
日本福音主義神学会西部部会 春の研究会議

■日 時 :2012年 4月 16日 (月 )1030～1030

■場 所 :大阪キリスト教短期大学

■テーマ :「神の国のホーリスティック宣教一 東日本大震災をうけてJ

東日本大震災という現実の中で、教会がローザンヌ誓約などに表されているホニリスティック宣教をどのよ

うに理解し、どのように取り組んできたかを検証し、その取り組みの背景にある神学的理念を浮かび上がら

せ、今後の教会の取り組みの取り組みに対する神学的示唆を与える。

■プログラム

10:00-10:30

10:30-10:50

11:00-12:30

チヤベル前

図書館 3F会議室

チャペル

分科会研究発表 発表 20分+質疑応答 10分=各 30分 x3 チャペル/図書館4F会議室

Aグループ :司会 橋本昭夫理事  チャペル

神田宏大「ザビエルの夢の実現とその広がり」 (関西聖書引励

金美善「金教臣の無教会信仰一内に との出会いと朝鮮朧 の挫折―」(大阪キリスト教馴 大学教 榊 学専卿

小宮山裕一「フィリオクエについての一考察―その歴史的概要と実践的な意義について一」 141戸動 学校)

Bグループ :司会 市川康則理事  図書館4F会議室

尾崎純「中間時代のメシア像とメシア・イエスとの観齢について」榊戸鮮 酔 引校)

乗田学「これからの日本において創作賛美が必要な理由についての考察」(福音聖静 引庚)

新藤光輝「神学と霊性―パッカー研究からの一考察―」 (関西聖書学開

受付 (弁当注文)

西部部会理事会(旧理事)

開会礼拝  奨励 :坂井純人理事 (コ ーディネーター)

昼食

定例理事会(新・旧理事)

図書館4F会議室

図書館 3F会議室

13:30-14:00 日本福音主義神学会西部部会総会 :

新理事紹介、2011年度決算、2012年度予算、行事計画など

14:00-15:40 講演会  司会 鎌野直人理事 (コ ーディネーター)講 演各 30分

講師 岩橋竜介氏 (日 本国際飢餓対策機構理事長)

講師 小平牧生氏 (基督兄弟団ニューコミュニティ主任牧師)

講師 西岡義行氏 (東京聖書学院教授)

質疑応答・ディスカッション 30分

総括・閉会,献金  津村春英理事 (コ ーディネーター長) 10～ 20分

・DVDの録画をします。著作権は日本福音主義神学会西部部会に属する旨ご了承 ください。

チャペル

〒54卜0042大阪市阿倍野区丸山通 1丁 目3-61 大阪キリス ト教短期大学 06掲652-2091(代表)



癬 ザビエルの見た夢と、その広がり

神 田 宏 大

はじめに

『日本のキリシタン史』について語る時、『キリシタン』という言葉から何を連想するであろうか。私はこの

様な講義の始めに、「日本のキリシタン墓碑で最も古いものは何処にあるか知つていますか ?」 と尋ねる事に
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している:ノ百[児ゝだ天Lノ「九州ですか ?、 長崎ですか ?」 との返答が返ってくる。ほとんどの人はキリシタ

ンと言えば、九州。長崎を連想するようであるが、2002年まで最も古いキリシタン墓碑は大阪八尾市にある「マ

ンシヨの墓」であつたが、2002年のバレンタインの日に、大阪四條畷市から「田原レイマンの墓」が発掘さ

れた。八尾の墓は「本能寺の変」の一ケ月前のもので、四條畷の墓はそれよりも一年古いキリシタン墓碑であつ

た。この墓は宣教師フロイスの書簡にある、信長が上京した時、河内キリシタンの代表の一人として信長に挨

拶をしに行つた田原城主 。田原レイマンの墓である事がわかつた。この墓碑は宣教師フロイスの記録に書かれ

た人物の墓として「大阪府有形文化財」に指定された。 (『 フロイス「日本史」』3松田毅一・川崎桃太訳)
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このように、最も古いキリシタン墓碑が二基とも大阪の河内地方から発見されていることからも、キリシタ
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ンの働きが、九州・長崎という日本の片隅での出来事ではなく、都に近し

日本の政治の中心であつた近畿周辺地域が、私たちの想像する以上に繁う

してぃたと考えられるようになってきたのである。

「8寺が来れば必ず実現する、神のことば」(ルカ 1:20)

1武士.たちの枠 様子
1- ザビエルの目指した道
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日本に福音を伝えた最初の人になったのはフランシスコ・ザビエルである。インドを宣教基地にしてアジア

伝道をしていたイエズス会のザビエルはマラッカで初めてヤジローという日本人に出会つた。信仰を持つた彼

にザビエルは「私が日本に行けば、日本人はクリスチヤンになるだろうか ?」 と尋ねた。

彼は、「まず日本人は神父に多くの質問を出すだろう。そして神父の返答と知識とを確かめ、さらに神父の

生活が、この教えるところと一致するかどうかを見る。このような試験期が半年もつづいたら、国王やその他

の諸大名をはじめ、理性的な者が洗礼を受けるであろう。日本人は理性に従う国民だから」 (『 日本キリシタン

殉教史』片岡弥吉著 時事通信社)と答えた。それによつて、ザビエルは日本行きの決心が国まったのである。

彼らは、直接日本に来たのではなく、ヤジロウを宣教本部にあるインドのゴアの神学校に連れ帰り、ポルト

ガル語と神学を学ぶためにサンパウロ学院でトレーニングをさせた。

ザビエルはインド総督の使節として、 トルレス神父、フエルナンデス修道士、インド人や中国人らを伴つ

て、日本人アンジロウと二人の日本人とで日本に向かつた。

1549年 8月 15日、ザビエルー行の船は薩摩の国 (今のJR鹿児島駅の近く)に上陸した。

ザビエルの宣教戦略の夢は、

福音宣教の可能性をリサーチする中で、日本の首都である京都に行き、天皇と足利将軍への布教。少なくと

も布教許可を戴き日本中に福音宣教を広めるために、仏教の本山であるLLa山・高野山、及び足利学校での宗

論対決によつて勝利して行く事を夢見ていたのである。

2- 荒廃した部での失望

1551年 1月 中旬にザビエルー行は目指していた京都に入つた。しかし、応仁の乱によつて荒廃していた

都は,ザビエルの夢見た都の姿ではなかつた。「後奈良天皇は震筆を売うて生活の資にあて,関白料として袋

を持ち回り米を買いに歩くことさえあつたo幕府の威信は地に堕ちて、将軍足利義輝は近江に逃げている有様

で、ザビェルが京都に着いたのは、実に京都が最も荒廃していた時代のことである。一天皇に拝謁するには、



身分ある人のとりなしが要るばかりでなく、貴重な献上品と、相当格式ばつた身なりが必要であつたoしかし、

ザビェルは、今日まで清貧に甘んじて来た」 (『 日本キリシタン殉教史』前述)故に、神父が粗末な服毒と,献

上品のないこと知つて拝謁させることを拒まれてしまつた。

結局,ザビエルの見た夢|ま
実現しそうにもなかつた。そして当時最も栄えていた山口の大内義隆の支配して

いた領地で義隆から布教許可をいただき布教活動を開始 した。山口の働きで、盲目の琵琶法師ロレンソ了斉が

ザビエルを通して救われた。この後、ザビエルの夢の実現に寄与した最大の人物としてロレンソ了斉を神様は

この時点で選ばれていたのである。

―・・ |…1ッド=レ「ちよ姜3- 河内キリシタン・シンポジユームから             ,

一昨年、「『波涛を越えて』―ローマからはるか河内´

四條畷学園ホールをお借 りして、シンポジユームを行4

教育委員会、大東市・四条畷市と各市教育委員会の後翡

財団が 50万円を出してくださり300名を越える参加1

私は「フロイスのみた河内キリシタン」と題して、 1563年 夏頃、飯盛山城で三好長慶幕下の武将 73名

が集団洗礼を受け、その後も集団洗礼が行なわれ、短期間で「河内はキリシタンの聖地J(『日本の歴史 110

戦国大名』中央公論社)と して栄え、大東、四條畷地区は宣教師フロイスの報告によれば、「一人の異教徒も

いない」、百パーセント、キリシタンの町となった「河内キリシタンの繁栄時代」のことを話させていただいた。

=好長慶とキリスト教

昨年 (2011年)は「『飯盛山城と戦国時代の河内』-1561年、ここは「首都」一」 と題してシンポジユ~

ムが行なわれたが、「河内飯盛山城下がキリシタンの聖地になぜなったのであろうか ?」 との質問を第一回目

の時にされたが、正確に答えることができなかった。このシンポジユームを通して、それぞれの違う専門分野

の先生方からも教えられることが多くあり私なりにこの問題を調べ直した。

この問題の中心人物と舞台に、「三好長慶と飯盛山城」・「松永久秀と多聞城」という関係が浮かび上がつて

きた。当時の世相、下克上の代表格に名が連なる人物が、「室町幕府の実権は管領細川氏からその家臣三好氏、

さらに松永氏とかわり、まさに下克上が展開された。」 (『 日本歴史大事典』小学館)と語られているように二

人の名前が出てくる。

1563年 の春の復活祭後、京都の仏僧たちが、バテレン (宣教師)を京都から追放する画策をしていたが、

万策尽きて、当時「学問および降霊術において著名であり、偉大な剣術家で、書道に長じ、天文学にはなはだ

通暁していた、希有の才能の持ち主」の結城忠正に宗論でバテレンを論破してくれるように頼み込んだ。

それを聞いた結城忠正は松永久秀に報告し、「バテレンを殺す方がよいかt追放する方がよいか」と彼に訊

ねた。松永久秀は「汝がよいと思うように取り計らえ」と返答したのである。

結城忠正は、宗論をするためには、まずキリシタンの教えを知ぅ必要があることを思い、信仰をもつて浅い

デオゴというキリシタン信徒に討論を始めた。しかし、彼らはデオゴが語るキリスト教の話しに、「手で畳み

を打ち、…賛嘆の言葉を発してやまなかった」とフロイスは記録している。 (『フロイス日本史』三巻第十三章

参照)そ こで修道士のロレンソ了斉が結城忠正を導くために避難先である堺から奈良にやつて来た。その時、

言督見題[拿7:曇曾E鸞:1彙覺『 写[重甚昌戦曇:≧姦憲已言異〔隼ぢζ〕『 省こ琴員層電亀F洗
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この時、ヴイレラから洗礼を受けた中に、結城忠正の息子で父に用事で奈良に来ていた四條畷岡山・砂の領

主であつた結城左衛門尉や、沢城主・高山厨書飛騨守 (高山右近の父)も友人の二人が洗礼を受けたので「一

軒の家で二日二晩隠れて留まり、日夜絶えずデウスのことを聴間した」(『 フロイス日本史』)、 そして彼もたま

共に洗礼を受けたのである。



河内地方にリバイバル始まり、キリシタンの聖地になる

岡山・砂の城主であつた結城左衛門尉が飯盛城下に帰り、三好長慶幕下の同僚武士を見つけ次第、キリスト

の救いについて語るので、「ついに他あ武士たちは、一つには彼4満足させてやるために、また一つには好奇

心から、彼に言つた。『伴天連に都から我らを訪ねてきてもらおう。そしてそれが不可能なら、少なくとも説

教師の伊留満を派遣してもらいたい、その教えを承ろう』と。左衛門尉殿は願つたりかなったりでロレンソ修

道士を伴うために、すぐ~頭の馬と人を派遣した」 (『フロイス日本史』第十四章)

そこに遺わされて来たのは片目が見えず、もう一方の目も弱視で、足の不自由なロレンソ了斉であつたo彼

は猫背で顔が醜かつた。彼は琵琶法師で乞食をしていた時、山口でザビエルを通して救われた人物であつたo

飯盛山城の武士たちは奇異な目で彼を見ていたが、一度、彼が福音を語ると人々は引きつけられ、 その結果、

ロレンソ了斉の説教を聞いて、「三好幕下の七十三名の貴人たちはまつたくなっとく起つして、すぐにもキリ

シタンになることを決心するに至った。その中には二人の首領ならびに重立った人たちがいたo重立つた人た

ちの一人は三ケ伯者殿、二人目は池田丹後殿、三人目は三木半太夫殿であつた」と、日本史には書かれている。

73名の三好幕下の武士たちが集団で洗礼を受けた。三箇城主・三箇頼照サンチヨや若江二人衆・池田丹後守、

後に長綺で殉教した26聖人の代表三木パウロの父、三木半太夫らがいた。その後も続けて、六・七十人が洗

礼を受け瞬く間に現在の大東市・四条畷市は百パーセント、キリシタンの町となったのである。フロイスは、「一

人の異教徒もいない」と語つている。両市合わせて7000名 程のキリシタン集団が形成され、河内地方全体

で8000名 程のキリシタ集団となつたのである。 (『河内キリシタン人物伝』神田宏大著 いのちのことば社)

「三箇城は、飯盛山の西に広がつていた深野大池に浮かぶ島にあつてサンチヨはここに教会を建て,以来

15年間にわたつて降誕祭や復活祭が盛大に行われたというo特に復活祭は、フロイスも書き留めているよう

に、「華やかに祝うため、復活祭用にきれいに飾つた船 60隻を用意させ、また見物のために多数の漁師の舟

が参加して,復活祭の水上パレードが行われた」 (『野崎観音の謎』)と、上智大学の高祖敏明理事長が (『キリ

シタン版太平記 2』 教文館)の後書きで、私が説明させていただいた飯盛城下の河内キリシタンの事を語つて

l10t
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1563年 のフロイスの記録には、

「都にもどる司祭 (ヴイレラ)」 のことが記されている

司祭 (ヴイレラ)は…都の教会へ戻りたい意向を示した。…結城殿は言つた。「都では、万事、それを代

表する人物の格式に応じてしか評価されないし、見受けるところ、従来はキリシタンの名を高めるに足るよ

うな権威ある高位、高官の人物は一人も (キ リシタンに)なっておらぬようだ。そこで我ら両人が尊師に同

行致しましよう。我らがキリシタンであることを (あの)市街の人たちが目撃すれば、彼らはデウスの教え

に対して従来とは違つた見解を持つに至りましようから」と。…

翌日、司祭は二人の大身もとともに都に向かつて出発した。キリシタンたちは…宇治というところまで出

迎えに赴いた。彼らが都の教会に至ると、キリシタンー同はこの大身が洗礼を受けたことを知り、大いに喜

び感激した。なぜなら彼らは今や自分たちに敵対者たちに対する支援者、また保護者として彼らを得たか

らであつたo先きに結城殿に対して、伴天連を追放し、教会や彼の家財を没収するように懇願していた仏僧

や異教徒たちは、今、皆がいつしよになって都に入つて来たのを見ると、事の経過を知らなかつた (ので)、

彼らは自分たちの企てたことを実行するために来たのだと思い込んで、非常に喜んだ。しかし、ただちに結

城進斎と (清原)外記殿はキリシタンであり、キリシタンの保護者になつたという報せが市内に弘まると、

彼らの驚きはりF常なもので、人々が言うとおりだとは納得できなかつた。…しかしその報せが真実であるこ

とは数日にして確認された。なぜなら、、デウスのことにいつそう傾倒し、造詣を深め始めた結城殿は、都

においてさつそく妻子や従僕に (キ リシタンの)教理の説教を聞かせ、一同は聖なる洗礼を受けるに至った。

これら二人の大身をキリシタンに導き給うたデウスの御摂理は偉大であつた。すなわち、それは都におい

て、聖なる福音について (従来とは)異なった見解を生ぜしめるのに大いに寄与したのみならず、彼らの模

範に倣う者があらわれ、身分の高い武士や、高位、高官の人たちがキリシタンになり始めた。それらのこと

は後にそれぞれの箇所で見られるであろう。」

と、語られ、ザビエルの夢が実現したのである。
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1605年 、キリシタン人口は75万にまで成長していた。ちなみに、日本人口の総数は関ケ原の合戦が

終わつた 1600年 ごろは 1500万 人であると、上智大学教授は報告されている



2012年4月 16日 (月 )

日本福音主義神学西部部会

大阪キリスト教短期大学 専攻科 (神学専攻)金 美善

日次

序論

第一章 日本で出会つたキリス ト教

1)金教臣の入信 と内村鑑三との出会い

2)内村鑑三の 「無教会」

3)内村鑑三から学んだもの

第二章  「聖書Jを 「朝鮮」に

1)朝鮮における金教臣の活動

2)金教臣の 「無教会」

第二章 金教臣の活動の結果

1)「反教会主義」と「親 日派」

2)「聖書朝鮮事件」

結論

序論

韓国=キ リス ト教の国。

今 日、韓国を知る人の中にはこのようなイメージを持つ人が多くなつてきている。韓国

行きの飛行機の中で下の方を眺めていると、あちらこちらに赤い十字架が立つている建物

が数多く日に入つてくる。キリス ト教人口が少ない日本では想像することもできない光景

である。

韓国のキリス ト教は、

害と苦難、情熱と献身、

2012年春期研究会議 (大阪キリスト教短期大学)

金教臣の無教会信仰

一内村鑑三との出会いと朝鮮伝道の挫折一

世界 2000年のキリス ト教の歴史に類例が無いほど、短時間に迫

教会成長 と宣教のような多様な経験をし、国家的リバイバルを経



験して来ている。しかしここ数十年、韓国の教会はキリス ト教の歴史の価値を正しく認識

できないまま西方の文化を取 り入れることに努めて来た。聖楽聖潔教会の池螢銀(ジ・ヒヨ

ンウン)牧師は、研究論文「現在韓国教会に関する考察Jにおいて、韓国の教会は十数年前

から停滞状態に陥り、徐々に坂道を下つて来ていると指摘 している。

最近になつては、このような韓国教会の状態に心を痛め、信仰の遺産を発掘しその遺産

から学ぼうとするキリス ト者が増えて来ている。今まで疎外していた韓国のキリス ト教の

歴史をもう一度研究し、先輩たちの信仰の本質を見出し、それを通して現在の生き方と信

仰を反省しようとするのである。 しかし、教会の歴史の中にはすばらしい信仰者として名

を残している人もいれば、その反面、その信仰が誤つて判断され、多くの人から批判を受

け続けている信4印者も少なくはない。金教臣 (キ ム・ギヨシン)はその中の一人である。

金教臣は、韓国(朝鮮)の キリス ト教の歴史において 「朝鮮の内村鑑三」、「無教会の創始

者」とも呼ばれる人物で、未だにこの呼称だけで多くの人の誤解と批中1を浴びている。彼

が韓国の教会の中心的な人物だつたとは決して言えないかも知れないが、最近は彼に対す

る研究も盛んになつている。彼はキリス ト教の本質を味わいつつ死も恐れずに生きた人物

であり、彼の中には私たちが注目すべき信仰の宝のようなものがある。

かって酷い迫害を受けながらも福音への情熱を捨てなかつた金教臣の信仰、その本質と

核心はどこにあるのか。そしてその信仰の遺産をもう一度発掘 してそれに学ぶことは、今

日を生きる韓国のキリス ト者にとつてどんな意味があるだろうか。

本稿では、彼が提唱した無教会主義の本質とその時代における影響、そして彼が受けた

迫害の理由に迫る。

第 1章  日本で出会つたキリス ト教

1)金教臣の入信 と内村鑑三との出会い

金教臣は 1901年 4月 18日 、咸稿 濁植晟真の伝統的な儒教の家系に生まれた。二歳の時

に父を亡くし、母親の下で成長した彼は、9歳の時に、祖国が日本の殖民地になることを

経験した。

1919年 3月 、成興公立農業学校を卒業 したまさにその時、日帝下にある朝鮮全土を席捲

した三。一独立運動が起こり、その直後に渡日し、東京正貝」英語学校 (千代田区、1896-1933、

現正則学園高等学校)で英語を修学した。1920年 4月 、東京牛込区矢来町の道路を通 り過ぎ

る時、当時東洋宣教会聖書学院の在学生の路傍伝道メッセージに深く感動し、その後、近



くのホーリネス教会に出席し信仰生活をはじめるようになつた。その年の 6月 に洗ネLを受

け、日曜ネL拝 と木曜祈祷会にも熱心に参加する教会員となつた。10月 には『宗教と文学』

などに記載された内村鑑三 (以下、内村と略す)の著書を読み、11月 には内村の家を訪問

して最初の対面の機会を持ち、12月 には内村のヨブ記の講演を傍聴 したこともある。金教

臣はその時までホーリネス教会の忠実な信者であり、信仰生活の歓喜に満ち浴れていた。

しかし、その時教会内に紛争が起き、そのような教会の姿に失望 した彼は、教会を離れ

精神的な街往の日々を送つている時、1921年 1月 から再び、内村の聖書研究会に出席する

ょうになつた。

2)内村鑑三の 「無教会」

ここで、その内村の 「無教会主義」について確認 しておく必要がある。

「無教会主義」と言えば、日本人のキリス ト者はだれでも「内村鑑三Jと い う人物をす

ぐに思い浮かべることであろう。しかし、その 「無教会」の意味を正確に理解 している人

は、そんなに多くはないかも知れない。

内村が初めて 「無教会」という言葉を用いたのは、彼の処女作『基督信徒のなぐさめ』

である。その後、彼は 「無教会」とい う名称の雑誌を創刊し、教会に行けない、所属する

教会の無い者同士の交流の場を設けようとしたのである。

そのように始めた内村の無教会の本質は、本当に人々が認識 しているような 「教会を無

視する」、「反教会主義」なのだろうか。「無教会」という言葉は「教会を無くす」あるいは

「教会は要らない」という意味として理解 していいのだろうか。

内村の弟子の一人である山本泰次郎(1900-1979)は 、内村が永眠の 2ヶ 月前に書いたも

ので、未発表のまま終わつた『無教会主義に関する遺稿』を公開した。その遺稿で内村は「私

は今日流行の無教会主義者にあらずJと言つている。

ここで、当時は内村の無教会と違 うもう一つの無教会主義があつたということが分かる。

内村の無教会の特質について、内村自身は『内村鑑三信仰著書全集』で次のように述べて

いる。

私の無教会主義は、①主義のための主義でなく、教会攻撃のための主義でなかつた。②信仰

のための主義であつた。信イ印の帰結として唱えたものである。③十字架の贖罪を信じる罪の悔い

改めの信仰。その結論としての無教会主義であつたo

これが内村の無教会主義の三つの根本精神であるなら、彼が拒否していた 「今日流行の



無教会主義」は、この三つを欠くか、或はその反対に立つものであることになるだろう。

人々が内村の無教会に対しての間違つた認識を持つている理由は、そのいわば 「今 日流行

の無教会主義」の影響もあつたのではないだろうか。

3)内村鑑三から学んだもの

内村の講演に参加 し始めた金教臣は、特に内村の最大の傑作と呼ばれる「ローマ書講義J

の時は、いつも 1番前の席に座って傾聴 していたO一時教会の姿に失望し信仰までも揺る

がされていた彼は、内村の講義を通して、やがて福音の本質に目が覚めたのだろうか。当

時の様子を金教臣は、「私は飢え乾いたものが食べ物を探すようだつた」と表現 している。

一方、彼は 「私は内村鑑三先生に対して申し訳ない気持ちを持たずに聴講 したことは~

口もなかつた」と意外な発言をする。講演を聞きながらなおも信仰に燃え続けた彼がなぜ

そのような気持ちを持つていたのだろうか。

「イエスは、この十二人を遣わし、そのとき彼らにこう命

てはぃけません。サマ リヤ人の町にはいつてはいけません。

ところに行きなさい。」(マ タイ 10:5～ 6)

