
日本福音主義神学会西部部会

主の 2016年度春期研究会議

「クリス トフアー・ ライ ト『宣教的聖書解釈』を神学する試み』

～日本伝道会議に向けて～

基調講演 :南野浩則氏 (福音聖書神学校教務、MB石橋キリス ト教会副牧師)

日日寺 :  2016∠手4月 25日  (月 )

会場 : 神戸改革派ネ申学校  〒651-1306 神戸市北区菖蒲が丘 3丁 目 1-3

電言舌 078--952--2266、  隠 078--952--2165

E― mair r● ‐kobe2266@ni■ y.com HP:ht":〃 krts.net

C,ラ イ ト氏

南野浩則氏

<ご案内>

今年の春期研究会議では、本年 9月 開催予定の日本伝道会議の主題講演講師のクリス トフ

ァー・ライ ト博士の新たな神学的提言を我々西部部会で検証 し、日本伝道会議における宣教

的課題をいつそう神学的に深めることを目的としています。

ライ ト博士は、宣教師の経験を持ち、ローザンヌ会議の神学委員長、「ケープタウン決意表

明」の主要な起草者でもあられます。主著「神の宣教」の邦訳出版以来、注目の神学者、世界

宣教運動への推進者でもあります。

近年、新約聖書神学における N.Tラ イ ト氏を中心とした 「パウロ神学への新視点」 (New

Perspect市es on Paul)が話題になつていますが、今回は、旧約聖書神学を専門とされるクリ

ス トファー・ライ ト博士が提唱している「宣教的聖書解釈」の視点から、全聖書の語る福音

の把握 と宣教のあり方について掘 り下げた討議を期待 しています。

今回の研究会では、同じく1日 約聖書神学を専攻 し、エルマー・A・ マーティンズ著「神のデ

ザイン～ 1日約聖書神学の試み」の翻訳者であり、宣教現場の牧師でもあられる南野浩則氏に

基調講演を担当していただきます。 さらに、西部部会の理事全員から、ライ ト博士の神学的

提言への応答と日本伝道会議への期待を語つていただきます。併せて、研究発表や神学生集

会の時間もあります。世界的神学者 と私たち西部部会を一つに連動させた斬新な試みです。

ぜひ、聖書と神学と宣教のダイナミックな神学的検証の場にご参加下さい l



<プログラム>

10:00～ 1080 受付/西部部会理事会

10:30～ 10:45 開会 (歓迎・讃美・祈祷・聖書・奨励)      一― 吉田隆氏

10:50～ 11:30 発題講演 (ク リス・ライ トの宣教的解釈学の紹介) 一― 南野浩則氏

司会 :坂井純人氏

11:30～ 11:45 質疑応答

1145～ 12Ю5 発題① (ク リス・ライ ト講演への期待)       一一 理事 2人

(司会 :坂井氏)

12Ю 5～ 12:15 献金・アナウンス・祈祷

12:15～ 13:15 昼食 (神学生集会/西部部会理事会)

13:15～ 13:35 発題② (ク リス・ライ ト講演への期待)       一― 理事 2人

(司会 :吉 田氏)

13:35～ 13:Ю 西部部会総会 (JCE6の案内等)     |
14:00～ 15:00 研究発表 (聖書学部門・組織/歴史神学部門・実践神学部門)

(発表 20分+質疑応答 5分)× 2人

15:10～1540 発題③ (ク リス・ライ ト講演への期待)      一一 理事 3人

(司会 :吉 田氏)

1540～ 16ЮO 総括・閉会祈祷                  ―一 正木牧人氏

<コーディネーター>

長 :坂井純人 神戸神学館教師 神戸改革派神学校講師、改革長老教会東須磨教会牧師

正本牧人 神戸ルーテル神学校校長、Asia Graduate Scho01 0fTheology/」 apan校長

西日本福音ルーテル教会伊丹ルーテル教会牧師

吉田隆  神戸改革派神学校校長、日本キリス ト改革派甲子園教会牧師

<研究発表希望者>

希望者の方は、3月 末 日までに、コーディネーター長の坂井純人まで電子メールにてご連

絡下さい。

坂井純人 (メ ールア ドレス)i sulllitorpc@docomo.ne.ip

(緊急連絡先 :携帯)090-7885-0402
<お弁当の申し込み>

昼食の弁当を希望される方は、1週間前 (4月 18日 )ま でに、会場の神戸改革派神学校宛

にご注文下さい (神学校関係者は、神学校ごとにまとめて)。 実費を当日、申し受け致しま

す。※神戸改革派神学校 :電話 :078-952-2266 ⅣⅨ :078-952-2165

E‐mail:rけ kobe2266@ni■ y.com
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基調講演

南野浩則 (福音聖書神学校教務、MB石橋キリス ト教会副牧師 )

「第 6回 日本伝道会議」の主講師クリス トファー 。ライ ト氏が主張する宣教概念とその内容が、

教会が生きできた各時代 (生 きている者にとつては “現代")における宣教学的意義に曲来するだけ

でなく、聖書そのものが根拠となっていること、その説明が今回の研究会議のコーディネー ト・チ

ームから論者に対する要求であると理解 している。そのために、研究会議の主題である「宣教的聖

書解釈Jの説明と評価を行 うことにしたい。

主に以下のライ トの 2著作と1資料とを参照した。

1)Ch面 stopher Wright.青〕o Miss′o,o′ G“f tJprockitt fDe 8breも G燈爾ゴNamfive.Dower Orove:

!VR 20(Ю   (以下、``The Mission of God")

翻訳 (一部)iク リス トファー・ライ ト「神の宣教 ～聖書の壮大な物語を読み解 く～」第 1巻

東京 :東京 ミッション研究所 2012  (以下、「神の宣教」)

※基本的には英語版を参照 したので、脚注も英語版のページ数に従つている。ただし、本文の

引用が日本語である場合は、日本語版をそのまま使用 してお り、脚注もそれに従つたページ数

になっている。

2)Ch巨 stopher Wright.The MissioF7 0f Godも PeopFerハ BわFica′ 乃oorogy οffhe C力″κ力もMissio″ .

0瞼nd Rttpids:な 踊deⅣa詢,2010  (以下、``God's Peopie'')

3)神戸ルーテル神学校 リフレッシュ・コース (2012年 6月 )講義ノー ト (以下、「講義ノー ト」)

本講演においては、特にライ ト氏の提示する聖書解釈について考えていく。必要に応 じてライ ト氏

の主張の内容について言及 していくが、詳細は伝道会議に期待 したい。

1. 基調講演の方向性

ライ トの主要な関心事は、その経歴・業績から推察すると、宣教概念の形成とその実 F・2にあるこ

とは間違いない。他の様々な神学作業や実践と同様に、宣教も聖書から根拠づけられなければなら

ないことは、プロテスタン ト教会が共有 している前提である。ライ トの場合は第一に、その前提を

旧約聖書理解に結びつけようとしていること、そのために聖書神学の方法論を採用 していることに

特徴がある。第二に、その旧約理解は新約聖書までも視野に入れ られていることも理解 しておかね

ばならない。宣教とい う課題は伝統的に、聖書の領域では新約聖書に重点が置かれ、現代において

は実践的な意義や方法論の議論が中心になりがちである。もちろんそれ 自体に何ら問題はない。マ

タイ福音書におけるイエスの最後の言葉 (「大宣教命令」と称される)、 あるいは使徒行伝に見 られ

る教会の拡大ビジョンは、キリス ト教会の旺盛な宣教意欲を物語つている。世界に存在 してきたで



あろう大多数の宗教が、ある特定の民族 。氏族への祝福と呪いにのみに関心を示 しているのとは対

照的である。ライ トは一般的な宣教観の重要性を認めつつも、新約聖書や宣教論のみが宣教を扱つ

ているとは考えをい。・それはある種の神学的無理解であるとみなしていると思われる。ライ トは、

旧約聖書において表わされている神の意思を宣教と理解し、そこから現代の宣教に神学的意義を与

えているとする。宣教の必要性から旧約聖書を解釈することを求めているのではない。現代の宣教

学の意義を聖書に当てはめる意図ではない。ライ トの主張を理解するためには、 1日 約聖書を読む意

義と現代の宣教の意義との方向性を誤って理解 してはならないのである。そのために「宣教の聖書

的根拠」ではなく「聖書の宣教的根拠1」 という表現が使われている。

以下、ライ トの宣教的解釈の正統性の根拠は、次の 2点を検討することによる。

① ライ トの提示する宣教概念が旧約聖書に見られるかどうか

② その宣教概念を旧約聖書神学の軸と認めて良いかどうか

そこに積極的な評価を与えることができるとすれば、ライ トの宣教に関する主張への神学的根拠

の重要な柱が立てられたことになり、ライ トに対する多くの期待が許されることになる。

2. 聖書解釈・聖書神学の考え方について

a.1日約聖書神学としての意義 ～閉 じたテキス トの視点

「宣教的聖書解釈」におけるライ トの学問的貢献は、第一義的には旧約聖書神学の構築に求め

ることができる。この意味するところは、旧約聖書にある種の「完結性」をライ トが認めている

ことである。もちろん、旧約聖書は新約聖書やキリス ト教神学に対 して開かれてお り、テキス ト

としても読者 。解釈者に開かれている。だからこそ、新約記者たちは旧約テキス トを独 自の神学

や主張に基づいて再解釈することが可能であつた。後年のユダヤ教やキリス ト教においても、各々

の時代や場所からlB約聖書の内容を意味づけることが許されてきた。ライ ト自身も、新約聖書が

行っているイエスの性格付 :す について言及 し、旧約聖書と新約聖書の関係性について自らの考え

方を提示 している2。 しかし、旧約聖書神学は旧約聖書それ自体の「意義」(言語哲学者フレーゲの

定義に従えば「内容の意味」となる)を問 う作業である。もし対象のテキス トが開いたままであ

れば、そのテキス ト自体から何 ら主張、結論を引き出すことはできない。実際、どのようなテキ

ス トもそれ自体で閉じられているという性格を有 している。旧約聖書神学は、旧約テキス トにそ

の開じられた性格を積極的に認めることで神学貢献を試みる。ライ トにおける旧約聖書の「完結

性Jは もちろん救済の歴史的 。神学的完成に求められるのではなく、救済史に対する神の意思が

1日約段階で十全的に表明されていることに求められる。つまり、旧約聖書を読み解けば、神の意

思は理解されることになる。それは、旧約テキス トの暗示的な「預言一成就」というキリス ト教

神学のパターンの承認だけでなく、古代イスラエル共同体に向けてヤハウ_‐rが明示的に伝えた意

思を意味している。

1「神の宣教」p.17.

2例えば、溶J世記 12章に記された、アプラハムを通した国々への祝福の約束の実現と教会とが関連付け
られ

｀
ている。 "God's People"p.43.

2
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b.旧約聖書神学作業の基準 ～枠組みの設定

聖書解釈者は聖書自体の「意義」(内容の意味)を聞 うのであるが、それは個々のテキス トの解

釈作業なしにはあり得ない。同時に、個々のテキス トの解釈は、そのテキス トが置かれた文脈理

解の作業抜きでは不可能である。解釈における矛盾の一つである。 しかし私たちはこの矛盾を認

め抱えつつ、現実の場面では聖書の意義を理解 しなければならない。聖書神学は、聖書全体の文

学的・神学的枠組みを表わすとともに、個々のテキス トに対 して文学的・神学的文脈を与える役

割を担っていると言える。

実際、これまでの多くの聖書神学が著わされてきた。各々がある選択された主題 (単数の場合

があるし、複数C)場合もある)や方法論 (聖書の性格付け、哲学的アプローチなど)に沿つて神

学作業が遂行 されている。それが聖書神学作業の基準となる。その基準は、神学作業を行 う者の

聖書・神学的視点だけでなく、社会的 。文化的視点にも由来 してお り、その有効性や妥当性が弁

証されなければならない。ライ トは、「宣教」を自らの 1日 約聖書神学理解の枠組みの基準として導

入 してお り、その宣教概念の正当性・有効性が問われることになる。

c.正典としての旧約聖書 ～いわゆる『大きな物語』の理解

基本的には、ライ トは 1日 約テキス ト群を正典として一体的に提える。旧約聖書は原資料、著作、

編集、編纂、正典イヒ、保存の作業を経て現在の形になってきたが、各テキス トは各作業段階でそ

の「意義」 (内容の意味)が 与えられる。解釈者がテキス ト形成のどの作業段階に対 して最も注意

を払 うのか、この前提によつて解釈の方向性が左右 されることになる。例えば、現在の正典形態

を重視せず、各テキス トの意義を個別に理解 しようとすれば、各テキス トの「著作」段階に与え

られた神学の解明に力点が置かれるだろう。逆に、現在の正典形態を積極的に認めた上で旧約テ

キス トを解釈 しようとした場合、正典としての枠組みや文学的・神学的コンテキス トと個別テキ

ス トとの関連性を常に評価 ,批判 しながら解釈を進めることになる。

ライ トl‐■正典形態重視の立場から旧約聖書神学を打ち立てようとするが、その根底には後に検

討する救済史観 縮J造/堕落/救済/新 しいelj造)が「神による救済物語」として存在する
3。 っまり、

ライ トはヤハウェの救済のいわゆる『 大きな物語』として旧約聖書を性格付けてお り、救済史全

体に見̀られる諸要素がすでに示されているとい う理解に立っている。それは、イエスの死と復活

を救済史のクライマックスとして認めつつも、イエスのアイデンティティはヤハウ手と共有され

ているという表現に表れている
4.従 つて、個々の旧約テキス トはこの「神による救済物語」に貢

献すると同時に、解釈者はこの「神による救済物語」をコンテキス トに個々のテキス トを理解す

る必要が生 じる。従つて、ある聖書箇所を単独にコンテキス トから分離する形で取 り出 して、自

らの神学的主張のプループ・テキス トとして単純に扱 うことに疑間を呈している
5。

旧約テキス ト

であれば、lEl約聖書全体とい う視点を求めることになる。

“God's People"pp.39_45.

