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はじめに

1998年4月19日 か ら5月14日 にかけて、アジア特別 シノ ドス（代表司教 会

議）がローマで開催されました。キ リス ト紀元2000年 の大聖年を迎える準備と

して、大陸別にシノ ドスを開 くようにと提唱された教皇 ヨハネ ・パ ウロニ世

は、すでにヨーロッパ特別シノ ドス、アフリカ特別 シノドス、アメ リカ特別 シ

ノドスを開催し、 これか らオセアニア特別シノ ドス、第二回ヨーロッパ特別 シ

ノドスを開催する準備を しておられます。

シノドスとは

シノドスという言葉は、 もともと 「いっしょに歩む」という意味のギ リシア

語からできたもので、皆がともに歩んでいくために代表者が集まる会議のこと

です。東方典礼カ トリック教会においては、常に大切にされてきた会議方法で

すが、ラテン典礼カ トリック教会においては、第ニバチカン公会議で強調され

た 「対話と相互の助け合い」「交わりと一致」の精神を具体的に発展 させてい

くために教皇パウロ六世が復活させました。

シノ ドスには、司教の代表者会議（Thesynodofbishops） と教区代表者会

議（Thediocesansynod） とがあ ります。司教の代表者会議には、世界中の司

教の代表が集 まって普遍教会全体にかかわる事柄を扱う通常総会と臨時総会、

特定の地域の司教の代表が集まって、その地域に直接かかわる事柄を扱 う特別

会議とがあります。

今回開かれたアジア特別 シノドスは、文字どおりアジアの教会が抱えている

課題を話 し合うために、西は中近東諸国やカザフスタンか ら東は日本までの、

南はインドネシアや東ティモールから北はモンゴルやシベ リア地方までの教会

の代表者が集まった会議でした。

アジア特別シノ ドスの準備

教皇ヨハネ ・パウロニ世は、アジアにおける差 し迫った問題はキ リス ト教と

古来の地方文化や宗教 との出合いだと考えておられました。1994年11月 に発表

された使徒的書簡 『紀元2000年 の到来』には、次のように書かれています。
「仏教、 ヒンズー教のような宗教体系には明 らかに救済論的な性格がありま

すから、これは福音宣教にとってまことに重大な挑戦です。大聖年 にあたっ
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て、キ リス トが神と人間との唯一の仲介者であり、他の偉大な宗教の創始者と

