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序文： 合衆国聖伝主義定期刊行物の“レムナント（The remnant）誌”が、

クリストファー・Ａ・フェララ氏により執筆された“セデヴァカンティスト

計画への挑戦”と題する五部構成のセデヴァカンティズム批評を 2005 年

9-11 月号に発表しました。 

 

弁護士を生業とするフェッラーラ氏は、好戦的な語り口では長たらしい

のですが、御自分の主張を実証する為の神学的著作の引用では簡単でした‐

もっとも彼の希薄な参考文献を参照する事はこれといった信用を与えても

くれませんでした。[1] 

                                            
1：例えば、2005 年 9 月 30 日の＜連載記事の＞一回分において、フェッラーラ氏は公会議が教皇を異

端者だと宣言しなければならないという自身の持論を支持するものとして、サラヴェッリの Sacrae 

Theologiae Summa、BAC 第一巻、698 ページを、引用している。私は 1955 年版と 1962 年版を確認

したが、この引用個所を検証する事が出来なかった。同じ一回文の中で、フェッラーラ氏は『1917 年

と 1983 年の教会法典は、教会職務が異端により失われたと主張する事は、これが合法的な権威によっ

て立証されない限り、誰にも出来ない。』と主張している（18 ページ）。ここでフェッラーラ氏は、1983

年教会法典、第 194 条、第 1、2 項（Can. 194, §§1, 2）を引用する。しかし、ジェームズ・A・コリ

デン編纂（CORRIDEN, James A. ed.）、教会法典：文言と注解（ニューヨーク：パウロ会 1985 年）

にある“対応する教会法の目録”、1049、を調べる事は、実際に、この信仰からの公的な離反＜公に異

端に陥る事＞の結果として起きる職務の喪失が、“自動的かつ如何なる宣言も伴わずに”起こったとす

れば、（合法的な権威からの宣言を必要とすると謳う）第 2 項は、1917 年教会法典、第 188 条の中に



 

 

 

さらにフェッラーラ氏は、新しいミサ（ノヴス・オルド・ミサ）は悪い

ものではない[2]し、第二バチカンは決して誤った教義を教えなかったと主張

したのです。[3]平均的聖伝主義者たち＜traditionalists＞は、もちろん、ま

さにその反対を信じています。 

 

フェッラーラ氏が私自身の著述をはっきり批判した事から、“レムナン

ト誌”の編集長であるマイケル・マット氏が私に回答を書く事を親切に勧め

てくれました。“レムナント誌”が採る編集上の立場は、一般に反セデヴァ

カンティストではありましたが、マット氏は私の回答を‐全く無理もないと

私は見做している‐3000 字に制限してみてくれと私に依頼しました。 

 

私は“レムナント誌”の購読者たちに、短くも、断固としたセデヴァカ

ンティズム弁護論を紹介する機会を利用する事に決めました。下にある記事

の版から、ファッラーラ氏と私の議論への参照をそれにより広大な魅力／説

得力を添える為に取り除き、幾つかの資料を脚注から主要な文書に移動した

上で、説明的な句を少し加えました。 

 

伝承／聖伝主義者たち（インダルト‐恩典‐タイプは除く）は、常に二

つの一般的な点に同意します： 

 

（1）新しいミサ（及び第二バチカン後の法令）は悪いものであり、信

仰に有害である。 

 

（2）第二バチカン及び第二バチカン後の聖職位階による（エキュメニ

ズム、信教の自由、司教合議性、教会等に関する）教えは、しばしば第二バ

チカン前の教えと矛盾し、少なくとも‐“信仰の諸真理と一致しない全ての

                                                                                                                           

何一つ対応する同義語を持たなかった事を明らかにする。 

2：レムナント紙（2005 年 11 月 15 日号）：『新しいミサは、そのラテン語典型版において公布された事か

ら、per se（それ自体）“有害な”普遍法（universal legislation）ではない。』 

3：P. ヴェール（VERE）、“セデヴァカンティストたちは＜地獄の＞門に？（Sedevacantists at the Gates?）

ワンダラー（2005 年 10 月 6 日）、6 の中で、フェッラーラ氏はこう述べる：『第二バチカンは何一つ新し
い教義を与えなかった［のですから］まず間違った教義を与える事など出来ませんでした。聖伝主義者た

ちが実際に反対するものとは、教義そのものではなく、反正統的な解釈をしかねない曖昧な表現であっ

て . . . 要するに、聖伝主義者たちは教義を装った非教義的目新しさに反対しているのです。』教義的仮面

舞踏会としての第二バチカン。これは新しい洞察だ。ラッツィンガーはフランケンシュタイン（下を身よ。）

の衣装を身に纏（まと）って来たのではないかと私は思う。 



 

 

教義” [4]を表す一般用語 －“教義的誤謬”－の題目下に分類される。 

 

私たちが意見を異にしているのは、（a）これらの諸悪及び諸誤謬を拒絶

する事と、（b）教皇の権威と教会の非変節性（教義的永久性： the 

indefectibility）とに関する第二バチカン以前の教えとを如何にして一致させ

るかについてなのです。 

 

一方で、聖ピオ十世会（SSPX）は、レムナント誌、カトリックファミ

リーニュース紙 及びその他と一緒に、カトリック教徒たちは教皇を“＜真

の教皇だと＞承認”しつつ、彼の悪法と教義的誤謬とに抵抗する事が許され

ると主張します。ただ、この立場に相応しいレッテルはありませんから、私

はそれを “recognize-and-resist ＜承認し抵抗する＞”で示されるように、

“R&R”とここでは呼ぶ事にします。 

 

もう一方で、セデヴァカンティストたちは、これらの悪法と教義的誤謬

は、第二バチカン後の教皇たちがある時点で異端者となってしまう事により

自らの権威を喪失したのであり、またそれ故に決して真の教皇ではない事を

示唆していると主張します。[5] 

上述の論争点は、聖伝主義者／伝承主義者たちの間で広範囲に亘り激し

く討論されます。しかし教義神学と教会法の諸原理は、二つの対立する立場

を評価しどちらかを選択する上で唯一合法的な基準なのです。 

これらの基準を用いながら、私はごく手短で（私が希望するには）容易

に分ってもらえるセデヴァカンティズム弁護論を述べるつもりです。二つの

論争点を私は考察して行きます。 

（Ⅰ）普遍法と普遍通常教導権に於ける教会の不可謬性は、どれほど

R&R を擁護不可能なものにするか。 

（Ⅱ）一般の異端、そして公会議後の諸教皇たちのとりわけ教会の一致

に関する異端。 

 

Ⅰ．承認し抵抗する？ 

 

                                            
4：E. ヴァルトン（VALTON）。カトリック神学辞典（カトリック神学辞典（パリ：ルトゥゼ 1913）5:446 

内の“教義的誤謬（Erreur Doctrinale）”。この表現は、 “異端”にとって“危険”なものから全ての誤

った教えを保護する。 

5：この点－第二バチカン公会議後の教皇たちの権威の喪失－に関して、標準的セデヴァカンティストたち

（私）と、ゲラール・デ・ロリエ司教のカッスィチアクム（Cassiciacum）仮説支持者との間に意見の違

いはない。 



 

