福音伝道師を招いて伝道会を開くことを通して，多くの未信者に福

音伝道を行っている。そして，表１で示しているように，伝道会で自分がキリスト教に入信す

ることを決心した者が少なくない 。その後，キリスト教に入信することは必ず実体がある教会

に参加することが一般的であるので，これらの決心者はそれぞれの状況に合わせ，教会に行っ

て信仰生活を送るように勧められている。
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JCCのイベントで，このような年に一度（2014年は２回）の福音伝道会以外に，音楽伝道会

や癒し特会などが行われた。音楽伝道会といっても，それは主に有名な賛美チームが来日して

音楽会を開催するようなもので，福音の説教をしたりするものではない。現在，キリスト教で

は「癒し特会」と言えば，聖霊派教会のことを指す場合が多いが，2014年９月に JCCで行われ

た癒し特会は，一般の聖霊派教会の癒し特会とは違い，会場で直接病気の癒しや病気が癒され

た証の部分が少なく，説教を担当した劉富理牧師 は過去に癒しをした経験を語りながら，現在

の多くの問題を抱えているキリスト教徒の根本的な問題は，イエスキリストを救い主だと認め

るが，人生の主としてキリストの教え通りに行動しないことと，他人を赦し自分を憎しみから

解放することを中心に説教をした。これは一般の福音派教会の日曜礼拝と似たようなものであ

り，一人の子供を合わせて46人が参加した 。その中の四人はクリスチャンの友人に誘われて

参加したが，集会中に劉牧師に

います，イエス

様はあなたの心の中へ入りました」と宣告するのは，大勢の前というプレッシャーの前に「い

いえ」と言えるかという問題を別にして，一時の表現でその人はキリスト教徒になったと宣告

するのは，キリスト教ではそのイエスの救いや人間の罪などのことを理解してから，イエスキ

リストを自分の主として受け入れる，つまりキリスト教に入信することを自ら選択するという

容はほとんどないものであるた

め，キリスト教の言っている内容が何であるのかを

と一緒にイエス様を主として受け入れるような内容のお祈りし，その後に

て良いかという問題がある。また，集会の中で直接誠意をもっ

て祈ったかと，大勢の前に聞いて，答えは「はい」

と四人とも同じことを聞かれ，同じ答えをした。その後，劉牧師から，

内

ト教の入信する

経過のように見えるが，実際に多くの問題がある。まずは，劉牧師

知らず

とその人たちはキリスト教徒になったと宣告した。一見それは，普通のキリス

説教の中で，キリスト教

の中心的な内容―人間の罪，キリストの救いなどについて

の

が叩い

，心の感動だけで「それはイエス様

ござ

宣ている」と簡単に

れ

言し

おめでと

の

あ うば，「で

聞 し動感を今 いて今日のメ ジーたち日新しく来た人 セ ，，もし エス様ッ ら あそれはイた が

戸口たたの しは「見よ わな だれか心に話しかけています。 いている， 立って 私の声に 。，叩

」は中ものがあ 私， いてに入る わ聴いて戸を開ける イエスれば どう いるとを ， っ 叩や て が

中い説 ）教 聞 エス様て心のかりますか，話（ ，それはを 感動し が叩いていで イ ことたら る

たはイな の中 あへ迎えたい心様をです。あ け入れエス で， れば，一緒ですか いもし受 にた

。う祈 しりし ょお ま

しりっをも てお祈あなたは誠意 か？ました

いは 。

は今イエス様であれば， いますか？こど に

。に私 います中の心の

1 た。4年９月14日夜７時25分，イエスキリストはあなたたちの心の中へ入りまし20
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ことの大切さが重視されているかという疑問がある。