は明らかに異なる、世界の唯一の救い主であるという真理を、より十分に説明

し明 らかにするための代表司教会議を早急に開催する必要があります」（教 皇

ヨハネ ・パウロニ世使徒的書簡 「紀元2000年 の到来』38）。

教皇は、1995年9月10日 、シノ ドス事務局のもとにアジア特別シノ ドス準備

委員会を設置し、関係部署に諮 った後、アジア特別シノ ドスのテーマを 「救い

主イエス ・キリス トとアジアにおける愛と奉仕の宣教r彼 らがいのちを豊かに

受けるよ うに』（ヨハネ10・10参照）」 と定められました。 シノ ドス事務局は

1996年9月3日 、このテーマの概略を説明する 「提題解説」（Lineamenta）を発

表し、アジア全域の教会がこのテーマを巡って省察 し、祈るようにと呼びかけ

ました。

日本の教会としての準備

日本の司教協議会はこの 「提題解説」を翻訳 し、司教方を通 して各教区に配

布 しました。教区の司祭とともにこの 「提題解説」を研究 した司教方は、 この
「提題解説」に添付されていた質問が西欧のキ リス ト教国の発想で作成されて

いるため、日本の教会には適切ではないと判断し、独 自の質問状を作成 した上

で、改めて司祭をはじめ、広 く修道者や信徒にも意見を求めました。

1997年6月 に開催された定例司教総会では、神学校や修道会、教区司祭団や

地区信徒評議会などから寄せ られた計325通 にのぼる回答を もとに審議が深め

られました。そして、アジア特別 シノドスに派遣される東京教会管区の白柳誠
一枢機卿と濱尾文郎司教、大阪教会管区の池長潤大司教 と野村純一司教、長崎

教会管区の島本要大司教 と押川壽夫司教が、日本の教会の公式回答をまとめる
ことになりました。日本の教会を代表する6名の司教方は、シノ ドス期間中に

司教方の秘書を務めるイエズス会 日本管区長ア ドルフォ・ニコラス神父、アジ

ア特別シノ ドスの事務局要員に任命された福音宣教研究室長の小田武彦神父と

ともに会議を重ね、日本の教会の公式回答を作成 し、英語に翻訳 してシノ ドス

事務局に提出しま した。また、この公式回答は各教区に送 られるとともに、
「カ トリック新聞」にもほぼ全文が連載されました。

遅 くなって恐縮ですが、 日本の司教方の呼びかけにこたえて真剣に話 し合
い、 「提題解説」への貴重な意見をお寄せ くださった方々に、この場をお借 り

して御礼申し上げます。また、準備の時ばか りでな く、アジア特別シノ ドスの
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期間中も、祈りと犠牲をおささげくださっていたすべての方々にも改めて御礼