 

私の経験では、カトリック教徒は実際に“エクス・カテドラ”宣言によ

ってのみ＜信じるよう＞強制／拘束されるとか、新しいミサも第二バチカン

もこれには分類されないし、それ故にカトリック教徒たちは、それらを公布

した諸々の教皇たちに“抵抗する”だけではなく、これらの事柄を非カトリ

ックとして自由に拒絶し告発する事が出来るという考えに余りにも基礎付

けられた、R&R 派支持の平均的平信徒はそう＜偽教皇を真の教皇だと承認

し拒絶＞します。 

 

R&R 派＜承認&抵抗派＞の護教家たちは、前述したもののさらに洗練さ

れたものを提示してきましたが、彼らの主張は以下の理由から消滅してしま

います： 

 

 

A. 教会の権威者は悪しきミサ典礼を公布する事が出来ない。私が他の

ところで[6]論証したように、カトリック神学者たちは、教会の不可謬性は普

遍規律法（a universal law）にまで及ぶと教えています‐つまりそれは『信

仰または道徳に反目する、あるいはまさにその本質からして霊魂の損害につ

ながるだろう普遍法を批准する事が決して出来ない』[7] のです。 

 

 さらに、トレント公会議の次の排斥（anathema）に基づき、神学者

たちはこの不可謬性を御ミサの執行の基準となる教会法規にまで明確に拡

張します： 

 

 “もし何者かが、カトリック教会が御ミサの執行において用いる儀式、

祭服、そして外的印は、信心に役立つというより、不信心への誘因になると

言うならば、破門されよ。” [8] 

 

 但し、全ての聖伝主義者が知るように、パウロ六世の新しいミサは、

（ラテン語版でさえ）あからさまなイッリターブルム・インピエターティス

（irritabulum impietatis）‐“不信心への誘因” になるものです。 

                                            
6：聖伝主義者、不可謬性と教皇（シンシナティ＆ウェストチェスター、オハイオ州：大聖ゲルトルード

1995 年）、6-8、28-33。さらに本書の第 3 章。 

7：ヴァン・ノート（G. Van Noort）, 教義神学（ウェストミンスター、メリーランド州：ニューマン 1959

年）2:91。神学者ハーマン（Herrmann）、ドルシュ（Dorsch）、シュルツ（Schultes）、ズビザレッタ

（Zubizarreta）、イラグイ（Iragui）とサラヴェッリ（Salaverri）らの同様の引用文は、聖伝主義者、不
可謬性と教皇を参照せよ。 

8：ミサに関する規範（1562 年 9 月 17 日）、デンツィンガー（DZ）954。 



 

 

 

 貴方には、このミサの害悪と、それを公布した人物がイエズス・キリ

ストからの最高立法権を有する、真の教皇だったという考えとを両立させる

事など出来ません。[9] 

 

 

B. カトリック教徒たちは（教皇と司教たち連帯の）普遍通常教導権の

教えと聖座による教義的諸決定に従わなければならない。 

 

誤謬表（Syllabus of Errors）のなかで、ピオ九世は、カトリック教徒た

ちが教会の不可謬な判断によって提案された事柄のみ、信仰に関する教義と

して信じる義務があるという命題を排斥されました。[10] カトリック教徒た

ちは以下の事柄にも従わなければならないのです： 

 

 （1）普遍通常教導権の教え。[11] この教導権が行使される一つの方

法は、『教皇及び世界中に散在する司教団により、正式な決定の外側で、習

慣的に授けられる明白な教えによって』です。[12]  

 

 この基準により、例えば、1994 年-1997 年版カトリック教会の公教要

理（Catechism of the Catholic Church）は、ヨハネ･パウロ二世を真の教皇

だと承認する人々にとっての“普遍通常教導権”を含んでいます。彼はこの

公教要理を“信仰を教える為の確かな規範”であり、“信仰の一致とカトリ

ック教義への忠実とを注意深く保存すると同時に . . . . 地元の新しい公教要

                                            
9：これは、ある者はそう試みたことがないと言っている訳ではない。数年前のレムナント紙（1997 年四—

八月号の諸所）の中で、SSPX（聖ピオ十世会）は、新しいミサは悪いものであるが、無効に 公布された

と主張し、その一方で、マイケル・デイヴィス（Michael Davies）氏は、それは 有効に 公布されたが、

悪いものではないと主張した。両者とも知らず知らずのうちにセデヴァカンティスト墓地に入り込んでい

たのである。その後で私は、ノヴス・オルド の公布は普遍法として教会法に基づいて要求される形式と手

続きの全てに従っていると論証した。『パウロ六世は違法に新しいミサを公布したのか：教会法とポピュラ

ーな聖伝主義神話《Did Paul VI Illegally Promulgate the New Mass: Canon Law and a Popular 

Traditionalist Myth》』（シンシナティ：2002 年）、www.traditionalmass.org.を参照せよ。もしお招きに

あずかるならば、新しいミサは（ラテン語版でさえ）悪いものだという陳述を議論する為、私は喜んでレ
ムナント社 に戻るでしょう。 

10：回勅クアンタ・クーラ（Quanta Cura）及び誤謬表（Syllabus of Errors:1864 年）、DZ 1699、1722

を参照せよ。  

11：第一バチカン公会議、信仰に関する教義憲章（1870 年）、 DZ 1792。『その上さらに、神的かつカトリ

ックの信仰により、書き記された神の御言葉や聖伝（伝承）に含まれている全てのもの、及び荘厳な宣言

＜荘厳教導権＞もしくは通常普遍教導権のいずれかに於いて、神的に＜神から＞啓示されたものとして信

じるよう、教会によって提案されているものは、信じられなければならない。』加えて教会法 1323.1 を参

照せよ。 

12：ドュブランシ―（E. Dublanchy）、“教会（Église）”、DTC 4:2194。  



 

 

理の記述を補佐する . . . . . カトリック教義の教示には確実で真正な参照文

献”であるとはっきり宣言しました。[13] 

 

 それにもかかわらず、SSPX 刊行物、レムナント誌、カトリックファ

ミリーニュース紙 などを読む聖伝主義者たちは、この公教要理が信教の自

由、エキュメニズム、司教合議権／司教団決議権 （collegiality）、教会など

に関する第二バチカンの教えを奨励している事から、それは教義的誤謬でい

っぱいであると知っています。 

 

 （2）聖座の教義的諸教令。[14] これらの諸教令は、教皇回勅同様に、

教皇の承認付きで聖座によって発行される教義的発言を含みます。カトリッ

ク教徒たちは、真正に（authentically）承認された教皇の教義的教令の全て

に対して、“教会の神聖な聖職位階制の権威を隅々まで統治しておられる、

神に帰すべき敬意から”捧げられる“内面の精神的で宗教的な同意（internal 

mental and religious assent）”を捧げなければなりません。[15]   