このように，伝道会などの集会を通してキリスト教の福音を述べ伝えている中，簡単に人を

キリスト教に入信したと宣告することで，信者獲得しようとしている。しかし，実際にその後

にどのぐらいの人が教会に行き続けているかはわからない。しかし，キリスト教にとって日曜

礼拝を守り，一般の生活の中で善を行うことを通して，自分がほんとにキリストを信じている

ことを再確認することが必要であるが，牧師や宣教師に「イエス様がもうあなたの心の中に入っ

た，あなたはもう救われた」と宣告されることで，自分の信仰を再確認せず，自分がキリスト

教徒だと自称しながら，従来の生活と全く相違のない生活をしている人は少なくない。劉牧師

の説教の中でも，現代のキリスト教徒が抱えている問題の本的な問題は，主イエスを本当に自

分の人生の主として思っていないと言いながら，参加者が簡単に救われた，と宣告されること

が，まさにその根本的な問題を引き起こしているのではないかと思われる。

３ JCCの活動をめぐる議論

朴牧師は，中国国内のキリスト教徒が総人口の中で占める割合で，在日華人の中でのクリス

チャンの数を推測することにより，華人キリスト教界にとって在日華人は大きな「潜在的な市

場」だと認識して，信者数に対してそれを出身国の要素を中心に考えている。しかし，現在の

在日華人クリスチャンの数は在日華人の総人口の0.3% にしか達していない。これは，この比

率は日本人の中のプロテスタントの割合0.4% と非常に近い。それによって，宗教信者の数に

対してホスト社会がエスニシティより大きいな影響力を持っているのではないかと考えられ

る。であれば，在日華人教会の信者数はそれほど大きく増加する空間があるかという疑問に直

面するのであろう。

この問題に対しては，社会の原因とキリスト教内部の原因という二つ意見がある。朴牧師は，

在日華人キリスト教会が増えない理由は主に教会側にあるとみている。それは，日本教会の宣

教の意識が薄いことと，華人教会の内部での下位エスニック・アイデンティティが宗教的アイ

デンティティより優先されていること，及び教派の対立によってお互いにほとんど交流しない

ことが在日華人教会の発展を妨げている主な理由として挙げられている 。ここで，まず筆者の

調査で社会的な原因があると思われる意見について紹介したい。

⑴ 社会的な原因

在日華人クリスチャンの数が増えない原因について，L牧師の見解は，日本に来た華人の多く

は経済的な利益を求めて日本に来た。そして，日本に来た後，日本社会の働き方を見て，それ

を学び，その中で自分の日本に来た目的を達成しよう努力する。その結果，在日華人の行動様

式が日本社会に適合していくのである。このように日本社会で適合していくためには言葉の問
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題や文化の違いによって，在日華人は一般の人よりさらに努力しなければならないので，信仰

の問題を考える余裕がないため，キリスト教と向かい合う機会すら非常に少ないのである 。

確かに，筆者が東京と大阪の教会に調査に行った際も，多くに信者にインタビューを依頼し

たときは皆喜んで受け入れるが，ほとんどの人は日曜日にして欲しいと言った。その理由とし

て，平日は仕事が忙しく，ほぼ毎日のように夜8～9時まで残業し，家に帰るときにはすでに10

時ぐらいになっていること，そして土曜日に残業することも少なくないという状況がある。

Aさんは来日７年目の華人クリスチャンであり，日本の大手企業で働いて５年目になる。彼

は今，毎週日曜日に日暮里国際基督教会で礼拝していて，礼拝中の司会と賛美に積極的に参加

している信者である。Aさんは

れていて，アメ

リカの華人教会の多くはこのように現地のアメリカ人教会から礼拝場を提供された経験がある

が，これは日本では非常に稀なことである 。

このような日本教会の影響を受けて，在日華人教会も同じように，他の教会と協力して福音

事業を展開するより，各自で行うのが一般的であり，何よりまず「自分をちゃんと守ることを

考えている」。そして JCCのような福音連合に参加することに消極的である。これらの教会は外

から新しい人が加わることを喜んで受け入れるけれども，他の教会間では閉鎖的である 。宣教

師が華人教会はこのような状況になっているのは，日本

このように，在日華人教会の信者は仕事以外に自由に分配できる時間が少ないことと，日曜

日も礼拝があることで，職場と教会以外の友人と接する時間がほとんどないことで，非信者の

在日華人はキリスト教に接する機会が少なくなり，そして，人生の意義を失うなどの出来事が

なければ，自ら信仰の問題を考えることもないのである。このような社会的な状況に対して，

在日華人教会自身にどのような問題があるかを次に紹介しよう。

⑵ 教会の閉鎖性

エスニックチャーチは聖書の学び会や家庭教会のような小さな集まりから始まって，段々規

模を拡大していくのは一般的なパターンである。そこで，一定の規模に達したら固定的な礼拝

場が必要となるが，資金などの問題によって，最初に考えられるのは現地の既存教会の礼拝場

を借りて，礼拝をすることである 。これはアメリカなどの国では一般的に行わ

いると意見を述べなって教会のように

である 東京では皆このようなかわからないけど，他のところはどう 仕事に追状態だ―

て，せっ く休めるのに，なんでかく日曜日仕事がなわれ，毎日残業し くの，また教会に行

れる。 仕事して，夜も遅くま…このように平日はと同僚によく聞か ，週末にで残業して な

日との曜 るかと聞かれたら，どっちの一つに残業すると土曜日と日 日礼拝私は当然日曜 が

日 残に に来ている。それで業して，日曜日に教会あるから，土曜 た時の同，中国にい 級生

にい東京 くない。時々同窓るけど，会える時間が多が何人かが今 ，共通会があるけど 話の

くな少 会わなくなった。なって，それで皆あまりす話題も段々
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ているが，その原因を日本教会に帰結するのは妥当性を欠けているのであろう。