申し上げます。ありがとうございました。

アジア特別シノ ドスの雰囲気

アジア特別シノドスは、終始和やかで温かい雰囲気に包まれていました。参

加者には皆、三位一体の神へのあつい信仰と教会に対する愛、互いに主イエ

ス ・キ リス トにおける真の兄弟であるという信頼感がはっきりと現れていまし

た。過去のシノドスに参加 したことのある人々はこぞって、 「これほど素直に

自分の体験や意見を発表 し、共感をもって聞き合い、温かく受け入れ合 ってい

る雰囲気のシノ ドスは初めてだ」と語っていました。

アジアの教会を代表する多 くの司教か らは、他の宗教の存在がカ トリック教

会の福音宣教に重大な挑戦となっているという声は出ず、かえって他の宗教を

信 じている人々とどのように対話 し、世界平和の建設や人間性の回復のために

協力 ・連帯していくべきかといった問題提起がなされていました。また、キリ

ス トが神と人間との唯一の仲介者であり、世界の唯一の救い主であるというこ

とを説明すべきだという声 もほとんど聞かれませんでした。そのような神学的

な論議に入 るよりは、それぞれが直面 している司牧的課題を分かち合い、聞 き

合い、受け止め合 うことの方がはるかに重視されていました。多 くの司教か ら

は、教皇庁の各省に対 して、地方教会を一方的に教え指導するだけではなく、

それぞれの地方教会が抱えている問題に耳を傾け、地道に努力 している地方教

会の歩みに信頼を示 し、ともに歩んでほしいという要望が出されていました。

お願い

アジア特別 シノドスは、アジアにおける福音宣教の歴史を振 り返 り、神の国

をあかしするために、アジアの教会が新たな決意をもって21世紀に臨むことを

目指 して開かれました。その実りは、およそ一年後に発表される予定の教皇の
「使徒的勧告」で明らかになるでしょう。

しかし、それまで何もしないで待っことはできません。そこで大急ぎでこの

報告書を作成いたしました。このような報告書では、 とてもアジア特別シノ ド
スの豊かな内容を十分にお伝えできないことは言 うまで もありませんが、 日本

の教会から派遣された司教方の生きた報告を補足するものとなれば幸いです。

（小田 武彦）
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一 概 要

1テ ーマ

救い主イエス ・キリス トとアジアにおける愛 と奉仕の宣教 「彼 らがいのち

を豊かに受けるように」（ヨハネ10・10参照）

2本 会議 日程

1998年4月19日 （日）よ り5月14日 （木）まで

3開 催場所

1）全体会 ：パウロ六世ホール内のシノ ドス会議場

2）分団会 ：パウロ六世ホール内の九つの小会議室と隣接する宿泊施設 「ドム

ス ・サンタ ・マルタ」の二っの小会議室

3）開会 ミサおよび閉会 ミサ ：聖ペ トロ大聖堂

4参 加者

1）教皇ヨハネ ・パウロニ世

2）投票権を持っ参加者188名

名簿上は189名 だが、本会議前日に列聖省長官アルベル ト・ボヴォネ枢機

卿が帰天 したため1名 減。なお実際の投票者数は168名 。この中には、教

皇庁各省長官や教皇任命による司教など47名が含まれている。

3）友好使節5名

4）専門家18名

5）オブザーバー40名

6）シノ ドス事務局員8名

7）広報担当者4名

っまり、全体会には、教皇を含めて最大264名 が出席 していた可能性があ

る。
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5投 票権を持つ参加者の内訳

1）アジア司教協議会連盟（FABC）に属する枢機卿 ・大司教 ・司教94名

インド司教協議会（シリア ・マラバール教会、 シリア ・マランカル教会を

含む）、インドネシア司教協議会、韓国司教協議会、スリランカ司教協議

会、タイ司教協議会、中国司教協議会、日本司教協議会、パキスタン司教

協議会、バ ングラデシュ司教協議会、フィリピン司教協議会、ベ トナム司

教協議会、マレーシア ・シンガポール ・ブルネイ司教協議会、 ミャンマー

司教協議会、ラオス ・カンボジア司教協議会

2）中近東の教会に属する枢機卿 ・総大司教 ・司教26名

アラブ諸国ラテン典礼教会、東方典礼教会（マロン典礼カ トリック教会、

メルキタイ典礼カ トリック教会、シリア典礼カ トリック教会、カルデア典

礼カ トリック教会、アルメニア典礼カ トリック教会）

3）司教協議会などがまだない地域の司教 ・司祭11名

マカオ、東チモール、カザフスタン、シベ リア、キ リギスタン、ネパー

ル、タジキスタン、 トルクメニスタン、ウズベキスタン、ウルガ ・ウラン

バー トル（モ ンゴル）

4）修道会宣教会代表10名

5）教皇庁各省長官および教皇か ら任命された司教 ・司祭47名

6組 織

1）議長 （Praeses） ：教皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ世

2）議 長代理 （PraesidesDelegati） ：キム ・スーハ ン枢 機卿 （韓国）、 ヨセ フ

・トム コ枢機卿 （教皇庁福 音宣教省 ）、 ジュ リア ス ・ダル マ トマ ジャ枢機

卿 （イ ン ドネ シア）

3）事務局 長（SecretariusGeneralis） ：ヤ ン ・ス コッテ枢 機卿 （シノ ドス事

務局）

4）総書記 （RelatorGeneralis） ：シャン ・クオ シ枢機卿 （台湾）

5）特別秘 書 （SecretariusSpecialis） ： トマス ・メナ ンパ ラ ン ピル大 司教

（イ ン ド）

6）広報委員会委員長 （Praeses／（bmmissioNotitiisVulgandis） ：ビア ンネ ・

フ ェルナ ン ド司教 （ス リラ ンカ）

7）メ ッセー ジ起草委員会委員長 （Praeses／（）ommissioNuntioApparando） ：オ

一7一



スカル ・クル ス大 司教 （フィ リピン）

8）訴訟委員会 委員長 （Praeses／（：ommissioControversiarum） ：ジルベル ト・