 

 従って、ヨハネ･パウロ二世を真の教皇だと認める聖伝主義者たちは、

『教皇（The Sovereign Pontiff･･･）が確かな知識と共にその使徒的権威に

より批准かつ確証した』 [16] 、宣言であるドミヌス・イエズス の如き第二

バチカン後に為された諸宣言に対し、内面の精神的で宗教的な同意を捧げる

ように命じられるでしょう＜それが特に現在起きています‐和訳者＞。 

 

 ここでもまた、R&R 派から出された出版物は、この文書及びそれと

似た他の文書が、教会や救霊などに関する教義的な誤謬を含んでいると指摘

してきました。 

 

 ただもう一度申し上げますが、（普遍通常教導権、あるいは教皇の教

義的教令と推定される）典拠のどちらかに見出される教義的誤謬の存在を、

イエズス・キリストからの教権並びに聖霊の助けを保持している、真の教皇

やカトリック司教たちが教義的誤謬を全世界の教会に押し付けたという考

                                            
13：使徒憲章フィデイ・デポズィトゥム（Fidei Depositum：1992 年 10 月 11 日）。  
14：ピオ九世、トゥアス・リベンテール（1863 年）、DZ 1684。『. . . 学識あるカトリック教徒たちが前述

した教会の教義を受け入れ崇めるというのでは十分ではなく、さらに［…］教皇の諸聖省（the Pontifical 

Congregations）から公布される教義に属する諸決定に自らを服従させる事もまた必要である。』  
15：サラヴェッリ（J. Salaverri）、Sacra Theologiae Summa：De Ecclesia（マドリッド：BAC 1958

年）1:659、666。  

16：ラッツィンガーに署名された証言から。 



 

 

えと和解させる事は出来ないのです。 

 

 

C. 神学者たちは、真の教皇の法と教義に対する公の“抵抗”を支持し

ない。 

 

上述の事柄に直面して、R&R 派は教皇の悪法と間違った教義に対する

公の“抵抗”を支持していると思われる様々な神学者たちからの引用文のセ

ットを際限なく‐そうです、際限なく‐再利用しました。[17] その引用文は

二つのグループに分類されます： 

 

 （1）ペトロに対するパウロの抵抗に関する注解。（ガ 2:11-14）こ

こで聖パウロは、飲食に関して定めた旧約の戒律の遵守について偽ったとし

て聖ペトロを公に非難しました：『私は面と向かって彼に抵抗した。彼が非

難に値したからである。』 

 

 聖トマス[18]及びその他[19]は、自身の高位聖職者たちが公で、忌まわ

しく信仰にとって危険な罪を犯す場合に、配下の者は如何にして兄弟的矯正

を彼らに対し“公にでさえ”与えるべきかの一例を聖パウロが示してくれた

と述べています。これは倫理神学教本に於いて標準的な教えです。 

 

 しかしながら、この原則＜公の抵抗という原則-和訳者補足＞は兄弟的

矯正にのみ適用されるのです。私の知る神学者の誰一人、それを教皇の普遍

規律法、あるいは教皇の普遍通常教導権の教えを拒絶する事にまで拡張して

                                            
17：例えば、マイケル・デイヴィス、教皇パウロの新しいミサ［Pope Paul’s New Mass］（ディキンソン、
テキサス州：アンジェルス出版 1980 年）589 ページ以降；アティラ・ギマランイス（Atila Guimarães）

及びその他、我々は公然と貴方に抵抗する［We Resist You to the Face］（ロスアンゼルス：TIA［Tradition 

In Action］2000 年）、56 ページ以降など。この引用個所は、先ずアルナルド・イグザヴィエ・ダ・スィル

ヴェイラ（Arnaldo Xavier da Silveira）の Consideracoes sobre o Ordo Missae de Paulo VI [パウロ六世
のミサ典書に関する考察－試訳]（サン・パウロ：1970 年）の付録に於いて広められたようです。それは、

私が初めて異端的教皇問題に関する様々な神学者たちの著作が集約されているのを見たポルトガル語で書

かれた彼の初期の著書の一つの中にあります‐私にとって度肝を抜くような発見でした。ダ・スィルヴェ

イラ氏は TFP（=Tradition, Family and Private Property[聖伝、家族及び財産擁護協会‐試訳]の創設者の

一人でした。） 

18：神学大全 第二巻の第二部、第 33 問、第 4 項（Summa 2-2:33,4）；Ad Galatas 2[sic]:3. 11-14（ガ

ラツィア人への手紙、第 3 章 11-14 節）、S. Pauli Apostoli Epistolas[聖パウロの書簡]（トリノ：マリ

エッティ 1929 年）1:542、543；Scriptum super Sententiis ［文章注釈＜試訳＞19:2.2.3（パリ：ル

ティエル― 1974 年）4: 112 ページ以降。 

19：コルネリウス・ア・ラピデ（Cornelius a Lapide）、Ad Galatas（ガラツィア人への手紙）2:11、

Commentarium in S.S.《聖書注解》、（リヨン：ぺラゴ《Pelagaud》 1839 年）9:445、446、447。  



 

 

いません。[20] 実際のところ、神学者スアレズ（Suarez）は、ガラ 2:11-14

とマ 18:17[21] のどちらも、教皇の犯罪に関する公的な告発による、教皇へ

の『兄弟的矯正』を認めないと言っています。[22] 

 

 （2）“教会を破壊する”教皇への抵抗。しばしば R&R 派は、悪い模

範により霊魂たちを攻撃し、涜聖を勧め、恥ずべき人々を教会の職務に任命

するもしくはそれを売却する、不正な戦争を遂行する、霊的暴力を加える、

悪い事を命じる、『教会を破壊せよ』などと、聖なる物を冒涜するような事

をする真の教皇への“抵抗”は許されると主張する 15 世紀から 16 世紀の神

学者たちを引用します。以上の事柄に基づき、R&R 派は『特別な状況下に

あって、カトリック教徒には単に教皇に背く権利があるだけではなく、そう

する義務がある』[23]と結論づけるのです。しかしながら： 

 

•  これらの引用文は教皇の悪しき命令（ファティマをディズニーに売

却しろ、聖ペトロ大聖堂をダイナマイトで爆破しろ、それからブロンドのコ

ーラスガールをもう一人連れて来い・・・というもの）に背く事を正当化す

るに過ぎず、彼の（不可謬な）普遍法[24]と、（やはり不可謬な）教皇及び司

教たちの普遍通常教導権に抵抗することを正当化しないのです。 

 

•  R&R 派は、自分たちの“脱文脈化された／文脈から切り離された

引用文（proof-texts の試訳）”の＜本来の‐和訳者補足＞文脈を検証しなか

ったがために、個人による教皇への“抵抗”を、これらの著者たちは承認し

ていたのだと誤って結論付けてしまうのです。 

                                            
20：もしと何方かが、それ＜この原則＞はこれら（普遍規律法及び普遍通常教導権）にも適用される

と断言されるならば、その方には御自分の論拠を私にお分けになる事が出来ますから、ただ御自分の

論拠を明確に支持する神学書だけを挙げて下さい。  
21：『もし彼《罪人》があなた方のいう事を聞かないなら、教会に言いなさい。』  
22：De Immunitate Ecclesiastica 4:6.12, in Opera Omnia (パリ：ヴィヴェ《Vivès》1859 年)24:381。