日本社会の影響があるからこそ，今日の日本教会がこのようになっていると言えよう。キリ

スト教のような外来宗教が日本に伝来して，社会規範の中でしか行動が許されないので，日本

社会において，キリスト教が今日のような姿で受け入れられている。同じように，日本におけ

る華人教会も，在日華人社会の影響を受けて今日のようになっていると思われる。であれば，

華人教会が日本教会化している状況は，上にも述べたように在日華人の生活規範が日本化して

いるということが背景にある。言いかえれば，日本社会の影響を受けていることであり，日本

教会の影響を受けているということではないのであろう。

キリスト教にとって，信仰を深めるために信仰の基盤となる聖書の学びは欠かせない。聖書

は神様の御言葉と告白するなら，聖書を学ぶのは当然のことであり，自らの理解で神の教えを

正しく学び，自分の信仰を普段の生活の中で実践すべきということをキリスト教の教義で求め

ている。特にプロテスタントの教会で，牧師や宣教師の教えだけに頼らず，信者各自で聖書の

教えを学ぶことを重視しているのが一般である。それによって，教会のプログラムは聖書の学

びから，延長線上で隣人愛を実践する社会福祉まで，教会の規模によって多種多様な事業が展

開されている。

教会で聖書の学びの会を開くのは，牧師や宣教師の考え通りに聖書が教えられているのでは

ないか，という疑問も生じるが，その面も否定できない。それに対し，教会の牧師や宣教師の

解釈より聖書の教えを最優先して，それを判断の基準とすることを正常な教会で教えられてい

る。しかし，牧師の解釈や意見が聖書より優先され，牧師の権威が聖書より上になり，或いは

牧師が自分の意思で聖書のある点だけを強調し，信者の意思をコントロールしようとした場合，

教会がカルト化する。例えば，神聖中央教会の事例でそのような特徴を持っている。（李・櫻井

2011）もちろん礼拝以外に何もしない教会もある。

これらの教会の各プログラムに対して，上述したように，自由に分配できる時間が少ないと

いう在日華人の事情によって，信者たちが教会のプログラムに参加できる時間が非常に限られ

ている。このような環境下で，教会のプログラムは信者のニーズに合わせて各プログラムを制

定している。

地上のあらゆる教会は，皆一つのイエスキリストの体である「教会」の一部分であり，お互

いに競争するライバルではなく，助け合う兄弟姉妹であるというが，実際の信仰生活を特定の

教会で実践しているから，教会としては，自分の教会に属する会員は，自分の教会のプログラ

ムを優先に考えて行動することを会員に求めるのである。JCCは各教会の牧師や信者の協力で

活動を行っているから，各教会のプログラムを優先するのは当然のことである。しかし，平日

の時間がほとんど利用できないことで，多くのプログラムを日曜日に行っている。そのとき，

週末は教会や宣教組織にとって重要な資源になり，それを十分利用しようとする。信者にとっ

て，どちらも神様のためだから，自分の教会で礼拝するか，或いは JCCのような福音機構に行っ
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て伝道会に参加するのかは，同じことであると考え，自分の母教会の礼拝に参加しない人もい