アグス トー二枢機 卿 （教皇庁最高裁判所 ）

9）選挙 管理 委員会 （最近叙階 された大 司教 ・司教方が担 当）

7シ ノ ドスの8段 階の歩み

1）準備A（ 文書による諮問）

1995年9月10日 、シノ ドス事務局はアジア特別シノ ドス準備委員会を設

置。アジア特別シノドスにおいてどのような内容を扱 ったらよいかを、東

方教会、各司教協議会、教皇庁各省庁、修道会総長会などに諮問。1996年

9月3日 、 「提題解説」（Lineamenta）を発表。

2）準備B（文書による諮問）

1997年7月31日 「提題解説」に添付された質問に対する返答が、上記の各

団体に加えて教区や各種団体か らも提出される。1998年2月13日 、アジァ

特別シノ ドス準備委員会は、専門家の協力を得っつ 「討議要綱」（lnstru－

mentumlaboris） を作成 し発表。

3）本会議A（ 全体会での諮問）

1998年4月19日 の開会 ミサか ら本会議が始まる。4月20日 か ら28日 にかけ

て 「討議要綱」の範囲内で参加者一人ひとりが発題。4月28日 午後の全体

会で、発題に基づく 「中間報告」（Relatiopostdisceptationem） 発表。
4）本会議B（言語別分団会討議および全体会）

4月29日 か ら30日にかけて、分団ごとに 「討議要綱」と 「中間報告」に関

する話 し合 い。5月1日 か ら2日にかけて、分団会で話 し合 ったことを全

体会において報告。
5）本会議C（言語別分団会討議および全体会）

5月4日 か ら6日 にかけて、分団 ごとに 「提言」（Propositiones） 準備。

総書記（RelatorGeneralis） と特別秘書（SecretariusSpecialis） は、11

分団か ら提出された 「提言」を検討。5月8日 午前の全体会で 「提言まと

めリス ト」（Elenchusunicuspropositionum） 発表。

6）本会議D（言語別分団会討議および全体会）

5月8日 午後か ら9日 にかけて 「提言まとめ リス ト」の研究 と共同修正案

提出。総書記と特別秘書は、提出された共同修正案を検討。5月12日 午前
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の全体会で 「最終提言 リス ト」（ElenchusfinalispropOsitionum） 発表。

同日午後の全体会でメッセージ起草委員会が 「メッセージ案」発表、修正

意見続出。

7）本会議E（ 全体会での協議と合意）

5月13日 午前の全体会で 「最終提言 リス ト」の一つひとっの提言について

投票。午後の全体会で投票結果を発表、教皇に提出。 「メッセージ修正

版」発表、承認。

5月14日 、閉会 ミサで本会議終了。

8）事後処理（シノ ドス後の 「使徒的勧告」準備委員会による諮問）

シノ ドス中の発題、報告、提言の研究。教皇がシノ ドス後に発表する 「使

徒的勧告」の起草準備。2000年 までにアジア特別シノ ドスに関する 「使徒

的勧告」発表予定。

8シ ノ ドスにおける日本の司教の役割

1）シノ ドス事務局か らの任命 ：島本要大司教（アジア特別 シノ ドス準備委員

会委員）、池長潤大司教 （メッセージ起草委員会委員）、押川壽夫 司教

（選挙管理委員会委員）

2）参加者の選挙による任命 ：濱尾文郎司教（シノ ドス後の 「使徒的勧告」準

備委員会委員）
3）雰囲気づ くり：日本の司教全員が、発題初 日に、教会への愛と信頼を込め

て、司牧者として日頃感 じていることを正直に語ったことにより、シノ ド

ス全体が温か く裏表のない雰囲気となった（発題に対 して拍手が起 こった

のはシノ ドスの歴史始まって以来初めてとのこと）。
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二 開会のあいさっ

キム ・スーハ ン（金寿換）枢機卿
（韓国）

教皇様
このシノ ドス（代表司教会議）は、紀元2000年 の大聖年を準備するために、

聖霊の力によって教皇様が招集された ものです。改めてここまで導いてくださ

った全能の神に対 して、アジア特別シノ ドスの参加者を代表 して感謝の言葉を

述べさせていただくことは、わたしにとってとても光栄です。アジアにおける

教会の声を反映した 「討議要綱」（lnstrumentumlaboris） の中で提案されてい

る議事日程に沿 って討議を始めるにあたり、教皇様がわたしたちと同席 してく

ださっていることは大きな喜びです。これか らの数週間、ともに生活 し、とも

に祈り、経験と問題を分かち合いながら、アジアの部分教会が直面するニーズ

にこたえていくという共通のゴールを目指すために、兄弟的な精神がわた した

ちを一っに結び合わせることを願 っています。わた したちは、シノ ドスの話 し

合いを始めるにあたり、何人かの司教が欠席せざるを得なかったこと、特に中

国大陸と北朝鮮の司教が欠席 していることに痛みを感 じています。 この欠席せ

ざるを得なかった兄弟を常に意識するために、会議場の中央前列の席はあえて

空席にしています。

アジアには人類の半数を大きく上回る人々が住んでいます。アジアは、多 く

の 「国家」というよりは多 くの 「世界」によって構成されていると言 うことが

できるで しょう。さらにアジアは、無数の原始宗教に加え、世界的な大宗教や

偉大な思想の発祥の地でもあります。 これが今 日、多 くの深刻な課題を抱える

アジアの姿です。今日のアジアにおいて教会は、多 くの場合この広大な大陸圏

の中の少数者であり、このような状況の中で 「救い主イエス ・キ リス トと、そ

のアジアにおける愛と奉仕の使命」を告げ知 らせるよう主から招かれているの

です。

アジア司教協議会連盟（FABC）に属 していない地域 も間違いなく重要なのです

が、わたしはそれらの地域にっいて知識が乏 しいため、アジア司教協議会連盟
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についてお話 しさせていただきます。過去27年 間、アジア司教協議会連盟は、