金教臣にとつて、内村は何よりも愛国者であつたO「 日本の失われた羊を探すために必死

に伝道する場所に、外国人が一席を占有していることは恐れ入ることだ。愛国者に対する

礼儀を果たすためには、座つていた椅子を日本人青年に譲 り、私は椅子の下や天丼に小さ

な穴を開けて聞かせていただくだけでも満足できるとい うのが私の正直な気持ちであるJ

と、彼は当時の日記で告白している。

祖国の人々のために熱心に福音を伝える内村の愛国心が、講演を聞いていたこの朝鮮人

青年の心に響いたのである。

第 2章  「聖書」を「朝鮮」に

1)朝鮮における金教臣の活動

内村の聖書勉強会に通つている時、金教臣はそこで出会つた朝鮮人の信者たちと「朝鮮聖

書研究会」を開き、朝鮮のために祈つていた。1927年、日本から帰国した
今

教臣は教師と

してlu」 き始めるが、すぐに、「朝鮮聖書研究会」の会員 5人 と一緒に雑誌『聖書朝鮮』(聖書

を朝鮮に、1927年 7月 1日 、第 1号 -1942年 4月 、第 158号)を発千」し始めた。

『聖書朝鮮』を通しての金教臣の発表は、朝鮮にキリスト教を広げたいという切実な願

じられた。「異邦人の道に行つ

イスラエルの家の滅びた羊の



いの実現であると言えるだろう。もつとも尊い聖書を通して、もつとも愛する朝鮮に希望

を与えることが彼の望みだつたのではないだろうか。

『聖書朝鮮』の発行と表裏一体をなす活動 としては、まず 日曜日ごとに行つた聖書研究

会があつた。これは、1930年 6月 、京 城(現 :ソ ウル)市内で、無教会主義キリス ト教の

立場に立つた公開の集まりとして始まつた。主に家庭集会形式で、金教臣の家や市内の何

ヶ所の会場を借 りた。

金教臣は、「我が聖書を学ぶのは、人が人らしく生活するために、また、そのように生活

する能力を得るためである」と述べた。また 1932年以降毎年、年末年始の一週間、全国

各地から信仰の同志や『聖書朝鮮』の読者が共に集まる集会があつた。

金教臣は、真のキリス ト教の福音を理解した人である。彼は、日帝の侵略の下で苦しん

でいる朝鮮の民の生きる道がどこにあるのかを真貪1に考えた愛国者である。日本の東縛 と

抑圧の中にあつても朝鮮 とその民がこれから歩むべき道を見つけ出し、神にあつて得る真

の自由と希望を宣言できるようにと、彼はひたすら望んでいたに違いない。

2)金教臣の 「無教会」

「崚の子らよ、差し迫つた神の怒 りを免れると、だれが教えたのか。悔い改めにふさわ

しい実を結べ。『我々の父はアブラハムだ』などと思つてもみるな。言つておくが、神はこ

んな石からでも、アブラハムの子たちを造 り出すことがおできになる。」(マ タイ 3:7～ 9)

これは、荒野の預言者、バプテスマのヨハネが洗ネLを受けるために出て来たパ リサイ派

ゃサ ドカイ派の人々に向けられた叱責である。それは、彼 らが飢え渇きもないまま、形式

だけで出てきたからであろう。

「〔崚の子らよ…〕のような叫びを、教会の信者たちに向けて送る必要がある時期が来た。命の

ォァシスであるべき神の教会は、水が尽きた井戸のように、信条の抜け殻だけが残つている」と、

金教臣は『聖書朝鮮』を通して訴え続けた。

金教臣はこのように、形式に陥 り世俗主義に陥る教会を強く批判 し、「イエス。キリス ト

の十字架はまさしくこれらの形を打ち破るためであり、信仰と救いとはその形にあるので

はない」と主張した。彼が考えたキリス ト教の本質は、神と自分自身がしつかり繋がり、

それを通してこの世から解放され、まことの自由を得る存在へと変わることであつた。

真の変化は、決して形式から得られるものではない。それは、まさに神と信者 との生き

ている関係の中で、神の恵みによつて与えられるのではないだろうか。



金教臣のキリス ト教思想について築毛女子大学、教会史教授のヤン・ヒヨ

臣のキリス ト教信仰の特徴は、何よりも彼がキリス ト教の本質と形式を峻別

を極小化し本質だけに最大集中しようとしたことだ」と評価 した。

ンヘは 「金教

し、その形式

「この働きをやめて、ジヤガイモ栽培にでも専念

とができ、また相手もありがたく受けるだろうが

第 3章 金教臣の活動の結果

1)「反教会主義」と「親 日派」

少数の人数の集 りではあつたものの、金教臣の活動は全国的に知られるようになり、や

がて批中1と 非難の声が上がつてきた。教会とい う組織を形成しないとい う理由だけで、無

教会主義は偏見を受け、教会に対する理解が足りないまま教会を攻撃することを使命 とす

る「教会リト斥主義」と見られるようになつた。特に当時最も大きい教団で、教会数も一番

多かつた長老派では、講壇の上で 「無教会は異端だ」という宣伝までし始めた。

金教臣の活動がそこまで反対されたのは、彼が日本人の弟子であるということも大きな

原因の一つだと思われる。多くの人は、金教臣が提唱している福音の核心には触れてみよ

うともせずに、それは日本人から教えられた日本式の思想だと思つていたのも事実である。

ピョンヤン神学校で教授として務めていた金インソは、「我が国を支配 している日本から

入つてきたものは、決 してよい物であるはずがなく、その教えを朝鮮で広めようとする金

教臣は親 日派であるJと いう文章を様々な雑誌にて公開した。
~人の神学校教授としての

このような判断と発言、それは当時の朝鮮信仰者たちの愚かさをそのまま反映している。

日本人から福音を受け入れることは果たして日本との妥協なのか。 日本からの福音の伝

達、それは日本からの侵略なのか。

神は、全ての日のあるものを通してその御言葉を語る神である。そして弱者を用いて強

者を辱め、愚か者を用いて知恵ある者を辱める神が、たとえ敵の口を通して間かせたとし

ても福音は福音であるに間違いない。霊的な言葉は敵を通して聴いてはいけない、という

考え方は果た して正 しいだろ うか。

1934年 8月 10日 の金教臣の 日記には

したい。ジヤガイモは誰にでもあげるこ

_」 と書いている。

絶望感 と共に、もどかしい心が伝わつてくる日記である。真理だからこそ伝えたいのに、

それに伴 う結果は拒絶と非難ばかり。しかし、それが金教臣の信仰への思いを上めること

は出来なかつた。



2)「聖書朝鮮事件J

やがて、1942年の 3月 に、『聖書朝鮮』

臣の苦難は頂点に立つ。

朝鮮を蛙に、日本の朝鮮支配政策を酷寒に喩えて書いた金教臣の文章が、一切の政治的

抵抗の発言が禁止されていた当時の状況では、独立運動をしたとい う容疑となつたのであ

る。そのため『聖書朝鮮』の読者たちまで取 り調べを受け、金教臣とその同志たち 13名

も一緒に投獄されるようになる。そして一年後に釈放されるが、『聖書朝鮮』は押収処分さ

れ、158号で強制廃刊となる。

出獄後も様々な監視の下におかされた金教臣は、咸興にある日本の肥料工場に就職 し、

非人間的な待遇を受けながらそこで働いている朝鮮労働者の生活改善と人格的な覚醒に力

を注ぐが、1945年、発疹チフスにかかつた労働者から感染 し、44歳でなくなる。

金教臣が、日本の工場で働 く朝鮮労働者のために献身したのは、日本の支配下にいる彼

らには何よりも福音の力が必要だということを、よく知つていたからであろう。

結論

25年前に韓国である宣教団体の集会が開拓された。毎週木曜日に行われるその集会には

いつも人がいつぱいで、みなが感激と喜びの中で神を賛美するすばらしい礼拝が捧げられ

ていた。その時、多くの教会の賛美 リーダーや礼拝 リーダーたちが、その集会から学ぼう

と尋ねて来た。 しかし、彼らが目を留めたのはその集会の中にある霊的なものではなく、

集会で使っている新型の楽器であつた。それが熱い集会ができる秘訣だと思つた彼らは、

その楽器を調べ、皆同じものを教会に買い入れた。

今 日も韓国の教会は、大型教会の礼拝や リバイバルする集いのや り方を真似することに

忙 しい。 しかし、その本質を理解できないままの 「形式だけの真似」は何の意味があるだ

ろうか。

イエス様も福音書において、「羊の皮を被った狼 J、
「灰を塗つたお墓Jな どのたとえ話を

通 して大切なことを教えてくださつた。外見だけで判断することは、聖書の理解において

も信仰生活においても、もつとも危ないことである。外見よりは内面を、形式よりは本質

を把握することこそが、キリス ト者が持つべきもつとも基本的な信仰の基礎ではないだろ

うか。そしてこれがつまり金教臣の無教会信仰からも学べることである。

「私たちに向かつて内村の弟子やら何やらとい う、生意気な批判が無かつたなら、私た

に掲載した 「弔蛙Jの一節が問題 とされ、金教



ちは誰から学んだとか公告する必要もなく、ただ唯一の師匠であるイエス様だけを表そう

としたはずだ。『教会の外には救いがない』などの偽りの主観で、私たちに拶

`戦

するものが

いなかつたなら、私たちは『無教会』という用語まで使 う必要なく、ただ唯一の福音を信

じたはずだ。私たちはだれよりも『無教会』という用語は好まない。ただ混ざることを避

けるために仕方なく使 うのである。」(『聖書朝鮮』第 136号より)

生きている間、金教臣は韓国教会においては孤独な「異端者」であつた。そして今もなお

韓国の一部の教団では、「無教会主義は教会を否定する異端である」と自眼視する風潮が少

なくない。

今日、韓国の教会は信者数 1000万人を誇り、アメリカに次いで宣教師をたくさん派遣

する教会となつた。しかし、ここまで成長した教会に、そして信者の生き方に、清潔と誠

実はあるのか ?どんな状況の中でも変わることの無い希望に基づいた平安と安息があるの

か ?キ リス ト教の伝統と歴史を持つてはいるものの、神に直面してそれを受け継いでいる

のか ?キ リス ト教の精神が今も生きて働いているのか。

これらの問いを前に、韓国教会は恥ずかしく無力である、としか言えない。しかし、こ

のような恥かしい姿によつて教会が崩れ去つてはいけない。韓国の教会は、金教臣のよう

な信仰の先輩から励まされ、学ばなければならない。

そこから信仰の改善、教会の再生に向けてその答えを見つけ出せるなら幸いである。



福音主義神学会 発表

フィリオクエ論争に関する一考察一その歴史的概要と神学的意義を巡つて-1

神戸改革派神学校 3年 小宮山裕一

序 テーマ設定の理由

本稿のテ~マは、「フイリオクエ論争に関する一考察一その歴史的・神学的意義を巡

って一」である。フイリオクエ論争は古来においては東西教会分裂の要因になつた論

争であり、現在においては、エキユメニカル運動の大きな要因となつている。その具

体的な内容は聖霊の発出を巡るFp5いであるが、これはキリスト論と聖霊論にまたがる

問題であり、救済に大きく関わる。フイリオクエの問題は三位一体論における救済の

F.5題 と深く甲わつておりこの問題を正しく理解することを通してより正確で賛美にみ

ちた聖霊理解、三位一体の理解へと導かれるであろう。この問題はただ単に古代の教

理論争というだけでなく聖霊論という広い視野に立つ時、宣教を始めとして、様々な

視点を提供してくれるはずである。今回の発表では、その歴史的・神学的意義につい

て発表する。

1. フィリオクエとは何か

それでは、フイリオクエとは何を指す言葉か。以下の信条を見比べていただきたい。

(鱒

又、信ず、聖神、主、生命(い のち)を施す者、父より出で、父及び子と共に拝まれ讃

められ、預言者を以(も つ)てかつて言いし…・2

(B)

ゎたしたちは、主であり、命を与える聖霊を信じます。           ｀父

とともにネL拝 され、あがめられ、預言者を通して語つてこられました。3

この 2つの信条は、共にニケア (ニ カイア)・ コンスタンテイノープル信条 (以下コ

ンスタンテイノープル信条)と 呼ばれるものである。 (Alがいわゆる東方正教会で用

いられているものであり、(B)がプロテスタント教会で用いられているものである。

両者の違いはどこにあるのか。文語と目語の違いはあるが、それを除くと最も顕著な

躊 仄 鮮 彎濶 編 7三墓基君露碁謂こX蒸重

ξヒの信条本如ま東方教会の伝
曇菫纂纂桑又|'1警[餃lhil

「蛮譜斃灯鍵 襲慧
会形成論一』(教文館、2001年)251頁。
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違いは傍線部にあることがわかる。 (B)では聖霊の発出について 「父 と子から」とな

っている。これこそ、フイリオクエ (311ioque)で ある。フイリオクエとは「子からも

また」を意味するラテン語である。この言葉は 381年に完成したコンスタンティノー

プル信条の中で聖霊について扱つている第 3項に挿入された言葉である。元来、その

意味するところは聖霊の発出が、父だけでなく子からもまた行なわれているというこ

とである。この教理はキリス トの神性を否定するアリウス派に対抗するため、父と子

との同質本質 (CO―equahty)を明確化するための言葉であつた4。 この言葉はコンスタ

ンテイノープル信条の原型には存在 しないが、西方教会の中で広まり、589年の第二

トレド公会議で初めて歴史上の舞台に登場 したが、474年の トレド公会議ですでに使

用されていた。この概念を巡つて 1054年 に教会は東西に分裂することとなる5。

フィリオクエが問題になるのは、存在論的三位一体論の次元である。経綸的三年一

体論の次元においては、キリス トと聖霊にある関わり (派遣するものと派遣されるも

の)があることは明確である。問題は、存在論的三位一体論の次元において、聖霊は

父と御子から発出されるのか、父から発出されるのかということである。

2. フイリオクエを巡る見解

(1)東方教会

フィリオクエを巡つて東西両教会は各々見解が異なる。

論の強調点の違いに起因するものである。はじめに、フイ

会の見解を紹介する。

東方教会において、三位一体論を叙述する際に強調点はヒュポスタシスの独自性で

ある6。 定式化するならば、「一つの本質 (ウ ーシア)、 三つの自存者 (ヒ ニポスタシス)」

7である。三位一体の三つの自存存在すべてにおいてひとりの神が共有されるのである。

東方教会においては、父のみが神性の唯一の超源であり子と聖霊に神的本質を与える

存在」を意味する。
2
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のは父である。この前提に立ち、一つの神をその存在の様式において区別する努力が

なされる。このことを様々な比喩を用いて表現する。バシレイオスは『聖霊論』にお

いて、創造を引き合いにだし、父があらゆるものの第一原因であり、子は創造者で、

聖霊は完成者であると述べている8。 そのほかにも言葉を発する際に、言葉と同時に息

がでることを引き合いにだして、父が言葉を発するお方であり、子は神の言であり、

聖霊は神の息とするものや 、父が言葉を発し、子は言葉であり、聖霊はその言葉を霊

感するものであるとする見解がある10。 これらは聖書に基づいてなされた類推である。

こぅした立場に立つ時に、聖霊が父と子からもまた発出したことを認めることはで

きない。なぜならば、父を神性の起源にすることができなくなってしまい、一つの神

に二つの神性の起源があることになつてしまうからである。その時、神の唯一性は破

綻し、二神論に陥つてしまう。

(2)西方教会

三位一体における三位格の各々の独自性を強調する東方教会に対して、西方教会は

一つの神性から議論を始める11。 これは、三位一体なる神がそれぞれに共通の神性を有

しながら、その関係性において区別されうると考えるからである。こうした西方の三

位一体はアウグステイヌスにその源流を見出しうる。

アウグスティヌスは、神は唯一でありながらも、三つの位格を有するとする。この

教説を人間の精神性によつて例証する。例えば、『三位一体』第十巻 18章において、

「記憶 `知解・意志の三つは、三つの生ではなく一つの生であり、三つの精神ではな

く一つの精神である」とのべている12。 人間の精神は記憶と知解と意志を有しているが、

これらはバラバラではなく一つの精神である。この関係性を父と子と聖霊にあてはめ

ると、父なる神は愛する主体であり、子なる神は愛される客体であり、聖霊は愛の絆

である。アウグステイヌスは「聖霊によつて生まれたお方は産むお方から愛され、ま

8ァ タナシオス、ディデュモス『聖霊論』 0ヽ高毅訳、創文社、1992年 )113頁。

9 Serglus Bulgako、 多θθ♭コカrttθtt CTranslated by Boris Sよ 血 ,ヽVmB Eerdmans PubLshlllg

CO,2004),p179

1擁蠍鰍l胤攣髪θ勧孵ルs笛
1解翻雅縄窺:R写霧鸞霧し、

FoКlls PtlblicatioILS,2007)p221。 48し、こうした区

近代の神学者において伝統的な西方教会の理解にそつて議論を

'台

める代表的な人物はカールバル ト

であろう (カ ール・バル トのフィリオクエ理解は非常に重要であるが、紙幅の関係で扱 うことはでき

なかつた。なお、バル トのフィリオクエ理解については、関川泰寛 「三位一体における聖霊―フイリ

オクエ問題を巡つて一」『神学』45号 (東京神学
奄

学)i蹴
〕)ノキ)ントζ15繁 ヌ んダ省妻

と同じく現代を代表する神学者であるユルゲン・●

方教会のように三位格から三位一体論を考える (近藤勝彦『二十世紀の主要な神学者たち』(教文饉、

2011) 125-127:頁 )。

12ァ ゥグステイヌス『三位一体論』 (中沢宣夫訳、東京大学出版会、1989)、 292頁。
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た生まれたお方は生みたもう方を愛すること、さらに父と子は関与によつてではなく、