るのである。

これに対し，積極的に協力して参加していない教会の牧師や宣教師はそれに対して，あらゆ

る教会の活動というのは，礼拝を妨げてはならない。必ず自分が属する教会の礼拝を確保した

うえで，他の事業を展開すべきだと強調している 。

この教会間の閉鎖の問題は，社会の影響の原因があるという意見以外に，他方で，その原因

は主に教会側にあると主張する意見は，主に信者自身の宗教的アイデンティティとエスニッ

ク・アイデンティティと下位エスニック・アイデンティティとキリスト教の教派の対立にも大

きな関連があると述べている。

⑶ エスニック・アイデンティティの影響

キリスト教にとってすべてのアイデンティティよりキリスト教徒という宗教的アイデンティ

ティが最優先されることを求めているが，今日の在日華人キリスト教界の中で，エスニック・

アイデンティティが優先的に考慮されている現象は稀なことではない。

成瀬（2005）の研究でも，大阪における華人教会で宗教的アイデンティティよりエスニック・

アイデンティティが優位であり，エスニック・アイデンティティより下位エスニック・アイデ

ンティティが優位である結論が出されている。このような結論が出されているのは，大阪の華

人教会が政治区域単位の下位エスニック・アイデンティティの勃興によって分裂したことであ

る。政治区域単位とは，ここで具体的に「台湾人」と「中国人」ということを指し，1980年代

半ばから台湾の独立意識の台頭と「台湾人」というナショナル・アイデンティティの台頭した

こととにより中国との政治的対立が激しくなったこと及び，在日中国人の増加という背景のも

とで，大阪基督教長老会の信者の中で台湾人の教会や中国人の教会という対立があったことで，

最後に分裂に至った。

日本華僑基督教団の石井豊牧師（台湾出身）は本来大阪基督教長老会の信者であったが，教

会の宣教方向と石井氏（当時牧師ではなかった）の中国人向けの宣教する意向が一致しなかっ

たことで，石井氏は教会を離脱して大阪中華福音教会を設立した。しかし，後になって伝統的

な礼拝方式を守るべきだと思う石井氏とカリスマ運動を受け入れた牧師との経営方針が異な

り，また信者が牧師の影響を受けて牧師の立場を支持したことで，石井氏は再び教会から離脱

した。その後，大阪基督生命堂を設立し，後に拡大して日本華僑基督教団になり，石井氏自ら

牧師になって牧会した。

このように，石井牧師は聖書の教えを守るために，台湾人という下位エスニック・アイデン

ティティよりキリスト教徒という宗教的アイデンティティを重視し，従来の教会から離脱し，

また，伝統的な礼拝方式を守るために再び教会から離脱した。そこで，注意しなければならな

いのは，先程も述べたように，キリスト教では宗教的アイデンティティを最優先すべきという

― ―280

北海道大学大学院文学研究科 研究論集 第15号



ことであり，キリストのためにすべてを放棄すべきと聖書で書かれている。それによって，同

じキリスト教徒でも，宗教に献身する程度によってあり方が大きく異なるのであり，それを把

握することは，キリスト教会の中の問題を理解するための重要なポイントである。つまり，教

会の中の諸問題に対して信者が何に基づいてそれを解決しているか，或いは，それを正当化し

ているのかを分析する必要がある。

大阪基督教長老会の下位エスニック・アイデンティティによって分裂した事例は，華人教会

の中で確かに下位エスニック・アイデンティティと優先する傾向があることを表している。他

方，また石井牧師のように下位エスニック・アイデンティティの壁を越えて宗教的アイデンティ

ティを優先させた面もある。このように華人教会の中で，中国人と台湾人という政治的単位の

下位エスニック・アイデンティティの問題が，在日華人教会のみの問題ではない。アメリカ華

人教会の中でも，同じような現象が存在していた（Yang1999）。現在，東京の華人教会で奉仕

している，アメリカで生活していた台湾出身のある牧師からも，現在の在日華人キリスト教会

の中で，中国人と台湾人と政治的意識によって，相互に交流しない現象は30年前のアメリカの

華人教会のようである 。このことが，華人教会の下位エスニック・アイデンティティの問題が

教会間の交流を阻害している主な原因の一つになっている。

⑷ 教派をめぐる論争

今日の華人キリスト教会においてもう一つの課題は，カリスマ運動をめぐる論争である。実

際に，この議論は新しいのものではない。カリスマ運動とは，神の三位一体の位格の一つであ

る聖霊の働きを強調し，聖霊の満たしには異言の印があると言い，それ以外に癒しの奇跡と汚

れた霊を追い出すなどの聖霊の賜物が強く現れること強調し期待する特徴を持つキリスト教の

中で生じた「運動」であり，そしてこのカリスマ運動を受け入れた教会を聖霊派教会ともいう。

20世紀初めごろのカリスマ運動は，メソジスト教会から異端として追い出された人々がペンテ

コステ派を設立し，その後に，バプテスト教会にカリスマ運動が浸透したことで，その影響を

受けた人が教会から追放された後，彼らでアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教会を設立した。

