
代表者(名称)及び団体名 教団 年度/会期 決議 決議内容
故・権信燦（クォン・·シンチャン）　　　　　　　　
　　/故・兪炳彦（ユ・ビョンオン）
：キリスト福音浸礼会
朴玉洙（パク・オクス）　　　　　　　　　　　　　
　　　　：喜びのニュース宣教会
李（イ）ヨハン　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　：大韓キリスト教浸礼会

基聖 1985/79 異端カルト集団

悟りによる救い、悔い改め、罪人問題
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

基監 2014/31 異端
故・権信燦/故・兪炳彦
：キリスト福音浸礼会

基神聖 2014 異端

金箕東（キム・ギドン）
：鬼神論ベレヤアカデミー
：キリストベレヤ教会連合

基浸 1987/77 異端

神論、キリスト論、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 注視

合神、基聖

柳光洙（リュ・グァンス）
：タラッパン伝道運動、長老会伝道総会

高麗 1995/45 非聖書的 類似キリスト運動、似非キリスト運動

高神
1995/45 関連者に適切な勧善懲悪
1997/47 不健全運動
2013/63 異端維持 間違いを直すと言ったので見守ることにする

統合 1996/81 カルト性 異端的性格を持つ不健全な運動、魔鬼論、既成教会を批判、
タラッパン式信仰受容合同

1996/81 異端
2014/99 異端再確認関連者戒め 異端再確認、関連者公職制限

基聖 1997/91 カルト運動
基浸 1997/87 異端性
基監 1998/23 異端
基神聖 異端
合神、改革

故・文鮮明（ムン・ソンミョン）　　　　　　　　　
　　〔現在・韓鶴子（ハン・ハクジャ）〕　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：統一
教、世界平和統一家庭連合

統合

1971/56 カルト宗教 伝統的な神学思想とは極端に違う
1975/60 不認定集団 加入禁止、関連新聞雑誌に投稿禁止
1976/61 厳重処罰 教団和合・教会の使命に障害を起こし厳重警告
1979/64 非キリスト キリスト教を偽装したカルト宗教集団
1988/73 不買運動 文鮮明集団関連製品を調査し不買運動展開
1989/74 調査処罰 統一教との関連者を徹底的に調査、探し出して処理

大神 2008/93 異端
高神 2009/59 異端
基監 2014/31 異端 解釈の誤り
基神聖 異端 解釈
基聖、基長
合神、合同

キリストを偽装したカルト集団 聖書観、教会観、キリスト論、復活論等全分野にわたり反キリスト的

故・朴潤植（パク・ユンシク）　　　　　　　　　　
　　　：大声教会、現・平康第一教会

統合
1991/76 異端 キリスト論、堕落観、啓示観、創造論2015/100 異端維持

合同
1996/81 異端
2005/90 異端再確認

2019/104 救済史セミナー参加禁止
基監 2014/31 注視

故・朴泰善（パク・テソン）：伝道館、現・天父教 統合 1956/41 異端 非聖書的(本長老会教理と信条に反する)

新使徒運動：故・ピーター・ワグナー

高神
2009/59 参加禁止 直接啓示、（使徒の）賜物中断論 拒否
2011/61 不健全運動再確認

合神 2009/94 参加及び交流禁止 現代に使徒と預言者存在、聖書以外の啓示主張、直接啓示等
基長 2014/99 導入参加交流禁止 聖書解釈の誤り、福音の本質歪曲、使徒の支配権など

基神聖 汝矣島 2018 注視 この時代にも使徒の存在を主張、
極端な神秘主義的感性主義標榜、インパテーション（分与）主張

邉承祐（ビョン・スンウ）
愛する教会(旧：大きな信仰教会)

高神
2008/58 注意 不健全

2009/59 参加禁止 救済観、啓示観、新使徒的運動追求、測り縄、
神学及び教理軽視、韓国キリスト教会を非難

統合 2009/94 異端 救済論、入神、予言、異言等/極端的神秘主義信仰形など
合同 2009/94 集会参加禁止 アルマニアン主義、または新律法主義
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 異端性で参加及び交流禁止 救援論、直通啓示、既成教会を批判

基聖
2011/105 集会参加交流禁止 聖書解釈の誤り、非聖書的
2019/113 交流禁止維持

イエス聖潔 2012/91 異端 救済観変質、個人体験による聖書解釈、急進的神秘主義追求
基監 2014/31 注視
基神聖 異端

故・安商洪（アン・サンホン）　　　　　　　　　　
　張吉子（チャン・ギルチャ）
：アンサンホン証人会、神様の教会
：神様の教会世界福音宣教協会

統合
2002/87 反キリスト的異端 教理的脱線、聖書解釈の誤り、歪曲された救済観
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
基神聖 2000 異端