その本質によつてまたすぐれた或る方の賜物によつてではなく御自身の賜物によつて

平和の紐帯において霊の統一性を保持している」と述べている13。 このように、神は一

つの実体 (サブスタンティア)を持つお方であるが、3つの位格 (ペルソナ)を有する

お方なのである。位各間の区別は存在によつてではなく、三位一体なる神の各々の関

係性にもとめる。よつて、父は産み、子は生まれ、聖霊は父と子から発出する。聖霊

が父と子から発出される聖書的根拠をアウグステイヌスはヨハネ福音書 15章 26節 と、

20章 22節 に見出す。聖霊は父から与えられるとイエスは語つた (15章 26節 )。 そし

て、聖霊は主イエスの口を通して弟子達に与えられた (20章 22節 )。 この 2つの聖句

から、神性を同じくする父と子であるので、父から聖霊が発出されるのであれば当然、

子からも発出されると考えるのである14。

愛の絆としての聖霊の理解は、ただ三位一体の神の存在論的な枠内に留まらず、救

済論的に重要な意義をもつ。アメリカの長老派神学者、ジヨン・マ~レーは、この聖

霊理解をキリス トとの結合に当てはめて考える。伝統的な改革派神学では、神は一人

一人を有効に召しだし、救いに入れられるとする「有効召命」の教理を救済論におい

て重視する。有効に召されたものは、キリス トと結合することにより霊的に昂1新 され

新しい命に生かされる。このキリス トとの結合の性質をマーレーは「霊的である」こ

とと「神秘的であるJこ とに見出す。キリス トとの結合は霊的であり、結合の絆は聖

霊であるとマーレーは考える。キリス トは御霊の主であり、御霊によつて私達のうち

に宿られる。私達をキリス トと結ぶのは聖霊であり、聖霊こそがこの結合の絆であり

たもう15。 こうしたマーレーの理解はアウグステイヌスの聖霊理解を基にしているとい

いうるし、こうしたキリス トと聖霊の密接な関係もまた、フイリオクエの教理が教え

てくれる大事な点である。

3.東 方教会に対する批半1-へ ルヽマン・バーフインクを例として一

最後に、フイリオクエを否定する東方教会への批判的見解を通 してフイリオクエ

を採用する意義について述べたい。参照するのはオランダの改革派神学者、ヘルマン・

バーフィンクである。

バーフィンクは、東方教会の三位一体論を、父なる神に対して子と聖霊が並立的に

存在 し、同じ神性の起源を有することと考える。この見地に立つ時、信1印者が神認識

轄 5昔レザ3萱じ憂
°

『キリス ト教救済の論剣 船 田
~男・宇田進共訳、4婆書店、1973年 )153,154

頁。
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に至る道は、子なる神による道と聖霊による二つの道が用意される。つまり、父は子

と聖霊という二つの方法により御自信を啓示なさる。子は父の知識として、父なる神

を啓示し、聖霊は父を享受する。しかし、子なる神は、聖霊を通して父なる神を啓示

するわけではない。子を通して、父なる神を認識することがない。このことから導き

出される帰結は「御言葉による真理と、聖霊による生活の乖離]である。バーフイン

クは次のように述べる。「このように、正統主義と神秘主義、知性と意志、は並立し二

元論的に存在する。この正統主義と神秘主義の独自の関係が、ギリシヤ的敬虔を保証

するものとなる。教理と生活は分離される。教理は知性のものとなり、神学的思索の

対象になる。一方、生活は聖霊による神秘的なものとなる」。御子と聖霊が並列的に論

じられることにより、教理と生活は結びつかない。教理は神学的思弁の対象に成 り下

がり、聖霊によつてもたらされるものはロゴスを無視した神秘主義に陥る。こうした

危険性を、́フイリオクエを主張しない東方教会の三位一体論は有している16。

逆にいえば、フィリオクエを有する正統的な三位一体論は教理と実践を一致させる

とう主張に結びつく。ここに、フイリオクエの意義がある。正しいフイリオクエ理解

によつて与えられるのはこうした教理と生活が結びついた実践をもたらす聖霊理解に

他ならない。

16 Herman Bお ink,路おrmθ〆Do騨′r76b・ た12)」 olul BOlt

Acadenuc,Grand RhpldS,2004,pp317‐318.     5
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中間時代のメシア像とメシアロイエスとの岨嬬について
2012年 4月 16日

尾崎純

1.メ シア像の変遷一一終末論の過渡期としての中間時代

旧約におけるメシアは、人間であつて神ではなく、神の救いの完成のために選ばれた神の代行者であ

り、地上の政治的・軍事的指導者である。新 しい王の誕生や即位のたびに、メシアの理想が満たされる

ことが望まれたが、現実の王はその期待に応えることはできず、現実の王に対する待望は未来の待望と

なっていき、遂には、メシアは終わりのときに来るべき者 とされることとなつた。

終末時のメシアについて言及する外典などの諸文書がそれぞれに描くメシアの数、類型、属性、機能

などは、各文書間のみならず、同一文書内でも多くの異同や矛盾を含んでお り、多様で不同である。た

だ、いずれにせよ、メシアは神から終末時に派遣される代行者に過ぎず、神の国の前段階としてのメシ

アの王国を建設するという過渡的な役割をしか担わせられていない。

他国の支配と神殿崩壊と離散を経て後には、ラビたちも待望の時期が非常に引き延ばされることにな

るかもしれないと教えるようになり、メシアの来臨は政治的 。軍事的手段によつて実現されるものでは

なく、むしろ敗北と苦難を認めて他国の支配を甘受 し、ひたすら神に頼って悔い改め、慈善や律法の遵

守に励んで、聖化を達成することで実現されることが強調されるようになる。終末は、神の敵に対する

勝利 とその滅亡ではなく、法的意味における裁判としての審判 として考えられるようになつた。ここに

おいて、律法が胸の中に授けられることで、神が民の罪に目をとめることがなくなるとするエレミヤ書

31章の新 しい契約は、来たるべき神の支配の特徴として、一般大衆にも受け入れられることとなつた。

以上のようなメシア像の変遷 と並行するのが、「主の日」概念の変遷である。そもそもメシア待望は、

未来において神が民のために現前する主の日への期待から生じたものである。主の日は、イスラエルの

神が仮借なき戦いによつてそのすべての敵に対して勝利を収めることを保証する。この伝統的な主の日

理解は発展させ られ、後に、神の剣は不敬虔なイスラエルに対 しても向けられているものとされた。罪

びとが罰せられ、敬虔な者が救われ、この世が終わり、正義の時代が打ち立てられるのである。この点

と関連付けて、黙示思想家たちは、「メシアの日」について語つた。

2.「人の子」と「苦難の僕」――イエス自身が開示する自己イメージ

「ロコド11人 の子」は神の栄光に対して弱く卑賤な存在としての人間を表現する言葉である。元来その

ように用いられたこの言葉は、黙示文学において、メシア的な称号としても用いられるようになる。人

の子は終末の王で、神の国を開始する。人の子は義人を救い、悪人を罪に定める。人の子によつて地上

のすべての民は神をほめたたえるようになる。

福音書において、人の子は、イエスの言葉のみに帰される用法であり、福音書記者もこの語句を用い

ていない。人の子は、人間という意味のほかにも、「私」とも「その人」とも訳 しうる言葉であるから、

ィエスがいずれの意味で人の子とい う言葉を用いたのかを判別するのは困難であるが、黙示的・終末的

な人の子については、それを二人称で用いている。人の子の働きはメシアと重なるとはいえ、人の子は

天的存在であり、神の子として神の権威を所有する存在であるため、それを一人称で語ることは神への

冒漬として扱われるからである。

「日1日 ¬`コン主の僕」と呼ばれる人物は聖書には数多く存在 し、主の僕は集団としてのイスラエル民族

を指すこともあれば、具体的な個人を指すこともある。イザヤ書の「主の僕の歌」においては、「主の僕」



がだれを指すのかが特定されることなく歌われている。この歌は信仰を極めて厳格に捉えたその共同体

の理想像を表 しており、ここに古代イスラエルにおける宗教的人間の理想像があるといえよう。この意

味で、イザヤ書の主の僕は集合概念であると同時に、個人についてもいわれていると考えることができ

る。ただ、主の僕はユダヤ教において、メシアであるとは考えられてこなかつた。ユダヤ的見地からす

れば、「苦難するメシア」などありえないからである。

3.イ エスの働き一一「人の子」の「苦難」によつて「新しい契約」が結ばれ、「神の国」が現前する

ィエスは神の王的支配について、この世には属していないものとしている。イエスの宣教する神の王

的支配は、地上的なものではなく、日に見えない世界に属するものである。そしてそれは、イエス自身

の宣教と業において既に始まつている。そして、その完成は、終末においてである。終末は裁きの時で

ある。そこで根本的に要求されているのは悔い改めであり、新 しく生まれることである。

イエスは人々が自分に抱くイメージを故意に混乱させている。イエスは、「ダビデの子」というメシア

称号で呼ばれることはゆるす一方で、王と呼ばれることに対しては極めて控えめな態度を示 した。預言

者の約束を成就するメシアとして王と呼ばれることを許 したことはあつたが、このような場合でも、政

治的な色彩を除去している。イエスの弟子たちは、イスラエルの民族的運命の回復のための運動を導く

ために行動することをイエスに期待 した。 しかしイエスは、ペ トロのキリス ト告白以後、弟子たちに自

分の受難を予告 しはじめる。民衆に預言者であると見なされたこともあつたが、イエスは、預言者が語

る際に用いる導入定式 (「 主はこう言われる」)を用いず、固有の定式 (「&μηソλこγω じμlソ まことに 〔ア

ーメン〕わたしはあなたたちに言 う」)を用いる。

イエスは黙示的・終末的な人の子イメージを二人称で用いながらも、現在の自らの働きと切 り離して

語つてはいない。イエスは、終末的な裁きの日である主の日について、それを「人の子の日」(ルカ 17:

22)と 呼んでいる。主の日は、罪人が罰せ られ、敬虔な者が救われる裁きの日として理解されていた。

神の剣はこの日には、異邦人に対 してのみならず、イスラエルに対 しても臨むこととなる。ここにおい

て、人の子と苦難の僕を接続することが可能となる。終末論の変遷に伴つて、イスラエル民族は苦難を

甘受すべきものとされるようになるが、「まことのぶどうの木 (イ スラエル )」 であるイエスは、個人的

にも集合的にも用いられる (人の子〉とい う語句を介 して、個人として 。民族の苦難を甘受 したのであ

る。この苦難について、イザヤ書の主の僕を引用 しつつ語られたことは至当である。主の僕は宗教的人

間の理想像であり、個人的であると同時に集合的な概念をも指 しているからである。そして、終末論に

おいては、裁きを経てのこの苦難にこそ、神の王的支配の到来が後続するのである。ゆえにイエスは、

新 しい契約は自らの苦難において締結されるとしたのである。イエスのいう新 しい契約は、実質におい

て罪の肩代わりであつたのだから、罪を肩代わりさせたと認める者たちにとつては、律法が胸の中に授

けられるとい う、エレミヤ書における新 しい契約の定義を満たすものである。そして、そのゆえに、神

の王的支配は地上的なものではなく、目に見えない、内的なものであるとイエスはいうことができる。

同時代の人々が理解できなかつたのは、メシアによる代贖とい う考えである。確かに、このような考

えはユダヤ教には存在するわけではない。 しかし、そのように考えるとき、同時代の人々は、メシアを

自らの生活の座に引き寄せて、メシア像に関心の中心を置いていると指摘することができる。それに対

して、イエスの意識の中心は、人々を神の王的支配へと導き入れる新 しい契約の締結にある。中間時代

のメシア像とイエスの離離は、そのような、中心的関心の相違に由来する。新 しい契約に中心的な関心

を置いたうえで、同時代において与えられている諸概念を論理的に秩序づけたところに、イエスのメシ

アとしての働きはある。イエスはその働きを、ときとして同時代人たちのメシア理解を許 しながら、と

きとしてそれを拒みつつ、なしたのである。



これからの日本において創作賛美が必要な理由についての考察

福音聖書神学校 栞田学

日本の賛美に対して感じる問題意識と創作賛美の必要性

クリスチヤンの信仰生活の中で賛美とは非常に重要な位置を占めているにもかかわらず、日本のキリ

スト教界で主に使われている「新聖歌」「讃美歌」は輸入された賛美が多い。その賛美は翻訳上大きな問

題を抱え、その事が今日の日本の伝道を妨げている一因ともなつていると考えられる。これからの日本に

おいて必要な賛美とは日本人による創作賛美であるというのが本論文の結論である。

第一章…=創作賛美とは何か?
倉1作賛美とは、その時代に日常的に用いられている言葉によつて、神をほめたたえ、神に願い、神に

告白するもの、神について歌われるものである。また、人々に対して語りかけ、呼びかけるものがある。ま

た、自分の思いや状態を告白するものもあり、悪者に対しての言及までと実に多様性に富んだものであ

る。

第二章…口創作賛美は、世界において自国の言葉で生み出されてきた(1～ 20世紀)

初代教会時代の賛美は主に詩篇であつたが、霊の歌と呼ばれる創作賛美もたくさん生まれてきてい

る。しかし、教会は367年のラオデキヤ宗教会議で、教会が楽器類の使用と会衆が歌唱に参加すること

の禁上を取り決め、賛美は人 か々ら切り離されたものとなる。教会がラテン語の使用を守り続けたため

に、歌詞は意味を失い、作曲家は音自体の美を追求するようになつていつた。

16世紀にマルテイン菫ルターが自国語で賛美を作り始めた。一般民衆が聖書を理解することが不可欠で

あると感じたように、賛美の歌詞を理解して歌うことも不可欠と感じたからである。カルヴアンもそれに影

響された。
18世紀のイギリスでは、アイザックロウォッツ、チヤールズ・ウエスレーがそれぞれの信仰から多くの賛美

を生み出している。18～ 19世紀にはアメリカでリバイバルが起き、多くの賛美が生み出されている。それ

が福音唱歌と呼ばれ、日本の聖歌に多く輸入されている。

日本においては翻訳賛美が主だつた(19～ 21世紀)

最初の日本の賛美は1872年に宣教師によつて翻訳された賛美であつた。日本のあちこちで賛美が作

られ出すと、共通賛美歌集である「讃美歌」として収められていく。それとは違う流れで「聖歌」が編集され

ていく。こちらはアメリカの福音唱歌が圧倒的に多いのが特徴である。

第二章…口創作賛美が生み出されることが必要な理由

翻訳賛美は、翻訳時に大きな問題がある

英語の歌詞を日本語に翻訳するときに内容が半分以下になる。また英i語で作られたメロディーに翻1訳

された歌詞を当てはめるのは大きな制約となる。英語と日本語とで性質の違いが大きいアクセントの問題

もある。私たちには、日常で用いられている言葉によつて神を賛美する必要がある。

第四章口・・創作賛美をどのようにして生み出していくのか

教会が古い賛美から離れられない理由

教会史を見るとリバイバルが起きている時には必ず新しい賛美が生み出されている。では、なぜ教会

は古い賛美から離れられないのか。それはまず教会史に対する疎さがある。それゆえ現代まで受け継が

れた伝統を正統と勘違いしてしまう。また教会の長い歴史をふり返り、そこに聖霊の豊かな働きを見ると

きにその信仰の遺産を捨てるのは困難となる。また(キリスト教界としての公同を意識するための共通の

賛美の必要があると考えられるからである。しかし、私は過去や伝統に固執するのではなく、そこから学

び新しい賛美を生み出していくことが必要だと考える。

創作賛美を生み出すために必要なもの

去λ菫獣筆             色で菖諄銑ζ終蜜象警襲曇電塞饉塁皐乳蒐奪亀事を2
いたりすることを励ますのも一つの方法だろう。 聖歌や讃美歌が日本の教会において重要な役割を果

たしていることは認めるが、それで満足するのではなく、現代に生きる人々に合つた賛美を生み出していく

ことが必要であると考える。



慈しみ深き(讃美歌訳)

①慈しみ深き 友なるイエスは 罪口咎・憂いを 取り去りたもう
心の嘆きを 包まず述べて などかはおろさぬ 負える重荷を

②試みの明日 泣き明かす夜 気落ちせず全て 打ち明けまつれ
我らの弱きを 知れる君のみ 我らの涙の もとを読みたもう

詩篇の分類
1、 神に対して(視点が直接的に神に対して)

①神への賛美(視点が神に対して)

②神への願い(視点が神に対して)

③神への告白(視点が神に対して。賛美ではない)

2、 神について(視点が客観的)

3、 自分について(視点が主観的、内省的)

4、 人々に対して(視点が水平的)

5、 悪者に対して(視点が水方的)

オズワルトロ」ロスミス(1889-1986)
「私は詩を作らなければいけないという気持ちで、機械的に詩を書いたことはありません。
ある何かの危機を通過しようとする時に、自然に心の底から賛美の声がわき出てきて、
ついにそれを筆にのせて書かないではおれなくなるのです。
ですから私の歌は私自身の経験を通して生まれるものであるために、
他の人にもおのずと強く訴えるところがあるのだと思います。
私の歌を研究する人は、私が通過した霊的な苦しみと心の経験とに瞬間的に触れ、
私の内なるいのちの一番の深みと最高の高みとに耳を傾けることができます。
なぜならばこれらの歌は私の慰めと喜びとの最大の源泉であったからです。
私がこれらの歌詞を書く時というのは、常に神に最も近づいている時です。
その悦惚と霊的高揚の瞬間は私にも書き表すことのできないほどでした。
また私が最も沈んでいる時、また心の痛みの時に、
私は自分の耐えがたい感情のはけ口として、こうした詩を書いたものです。」



日本福音主義神学会西部部会 春の研究会議 分科会
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神学 と霊性～パ ッカー研究か らの一考察～

関西聖書学院 2011年度卒業 新藤光輝
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①霊性の貧困化の現状

この発題の問題意識に関わることして、霊性の貧困化が挙げられる。パッヵ―は、神学教育が
必ずしも霊性に結びついてぃないことを指摘している2。 学術的に高い神学教育がなされているに
も関わらず、信仰体験が伴っていない現状がある。その一因として、神学がクリスチャンの生を
扱 うより、学術的な事柄に関心が偏ってしまったことを挙げている。

また、教会が求めているのは、魅力を感じさせる温かい心をもった熱烈な霊性であって、それ
は必ずしも福音的な信仰内容が伴っていない3。 そして、教会内には、神学の不人気が見られる。
これは、学術重視の神学教育の反動の一面でもある。というのは、学術重視の神学は、心に対 し
て冷たい霊性をもたらしたからである。結果として、教会にこの世が入 り込み、世俗化が蔓延っ
てしまい、霊性の貧困化を招いてしまっている。神学から切り離された霊性が見られる。このよ
うな状況下でパッカーは霊性の学びの必要性について次のように述べるt

ノ勧 るまゃ″汚、 さらだ|ま発議型琵 計 髪勤 られた新 %褥 と晟聰 義り 、勇吻と錠tを″
ダ ナろう2ま何力うだっぃこ なっきクιた考えを持たな効 反 キノヌ ハだぁる遊 、ガ点 成
議 甕 荻 ツ クンを/~一、ョ畿指導者、先導者 とιて十分 |こ機能ナるこ″ 奎 彎 クしたシぅら、
どデ生たとって生理学のデころ′2`要なまうに、″計の多きをιよラと望をれ榜城鷲 とっζ 霊
を″ びιま必要 である。ぅ 電 こ で|ま済まされないのである。ゴ

②神学と霊性の緊密な関係

A.E_マ クグラスによると、霊性とは神に出会い、神を体験すること、そ して、その出会いと体
験の結果、意識と生活が変容することに関するすべて、と定義する5。 それは、キリストとの人格
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的関係を養い、保つ方法に関することを示唆している。霊性の定義をすることにより、以下にあ

るテーマが関連することになる。

。ただたんだ″だつクヽて力るのではなく、″な知 る。

・最大限だ″を体験ナろ。

。キノヌ ハ教信1印だろとづいて存在を変容 嵐 朽 こと。

・
`雀

″と艦 嬉 抄 てキノヌ 解 緒 ι

“

あ るべき真正 さだ動 動 %こ と。

神学は、生活に根差した信仰の行為であつた。ピューリタンは、神学を「永遠に祝福されて生

きる生活の科学」、「神に向かつて生きる生活の科学」と定義している6。 ェ ドヮー ド・フアレイに

よると、神学の元々の意味には「神の自己開示の知恵ある人格的な知識」が含まれ、「単なる客観

的科学ではなく、神と神の物事についての人格的知識」と定義した7。 同じアメリカの神学者であ

るエ リクソン教授は「第一義的に聖書を基盤とし、文化一般の文脈の中で、今 日的な表現を用い

て、生の諸問題に関連づけながら、キリス ト教信仰め諸教理についての首尾一貫 した言明をする

べく努める学である」と定義する8。 以上の定義を見る時、いかに神学が霊性と同様に人間の生に

焦点を合わせているかが分かる。

③神学へのアプローチ

神学を学ぶことは、定義を見る時に有益であることが分かる。キリス ト者生活を支えもし、豊

かにするものであるからでる。けれども神学は、学ぼうとする者の神 との関係によつて、悪い、

また否定的な影響を及ぼすこともある9。

√うιれ ワ カ が神 字を学ぶ とクヽうことのために ″字を探求 ナろなら、それはきつとわれわれ

=こ悪 ′ヽ結果 をうたらナからで九 一教理笏知誠なιだ、三″だ全さを深つこと″できませれ ι

″ゝ ι、″羊知識 ら、濯どつたみ 彼 た めに求められ、プ萄営つた基準|こまつて評価 されるなら′エ

同様 |こ、霊的建全タル ″ をなクヽので九 このようだ、教理の学び■ま、真だ霊″いのちだとつて

ん険な るのとなクβるので九 ノ

西洋のキリスト教神学は、学問的考察を重んじる。神を研究対象とする場合、研究者は、肩入

れt先入観なしに正しく考察するために、中立であろうとして、そのために、研究対象から距離

福音主義においても、その用語の多様さゆえに様々な定義がなされているが、ここでは、『ポスト

モダン世界のキリスト教 21世紀における福音の役割』p205-208か ら主に参考とする。また、

マクグラスは福音主義内で霊性という用語は敬虔に取つて代わつてきている、と指摘している。

6J.I.パ ッカー『ピューリタン神学総説』p37
7A_E.マ クグラス『キリスト者の霊性』p5052
8ミ ラー ド.J.エ リクソン『キリスト教神学 第一巻』p17