“The Missbllof Goご'pp.57‐ 58.

“
The Missibn of Goご'pp.36‐ 38.



d`多様性 と普遍性 ～ポス トモダニズムをめぐって

ライ トは宣教の推進の観点から、多様性の概念について高い評価を与えている。それは現実の

宣教現場にのみ認めることができるのではなく、「聖書は、すべてのことを抽象的でなく、相関的

な仕方で見ている6」 と述べて、聖書解釈においても積極的に承認されるべきことであると主張す

る7。 このような見解はポス トモダニズムの思潮 と軌を一にしている性格があることをライ ト自身

も認めどつつも、自らはそのポス トモダニズムと袂を分かつていることを強調する。それは「聖書

はこのような文化性、地域性、特殊性、多様性を示すと同時に、全体として一つの物請 」 (傍点、

日本語原文)と い う認識に表れている。ポス トモダニズムが関係性によつて概念が成立している

とするのに対 して、ライ トは聖書に普遍的真理の一貫性を見出そ うとしているからである。

ただ論者 としては、ライ トが自らをポス トモダニズムと区別する根拠を普遍性に求めるだけで

は弱いようにも思える。ポス トモダニス トが現実レベルあるいはメタ・ レベルでの普遍性を、特

別な状況下においては認めることもあるからである
9。 ライ トは聖書の権威を説明する際に、聖書

内容の諸要素である「神」「物語」「民」を各々「現実」と結び合わせる10。 聖書テキス トに記 され

た内容を「現実」として理解 しようとする。 しかし、ポス トモダニス トはテキス トの内容を現実

とt/て理解する必要を認めず、読者とテキス トとの出会いにしか「現実」を認めない。テキス ト

の内容を「現実」とするのか、テキス ト解釈のみを「現実」とするのか、ライ トはもちろん前者

であり、この点でポス トモダニス トと決定的に立場を異にする。

e.直説法と命令形 ～コンテキス トの具体的課題

ライ トは自らの旧約聖書神学に基礎を説明するのに、聖書テキス トの直説法と命令形との関係

から語る11。 ライ トの聖書解釈を知るには面白い議論である。旧約には律法が与えられ、それは命

令形で記されている。また、新約でも「大宣教命令」がイエスからの命令として書かれている.

しかし′、それ以前に聖書が直説法による物語で記されている事実に目を留めるようにライ トはf/7-

す。このような命令形は物語の中の一部として述べられてお り、その物語の意義を理解すること

が優先される。聖書の物語には、神とは何者なのか、神はこの世界に何をしようとしているのか、

など神の目的を理解 させるための情報伝達の役割が与えられている。神はこの世界を救済する日

的を持つとするならば、その目的から命令を理解 しなければならないのである。ライ トは「神の

恵みとい う直説法は、律法や、応答 としての服従 とい う、命令法の権威に先行するものであり、

またその上台となっているP」 と自らの考えをまとめている。ライ トは、命令形を軽視 しているわ

けではないが、その命令形に内容を与える物語や説明なしでは、その命令に服従 しても宣教には

ならないと考えている。

ライ トのここでの主張は、歴史的・文化的ギャップを無視 して聖書の命令形を現代の読者に当

てはめても聖書テキス トの意味を十分に把握できたことにはならない、そのような考えにつなが

6「神の宣教Jp.44.
7“The Mission of God"pp.45‐ 46.
8「神の宣教」p.44`

9 参照 ジャック・デ リダ「デ リダ、脱構築を語る シドニー・セミナーの記録」岩波書店 2005
10“Th Mi3SiOn Of Goご

′
p.53‐ 57.

11 “The Mis顔o■l of God"pp.58-61.
12「神の宣教」pp.60‐ 61.



る。論者は、JIlえ ば、旧約聖書の律法は、古代イスラエル共同体に対するヤハウェの価値観の表

出の一形態と理解 してきた。それゆえに十戒はシナイ契約という文脈抜きでは解釈できないと考

えている。このテキストに対する文脈理解という意味で、また個々の聖書神学の枠組み形成とい

う目的において、ライ トが主張する直説法の優先性は大切なヒント与えている。

3.  「宣教的」について

a.「宣教的」の定義

本研究会議の主題 「宣教的聖書解釈」から「宣教的」について考えることにする。まず、「神の

宣教」について、ライ トは使徒 20章 27節におけるパ ウロの言葉「神の御計画すべて」(新共同訳 )

の表現にまとめているがB、 その「計画」を神の被造物に対する救済の物語 (創造/堕落/救済/新

しい倉J造)に求めている“。
この物語をたどり、その内容を知ることが「神の宣教」の理解 となる。

「elltt creatton」 は、被造物や人間の存在意義を語る。「堕落 fa‖」は、人間が創造者である神に反

逆 し、その結果として肉体的、知的、(環 F2‐ を含めた)社会的、霊的調和を失い、自らを破壊 して

いることを語る。「救済 rederTlpttOn」 は、イエスの十字架と復活 とを頂点とする、アブラハムの召

命 (国々への神の祝福の約束)からキリス トの再臨に至る歴史における神の救済の宣言 と出来事

とを語る。「新 tノ い創造 new creation」 は、神による救済の完成とall造の更新とを語る“。

次に「人間の宣教」についでライ トは「根本的に、私たちの宣教とは (聖書的に裏づけられ、正当化

されているならば)、 神の招きと命令を受けて、神の世界の歴史において、神の被造物の救済のため

に、神ご自身の宣教に神の民として献身的に参画することであるЮ
」 (傍点、日本語原文)と 定義

している。上記で定義された「神の宣教」に参与するように神の民は求められていることになる。

「宣教的」を「単純に、宣教に関する事柄、または宣教により特徴づけられる事柄、あるいは

宣教の性質、特徴、または動きの特質を持つ事柄を表わす形容詞であるr」 と定義する。

b.聖書の宣教的解釈について

宣教的解釈の課題をライ ト自身の表現から見てみよう
廊
。

・聖書が存在する目的

・聖書において私たちに啓示される神

。聖書によつて招かれて私たちがカロわる、民としてのアイデンティティとミッション

・聖書が、この神 とこの民と実に世界全体とその未来について語る物語

ライ トの宣教についての定義に対応する当然の指摘であると言えよう。

13“ God's People"p.46.
14 “GOd's People''pp.39‐ 45.
15ライ トの言葉によれば、『 この全体的な世界観は目的論的一神教に基づくものである。つまり、ひとり
の神が世界と人類の歴史を支配し、この神が目標地点と目的を持ち、神はこの目的を最終的に神の言葉
の力によって御名の栄光のために必ず達成する使命を持っている。』となる。「神の宣教」p.67.

16「神の宣教」p.14.

17「神の宣教」p.17.

18「神の宣教Jp.27.
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ライ トの主張する宣教概念の根幹は、①宣教は、人FH3の行為ではなく、神の主体的行動である。

神の宣教は人間の方法論や概念に縛 られるのではなく、人間の宣教が神の宣教に従わなければな

らない。②イミスをキリス トと告自する人々の形成 (教会形成)にのみ特化するものではない。

もちろんその重要な意義を認めつつも、その側面のみを認めるとするならば宣教にとつて十分と

は言えない19。 この 2つの特徴は、人間を主体とする宣教観で聖書を解釈 しても宣教的聖書解釈に

はならないことを意味 しノている。ライ トにとつて宣教とは、神のアイデンティティと神の目的と

を理解 し2°

、その働きに参与していくことである。人間の歴史的宣教観や方法論を聖書解釈に押 し

付けることではない し、人間の側の事情の根拠づけのために聖書を解釈することでもない。神の

目的を示 している「神による救済の物語」は複雑かつ多様な物語として語 られつつも、明確な方

向性を/A‐ している
21の であり、それに沿つて複雑な聖書テキス トを解釈することが求められる。「聖

書によれば、真の解放も人類にとつての最善の利益も、すべて神から来る。それも、ただの神ではな

く、 1日 約聖書においでヤーウェとして啓示され、ナザレのイエスとして受肉したこの神から来るので

ある。22」 (傍点、日本語原文)と ライ トは述べ、人類に最善をもたらそうとする神のアイデンティテ

ィと目的とを暗示し、創造に基盤を置きつつ、未来における希望へとつながる救済に関連づけられる。

このように、ライ トの宣教理解に基づく聖書解釈は、「神による救済物語」輸り造/堕落/救済/新

しい希望)に神のアイデンティティと目的とを理解することから始まる。つまり、この「神によ

る救済物語」が聖書における最大のコンテキス トとして認め、聖書の各テキス トを解釈 していく

ことになる。その具体例として「出エジプ トの記事の宣教的な読み方とについて語ると言 う場合、

イスラエルの民とこの世に対する神の宣教において、出エジプ トが歴史・民族的にいかに重要な

ものであるのか、そ して今 日のキリス ト教宣教に出エジプ トがどんな関連性を持つかを探る読み

方を意味する23」 と述べている。これを旧約テキス ト作成という観点から言い換えれば、エジプ ト

脱出とい う「現実の神」によつて「現実の民」が救済された「現実の出来事」は、「神による救済

物語Jに貢献したのであり、その理解に沿つて旧約テキス トとして記録されたことになる。従つ

て、旧約テキス トの読者は、逆の筋道をたどって、「神による救済物語」の全体像からエジプ ト脱

出のテキ
‐/L卜 を解釈 しなければ、始の意味は理解 したことにはならない。ライ トの考えはここに

留まらず、その具体的なエジプ ト脱出の事件が聖書解釈者である教会の宣教 (「神による救済物語」

への参与)に どのように関わるのか、その追及をテキス トの読者に迫つているとする。

ここで、「宣教的聖書解釈」には 2つの側面が存在することになる。

① 神の主体性を積極的に承認 し、「神による救済物語」をコンテキス トにして聖書テキス トを

解釈すること。

② 聖書に示された過去における「現実の出来事」と現在・未来における「現実の出来事」と

の関連性を追求すること。

宣教とい う神の主体的な計画と働きとによつて、聖書と現場との結び付きがなされることにな

る。その宣教が両者に同様な救済の意味付けをするからである。

19 "Gotl's Poopb″ p.30.
鋤 "Goご s Pe(導b"p.60.
21  ''(bcl'sP、ople"p.64.
22「神の宣教Jp.41.
23「神の宣教」p.17.



4. ライ トの主張について

ライ トは、「神による救済物語」(神の宣教)への参与のあり方として 6つの視点から述べている
24。

ルカ福音書34:44-48

vv.44-46 メシア論

vv.47-ヽ48 宣教論

「メシプの宣教は、諸民族に対する神の祝福をもたらすイスラエルの宣教を実現 した」

a.神の視点

。創造

・堕落

歴゙史における救済

。新 ヒ/い創造

b.人類の視点

。被造物への管理 倉J世記 1:28;2:15

麟環魔的責任

・経済的責任

c.イ スラエルの視点

。イスラエルの神の独自性 :ヤハ ウェ

・諸民族への祝福 :ヤハウェの目的

。選び l諸民族のためのイエラエル

・倫理 :諸民族からのイスラエルの区男1

3希望 :イ スラエルと諾民族の未来

d.イ エスの視点

・シメオンの証言 ルカ福音書 2:29… 32

「あなたの民イスラエルの誉れ」 (新共同訳)

「異Fll人 を照らす啓示の光」 (新共同訳)