『従って私はこの異論に回答する。教皇に対する兄弟的矯正は、それが愛徳の義務である限りにおい

て、適切であり、またそれ故に、身分のより高いものが身分のより低い者から誤りを指摘される、さ

らにパウロがペトロに振る舞ったように . . . . 高位聖職者がその配下の者から誤りを指摘される時に

起こり得る事が証明されると。教皇は、先ずただ一人の場合、つまりもし彼の犯罪が人目につかない

ものであるなら、その次に数人の前で犯される場合、つまりもし事態と必要性がそれを要求するので

あれば、このようにして丁重に誤りを指摘を受けかつ勧告され得る。しかしその後に続く「教会に言

え（マタ 18.17）」は、ここで出る幕がない。というのも、「教会」という言葉は教会の肢体（the body 

of the Church）ではなく . . . ［異端者の］高位聖職者の事を言っているからである。教皇には上級の

高位聖職者がいない事から、彼の場合このような告発には出る幕がない。むしろ彼自身が全教会の牧

者であるので、教会は彼の罪についてそれが教皇御自身に告げられる時、十分に「告げ」られるのだ。』 

23：このようにデイヴィスは言う、教皇パウロの新しいミサ、602 パージ。  
24：法というものは普遍的かつ持続性がある。命令というものは特称的かつ一時的である、つまりそ

れはある制限された対象（今これかあれをしなさい）、もしくはある一定の人数だけを束縛／拘束する。 



 

 

 

しかし実際には、これらの引用文は、全体（general）あるいは地方

（provincial）の司教評議会（council of bishops）、又はカトリック王

（Catholic king）には、道徳的に 悪しき 教皇‐つまり、ルネッサンス期の

数名の教皇たちの様に、教会職務を売り、相応しくない聖職者を任命し、特

免を無責任に与え、さらにはこのように“教会を明らかに破壊した”者[25]

‐を“矯正する”か“抵抗する”事がどの程度まで可能なのかに関する公会

議至上主義（conciliarist）神学者ゲルソン（Gerson、1363-1429）[26]の学

説に対抗するカトリック論の一部でした。 

 

 ですから、一つ一つの引用文について、それが現れた著書のタイトル、

＜つまり＞全体の文脈か、それに先立つ問いのいずれかは、個人ではなく、

評議会による悪しき教皇への抵抗を、カエタノ[27]、ヴィトリア[28]、ベラル

ミン[29]、そしてスアレズ[30]は支持していた事をはっきりと表しています。

                                            
25：J-G メネンデス-リガダ（Menendez-Rigada）、DTC（カトリック神学辞典）15:3130 内、『フラ

ンソワ・ドゥ・ヴィットリア（Vitoria, François de,）』を参照せよ。『ルネッサンス期の教皇たちが、

あらゆる種類の免除を許可する為に自らの権力をこしらえ . . . 恣意的な免除によって明らかに教会

を破壊した . . . という＜職権の＞濫用を彼は激しく非難する』。 

26：L. サランビエ、DTC 6:1312-22 内、『ジャン・シャルリエ・ドゥ・ゲルソン（Gerson, Jean Charlier 

de）』を参照せよ。公会議主義（Conciliarism）は、教皇が《司教》総評議会（a general council）に

従属すると教えた。ゲルソンは 16 世紀プロテスタントたちの人気者であった。 

R. ナズ、『戒律（Précepte）』、教会法辞典《Dictionnaire de Droit Canonique》（パリ：ルトゥゼ 1935-65）

7:116-17 を参照せよ。 

27：教皇と公会議の権威比較（The Authority of a Pope and a Council Compared） という題名に注

意。最も頻繁に引用される R&R 派の一節（『暴君に抵抗する事は徳の行いである . . . 公に教会を破壊

している教皇は抵抗されなければならない』、など）が、第 27 章に現れ、直ちに『世俗の君主たち及

び教会の高位聖職者たちが、もしそれを用いる事を望むなら、謀反を用いずに、権力の濫用に抵抗し

妨害しても差し支えない方法は多い。』教皇と公会議の権威の比較について-De Comparatione 

Auctoritatis Papae et Concilii、、（ローマ、アンジェリクム 1936 年）、411－12 を参照せよ。 

28：教皇と公会議の権限 (The Power of a Pope and a Council)という題名に注意。R&R 派のこの一節

（『教会を公然と破壊する教皇は抵抗されなければならない . . . 彼は従われるべきではない . . . 抵抗

する事をよぎなくされるだろう . . . 彼に抵抗する事は合法的なのだ』、その他）は、質問 23：『公会

議がこのような宣言と教令を発するや否や、もし教皇がそれとは反対の事を命じるなら、司教たち又

は地方協議会がこのような命令に単独で抵抗する事、それどころか君主たちに自らの権限で、例えば

彼の命令の実行を妨げるなどして、教皇に抵抗してくれるよう嘆願する事は許されるのだろうか？』

への回答である。教皇と公会議の権限について（De Potestate Papae et Concilii） 23, フランソワ・

ドゥ・ヴィトリアの作品：神学再教授＜？＞内- in Obras de Francisco de Vitoria: Relecciones 

Teologicas- (Madrid: BAC 1960 年) 486。ヴィトリアは、上述したカエタノの著書の第 27 章から来て

いる R&R 派の一節を自らの回答に組み込んでいる。 
29：この R&R 派の一節（『 . . . 霊魂を攻撃し . . . あるいは、何よりも教会を破壊しようと試みる［教

皇］に抵抗する事は合法的で . . . 彼が命じる事を行わず、さらに彼の望みの実行を妨げる事を以て彼

に抵抗する事は合法である . . . 』）は、異論 7：『誰しも、不当に教皇から攻撃される場合、彼を殺す

事が許される。従って、教皇が国家をかき乱すか、自身の悪しき模範により霊魂たちを殺そうと試み

る場合には、君主ら及び協議会がこの教皇を退位させる事は尚更許される。』 ローマ教皇について（De 

Romano Pontifice） Ⅱ.29 キリスト教信仰論争について 内-in De Controversiis Christiani Fidei- 

(Naples, Giuliano 1836 年)1:417-18。第 29 章にある九つの主張の全ては、教皇が君主又は評議会の



 

 

（脚注を御参照下さい） 

 

 ヴィトリアに関する神学的注釈はこう確証しています：『教皇が恣意

的な諸制度を用いて明白に教会を破壊する時、個人ではなく、司教たちは、

評議会に於いてか、あるいは相互の同意によってその受諾あるいは履行に抵

抗する事が出来る･･･優れた著者たち及びカエタノの様な教皇権威の確固た

る擁護者たちも同様にこの教えを支持している。』[31] 