9J_I_パ ッカー『ピューリタン神学総説』p16、『神について』p2324



を置く10。 こうすることにより、正確で偏見のない神についての理解をもたらすとする。神に対

して客観的であろう態度は、神学を概念化 し、思弁的なものとさせてしまう。知的複雑さが増 し

力Eわってしまい、結果、人間の生からも距離を置いてしまう。神学の不人気の一因がここにあり、

これを単なる現象としてではなく、霊性の危機 として捉えるべきである。というのは、神学の不

人気は、神学に対する間違ったアプローチから出ているからであり、結果として、霊性に悪い影

響を及ぼすからである。

この “対象から距離を置き、客観的であろうとする態度"は、神を研究対象とする際には不適

切として、パッカーはこのような態度に対して次のように批判する11。
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③学としての神学12

学問性を重んじる西洋のアプローチが神学に適用する際には不適切である。それは、神学は果
たして学問と呼べるのか、本当に神学は知識を扱 う学問なのか、という問題が出て来る。
問題は、学問を学とする判断基準にある。諸学問の定義は学を自然科学に限定 してしまう。“対

象から距離を置き、客観的であろうとする態度"は、自然科学に然るべき地位を与え、学は実験
と観察を繰 り返 し行 う科学的手法によって実証 しなければならないとした。この判:断基準では神
学は学問としての基準を満たすことはできないだろう。神学はこの基準を満たすように自らを再
定義するか、もしくは、独 自性を主張し基準に合わせるようなことはせず学を取 り下げるか、ど
ちらかを選ばなければならなぃ。もし後者を選ぶなら、神学が学であるとする主張を取り下げる
ことになる。

10A_E.マ クグラス『キリスト者の霊性』p56で、神に対して中立であろうとして「西洋の学者、
学問は神学と祈りの関係を引き離し関係を弱めさせるべきだ、と要求する。」とある。果たして、
祈りなくして、神を知ることができるだろうか。ここに、神学と霊性の分離の分かりやすい一例が紹介されている。
1lA_E.マ クグラス『宗教教育を語る一イギリスの神学校はいま』
p58‐ 59、『キリス ト教の将来と福音主義』p101‐ lo2、 」_I.パ ッヵ―

`レ

ニガ′ZZ′力ヵ別 p204‐ 205
12ミ ラード.J.ェ リクソン『キリスト教神学 第一巻』p30-32

p88‐ 89、『キリスト者の霊性』
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カール・バル トは、神学は学と呼ばれ得ると主張した。なぜなら、他のすべての学問と同じく、

知識の明確な対象を探求する人間の努力であり、知識へ至る明確な首尾一貫した道筋をたどうも

のであり、自身に対して説明責任をもち、この対象を探求する努力のできる者、すなわちこの筋

道をたどることができるすべての者に説明責任をもつからである。

神学は学として十分に成り立つ。ただ神学はその性格上、独自性を主張する。自然科学や行動

科学を超え、啓示に関することを主題とするからである。以上、述べてきたことから学問と信仰

は両立可能であり、決して信仰は理性の訴えを押し殺すものでないことが分かる。また神学は、

啓示から導き出される知識ゆえその性格から学として優位性を持つ。神学は諸学と対等以上に対

話が可能となる。

霊性にとつても学としての神学は必要である13。 学問の営みは人間の生においての知識と実際

の両面に関わるため、学としての神学が重要な役割を霊性に対して負うからである。パッカーは、

学としての神学の役割について述べる14.

ノン 学′ま諸物 察 fと して世俗的秩序がネ中の 期 ″ 夕九 け に壁″されてゆぐ方法● どのよラ

だ荻 ク疲クヽ 〃釈ι、デベ

“
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神学の 舞 拗 一部iま、″たちバ
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ス であることな知 ク、それ ゆえこの″ら″のうのと認めζ 教虔だぷぐ賃をを覚えてふるまりま

うだ、痛たらを教声することである。ノ

④出発点としての聖書

神学も霊性も、神が啓示された聖書を源としている。キリス ト者生活を送る上で聖書は不可欠

なものである。聖書から、キリス ト者は、神がどのようなお方であるか、神のみこころは何か、

この世に対しての神のご計画、この世においての生き方、人をいかにして愛するか、教会の使命、

などを知ることができる。これらのことはまさしく神学の主題であり、霊性でもある。神学も霊

性も神ご自身の啓示に依存している。神学も霊性も出発点は、知る対象である神と知る手段であ

る聖書の両方、ということになる。

しかし、“対象から距離を置き、客観的であろうとする態度"はこの出発点を誤らせた。この態

度は幾通りの聖書の見方を可能にした。聖書を歴史的文書とする見方、キリス ト教思想の出展資

料 とする見方、キリス ト者の宗教感情についての記録とする見方、などである。これらの見方全

てが悪いというわけではない。ここから有益な情報も得ることができる。しかし、そのような見

方によつては、霊性を養 うことはできない。聖書をどのように見るかによつて、霊性に良くも悪

くも影響を及ばすのである。“対象から距離を置き、客観的であろうとする態度"は、神学の出発

点としては適切ではない。

神学と霊性の分離は、両者の出発点に根本原因を負つている。これは、出発点からすでに誤つ

13唄野隆『現代に生きる信仰』p128・ 129で、一部の福音派の中で伝道や霊魂の救いばかりを強調

し、学問を軽視してきた事実を指摘している。
14J,I.パ ッカー『福音的キリスト教と聖書』p178



た道を選び取つてしまっていることを意味している。“対象から距離を置き、客観的であろうとす

る態度"に よって、聖書に対する見方が変化してしまつた。結果として、聖書に対する歴史的キ

リス ト教の認識の欠如t聖書の権威の否定が起こり、神学の土台が崩され、歪んだ教理が形成さ

れてしまう。

問題の本質は、聖書に対する見方、すなわち、聖書観にある。また、聖書観の問題は、聖書解

釈方法に深く関係している。解決として、正しい聖書観の回復が求められる。言い換えるなら、

聖書に対する歴史的キリス ト教の認識、聖書の権威の回復である。そうする時、教会は真のいの

ちにある活気に盗れるのである。

⑤聖書観と理性

私達が持つべき聖書観は聖書に見出さなければならない。歴史的キリス ト教は、聖書に最高の

権威を帰してきた。歴史的キリス ト教は聖書の上に立てられ、神学的な問題・事柄を、聖書から

用いて解決を見出し、教理を形成してきた。言い換えるなら、聖書だけが私達の聖書観を審査す

る資格を持つている。

聖書の聖書観は、聖書は紛れもなく神の言葉であることを認め、権威を主張している。このこ

とは、旧約聖書に対するキリス トの態度、 1日約聖書に対する使徒の態度、使徒と教会との関係、

ということを概観する時に分かる。また、御霊の働きにより私達は聖書が神の言葉であると、内

的確信が与えられる。よつて、私達は聖書に最高の権威を与えなければならないし、歴史的キリ

ス ト教もそのようにしてきた。

すなわら翌書′ま′己充足晟 ′己解釈的卿 物 産 諧 ιて、ォ塗な究材″茂成を表癸の工 |こ持

つているん ヅノ点であるo これこそ、存ま顔″t何tこうまιで保持 ιよ夕とナろうのである。空書

の語ることが神 の語ろことである。また神が聖事で語ろごとん 彰 劾 徐 での信仰と生活の規月を

なるべまうのである。ノ

しかし、“対象から距離を置き、客観的であろうとする態度"は、聖書観にも変化をもたらした。

権威における聖書と理性の位置を逆転させてしまったのである。権威において理性が聖書より上

に位置付けられてしまつたのである。

聖書は聖書によつて解釈されなければならない。聖書以上に理性に権威を置くことは、聖書を

理性によって解釈することを意味する。そこでなされる神学方法は、神学を思弁的・観念的なも

のに導いてしまう。神学の焦点である人間の生の領域を非常に限定させてしまう。理性を強調す

る余 り、キリス ト者生活に関わりを持ち、そのために神から意図された感情と想像力を犠牲にし

てしまったのである15。 結果、霊性の貧困化が起きてしまった。パッカーは、理性の役割として

次のように言つている。16

15A.E.マ クグラス『ポスト・モダン世界のキリスト教 21世紀における福音の役割』p215‐ 216
16」.I.パ ッカー『福音的キリスト教と聖書』p173・ 202
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⑥神学と霊性の正しい土台

聖書観を巡つて議論が始まったのは啓蒙思潮が起こった 18世紀である。聖書の権威が疑われた

時代である。そこから色々と議論がなされた。評価するべきところはあるが、その議論から導き

出された聖書観は正しくはない。啓蒙思潮に続くポスト・モダンにおいても、聖書は神の言葉と

して見られず、聖書の権威が否定され続けている。パッカーは、様々な啓示に関して議論されて

いる中、このように見通しをしている17。
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神学と霊性が再び引き合わせられるために、私たちは聖書の聖書観に戻るしかない。それ以外

の聖書観に立つことは、聖書の権威を否定することを意味するし聖書観が誤つていれば築き上げ

られる神学体系は歪なものとなり、霊性に悪い影響を及ぼしてしまう。パッカーは聖書の無知を

増大させた原因として批評学を取り上げている18。 これが、神学と霊性の分離の根本原因である

「批評学iま聖事のノt間的現象 |こ大きな光を与え″ιた″ミ ″たシ効物 卸言葉の蝶 こヽぼガιて
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笏ス的な聖 書研究の物幽畷∽ せるだ至rっ たからであろ。こラιで継縁 力ゞ教会の伝承″ ″

言葉 と等視 ιたまうだ、通 じ な アヌタンハ″、学者の言葉を″の夕言葉と争″ナるだ至ちん ノ

福音主義に立つ教会は、聖書を神の言葉として認めるだろう。では一体なぜ霊性の貧困化が見

受けられるのだろうか。原因は聖書に対する無知とそれに伴い神に対する無知にある19。 聖書に

17」 .I_パ ッカー『啓示についての現代の諸見解』p148、 自由主義神学、新正統主義の背景の中で

の言われた「現代神学」ゆえに、福音主義神学とは異なる。
18J.I.パ ッカー『福音的キリスト教と聖書』153
19」 _I_パ ッカー『神について』p5の序文の中で、執筆の背景として「神に対して無知であるとい

う確信が存在する。すなわち、神の方法と、神と交わりを持つことに対する無知であり、これが

今日の教会の多くの弱点の根本をなしている。」ということを指摘しているc神に対して無知であ

ることは、見てきたように聖書に対して無知であることを意味する。



対して無知であることが霊性の貧困化を招いた根本原因である。

そして、解決は聖書の中にあり、それを確信させる御霊の働きにある。だとしたら、私たちの

責任は20、 聖書に向かい労苦して聖書の聖書観を自らが発見して御霊にそのことを確信させて下

さるように祈 り求めることではないだろうか。私達のすべきことは目新 しい方策を求めるより、

聖書の価値の再発見である。まさに宗教改革が聖書の価値の再発見の出来事であったように。神

学と霊性が引き合わされるために、私達は聖書に向かわなければならない。最後にA.E.マ クグラ

スの福音主義の霊性に対する展望を見つつ発表を開 じる21

~福
音主義″、霊性の鬱 診 最れ 涯 玖 α tt。 夕″″労めなゲれ|ぎならなクゝ β身めたなら、

ズイベき千年間|こ1誹常 こヽ華々ιク,展開力明 られる0あ ラ。今それ傷務脅 な探求)を考める賃〃

を、わ け れ |ま未来キこ対 ι等 れ てクヽるのである。ノ

20J_I.パ ッカー『福音的キリスト教と聖書』p256‐ 267で、著書の訳者である岡田稔氏は「たいせ
つなことは、はたして自分の現在の確信は十分な根拠があってのことか、どれだけ自分がその点
で研究もし、熟慮もしたうえでのことだと良心的に言えるだろうか、という点である。」としてい
る。
21A.E.マ クグラス『キリス ト教の将来と福音主義』p195
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日本福音主義神学会西部部会 2012年春期研究会議

「神の国のホー リスティック宣教―東 日本大震災をうけて」

2012年 4月 16日 於 :大阪キリス ト教短期大学

『善隣共生 一 共同体めビジョンヘの挑戦』

一般財団法人 日本国際飢餓対策機構 理事長 岩橋竜介

■はじめに

今から31年前に、世界の二つの飢餓に応答し終わらせるために、日本国際飢餓対策機構 (」IFH)

は誕生した。二つの飢餓、それは肉体的な飢餓 と霊的な飢餓であるcイ ン ドシナ難民救援、エチ

オピアをはじめアフリカ諸国の飢餓、アジア諸国の貧困とそこからくる飢餓、また終わりの時代

に起こる様々な災害への緊急支援、ラテンアメリカ諸国の社会問題の中で虐げられてきた子ども

たちへの支援。JIFHは今まで世界各地において主に召された者の働きとして、二つの飢餓の対

策を行つてきた。「現地」での活動、と称 してきたが、昨年の 3月 11日 に主はもう一つの「現地」

を改めて示された。それが東北であり、日本という国であつた。

■3.11か らの取り組み

1.活動の理念

私自身は、国家晩餐祈祷会への出席のため、羽田空港で地震を体験し、不安な夜を空港で体験

した。情報が入るにつれ、その被害の大きさを知るようになり、JIFHも 緊急支援を決定し、13

日にスタッフを現地へと派遣。ガソリン不足や交通事情により、14日 の深夜に仙台入 りした。翌

日より調査を開始 し、被害状況が対策本部へと報告された。全てが一刻を争 う緊急事態であった

ので、悠長なことは言つてられないのだが、幸い 」IFHに は海外での緊急支援、復興支援の経験

があり、当初から常々我々が掲げている「善隣共生一善き隣り人となつて、共に生きる」ことを

柱に、活動を進めていった。ルカ 10: 37で主イエスは「良きサマリヤ人」の話しをまとめるに

あたつて、「あなた方も行って同じようにせよ」とおつしゃつた。JIFHも そのみことばに従い、

あの状況を見た者として、行つて同じようにしたのである。

神の国の宣教は全人的であることを私たちは信 じる。全人的・包括的とも言われるし、ローザ

ンヌ誓約の枠組みでは 「ホー リスティック」とも表現されるが、JIFHでは「共生的宣教」と呼

んで、主の働きを行つている。人が救われなければならないのはその魂だけではない。マタイ 9:

35で、主イエスは霊的な必要に加えて肉体の必要や社会的な必要、精神的な必要に応答 しておら

れる。これこそ、」IFHが応答 しようとしているこの世の必要である。それを踏まえて、今回の

東 日本大震災の取り組みにおいて、JIFHは どのようにして共生的に活動 したのか?

2.共生的宣教としての活動

①諸団体との共生

今回の東 日本大震災のような大規模の震災 (特に津波の被害)は、決 して一つの団体の力で対

処できるようなものではない。支援者 と被支援者とが結ばれるだけでなく、支援する者同士も結



ばれなくては効果的に働くことはできない。特に、キリス ト信仰に立ち、神の召 しに応答 して取

り組む者はなおさら共生的に取り組む必要がある (Iコ リン ト 12章 )。 JIFHス タッフが仙台入

りし、元スタッフと協力し、キリス ト信仰に立つ 「明泉幼稚園」をベースキャンプとしてお借 り

した際に、JIFHだ けではなく、ボランティアや諸団体の活動本部のベースキャンプとして共有

し、毎晩合同のミーティングをもつてそれぞれの活動の報告をし、情報を共有できたことは良い

結果を生み出していつた。3月 17日 にはサマリタンズパースの副総裁ケン・アイザックス氏が来

阪し、」IFHと の協議を行い、飛行機一機分の物資の受け入れ先として JIFHが役割を果たした。

また直後には、仙台市の郊外の紫山に店舗を借用 した物資倉庫を設営し、ここもまたサマリタン

ズパースやクラッシュジャパンと協力 して、膨大な量の物資を受け入れる拠点として共有し、必

要な物資供給の拠点となり、ここから被災地の各地へと神の恵みと人々の愛は形 となって届けら

れていつた。国際的な関心を集めた災害でもあるので、世界各国から支援の手が差 し伸べられた。

その際の受け入れやコーディネー トも重要な働きの一つであった。JIFHが加盟する FHIフ ェデ

レーションも直後から支援の応答があり、国内では調達できない物資の供給、圧倒的なマンパワ

ーの供給を担ってくれた。このようにして、世界大の共生的な活動、すなわち「結び目」が生み

出されて行った。このような共生的支援を得て、緊急の食料・生活必要物資の配給に続いて、が

れきの撤去、家屋の泥だし、洗浄、修理、リフォームヘと支援の幅は広がっていった。

②企業 。地元のリーダーとの共生

キリス ト信仰に立つ支援団体や教会関係の団体だけではなく、善意の企業との協力も欠かすこ

とのできないものであった。震災直後から各方面へ物資の調達のための連絡をする中で、通販会

社が無料で毛布などの支援物資を輸送も込みで提供 してくださつた。この一回きりではなく、

」IFHが後に若林区で設営した物資倉庫では、この通販会社が職員を派遣 し、倉庫業務の手伝い

や、自社の通販業務の促進 (移動に困る被災者にとっては通販は非常に便利)にあたった。単に

支援をしてもらうだけでなく、支援する企業側のメリット (Win‐Win)も考慮に入れる時に、協

力関係はスムーズに進んだ。また、そのネームバ リューもJIFHの活動の後押 しとなつた。JIFH

にとっては緊急時に食料を配給するにあたって、那須塩原に本社を置くクリスチャン企業の 「パ

ン・アキモ トJと の協力は非常に大きなものとなった。独自に開発されたパンの缶詰は被災者に

非常に重宝されたし、全国から集められたパンの缶詰に書かれた支援者のメッセージは、被災者

の空腹を満たしただけでなく、心をも励ますこととなった。また、ロータリークラブとの協力も

大きな支援 となった。私が所属する東大阪中央ロータリークラブと姉妹クラブである台湾鹿港ロ

ータリークラブとが協力 して、被災地の物資支援を行 うことができた。

これらの協力 (共生)は一朝一夕になったのではなく、有事以外の時に、どれほどこの世との

かかわりを意識的に行うているかが問われるのである。

さらに、地元との共生で重要であつたのは、被災地域との関わりであった。」IFHは東北には

事務所がなく、地域の事情の詳細は分からなかったが、支援活動を続ける中で、地元 (若林区)

の民生委員の K氏 と関わりをもつようになり、K氏の民生委員 としての地元とのかかわりが、き

め細やかな支援 と配慮につながっていった。どこにだれが住んでいるのか。その方々の健康状態

や、生活の様子はどうなのか。老人の方々の家族とのつなが りは ?な ど民生委員であるからこそ

知 りうる情報をもとに (当 然守秘義務を順守 しつつ)ピンポイン トの支援も行 うことができた。

教会や牧師、信徒の方々が普段からどれほど地元のリーダーの方々との関係を築いているかが問



われたのである。 (ち なみに、K氏は今求道中である。)

ユニークな活動としては、C医薬品会社と協力し、「置き薬プロジェク ト」を行つた。JIFHボ

ランティアと会社スタッフとが協力 して若林区の仮設住宅を訪問し、置き薬を差 し上げた。これ

は定期的にスタッフが訪問することで、被災者の安否を確認することになり、孤独死や引きこも

りを未然に防ぐ役割を果たすことになる。神戸の経験から導かれた取 り組みでもある。

③教会との共生

最後に、最も大切な共生として地元の教会との共生をあげたい。」IFHのような団体の緊急援

助活動はやがて形を変えて収束 してゆく。 しかし、地元のキリス ト教会は今後もその地での宣教

を継続する。」IFHは海外でも国内でも、緊急援助 と共に持続可能な開発援助を活動として行つ

ている。その際に、JIFHではなく、○○教会の宣教の働きとして行い、地元の人が教会へと結

びつき、信仰をもつようになり、霊の飢餓 (問題)も解決 されることを願つている。東 日本大震

災の復興支援も例外ではなく、被災地の教会の支援要請をもとに、ボランティアを派遣 したり、

必要物資を届けたりして、教会に寄 り添つて支援をした。JIFHのボランティアが支援物資をも

って地域へ訪間する際には、「○○教会から来ました」といって訪問し、それまでは知られていな

かった教会の存在を証 しすることに努めた。結果、被災された女性が「キリス トさん、ありがと

う」と言つて、我々の働きがキリス トのものであることを見て下さつたのだ。

教会との共生を考える上で、牧師先生方との協力や、支援を欠かすことはできない。震災後多

くの牧師先生や家族は文字通 り24時間体制で地域の支援に取 り組んだ。主が与えて下さつた時で

はあるが、肉体的にも精神的にもプレッシャーを感 じ、疲労困億 していた。そのような中で、」IFH

はパーパス ドリブンフェローシップジャパンと協力し、牧師、および牧師家族のリトリー トを 4

回にわたつて行った。自然の中で、家族 とゆっくり時間を過ごし、神様 としつかりと向き合 う時

間を提供 したり、講師による有意義なセ ミナーをも開催 した。費用の提供だけではなく、留守中

の教会の奉仕の手当ても合わせて行つたのである。このようにして、地元で奮闘する牧師先生の

バックアップを通 して、教会の支援を続けた。

■共同体のビジョン (VOCの達成に向けて)

東 日本大震災の復興支援の中で、 JIFHは 何を行つてきたのか。一言でいえば、共同体のビ

ジョン (Vision Of community:VOC)の達成 と言える。我々は世界のどこででもVOCを 行つ

ている。VOCを 行 うことを通して、神の国が拡大することを目指している。いつもはアフリカ

や南米、アジアの諸国の 「現地」でVOCを 行つてきたが、今回の震災復興において、神様はこ

の日本でもVOCを 行わせて下さつている。VOCと はどのようなもの ?