その頃，カリスマ運動はまだ教派の意味合いがあったが，60年代になると主流のプロテスタン

ト教会とカトリック教会にも受け入れる教会が生じたことで，それは教派を超える運動になっ

た。（ 2001）

そこで，今日の華人キリスト教界でよく聞こえるのは福音派教会と聖霊派教会との対立する

構図の中でカリスマ運動の問題が扱われている。しかし，それは保守的な福音派とカリスマ運

動を受け入れた教会――聖霊派教会との対立であり，聖霊派が福音派の中に含まれているとみ

ている人は少なくない。「福音派教会」という言葉自体の概念も使う人によって異なっている。

しかし，福音派の特徴としては主に：

◆18世紀以来のジョン・ウェスレー，ジョージ・ホウィットフィールド，チャールズ・
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者たちも，この点についても同じような印象

が与えられる。そして，朴牧師が過去に奉仕していた時からキリスト教に入信した中国語礼拝

の信者の多くは，朴牧師の影響を受け

◆

カリスマ運動に友好的な態度をとっている。しかし，

朴牧師が中国語礼拝から離れたあと，入信した信者の中でカリ

◆

マ運動に警戒心を持っている

者もいる。それは，朴牧師の後任の伝道師がカ

(莊2011）

ということで，福音派教会とは福音主義運動とも言われ，幅広い概念であり，一種の教会運動

であり，特定の教派ではない。聖書の教えを保守的に守っている改革派から聖書より聖霊の働

きに重点を置いている聖霊派まで，神学的に大きな相違を持つ教派が共に福音主義教会に属し

ている。

「保守的な福音派」と「聖霊派」との対立を背景にして，JCCは日本における華人教会の中で，

教派の相違を超えて「大使命」である「キリストの福音を述べ伝える」ために働こうとして発

足したのである。その代表であり，創設者の一人でもある朴牧師は，2004年に来日してから，

中国人向けに宣教してきた。2004年５月から2008年９月までに札幌国際キリスト教会中国語

礼拝（以下，省略して中国語礼拝という）に奉仕し，2010年１月に東京日暮里国際教会を開拓

した。朴牧師は韓国の合同神学校（改革派の神学校）で神学を学び，その後の奉仕している教

会も保守的な福音派の教会である。しかし，朴牧師はカリスマ運動に友好的な態度をもち，保

守的な福音派の教会は聖霊派教会を同じキリスト教会として受け入れるべきだと言ってい

る 。そのことが原因で，日暮里国際基督教会の信

，

金）である。その中2015年５月の伝道会のために集められた個人献金の三割程

度は東京国際基督教会の信者の献金である 。Gさんは JCCの活動には積極的に参加し

，

いる

その一人である。Gさんにとっては保守的な福音派やカリスマ運動等とは関係なく，三位一体

の神様を信じ，イ

ス

スキリストの救いを信じれば，皆同じくキリスト教の兄弟姉妹であるから，

リスマ運動に警戒心を持っている者が多いこと

と関係があると思われる 。

実際，中国語礼拝の信者のように保守的な福音派教会に属しながら，カリスマ運動に強く警

戒心を持たず，JCCの活動に積極的に参加している東京の保守的な福音派教会の信者も少なく

ない。例えば，JCCの主催する伝道会を運営するための資金の重要な一部分は個人献金（信者

たちの直接の献

派の違いは宣教の支障にはならない，語っている。このように，Gさんは宣教という大義の

前で，教派の相違を超えて共に協力するべきだと考えている。しかし，所属する教

て

が JCCの

活動に参加していないことに対し，神様のための仕事は多種多様であり，すべての人が同じ一

つの仕事を

エ

ることはできない。また教会の指導層が JCCに参加しないと決めたのであ

教

ばれす

会

ア， バル ト・ベンー ャミン・ジ ンプソン，ドワイト・ムーディーなどの人シ のフ ニィ ー

しド 運ー の動 を引き付き，彼らのリ 音を伝わり広める熱情と信念を保つこと。福福 波た 音

根早 の の社会参期 に消極的な態度と異なり，社会に積極的に参与し，福音によっ与本 義主

て 変社 えを する。会 うとよ

立の神学 ，依然として聖場では 謬性を保ち，リベラリズムと異なる。書の無
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私たちはそれに従う必要がある，と対立を避けている 。

