
 

韓国における「異端」に対する 

（韓国の）主要教団による総会決議 目録表 

2018 年 現在 

 

決議に参加している教団名の略字説明 

 

合同→大韓イエス教長老会 合同 （教会数 11,593。信徒数 2,857,065） 

統合→大韓イエス教長老会 統合 （教会数 8,731。信徒数 2,852,125） 

高神→大韓イエス教長老会 高神 （教会数 1,840。信徒数 460,000） 

合神→大韓イエス教長老会 合神 （教会数 896。信徒数 152,316） 

大神→大韓イエス教長老会 大神 （教会数 715） 

白石→大韓イエス教長老会 白石 （教会数 3,311。信徒数 870,000） 

基聖→基督教大韓聖潔教会 （ホーリネス）（教会数 2,947。信徒数 505,946） 

基浸→基督教韓国浸礼会 （バプテスト）（教会数 2,833） 

基監→基督教大韓監理会 （メソジスト）（教会数 5,262。信徒数 1,394,515） 

基長→基督教長老会（教会数 1,624、信徒数 240,109） 

（数字には多少のズレも有り得る） 

 

*日本において警戒と若しくは注意が必要な団体のみを抜粋したものである。国内の団体名等も表記。同じ名称

の既成教会が多数あるため要注意 

*統計の数字は若干の変更有。 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

救援派（クオンパ） 

朴玉洙（パク・オクス）：グッドニュース宣教会（喜びのニュース宣教会） 

        兪（ユ）ビョンオン、権（コン）シンチャン：基督教福音浸礼会、 

        李（イ）ヨハン：大韓イエス教浸礼会 

【国内教団・教会・団体等】宗教法人東京恩恵教会、グッドニュース宣教会、喜びのニュース宣教会、IYF国際

青少年連合、クリスチャン・リーダーズ・フェローシップ・ジャパン、マインド講演、命の御言葉宣教会 

 

＊救援派は３つのグループに分かれている。日本で活発に活動しているのは朴玉洙（グッドニュース宣教会）と

【国内教団・教会・団体等】に記載された表記先。 

ユ・ビョンオンはセウォル号事故を起こしたグループの代表だったが、謎の死を遂げたとされる。 

基聖 1985/40 異端似而非集団 

悟りによる救い、悔い改め、罪人の問題 

高神 1991/41 異端 

統合 1992/77 異端 

合同 2008/93 異端 

合神 
1995/80 異端 

2014/99 異端再確認・救援派と同じ異端教理  

基監 2014/31 異端  

 

ソウル聖楽教会・ベレヤアカデミー 

金箕東（キム・ギドン） 

牧羊師（ぼくようし）育成、鬼神論（きしんろん）、ベレヤ運動、ベレヤ神学、基督教ベレア教会連合 

  ソウル 聖楽教会 

【国内教団・教会・団体等】聖楽教会、ベレヤ運動 

基浸 1987/77 異端 

神論、基督論、啓示論、創造論、人間論、サタ

ン論 

高神 1991/41 異端 

合同 1991/76 異端 

統合 1992/77 異端 

基監 2014/31 鋭意注視 

 

タラッパン運動   

柳光洙(リュ・ガンス)、世界福音化伝道協会、イエス教長老会伝道総会 

 

【国内教団・教会・団体等】宗教法人福音宣教教会、学校法人レムナント学園・日本神学校 

高麗 1995/45 非聖書的 疑似キリスト教の動き 

高神 

1995/45 関係者に適切な懲戒  

1997/47 不健全運動  

2013/63 異端維持 過ちを修正すると言ったが、もう少し見守るとする 

統合 1996/81 似而非性 異端的性格を帯びた不健全な動き、悪魔論、既成教会への否定的批判、

タラッパン方式受け入れ 
合同 

1996/81 異端 

2014/99 異端再確認,関係者懲戒 異端再確認、関係者公職制限 

基聖 1997/52 似而非運動  

基浸 1997/87 異端性  

基監 1998/23 異端  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  世界平和統一家庭連合（統一教会）  

故・文鮮明（ムン・ソンミョン）現在の最高指導者・韓鶴子（ハン・ハクジャ） 

 

統合 

1971/56 似而非宗教 伝統的な神学思想とは極端的に異なる 

1975/60 不認定集団 加入禁止、関連の新聞、雑誌に投稿を禁止 

1976/61 厳しく懲戒 教団和合、教会の使命に障害となる、厳重に警告 

1979/64 キリスト教ではない キリスト教を装った似非宗教団体である 

1988/73 不買運動 文鮮明集団関連製品調査して不買運動展開 

1989/74 調査処罰 統一教会と関係者徹底的に調査探し出して懲戒 

大神 2008/93 異端  

高神 2009/59 異端  

基監 2014/31 異端  

基聖 

基長 

合神 

合同 

  キリスト教を装った似非集団 
聖書観、教会観、キリスト論、復活論など全分野にわたって

反キリスト教的 

 