1.VOCの 日標

VOCの 目指す ところ、それは究極的には一①人々がイエス・ キリス トのようになること,そ

して、②共同体が神の国のようになることを言 う。イエス 。キ リス トを信 じ救われ、変えられた

者が、この地上において主に仕え、教会に仕え、人々に仕えることを通 して、地域が変えられ、

神様 を主権者 とする神の国を拡大 させてい くことを目指す。主イエスは 「御国がきます ように」

と祈 られ、またそれを我々にも祈 るように教えて下さつた。そのことを祈 り、実現するために、

置かれているところで献身する者 となることが私たちの使命であると確信す る。



2.VOCの 内容

確かに、人は緊急の支援を必要とする時がある。アフリカの飢饉や、今回の東 日本大震災の初

期段階での援助はまさに急を要するもので、必要なものを提供 しなければ、人命にかかわる状態

の場合がある。 しかし、常時このような 「与える」ことだけを行っているとどうなるのか ?時に

人は怠惰になり、Fn5題 は角翠決するどころか、慢性的なものとなってより悪い状態となる。大切な

ことは、緊急支援の段階から、自立を助け、その地域の開発を促進することが大切である。1990

年までの約 40年間、アフリカの諸国は与えられ続けることによって、実はあの大陸を損なってき

たのだと、ケニアの経済学者ジェームズ 。シクワティ氏は語る。

VOCの 実践者

共同体が変革され、神の国の拡大へと進んで行くために、次のような人々 (グループや個人)

が関わる。

・教会 (変革された人々):ネ申の国の生き方に基づき、地域に関わつていく。

。リーダー :神の国の原理に基づき、地域の問題に取り組む。

・家族 :神の国の恵みのうちに、自らの全人的必要を満たしていく。

この三つが関わり合 うところに、 JIFHの ような団体が、適切な考えや人材、資源を提供す

ることによつて、その共同体 。地域コミュニティーが物心両面において発展 してゆくことを目指

すのである。そのコミュニティーの教会、リーダー、家庭が自ら成長 し続けることができるよう

になることを目指 していく。

■まとめ

今回の東 日本大震災の復興支援を考察していく時に、 」IFHが見出した一つのことは、まさ

に地域の教会がVOCを 実践 していたことである。それまでは、週に一度ほど一部の信者の礼拝

のためにオープンされていた場所であつた教会が、毎日開かれるだけでなく、その地域の必要の

ために、コミュニティーに出ていつて人々と関わっていった。聖書のお話だけではなく、人々の

食べ物のことや衣服のこと、心のケアなど「全人的・ホー リスティック」に関わつていつた。ま

た、牧師がリーダーとなつて自治会長や民生委員の方々と協力 したり、市長や行政の方々ともや

り取 りをし、教会がその街には欠かせない存在 となっていった。それによってその地域の人々、

家族が助けられ、肉体的必要、精神的必要、社会的な必要、そして霊的な必要が満たされて行く

ようになった。この関わりの中にいた牧師先生や教会のリーダーたちは無我夢中で取 り組んでき

た。今後、さらにVOCを 達成 していくためには、今回の取 り組みで行つたことを整理 して考え、

理解 し、これからどのようなステップを踏んで行くべきかを体系的に学び実践することにある。

また、受けるめぐみを知った東北の諸教会が、主イエスの言われた如くに、与える幸いを見出

していくことが、今後の東北の教会の成長と宣教のカギでもあることをおぼえる。



「神の国のホーリスティック宣教―東日本大震災をうけて」

日本福音主義神学会西部部会2012年春季研究会議

基督兄弟団西官教会/ニューコミュニティ 小平牧生

私は、1995年1月 に起きた阪神淡路大震災の被災地にある教会の牧師です。西宮市南部は震度7の

地震を受けた地域であり、私たちの教会はその直後に西官市の指定避難所に指定されました。当時、

私は近畿福音放送伝道協力会の事務局長であり、また震災後に阪神間の教会によつて結成された

「剛e Love阪神 l』 大震災復興ミニス トリー」の事務局を担当させていただきました。

また、昨年2011年3月 の東日本大震災においては、所属教団の東北教区担当理事として、同時に

日本福音同盟理事ノ/震災対策室として被災教会への支援を通して復興支援活動にあたらせていただ

いています。

今回の研究会議には次のようなテーマが掲げられています。

「神の国のホーリスティック宣教‐東日本大震災をうけて :東日本大震災という現実の中で、教

会がローザンヌ誓約などに表されているホーリスティック宣教をどのように理解し、どのように取

り組んできたかを検証し、その取り組みの背景にある神学的理念を浮かび上がらせ、今後の教会の

取り組みに対する神学的示唆を与える。」

私は、教会の牧師の立場から、特に阪神大震災の被災地域にある教会の牧師としての働きの中で

具体的に経験した幾つかのエピソー ドを紹介し、その経験を通して考えさせられていることがらを

お分かちしたいと思います。

【1】

阪神淡路大震災の当時、私たちの教会の礼拝出席者の半数余の方々は電車か自動車を利用して礼

拝に通つて来られていました。ところが、震災数日後から教会近辺の地域は「特定車両以外の侵入

禁止地域」に指定され、自動車で教会に来ることはできなくなりました。もちろん電車などの公共

交通機関は不通であり、これらの人々は教会に集まることができないという状況におかれたのです。

付け加えるならば、当時は現在のようにインターネットは普及しておらず、携帯電話も一部の人々

しか用いていませんでした。

後に、そのような状況の中でこれらの方々がどのような生活を送つていたかを知りました。

ある人々にとつて、教会に行くことができないという状況は、そのまま礼拝を休むということに

なりました。中には個人的に聖書を読んで礼拝とささげたという方々もおられましたが、彼らにと

っての従来の礼拝や伝道のあり方はそのような状況の中では通用しなかつたように思います。とこ

ろが一方で、ある人々は被災した状況の中で身近な人とともに集まり、食物や衣類を分かち合い、

聖書を読み、そして互いに祈り合い、地域の人々と助け合っていました。それは必ずしも日曜日に

かぎらず、その交わりにはクリスチャンでない人々も含まれていました。



「日曜日に教会堂に多くの人々が集まる」ことを中心とする教会や礼拝についての考え方は、特

定の条件が満たされた環境の中ではじめて成立していることに気がつきました。同時に、被災地の

中で教会堂や組織は機能しなくとも教会は存在して生きていることを経験しました。

福音の証しと愛の業を行うことについて、教会のイベントや会堂を中心に考えることにはそもそ

も限界があるのではないか、むしろそれぞれの生活や交わりを中心に考えることが必要ではないか

と考えるようになりました。福音を証しすることは人から人になされることですが、それ以上に愛

のわざを行うことは人と人との関係を基盤にしたコミュニティにおいてなされます。それはプロジ

ェクトとしてなされるのではなく、交わりの中で人間関係を基盤として行われます。教会はそこに

戻ることができると思います。

【2】

阪神大震災の復興支援の働きの中で経験したことですが、教会から派遣されたボランティアの

方々が地域の方々を訪れて救援物資の必要を尋ねたり何らかの援助を申し出ると、意外なことに申

し出を遠慮する人々が多いということです。阪神大震災の復興のボランティアが一日の働きを終え

て報告の中にも、「多くの人が、『ありがとう。でも、私は大文夫です』と言われてしまう」という

感想が多くあったことを覚えています。

そこにはいろいろな原因があるとは思いますが、このできごとの背後には、私たちは人を助ける

ことはできたとしても、助けられることは苦手だという人が多いと思います。私たち牧師は特にそ

うかもしれません。そこには、私たちは「自分のことは自分でしなさい。」「人に迷惑をかけてはい

けない。」と、教えられて育ってきたことが関係しているかもしれません。私たちは、弱さを見せ

ることや助けを受けることは恥ずかしいことであると感じます。教会の業として「救済」や「援助

協力Jを語る時にも、援助する立場の側からしか考えていないのではないでしょうか。そのため、

私たちは自分がその立場に立ってはじめて「助けられる」ことを経験します。そのように、「受け

る」ことや「助けられる」ことにおいて成熟していないための問題が復興支援の働きの中にあるこ

とも聞きます。

これらの経験から思うことは、「助ける」「助けられる」ことにとどまらず、どのように生きるの

かということ、人間とは何かということから私たちは女台めなければならないということです。プロ

ジェクトとしての援助や協力態勢も必要なことですが、教会の宣教のわざの中心にあるのは、福音

による生き方のモデルを提示し、そのような人を生みだしこの世に送り出していくことがより重要

なことではないかと思います。

【3】

当時16才 と13才の女の子そして 3才の男の子の兄弟姉妹が、阪神大震災の復興の働きの中で私た

ちの教会の交わりに加わるようになりました。彼らは震災で母親を失い、父親と共に小学校に避難



していたところから私たちとの関係が始まりました。彼らの身体を洗い新しい服を着せることから

始まり、その後は、彼らの中にある悲しみ、孤独、不安などの内面的な問題、親子の複雑な関係、

学校の先生や行政などとの人間関係、また住居やお金に関する問題、その他あらゆることごとにと

もに関わつていくことになりました。彼らの中の一人は自殺未遂を繰り返し、夜の街を探し回つた

時期もありました。私たちの忍耐の限界を超えてしまうことや、教会の他の働きが妨げられるよう

なこともしばしばでした。彼らとともに歩むのか、それとも教会は武忠できなぃとして手放すの力Ъ

私たちや教会のあり方を変えることを選ぼうとして来ました。

彼らは今それぞれ別々の生活をしていますが、当時中学生だった女の子は現在では家庭をもつて

子どもを育てています。イエスキリス トの救いを経験し、クリスチャンとなり、現在も教会の交わ

りの中で生活しています。私たちは、彼らから慰められ、教えられたことが多くあったように感じ

ます。また地域の方々と協力をしながら彼らの回復のプロセスを歩んでこられたことは幸いなこと

でした。

それがコミュニティにおける実際の生活であればあるほど、伝道と愛のわざは別のものにはなり

ません。ところがそれが教会の活動として整理されていく時に、この二つのことが分離されていく

ように思います。

もし私たち教会が真に地域に対して貢献しようと願 うなら、その規模や活動によつて評価されよ

うとするのではなく、主が教会に与えられた使命そのものをあらためて確認する必要があると思い

ます。それは、霊的な面をふくめた人間の総合的な回復のために、キリス トの愛によるコミュニテ

ィを人々に提供すること。そして、霊的 。人格的に整えられた人を育て社会に送り出すことです。

人とコミュニティによって福音のあかしと愛のわざは統合できると思います。それが一つになる時、

家庭や社会の再構築が可能になるのではないでしょう力、



被災現場から問われている包括的福音
～́ 非包括的認識への挑戦 ～

2012416福音主義神学会西部部会

西岡義行

東京 ミッション研究所総主事/東京聖書学院教授

東 日本大震災の被災現場に立つ中で、私たちは教会や宣教のあり方の根本のみな

らず、信仰そのものも問われている。包括的福音を掲げつつも、私たちの存在は、本当

に福音となっているのかが、問われ続けている。本論考では、ローザンヌ運動が強く掲

げてきている包括的福音について、被災支援の只中で問われていることを整理し、その

課題に目を向けたい。

″じめた .・ ″―

…

とを括的福 昔

ローザンヌ運動の中心的なスローガンは「全教会が

全世界に全福音を」である。このことが最初に提示さ

れたのは、1974年 に発 表 されたローザンヌ誓約

(Lausanne Covenant)であつた。そこでは、何より第 5

項「キリスト者の社会的責任」で、伝道が社会的責任

と対立されて理解されてきたことへの悔恨の念を表し、

福音をより包括的に認識したことは、大きな福音派の

転換点ともいえることであつた。その一部分を引用し

たい。

人は互いに利己的に利用し合うのではなく、尊敬し

あい、仕え合うべきである。私たちはこれらの点をな

おざりにしたり、時には伝道と社会的責任とを互い

に相容れないものと見なしてきたことに対し、懺悔
の意を表する。確かに人間同志の和解即神との和

解ではない。社会的行動即即伝道ではない。政治
白勺解放員日救いではない。しかしながら、われわれは、

伝道と社会的政治的参与の両方が、ともにキリスト

者の務めであることを表明する。
1

ここでは、伝道と社会的責任とを対立的にみるので

はなく、両者を含むより広い視野で宣教を捉えること

へと踏み出したのである。こうした包括的な視′点が明

確に表明されたことは、1966年に開催されたホートン

世界宣教会議以来、福音派の変化の中でもっとも顕

著なものであつた
2。

神との和解と社会的 。政治的和

解の双方を含むより広い理解へと、福音派がシフトし

たことは、この会議の最大の貢献のひとつである。

その提え方はその後もさまざまに議論されてきてい

る。ジョン・ストットは「伝道」(Evangelism)と 社会白勺活

動 (SociJ Ac● on)と は、不可分の関係 にあり、宣教

]「 ロー ザ ンヌ誓 約 」は 以 下 の HPに て 閲 覧 可 能 。

httpノ/wwwiausannc尋 apan Org/ロ ーザンヌ誓約 /

2 E S Utuk,``From Whcaton to Lausanne,''p 109

(mission)に 内包させるものとしている
3。

この社会的責任をも含める包括的福音理解は、こ

の2010年のケープタウン決意表明において改めて強

調された。とはいえ、この強調は、深い反省と自己批

判抜きになされたのではない。それは、議論されては

いても、実際には、真の意味での包括的歩みができ

ていないことへの反省である。1974年の会議で出さ

れた福音理解および宣教理解における包括的な方

向付けが、神学的にはどのような展開を経てきている

のであろうか。まず、そのことを歴史的に概観し、その

上で、その課題が、この未曾有の大震災において、

私たちの歩みがどう関係しているかを問いたい。最後

に新しい視点をめぐっての可能性を探りたい。

ノ 医道とを会的責任 の形 認 %咆 整

伝道と社会的責任の関係については、様々な立場

があり、分析もがなされて来た。例えば、ストットは大ま

かに1)社会的奉仕は伝道のための手段、2)社会的

奉仕は伝道の一表現である、3)両者はパートナーで

ある、とする三つの視点を紹介している
4。

ところが、両

者の関係については、その後のさまざまな議論がなさ

れ、それらをまとめると、伝道の狭い始点と広い視点と

の間で、対立していったと見ることができる
5。

前者は、

伝道理解の焦点は、あくまでも福音を伝えることであ

り、個人および集団が福音を耳にする機会を提供し、

イエス・キリストを救い主として受け入れることを目的と

する。この伝道こそ優先されるべきものであり、そのこ

3 J stott,C/7″
Js″α77 MiSSブ ο77ノれ′/7′ MOグ′rれ lF ar′″tpp 25-30

4 J Sto世
,あ′グ pp 26-27 この二つの視点は、1982年のグ

ランドラピッヅの会議 で発表 された文書 にも引き継 がれている。

関西ミッション・リサーチ・センター(KMRC)/JEA編 、『伝道と社

会的責任― グランド・ラピッヅ。リポート』唄野隆訳、19-21頁 。
5 A Tizon,r7・α″助ぁ″777α″0″ 9′|″ ια

“
Sα′″ι,p43-46



とが社会的活動と混同されてはならないと、警告した。

しかし、より広く福音を捉える者にとっては、伝道その

ものは社会的責任と不可分の関係にあり、伝道の狭

い捉え方を強調することは、社会の課題とかかわらな

い福音宣教へと進み、その結果福音の矮小化となりう

るとして強い懸念をもつた。このように、広い福音理解

の者は、狭い理解の立場に対して、ローザンヌ運動

の貢献を受け止めるというより、むしろそれ以前の非

包括的方向に逆戻りすることであると指摘した
6。

伝道理解とともに、もうひとつ重要なことは、福音を

伝えることの優先性の主張であった。1974年のロー

ザンヌ宣言では、第 6項に「犠牲的奉仕を伴う教会の

宣教活動の中で、伝道こそ第一のものであるJ7とぁり、

その優先性が明示されている。社会的責任の重要性

を認めつつも、宣教の働きの中で、優先されるべきこ

と、あるいは最終的に重要なことは、イエス。キリストの

贖いによる永遠の救いを伝えることだと主張される。こ

の伝道の優先性と、包括的に福音を捉えることとどの

ように関わるのかは、その後の大きな課題となってい

つた。そうした議論の中で、次第に福音派の中に、伝

道をより狭く捉え、伝道の優先性を強調する側と、伝

道と社会的責任をより包括的に見ようとする側との間

にある溝が深まっていったのである8。

このような議論は、1975年 にメキシコ・シティーでな

され た ロ ー ザ ン ヌ 継 続 委 員 会 (Lausanne

Continuration Commitec)を 皮切りに、1979年 にはイ

ンドで福音的社会活動をテーマに開催された神学会

議において、1980年にはロンドンで「シンプル・ライフ

スタイルJに 関する会議において取り上げられている
9。

さらに同年に二つの重要な会議が開催された。ひと

つはメルボルンにおけるWCC(世界教会協議会)主

催の宣教会議で、そこでは飢えと貧しさに苦しむ抑圧

され者の叫びこそが最優先課題として取り上げられて

いる。もうひとつは、ローザンヌ世界伝道委員会

(LCWE=Lausalllle Commitee on lVorld Evangelization)

によって開催されたパタヤ会議 (タイ)である。こちらで

は、貧困に喘ぐ人々の叫びや難民などについても焦

点が当てられていたものの、最優先課題 は、福音を

聞いたことのない人々に対して福音をまず伝えること、

であつた。両方の会議に出席した福音派の代表も少

なくなく、彼らは、福音派の視野の狭さを嘆いた。そ

れとは対照的に、あるものは終末における緊急性を

強調し、いまだ福音を聞いたことのない地域への伝

6 Tizon,Ibid,p46‐
47

7 http://www iausann可
apan Oryローザンヌ誓約 /

8 1、izon,Ibid,p48-49

轟裾寵」がネじじアメ非みちア更騨爾撻
もが知りたいローザンヌ宣教シリーズ 20)三ツ橋信昌訳。
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道の働きが急務であるとして、その優先性を強調した。