・イエスの洗礼の意味 マタイ福音書 3:16-17 イスラエルとこの世界

しもベ イザヤ書 42:1

王 詩燻 2:7

。大宣教命令

e.教会の視点

・証人 :「あなたがたは私の証人である」 イザヤ書 43:10;ルカ福音書 24:48;使徒 1:7

・ しもべ :「 これが、神が私たちに命 じたことである」使徒 13 イザヤ書 49:6

・祭司 :諸民族にあつて神の祭司の業を遂行する ペテロの手紙第 12:9-12;ロ ーマ人への手紙 5:16

f.聖書の視点

“被造物全fzSに対する神の目的

。人PH5の全人性に対する神の目的

・諸民族に対する神の目的のためのイスラエルの選びと役割

24 騰 義ノー ト」より



・イエスのメシア性

・諸民族に対する教会の宣教

t

5, 旧約聖書神学としての「宣教的」の妥当性について

最初の 2つの設間に戻ろう。①ライ トの提示する宣教概念が旧約聖書に見られるかどうか : 被

造物全体に対する「神による救済物語」はこれまでも多くの聖書学者、組織神学者によ・‐Dて承認

されてきた救済史観であり、ライ トの理解する「神の宣教」をlEl約聖書に見出すことには妥当性

がある。 ②その宣教概念を旧約聖書神学の軸と認めて良いかどうか : 以上のような意味で、

宣教概念をlB約聖書神学の基準として認めることはできるだろう。もちろん、・その基準が旧約聖

書神学の唯―の基準・視座ではないが、その一つとして積極的な評価を与えることは可能である。

ただし、ライ トの基本的な救済史観は、ライ ト自身が疑間を呈している宣教観 (①メシア論的

理解 (「 メシア預言一成就」構造)のみで聖書を理解 して、教会形成だけを宣教とする ⑫宣教遂

行の根拠づけのために聖書を読む)に読者を戻 して しまう危険を有 していることは指摘 しておき

たい。なぜなら、ライ トが警告する宣教観は、メシア観でのみ救済史観を理解する立場と形式的

には同じであるからである。

そのような中で、ライ トの特色として 2点を再確認 しておきたい。①宣教を人間主体の働きか

ら神の主体の働きに移そ うとしていること。それは、伝統的な宣教の定義や形態だけが宣教でな

いことを意味 している (例 えば、イスラ_‐r_ルはその中からメシアが登場することを期待 t〆 ただけ

でなく、イスラエルの存在自体が諸民族への宣教へと召されているという主張
25)⑫宣教の対象

を被造物全体 (個人レベルから被造物全体レベルにまでいたる、霊性、肉体、経済、社会、環境

など)26と して理解 していること。この 2つの特色はいずれも、宣教概念と宣教方策の多様性の承

認へとつながる。それは、ヨーロッパ中心の神学形成や宣教推進のイメージの現実的な終焉を意

識 しているばかりでなく
27、 宣教現場の多様性への評価抜きには「神による救済物語」は実現 しな

いとい う意識に由来 していると考えられる。

まとめ

ライ トは宣教学者 として、宣教現場の多様性を訴える。同時に、その多様性がもたらす危険性を認

識 し、「神による救済物語」に普遍性の意味を持たせて、現実レベルあるいはメタ 。レベルで多様性

に対 して一定の枠組みを作る。一方、普遍性の強調は時として多様性を無視 し、他者を排除する。

それはその普遍性の主張が実は特殊性の自己弁護でしかないことが多いからである。その危険から

多様性を救い出すために、宣教の対象を被造物全体に設定し、様々なレベルでの「神による救済物

語」の実現を試みていると言えよう。

25“The Missioll ofGoご'pp.30‐ 31.
26 “crld's People"p.43.
27“The〕√issioll ofGod''p.24.
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1 『南野浩則氏のC.ライトの
″
宣教学的解釈

″
を神学する試み」の分析・評価への8:=ニツツ・レスポンス

「一宮基督教研究所」主宰

安黒務

2  時間が限られてしヽるので、「南野浩lll氏のC.ライトの
′
宣 教学的解釈

″
を神学する試み」の分析・評価に

.     
絞つてレスポンスする

>「 5.I日約聖書神学としての『宣教的』の妥当性について」について

>E.マーテインズ著、南野訳『神のデザイン』p.407には、過去60年間にふれ「聖書神学の方法論に関し、

言己述 (G.E.ライト)、 告白的ア:カーチ (G.フォン・ラート)、 正典的ア/1D―チ (B.S.チャイルズ)等が

ある」とある。

>疑間として浮かぶことは、宗教改革以来の、わたしたち福音主義の立場で形成されてきた「聖書観と聖

書解釈法に基づく、聖書神学、そしてその結実としての組織神学」には、共通の基盤と共通のデータを

基にしての「共通鑢 音理解」としヽうものがみられてきたと思うのであるが、

>旧約聖書ネ申学アカ ーチの多様:性は、わたしたちの「福音理解」形成にどのような影響を及ぼすものな

のか。

>多様な1日約聖書神学アEね一チの、福音主義的視点からの評価・分析と福音主義的座標車由こおけ

る位置づけのマツピングが必要なのではないか。

3  時間が限られているので、「南野浩則氏のC,ライトの
″
喧 教学的解釈

″
を神学する試み」の分析・評価に

絞つてレスポンスする

>「ライトの提示する宣教概念が旧約聖書に見られるかどうか。①被造物全体に対する「神による救済物語」

|よこれまでも多くの聖書学者、組織神学者によつて承認されてき融 済史観であり、ライトの理解する『神の

宣教』を旧約聖書に見出すことには妥当性力ちる。」について

>わたしは、宮村武夫氏より「聖書神学」と「新約聖書神学」を学んだとき、過去三世紀の経過を踏まえて、

C.ヴォス「聖書神学」とG.E.ラッド「新約聖書神学」の流れの中lt~、 今日の福音主義にたつ聖書神学のあ

り方を教えられた。

>それは、聖書の啓示の「漸進性、多様性、連続性、有機的一体性」を前提とする理解であり、「神の国」

の準備、現在1生、未来:1生を視野におく解釈であつた。

>これは、「救済史的」統一性の中に、聖書を解釈するアカ ーチと思うのであるがどうであろう。

>そして、ライトはこの「救済史的統一性の中に、聖書を解釈するア:カーチ」に立って、「神の宣教」を1日約

聖書に見出しているのである、と理解して正しいのであろうか。

. 4  時間が限られているので、「南野浩則氏のC.ライトの
″
宣教学的解釈

″
を神学する試み」の分析・評価に

練つてレスポンスする

>「②その宣教lll念を1日約聖書神学の軸と認めて良いかどうか : 以上のような意味で、宣教概念を1日約聖

書神学の基準として認めることはできるだろう。もちろん、その基準が旧約聖書神学の唯―の基準・視座では

ないが、その一つとして積極的な評価を与えることは可能である。」(こついて .

>「以上のような意味で…できるだろう」とは、かなり限定的な意味、それもあまり高い評イ面ではないことが含

みとしてあるように思われるがどうであろう。

卜ここに南野氏の「救済史的統一性の中に、聖書を解釈するア/E3-チ」に対する、ある意味で消極的、限

定自勺、さらには否定的 (?)な評価をみることができるのではないだろうか。
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>それは、今日の旧約聖書神学の現状と動向を矢]る者としての分析 ,評価であるのだろう。また、それとの関

わりにおける「宣教」理解への関係づけへの間tltあるのではないか。

>「そ罐 準」つまり「救済史的統一性の中に、聖書を解釈するア:カーチ」が「1日 約聖書神学の唯―の基

準・視座ではない」という「4目対的」な位置づけをされた上での「その一つとして積極的な評価を与えることは

可能」という、微妙かつ意味深長な言い回しに徹しておられるとのE口象がある。

>

5  時間が限られているので、「南野浩則氏のC.ライトの
′
宣 教学的解釈

″
を神学する試み」の分析・評価に

絞つてレスポンスする

>「ただし、ライトの基本的な救済史観は、ライト自身が疑間を呈してしろ宣教観 (①メシア論的理解 (「メシ

ア預言下成就」構造)のみで聖書を理解して、教会形成だけを宣教とする ②宣教遂行の根拠づけのため

に聖書を読む)に読者を戻してしまう危険を有していることは指摘しておきたい。なぜなら、ライトが警告する

宣教観は、メシ瑚 でのみ救済史観を理解する立場と形式的には同じであるからであるc」 について

>ここに、南野氏が意味深長に「C.ライト評」の本音が記されている。

>そして、この問題こそが、宇田進氏が「世界伝道会議とWCC」の論考で言及された議論と重なる部分で

ある。

>また、丸山忠孝氏が「□-1尤′ヌ会議」と「マニラ会議」の間でなされた、「伝道と社会的責任」の優先度の

議論の背後にある神学的問題である。

>また、D。ボッシュ著『宣教のパラダイム転換』にも議論されている「伝道と社会的責任」という二元主義自

体に対する議論の背後ある問題でもある。

>南野氏の立場は、ボッシュに近いのではなしいと感じさせられる。

>ライトの立場は、「カレーフ・テキスト」的聖書解釈は克月侵されなければならないとは主張しているが、「プ

ルーフ・テキスト」的聖書解釈|こよつて形成されてきた「伝道優先性」を有する「宣教観」を保持し、なおかつ

「伝道と教会形成の優先性を担保しつつ、社会的責任そして被造物世界全体への責任」までを射程にい

れた、
″
同心円

″
的な視界を確保する上で、1日約聖書神学の素養を生かしているというところにあるように

思われる。

>

6  時間が限られてしヽるので、「南野浩則氏のC.ライトの
″
宣教学的解釈

′
篭神学する試み」の分析・評価に

織つてレスポンスする

>「そのような中で、ライトの特色として2点を再確認しておきたい。①宣教を人間主体の働きから神の主体の

働きに移そうとしていること。それは、伝統的な宣教の定義や形態だけが宣教でないことを意味している (例

え{よ イスラエルはその中からメシアが登場することを期待しただけでなく、イスラエル鉾 在自体力端 民族への

宣教へと召されているという主張 )」について

>「神の宣教」という捉え方については、西岡義行氏がその捉え方・意味合いの多様性に言及しつつ、その

ニッセンスを生かして、ライト自身の「再定義」を解説しておられる。「神の御子の派遣、また御子の受肉」に

宣教の本質を見出し、それへの我々の参与として、神の主体性、民族、キリスト、福音、世界への展開に

ついてよくまとめておられ参考になる。 (p.2フア…281)

7  時間が限られているので、「南野浩則氏のC.ライトの
″
宣教学的解釈

′
宅神学する試み」の分析・評価に

絞つてレスポンスする                 i

>「②宣教の対象を被造物全体 (個人レベリ励から被造物全体レ
～

Иこまでいたる、霊性、肉体、経済、社会、
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環境など)として理解していること。

>旧約聖書神学に立つとき、新約聖書以上に、被造物世界、民族、国家、環境、社会、肉体、等が視界

|こ入ってくる。

>新約聖書神学に日配りするとき、その描写と焦点は霊的本質的な点に置かれおり、同時に1日約的世界

観 。人間観は同心円的な意味で視野にあると思われる。

8  時間が限られているので、「南野浩則氏のC.ライトの
″
宣 教学的解釈

′
を神学する試み」の分析・評価に

絞つてレスポンスする

>「この2つの特色はいずれも、宣教概念と宣教方策の多様1性の承誘ムとつながる。それは、ヨーロッパ中心の

神学形成や宣教推進のイメージの現実的な終焉を意識している(動 り`でなく、宣教現場の多様性への評

価抜きには「神による救済物語」は実現しないという意識に由来していると考えられる。」について

>これは、そこまで言い切って良いものなのだろうか。疑間である。

>ライトには、常に「新約聖書的Jまア調」の意味で「使徒的」としいても良い、救済史的「同心円性」が保持

されているように思われる。

>南野氏の思考には、この同心円1生は弱く、多元主義的な傾向はあるのか、ないのか。どうだろう。

>

9  時間が限られているので、「南野浩則氏のC.ライトの
″
宣教学的解釈

′
篭神学する試み」の分析・評価に

級つてレスポンスする

>まとめ

>ライトは宣教学者として、宣教現場の多様性を訴える。同時に、その多様性がもたらす危険性を認識し、

「神による救済物語」に普遍性の意味を持たせて、現実レ
～

レあるしヽまメタ・レ
～

レで多様性に対して一定の

枠組みを作る。一方、普遍性の強調は時として多様性を無視し、他者を排除する。それ(まその普遍性の主

張が実は特殊性の自己弁護でしかないことが多いからである。その危険から多様性を救い出すために、宣教

の対象を被造物全体 {こ設定し、様々なレベルでの「神 |こよる救済物語」の実現を試みていると言えよう。

>ここで、南野氏はバランスをとっておられるように思われる。「多様性のもたらす危険f隆」と、福音主義の救

済史的宣教観の「普遍性主張に伴う排他性」への危惧である。

>そこで、ライトのア:カーチにみられる視界に注目され、再度ライトを好評価されている。「宣教の対象を被

造物全体に設定し、様々なノ` レでの「神による救済物語」の実現を試み」に注目されている。

>ただ、最後に一点いえば、日本伝道会議において、「99%が未信者の国Jにおして、包括的な視野をも

つ宣教観とカレーフ・テキスト的宣教観の議論はなされる必要があると思われる。

>そのことは、近藤勝彦著『伝道の神学』にも言及されていることである。

>『寺院消滅』鵜飼秀徳著、という時代を腹 ており、それは教会も同様である。

>「 1%たらずのクリスチヤン、教会」の生き残り戦略が求められる時代である。

>



最新宇宙論と創世記

「最新宇宙論と創世記J・ ・科学的世界観と宗教的世界観一その相互補完性の一例として

発表者 :東福山福音ルーテル教会牧師 福田 学

2011年度の神戸ルーテル神学校Aコ ース卒業論文から

○はじめに

5年前の古い卒論からの紹介になり、大変恐縮 しています。また、この論文は、今回、組織神学部

F号 で発表致 しますが、他の部門にも少し該当する部分がありそ うです。その点、ご容赦下さい。

さて、私がこの論文を書きました理由は、自分 自身が、若い頃から天文学を趣味 (現在まで、プロ

の研究者 と共同で超新星を 10個発見。アマチュアの個人としての発見ではないので、インターネッ

トで検索しても名前は出ません。)と してお り、科学 (天文学)と 宗教の関係、ひいては、聖書 と科学

の関係、伝道のために、未信者の方々に科学と矛盾 しないように、御言葉をどのように説明すればよ

いのか 。・など、自分なりに納得 したい、とい う思いの中で調べたものです。長いので、適宜、省略

して、部分的なポイン トのみ発表させて頂きます。

1.序論

① 問題の所在。

李1学の進歩 した現代では、特定の宗教は信 じられないとい う人も多い。例えばキリス ト教に科学 と

矛盾するような記述があるから、という偏見もあるだろう。この考え方は、単純に宗教と科学を切 り

分け、対立的な存在だと見ている近代の考え方の不自然さにあるのではないだろうか。この考え方に

対 し、例えば、ジョン・ポーキングホーン1は
、宗教が求めているものは、現実に人々が置かれている

問題が何であるかを理解 しようとする試みであり、科学も宗教も人類がこの世界を理解 しようとする

営みだという考えを主張 lノ ている2が
、私もこれに賛同する者である。

② F.3題 の範囲の限定と方法論。

実在論
3的な立場で、科学と宗教の関係を検討 し、具体的には、聖書の世界観を宇宙論における科学

的分析 とキリス ト教的な見方の双方から創世記を取 り上げ検証する。

2.本論

(1)世界をどのように解釈するか。科学と宗教の方法論とその性格。

①科学的方法。

村上陽―Hl14に よれば、科学は、世界に生起するすべての現象をもののふるまいとしてとらえる。

また、柳瀬睦男5は
、科学の特色は、問題を解 く場合の、数学による数量的処理と、実験的な方法に

よる自然法則の発見という点において、特に顕著に現れると言 う
6。 これ らの科学としての性格は、人

間の心や魂を対象 とする宗教の性格 とは大いに異なるものである、とい うことになる。

②宗教的方法

1ジ ョン・ポーキングホーン (1930-  )イ ギリス国教会司祭、理論物理学者
2「科学者は神を信 じられるかJジ ョン・ポーキングホーン著、小野寺一清訳 2001年