それに対し，東京国際基督教会の伝道師の Lさんは，教会として今は JCCの活動には積極的

に参加していないが，会員がそれに参加することも阻止していない。教会として，考慮してい

るのは，やはりこのような多くの教会が参加しているため，もっとお互いに理解を深めた上で，

共同でこのような福音事業を展開すべきだと自分の意見を語っている。ということで，本来の

やり方であれば，このような福音事業を展開するときに，既存の教会と十分に交渉したうえ，

各教会を通して信者を動員するべきであり，教会を通すもう一つの重要な理由は，教会が異端

などを濾過する役割を果たすことができることである。そうでなければ，もしそれに異端が混

入し，また一般信者が福音に熱心であるが異端を弁別することができなければ，伝道会は一回

で終わるが，一般の信仰生活はやはり教会で過ごすので，初めて福音を聞いた人々はその異端

の教会に連れて行かれれば大変なことになる。それゆえ，教会を通してこのような福音事業を

展開するべきだと主張している 。

上記にも述べたように，石井氏は大阪中華福音教会を設立し後，招へいされた牧師が伝統的

な礼拝方式を守ると石井氏と約束したが，後になってカリスマ運動を受け入れたことで石井氏

との方針が異なり，また信者が牧師の影響を受けて牧師の立場を支持したことで，石井氏は再

び教会から離脱した 。このように，保守的な福音派教会の牧師などの指導層はカリスマ運動や

いわゆる正当な教会に異端視されている教会に強く警戒心を持っていて，JCCのような多教会

が集まる伝道連盟のような組織に参加することに対し慎重な態度を持っている。しかし，一般

の信者はカリスマ運動に対して警戒心がない者が少なくない。

実際に，東京国際基督教会でも，JCCに参加するか否かに対して，指導層と信者の間で亀裂

が生じている。教会の一部の伝道に熱心な信者が，JCCのプログラムに積極的に参加し，また

自分の母教会がこれに参加していないことに対して，教会が福音に関心がないと言い，教会の

指導層に対して不信感が生じている。これによって，東京国際基督教会は2015年から2020年

までの５年間で「５年宣教事工」を行うことになった 。これに対し，JCCの活動に積極的に参

加している B宣教師は，JCCの活動の狙いは自ら福音伝道するだけではなく，ほかの華人教会

にも刺激を与え，宣教させることもあるから，東京国際基督教会が「５年宣教事工」を始めた

ことは，JCCが本来の目的の一部分に達成しているともいえると言い，JCCにとって最も中心

的な狙いは宣教することを表明している 。

このように，各教会が JCCに積極的に参加していない原因について，エスニック・アイデン

ティティの問題と教派の相違という問題以外に宣教方式の原因からそれに参加していない教会

もいる。日本華僑基督教団はその一つである。それの宣教する方針は多くの宣教師を育て，各

地に宣教師を送ることで福音を述べ伝えようとする宣教方針によって JCCに参加しなかった。
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⑸ 宣教師による宣教