このように、同じ福音派の中にある、対照的な二つの

方向性は、いよいよ対立の方向へ進んで行つた。こう

した対立に正面から取り組んだ会議が 1982年にグラン

ド・ラピッヅで開催された。この会議は、世界福音連盟

(World Evangelical Fe1lowship=WEF)と ローザンヌ世

界伝道委員会 (LCWE)の 共催で開催され、「伝道と社

会的責任との関係に関する協議会」(Consultation on

the Relationship Between Evangelism alld Social

Responsibihty=CRESR)をテーマとした。幅広い意見を

まとめるためそれぞれの立場が真っ向からぶつかる形で

なされるため、もつとも緊張感の高いものだつたといわれ

ている。

この会議では、伝道と社会的責任の関係 について

三元論的に対立構造で見るのではなく、むしろそれら

がどのように関わりあうかが強調された。それは、それ

までの議論が、しばしば不健全な二項対立、すなわ

ち、体と魂、個人と社会、創造と贖罪、自然と恵み、天

と地、義認と正義、信仰と行いなどに強く影響されて

きたからである。聖書に目を向けるなら、こうした二元

論的対立よりも、より包括的に捉えられている。たとえ

ば、福音書における神の国の福音は、神の恵みの支

配を意味し、魂だけを扱う狭いものではなく、個人も

共同体も、魂もその周りの共同体や社会・政治、さら

には環境をも含む豊かな内容が含まれている。したが

つて、そこには、伝道も社会的責任も不可分であるば

かりか、創造的緊張関係 として動的に見ることがより

健全な見方であるとされた
1°

。

両者の動的関係 は、三つの表現で表されている。

第一に、社会的活動は伝道の結果であり、信仰が具

体的行動に表されることは、ごく自然なことである。そ

れらの分離こそが問題である。第二に、社会的活動

は、伝道への架け橋となりうるということである。もちろ

ん、伝道するために、社会活動を戦略的あるいは作

為的に取り入れよとすることは問題視された。心を開

くのは神ご自身であるとすれば、人間がそれを予測し、

計画に入れることは、神に対しても、人に対しても、分

をわきまえた行動とは言えなくなるであろう。社会的奉

仕の先にあることは、人間には未知のことといえる。第

二は、伝道と社会的活動はパートナーとして常にとも

に存在するものとして理角牢される。それはさながらはさ

みが二つの刃が一つであるように、鳥の羽が二つで

ひとつであるように、夫婦の関係がそうであるように、

違いがあるがお互いがお互いを必要とし両者がひと
つとなることで宣教が進められるのである11。

もちろん、

1° KMRC/JEA編 、『伝道と社会的責任』、17頁。
11『

伝道と社会的責任』、21‐22頁。E R Dayton,“ Socid
TlansbrmaJon,"p54も 参照。



ローザンヌが伝統的に強調してきた、伝道の優先性

(優位性)は保持されている。とはいっても、それは時

間的な意味での序列ではなく、論理的な位置づけと

してみている。すなわち、どちらが時間的に優先され

るかではなく、より根源的で永遠と関わるのは伝道で

あり、実際に伝道によってキリストの救いを受けること

なしに社会的活動はなしえない、ということである。グ

ランド・ラピッヅから出された文書には、以下のように

優先性が表現されている。

われわれは肉体的飢餓を満たすか霊的飢餓を満

たすかの間の、あるいは肉体を癒すか霊魂を救う
かの間の選択をすることはまず滅多にない。隣人

に対する真正な愛は、その人に対する全人的奉仕
にわれわれを導くからである。それにもかかわらず、

もし先の両者の間の選択を迫られるなら、われわれ

は、全人類の至高のそして究極的な必要は、イエ

ス・キリストの救いの恵みであり、それゆえに、ひとり

の人の永遠的な霊魂の救いは、その人の現世的、

物質的福祉以上に重要であるといわなければなら

ない (Ⅱ コリント4:16-18参照)。
12

この会議では、はじめは対立的姿勢が強かったが、

直接的な対話を通じて、次第に排他的な言葉や福音

の矮小化につながる還元主義的な見方に対して距離

を置くようになった。さらに、全体として違った見方を

持ちつつも、それぞれの立場を主張する背後の経験

や神学的伝統などをお互いに理解しあうことによつて、

違いを乗り越えて聖書の視点を共有することができた。

とはいえ、ひとつの結論が提示されたというよりは、む

しろ福音的理解の可能性の幅が確認されたと評価さ

れている
13。

グランド・ラピッヅでの会議で残された課題 は、翌年

1983年にホイートンで開催された世界福音連盟協議

会で継続して議論された。そこでは、より包括的な視

点を模 索することとなり、「変革」(transformation)と

「神の国J(kingdom Of oOd)が鍵の言葉として注 目さ

れていった
14。

人が罪から救われることが伝道の中心

的事柄であるが、それは、単に個人の問題ではなく、

社会構造やシステムの問題でもある。十字架の贖い

は一方のみに限られたことではなく、両者に変革がも

たらされることとして、より包括的に見る視点が提供さ

れた。特に、世界の宣教の現場における伝道は、そ

12 KMRCttEA編
、『 伝道と社会的責任』、21頁。

13 Tizon,r7α ″ジシ777α″0″ ″?θ″ιαzsα′れι,p49
14ホ

ィ_トンの会議の前から、具体的には、WEF力 ス`ポン

サーとなって、1978年 9月 、翌年 4月 、さらに 1980年 の 3月
の 3回 に渡って福音派としての「開発 Jとは何かについて神学

的に議論がなされた。そこで中心的に労したのは、ロナルド・

サイダー(Rondd J Sidcr)で あり、彼が編集した、駒αttι′たαな

α″″D`ν
`′
のヮ″2′れ′f bltα 7・」α

「
/7θ ο′οク のrsoιノα′C力α77gι (Exctct

UK:Pctcnostcr,1981)にその会議の内容を見ることができる。

TizOn,`(Precursors and Tcnsions in Holistic Mission,''p74

彼災男場力ちヽわれ ている夕活自句福 昔

れぞれのコンテキストの只中でなされることから、人間

社会が持つさまざまな罪の現実の中で、個人的罪の

みに目を向け、社会の構造的悪から目を背けるなら、

真に福音をもたらしたとはいえない。伝道によつて福

音がもたらされるとは、個人のみならず社会にも変革

をもたらすことであり、それらは分離することができな

いものである。神の国をもたらす共同体としての教会

の使命は、こうした社会に対する責任が単に追加され

たというのではなく、宣教の本来的使命の中に総合

的に含まれているものと認識されるようになったので

ある
15。

この会議では、世界各地に見られる世俗の開発

(development)と の違いについても議論されている。

キリスト者の社会的責任としての「変革」は、一般社会

が目指していた開発とは袂を分かつものである。神の

国をこの地上に実現せしめる使命に召されたキリスト

者にとっての「変革」は、一般社会が目指す「開発」と

は、その根底にある目的や世界観などにおいて異っ

ている。キリストによる贖罪の十字架においてはじめら

れた神の業は、個人のみならず社会の構造的悪にも

かかわり、社会の根底にも変革をもたらすものであり、

だからこそ、その取り組み方は異なつてくるのである
16。

もちろん、それは、この地上で完成できるという楽観

主義に基づく働きではない。むしろ終末論的完成を

待望しつつなされる信仰の業であり、神の宣教への

召しに答えることであると議論された。このように、伝

道と社会的責任は、より聖書に基づき、終末論的に

捉えられていつた
17。

福音派における包括的な視点は、1989年 の第二

回ローザンヌ会議で発表された「マニラ宣言J(Malnila

Mallifest)に 反映していく。それは、「全教会が全世界

に全福音をJと いうローザンヌ誓約で取り上げられた

三つの「全J(whob)が その宣言の骨格となっている。

包括的な視 ,点で宣教を捉え、伝道も社会的責任と全

人的にかかわることの重要性が強調され、社会的、経

済的、文化的、霊的なあらゆる側面における変革をこ

の全世界にもたらすために、全教会が協力して取り組

むことが主張された。そして、すでに全人的、包括的

15この会議の内容を踏まえて出版された論文集が、Vinay

Samucl and Chris Sugdcn, cds r/1a ch″ ′́οカ メ″ R`sροれsο ′ο

rtr777α″ル ″ (Ecrdmans,1987)で ある。世俗の開発のみならず、

当時の解放の神学とも異なる福音派としての取り組みを目指し

ていたこととして注 目されるものである。
16 

■ Ticnou, ``Evangclism and Social Transformation,"

p77-78,E R Daメ on,``SOCial Transformation,"pp 54-56
17開

発との違いについては、Tom Sine,``Developmenti lts

Sccular Past and lts Unccttain Future,'' および Samuel and

Sugdcn,“ God's lntcndon forthc Wond,"を 参照。解放の神学と

の違いについては、Tizon r7/α れ。ヵ″″,α″ο″グ
`″

五αンsα″″ιの

第 3章に詳しい。



な取り組みがなされている教会や団体は、さらにその

取り組みを進展させ、同時にそれぞれの協力が必要

であると主張された。そのような中で新たな 300も越え

る具体的な戦略的パートナーシップが生まれた。宣

教の主体としての教会、対象としての世界、そして宣

教の中身である福音への理解が広がり、同時にその

多岐にわたる使命 (ビジョン)が 明確に示され、個人も

教会も宣教団体も全てが結集していった点で大きく

評価される。

その後の 1990年代は、2000年 というミレニアムに

向けて、駆り立てられるように様々なプロジェクトが生

み出されていつた。ところが、2000年を境に、日に見

える変化が見られなかったことや、やり遂げられなか

ったプロジェクトが多かった。また、神学的議論と宣教

の実践との距離が次第に広がり、実践なき神学は机

上の空論となり、神学なき実践はプラグマティックなヒ

ューマニズムヘと傾きかけていつた
18。

第一回ローザンヌ会議以降の歴史を振り返るとき、

地の塩、世の光として包括的福音に「生きる」という点

で課題が残ると言わざるを得ない。この問題は、福音

派の躍進と深く関係していると思われる。確かに、主

流派といわれる教会の低迷と比較すると、その躍進は

大きな目を見張るものがあった。しかし、次第に教会

自体の拡大に心が奪われると、社会の現実から遊離

し、自らが安住できる部族化した特殊世界の維持へと

逸脱していく。こうした、自己目的化した教会は、社会

の闇や地球規模の課題などに責任ある姿勢で臨むこ

とせず、自己実現を追及するそのあり方の問題性にも

目を向けることをしなくなる。さらに宣教の成果が見え

やすくなるために、福音が矮小化されていき、結局は

気がつくと社会の間が、逆に教会の世界に入り込ん

でしまっていった。だからこそ、クリス・ライトネ申学委員

長は、福音宣教を危機に追いやるものは、他宗教で

も迫害でもなく、神の民の中に入り込んでいる見えざ

る偶像であるとし、悔い改めと福音派の新たな「宗教

改革Jを迫つたのである
19。

もちろん、社会的課題への取り組みがなかったわ

けではない。しかし、福音派の社会的貢献は、教会に

おいてというよりは、宣教団体や非営利の奉仕団体に

負うところが大きく、必ずしもそれらの働きと教会との

連携がなされていったとはいえない。また、福音派に

おける宣教の神学的研鑽は、1980年代には、かなり

]8拙
論、「現代の宣教におけるローザンヌ運動 J、 8頁。こう

した不健全な分離は、主流派における、解放の神学にも見ら
れたことであつた。プラクシスという、極めて包括的な視点を提
示したにも関わらず、政治運動が政治神学から離れ、社会的
活動が教会からはなれて社会事業へと変わった。

19この強いメッセージは、ヶ―プタウンでの 10月 23日 のプ
レナリー・セッションでの主題講演で語られた。以下を参照。
httpノ /convcrsration iausannc org/cn/rcsourccs/dctaiν H 556
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なされたが、実質的には、1990年 以降の約 20年間は、

1970～ 1980年代と比較するなら、神学的議論はそれ

ほど進展していない20。

また、世界の教会の中には、包括的福音に生きて

いるかを問わざるを得ない深刻な事態に直面するケ

ースが見られた。たとえば、東アフリカで最もキリスト

教化され、近隣諸国のリバイバルの発祥地とされるル

ワンダで起きた大量虐殺は、キリスト者が自らの所属

する集団の拡大と維持に目を奪われていく中で、社

会の腐敗が入り込み、醸造されてしまつたことの現実

を突きつけてくる。それ以外にも、南アフリカのアパル

トヘイトの問題、キリスト教国となつているハイチの震

災後の混乱など、多くの課題が突きつけられている
21。

同じ神学的。信仰的あり方を共有している私たちが、

そうした事態を非難することで、それらを対象化し、線

を引いて距離をおくことは、許されることなのだろうか。

むしろ、キリストの体なる教会として、それらを自らのこ

ととして捉え、福音的と言われる私たちの社会におけ

るあり方そのものを検証し、反省と変革を自らに課す

ことが求められているのではないだろうか
22。

ケープタウンで採択された宣言文は、決意表明

(comllllttment)と して発表されたことは周知のとおりで

あろう。これは、こうしたキリスト者全体が今までのあり

方に対して反省し、さらにその内容に対して責任ある

決断と行動を伴わない告白との決別を表明することで

もある。その決意表明から、半年もたたない 2011年の

3月 11日 、日本は地震・津波。原発事故などによる未

曾有の事態を経験した。被害を前にして、その決意

がその根底から問われたのである。

20 Maycrs,Holistic Misslon:Ncw Fronlcs,"121こ
れは、実

際に出版されたものの多くは、そうした働きのケーススタディが
主なものであった。

21こ
れ以外にも、ライト氏は

「
/7ο 彪赫ノο″グ Gο″320-321頁

で、90ノく―セントがキリスト者とされるインドのナガランドが、イ
ンド連邦の中で最も腐敗し、荒れた州であるという報告してい
る。また、ベイルートで開催されたローザンヌ神学委員会にお
いて、福音的なキリスト教国といわれているタヒチ出身の神学
者が、自らの国における地震後のさまざまな混乱は、倫理面も

含め、キリスト教化されたことの意義が根本から問われると報告
した。こうした反省は、ローザンヌ世界宣教会議が南アフリカの
ケープタウンで開催されたこととも無関係ではない。
222010年のケープタウン会議は、その準備段階を含めて、

神学的営みは再び活発になっているといえよう。特に三度の
神学会議が重要。第一回の会議は、2008年の 2月 、タイのチ
ェンマイで「福音の全体J(1lc wholc gospd)を テーマに持たれ
た。第二回は、2009年 1月 に、中米のパナマで「全教会J(thc
wholc church)を テーマに開催され、第二回は、2010年の 2月
にレバノンのベイルートにて持たれ、宣教の現場である「全世
界J(the whole worid)に 焦点が当てられた。三回の会合は、三
つの WhOlcか らが構 成 されている。内容 は、Lausannc
Occagond Papcrsに 記載。以下の H R No63～ 65を参照。
hip:〃www iausanne or3/cn/documcnts/1ops html



」 被災者支援 .こお 笏 夕励 ク 霧 暫

さて、福音を伝える伝道と社会的責任とはどう関係

しているは、東 日本大震災におけるキリスト者の被災

支援の取り組みの中で、問われ続けている課題でも

ある。本論考では、両者がどのような関係にあるかに

ついての議論を紹介しつつ、その議論事態にある課

題、さらにそこへの新たな視点の模索を紹介したい。

伝道と社会的責任の関係については、T.アデイェ

モ (Adcyemo)は さまざまな議論を整理して以下のよう

に、9つ に分類している
23。

① 社会的活動は、人々の目を伝道からそらすもの

である。

② 社会的活動は、伝道への背信行為である

③ 社会的活動こそ良い知らせを告げることである

④ 社会的活動は、伝道の手段である

⑤ 社会的活動は、伝道の一つの表現である

⑥ 社会的活動は、伝道の結果として生まれてくるも
のである

⑦ 社会的活動は、伝道のパートナーである

⑧ 社会的活動と伝道は重要度においては等しくが

同じ宣教の働きの全く違った要素である

⑨ 社会的活動は、良き知らせ (伝道)の一部である

議論をより端的にするために、9つではなく、両極

の二つの間に三つの立場を設定 (表のA～Eを参照)

して、それらを比較することしたい24。
まず、最も対照

的な立場を両極にすると、社会的活動に対して否定

的な「排他的立場」(上記の①あるいは②、表では A)

がある一方で、それとは対照的に社会的活動こそが、

良い知らせを告げることとなるという(上記の③、表で

はE)見方がある。この「排他的立場Jによると、永遠に

関連する魂の救いこそが、宣教の課題であり、それ以

外の社会的な働きはむしろ不要であると考える。この

極端な立場は、やがて滅びる地上の働きではなく、永

遠に関連する魂の救い以外の時間と労力そのものを

否定する。

その正反対の立場は、「社会的福音Jの立場といえ

る。それは、人間の尊厳が尊重され、正義と平等が具

現化することを目指すものである。換言するなら、キリ

スト教的価値観に沿いつつ、より幸いな社会秩序をも

たらすことが福音である、とする立場である。これらの

両極は、1920年代以降の根本主義と近代 (自 由)主

義神学二極化の中で、キリスト教会を三分するほどの

ことにもなった。被災地支援の現場では、こうした、非

23 T Adeyemo ``A Criti9al Evaluation of Contemporav

Pcrspcctivcs,''pp 48-57
24 D Jヘ

ッセルグレーブ (Hessclgrave)は両極の間を 4つ
|こ分けている。D J Hcssclgravc,Pα ″α4警s777C077/7趨 ,pp
l17-124を参照。

彼災男場からヽ われ てクづ夕活的編普

宣教的スタンスはむしろ歓迎される。社会的活動こそ

彼らにとっては良い知らせなのである。社会的変革や社

会的な祝福をもたらすことこそが、その地域にとつて福

音であるという視点は、宗教を超えて、一般に最も歓迎

されるスタンスであるといえよう。だが、このスタンスには、

キリストの独 自性や伝道して福音を伝えることを見失って

いく傾向も否定できない。保守派の排他的なスタンスは、

こうしたヒューマニゼーションを求める宣教理解に対する

反動と理解することができよう。上記であげた二つの立

場の間に、少なくとも二つの可能性が考えられる。

伝道最優先

第一は、保守的な「伝道最優先」(表では B)という

視点である。この立場は、しばしば「伝道第一」を標榜

する。社会的責任を否定はしないが、あくまでもそれ

は二次的なものとみなして、積極的にそこにかかわる

ことはない。もちろん、社会的な活動に対してそれなり

の支援をし、応援するが二元論的枠組みの故に、依

然として、社会的活動は、地上の有限的な領域であり、

優先すべきは魂の永遠の救いとされる。

この立場では、被災者支援は、ある意味で、緊急

事態の働きであり、それが単なる人道支援に終わるこ

となら、積極的には取り組まない。伝道につながること

が重要なことであるから、そうならない支援活動は、重

荷とならざるを得ない。何よりも大切なのは、良い社会

が形成されることではないからなのである。

この立場の不十分さを認識し、社会的責任に目を開

いたのが、「包括的優先」と呼ぶことができる第二の立場、

である(表では C)6そこでは、伝道と社会的責任とを対

立的にみることなく、両者を包括的に宣教に含めている。

しかし、だからといつて、伝道の優先性を放棄したりはし

ない。あくまでも、宣教の中心的な働きは、伝道であるこ

とが強調されるが、同時に社会的責任にも積極的にか

かわろうとする立場である
25。

こうした視点では、社会的活動は、アデイェモが指

摘する、④「社会的活動は、伝道の手段である」、ある

いは⑤「社会的活動は、伝道の一つの表現であるJい

う捉え方と符号するといえよう。とはいえ、被災者支援

の現実の中では、こうしたスタンスは微妙な課題を残

すのではないだろうか。大震災という危機的状況では、

「手段」としての援助は、その背後に別の 目的がある

ことであり、それが明らかにされるとき、敬遠あるいは

拒絶されるケースがあることを耳にする。キリスト教の

背景があることのゆえに、支援が断られることも直接

耳にした。支援する側は、伝道の 目的はないにもか

かわらず、受け手が「布教 目的」と判断し、断られるこ

25包
括性と優先性の相互関係についての議論は、Ott、 and

Strauss,レιοzれた″ノ77g r/7ι。′。ν ぽνおSノοれ,pp 142‐ 149を参照。

彼らの議論の根底には二元論的枠組みがぬぐいきれない。



ともないわけではない 26。
被災現場では、こうしたこと

への細かな配慮が必要とされることは、実際にかかわ

る中で、痛いほど感じた。支援が次第に長期化する

中で、「いつたいこうした支援は何のためなのか ?Jを

自問 自答せざるを得ない現実におかれるが、そのとき、

私たちはどのような視点をもちいるのだろうか。

実際に、保守的な立場の牧師の苦悩を耳にした。

それは、半年以上支援活動を継続してきたが、自分

自身の限界を超えて活動したことや、現実に教会の

働きに支障が出ているゆえ、支援活動を断念せざる

を得ない牧師の心の痛みであつた。こうした、牧師の

立場をどう理解したらいいのだろうか。

一報で、積極的に被災者支援をすることは、それ

は伝道を進めるために必要であると考える見方がある。

伝道のための手段として、この機会を用いようとするス

タンスである。しかし、こうした視′点に対して、危機的

状況を用いること自体に違和感を感じ、むしろこうした

中では、私たちの側の伝道ではなく相手の現実に寄

り添うことがまず大切だとする見方もある。岩手教会ネ

ットワークの近藤愛哉氏の実際に支援をする中からの

言葉は重く私たちに突き刺さってくる。彼は、以下の

ように述べている。

震災後、キリスト者間で飛び交う言葉の中に「宣

教のチャンス「日本が変わるチャンス「リバイバルの

チャンス」というようなフレーズをしばしば耳にして

違和感を覚え続けていた。嘆きや悲しみ、痛みが

渦巻くただ中にあっては、「チャンス」という言葉は
あまりにも「キリスト者本位Jの軽々しい言葉に思わ
れてならなかったのだ。教会の宣教とは、本心を隠
しつつ嘆く者に近付き、「痛みJを食い物にしながら
進められるものでは決してないはずだ。むしろキリ
スト者一人ひとりが、直接与えられる関わりの中で
仕え、痛みを共有することだ、と思わされていた。