講談社ブルーバックス 24ペ ージ、26ページより。
3実在論・・ 。ここで言 う実在論は、一般的な、言葉や観念 と関係なく外界の事物の存在を肯定する立場に限定するの

ではなく、それ以外の観念的な知識を含め、また、人間のまだ知覚 していないものを含めた世界全体を含めて広く

とらえる実在論で考えていく。いずれにしても、我々の認識するこの世界は、その認識がたとえ部分的であつても、

科学的に認識できないものをふくめて トータルなものであると考えて、考察の対象とするのである。すなわち、世

界は、人間が科学的に認識できるものと出来ないもの、双方から成 り立つのである。これは、日に見えない原子の

存在であろうと400億光年離れた地球から最も遠い銀河の存在に至るまで、当然のことであろう。この中には、
1神Jも含まれると考えるのである。これらが、見えるものを通して、見えないものが見えてくるように関連 して

いるのである。我々の世界の存在は、様々なものが混在 し、相互に関連づけられながら、変化を続ける世界である。
44sI・上陽一郎 (1936～ )東京大学名誉教授。科学史が専Fl。 著書は 「科学者と|ま何か」新潮選書 1994年など。
5柳瀬睦男 (1922～ )イ エズス会司祭、理学博士。科学基礎論専攻.

6「科学の哲学二柳瀬睦男著 96ページより

‐
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まず、宗教の定義として、山折哲雄
7は

、宗教について、人間存在の不安や恐怖を問題にするときは、

その人間個人の生物学的時間のなかで検討の対象にされるが、思想や信念、祭祀や儀礼を対象にする

ときは、歴史学的時間の枠組みのなかで論 じられることになると言う
8。 これは、端的に言えば、宗教

とは、人間の世界認識を左右するほどの大きな価値判断的要素であり、我々人間が、世界の中に見て

いる価値観そのも の、といってよいほどのものである。宗教的方法とは、このような宗教的価値観か

らの世界認識を指している。

(2)宗教 と科学の認識の相違点と共通点について

以上のように、特に 18世紀以降は、近代科学の発達につれ、科学 と宗教の間の大きな違いが強調

され,て いくことによつて、両者のこの世界に対する認識は、全 <異なるものであるとされ′てきた。 し

かしノ、ポーキングホーンは、科学とは理論と事実が入 り交じった営みであり、科学も宗教 も、人類が

この世界を理解 し/よ うとする営みであると考えるのである。そして、科学は『 いかにして』とFplう が、

宗教は『 なぜ、物事はそ うでなけね′ばならないか』を問うものであると主張する9。 つまり、ポーキン

グホーンによれば、我々がこの世界を理解するためには、科学と宗教の両者が必要なのである。

また、アリスター 。E。 マクグラスЮは、科学と宗教は同じ実在 と関係するのか、とい う問いに対

し、肯定する。世界には、秩序と理解可能性 という自然科学とキリス ト教の共通項があると主張する

のであが 1。 ポール・デイビスも自然法則は、キリス ト教の神に似た秩序概念であると言い12、 この秩

序概念こそは、人間の実在に対する共通認識なのである。つまり、世界は、キリス ト教的観点から言

えば、神の心にその起源を持つ秩序と合理性を持ってお り、これが、科学と宗教との共通認識 となっ

ていると言える。

一方、人間の知性について、村上陽一郎は、人間のいかなる知識も絶対的な客観性を主張 し得ない

と言 う
13Dこ の考えが正 しいと仮定すれば、人間の知性による世界の認識がどのように行われるのか

は、すべてが解明されてはいないということである。

このように考えてみれば、科学だけでこの世界が解明できると考える唯物論的な思考の不十分さに

気づかされる。我々の世界を解明するという目的のために、科学だけを用いるならば、大きな危険性

があり、限界があると言えるのではないだろうか。

そ うであれば、先に述べたような科学の方法を、価値観 としての宗教の方法と総合することが必要

にな・―Dて くるのである。

ところで、一方では、近代物理学の発展により、単にこの世界は、物的構造 と物理法則のみによつ

て成立しているわけではないことがわかってきた。たとえば、それは、ヴェルナー 。ハイゼンベルグ14

から始まる量子力学の発展である。

(3)キ リス ト教と科学との関係

では、ここから、さらにキリス ト教と科学との関係を具体的に見て行くとどうなるだろうか。まず、

歴史的にはどのようであったのか。

自然科学の発達によつて、必ず しも、聖書の文字通 りの記述が、科学で記述された現実世界と同じ

ではないということがわかつてきた。それ以来、聖書的な見方は、自然科学の分析的な見方と分離 さ

れていったわけである。よつて、例えば、聖書のell世記は、単なる宗教的な価値観を述べているだけ

であって、科学的な見方とは関係のない記述 として見られるようになった。さらには、 19世紀以降

の急速でめざましい科学の発達は、キリス ト教 と科学を分離させ、宗教を否定 してゆくような傾向に

あったことは事実であろう。途方もない技術の発達は、両者の溝を深め、唯物的な観点からは、世界

7山折tFr雄 (1931- )国際 日本文化研究センター教授。著書は 「仏教とは何か」中公新書 1983年など。
8「平几社世界大百科」宗教の項 目 (山折哲雄の記述)よ り
9「科学者 :ま神を信 じられるか」 4ページから 19ページより
10ア リスター・E・ マクグラス (1953～ )分 子生物学学者。コン ドン大学教授。神学者
11「科学 と宗教Jア リスター・E・ マクグラス著  127ペ ージより
12「神 と新 しい物理学Jポール・ C・ W・ デイ ヴィス著、戸田盛和訳 1994年 (株)岩波書店より
13「科学・哲学 `信仰」村上陽一郎著  175ペ ージより
14ヴェルナー・ハイゼンベルグ (1901-1976)ド イツの物理学者、不確定性原理を発見、量子力学の基礎を築いた。
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に対する宗教的な見方をほとんど無視するに至ったのではないか。そして、宗教は、自然界に対 して、

適切な関心を払 うことに失敗 してしまつたのではないかと思われる。

1ノ かしながら、第二次大戦後、特に、ここ30年ほどのFH5に 両者が歩み寄る考え方が生まれ、発展

ヒ/で きた。この中で、特徴づけられるのは、両者を統合的に見る立場である。

イアン・ G・ バーバー15は
、科学と宗教に関する四つの視点 (対立、独立、対話、統合)をあげ、

その中の統合的立場で、天文学と倉1造を、特定の科学理論 と特定の宗教的信仰 (キ リス ト教)のより

密接な相互関係を求める立場であるとした。
16

また、キリス ト教からの具体的なアプローチとして、ポーキングホーンは、「神は愛で真実なのだか

ら創造の業にも、独立性 と信頼性の両面を持って当たつたと信 じている」
17と 述べ、マクグラスも「ま

ったくの愛によって神が世界を創造 し、・・・J18と 言い、この 「愛」
19が、キリス ト教的観点から、

大きな中心となっている。この愛については、もちろん、科学的な観点からは論議する対象ではない

が、科学からの世界認識に重要な価値 として色づけができるのであり、我々クリスチャンとしては、

非常に重要な世界認識である。

(4) ここでの作業仮説 と認識の手段

この小論において、検討するための作業仮説は、実在論の立場に立つことである。この実在論につ

いては、既に脚注 5で も述べているが、簡単に言えば、frTが真理であるかとい うことを決定する方法

は、「常識」
20を用いることであり、この方法は、「論理」を用いることであると仮定する21が

、この方

法は、その検証の対象 となる世界が常識で判断できる、あるいは、論理的に判断できる世界であり、

我々が通常、認識 している世界であるということである。

さて、世界を認識する手段 として、ここでは、二つの方法を取 り上げよう。それは、やはり、一つ

は自然科学の方法であり、もう一つは神学的方法である22。 先に科学について述べたように、端的に

言えば、自然科学的方法 |ま、この世界の構成要素を分析 し、その構造と性質、そして、諸要素観の関

係を分析 して行 く方法である。一方、キリス ト教の神学的方法は、同じ世界を対象 として、聖書 とい

う窓を通 して、その世界の価値や意味を探求するものである。

(5) その認識の原理 と方法

以上のような考え方を通 じて、自然科学と聖書は、それぞれの認識方法は独立しているt)の の、相

互に比較検討 しながら実在に対する認識を深め、その世界の意味までも知ることができ、その全体像

を精密化することが出来ると考える。例えば、その認識方法は、いわば世界をフィルター23を通 して

観測するようなものである。実際に、宇宙空間にある無数の恒星を観測する場合、ある特定の波長に

よる観測は別の波長による観測とは、大きく様相が異なって観測される。しか し、どれも同一の恒星

を示してお り、その星の構造を示すものである。このように、色々な波長とい うフィルターを通 して

星を観察 し、総体的に、その星の構造や性質、大きさを調べることができるのである。

このように、様々な観点からの分析は、この世界を我々人FH5が 理解するためには、必ず必要な方法

なのである。そして、これ らの観点に立って、天文学、さらに最新の宇宙論から、常識的・論理的判

断を通 して、宇宙の創造の事実と、聖書の御言葉の記述からの解釈を比較 し、検討する。

(6)具体的な宇宙論とlll世記からの検証方法。

15ィ ァン・G・ バーバー  (1923～ )アメリカの物理学者。キリス ト教神学者。カール トン大学名誉教授。
16「科学と宗教が出会 うとき」 1,G`バ ーバー著 第 2章 より。
17「科学者は神を信じられるか」ジョン・ポーキングホーーン著 69ページより
18「神の科学Jア リスター・ E・ マクグラス著 84ペ ージより
19こ こでの「愛」とは、まさに神が限りなく人間を深く慈しんでおられるということである。
20「常識Jと |ま、ここでは、「ある社会で、人々の間に広く承認され、当然もつているはずの知識や判断力。」 (大辞

林による)と 定義する。
21「キリス ト教弁証論Jフ ランク・コール著 1章 真理決定の方法より

22宇宙の平均密度を 10130g/cm3(実 際の宇宙の密度程度)と すると、宇宙の半径は 400億光年で全質量は銀河系の 1兆

倍程度となる。
23フ ィルターとは、光の波長のある範囲だけを取り出す装置である。色彩、偏光フィルターなど。
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最新宇宙論と創世記