 

平康第一教会（旧・大声教会）   

故・朴潤植（パク・ユンシク）、後継者 イ・スンヒョン 

【国内教団・教会・団体等】救済史シリーズ（出版とセミナー） 

統合 

1991/76 異端 
 

キリスト論、堕落観、啓示観、創造論 
2015/10

0 
異端維持 

合同 
1996/81 異端  

2005/90 異端再確認  

基監 2014/31 鋭意注視  

 

  愛する教会 (旧・大信仰教会） 

邊承祐（ピョン・スンウ） 

 

高神 

2008/58 注意 不健全 

2009/59 参加禁止 
救援観、啓示観、新使徒運動追求、測りなわ、神学及び教理軽視、 韓国教

会への批判 

統合 2009/94 異端 救援観、入神、予言、異言等の極端な神秘主義形態 

合同 2009/94 集会参加禁止 アルミアン主義、或は 新律法主義 

白石 2009/94 
除名処理、出教、注意、警戒、集会参加

禁止 
啓示観、聖書観、救援観、教会観 

合神 2009/94 異端性が見られる故、参加及び交流禁止 救済論、直接啓示、既成教会への批判 

基聖 2011/66 集会参加禁止  交流禁止  聖書の解釈の誤り、非聖書 

聖潔 2012/91 異端 救援観変質、個人的な経験による聖書の解釈、急進的神秘主義を追求 

基監 2014/31 鋭意注視  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

グレースロード教会  

 申玉珠（シン・オクジュ） 

恵み路教会、パウロ士官アカデミー、霊的軍事訓練院 

 

国内では確認されていないが韓国人宣教師が影響を受け同教会の牧師になるケースあり 

（YouTube を使った宣伝活動が活発） 

合神 2014/99 異端 
聖書論、聖書解釈、キリスト論、三位一体論、終末論が異端性にあ

ふれている。 

高神 2015/65 参加禁止  

統合 2016/101 異端性 
恣意的な聖書観、キリスト教的な誤り、独特の異言解釈、牧師を貶

める行為 

合同 2016/101 集会参加禁止 異言解釈の問題、牧師を貶める行為、異常なキリスト論 

白 石 大

神 
2018/103 異端 

聖書観、解釈の問題、キリスト論、三位一体論、救い論、教会論、

終末論 

 

神様の教会世界福音宣教協会・神様の教会 

故・安商洪（アン・サンホン） 後継者 張吉子（チャン・ギルジャ）  

【国内教団・教会・団体等】神様の教会 

統合 
2002/87 反キリスト的異端 教義的脱線、聖書解釈の誤り、歪曲された救い論 

2011/96 異端 反キリスト的 

合神 2003/88 異端  

合同 2008/93 異端  

高神 2009/59 異端  

基監 2014/31 異端  

 

 

新天地イエス教証拠幕屋聖殿（新天地） 

李萬煕（イ・マニ）シオン基督教神学院、無料聖書神学校   

【国内教団・教会・団体等】TOKYO グレースチャーチ、グレースミッションセンター（早稲田） 

統合 1995/80 異端  啓示論、神論、キリスト論、救済論、終末論 

合同 
1995/80 神学的批判の価値無し  

2007/92 異端 教祖神格化、間違った聖書の解釈など 

基聖 1999/54 異端  啓示論、神論、キリスト論、救済論、終末論 

合神 2003/88 異端  

高神 2005/55 異端 李萬煕が直通啓示者、助け主と主張 

大神 2008/43 異端  

基監 2014/31 異端  

 

万民中央教会   

李載禄（イ・ジェロク）堂会長（性犯罪で服役中）三女・李スジン（堂会長代行） 

イエス･キリスト連合聖潔会総会、世界キリスト教放送ネットワーク(GCN) 

【国内教団・教会・団体等】東京田端万民教会、他 

聖潔 1990/69 異端  

統合 1999/84 異端 神論、救済論、人間論、聖霊論、教会論、終末（来世）論 

合神 2000/85 参加禁止  

高神 2009/59 異端  

基監 2014/31 鋭意注視  

 

 

 

 

 

 