日本華僑基督教団は毎年大型伝道会を開催して，人々に福音を聞かせる方式と違って，多く

の宣教師を育て，それらを日本各地送り出して，聖書の学び会を開くことで福音を広げようと

する宣教方式をとっているのである。それは，石井氏が中華福音教会から離脱した直後，ちょ

うどそのとき国際神学福音伝道会（EMSI）の創始者の楊摩西博士が日本に来て石井氏と会い，

石井氏とのことから日本華人に対する福音事業の必要性を聞いたことで，アメリカの本部に

帰って，EMSIのスタッフとの会議で，日本で福音事業を展開することを決め，2002年11月に

石井氏と協力して生命堂を設立した。しかし，最初はアメリカから宣教師を派遣して牧会する

ように計画していたが，派遣できる人がいなかったために直接日本で宣教師を育てることにな

り，最初は聖書の学びの会から始まった。それから体系的な教会運営と神学教育が始まって現

在に至っている 。

このように，日本華僑基督教団の宣教というのは，キリスト教の教えを聖書の学び会を通し

て，キリスト教の信仰に興味がある人々に述べ伝えるという伝統的な布教方法を使用している。

日本華僑基督教団の T宣教師は

この論文で，在日華人キリスト教の宣教をめぐる方法や議論について JCCの活動を通してそ

の現状を紹介した。JCCは在日華人基督教会の数の不足によって，在日華人の中でまだ多くの

とである。中

には自分の献金を従来の倍にして自分の教会と JCCの伝道会と両方に行う人もいれば，そうし

ない人もいる。それで，本来自分が教会に献金すべきお金を JCCに献金したりするので，それ

によって本来の教会の宣教計画が影響されるのであろうと思い

と話している。

献金とは，信者が自分自身のお金を教会に献上することである。それは，信者たちは自分の

状況によって献金するが，基本的にそれは個人のことなので，それを強制することはできない。

そのため，献金することは主に人々の自発性によるので，また献金をするのも自分の稼いたお

金も神様から与えられたものであるので，神様の仕事のために使うのは当然のこ

ブルスターディなどを通して理解させるのは重要であるという見解か

ら，宣教師を育てて各地に送り出す宣教方針をとっている。

４ 結びに

リスト教の教えを，バイ

るのはやはりキ教すた，，ま 宣

るいして者の献金で運営 ，各教会員に各教会の信 Cに参加したらJCCは ので，もし JC主

にC れていって，それ流の献金が JC の宣教の方針に影響を与えが教会の本来 というる とこ

道伝型 たとき会が開催され る，大 いる人の九割がキリに，それに参加して スト教徒であと

約2，膨大なお金（から 得ではない，信者ば00万円，筆者 ）を使って のは，おかり集まる

と思って は参加していない。いるから，うちの教会は JCCの開催した華人福音伝道会に
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キリスト教徒が教会に行っていないと想定し，在日華人基督教には大きな「潜在的な市場」が

あるため，大型福音伝道会を開催して新しい信者へ福音を紹介することで，新たな信者を獲得

し，信徒育成プログラムを通して宣教に関心がある一般信者を宣教師として育てようとした。

しかし，それに各華人教会のメンバーの協力が欠かせないものであるので，既存教会との意見

の交換が必要とされるが，教会内部や社会の原因によって，教会間の閉鎖がその協力を妨げる

ことになっている。

教会間の閉鎖がキリスト教にとって大きな問題となっているのは，キリストを信じる者が皆

兄弟姉妹であり，皆イエスキリストの体の一部であると，キリスト教の合一がキリスト教の教

義で求められている。それで，多くのキリスト教徒が教会間の交流や助け合いがキリスト教に

とって欠かせないものであると認識している。しかし，今日の在日華人キリスト教会では，エ

スニック・アイデンティティを優先するというキリスト教の教義と背反する― 台湾人クリス

チャンと中国人クリスチャンという政治区域単位の下位エスニック・アイデンティティがキリ

スト教徒という宗教的アイデンティティに優先されている― 現象が今なお存在していること

が，教会間の閉鎖の原因の一つになっている。但し，これは中国と台湾との政治的な関係に大

きく影響されるもので，近年台中関係が緩和されてきた中で，このような現象も少なくなって

いる。ゆえに，今後の在日華人教会の中で，台湾信者と中国信者の関係も大きく改善される可

能性が十分あると考えられる。今後の研究においては，この課題についても引き続き注目して

いきたい。

それで，もう一つの閉鎖の原因である，カリスマ運動に対する議論は，キリスト教の教義に

対する正しい認識や解釈の問題であるので，それは簡単に解決できる問題ではないと考えられ

る。キリスト教の歴史から見ても，今日のように多くの教派が存在し，またそれらの中のいく

つかの教派が合一したことも稀なことである。そこで，JCCのように宣教というキリスト教の

各教派で重視されている重要な点で，各教会の協力を求めていることに対して，やはり保守的

な福音派教会はそれに抵抗的である。しかし，カリスマ運動を受け入れた教会，或いはそれに

友好的教会は JCCの活動に積極的に参加していることで，JCCはカリスマ運動にどのぐらい

影響されるのかという懸念も生じるのである。

また，華人基督教に対する社会的な原因について，中国から日本へ移住した人々の多くは，

祖国にいた時より豊かな生活を求めてきた。それを実現するために，一般の人より努力して仕

事しなければならなくなり，自由に分配できる時間が限られている中で，教会にとって，如何

に信者の信仰を深め，また新たな信者を獲得していくのかというのは教会側の課題もあるが，

信者にとって教会に行くことで，在日華人クリスチャンという新たなアイデンティティを構成

しているが，それは宗教的献身度によって大きく変化していくので，今後の研究でも，これら

の問題意識を持ちながら研究を進めていこうと考えている。

（ばい ごる・人間システム科学専攻)
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注

2014年12月，国籍（出身地）別在留資格（在留目的）別外国人登録者，独立行政法人統計センター

公式サイト

同上。

使徒言行録１章８節「地の果てに至るまで，私の証人となる」『聖書』新共同訳。そして，他人を愛

するなら，イエスキリストの救いを教えるべきという論理で，福音を述べ伝えることも重視されてい

る。

2014年12月，国籍（出身地）別在留資格（在留目的）別外国人登録者，独立行政法人統計センター

公式サイト

厚生労働省社会・援護局「中国帰国者生活実態調査の結果（平成14年１月１日調査）」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kikokusya/01/betsu.html