 

 R&R 派の“レジスタンス”引用文の棺に、ヴィットリア自身が止め

の釘（the final nail）を打ち込みます： 

 

『命題 23：「評議会の決定にどれほど矛盾しているにせよ、如何なる個

人も己の一存で教皇の命令に抵抗し、かつ従わない事は許されるとは思われ

ないだろう。」これは正しい。何故なら、もし何者かが、（それがどんなに不

正であれ）その命令には己の一存で背く事の出来ない司教に対して許されな

いであろうやり方で、教皇に対し振舞う事が許されるとすれば、これは最高

権威に対する不敬及び侮辱同等の由々しい行為となるだろうからである。』

[32] 

*  *  *  *  * 

 

 教会の権威には、悪あるいは誤謬を与える事が出来ない、また各カト

リック教徒たちには、真の教皇に“抵抗する”事が出来ないという理由から、

                                                                                                                           
支配下にあるかどうかに関するものである。異論 7 に対する回答において、ベラルミンんはカエタノ

の著書の第 27 章から来ている上述の R&R 派の一節を同様に引用している。これに加えて見よ：チェ

カダ、『ベラルミン・レジスタンス引用文（The Bellarmine Resistance Quote）：もう一つの聖伝主義

神話（Another Traditionalist Myth）、』SGGニュースレター（2004年10月）、www.traditionalmass.org 
30：ヴェニスに侵害された教会特権（Ecclesiastical Immunity Violated by Venice）。R&R 派の一節

（『もし[教皇の]暴力が霊的なもので、悪い事柄を命じており[注意、悪い事柄を制定している／教え
ているのではない]、あるいは神聖な事柄を冒涜又は破壊しているなら、彼はそれに釣り合った方法で

抵抗されても差し支えない』）に対して、スアレズは同じように、カエタノの第 27 章（『世俗の君主

たち及び教会の高位聖職者たちが . . . 同様に抵抗する事は差し支えない』）を自身の権威として挙げ

ており、それどころか全く同じ言葉を幾つか使っている。Opera Omnia （全集）24:383 内の De 

Immunitate Ecclesiastica（教会特権について） 4:6.17-18。 
31：メネンデス‐リガダ（Menendez-Rigada）、DTC 15:3130-1。『教皇が恣意的な免除によって明ら

かに教会を破壊した時、個人では全くなく、司教たちは、評議会で、あるいは彼らの内の一致により、

教皇に払うべき敬意を傷つけないのであれば、それら（恣意的免除）の承認とそれらの実行に抵抗す

る方が良い。このように、秀でた著作家たちや教皇権の強力な擁護者たちは、カエタノ枢機卿のよう

に、こう主張している。』 
32：De Postestate 22, Obras, 485:”Non videtur permittendum cuicumque privato sua auctoritate 

resistere et non parere mandatis Pontificis… Probatur. Quis esset magna irreverentia et quasi 

contemptus, si cuilibet hoc concederetur respectu Pontificis…. non licet propria auctoritate 

discedere.”。 



 

 

R&R 派は考えられる三つの結論に直面します： 

 

（1）新しいミサと第二バチカンの諸教義はカトリックである。（では抵

抗をお止めなさい、あの聖テイヤール教会での土曜日のノヴスオルドミサを

検討し、新しい公教要理を使って坊やのマルセル君を自宅教育し、そして可

愛いフィロメナちゃんをアルターガール＜女侍者＞に登録して下さい。） 

 

（2）カトリック教会の権威は変節してしまった。（監督教会＜聖公会＞

に行って下さい‐荘厳な音楽と、告解なしですよ！＜カトリック教会が変節

し得るとすれば、どの教会に行っても同じことであり、それならば、変節し

醜くなったカトリック教会を離れ、美しい典礼を守る聖公会にでも行った方

がまだましであるの意味—和訳者補足＞） 

 

（3）新しいミサと第二バチカンの諸教義はカトリックではない、それ

故に、それらは教会の権威からのもではあり得なかった。（ では. . .＜次章

＞Ⅱ. セデヴァカンティズムへようこそ 

 

 

 

Ⅱ．セデヴァカンティズム 

 

 聖伝カトリック教徒たちが認識している諸悪と誤謬は、言い換えるな

ら、立法者が自身の権威を喪失したという確証です。セデヴァカンティズム

は単に、どのようにして なのかを説明しようとしているだけです。 

 

 ここでは、教会それ自体には信仰から変節する事が出来ない一方で、

教会の職務に就く個人のメンバー にはそれが出来る事を、カトリック神学

と教会法が私たちに教えてくれます。もし彼が公に変節する（教義を変える）

とすれば、自動的に彼は自らの職務（権威）を失うのです。[33] 

 

 この原則は教皇にでさえも当てはまります。16 世紀以降、この問題を

扱った教会法学者と神学者たちのほぼ全員が、明白な（公の）異端者になる

                                            
33：教会法 188 条第 4 項。『法の効力がもたらす暗黙の辞任により、もし聖職者が . . . （4）公にカト

リック信仰を棄てた場合. . . . 全ての職務は、［ipso facto：自動的に］かつ如何なる宣告も伴わずに、

空位となる。』  



 

 

教皇は“神法によって、如何なる宣告も伴わずに、職務から転落するだろう”

と教えています。[34] 

 

 ここでは第二バチカン後の教皇たちにこれがどう当てはまるかを説

明します。 

 

A. 定義された異端（Heresy Defined）。 

 

 異端者とは、『洗礼を授かって後に、神聖（divine）かつカトリックの

信仰により信ずべき諸真理の何れかを頑なに否定するか疑う人である。』[35] 

 

 教会法学者のミッシェルは、三つの問題を明確に区別しなければなら

ないと警告します： 

 

（1）教義的（Dogmatic）‐間違った教義としての異端。 

（2）道徳的（Moral）‐罪としての異端。 

（3）教会法的（Canonical）‐教会法的犯罪（delictum）としての異端。

[36] 

 

 ここで私たちには、ポイント（1）と（2）の、間違った教義と罪だけ

を論じる必要があるだけです。何故なら、教皇による公の異端‐＜つまり＞

神の 法に対する違反‐の 罪 は、彼からキリストの権威を剥奪します。[37] 

ポイント（3）は当てはまりません、最高立法者としての教皇には、教会法

に反する教会法的犯罪（delictum）を犯す事が出来ないからです。 

 

 これは重要な区別です、と言いますのは、マイケル・デイヴィス

                                            
34：マテウス・コンテ・ア・コロナータ（M. Conte a Coronata）、教会法諸法令-Institutiones Juris 

Canonici-（ローマ、マリエッティ 1950 年）1:316．私の小冊子 聖伝主義者、不可謬性と教皇
(Traditionalists, Infallibility and the Pope) は同類の引用文を多く含んでいます。無料版のお求めな