では、具体的な対象を宇宙の創造に絞 り、創世記 1章 1節～ 5節についてのみ検討することとす

る。・・・ くこの発表では、 1節のみ。>
前提 として、最新の宇宙論と天文学からの現実の宇宙はどのようなものか。そして、創世記の御

言葉から見だてくる世界 とはどのようなものか、これ らを平行させて考える。

① まず、最新の宇宙論 と天文学に見る宇宙とはどんなものか、そして、人類の宇宙観はどのよう

に変イとしてきたかを概観する。

a、 宇宙の創造とは。

一番に疑間とされるのは、どのように宇宙がEll造 されたのか、そして、その時はいつなのか、と

いうことであろう。現在では、いわゆるビッグバン宇宙論
24が正 しいとされてお りゝその字宙創造の

時は、今から約 137億年前である25と
観測デ_夕 から推定されている。

b、 宇宙の構造はどのようになつているのか。

・・・省略 。・・

c、 宇宙観の変遷について

・・・省略・・・

結局、これらの長い歴史の中で、ヨーロッパにおけるキリス ト教が、当時の科学的宇宙観 と一致 し

ていたのは、中世までのプ トレマイオス理論の天動説の字宙観だったのである。

d、 宇宙論 と倉1世記の接点

以 上 、簡 単 に宇 宙論 や 天 文 学 、そ して宇 宙観 の歴 史 を見 た が 、これ らの現在 到 達 し、

認識 され てい る宇 宙論 と創 世 記 の記 述 を比較 検討 して も、創 世 記 の記 述 が 、科 学 的 な

宇 宙 の創 世 と大 き く矛 盾 してい る よ うには見 えない と考 え る。

詳 細 は後 述 す るが 、エ ドワー ド・ヤング26は
、その 1日 約聖書緒論において、晴1世記が科学の教

科書としての目的を有するという意味ではないが、やはり、それが科学的問題に触れる場合には、正

確である。科学は、未だかつて、all世記第一章の叙述に矛盾するような事実を何も見いだしたことは

ない。Jと 言つている。この点 につ いて 、 ell世 記 1章 1節 か ら 5節 まで の御 言葉 か ら、 具

体 的 に詳 細 を見 て 行 くこ とにす る。・・ ・ <今 回 は 1節 のみ か ら >・ ・ ・

(7)ヘブル語聖書
27における創世記 1章 1節～ 5節をみる。ここでは、単純に直訳に近い方が、わ

かりやすいと思われるので、私訳によつて説明する。

1節  はじめに、神は天を、そして、地を創造された。

2節  そして、地は形無 く、虚 しかった。そして、間が深淵の面の上にあり、

そ lノ て、神の霊が水の面を動いていた。

3節  そして、神は言つた。光よあれ と。そして、光があつた。

4節  ぐして、神は、その光をごらんになり、良しとされた。そして、神は、光と闇を分け

られた。

24ビ ッグバン宇宙論は、膨張宇宙論と宇宙マイクロ波背景放射の存在を説明する。宇宙は限りなく小

さな状態から始まり、膨張を続けてきた。この宇宙創造の時は、今から約 137億年前と観測データから推定され

た。宇宙創造後の 10の マイナス44秒以前は、すべてのものが混沌として区別がつかない状態であるが、この後、

宇宙は時間と空間の4次元時空となり、一般相対性理論が時空構造へ適用できる状態になる。その後、 10のマイ

ナス36秒の頃に宇宙の急速な膨張が起こる。これを宇宙のインフレーション的膨張と言 う。これは、真空の持つ

エネルギーが引き起こすのである。そして、次々と粒子と反粒子ができ、空F・8のゆらぎから宇宙の大規模構造の元

ができてゆくのである。
25137億年前に宇宙は始まつた。この数字は、近年ようやく確定された。

ビックバン直後の 3分間で、水素やヘ リウムなどが出来、この後は、宇宙の膨張に従つて温度がどんどん下がり、

宇宙中に駆け回つていた電子も水素やヘリウムの原子核に提えられ、原子が形成され、光が直進できる晴れ上がっ

た宇宙となってゆく。この後も、宇宙 l‐■どんどん膨張を続け、光の波長が伸ばされて、ついに、現在観測されてい

る宇宙背景放射になるのである。だからこそ、宇宙背景放射がビックバン宇宙の名残 とされ、その証明の現象であ

るとされるわけである。
26ェ ドヮ_ド・ 」・ヤング (1907～1968)ア メリカの旧約聖書神学者。ウェス トミンスター神学校教授。
27 B■乱五ィ″蘭働ら4虚ヽ S―            (1967/77Deutsche Bibelgesellschsft,Stuttgart) |こ よる。
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最新宇宙論とelJ趾記

5節  そ して、神は、その光を昼 と呼び、そして、闇を夜と呼んだ。そ して、夕があり、そ

して、朝があつた。一つ目の 日である。

では、次より、 1節 ごとに見ていくこととする。

a、 創世記 1章 1節 について

(私訳)は じめに、神は天を、そして、地を創造された。

この部分については、 1節が独立した文章ではなく、 2節あるいは 3節を主節 とする構文の従属

節であるとする見方28が ぁり  ゝ1節の「はじめに」の文法的理解によって、意味が異なってくるとさ

れている。 しかし、このように 1節から3節までを従属節、挿入節、主節の構文と取つてしまえば、

はじめに神が311造 されたときに、形のない地や闇や深淵があることになる。新共同訳聖書や新改訳聖

書、国語訳聖書などと同様に、 1節は独立した節 ととり、神の創造の業の全体をここで示 していると

捉えるべきであろう。「はじめにJは、神のみがgll造 を行ったとい う意味が隠されていると考えるから

である。そのように考えれば、神がこの天地の創造者、つまり万物の311造者であることを端的に示 し

た文である。すなわち、万物は、すべて、神による起源を持つのである。

このことは、宇宙論においては大きな意味を持つ。なぜなら、宇宙が永遠に変化することなく、こ

れまでも、これから先も同じ状態で続いて行 くとする定常宇宙論ではなく、現在、科学的に実証され

ているビックバン宇宙論の事を示しているからである。この点で、創世記は、神がはじめに創造され

たということで、この宇宙論 と同じ結論を最初から主張していたのである。

このビッグバン宇宙論では、宇宙は過去にさかのぼつてゆくと、有限な時間の中で、大きさがゼロ

になる。宇宙はある時、「無」から出来たと主張 していることになる。ある時というのは、約137億年

前と言われているが、その時以前はまったくの「無」とい うことである。この「無」の中で、突然に

宇宙が爆発的に出現するのである。この一瞬の時代を、インフレーション宇宙
29と ぃぅ。このインフ

レーション宇宙がさらに超高温に熱くされて、瞬間と言って良いほどの時間内で、広大な宇宙が出来

るのである。これは、神による瞬FF5的 な創造 と見なしてもよい特徴である。

以上、倉」世記のわずかな部分を見ただけであるが、聖書の中に宇宙論との大きな共通点を見ること

ができ、また、その中に重要な意味を知ることができる。

(8)宇宙論と聖書は矛盾せず、互いに支え合って世界を認識させる。

以上の考察からわかるように、宇宙論と聖書との 2つのフィルターは人間の世界認識にとつて必要

なものであり、これらから、 トータルな世界の認識を手に入れられるのである。この認識から、現代

入へのメッセージとして、「見よ、それは極めて良かった。」とい う、この世界を肯定し価値を認める

観点が出てくる。この宇宙論と聖書との 2つのフィルターは人間の世界認識にとって必要なものであ

り、 トータルな世界の認識を人間は手に入れ られる。では、この世界認識から、現代人へのメッセー

ジとして、具体的に何が出てくるのであろうか。鍋谷尭爾は、神の創造について、「無条件で前提のな

い創造の業である。」と述べ、村上陽一郎は、「基礎 となるべきは、愛である」と言い、マクグラスは、
「全 くの愛によ・―Jて神が世界を創造し・・」と表現し、ポーキングホーンは、「神は、愛で真実なのだ

から・・・」と語つている。世界は、自然科学によつて解明がされてきた。その複雑 さと精妙さは、

まだまだ人間の解明が及ばない部分であるが、見えている部分だけをとっても、その限りない精巧 さ

に感動させ られるのである。しかし、我々は、この世界に対 して、科学的にいくら分析を加えようが、
「愛」が出

~c~こ
ないのである。しかし、神の「愛」は絶対的なものであって、「見よ、それは極めて良

かった。」という神の絶対的な価値判断は、人間とは関係なく永遠に変わらないのである。従つて、こ

の世界に絶対的な価値を見いだすことができるのは、この神の判断であり、神の意志なのである。
このようにして、我々は、この聖書の創世記が単なるおとぎ話や神話ではなく、実際的な強い意味

を持って、この現代に迫ってくることを知ることができるのではないだろうか。
これらは、創世記の 1章 31節にあるように「見よ、それは、極めて良かった。」とい う神の価値判

断から出てくるものである。この価値判断を中心にして、最新宇宙論と聖書の価値観が、互いにこの

28「新し 鴫ヽJ造の神学J BoW・ アンダーソン著 高柳富夫訳 146ペ ージ
29ィ ンフレーション字宙とは、佐藤勝彦が 1981年 に考え出した理論で、宇宙の真空エネルギーが、短時間に猛烈

な空間の膨張をもたらし、現在のような一様等方性の宇宙を生み出したとする学説。
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最新字宙論と創世記

世界の存在の意味を トータルに支えているのである。

3.結論

① 聖書の価値観と科学の方法論があいまって、豊かで偏 りのない世界観を我々に提供する。

② 最新宇宙論からみでも、聖書の創世記の記述は正しい世界の認識を提示する。

③ 最新宇宙論も創世記の記述に適合 し、聖書を支えてお り、聖書の真理をさらに確証させる方

向へと導いている。

④ これ らの上で、キリス ト教的世界観は、人間にとつてもつとも大切な世界の意味を提示 して

いるのである。

⑤ 将来の展望

科学的には未だ完全に解明されていない宇宙創造の謎を初め、この小論では触れなかつたダークマ

ター、ダークエネルギー等々、限りないと言つてよいほどの多くの謎が存在 している。これらは、今

後の科学の発達によつて解明されてゆくのは確実である。また、地球外の知的生命体との避逓もある

だろう。このような出来事に対して、宗教、特にキリス ト教はどのように対応 していくのか。非常に

重要な問題である。もはや、 19世紀から20世紀の半ばにかけての時代のように、宗教と科学が袂

を分かち、宗教が科学の成果を無視 して過ごすことはできない。特に、将来、地球外の知的生命体と

の出会いが生じた場合、キリス ト教が生き残るためには、より現実を見据えた聖書からの適切な世界

観を持つ必要があるはずであるし、また、予測できないような天文学上の発見にも対応 しなければな

らない。これに対 し、聖書の宇宙観は、どれほどの科学の発達によっても、科学と矛盾せず、新 しい

事態に適応 してゆくに違いないはずである。なぜなら、それは、聖書が唯一、正しい世界観を提供す

るという、信仰によって与えられた確信が我々にあるからである。神の深い愛から、極めて良かった、

と言われるこの世界の存在に感謝 し、その価値を、聖書を通 して教えて下さつている神に感謝するも

のである。

4.主な参考資料 として 。・・一部省略・・

ウィナー著『科学と神』 みすず書房 1965年

ウィンテル著『聖書研究の根本問題』聖文社 1962年

ヴェスターマン、クラウス著『創造』西山健路訳 新教出版社 1972年

ギトン、ジャン他著『神と科学』幸田ネL雅訳 新評論 1995年

グールド、スティブンジェイ著『神と科学は共存できるか』日経 2007年
コーダー、S.M著『聖書と科学』いのちのことば社 1952年
コール、フランク著『キリスト教弁証論』聖書図書Tll行会 1976年増補改訂版

榊原康夫 他著『新聖書注解 1日約 1』 いのちのことば社 1997年

佐藤勝彦・二間瀬敏史 編『宇宙論 I一宇宙のはじまり』日本評論社 2008年

標 宣男著『科学史の中のキリスト教』教文館 2004年

武田龍精編『宗教者と科学者の対話』法蔵館 2007年

朝永振一郎著『量子力学的世界像』弘文堂 1965年
トランス、 トーマス.F『科学としての神学の基礎』水垣渉・芦名定道訳 教文館 1989年

デイビス、ポール著『神と新しい物理学』戸田盛和訳 岩波書店 1994年

鍋谷尭爾著『創世記を味わう1』 いのちのことば社 2009年
パネンベルク、W『 自然と神』標宣男・深井智朗訳 教文館 1999年
ハモンド、リチャー ド著『宇宙の未解明問願』大貫昌子訳 ブルーバックス 2010年

パウロス、 J・ A著『数学者の無神論』松浦俊輔訳 青土社 2008年

二間瀬敏史・池内了 編『宇宙論Ⅱ―宇宙の進化』日本評論社 2008年

吉田直紀著『宇宙 137億年解読』東京大学出版会 2009年
バーバ…、 1.G.著『科学が宗教と出会うとき 四つのモデル』藤井清久訳教文館2004年

ホーキング、スティープン著『ホーキング宇宙と人FH3を語る』佐藤勝彦訳エクステレッジ2011年

ボズロー、J著『ホーキングの宇宙』鈴木圭子訳 地人選書 1986年
ポーキングホーン、ジョン著『科学者は神を信じられるか』小野寺一清訳ブルーバックス2001年

マクグラス、A,E.著『科学と宗教』稲垣久和 他訳 教文館 2009年
マクグラス、A.E.著『神の科学』稲垣久和 他訳 教文館 2005年
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m
三好 明久価enOsbib赫uКЦttve■ ocn.ne.jp)