李萬煕（イ・マンヒまたはイ・マニ）　　　　　　　
　：新天地イエス教会

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 神学的批判価値なし
2007/93 異端 教主神格化、聖書解釈の誤り等

基聖 1999/93 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 代表イ・マンヒが直接啓示者、保惠師（助け主）と主張
大神 2008/43 異端
基監 2014/31 異端
基神聖 異端

李載禄（イ・ジェロク）：万民中央教会

イエス聖潔 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 注視
基神聖 1999 異端

李礎石（イ・チョソク）
：イエス中心教会、旧・韓国エルサレム教会

高神
1991/41

異端 本人の神格化、極端な神秘主義追従2009/59
統合 1991/76 異端 聖書論、神論、創造論、人間論、キリスト論、救済論、鬼神論
基聖 1994/88 異端

合神、合同

崔（チェ）パウロ：インターコープ

統合
2011/96 注視、参加自制 教理的に非妥当、危険
2013/98 注視、参加自制維持 解明と反省の真正性を見守る時間必要

2015/100 注視、参加自制維持

合同
2013/98 交流断絶 フリーメイソンの陰謀論受け入れ、極端な世代主義的終末論、

二元論的二分法
2019/104 交流断絶維持
2020/105 参加禁止及び交流断絶維持

合神 2013/98 参加禁止及び交流禁止 二元論的思想、非聖書的バック・トゥー・エルサレムと
福音の西進運動、歪曲した終末論と反キリスト論

高神

2014/64 招待禁止 教会論、書籍宣教の神学的次元の問題2015/65 参加禁止
2016/66 参加禁止 不健全団体
2021/71 深刻な異端性を持った不健全団体

基聖 2021/115 警戒対象 反キリスト的行為で教会と個人の信仰に否定的影響
基浸 2021 不健全団体 交流及び参加禁止
基神聖 2021 注視及び参加禁止

張在亨（ジャン・ジェヒョンまたはダビデ・ジャン）

統合 2009/94 注視警戒 張在亨を再臨主として信じたメンバーの証言が多く
彼の言葉を信頼できないため注視しながら警戒

合神
2009/94 参加及び交流禁止 統一教前歴問題、再臨主疑惑事件、聖書の恣意的な解釈など
2013/98 警戒・交流禁止維持 張在亨に真実性がないと判断

高神 2012/62 関係禁止 異端性疑惑

：全能神教会(東方閃電）

高神 2013/63 異端 三位一体論、キリスト論、救済観
統合 2013/98 異端カルト 楊向彬（ヤン・シャンビン）再臨主、三位一体否定
基監 2014/31 異端
白石大神 2018/103 異端 聖書の完全性否定、充足性否定、聖書では救われないと主張

合神 2018/103 異端カルト 啓示の連続性主張、歪曲された聖書解釈と組み合わせ、
趙維山（チョウ・ウェイシャン）神格化及び楊向彬再臨イエス主張

基神聖 異端

鄭明析(チョン・ミョンソク）　　　　　　　　　　　
　　：JMS、キリスト福音宣教会

高神 1991/41 異端規定
統合 2002/87 反キリスト的異端 聖書解釈、教会、三位一体、復活、キリストの在臨
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的
基監 2014/31 異端
基神聖 異端
合神、基聖

申玉洙（シン・オクチュ）　　　　　　　　　　　　
　　：恩恵路（ウネロ）教会　　　　　　　　　　　
　　　　：パウロ士官アカデミー　　　　　　　　　
　　　　　　：霊的軍事訓練院

合神 2014/99 異端 聖書論、聖書解釈、キリスト論、三位一体論、終末論が異端性大
高神 2015/65 参加禁止
統合 2016/101 異端性 恣意的聖書観、キリスト論的深刻な誤り、独特な威厳解釈、牧師貶し
合同 2016/101 集会参加禁止 異言解釈問題、牧師貶し、異常なキリスト論
白石大神 2018/103 異端 聖書観、解釈方法、キリスト論、三位一体論、救済論、教会論、終末論
基神聖 異端

：韓国基督教総連合会 高神 2020/70 異端擁護団体

：クリスチャントゥデイ 統合
2009/94 異端(擁護)言論

2018/103 異端(擁護)言論再確認
合神 2010/95 異端(擁護)言論

大韓イエス教長老会 統合総会 教会数8,731  信徒数2,852,125人 ＊「現代宗教」に掲載された2021年異端決議表から日本に関係ある
大韓イエス教長老会 合神総会 教会数896  信徒数152,316人 　人物・団体を抽出した。
大韓イエス教長老会 高神総会 教会数1,840   信徒数460,000人 「現代宗教」2121.11.1  

http://www.hdjongkyo.co.kr/m/content/view.html?&section=22&no=18315&category=42290