ら、parishoffice@sgg.org.  まで連絡下さい。教会法学者たちと神学者たちは、公に異端を表明する教

皇と個人的にそれを信奉する教皇（『秘密の／隠れた』異端者）を区別する為に、『明白な（manifest）』、

『周知の（notorious）』、あるいは『公の（public）』異端者という用語を用いている。後者（秘密の異

端者）は、共通の教えによれば、職務を喪失しない。 

35：教会法 1325 条第 2 項。 

36：A. ミシェル、『異端、異端者、』DTC 6:2208。『ただし、教義と見做される異端と関係のある教義

的な問題、また罪と見做される異端と関係のある問題、そして違反と見做される異端と関係のある問

題とを区別しなければならない。』 

37：ルイ・ビヨ、De Ecclesia Christi（ローマ、グレゴリアン 1927 年）1:632。『彼は自動的に教皇

の権威を失うだろう、何故なら彼は自らの意志で教会の外に身を置くからである。』 

mailto:parishoffice@sgg.org
mailto:parishoffice@sgg.org.%20に連絡して下さい。教会法学者たちと神学者たちは、公に異端を表明する教皇と個人的にそれを信奉する教皇（『秘密の／
mailto:parishoffice@sgg.org.%20に連絡して下さい。教会法学者たちと神学者たちは、公に異端を表明する教皇と個人的にそれを信奉する教皇（『秘密の／


 

 

（Michael Davies）[38]のそれに似た反セデヴァカンティスト小冊子は、決

まって 教会法的犯罪 としての異端だけに当てはまる諸基準を、誤って異端

の罪に適用するからです‐それは殆ど、殺人の 罪 （a sin of murder）は、

殺人の罪（the crime of murder）に関して国の刑法が設けた基準を満たさな

ければ存在し得ないと言わんばかりです。 

 

 （1）否定された教義。教義というものは、教会がそういうものとし

て確実に（authentically）提唱した“神聖にしてカトリックの信仰”の箇条

でなければなりません。 

 

 事前の エクス・カテドラ あるいは公会議の決定は必要とされないの

です。『普遍通常教導権の明白な教えは、信徒による遵守の為にある真理が

確実に提唱されるのに十分です。』[39] 

 

 異端者は『明白な言葉、又はそれ同等の言葉で』[40]、矛盾した主張か

正反対の主張の何れかによって[41]、教義を否定するかも知れません。 

 

 （2）罪／執拗さ。『異端の行為とは知性の誤った判断であるが故に、』、

ミシェル曰く、『異端の罪を犯すには、教会の教導権に反するこの誤った判

断を、故意に、そして進んで表明するだけで十分である。』教会に於ける信

仰の基準の存在を熟知していながら、その内のどんな点についてであれ、ま

た動機が何であれ、さらにその形がどのようなものであれ、それ＜信仰の基

準＝教導権＞に服従するのを拒絶する瞬間から、形相的異端＜＝正式な異端

＞が完成しています。 

 

 『教会の教導権に対するこの意志の伴った反抗は、著者たちが異端の

                                            
38：私は何時もあなた達と共にいる‐I Am Always With You-（ロングプレィリー：ニューマン 1997

年）特に 46－7 ページを参照せよ。44－5 ページにおいて、デイヴィスも同様に、ヴェルンツ－ヴィ

ダルの教会法—Jus Canonicum— （ローマ：1952 年）は、異端的教皇は退位させられたと我々が考え

得る前に、教会からの『宣言的判決（declaratory sentence）』を要求していると仄めかす事により半

面真実を読者たちに提供している。実際には、異端的教皇は ipso facto（自動的に）自らの権威を喪失
するとヴェルンツ－ヴィダルは二度 言っている。”ante sententiam declaratoriam Ecclesiae sua 

potestate privates existit . . . ipso facto R. Pontificemhaereticum（異端的ローマ教皇）exciderere sua 

potestate.”。 彼（原文のまま：著者）の主眼的。 

39：ミッシェル、DTC 6:2215。 
40：R. シュルツ、カトリック教会について：護教的前文－De Ecclesia Catholica: Praelectiones 

Apologeticae－（パリ：ルティエル― 1931 年）、638。”Verbis explicitis vel aequivalentibus.” 

41：ミッシェル、DTC 6:2213。例：キリストは神人（God-Man）である＝de fide（信仰箇条として

信ずべき事柄）。キリストは神人ではない＝矛盾命題。キリストは純然たる人間であり、キリストは天

使である＝矛盾命題。 



 

 

罪に要求する 執拗さ なるものを構成します。執拗さは必然的に異端から生

まれる長期の執拗さや教会からの諸警告を含まないという事を、カエタノと

共に私たちは認めなければならない。異端の罪の条件と、教会法により罰せ

られる異端の教会法的犯罪は別物である。』[42]  

 

 この言葉は、教皇が異端に固執していると結論を下し得る前に、審理

あるいは教会法による警告が要求されるだろうという、何度も聞かされた R

＆R の理屈を粉砕します。 

 

 以上申し上げた二点を、第二バチカン・エキュメニカル・超教会異端

（the Vatican II ecumenical super-church heresy）と私が呼ぶものに当て

はめまようと思います . . .  

 

B. “フランケン教会（Frankenchurch）” 

 

 この異端は、『神の民（People of God）』と『キリストの教会（Church 

of Christ）』をローマカトリック教会と同一のものではなく、それよりも広

義のものだと提案します－つまり（カトリック教徒によって）“完全に（fully）”

所有されるか、（異端者と棄教者たちによって）“不完全に（partially）”所

有される真の教会の『諸要素（elements）』から作り出されたフランケン教

会－であると。 

 

 初期の実験は失敗したものの、[43] キリストの教会がカトリック教会

に『内在する（subsists）』[44]という第二バチカンの教えは、この怪物のネ

ックボルト（neck-bolt：フランケンシュタイン博士が怪物の首に取り付けた

蘇生用電極ボルト）への落雷だったのです。この醜い獣を一つに繋げている

縫い目は、（完全あるいは不完全かも知れない）『交わり（communion）』と

しての教会という近代主義的／エキュメニカルな神学でありました。 

  

 ラッツィンガー ‐フランケン教会博士（Doktor von Frankenchurch）

                                            
42：ミッシェル、DTC 6:2222。省略された引用。 

43：ランベール・ボーデュエン-Lambert Beauduin-（1920 年代）とアンリ・ドゥ・リュバック-Henri 

de Lubac（1940 年代）は、ピオ十一世とピオ十二世から別個に排斥された。ヨハネ・パウロ二世が後

に近代主義者ドゥ・リュバックを枢機卿とするので、熊手を手にした松明持ちの村人たち

（torch-bearing villagers with pitchforks）もまた、悪い考えではなかっただろう。 

44：第二バチカン、教会に関する教義憲章 Lumen Gentium（1964 年 11 月 21 日）、8、AAS 57（1965

年）、12。 



 

 

‐ は、後者を『交わり』に関する 1992 年の CDF＜教理聖省＞書簡や、2000

年の宣言ドミヌス・イエズス（Dominus Jesus）、さらには他のヨハネ・パ

ウロ二世認可の諸発言において十分に展開しました。以下のものが典型的な

主張です： 

 