インターコープ宣教会  

崔（チェ）パウロ  

【国内教団・教会・団体等】10/40Window・Mission、ビジョンスクール、東京ワールドミッション 

統合 

2011/96  鋭意注視 参加自制 教義的に非妥当、危険 

2013/98  鋭意注視 参加自制維持 解明と反省の真正性を見守る時間が必要 

2015/100  鋭意注視 参加自制維持  

合同 2013/98  交流断絶 フリーメーソンの陰謀論受け入れ、極端な終末論、二元論的な二分法 

合神 2013/98  参加禁止、交流禁止 
二元論的思想、非聖書的バックトゥ・エルサレムと福音の西進運動、

歪曲された終末論と反キリスト論 

高神 

2014/64  招聘禁止 
教会論、書籍、宣教的・神学的次元の問題 

2015/65 参加禁止 

2016/66 参加禁止 不健全団体 

基聖 2018/112 

  

一年間 

鋭意注視 

 二元論的な創造観と世界観、事実上終末論、独善的で排他的な宣教観 

 

 

張在亨（ジャン･ジェヒョン）ダビデ牧師「共同体」 

わワールドオリベットアッセンブリー教団、オリベット大学、大韓イエス教長老会合福教団（旧・合同福音）、 

CMCI（クリスチャン・メディア・コーポレーション）、クリスチャントゥデイ、クリスチャンポスト、クロスマッ

プ、基督日報、IBT(財経新聞)、ベレコム、AM、YEF、YD（ヤングディサイプル 旧・イエス青年会）その他多

数。 

 

【国内教団・教会・団体等】宗教法人オリベットアッセンブリー（旧あいのひかり教団・日本キリスト教長老教

会）、クリスチャントゥデイ、財経新聞、ベレコム、ジュビリー、AM、YEF、YD等 

統合 2009/94 鋭意注視、警戒 
ジャン氏を再臨主として信じた人々の証言が多く、 

彼の話を信頼することができないが故、注視し警戒 

合神 
2009/94 参加、交流禁止 統一教会の前歴の問題、再臨主疑惑事件、聖書の恣意的解釈など 

2013/98 警戒、交流禁止 ジャン･ジェヒョンに真正性がないと判断 

高神 2012/62 関係禁止 異端性の疑惑 

 

 全能神教会 （東方閃電）   

事実上の指導者趙維山（チョウ・ウェイシャン）、楊向彬（ヤン・シャンビン） 

【国内教会】建物を保有しない民家、アパートで聖書勉強「全能神教会」、「聖書の部屋」等 

高神 2013/63 異端 三位一体論、キリスト論、救済観 

統合 2013/98 
  

異端似而非 
ヤン・シャンビン再臨主、三位一体を否定 

基監 2014/31 異端   

白石大神 2018/103 異端 聖書の完全性否認、充足性否認、聖書では救われないと主張 

合神 2018/103 異端似而非 
啓示の連続性を主張し、歪曲された聖書の解釈。   

趙維山の神格化とヤンを再臨のイエスと教え 

 

キリスト教福音宣教会（摂理） 

鄭明析（チョン・ミョンソク） 

クリスチャンゴスペルミッション（CGM）、 国際クリスチャン連合 、JMS 

【国内教団・教会】キリスト教福音宣教会、宗教法人大阪主愛教会、つくば始音（しおん）教会 

高神 1991/41 異端規定   

統合 2002/87 反キリスト教的異端 聖書の解釈、教会、三位一体、復活、キリストの再臨 

合同 2008/93 異端 聖書観、復活、再臨観、救済観など全分野で反キリスト教的 

基監  2014/31 異端   

  

 

 

 



クリスチャントゥデイ   

設立者 張在亨（ジャン・ジェヒョン）  

【国内】株式会社クリスチャントゥデイ、（韓国）クリスチャントゥデイ日本支局（あいのひかり教団横浜聖門教

会 カン・ソンヒョン牧師）尚、張が設立した韓国の同社は「クリスチョントゥデイ」と社名を表記している。 

 

※在米韓国系のクリスチャントゥデイ（ChristianToday USA）http://christiantoday.us/は張在亨が設立したク

リスチャントゥデイではない。張側が勝手に同社の社名を使用している。（同社サイト上で無関係であると表記） 

統合 
2009/94 異端 （擁護）メディア 

設立者、張在亨の統一教会前歴と再臨主疑惑

が依然解消していないにもかかわらず同社が

張を広告、擁護する報道を続けているため「異

端（張）を擁護しているメディア」として決議 

2018/103 異端 （擁護）メディア再確認  

合神 2010/95 異端 （擁護）メディア  

 

 

http://christiantoday.us/