信仰 と祈 りのうちに、いま実際に人々が生きている数々のアジアの現実に耳を

傾け、そこか ら学び、考察を加え、活動するため、極めて真剣で協働的な努力

を重ねてきました。そしてわた したちは、教会とその使命にっいて、今までと

は異なった新たな理解を持っように招かれていると感じるようになりました。

これは抽象的な思考によってではな く、かかわっている司牧現場の状況とその

緊急性に直面することによってもた らされたものです。

このように、普遍教会と完全に一致 していると同時に、アジアに受肉した教

会として、救い主である御子の中に神のみ顔を探 し求めている人々とともに、

自分たちのキ リス ト体験についての独自の考え方、生き方、分かち合い方を持
っ 「アジアの教会」となるべきなのです。

わたしたちの奉仕はいのちへの奉仕です。わたしたちは、彼らが 「いのちを

受けるため、 しかも豊かに受けるため」（ヨハネ10・10）に人となられたキ リ

ス トによって 「いのち」が約束され、 もたらされたことをあかしし、それを分

かち合 うよう招かれています。 しか し、これは具体的には、まずイエスのよう

に生 きることによって、他の宗教を信 じる隣人たちのただ中で生き、特にイエ

スがしたように神の貧しい者 とともに生 きることによって、 「イエスはキ リス

トである」と宣言することを意味しています。福音を宣言するといっても言葉

によるのではなく、む しろアジアの人々が高 く評価する愛と調和を大切 にしっ

っ、尊敬 ・対話 ・共感 ・行動 ・共生をとおして宣言することを意味 していま

す。

教皇様、今日のアジアにおける課題 と期待は実に大 きく、ともに緊急性を要

するものです。あらゆる形での 「死をもたらす力」は、長年アジアの人々の魂

となってきた 「いのちと分かち合いの文化」を脅かしています。増大する唯物

主義と、その結果としての霊的生活への無関心、その他の多 くの現象が、深い

危機的状況を表しています。この事態は危険をはらむと同時に、新たな希望の

芽生えへの招きでもあります。

さらに、多宗教社会であるアジアは、今や、見た目はオープンな協調関係と

増大する相対主義の特徴を持 った 「地球村」に、急速に吸収 されっつありま

す。 このような中でわたしたちは、唯一の救い主であるイエスを、どのように

あかししていくべきでしょうか。それは、 「仕え られるためではなく仕えるた

めに」（マルコ10・45）来 られた主に従 う以外にはないと、わた したちは信 じ
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ます。これは、他の地域におけるのと同様に、アジアにおいても、教会が 「自