26筆
者が震災後 lヶ月後に実施した炊き出しの地域は、教

会がひとつもなく、ほとんどが氏子によってまとまっていることか
ら、支援が届けられた際、キリスト教団体であることがわかると、
断られた。その地域出身の牧師は、何とか 自分の故郷を助け
たい、しかもキリスト者の愛をもつて支援したいという願いをもつ
ていたので、あきらめ切れなかったと伝えられた。

疲災呪場からヽ われ つ ちヽを活的福′

私たちキリスト者が、形だけではなく、見せかけ

でもなく、その価値観や行いの動機や質において

もどれだけ福音に生きる者とされているか、このり点

にこそ真の福音宣教の鍵があることをこの5か月間
つくづく実感させられている。証しをしたいと願う相

手の近くに身を置くということは、私たち自身の在り

方がより深く明らかにされるということを意味する。

どこに希望と喜びを置き、どなたを恐れ、何を基準

として生きているのかということがより鋭く問われる。
27

震災などの危機的状況において、支援活動を伝道

の手段とすることに対して、どのように考えたらいいの

だろうか。普段の生活ではなく、こうした危機的状況

における支援活動という状況においては、伝道への

手段として活動することは、福音の本当の意味を知ら

ない方々にとっては誤解を招きやすい。信仰者の側

で最終的に必要なことなのだから、として納得したとし

ても、受ける側にとつては、まつたく逆のメッセージと

なりうるのだ。福音 (good news)が 悪しきニュースとす

らなりうるのだ。伝道の手段としての支援活動というス

タンスには、特に震災という現場においては、多くの

疑間が残ってしまう。とはいえ、被災者にとってのもつ

とも必要なのは地上の生活の安定のみではないはず

である。神との関係や真の救いこそ大切であるという

確信は、どう支援と結びつくのだろうか。

さて、アデイェモが 5番 目に挙げたの「社会的活動

は、伝道の一つの表現である」というスタンスは、やや

控えめなものと言える。社会的活動をする者が、相手

が信仰者となることを意図せず、むしろ、福音に生き

る、主の愛を行動を持って示すこと、そして自分 自身

が福音に与ったものとしてその恵みを具体的奉仕と
いう形で表すことである。それによって、キリストの愛を

示すのである。それは、無償の奉仕に励むということ

であり、相手が福音を信じるか否かについては、神に

ゆだねる姿勢である。もちろん、このスタンスも、伝道
のためにしているのであるが、自らがそれを持って伝

27近
藤愛哉 「被災地支援と福音宣教の鍵J『クリスチャン

新聞』2011年 9月 4日 号の「オピニオン」の欄に掲載。

A排他的視点 B伝道の優先性 C包括的視点 D区別を前提 E社会的福音

焦 点 魂の救い 優先順位 変革/包括 現場 に寄り添う 良い社会の実現

桧
的
詢

伝道から目をそら

すもの/伝道ヘ

の背信行為

大切ではあるが二

次的意義

社会的活動は、

伝道の手段であ
る

両者がパートナー

であるという視 ,点

を超え、伝道その

ものの社会的広
がりを見る。

社会的活動と伝
道は重要度にお
いては等しいが同
じ宣教の働きの全

く違った要素。

社会的活動こそ
が福音を伝えるこ

とである。

視 点 二元論的で排他
的

二元論的傾向が

残る

二元論を超え、包
括的視点

現場の只中で発
想し、行動する

現場こそ最重要
である。

表 5つのモデルの比較



道するというのではない。むしろ、福音によって変えら

れた私たちが、行動によってその変えられた恵みをあ

らわしていくことによって、いつかそれに触れる人が

主イエスの福音と出会っていただくことを願うのである。

伝道は、その意味で極めて間接的になるが、基本的

には、伝道のための奉仕活動である。伝道の優先性、

重要性は、いずれの場合も強調されている。

区別を前提とする社会活動

次に取り上げるスタンスは、区別を重視する視点で

ある(表の D)。 伝道を目的とする支援活動そのものに

疑間を持つ場合は、こうした区別を重視することとな

ろう。伝道と社会的責任とを混同することなく区別する

ことである。もちろん、重要性については、同等と考え、

アディエモが述べた「⑦社会的活動は、伝道のパートナ

ーである」ということも含まれるが、彼が 8番 目に挙げた

「社会的活動と伝道は重要度においては等しくが同じ宣

教の働きの全く違った要素であるJ28と ぃぅ立場が最も近

いといえよう。とはいえ、被災支援という視点から、区別

をより強調した立場としてここでは取り上げる。これは、あ

くまでも伝道は魂にかかわることであり、神との関係に関

連するが、それは社会的活動を区別されるべきであり、

働きにおいても、区別しようとする立場である。

この「区別」は、被災者支援という現場においては、

一般 にあらゆる宗教団体において要求されているス

タンスでもある。実際に、支援活動が何らかの勧誘や宗

教活動として認識されるなら、そこから活動を続けること

ができなくなるか、あるいは活動が制限される
29。

支援活

動に別の 目的が入り込むことに対する嫌悪感は、宗

教以外にも、政治家、タレント、スポーツ選手、その他

のさまざまな支援者にも向けられる。だからこそ、こう

した支援者は自らの行為に対して悩みもし、批判の

対象ともなる。「売名行為」という不純物が入り込む支

援は、もはや支援に値しないという見方は、支援とそ

れ以外の目的とを切り離すことへと促す。

ところが、現場に滞在した方から、まったく異なる視

点で、支援を見ていることを耳にした。その方の話に

28 
■ Adeyemo ``A Critical Evaluation of Contemporary

Pcrspccives,"pp 54-56 アデェヤモは、区別はしつつも二つ

を総合的に宣教の働きとして捉えるという点で包括的なものと

して取り上げている。
29「 ボランティアを通じて隣にJ(朝 日新聞、2011年 H月 25

日社会面)の記事 には、キリスト教系の新興宗教が高速料金
の災害車両証明書を交付してもらう添付書類として警察に提

出するための「活動証明書Jを依頼した際の対応にずれが生じ

ている実態を報告している。布教活動は、当然苦情として報告

されるが、一切布教活動をせずに、真剣 に活動していた団体

が、8月 になってその背後に宗教団体があったことが明らかに

なったことで、微妙な関係 になった事例などが紹介されてい

る。

破災力 灯 ち諷力Dれつ 多ヽ夕急蜻福 彦

よると、現場の危機的現実では、支援者や支援団体

の動機を詮索する余裕などない時期があるのだという。

突然被災し、寝る場所、暖をとる手段、水 。食料など

が絶対的に不足する中では、それがどのような目的

があろうとも、「ありがたいものJと して受け取る以外に

選択肢はないし、選んでいる余裕すらないのだ。

確かに、新興宗教を含め様 々な宗教団体が背後

にあるボランティア団体も支援し続けている。背後に

宗教団体があることが、後になって問題になるケース

もあれば、初めから宗教団体であるが、宗教活動をし

ないということで、受け入れられることもある。しかし、

実際に最も苦しいときに助けてくれた方々は、宗教を越

えてありがたい存在なのだと。

しかし、こうした非常事態の中での支援は、相手が極

めて弱い立場におかれていることから、NOを言えない

状況となる。そうした中での伝道 (布教)活動は、基本的

に受け入れがたいものと映ることであろう。「伝道を目的

とした支援は、受ける側の弱い立場からみるなら、それ

は弱みに付け込む卑劣な行為なのだ」として嫌悪感や

怒りをもつとしても、それを無視することも、否定すること

もできないであろう。だからこそ、伝道と社会活動は、切

り離すことが大切なのだという結論へと導かれる。

特に、それが公的な領域での支援となれば、この区

別が極めて重要なこととなる。具体的な事例として、宮城

県の沿岸で、まったく教会のないある地区の小学校で炊

き出しのボランティアを実施したときのことを取り上げよう。

仙台キリスト教連合被災支援ネットワーク(東 北ヘルプ)

を通じての活動であつたが、一つの重要なことが伝えら

れた。それは、決して伝道 (布教・宗教活動)をしない、と

いうことであつた。その地区には、キリスト教会はなく、実

際に以前にキリスト教系の団体であると明示した上で物

資を運んだ際、断られたたという経緯があつたからである

とも伝えられ、緊張が走った。その炊き出しは、日系ブラ

ジル人教会の方々とともに行つたブラジル式バーベキュ

ー (シュハスコー)であつた。その地域出身の牧師ととも

に活動したのであるが、あくまでも日系ブラジル人の活

動として、教会やキリスト教的要素は出さないという約束

でぁった
30。 こぅした地区での支援活動では、この明確な

区別なしには、入ることが許されない。伝道 (宗教活動 )

と支援とを区別しない活動は、受け入れられないことで

あり、マナーに反することであるとすら言えよう。
31。

30公
共性の高い避難所 (宮城県の小学校)で の活動 (炊き

出し)であつたが、教会からは子供たちへのさまざまなプレゼン

トや煮物も持っていくことになつており、その中にイースターエ

ッグが入つていた。また、プレゼントには聖書の言葉が張つて

あつた。宗教的説明をしないことを条件に、持ち込み許可が出

た。また、聖書の言葉はすべて景」がした。
31ク

ラッシュ・ジャパンの支援活動の多くは、個人的つなが

りから広がっている面が強く、長期的な支援で築かれていつた

信頼関係を通じて信仰的な話しは可能であつた。
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包括的視点 :真 に福音 となる社会活動