福音宣教のゴh― ‐ル l‐■世界観の変革にある (IIittert 2008)。 人間の文化が持つ世界観が福音によ

つて聖書の示す世界観に変革され続ける時、福音宣教はEll造主の再創造のみわざとして提えられる。

イエスは、自分が律法を廃棄するためではなく成就するために来たとして、福音によつて人間は律

法の実現を体験することができると約束した。福音による世界観の変革の骨子は、この律法の成就

にある。そして、律法の基本構造はモーセの十戒に示され、申命記の基本構造になつている (lIIIIl

and Wttton 19911 145-49)。 約束の地に入るイスラエルの民に主が与えた契約は、救い主イエスヘ

の信仰によつて地上のすべての民に実現する契約である。宣教学的な思考の一つの試みとして、福

音はモーセの十戒を成就するのだと考えると、イエスが律法と預言者とがかかっていると言つた主

への愛と隣人への愛 (マ タイ22137-40)が そこにあり、福音を信じることがなけね/ば、こ

れが全く反対の構造を持つと仮定することができる。その反対の構造とはなんだろうか。もちろん、

それは宣教の文脈の中にあり、日本の民俗宗教Kfolk F芭爵on)の構造を理解することで見出される。

そし/て 、現代消費n_~化社会においても、民俗宗教の構造が「翻訳Jさ れていると理解できるだろう。

その時、モーセの十戒はこの世界観の構造転換のために主要な戦略を与えると考えられる。

I. 日本の民俗宗教の構造

図 1は修験道の研究者で日本の民俗宗教を理論化した宮家準の理論 (宮家 19891407)を メア

リ∵・ダグラスの群oupい gid分析の枠組み (Douglas 1970)を援用して整理した日本社会が広く

共有する民俗宗教の世界観構造である。1こ の図を簡lll化 したものが図 2であり、右上の、年中行

事が象徴する宇宙の運行が左下の、人生儀ネLが象徴する魂の循環に反映しているということが重要

な点になる。年中行事は神々の祭 りであり、宇宙が永遠の昔から1年サイクルで循環してかわるこ

とがないという世界観を表現している。宇宙には始まりも終わりもない、創造主の存在を否定する

世界観である。創造主のいない世界観では、魂は子孫がなす葬儀と供養によつてきよめられて祖霊

化 (成仏)し、やがでまた別の人として生まれてくると考えられる。しかし、それは死んだ後の話

であって、生きている時には神々 (ご先祖様)の前に義と認められるために、共同体の一員として

仕事に取り組んで、成果をあげる必要があるのだ。そのために、先祖崇拝と呪術が必要となる。そ

れによって、年中行事の祭りが盛んになされ、大宇宙の運行が維持され、自然が安定していくと考

えられる。すなわち、この構造の中では、人間の霊魂は、自らが救われるために大宇宙の安定した

運行が必要であり、そのためには、人生儀礼を行い、共同体を繁栄させることで、宇宙の安定した

運行を象徴する年中行事を行うことになるのである。このサイクルを止めることは、霊魂の循環も

止めることである。ここで人間とは、この自然のサイクルを維持する原動力であり、繁栄を保証す

る神々の奴隷として生きる以外に道のない存在なのである。

1宮家準は修験道の研究者であると同時に、日本の民俗宗教の構造についての著作が幾つかある。

初学者にとつては『生活の中の宗教』(1980 NHKブックス)力 わ`かりやすいだろう。三好の宣教

学への応用は関西聖書神学校講義資料「日本人の死生観の宣教学的分析」を参照.

◎2016 Akihisa ttoshi,Ph_D.
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図 1 日本の民俗宗教の構造
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図2.日 本社会の民俗宗教的構造

II_日 本社会の民俗宗教の現代消費文化への適用

図 2で示した日本社会の民俗宗教の構造は、現代消費文化においても、同じ構造を持つていると

解釈できる (図 3)。

ここで、やはり右上の都市祝祭空FHlに おけるさまざまな「祝祭」によつて宣伝される人類の繁栄

と成功の物語がスター トになる。rll造主を認めない、宇宙の永遠を前提とLノた世界観では、一種の

「理神論」のように、宇宙の進化の法則性によっ~C人
類は進化 し続けるという神話が様々なお祭り

と神話によって「宣教」される。この「消費文化の福音」は、人間の魂に対して、その祝祭に参加

できる人間であることを証明するように要求する。

その時、人間の霊魂 (自 己)は、人生儀礼 (通過儀礼)によって、存在価値訂E明の戦いを繰 り広

げることになる。その過程で、霊魂は罪責感と劣等感に苦しみ、そのれを乗り越えるために、ふた

つの方向性で自分の存在価値の証明を試みる。その一つは聖なる共同体への帰属であり、もうひと

つは自己拡張装置の獲得である。

霊魂に救いを与える人生儀礼は、結婚によって家という聖なる共同体に正会員として帰属する資

格を得た。この家のモチーフは、国家や会社に転用され、聖なる「想像された共同体」(AndeFSOn

1991)と いう、年中行事 (視祭)の担い手としての集団を形成することになる。聖なる共同体 (「神

の民」)への帰属は「天国の保証」であり、すでに祖霊化 (成仏)した「ご先祖様」を祀ることで、

この共同体は永遠性を獲得する。高野山や比叡山には企業の墓が多数あり、先祖崇拝のモチーフは

企業に永遠性を付与する装置として用いられている (中牧 2006:66-105)。 消費文化社会におい

ても、聖なる共同体への帰属願望はマーケティングにおいて巧みに和l用 され、あるブランドを身つ

個̈

人

的

日常生活 (肉体 )

n/t術・ご利益

自己 (霊魂 )

人生儀礼

大きな物語

午中行事 (祭 り)

共同体

先祖崇拝
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:公領域
…
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‐殷
‐は
、
魚

図3 現代消費文化の構造

けることである特定の「聖なる共同体」に帰属しているように思わせる。その意味で、人生儀礼の

一部である大学受験は身分獲得競争であり、卒業生によつてその共同体のブランドカが増大する。

さらに、消費文イヒ社会では、自分の趣味など似寄るサークルやクラブがLINEや SNSな どによつ

て「クラウド」的な無限に広がるかのような擬似永遠性によつて繋がっていくというものになつて

いるかもしれない。確かに、これらの「想像された共同体」において罪の告自など否定的な面を共

有することはなく、自分の幸福を宣伝し、情報を共有して表面的な仲FH5意識を形成するに止まるこ

とが多いが、時空を超えた、グローバルな都市祝祭の担い手になつている。

一方、霊魂に救いを与える人生儀礼において、供養された霊魂は祖霊化 (成仏)して安定するの

で、人生の災いや不幸を乗り越えるための呪術を効果的にした。神社は、この世の現世利益のため

に、成仏 tン でいない霊魂が引き起こす災いを祓い、呪術が効果的に威力を発揮するような清明な世

界を作り出そうとしていた。国家は、戦争で亡くなつた人たちを「英霊Jと して神社で祭り、彼ら

の犠牲の上に今の繁栄があるという身勝手な物語を作り上げるが、この世界観では、この英霊たち

は、神々 (祖霊イヒした霊魂)と して、あの世のこの世の境界線に立って、この世界における「呪術」

が効果的に機能するようにrtJ力 しているということになる。この世で生きている人たちは、この「呪

術J葛 自己拡張装置の獲得に懸命であり、消費社会においてはどれだけ消費できるのかということ

が自己証明になり、富の獲得が最優先課題になる。これは、市場という価値創造の呪術的装置を絶

対化し、市場的価値 (=給与、報ull)の増大が追求される。現代においては、科学技術の発達によ

つてスマ… 卜
‐~/オ

ンに代表される自己拡張装置 (「 メディアJ)(マルクハーン 1987)に よつて、

都市祝祭空間における存在意義を確認しつつ、人類の成功と繁栄の物語を永続化するかのように、

◎2016 A遍 hisa Miyoshi,Ph.D.
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そのお祭りに参加しているのである。日常的にコンビニエンスストアで小銭を使 う消費行動は、街

角の神社にお参りしてお賽銭を投げて幸福を願 う行為に似ている。大きなショッピングモールは神

殿のように消費文イヒの神々と共に災いを払うための装置であり、クレジットカー ドで支払うという

行為は、消費におitる 信用力のell造でぁり、自分を神々の一人とし、災いを祓 う呪術的行為に他な

らない。

このように議論 tノ ていくとき、現代消費文化の構造は、年中行事 (都市祝祭)がインターネット

によって、24時間365日 祭りの中にいるかのような世界において、その基本的価値は「貪欲」

であり、そこでは、この世界から少しでも奪うことが求められている。この繁栄と成功の物語に命

令されて、個人は自分の存在価値を証明する戦いを生きることになる。しかし、そこで得られるも

のは「罪責感と劣等感」であり、繁栄と成功が達成できなければ「罪人」というレッテノンを貼られ

る社会で、それを避けるために、聖なる共同体への帰属と自己拡張の装置の獲得に懸命になるので

ある。ところが、聖なる共同体への帰属は、幸福を宣伝するfacebookの ように、仲間に対して自

分を「正 tノ く」見せる必要が生じるので、本当の自分を隠して共同体に同化するという「偽善J、

自己拡張の装置の獲得は他人との比較によって「ねたみ」を生み出していくのである。

III、 「幸福な奴隷」から「責任ある自由人」への構造転換

モーセの時代のイスラエルも、エジプ トの神々の前に奴隷として生きる以外に道はなかつたが、

主はモーセによってその奴隷状態からイスラエルを解放する。ご自分の民がエジプ トの繁栄 (お祭

り騒ぎ)に奴隷としてようやく参カロするのではなく、全世界を祝福するという本来の使命を回復さ

れるために、主はモーセを用いたのだ。このイスラエルと主は契約を結び、アプラハムに与えたイ

スラエル民族の使命を回復するために十戒を与えたと考えらえる。これは、すべての人が本来地の

全面に住んで世界を祝福する主の器として生きるはずなのに、自分たちの繁栄のために働く奴隷と

なっている人間が、解放を必要としている姿と同じである。ここに、モーセの十戒によつて 180
度変革された構造が約束されるのである。

イエスの時代のユダヤ人たちが、その本来意味するところをよく考えないで、自分を義とするた

めにエルサレムの神殿で行われる年中行事に参加し、律法主義者たちの顔色を伺って生きる群衆は、

表面的には「罪人」のレッテルを貼られないように一緒になって「罪人」たちをさばくことで、自

分が「聖なる共同体」の一員であることを証明していた。しかし、イエスが不思議なわざと力ある

教えによって彼らの中に現れたとき、群衆はイエスという最強の「自己拡張装置」を手に入れ、イ

エスを王とするイスラエノンの再異を夢見ることになる。しか t/、 その期待と夢の構造は、民俗宗教

の構造と全く同じであり、彼らのその欺購を打ち砕くかのように、イエスは十字架で死に、弟子た

ちさえも期待していなかった「死者の中からの復活」によつて世界観の構造的変革をもたらすので

ある。イエスの時代と同様、現代消費社会においても、自分の存在意義を証明しなければならない

という義務感は、繁栄と成功の物語が作り出した宗教的命令に基づくものであり、都市祝祭空間の

祭りに参加できなければ「罪人」として裁かれるという「律法主義」によって支配されている。イ

エスの十字架の死と復活は、この構造を変革し、モーセの十戒が示す世界観の構造に生きるように

導くのである。

イエスが神の子である最大の証拠は、イエスが罪を赦 したということにある。ユダヤ教の世界で

◎2016 Akihisa Miyoshi,Ph_D.
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は、神以外に罪を赦すことができる存在はない。にもかかわらず、イエスは 「勝手に」罪を赦 し、

「罪人」のレッテルを剥がすために奇跡を行つた。これによつて、群衆は罪人 とい うレッテルを貼

られることを恐れる必要がなくな り、律法主義に従 うことで聖なる共同体の一員 として生きるとい

う「幸福な奴隷」紳 FuCker 1942)をやめることができるようになったのである。エジプ トで奴隷

であつたイスラエルの民は、エジプ トで生きている限 り、奴隷ではあつても生きていくことはでき

たので、のちに、荒野で餓死 ヒ/そ うで不平不満に満ちるようになる。つま り、創造主から離れた人

間は独裁者の命令のものとで「幸福な奴隷」として生きることを求めるようになるのである。現代

消費文イヒの世界におい
~‐

C‐ も、ある程度の学歴 と仕事、収入 と家族などを手にして「罪人」とい うレ

ッテルを貼 られない多 くの「幸福な奴隷」たちは、自分が繁栄 と成果の物語を永続化するために生

きている奴隷であることに気がついていない。しか し、興味深いことに、 ドラッカーは、現代のマ

ネジメン トの基本は、一人一人が 「幸福な奴隷」から「責任ある自由人」に変革 されることである

ことを示 し、それはキリス ト教の人FF5観
~ぐ

あると述べている (Drucker 1942:110).不 完全な人間

は、誰も独裁者になれない。独裁者が不可能な以上、「人類の繁栄と成功の物語」は服従すべき命

令ではない。始れは、不完全な人間が互いの強みによつて弱さを補っていくことによつて実現をめ

ざす ビジョンである.誰かが描いて宣伝 される繁栄 と成功の物語に従って生きるのではなく、新 し

い文イヒの創造によって人類に繁栄 と成功をもたらしていくとい うビジョンである。

この構造転換を、モーセの十戒の第 1戒 と第 2戒を軸に描いたのが図 4である。第 1戒 と第 2戒

は主ご自身 (「 わた しJ)が語 られたように書かれてお り、「主は」と第二者によつて語 られたよう

に書かれている第 3戒以降 と区別できると思える。民俗宗教の構造 とはベク トルが完全に逆転 して

いる。そ して、この構造転換こそ、福音による世界観の変革の基本的な構造転換であると考える。

永遠の宇宙の運行 と道化を前提 とする世界観は文化 とい う独裁者が霊魂に命令するのだが、霊魂の

奴隷状態からの解放を出発点とする世界観は、創造主による世界の再創造の大きな物語に生きるよ

うに霊魂を招き、約束の地における神の民を形成 していくことで、解放 された霊魂がいつも解放 さ

れ続けるような世界観の構造を生み出していくのである。

A.魂 の聖別 : 罪責感/劣等感か らの解放 (人生儀礼からバプテスマヘ
)

主の第一の約束は、「あなたにはわた しのほかにほかの神々があってはならない。」である。神々

の奴隷と tノ て生きるとき、人間は罪責感 と劣等感に満たされる。神々の世界にこれで十分とい うこ

とはない。しか し、主はご自分の民をこの奴隷状態から解放するのである。主以外にほかの神々が

あろうはずがない。このことは、主イエスの十字架によつて決定的になる。イエスだけが私たちの

身代わ りとなつてくださり、ご自分のいのちによつて代価 を支払つてくださ―」たか らだ。そ して、

このとき、奴隷状態のときには自分を愛することができなかつた人が、解放 されることで、生まれ

てきてよかつたとい うことになる。すると、自然に自分の父 と母を敬 う。自分 自身を愛することが

できるからだ。主が自分 とい う尊い存在をこの世に生まれ させるために用いた両親を大切にするこ

とは、自分を大切にすることなのである。これを聖lllさ れた魂 と呼ぶ。自分が特別な存在であるこ

とに気づ くからだ。この新生 と聖別を象徴する儀礼がバプテスマであり、それを支配するのは聖霊

なる神である。そ して、ここに人は神のかたちを回復 されるのである。

◎2016 Akibisa Ⅳ蜘FoShi,Ph_D.