● 離教的諸分派（Schismatic bodies）は、“親密な絆”（Communion 17）

によってカトリック教会と結合した“特定の諸教会（particular Churches）”

である。[45] 

 

● キリストの教会（The Church of Christ）は、教皇の権威（the papacy）

を拒絶する諸教会に“存在するしそこで働いている。” [46] 

 

● 普遍的教会（The universal Church）は、“［特定］の諸教会の胴体”

である。[47] 

 

● “神の民（People of God）としての教会と、それと共に存在する絆

の（of bond）民としての教会に属する数多くの‘領域（spheres）’が存在す

る。[48] 

 

● 離教教会は“傷ついた”存在を有する。[49] 

 

● “普遍的教会は、自らの本質的諸要素の全てを伴ってそれら［特定の

諸教会＜＝離教教会＞］の中に存在するようになる。” [50] 

 

● “この既に与えられた教会（this already-given Church）の諸要素が

存在するし、カトリック教会においてその充満は見いだされ、他の諸共同体

においてはこの充満なく見出される。[51] 

 

                                            
45：教理聖省。交わりとして理解された教会の諸局面に関してカトリック教の司教たちに宛てた書簡
-Letters to the Bishops of the Catholic Church on Some Aspects of the Church Understood as 
Communion-（1992 年）、17。 

46：ドミヌス・イエズス（Dominus Iesus）、17。 

47：交わり（Communion）、17。 

48：ヨハネ・パウロ二世、ローマ聖省への講話（Discourse to the Roman Curia）、1981 年 6 月 28 日。 

49：交わり、17。 

50：交わり、7。 

51：ウトゥ・ウヌム・スィント（Ut unum sint）、14。 



 

 

フランケン教会からの逃げ道はありません。それは 1983 年の教会法典

にある基本原則[52]であり、またそれは新しい公教要理[53]を貫いて貴方の坊

やマルセル君を脅すよう押しつけますから、彼はこう習うでしょう： 

 

● 誰しも洗礼により“神の民”のメンバーとなる。（# 783）（『これは、

ルター派をさえ意味しているんじゃないの、お父さん？”』『あの、それはね 

… 』） 

 

● キリストの唯一の教会はカトリック教会に存続する。（# 816） 

 

● キリストの身体、つまり教会は“傷ついている”。（# 817） 

 

● キリストの霊は離教的かつ異端的な諸分派（“これらの教会及び教会

共同体”）を“救いの道具”として用いる。（# 819）（『それじゃ、どうして

ラテン語ミサに一時間もかけて僕達は行くの、お母さん？』『それは、お前

がもっと大きくなったらお父さんが説明してくれるわよ . . . 』） 

 

● カトリック教徒たちは “完全に” 教会に組み込まれる；キリストを

信じ洗われる＜＝洗礼を授かる＞人々は、不完全であるにせよ、“カトリッ

ク教会との“ある程度の（certain）”交わりの内にあり、離教正教会とのこ

の交わりは、“充満に至るには僅かばかり足りないほど”に深いものである。

（# 837-8） 

 

● 各々の“特定の教会”はカトリックであるが、そのうちの幾つかは“完

全にカトリック”である。（# 832, 834）（『それなら教会度評価 C＋でも合格

になるの、お父さん？うーん、日曜日になったら神父様に聞いてみよう . . . 』 

 

 

（1）フランケン教会が否定するもの。反対命題により、それは『私は

唯一の教会を信じる。』[54]という神的＜神に対する＞かつカトリックの信仰

                                            
52：教会法 204—5 条、さらにジョン・ビール（J. Beal） 及びその他編集、教会法典新注釈-New 

Commentary of the Code of Canon Law-（ニューヨーク：パウロ会 2000 年）にある当教会法の『交

わり』神学に関する長い解説 245-8 と諸所を参照せよ。全ての受洗者は、『神の民（People of God）』

に結合され、それとして構成される。 

53：カトリック教会の公教要理、第 2 版、（ローマ：バチカン図書出版-Lib.Ed. Vat.-1997 年） 

54：サルヴェッリ、1:1153。”Articulus Fidei divinae et Catholicae.” さらにフランケン教会は『信仰

に関する教義（dogma of the faith）』である、『教会の外に、如何なる救いもない』にも矛盾している。

サルヴェッリ 1:1095。ピオ九世、クアント・コンフィチアームール・メローレ-Quanto Conficiamur 



 

 

箇条を否定します。 

 

 

教皇から教皇、また神学者から神学者を通じて語る、教会の普遍通常教

導権（universal ordinary magisterium）は、この一致が正確に意味するも

の：『信仰の表明に関し、さらに統治と礼拝に関して、教会を内部で分裂さ

せず、他の教会と分離くれる教会の特質（The property of the Churh）。』[55]

を繰り返し説明して来ました。 

 

『教会の慣行は』、レオ十三世は言います、『誰であれ、教会の権威ある

教導権により提示される教義の如何なる点からも最低限遠のく者を、カトリ

ック的一致の外にある者か、教会とは無縁な者だと主張するのを常とした教

父たちの満場一致の教えによって証明されているように、常に同じものであ

りました。』[56] 

 

その代わりとして、フランケン教会は教会の神的＜神による＞設立（the 

Church’s divine constitution）を破壊し、私たちに怪物を与えます ― つま

り信仰、統治、さらに礼拝に関して分裂しても、完全もしくは部分的な一致

（きついか緩い縫い目？）の度合いで縫合された怪物を与えるのです。フラ

ンケン教会は次のように教えます： 

 

（a） 離教的かつ／あるいは異端的諸教会は、キリストの教会（Christ’s 

Church）の一部である。 

 

（b） ローマ教皇への服従なしにキリストの教会の一部となる事が出

来る。 

 

（c） 唯一、聖、公、使徒継承の教会は、聖体祭儀の有効な執行の全

てに現存するようになる。 

 

                                                                                                                           
Moerore-（1863 年 8 月 10 日）DZ 1677。”notissimum catholicum dogma.” 。 

55：ヨハンネス・デ・グルート（J. de Groot）、カトリック教会の護教大全-Summa Apologetica de 

Ecclesia Catholica-（レーゲンスブルグ：マンツ 1906 年）153。”indivisa in se et divisa a quolibet 

alio.”。 

56：サティス・コニトゥム（Satis Cognitum）1896 年 6 月 29 日。Enchiridione delle Encicliche 内 

3:1251。『教父たちの満場一致の教え』は同様に、教義が普遍通常教導権の一部であるという証拠であ

る（サラヴェッリ 1:814 以降）。 



 

 

（d） 聖霊は、離教的かつ／あるいは異端的分派を救いの道具として

用いる。 

 

 以前の教皇声明を読む事は、排斥されたフランケン教会の諸異端を理

解する事となります： 

 

 

● ピオ九世、アマンティッスィムス（Amantissimus）、1862 年 4 月 18

日：ローマ聖座を去る者は『教会内に留まる事を望めません。』 

 