法務省民事局 国籍関係（白書・統計），帰化許可申請者数等の推移によると，1996年以降の帰化し

た中国人出身者は82,391人になっている。それ以前のデータはまだ見つかっていないが，保守的に

計算しても日本帰化した中国人は10万人以上であろう。

JCCのホームページは日本語版と中国語版と英語版それぞれあるが，中国語版が常に更新されて，内

容として最も充実しているから，この論文では主に中国語版を使用している。

JCCのホームページ http://tokyo-jcc.com/vision-j/（2015年８月１日閲覧）

朴樹民牧師とのインタビュー（2015年３月17日）による。

JCCのホームページ http://tokyo-jcc.com/vision-j/（2015年８月４日閲覧）

華人教会名録機構名禄webページ http://church.oursweb.net/slocation.php?w＝1&c＝JP&a＝%E
 

6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD&t＝&p＝1

朴樹民牧師とのインタビュー，同上。2015年８月５日にケニヤに到着した状況を Facebookで公開し

ている。

JCCのホームページ http://tokyo-jcc.com/vision-j/（2015年８月17日閲覧）。

日暮里国際基督教会の B宣教師とのインタビュー（2015年８月５日）による。

華人基督教界では遠志明氏の牧師身分に対して，疑問が多いことと遠氏がそれらの疑問に対して答

えがないので，ここで「遠志明氏」と「遠氏」と称する。

名古屋基督教生命堂の T宣教師とのインタビュー（2015年３月20日）によると，伝道会に参加して

いる人の九割がキリスト教信者である。そうなると，一割の未信者の中の６割以上がその場でキリス

ト教を信じると決心したことから，その決心した割合が高いといえる。当然 T宣教師の言っている伝

道会に参加した人の九割はキリスト教徒であるというのは正式な統計によるものではない。

劉富理牧師は，1989年～2014年までアメリカ正道神学院の学院長を務めた経験がある牧師である。

JCCのホームページ http://tokyo-jcc.com/event/2014914/（2015年８月19日閲覧）。

ヨハネの黙示録３章20節，『聖書』新共同訳

JCCのホームページ http://tokyo-jcc.com/event/2014914/（2015年８月19日閲覧）。ホームページ

で集会の映像を公開している。

JCCのホームページ http://tokyo-jcc.com/vision-j/（2015年８月５日閲覧）。これは厳密な統計に

よるものではなく，以下のように計算されたものである。現在の在日華人教会は40間であり，一つ

の教会に平均して50～60人の信者がいるとし，在日華人数は80万人だと概算したら，在日華人クリ

スチャンは0.3%という結果が出ている。

文化庁・宗教調査結果，平成25年12月31日のデータによる。
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http://www.bunka.go.jp/tokei hakusho shuppan/tokeichosa/shumu/pdf/h25kekka.pdf（2015年８

月24日閲覧）

朴樹民牧師とのインタビュー，同上。

L牧師とのインタビュー（2015年３月16日）による。

Aさんとのインタビュー（2015年３月15日）による。

すべてのクリスチャンは一つのイエスキリストを主として信じているから，皆兄弟姉妹であり，お互

いを愛し，助け合うべきというキリスト教にとって当然の認識によるものである。

P牧師とのインタビュー，（2015年３月17日）による。

P牧師とのインタビュー，同上。

L牧師とのインタビュー，同上。

P牧師とのインタビュー，同上。

朴樹民牧師とのインタビュー，同上。

例えば，『天国文化』を主催する「國度豐收協會」という華人カリスマ運動教会の宣教協会が2013年

４月に北海道特会を開催した際に，多くの中国語礼拝の信者が参加したのである。筆者の参与観察に

よる。

JCCの公開した「財務報告」に基づいて，筆者が計算した。献金であるため，個人の氏名が書かれて

いないが，透明性を示すために情報公開をする必要があり，氏名をアルファベットで表記する最初の

文字が書かれていて，所属する教会の名前も書かれている。

Gさんとのインタビュー（2015年３月17日）による。

L牧師とのインタビュー，同上。

大阪基督教生命堂の B宣教師とのインタビュー（2015年３月26日）による。

L牧師とのインタビュー，同上。

B宣教師とのインタビュー（2015年８月５日）による。

「日本華僑基督教団― 生命事工八周年記念特刊」１頁

JCCのホームページ http://tokyo-jcc.com/contribute2/（2015年８月19日閲覧）。

日本華僑基督教団・名古屋基督教生命堂 T宣教師とのインタビュー（2015年３月20日）による。
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