崇艇 :鰯みからの解放
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:… 公領域

祝福 :貪欲か らの解放

く主を愛する>
自分のために偶像を作つてそれに仕

えてはならない。

<隣人を愛する>
殺してはならない
姦淫してはならない
盗んではならない

復活 I主 日礼揮
創造主 (こ とば):神の物語

個
人
的

親交 : 偽善か らの解放

<主を愛する>
主の御名をみだりに唱えてはならない

<隣人を愛する>
隣人に偽りの証言をしてはならない

主の共同体 :聖餐式
父なる神 :神の民

私領域
……

:

図 4.モーセの十戒の構造

B.祝福 : 貪欲からの解放 (年中行事から主ロネL拝へ)

自分が特Ellで あることに気がつくと、隣人も一人一人特EIJで あること認めるようになる。神々の

もたらす繁栄は、貪欲の世界である。今日の都市祝祭空FH5においても、エンターテイメントやスポ

ーツの世界が象徴するように、アイ ドルやヒーローは神々として消費され、絶えず刷新されなけれ

ばならない。エジプ トの神々の地上の代理は王であり、この王の命令に従う奴隷だったイスラエル

は、主によつて解放されて、エジプ トの繁栄ではなく、主の約束の地を目指す。そこは、創造主の

祝福によって生きる場である。エジプ トは世界から奪う世界の象徴であり、約束の地は主の祝福を

世界にもたらす世界の象徴である。偶像ネL拝は貪りであり、その結果、隣人から奪う人生になる。

しかし、日に見える偶像ではなく、この天地を目に見えないことばによつて創造し、やがてそれを

◎2016 月巨巨sa Miyo〔通i,Ph.D.
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再創造する創造主を礼拝するとき、人は貪欲から解放され、隣人を自分自身のように愛し、祝福す

るようになる。殺 lン たり、盗んだり、姦淫 したりしない。この新しい創造は、イエスの復活によつ

て決定的なものとなる。つまり、イエスの復活をお祝いする主日礼拝が新しい創造を象徴し、年中

行事に取って代わゅ本当のお祭りとなる。ここの神の物語が象徴的に語られるのである。

C.親交 : 偽善からの解放  (先祖崇拝から聖餐式へ)

奴隷から解放され、世界を祝福する人生を生きるとき、人は自分を良く見せることから解放され

る。人は罪責感があるとき、それを解消するために共同体に受け入れられるように、先祖を大切に

し、安心を得ようとする。しかし、それは全て偽善であり、宗教は義務イヒし、形式化する。主の御

名をみだりに唱えるの|ま、心からではなく、信fr「のない形式的な宗教の表れに過ぎない。先祖崇拝

は、ご申l益を得るための宗教的義務であり、自分を善とするための装置である。しかし、そのよう

な不誠実な人生ではなく、主の愛と憐れみによつて生かされる人生を神の民は信仰共同体として生

きていく。つまり、自分の罪を告白し、自分たちのために死んでくれた長兄であるイエスを覚えて

聖餐式を行い、父なる神の家族として互いに愛し、赦しあう親しい交わりを築いていくのである。

D.共生 : 妬みからの解放  (呪術から主の祈リヘ
)

民俗宗教の世界観では、先祖ネL拝によつて安定した共同体を築きながら、日に見えない世界を呪

術によって支配することでご利益を得ようとする。これは、世界から奪うための f‐段であり、お祓

い、呪い、占い、祈祷などによつて、隣人と同じような生活をもとめる。もちろん、その最大のも

のが富であり、富の魔法によつてより幸せな生活を送ろうとして働いている。お金がなければ祭 り

には参加できない。奴隷はll■術によって自分の金を少しでも増やそうとする。ギャンプルである。

しかし、主の約束の地ではそれは不要だ。主の安息がそこにはある。安息日は、民が主の安息にい

ることを象徴する。自分が働いで稼ぐことで幸せになるのではなく、主の恵みによつて生かされる

のは、主の安息の人生だ。創造の秩序の回復を体験するということになる。それは神の国に生かさ

れることであり、主の創造のみわざが完成して休んでいる、その7日 目が今も続いている。創世記

2章の7日 目の記述には「夕があり朝があった。」というフレーズがない。今は、主の再lll造 まで

のFEDの 、安息の時なのだろう。安息日の精神は主の祈りとなり、神の国とその義とを求めるように

変えられるのである。

終わりに : 三位一体モデルの宣教学的神学 儘 issiol鎚無証theOlogyp に向けて

このように見ていくと、モーセの十戒も実は三位一体の構造になっているように見える。そして、

日本の民俗宗教の構造も、その内部の動きは完全に逆であるが、やはりこの構造によつて理解でき

る。このようにして、文イLの持つ世界観レベルでの構造分析を通じて、福音を批評的に文脈化して

いくことで、福音による世界観の変革を追求していくことが可能なのではないだろうか。そして、

それは、文脈から聖書を読み直す作業を通じて、この三位一体構造の有効性について新たな発見が

なされるならば、ぐこに、これまでの神学とは違つたアプローチで神学する営みが見えてくること

を信じて宣教学的な視点から神学の営みを続けていきたい。

◎2016 Akihisa Mは yoshi,L.D.
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図 5。  三位一体モデル