らを無にして謙遜になる」ことを意味 しています。そうしてこそ教会は、神の

秘義に出合った人々や諸民族が、自分の存在をかけてそれにこたえようとする

行動の中で働いている神ご自身志 聖霊によって もたらされた計 り知れないた

まものを、識別できるようになります。このようにして、キリス トの救いの恵

みこそが、神と人類との普遍的な対話の中心であり源泉であるということに、

もっともっと気づ くことができるようになるのです。

教皇様が端的に指摘されたとおり、 「最も深い次元における諸宗教間の対話

は、常に救いに関する対話です。というの も諸宗教間対話は、時代を通 して、

神が人類と続けてきた対話のしるしを、よりよく発見 し、明確化 し、理解する
ことを模索 しているからです」（教皇ヨハネ ・パウロニ世 「諸宗教対話評議会

へのあいさつ」1992年11月13日 ）。

物事が急速に変化し破壊されるこの時代、また偉大な進歩と根本的変革に伴
ってしばしば不正義、不平等、社会政治的不安定が見受けられるこの混乱 した

時代にあって、教会は、今日のきびしい現実に対 して発言 しなかったり、無関

心でいたりすることはできません。こうしたかかわ りは、単に当事者に代わっ

て主張 したり行動 したりするというだけではな く、アジアの教会が真に 「貧 し

い」人々にとっての 「福音そのものである教会」となることによって、喜びの

便 りを最 も必要としている人々にもたらすという教会固有の使命にこたえてい

くことで もあるのです。常に人々とともにいる、受肉 したイエスにならうとい

うことは、 「安全さ」の感覚を捨て、ときには誤解され、あ らゆる形の 「死の

文化」に抵抗する努力の中でしばしば反対に遭うということを意味 しているの

で しょう。

神はそのあわれみのうちに、わたしたちすべてがいのちを受けるように、し

か もい っそ う豊かに受けるように招いておられます（ヨハネ10・10参照）。そ

うであるな らば、神の招きは、個人の権利を守ることよりもはるかに価値ある

ことです。それ以上に、キリス トによって救われた一つの民として、約束され

た救いに向かう一っの共同体として、ともに招かれているのです。

救い主キリス トの救いの恵みに根差 した揺るぎない希望と喜びのうちに、ど

うか聖霊がこのアジア特別シノ ドスを照らし、わたしたちを導き、強めてくだ

さいますように。祝福に満ちた聖母マリアが、キ リス トを通 して御父へ とわた

したちを守り導いてくださいますように。こうして、このシノドスがよい実を
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結び、わた したち全員が、アジアに生きる神の民によりよく奉仕できますよう

に。教皇様、わた したちは紀元2000年 の大聖年の幕開けに際 し、わた したちを

集めて くださったことに感謝の意を表するとともに、わた したちを慈 しみ深 く

祝福 して くださるようお願いいたします。
（1998年4月20日）

一13一



三 日本の司教による発題

（司教発題第1番 目）

文化史の中の宣教

池長 潤大司教（大阪教区）

わたしは、アジア、特に東アジアの文化 とその中における福音宣教について

話 したいと思います。これまで多 くの宣教師がアジアで宣教を行 って きまし

た。しかし、なかなか信仰が育たず、洗礼の数 も多 くありません。それだけで

はなく、福音的なものの考え方や価値観がなかなかアジアの社会に浸透せず、

情況はいたるところ、神の国と大きくずれています。その原因を探 しなが ら打

開の道を探ってみたいと思います。

文化というパイプ

聖徳太子（574年一622年 ）が、中国から仏教を 日本に導入 したとき、日本人

は容易にこれを受け入れました。それか らわずか半世紀の後、天武天皇（？－

686年 ）が国の繁栄 と安泰を祈願するため各地に国分寺を建てた頃には、仏教

はすでに国民から国の宗教のように見なされていました。仏教の場合、 こんな

に短期間のうちにこれほど浸透 したのです。

これに対 し、聖 フランシスコ ・ザ ビエルがキ リス ト教を伝えて（1549年）か

ら今 日まで、キリス ト教は伸び悩み続けています。なぜ仏教は容易に受け入れ

られ、キリス ト教はなかなか広がらないのでしょうか。

その理由として、わたしはまずヨーロッパ文化と東アジア文化の違いを考え

ます。仏教伝来以前か ら中国文化は日本に流れ込み、日本に同質の文化を生み

出していました。文化的には先輩である中国から仏教が入 るとき、同質の文化

という太いパイプを通 して、何の抵抗 もないどころか、むしろ深い尊敬をもっ
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て受け入れ られたと考えられます。