第二のスタンスは、包括的スタンスと呼べるもので

ある。それは、両者の区別に焦点を当てるのではなく、

むしろ両者の係わり合いかたを、包括的に見ようとす

る視点である。確かに、被災地における社会的支援

は、伝道とは区別される必要があるかもしれない。し

かし、区別を前提としたとしても、キリスト者の社会に

おける働きが、まつたく福音とかかわらないものなのだ

ろうか。人間に本当に必要なのは、内体的、精神的、社

会的、経済的領域のみなのだろうか。深い魂の領域に

ついてまつたく触れないことで、十分といえるのだろうか

という問いは常に重要である。はたして、伝道をまったく

切り離して、社会活動することで、教会としての働きを完

成したといえるのだろうか。もちろん、伝道と社会的責

任に関する議論を、このような未曾有の大震災におけ

る支援という特殊なケースですること自体に無理があ

るのかもしれない。しかし、人は霊的領域を含めて人

なのであり、全人的な支援は、部分を切り分けることを

せずに、包括的にかかわることによって実現するので

はないか、と考えるのがこの包括的視点である。

これは、単に伝道と社会的責任の双方がパートナー

である、とする見方で満足しない。Dボッシュは、伝道プ

ラス社会的責任という二つを結び付けるという発想その

ものに課題があるとして、次のように述べている。

宣教を二つの分離した要素から成るものと捉えた

瞬間に、その二つが原則的にそれぞれ独立したも

のであると認めることになる。社会的側面なしに伝

道をすすめ、伝道的側面なしにキリスト者の社会参

与をなすことが可能である、と暗に言つているので

ある。それ以上に、もし、一つの要素が第一で、もう

一つの要素は第二であると示唆するならば、一つ

は本質的であり、もう一つは任意のものだということ

になる。これがまさしく起きたことなのである。
32

こうした、課題に対して取り組むなかで出てきたのが

「変革」をモチーフとして捉えようとする、ホイートンで開

催された世界福音連盟協議会 (ホイートン 83)の視′点

である
33。

それによるなら、伝道にも社会的次元があり、

社会的責任にも霊的な側面があるとして、双方が不可

分にかかわりあつていることに目を向ける。伝道 によっ

て福音がもたらされるとは、個人のみならず社会にも

変革をもたらすことであり、そこには、社会的、経済的、

政治的、霊的な要素を個別に扱うのではなく、統体と

して捉え、それらすべてにかかわることこそが、福音

(good news)な のである。そして、神の国の到来はま

さにそのような変革があらゆる次元においてもたらさ

32Dボ
ッシュ、『宣教のパラダイム転換・下』、259頁。

33 whcaton`83の
公式文書は、Samud and Sugdcn,動 ′

C力

“
κわれRθψο4s`′ο〃″

“
α″ハυο4 pp.254-266に掲載。

れることであり、教会はその完成を目指して神からこ

の世に派遣されている(ネ申の宣教)の である
34。

福音

には、個人における神との関係の回復のみならず、

個人と個人、個人と社会との関係を新たに変え、個人

を取り巻く社会に変革がもたらす力があると信じる。だ

からこそ、福音を委ねられ、そこに召されたものとして

伝道を包括的にみるのである。したがつて、罪や赦し

についても、神との関係における個人の罪だけに日

を向けるのではなく、神との関係における罪は人との

具体的な関係に現れるものとしてみる。それぞれに分

けることなく、むしろ双方を同時に扱うことを重視する。

さらに社会的罪や社会における赦し、さらには社会の

背後における目に見えない悪の支配をも含めた包括

的視点から伝道や社会的参与をみるのである
35。

山森鉄直氏は「共生Jという生態学で用いられる概

念を用いて福音の包括的視,点 を説明する。共生 (シン

ビオティック)は、ギリシャ語のシン(共 に)とバイオ (生

命)が組み合わさつた生物学的用語で、「二つの機能

の異なった生物が、相互の利益のために、調和を保

ちながらいつしょに生活することJ36を 意味している。

双方に良い影響を与えながら共に生きる自然界に見

られる「共生」をヒントに、教会と社会の関係を提えよう

とする。キリスト者は社会にたいして、他では決して提

供できないものをもつて仕えることへと召されているの

である。とはいえ、現実にはそうなっていないことに山

森は警鐘を鳴らす。たとえば、大につく蚤や、鯨に寄

生するふじつぼのように、相手に害を与えながらいい

ところだけと吸い取る寄生虫のようなあり方である。そ

れを防ぐために、置かれた状況、すなわちその歴史

的、文化的、社会的コンテキストに適合しつつ共にい

きる「状況的共生」(contextuJ symbiosis)が重要であ

るとしている
37。

ともに生きる中で、私たちの存在が本

当の意味でその社会において福音となるのだろうか。

それこそが、この視点で考えなくてはならないことなの

である。

では、被災支援の現場で考える場合、この視点から

考えるなら、どのようなスタンスで活動することがもとめら

れるのであろうか。少なくとも、被災支援そのものが、時

間の経過とともに変化する具体的なニードや状況に対

応することが求められる。この日本の社会に派遣されて

いるキリスト者共同体として、その現場における「共生的

任務」が何であるかを見出すことは極めて困難な作業で

あろう。しかも、それが全体の復興とまったく別のものとし

34 sugdcn, ``レ
Iission as TransformationI Its Journcy among

Lα″sα″″
`,pp_65-68を

参照。
35 TicnOu,``Evangclism and SOcial Transformation,''p 178

36山
森、「共生的任務をめざして」、32頁。

37山
森、「共生的任務をめざして」、40‐41頁。



て個別にみるのではなく、その中で真の意味で福音とな

ることが重要である。しかもそれは、社会が目指そうとし

ても目指せない何か、すなわち福音のみが神の恵みに

よって生み出すことのできる真のシャロームをこの地上

にもたらすことのためになすべきことがあることを私たち

は求められているはずだ。それを抜きには福音を伝える

ものとは言えないであろう。

ケープタウン決意表明は、ここに新たな視点を提供し

ている。それは、「全人格的に愛の実践」という視点であ

る。これは、単なる愛という感情ではない。契約に基づく

覚悟と行動を伴う愛である。

本決意表明 (コ ミットメント)の枠組みとなっているのは、

愛という言葉である。愛は契約上の言葉である。聖

書の契約、すなわち旧約と新約は、失われた人類
と損なわれた被造物に対して手を差し伸べられる、

神の救済の愛と隣れみの表現である。この契約は、

私たちの応答の愛を求めている。私たちの愛は、

契約の主に対する信頼と従順と熱心な献身 (コ ミット

メント)とにおいて表現される。
38

この視点は、包括性を抽象的な議論の枠ではなく、

愛の実践という、全人的行動を求める聖書の言葉か

ら捉えている点で重要である。真の愛は、魂だけを扱

って、食べるもの水、内体の痛みを無視することはで

きないし、社会的、経済的、精神的に健全になれば

それでよしとすることも出来ない。すなわち神に愛され、

神を愛する者が、その愛に押し出されて人を愛すると

き、非包括的関わりに痛みを覚え、包括的にかかわる

よう自らを提供する。たとえば、わが子を愛するという

とき、魂だけを愛して、虫歯の痛みにもだえるとき、
「それは地上の一時的な領域だからJといって無視は

できない。自らも痛み、ともに病院に駆けつける。健康

で頭がよければ、心が罪で腐っていてもかまわないな

どとは思えない。愛するとはその存在を大 L/3にするこ

とであり、それは非包括的なかかわり方に、耐えられ

ない。

この決意表明が「愛するJという動詞を多用している

ことは、全人的包括性への誠実な歩みへのチャレン

ジでもあり、そうしてこなかったことへの悔い改めの迫

りでもある。人間の愛は時に薄れ、不誠実なあり方へ

と落ちる可能性が付きまとう。だからこそ、その現実を

見出したならそれを悔い改め、主の十字架の前に出

て献身を新たにさせていただくのである。それがあの

ケープタウンでの世界宣教会議においてなされたの

だといえよう。しかし、それは始まりに過ぎない。もし改

めなければならないことに直面したら、どこから落ちた

のかを問い、悔い、改めることなしに、やり方だけを変

えて物事を継続していくなら、同じ失敗を繰り返すこと

彼災ガ場″ヽら燿われ ている奮活的 ″斎

になろう。もちろん、やり方を変えることは重要であお

る。それでも繰り返すならそれ以上別の課題に目を向

ける必要があるということに気づく可能性に一歩進む

ことだからである。ただ、キリスト者 は、全人的、包括

的といいつつ、同じ失敗を繰り返してこなかっただろう

か。被災支援の中で、そのことに気づいたなら、そこ

から自らを問い直す必要があるのではないだろうか。

「変革」、「神の国」あるいは「全人的愛の実践への呼

びかけ」などの視点が提供された。それらをどう受け

止め実践し、それを内在化し、伝えているか。その総

合的な取り組みは始まったばかりであろう。

〃 〃 包括的視ノ点の現実と展望

この最後の包括的視点は、まだ確立されているとは思

えない。また、確立したら問題は解決するということでも

ないだろう。むしろ、終末における完成を目ざして、神の

国の具現化に召された教会がその召しに忠実であるた

めに、まずなすべきことは、私たちの神学や実践のあり

方を非包括的にさせ、一部分のみを強調し、真の人格

的愛のスタンスから逸脱させるものが何であるかを見出

そうとする努力であろう。また、それを防ぐための、より相

応しい視点やあり方を模索することであろう。そこで、三

つの提言をもつてこの論考を開じたい。

神学的営みの非包括的傾向性の認識

まず、今までの神学的検証の営みそのものが、物事

をある次元に分類し、その上でその関係をとうという発想

のありかたそのものに非包括的傾向性が潜んではいな

いだろうか。それは、前述した「不健全な二項対立」を生

み出す何かと関係している。そこで、この問題と取り組む

ために、ある出来事から特定の要素なり側面を抽出する

際に介在する思考の特性に焦点をあてたい。それは、し

ばしば分析型思考といわれるもので、物事の属性を抽

出して、その違いを分析して区別する思考モードである。

これは、しばしば類比的思考、すなわち類似性に焦点を

あて、類比的に物事を提える思考モードとの比較におい

て理解される
39。 こぅした思考のモードですら、二項対立

的に、前者はデジタル思考で、後者はアナログ思考であ

ると分類されることが多い。

ところが、認知意味論の研究者
40に

よると、分析的思

39レ
ヴィ=ブリュルは、『未開社会の思惟』の中で、古代人の

思惟方法を前論理的な「融即の論理Jとして、その特色を記憶
の仕方や分類法、さらにはアイデンティティにおける類比を基

礎としたあり方に触れて論じている。
40認

知する過程における認知していない無意識の領域に

何が介在しているかを分析しそのシステムを解明しようとする

学問で、ヴィトゲンシュタインの議論を言語哲学のみならず、認

知科学や認知心理学、さらに意味論やメタファー理論などの

諸分野を踏まえて展開した研究で、ジョージ・レイコフ、マーク・38『ヶ_プタウン決意表明』、11頁。



考におけるカテゴリー生成の認識過程にも、アナログ思

考の核といわれるメタファーが介在していると主張する。

レイコフとジョンソンによると、認知は、反復された身体的

経験が構造化されて内在化し、それが新たな認識を形

成する際に投射するのだとされる。つまり、「出来事のカ

テゴリーや他の抽象的カテゴリーは、物理的経験の領域

で得た構造を基盤としてメタファーによって構築されて

いる」
41の

である。カテゴリーを形成する過程において介

在する構造化された経験は、容器に何かを出し入れす

るという身体的経験であり、それがメタファーとして認識

される領域に投射 (mapping)さ れる。

ここで、重要なことは、認識内容が用いられたメタファ

ーによつて左右される点にある。用いられるメタファーが、

容器であるとするなら、その認識の特性は、何が容器に

入り、何が容器に入らないか、ということによつて特色付

けられる。物事を分類するとは、一つ一つのものを個別

にみて、その特徴を抽出し、類似するものを集め、他と

の違いを際立たせる。この思考で強調されるのは、抽出

された属性の類似性とその違いであり、全体の関係性で

はない。したがって、こうしたカテゴリー思考は、多様な

物事の関係性を総合的に見ることには不向きなのである。

カテゴリー思考による思索の集積は、物事の個別の要

素や側面を抽象化して還元し、それらをさながら別々の

容器に入れる作業としてみることができる。

こうした還元的カテゴリー思考は、西洋神学のみなら

ず、学問全体を特色付けている。組織神学も、啓示論、

創造論、神論……と区分され、神学全体も聖書神学、

組織神学、歴史神学、実践神学などと区分され、学問全

体も、さまざまな分野に区分される。もちろん、最近そう

したことに対する反省から、「宗教社会学」、「宗教心理

学Jなど異なる分野にまたがるものも増えている。とはい

え、「専門分野」の存在は、知の分断化を招き、それぞ

れの領域に、伝統として構築され共有されているパラダ

イム(あるいは文法)があり、それを共有していないものと

の対話を成り立たせない孤立性と排他性が見られる
42。

こうした知の分断化は、包括的人間理解を阻んでいると

して、学際的アプローチの重要性が求められているとは

いえ、方法論的には、模索の段階といえよう。

本来、宣教の神学、あるいは宣教学は学際的アプロ

ーチを取るものとされてはいるが、その学問的アプロー

チが、複数の分野を使用することはあっても、基本的に

西洋の学問体系そのものへの批判的思索に限界がある

ことから、その体系が内在的に持つ非包括性を脱しえて

いない43。
還元的カテゴリー思考とは異なる思考のあり

ジョンソン、マーク・ターナーなどがあげられる。
41Gレイコフ『認知意味論』、55頁。
42こ

ぅした知の分断化については、レオタールの『ポストモ
ダンの条件』の3章を参照。

43 
、vl shcnk て̀Thc Rolc of Thco■ / in Missibn Studics'' pp

成災 グ場からβわれ ている自蒻 斎

方を模索することが急務といえよう。

メタファーの重要性

ある事象から要素を抽出し、それをカテゴリーに分け

るという人間の思考過程の性質が、物事を包括的に捉

えることを困難にしていることを認めるなら、本論考にお

ける神学的作業そのものに課題があることを認めざるを

得ない。つまり、「宣教における伝道と社会的責任の関

係 Jと いった問題設定自体がすでにこうした還元的カテ

ゴリー思考の産物なのである。いつたん要素を抽出し

別々のカテゴリーに分けてから並べた「伝道」と「社会的

責任 Jの 関係を、同じ思考モードで議論するなら、より大

きな「宣教 Jという容器に二つの容器を入れて、そのどち

らが優先されるか、あるいはどの容器がより大きいか、あ

るいはどう重ね合わせるか、という議論に終始することに

なろう
44。

今までの神学的議論のあり方で、その極めて

複雑で豊かな意味合いを包摂する福音宣教を、その感

動と喜び、さらには痛みをも伴うミステリアスな伝道の包

括性を動的にしかも包括的に描写することはできるのだ

ろうか。社会に真の意味で祝福となる変革をもたらし、そ

の社会にとって “good news"と なる、神に選ばれ福音

に与った小さな信仰共同体の存在と行為は、こうした伝

統的な神学のあり方では、もはや捉えきれないといわざ

るを得ない。それは、ちょうど調理された食事からカルシ

ウム、ビタミン Cやたんぱく質などの栄養素を見事に抽

出し、それをきれいに並べて、それぞれの栄養タブレット

を摂取するようなもので、それらが複雑に絡み合つてか

もし出される包括的な味わいを取り戻すことはできない

のと似ている。

そうであるなら、こうした伝統的な神学の役割そのもの

を見直す必要があるのではないだろうか。栄養素分析に

よつてバランスを欠いた食生活に警鐘を鳴らすことはで

きるかもしれない。こうした分析型の思考による神学的検

証には、その包括的な全体性をとらえることにおいては、

限界があるとはいえ、この思考モードにおける神学には、

一定の役割がある。しかし、包括的把握を必要とする場

合、還元的カテゴリー思考とは異なる思考モードによる

神学的研鑽が必要となる。そこで、提案したいアプロー

チが、メタファーやイメージなどを援用するアナロジカル

39-43 シェンクは啓蒙主義を鋭く批判したボッシュでさえ、以
前として包括的な視点を提供できていないと述べている。
44容

器といった特定のイメージ図式は、いわゆるゲシュタル
ト構造を呈しており、それによつて意味が制約されることについ
ては、Mジョンソン『′らのなかの身体』123頁 以下で扱われてい
る。彼のいうゲシュタルト構造とは、「反復可能なパターンない
し構造を表すような全体」である。「経験的ゲシュタルトには内
的構造があり、この構造によって経験の諸相が結合され、そこ
から概念体系におけるさまざまな推論が由来するのである」と
している。このイメージ図式がメタファー的に投射されて、意味
や概念が創出されるゆえに、共通の構造を持つとされる。拙論
Rた′αれ″β

“
αグの 7章で扱っている。
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な思考である。

宣教の神学において、包括的アプローチヘと舵をきる

ためには、神学的思素にイメージやメタファーを積 F・b的

に用いる必要があるのではないだろうか。こうした思考の

重要性に気づき、啓蒙主義によって命を失いかけた近

代神学を徹底して批判しその決別を告げたのは、カー

ル・バルトであった。Dトレーシーはバルトが類比的思

考をもつてキリストに集 中させたその神学のあり方に

注 目してアナロジーによって想像力を神学に反映さ

せる重要性を訴えた
45。

その思索を言語哲学のメタフ

ァー理論を援用してさらに深めたのがサリー。マクフェ

イグである
46。

どの神学も、特に西洋の伝統的神学で

あつても、ある特定のメタファーによって形成されたロ

ーカルな神学であり、それ 自体の歴史的相対的位置

を見定め、それとは異なるメタファーからの神学を提

示している。

類比的思考は、聖書そのものが用いているものであり、

要素や側面に分けてから統合しようという、一連の作業

を経由することなく、部分と全体の関係をそれとして捉え

る可能性に開かれている。Sビバンズは宣教の神学に

おいて、イメージを用いたこの思考を真貪1に 取り入れる

必要があると提言している
47。

神学がそれぞれの文化的

脈絡によって多様であることのひとつの大きな要因は、

神学的思索の過程に介在するイメージやメタファーがそ

れぞれの文化によって異なるからである。しかし、その神

学形成そのものにメタファーが介在するその思索の過程

はどの文化にも共通していることから、ローカルに形成さ

れた神学を通文化的に比較できるのである
48。

では、どのようにメタファーを用いて包括的な捉え方

ができるのだろうか。その点については、神学的にはこ

れからの課題であろう。今後、こうしたアプローチの神学

と宣教の神学との創造的なやり取りが急務となるであろ

う。

45 David Tracy./77α
′Ogブια′′″αgプ 71α r7ο 77,pp`ノ みイノ∂

46特
に重要なのは、SJlic McFagucソ Zgノ″力οガεα′r/・ 2οノ。gノ

である。上述の認知意味論の視点までは参照してはいないが、
彼女の論考は、マックス・ブラックやピアズリー、ポール・リクー
ルなどのメタファー理論を用いて、宗教言語の特質を解明しつ
つ神学がどのように構築されてきたかを分析する。その中で、
男性優位のルート・メタファーによって、神学的思索に偏りがあ
ることを指摘し、女性の視点からの神学的思索への道を開い
た。フェミニスト神学者としても知られるが、施 ルお ぼ Gο″で
は、プロセス神学の視点をも援用して、エコロジーまで含む包
括的な神学の可能性を提示している。

47 s Bcvans,``Seeingト ンlission through lmagcs''
48 BeVans,l1/ο ルなグ Cο″′は′″α′7/1′οれり,p99 ビバンズ

は、人類共通のメタファーを介在した神学形勢によって通文化
的に神学をみるマクフェイグの神学を文化脈化の超越的モデ
ルの例として紹介している。マクフェイグの著作は、宣教の神
学としては文化的側面には不十分ではあるが、メタファーを援
用して通文化的比較への視座を提供している方法論に注目し
ている(103-106頁 参照)。

破災現場力ちヽわれ つ ちを活的福 昔

「神の宣教」とメタ・ナラティブ

最後に、こうした類比的思考による神学は、宣教の

神学にも大きな影響を与えている。そのことについて、

クリストファー・ライトは、次のように述べている。

旧約聖書が物語を語つているということは異論がな

いであろう。ここで議論したいのはもつと大きなこと

である。旧約聖書が語る物語は、究極の物語であ

る。旧約聖書は、いずれすべての被造物、時間、

そしてその中にある全人類を巻き込む究極の普遍

的な物語の一部を語つているのである。別の言葉

で言うなら、旧約聖書の本文を読むとき私たちは大

きな物語 (メタ・ナラティブ)を把握するように導かれ

る。そして、この包括的な物語は、他のすべての世

界観や大きな物語がそうであるように、世界のあり

方、どうしてそのようになったのか、そしてやがてど

うなっていくのかを説明する独 自の世界観を土台

にしている。
49

旧約学者であるライトは、聖書のテキストを大いなる

物語として包括的に捉え、しかもそれを単なる神話で

はなく、今も物語られているものとして動的捉え、さら

,に聖書が現実の歴史や人生に直接かかわりあい、そ

れを読む者 に応答を迫るものとして見ている。また、

神が神の民を世に遣わすとする、「神の宣教」という大

きな枠組みの中に私たちの存在を置きつつ、聖書を

角早き明かそうとする。こうした彼の視点は、ルωl´ssノοη

グ Gθ´ υレノοθわηg r/7`3新θζ G″α4ノ Jヽ4α″θノルθ (ネ申の

宣教― 聖書の壮大な物語を解く)にも現れている。

彼はこのように続ける。

全聖書を、神の宣教という全体を包みこむ大きな視

点に照らして読むことは、すなわち、聖書の正典を

構成する無数のより糸の全てをたぐりつつ読むこと

であり、私の見解では、これこそが聖書の宣教的解

釈学の鍵となる前提である。それは生ける神の宣

教を裏地とする宇宙の物語りのただなかに私たち

がいるという世界の世界観を受け入れることである。
50

個人的には、私は本書に触れた後に、ライト氏が神

学委員長に選ばれたことを知つたが、このことに摂理

的なものを感じざるを得ない。それは、まさに包括的

に宣教の働きを捉える上で極めて大切な視点だから

である。このように、聖書が描き出す壮大な物語の中

で、今ある課題に取り組むことが今こそ求められてい

るのであろう。ただし、具体的な表現としては、まだま

だメタファーやイメージを十分取り入れているとは思え

ない。神学的作業そのものが、まだその領域に不慣

れなのではないだろうか。

49 c wnght,動 θ Иssプο″″rJ‐ο4pp 54-55
50 

、、′right,Ibid.,p 64



物語神学
51については、しばしば受け入れがたい

前提のゆえに、無批判に受け入れることは出来ない。

しかしながら、この視点をもつて伝道や社会的責任を

より包括的に捉えることは、急務であろう。少なくとも

現段階で述べられるこかま、もつとも包括的な捉え方

や実践を必要としているのは、実際に被災し、真に神

の国を待ち望んでいる方々である。また、それは、彼

らのみならず、別の問題によつて救いを必要としてい

る私たちの周りにいつもいる、神からはなれ、福音を

必要としている人々である。

問題は、包括的働きが出来ていない、というこ

とだけではない。むしろ、問題なのは包括的でな

い自らの働きで自己完結すると考えることではな

いだろうか。一教会の働きや、一宣教団体の働きで、

包括的に福音をもたらすことが出来ると思い上がるこ

となく、むしろ大きな神の宣教の一部を担っているに

過ぎないとして、謙虚に他の方々と一つになり、働き

をともにしていくことが、今こそ求められているのでは

ないだろうか。そして、それらの係わり合いを、組織レ

ベルでも、伝道や宣教の理解においても、さらにアプ

ローチにおいても、今までの還元的カテゴリー思考で

はない思考モードで捉えなおそうとする継続した努力

ではないだろうか。

参考文献

Adeycmo, Tokunboh "A Critical Evaluation of Contcmporaヮ

Pcrspcctivcs''In lla7・ 7αれノ,D`θグ Dα′7遜ダιノお777`777`′ SOοノα′

R′身ヮο77sノろノ′ノヶ, Bruce J NichoHs cd, pp 41-62 Grand
Rapids,MI:Ecrdmans,1985.

Bevans,B Stephen MO″ ′/sのrcο″′′χ′″α′Zみ′οノοgy.Maryknoll,

NY:Orbis Books,1992

- 
“SeCing N/1ission through lmages" In Nell Dノ ″ιι

`ノ

ο77S

ノ77 Miss′ ο″ α71グ Eνα77gθ ′ノzα′Jο71 2 Jamcs A Scherer and
Stcphcn B_ Bcvans, cdsi pp 158-169  Maryknoll, NY:
Orbis Books,1994

Bosch, J David “In Search of a Ncw Evangelical Under―
standing''In J′  Vo″′α17″ D′

`´
 Eνα″gθ′お777α″グSοεノαノ

R`,′οηsプιノ′ブヶ BruCC J Nichols, cd pp 63-83 Grand
Rapids,MI:Ecrdmans,1985

ボッシュ、デイヴィッド『宣教のパラダイム転換・下』東京ミッ
ション研究所訳,新教出版社,2001年

第1回 ローザンヌ世界宣教会議『ローザンヌ誓約』宇田進訳
httpブ /www lausanneJapan Org/ロ ーザンヌ誓約/

(2012/4/3参 照)

第 3回ローザンヌ世界宣教会議『ケープタウン決意表明』日
本ローザンヌ委員会訳,いのちのことば社,2012年 .

Dayton, Edward R `。 Social Transformation: Thc Mission of

God''In動物ιC力77′
´
`力

′77R`,′ 077s′ ′O fz7“α″Ne′″ Vinay
Samuel and Cllris Sugdcn, cds pp 52-61 Grand Rapids,

NII:Ecrdmans,1987

Hesselgrave,D J Pα ″ι′

`g″

sル σο′777プε′??

ジョンソン,マーク『心のなかの身体一 想像力へのパラダイム
転換』菅野盾樹・中村雅之訳,紀伊國屋書店,1991年。

関西ミッション・リサーチ・センター(KMRC)/日 本福音同盟編
『伝道と社会的責任― グランド・ラピッジ・リポート』(誰も

炭プをグ場から諷われてクl夕舜纂薪

が知 りたいローザンヌ宣教 シリーズ 21)唄 野 隆訳 ,

KMRC,1984年 .

一―一一編『シンプル・ライフ・スタイルヘのすすめ』(誰もが知

りたいローザンヌ宣教シリーズ 20)三 ツ橋信 昌訳 ,

KMRC,1985年
近藤愛哉 「被災地支援と福音宣教の鍵J『クリスチャン新聞』

(オピニオン)2011年 9月 4日 号_

レイコフ,ジョージ『認知意味論一 言語から見た人間の心』
紀伊国屋書店,1993年

レイコフ,ジョージ,マーク・ジョンソン『肉中の哲学』哲学書
房,2004年

レヴィ=ブリュル,L『未開社会の思惟・上』山田吉彦訳 岩

波文庫、1953[1910]年

McFaguc,Sallie Jル′のヮカο″lc・α′動′οノο
`ァ

i l1//aルな げ Gο″′れ

Rο ′lgノο″s Lα″g″αg′  Minneapolis, NIN: Foltrcss Prcss、

1982

-,ヽ
イο滋′グ Gο´ r/1a。′aglル И″ルο′οgブ

`α
′助ι′ια′

Иgι Minncapolis,plN:Foltrcss Press、  1987

N71ycrs,Bwant``Holistic Mission:Ncw Frontiers"In〃ο′′s″ε

Missノοれ Gο″
`P/α

″レら″Gο′,P′ρρた Brian Woolnough

and S、nsuk Ma,cds,pp l19-127 Eugenc,OR:Wipf and
Stock Publishcrs,2010

Nishioka, Billy Yoshiyuki R′ ει α″グ B″α″  lre`クρ/1。″メια′

Cοれs′″zε′ブ0れ  の′ R′α′ノク  Ph D  disscltation, Fullcr
Thcological Scminar)ち School ofヽ 4ヽorid lvlission,1997

西岡義行 「現代の宣教 にお けるローザンヌ運動」『 宣教学ジ

ャーナル』第4号 5-25頁 ,2010年
Ott、 Craig, Stcphen J Strauss, with Tiinothy C Tcnnent,

E″ιοク4`ο″ノ竹 動σο′οgノ グ JイメSSわ″ B′ b′ Jεαノ乃 ″″あ′′οηs,

His`ο ″jια′Dθν
`′

9ρ 777ι 77徳,αれ′Cο 77′ι焔りりοrαッ Iss夕ιs Grand

Rapids,MI:Baker Acadclnic,2010

Samuel,Vinay and Chl・ is Sugden cds. ■ha C力″′ε力′77R′,′ο77S0

′ο〃″/77α 77 Neaグ Grand Rapids,MI:Eerdmalas,1987

Scheret James´  ゝand Stephcn B Bcvans,eds Nel″ Dノ″σε′′ο775

ノ71ルクSSプο″α77″ El・α71g`′彦α″ο772 r力ιOノ。gノεα′Fo“ 77″α/1ο溶

NIa7knoH,NY:Orbis Books,1994

Sideち  Ronald J Eν α,2g`′たαな α77グ Dινο/6υ
“`″

″ ゐ″α″″ α
動σο′οyグ あ cプαノ働 α″gθ Exetc■ UK:Pctcnostc■ 1981

Stott. John R ヽヽi Ch″お′ノαれ llrrssプ 。れ ノれ 了力′ Mo″′″れ NO″′グ

Downcrs Grovc,IL:IntcrVarsity Prcss、 1975

Sugdcn, Chris(`Mission as Transformation: Its Journcy among

ιανsα″″ In ln乃ノノsrノσ llr7ssプ 。″ G。″ζP/αれル″Gο″ζ
Paqθ′′ Brian Woolnough andい、nsuk Ma,eds,pp 31-36
Eugcne,OR:ヽハ/ipfand Stock Publishers,2010

Ticnou,Tite“ Evangclism and Social Transfollllation"In 乃らσ

C力

“
κカ プれRιらυοれsa rο 〃″177αれⅣ

``″
 Vinay Samucl and

Chris  Sugden  cds  pp 175-179  Grand Rapids,  MI:
Ecrdmans,1987

Tizon,A1 7ン αれもあ″771α′ブ0″ 拳 c″ 五αιιSα″れ
`r Rα

グ14・αノEソαれgθ′たα′

Missプοれ′71G′οらαノιο6α′Parらοοcr7νι_ Eugcnc,()R: Vヽipf

and Stock Publishcrs,2008

- ``PrCCursors and Tcnsions in IIolistic Missloni 

ハm
Histonca1 0vcwicw"In〃 ο′お′′ε′′なsJο″ Gο″ζP′αれjら″

Gο″ζ Paのヮ′ι BrianヽVoolnough and Wonsuk lNIa,cds,pp
61-75 Eugcnc,OR:Wipf and Stock Publishcrs,2010

Tracv. David r/2。 И″α′οg7c‐ α′ ル,αgノれα/7ο″_ Ncw York: Thc
Crossroad Publishing Connpanゝ 1981

Utuk, E■ ong S `で From Wheaton to Lausannc" In Ne″
D′″οσ″οllsノ71 Missプο″α″グEソα′gβ′7_―α

`′

0″ 21 rた θο′。gノ

`ク
ノ

Fο″″′α′ノο7iS Jamcs A_ Schercr and Stcphcn B Bevans,

cds_,pp 99-112ヽ /1aッknon,NY:Orbis Books,1994

Van Engcn, Chancs iィ 〃7ssプ ό ο″
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