● ピオ九世、検邪聖省書簡、1864 年 9 月 16 日：『分派教会（branch 

churches）』の目新しさは、『教会の神的設立を一打で破壊します。』 

 

● ピオ九世、ヤム・ヴォス・オムネス（Jam Vos Omnes）、1868 年 9

月 13 日：『如何なる非カトリック分派、あるいはそれらを一緒にし

た全ては、私たちの聖主が創立かつ確立され、さらに彼が創造しよう

とお望みになったあの唯一のカトリック教会では決してありません。 

 

● レオ十三世、オフィチオ・サンクティッスィモ（Officio Sanctissimo）、

1887 年 12 月 22 日：教皇から離れる者は『それ以降のキリストとの

絆を全く有しません。』 

 

● レオ十三世、サティス・コニトゥム（Satis Cognitum）、1896 年 6

月 29 日：『イエズス・キリストは . . . 性質的には似て（similar in 

nature）いても、それら自体は異なる（in themselves distinct）も

のであり、「私は唯一の教会を信じる」と私たちが使徒信経の中で告

白する様に、教会を唯一で不可分とする絆を欠いた幾つかの団体を抱

擁する為に教会を設立されませんでした。』 

 

● レオ十三世、同書。教会は『教会自身のものとは異なった教義のど

の点についてでも信仰を抱いた者全て』を、反逆者にして自ら＜教

会＞の外にいる者と見做しました。 

 

● ピオ九世、モルタリウム・アニモス（Mortalium Animos）、1928

年 1 月 6 日：教皇を承認して彼に従わない限り、誰もキリストの教

会の中におらず、そこに留まりません。 



 

 

 

● ピオ十二世、ミスティチ・コルポリス（Mystici Corporis）、1943

年 6 月 29 日：教会は触れられも見られも出来ないもの、つまりそ

れは、彼らが言う様に、そこでは多くのキリスト教団体が、信仰が

ゆえに互いに分離されているにもかかわらず、ある種の目に見えな

い絆で結合され得る、単に‘霊的な’ものに過ぎないと考える人々

は、神の真理（divine truth）から逸脱します。 

 

 

この様な引用文は氷山の一角です。[57] さらなる証拠を得る為に、サンボ

ーン司教様の記事『新しい教会論（The New Ecclesiology）』に添付された

第三－対称棒グラフをお調べになるよう私は読者をお招きします。フランケ

ン教会が普遍通常教導権に反しているかどうか‐またそれ故に異端である

かどうか‐をご自身でご判断下さい。 

 

（2）罪／執拗さ（Sin/Pertinacity）と公会議後の教皇たち。教会法学

者ミッシェルの教えを思い出して下さい：異端の罪は、執拗さに対する教会

法的警告を何も必要としないのです。（a）信仰の規則（the rule of faith：聖

書、聖伝／伝承、教導権）を知っており、（b）それに服従する事を拒絶する

だけでいいのです。形相的異端（Formal heresy）はその時成立します‐何

故なら、教導権への意図的抵抗は執拗さを構成するからです。 

 

ビヨ（Billot）枢機卿はそれをよりいっそう明快にしれくれます：『形相的

異端者たちとは、教会の権威が十分に知られている人々であります。』[58] 

 

公会議後の教皇たちは、元の学究的神学者、神学校教授、枢機卿兼大司教

＜cardinal-archbishops の試訳＞、さらに教皇庁官僚たちでした。あなたは

この様な人たちが本当に“教会における信仰の規則を知”らなかったとお考

えですか？クレド（Credo）にあるウナム・エクレズィアム（unam 

ecclesiam：唯一の教会）が、教会は内部分裂せず、他の教会と分離されてい

るという意味である事を彼らは知らなかったと？ 

                                            
57：ドナルド・サンボーン（D. Sanborn）、『新しい教会論：概要と証拠文献（An Overview and 

Documentation）』、カトリックの復興-Catholic Restoration-（2004 年 9-10 月）、優れた概説なら

www.traditionalmass.org を。 

58：教会について（De Ecclesia）1:292。”Formales illi sunt, quibus Ecclesiae auctoritas est 

sufficienter nota; materials vero, qui invicincibili ignorantia circa ipsam Ecclesiam laborante, 

bona fide eligunt aliam regulam directivam.”。 

http://www.traditionalmass.org/


 

 

 

それとも、教授兼博士兼神学者兼専門家兼枢機卿兼教理省長官（CDF Prefect）

兼天才のジョゼフ・ラッツィンガーは、普遍通常教導権‐要するにピオ九世、

レオ十三世、ピオ十一世、ピオ十二世、そして他の数えきれない教皇たち、

さらに教会教父たち及びカトリック神学の全体系‐が、教会の教義の一点で

さえも拒絶する者は、一人残らず教会の一致の外にあって教会と無縁である

と教えた事を知らなかったのでしょうか？ラッツィンガーは、フランケン教

会が以前の教えを破壊したことを知らなかったのでしょうか？ 

 

もし貴方がそう信じておられるならば、私には貴女にお売りする橋があり

ます‐テヴェレ川に掛ける橋です＜それほど信じがたい事の意＞。 

 

 

（3）誰がこれを判断するのか？その答えは簡単です。新しいミサは有

害であり第二バチカンの諸教義は非カトリックであると“判断した”のと同

じ人々‐つまり貴方と私です、皆さん。私たちは上述した問題点を解決する

為の総会（General Council：公会議）を必要としませんでしたし、この為

の総会も必要としません。 

 

私たち聖伝カトリック教徒は、地元の堕胎医が殺人者だという判断を下す

前に、仮判決を待ちますか？彼は公然とある掟を破っているのです。彼は殺

人の罪を犯しているのですから、私たちはそう言う事を躊躇しません‐例え

全裁判所が彼に有罪判決を下さなかったとしてもです。 

 

ならば公の異端者も同じです。彼は怪物を作る為に使徒信経のある箇条を

中絶します。彼は公然と信仰の規則を否定します。彼は異端の罪を犯すので

す。 

 

私たち聖伝主義者は‐例え如何なる公会議も彼に有罪判決を下さなかっ

たにせよ‐堕胎医を殺人者と呼ぶ事を躊躇しないのと同様に、異端者を異端

者と呼ぶ事を躊躇する必要はないのです。公の異端者は真の教皇であり得ま

せん。彼は自らを退位させるのです。 

 

*  *  *  *  *  * 

 

セデヴァカンティズム（Sedevacantism）は全ての聖伝主義者が下



 

 

す‐新しいミサは有害であり諸々の新しい教義は誤謬であるという‐初期

判断の後に続く唯一の論理的結論なのです。諸悪と誤謬は‐イエズス・キリ

ストからの権威を有するペトロの真の後継者たちではない‐非カトリック

教徒たちからのみ来る事が出来ます。 

 

 従って、全ての聖伝主義者たちは実際にセデヴァカンティストであり‐た

だ今まではそれを全く理解しなかっただけなのです。 

 

（レムナント紙、2005 年 11 月号） 
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