文化の奥にあるもの

しか し、キ リス ト教が東アジアに浸透 しにくい理由として、欧米文化との異

質性だけで考えると問題の全貌を解 くために十分ではないで しょう。なぜな

ら、ザビエルの時代でこそ、東アジア文化は西欧と大 きく異なっていました

が、現在はそうではありません。日本の近代化が始まった明治時代（1868年一

1912年 ）には、政府が率先 して学校制度、政治形態、法制、科学技術を欧米か

ら取り入れました。さらに、習俗までも欧米化を奨励 しようとしたことは鹿鳴

館に例を見るとおりです。ところが今では、国民自身が文化導入の担い手とな

り、音楽、演劇、 ファッシ ョン、食生活、家屋、生活形態など、日常生活の

隅々までかなり欧米化が進んでいます。それどころか日本では、着物文化、伝

統芸能、食生活、日本家屋とそこで営まれる生活形態などが、随分欧米文化の

波に浸蝕されっっあるのです。

こうして、文化の等質化がかなり進んでいるにもかかわ らず、相変わらずキ

リス ト教の宣教ははかどりません。そこに、文化の異質性以外の福音宣教 に対

する壁を想定する必要があると思います。わたしは、本当の福音化の難 しさは

文化の違いというより、もっとその奥にある 「人の心の違い」といったものに

大きな原因があると考えます。それだけに、根本的な問題であり、西欧もアジ

アもこの事実を認め、この現実に深い理解を示さなければならないと思 うので

す。

キ リス ト教は神と宇宙、永遠の天国と地獄、罪による裁きと功徳による報い

というように、境界線をはっきりさせ、二っの世界を対立させます。 しかし、

ヒンズー教や仏教に見るように、日本人やイン ド人、そ して東アジアの多 くの

人々は汎神論者であり、輪廻転生を信 じ、人の行為や心 もそれほど白か黒かを

選別することはできないと感 じています。この違いは言い換えれば、欧米人に

は 「父性的」特徴が勝ち、アジア、特に東アジアの人々には 「母性的」特徴が

目立っと言えるのではないで しょうか。父性 は区別 し、割り切 り、切 り離す も
のです。母性は分け隔てず、あいまいにしたまま、すべてを包み込みます。 こ

れ らはすでに遠藤周作氏や河合隼雄氏が指摘 してきたことと関係があるので

す。そして、これか らのアジアの福音宣教にとってきわめて重要な事柄なので

す。
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キリス ト教の神は無限者であり、本来父性的な面も母性的な面 も兼ね備えて