図 6. 民俗宗教モデル
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_止睦 I■ジЙ盈な処聾彪成

西須磨福音ィレ・
‐―テル教会

伝道師 松村雄志

1.l-0じめに

近年、教会の老年化 とともに、若者の減少 ということがよく叫ばれている。この問題は、今 日、 日本

キリス ト教界が抱えている大きな問題ではないだろうか。私は神学校在学中に自分の教団の地方教会を

いくつか訪問す嬌 ことができた。訪れた先の教会でも、「若い人がなかなか教会に来ないJと いうことを

たびたび耳にしてきた。それとlH‐l時によく耳にしたことが、「私の息子 (ま たは娘)が教会から離れて lノ

まった」との声だった。つまり、クリスチャンホームの子たちが教会につながることができていないと

いう現状がそこにはあった。このような体験を通して、私は「確かな信仰継承」とい うことが日本キリ

ス ト教界全体にとって早急に求められていることだと感 じた。

「Lex Orandi,bx credendiJ(祈 りの法が信仰の法)と いう言葉がある。「祈 りの仕方が、信仰に表れ

るJと いう意味だが、教会史ではネL拝 と信仰 という関係において用いられてきた言葉である。つまり、

ネL拝が信仰のかたち、教義や神学を作 り出すという意味である。教会の中心はいつもネL:拝である。もし

教会から若者が去ってしまうならば、その中心である礼拝に問題があるのではないだろうかと私は思わ

された。そして、若者が生き生きと礼拝に与る礼拝形成こそが今、教会に求められ
~C‐

いるのではないだ

ろうか。作こで本発表におい
‐
C‐ 、若者がなぜ礼拝から離れてヒノまったのかとい う点を探 り、どのように

彼らに信仰を継承していくべきであるのかをネL拝 という観点から考察していきたい。

2.著者はなぜネL拝に参加 しないのか

この問題の大きな理由とし
‐
c‐ ゝ二つの点が挙げられるのではないかと考える。第一は、 日本のプロテ

スタン ト教会の率L拝が、説教中心の礼拝に偏つて l′ まっているという点、第二は、教会学校 (子 どもの

礼拝)と 大人のオL拝が三分化されてしまつているという点である。

① 説教中心のネ[=拝

今 日の日本プロテスタン ト教会の礼拝における大きな特徴は、説教中心とい う点である。多くの教会

では、簡素なネL拝式文が用いられ、説教がその大部分を担っている。このような、礼典重視から説教重

視の礼拝の形が形成された理由としノて、日本プロテスタン ト教会の初期宣教の歴史的背景が一つの大き

な要因であつたと考えられる。 日本宣教の開始は、アメリカのさまざまな教派による開P3‐であった。こ

のような日本海外宣教の背景に l―
j18～19世紀における欧米の福音主義的信仰の復帰による宣教精神が



土台となっていた。また、海外宣教の神学的背景になったのが、カルヴィニズムであり、反倫理的 。世

俗的な社会に対する倫理的欲求から起こったものである。そのような背景から、日本における最初のネL

拝様式や:精神 といったものは、きわめて単純であり、自由であった。それは、当時のアメリカにおける

ピュー リタン的教会のネL拝をそのまま移植 したものでもあつた。ぐの後、教派ごとの働きが広がってい

くこととなるが、そのピニーリタン的精神は受け継がれていく事となった。

以上のように、今 日の日本プロテスタン ト教会のネL拝の形は、その多くが海外の宣教団体からもたら

されてきたものであり、それを踏襲してきたものであると言えるだろう。このような「説教中心Jの礼

拝によって、ネLi拝における聖ネL典、特に聖餐が軽視されるようになったのも事実である。またそれだけ

ではなく、説教においても、サクラメンタル的な意味が失われ、学問的、倫理的な傾向へと向かって L/

まつた。それにより、ネL拝全体 とし
~c‐

も学問的、倫理的要素が強くなっている。今 日において、そのよ

うな学問的、倫理的要素のみのネL拝は若者にとつて、非常に忍耐を強いられるものである。

② 教会学校と大人の礼拝の三分化

教会学校の起源は 1780年イギリスのロバー ト・レイクスが始めた慈善学校であったと言われている 。

当時は、産業革命の中で貧 lン い子どもたちが週 6日 の工場労働を強いられてお り、まともな教育を受け

ることができなかった。 1ノ たがつて、最初の教会学校は、読み書き、算数といった一般常識に加え、聖

書、カテキズム等を教える場所であった。このような慈善学校的なものが、さらに教会と結びつきを強

めたのは、アメリカにキリス ト教が渡った時であった。独立戦争後、アメリカ社会の世俗化などにより

宗教教育はしだいに教会へと移行 していく。1785年 ごろ信徒による日曜学校活動が始まったが、それら

は信仰覚醒運動の目的の手段として提えられていく。 日曜学校は、子どもに早期信仰教育を行 うことを

目的と lン た伝道機関となった。

日本の教会学校もこのアメリカのスタイルをそのまま受け継いだ。 日本に来 日した宣教師たちはまず

子どものための日曜学校の開始を熱心に努めた。 日本の日曜学校は、道徳教育を前面に出すことによっ

て伝道機関と l′ て
・
用いられていくこととなる。 日曜学校での礼拝は「開校式」という名で行われていた

が、ネL拝 という意識は少なかった。1960年前後から、日本でも本格的に礼拝を意識 した教会学校のあり

方が議論されるようになった。しかし、それでも子どもの礼拝と大人の礼拝という区別は今 日まで続き、

子どもは教会学校、大人は公同のネL拝へと出席するのが教会の在 り方として定着 tノ

｀
でいくこととなった。

このような教会学校と、公同の礼拝の三分化は、青年においてある種の疎外感を与えるものではない

だろうか。私がインタビ滅―し/た青年の中には、そのような公同ネL拝 と教会学校の分離によって、幼少

期に少し疎外感を感じたと語る者もいた。また、中学生を迎え、教会学校から卒業する時に多くの子 ど

もたちが教会を去って L/ま うという危険もある。公同社拝 と教会学校の三分化は、今 日のプロテスタン

ト教会において大ぎな問題であり、早急に見直される必要があるのではないだろうか。

3.リ タージカルなネL拝と信仰継承について

ことでは、教育的な観点からリタージカルな礼拝の有益性について述べていく。 日本では宗教教育に

おいて、教会学校 (日 曜学校)が中心的役割を果たしてきた。教会学校によるこれまでの貢献は決 lノ て



忘れらオしてはならないものだろう。しか lノ ゝそのあり方はあまりにも「教育的Jであり、学校教育に類

似 しているものであった。教育内容は学校と違っても、方法論におい
~C‐

はほとんど同一である。近年、
4

そのことを疑問視する声が多くあがっている。

その中には、「聖書の信仰を、知的な面だけを重視した学校教育と同じような方法で伝えるというのは、

学習者が共同体の生活に積極的に参加 tノ ているという背景のない限り、明らかに不可能である。」という

意見がある。また、従来の教会学校で取られてきた学校型教育モデルに代わって新 L″いモデルが必要で

あり、それには儀式が重要であるとも述べられている。礼拝こそが教会生活の中心であり、礼拝の儀式

的要素がキリス ト教教育の中心であるべきだと語る。さらに、「教会は神の家族であるという観点から、

子どもだけに対する教育に限るべきではなく、世代を越えた交わりと学びをもつことが望ましい」と教

会の一致を考慮した意見もある。そして、礼拝の意味と一連の流れを子ど1)た ちが学ぶためには、説明

されるだけではなく、動作や感覚をとおして教えられていく必要があり、彼らが礼拝の醸 l′ 出す雰囲気

の中で、礼拝の本質的な事柄を体験する必要があるとも述べられている。

以上のように信仰継承におい
~C~、

該当する子どもたちの具体的な霊的体験、経験というものが非常に

重要であるということが近年、主張されるようになつてきた。そ lノ て、その霊的体験はネL拝でこそ経験

できるものであるということが再確認され、子どもと一緒にネL拝する公同ネL拝のあり方が検討されるよ

うになってきたのである。

4.ルター・のリタージカルな礼拝についての理解

ルターは、1526年にドイツ語による礼拝式文『 ドイツミサ』を定めた。けれどもルターはこの『 ドイ

ツミサ』が絶対的なネL拝の式文であるという態度を見せてはいない。あくまでもこれを、一つの礼拝の

形とL/て 提案するにとどめている。彼は礼拝においてキリス ト教的自由ということを強調した。当時の

ローマ`・カ トリック教会のミサにおけるその律法的な提え方が、『 ドイツミサ』においても再び浮上し
‐
c‐

しまうことがないように彼はいつも警戒していた。

儀式において、私たち信仰者は考の形にとらわれることなく、完全に自由なのである。 しかし、ここ

で勘違いしてはいけないのは、この自由が神そ lノ て、神のみわざからの自由のことではないということ

である。私たちはその福音を通ヒノて、罪の奴隷から、キジス トの奴隷となった者である。私たちが自由

にな ,っ たのは、人間的な儀式的要素、例えば式文、場所、時期、服装といった事柄に対してのみである。

これ′に対 l′ て、キリス トによつて制定された事柄には、私たちは東縛される。例えば、「外的な」福音の

言葉や、聖餐におけるパンとぶどう酒といつた事柄である。し/か しながら、キリス トが制定された事柄

を守るならば、私たちはその他の外的な要素から完全に自由にされているのである。

このようにルターは、こr/pキ リス ト者の自由ということをネL拝において強く語つた。しかし同時に、

自由であるがゆえにもう一度律法を生み出すことがないようにとも警告している。ネL拝の外面的要素を

」F除 ヒ/た熱/J■主義者たちは、ルターの福音的な自由を律法化して t′ まった。言うなれば彼らは、儀式の

形を用いてはならないという新たな律法を作り出し′てしンまったのである。
Q0



ルターはローマ・カ トリック教会のミサにおけるリタージカルな要素というものを擁議 していた。『 ド

イツミサ』では簡略化することはあつても、その要素を多分に引き継いでいる。それは、彼が礼拝にお

いて、何らかの形式と秩序が必要であると考えていたからである。内的・霊的真理は外的儀式なしには

与えられないというのが彼の立場であった。つまり彼は、リタージカルにおける形式的な要素が、福音

のために有効に働くということを認めていたのである。

ルタ一`は、ネ[`拝 におけるすべての事柄が福音のために成されることを目指したのである。私たちも礼

拝の一つ一つの事柄が、福音のために働いているのかをいつも確認する作業が必要であろう。その意味

では、古代からの伝統的な形式に執拗にこだわる必要はない。例えば、青年たちが礼拝に集 うよう、ネL

拝の中にイベントを取り入れたり、遊びをとりいれたりすることも一つの方法論かもしれません。けれ

どもそのようにネ[1拝するにつれ、青年たちが「ネL拝 とは何なのか」ということを見失つてしまう危険性

もあります。ネL拝が、ライブやサークルと変わりなく認識されてしまうかもしれません。約 2000年 とい

つ教会史において培われてきたネL拝の形式は、「ネL拝 とは何なのか」ということを私たちに肌で教えてく

れるものであろう。私たちは、過去の偉人たちが残してくれた財産を尊び、それを現代のネL,拝 という文

脈の中で生かしていくことが間われているのではないだろう力、

5。 まとめ

子どものネL:拝 、大人の礼lT‐ という分離ではなく、子どもから大人までが集 う礼拝、それこそが教会に

求められている礼拝の姿である。そしてそのためには、会衆全員が参与できる「リタージカルなネL拝」

に、大きな可能性が秘められている。説教中心の受け身的な礼拝から、積極的参加を促すネL拝のあり方

は教会にいきいきとl′ た力を与え、教会がキリス トの体としてさらに実を結ぶものとなる。

しかし、リタージカルなネL拝を取り入れたからといつて、自動的に若者の信仰継承がなされるのでは

ないということについても最後に言及しておきたい。なぜなら、リタージカルなネL拝を取り入れたとし

ても、無反省にそれを行なうのであれば、やはり礼拝の形骸化、形式化に陥ってしまうからである。そ

lノ て、そのような状況では、いくらリタージカルな会衆参与の礼拝の形があつたとしでも、若者はまた

教会を離れ<tyま うのではないだろうか。そこで、リタージカルな要素を取り入れつつ、教会全体で礼

拝を濃嗜り上げていくという姿勢がさらに求められているのではないだろうか。「若い世代とともにつくる

礼拝」と、モれを実現 lノ ていく教会のあり方が、今日求められているのではないだろうか。

高轟私社会の今日において、教会の高齢イヒ、若者の減少という問題は、これからも日本キリス ト教界

に立ち塞がってくる難題であろう。しかし、若者がネL拝に集い、信仰がしつかりと継承される時、教会

は力を持って宣教の歩みへと踏み出していくこともできるようになるのである。また、若者が教会に集

い心から神を礼拝する姿は、この世に対する大きな証しともなるであろう。そして、若者が礼拝に集 う

ことは、何も若者にとっての益だけではない。それは、教会にとつても大きな励ま t′ となり、勇気を与

えられるものである。また彼らの純粋な信仰に、人々が教えられるということもあるだろう。礼拝こそ

が教会の中心である。日本キリス ト教界におけるその中心がいきいきとした活力で満たされるものにな

ることを心から願つている。
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やかましいどらや うるさいシンバルで礼拝はできるか ?

～現代における礼拝音楽の可能性～
4

1_.やかましいどらとうるさいシンバル

たとい、私が人の異言や、御使いの異言で話 しても、愛がないなら、やかましいどらや、

うるさいシンバルと同じです。 (1コ リン ト13:1)

2.ど らとシンバルは「聖」か「俗」か

ダビデとイスラエルの全家は歌を歌い、立琴、琴、タンバ リン、カスタネット、シンバルを

鳴らして、主の前で、力の限り喜び踊つた。 (Ⅱ サムエル 6:5)

3.ライフスタイル と賛美の関係

礼拝のスタイルや音楽性の違いは、私たちの生活スタイル、そして文化に関係がある。

4.現代 日本文化に合わせた賛美スタイル

日本における礼拝賛美の音楽スタイルも、日本の文化に合わせることが必要。

5。 現代の音に関する技術と奏楽者の姿勢

バランスさえしつかりしていれば、大きな音を出す ドラムでさえも心地よい。

礼拝奏楽者の役割は、会衆が賛美の中で神様に心を向けやすい環境を、音楽を用いてサポー

トすること。そのために、スキルはもちろん、心の姿勢までもが求められる。

6.時代に合わせた新 しい可能性

スペースの大小によつて楽器を選択 しなくてはならないという時代ではなくなってきている。

まとめ

自分よがりの自己満足でとどまる賛美や礼拝ではなく、神様を知らない人々の心に、神の

魅力を出来る限り最高の賛美を通して知ってもらう努力をしていこうと思 うことは決 して間

違っていない。音楽は主を礼拝するためにある。だからこそ、今敵の手に渡っている音楽を

主のために取 り返して、神の栄光を現わすために、主を愛し賛美する最大限の心と、最大限

活かせる技術を用いて、神様に最高の賛美を捧げていきたい。
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2016年度秋期研究会議

「聖書のテキス

ー神のことば・

卜とどう向き合うか

教会の正典としての聖書解釈』

2016年 11月 21日 (月 )

基 調 講 演 :水垣 渉 氏 嘲 だ 銘 剤 媛 、日本キリス轍 痢 囃 創 理 解 治 員)

会場 :日 本イエス 。キリスト教団千早聖三一教会

565‐0824大阪府吹田市山田西 3丁 目55-7

Ⅷ L&FAX 06‐6875‐ 0031  hto.ll機IInselsamtsu.info/

ご案内

福音主義神学会は、「聖書の十全霊感を信じる福音主義キリスト教の立場に」「立って、神学的研究を行い、

相互の交流をはかり、教会の健全な成長と発展に奉仕することを目的と」しています (規約第 3, 4条)。

神のことばとして聖書を読むことは本会の生命線であり、それゆえに聖書論がしばしば研究会議の主題とし

て取り上げられてきましたЭ最近では2014年の全国研究会議で、現代の様々な神学的潮流を踏まえた上

で「誤りなき神のこと|力 として聖書を受け取る意義について充実した議論が行われました

これらの積み重ねの上に立って、今回の研究会議では聖書「論」ではなく「テキストそのもの」に焦点を

当てていきたいと願つています。聖書が「神のこと|力 であるとの認識は机上の議論によつてではなく、聖

書の神のことばそのものがキリスト者とその共同体に「語リカヽする」原体験によつて確認されるべきものだ

と考えるからですЭ一方で、その原体験が神学という「学」に結びつくためには、神のことばの語りかけが

理性による検証を要求し、かつその検証に耐えるものである、との確信が必要です。そこには聖書を神のこ

とばとして読んできた人々の歴史、教会の正典として読み継いできた共同体の歴史が前提されています。今

あらためて、キリスト者が「神のことば、教会の正典として」聖書を読むことの意味について問いなおすこ

とは、福音主義神学が「教会の健全な成長と発展に奉仕」するための土台として必要なことだと私たちは確

信しています。

今回の研究会議では、水垣渉氏に「教父における聖書解釈」について基調講演をしていただき、それに対

して部会理事の鎌野直人氏に聖書学の立場からの応答をしていただきます。午後には同一の聖書テキストに

ついて教理的・聖書主義的 。実践的という三方向からの釈義を各一人の担当者から発表していただき、会場

からの質疑も受けて考察を深めていきたいと願つています。また昼食時のオプションとして神学生集会を開

き、三名の神学生に聖書釈義についての発表をしていただきたいと考えています。

主講師の水垣渉氏は京都大学キリスト教学教室の教授として長年古代教父を中心に研究を重ねてこられた、

我が国を代表する学究のお一人です。また日本キリスト改革派滋賀摂理教会の会員として、忠実に主と教会

に仕えておられる敬虔なキリスト者でもあられます。実りある研鑽と交わりの時となることを願つておりま

す。ぜひご参加くださし、

2016年秋期研究会議コーディネーター 金井由嗣、岸本大樹、瀧浦滋
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<プログラム>

00       受付開始ロ
。     日本福音主義神学会西部部会理事会

30～ 11:00 開会礼拝  司会・奨励 岸本人樹 (コーディネーター)

く午前〉 司会 金井由嗣 (コ ーデイネーター)

00 基調講演  「教父における聖書解釈」

20 応答

30 質疑応答

水垣 渉氏 (京都大学名誉教授)

鎌野直人氏 (関西聖書神学校学監)

11

12

12

12

(13

14

15
16

16

00～ 12

00～ 12

20～ 12

30～ 14

15～ 13

00～ 15

00 昼食 (事前申し込みが必要、500円 )

55 神学生集会、聖書釈義についての発表3名、各 10分 )

〈午後〉 司会 岸本大樹 (コーディネーター)

30 釈義研究

教理的見地からロロ・・瀧浦 滋 (コーディネーター)

聖書主義的見地からロロ池田基宣氏 (恵みキリス トの教会牧師、大阪聖書学院教師)

実践的見地から・・・ 口石崎伸二氏 (高丘福音ルーテル教会牧師、神戸ルーテル神学校教務)

45～ 16:30 質疑応答

15～ 16:30 総括・閉会の祈り  進行 金井由嗣 (コーディネーター)

30 散会

会 場  日本イエス・キリス ト教団千早聖三一教会 httptte面 seおamtsu.info/

(阪急千里線 。大阪モノレール「山田」下車t東南へ徒歩約 10分Э HPの地図をご覧ください)

<強 >

11/7(月 )までに千里聖三一教会 (se面310山.eonet.nejp)宛 に「福音主義神学会弁当申し込み」

と明記の上、昼食を申し込む人の名前をお送りください。代金 500円は、当日受付でお支払いください。

当日の昼食受け付けはありません。会場り司辺にコンビニやカフェはありますが、飲食店はありません

(山田駅周辺にはありまう 。

<コーァィネーター>
(長)金井由嗣 (日 本イエス 。キリスト教団千早聖三十教会牧師、関西聖書神学校講ETl

岸本大樹 (旭基督教会牧師、大阪聖書学院長)

瀧浦 滋 (日 本キリスト改革長老・岡本契約教会牧師、神戸神学館代表)

2016年 秋の研究会議・準備会 ¢申戸神学館特別講義 )

「教父の聖書解釈 :オ リゲネスの貢曲  水垣 渉氏

9月 8・ 9日 ひ← 金)2午後7:00-8:30 神,ヨネ申軸 2Fチャ′ウレ

◎日本福音主義神学会と神戸神学館の関係者は無料ですЭ