います。ところが、イエス ・キ リス ト自身はアジア人であるにもかかわ らず、

東アジアのキリス ト教はヨーロッパを経て来たので、いつしか父性面を強調 し

すぎる傾向を持ってしまっているのではないでしょうか。宇宙に満ちる神、信

仰によって人々に内在する神、全てを抱擁 し包み込む神、神の愛の普遍性、神
の限 りない優 しさ、ゆるしの大きさ、十字架でキ リス トがすべての人のあらゆ

る罪を償われたという救済論、これ らは聖書が描 く神そのものの姿です。神学

にも、芸術にも、カテキズムや宣教の言葉にも、このような母性的な表現が も

っとなされれば、キ リス ト教はアジアの人 々になじみやすいものとなり、もっ

と受け入れやすくなると思います。

アジァ的な宣教への転換

さてもう一つ、キリス ト教がアジアで受け入れ られにくい理由を指摘 してお

きます。現在まで、福音宣教はケリグマ、 ドグマ、カテキズムという系列で、

例えば、信仰箇条を敷術する形で行われてきました。あ くまで知的伝授が主で

あり、その目的は洗礼に導 くことで した。確かにケ リグマ、 ドグマ、カテキズ

ムは主 としてイエスの教えに由来 します。そ してイエスの教えには知的な要素

もありました。

しか し、イエスの宣教の方法は、これまで教会が行 ってきた伝統的なカテキ

ズムのそれとは随分異なっていたことも事実です。イエスの宣教は病人をいや

し、差別社会に挑戦 し、貧 しい人たちを支え、ファリサイズムの宗教性を拒否

し、権力の誤った使用の非をつき、御父のみ心の優 しさやあわれみ深さを語り

ました。このように神ご自身やそのみ心、また神の考え、人間の生活、社会の

あり方などについて、身体、存在、実践、非論理の表現や象徴、たとえ話など

を もって表わしました。

アジアの人々は、知的に真理を伝えることや論理によって表現することも、

欧米との交流によって学んでいます。 しか し本来は、前述したような、論理 と

は異なった方法によって伝えることを重視 していました。 これからは、信仰講

座にしても、社会の福音化にして も、 しっかりとキ リス ト教の本質を伝えるた

めには、アジア的表現をもって示さないと、いっまで も福音は浸透 しないと思

います。
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神の国の宜教とみ名の宜教

それではここで、福音宣教で一体何を宣べ伝えるのかを考えてみましょう。

イエスはどのように神の国（御父の支配）の中にご自分をおいてお られたのか

というと、激 しいまでの御父への愛をもって、その支配のもとに生きてお られ

た、と言うべきで しょう。だから一方でイエスの言動のすべては御父の支配の

反映であり、その意味でイエスの宣教 は神の国の福音を告げることでした（マ

タイ4・23、24・14、ルカ4・43、8・1参照）。 しか し御父に対する激 しい愛が常

にあったか ら、支配の主である御父ご自身のみ名を人々に表わすことにも渇い

ておられたのです。これがイエスによる御父のみ名の宣教です（ヨハネ17・6、

26参照）。福音書には、たびたびイエスによる御父への言及があります。

ところがイエスが復活された後は、ご自分がわたしたち信 じる者の中に生き

て、御父の支配に日々わたしたちを導き、わたしたちを遣わ しなが ら、わた し

たちにおいて神の国を世に現わそうとしておられます。わたしたちは御父を愛

し、このイエスを愛 し、御父やイエスとの交わりを喜びっっ、イエスから与え

られた神の国の福音を告げる使命を生 きようとするのです。そしてわた したち

も神の国を世に現わすと同時に、御父 とイエスへの愛か ら、御父とイエスのみ

名を宣べ伝えることに渇くのです。

だか ら何よりも、聖霊によって御父のみ名、イエスのみ名、そして神の国を

世に現わすことが宣教の中心です。カテキズムにおいては、この宣教の中心を

しっか りと受けとめられるようにすることが大切で、伝統的なその他のカ リキ

ュラムはアジアに適 した方法で、どこかで、ある程度必要な日数をかけて教え

ればよいのです。イエスは御父とご自分を現わし、神の国を現わすために、ど

れほど力を注がれたことでしょう。

おわりに

最後に、このシノ ドスに向けて一つのことを言っておきたいと思います。

神は世界に多様な文化、多様な習慣を持 った人々をおかれました。カ トリッ

ク教会は普遍的であればこそ、この多様性を包摂するのです。

そこで、次のことが大変大切になると考えます。
・「多様性」が 「一」を傷っけることはできません。同様に、 「一」が 「多

様性」を傷つけてはなりません。
・「一」と 「多様性」がお互いに傷っ くことなく保たれるとき、そこに真の
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カ トリチタス（普遍性）が現れます。
・「一」と 「多様性」がいのちにあふれるとき、教会はいのちでみなぎりま

す。そのときにこそ、唯一の信仰を持つ者たちが、その信仰を真に喜ぶこ

とができるのです。 （1998年4月21日）

（司教発題第4番 目）

ア ジア の霊 性 と現 代 の 信 仰 生 活
一アジアの多様な歴史 ・文化 ・宗教の中にある霊性を

福音宣教（Evangelization）に生かす一

野村 純一司教（名古屋教区）

近年、 アジアにおいて、信仰 と現実の生活の間にある遊離を埋める試 み

（1987年と1993年 に行われた日本の福音宣教推進全国会議など参照）、アジア

とアジアの諸宗教の霊的遺産の積極的な受け入れ（FABCの諸文書参照）、魂と

心 と体のより豊かな調和が、問題 として取 り上げられています。キ リス ト者が

少数であるアジアの国々において、 これ らの試みは重要で、緊急の課題です。

他のアジアの国々と同様に、 日本において も、信仰に導かれるとき、耳より

も目が大切な役割を果たしていると思われます。

1990年 、インドネシアのバ ンドンで開催されたアジア司教協議会連盟（FABC）

第5回総会最終声明の中の 「わた したちの時代の霊性 一聖霊を焦点としての応

答 一」の項目には、次のように記されています。 「人間は、教え られるよりも

あか しによって確信を得ることが多いとしたら、 この ことは特にアジアの人々

によ く当てはまります。アジアの文化では、観想的次元、克己、離脱、謙遜、

単純さ、沈黙といったことに重 きがおかれているか らです。アジアの兄弟姉妹

がわた したちのうちに神の働きを見いださないか ぎり、わたしたちのメッセー

ジはアジアには届きません」（r紀元2000年 に向かうアジアの教会一アジア司

教協議会連盟第5回 ・第6回 総会最終声明一』47ペ ージ）。美 しい言葉で語 ら

れる教えや道徳よりも、生活に根差した福音が、人々を確信に導 くのです。

今 日、人々は消費社会の中で生活 しているにもかかわ らず、他の人との連
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帯、単純さ、無償の奉仕、心のつながりのある生活を求めています。 このよう

に現代の人々が求めていることは、過去においても常に求められていたことで

す。アジアの文化では、離脱心や単純さに重きがおかれているからです。

日本やアジアの人々には、離脱心、単純さ、ゆるし、連帯、一致、共感、平

安に達する道を示してくれる師として、イエス ・キリス トを示すことがよいと

思います。これらは、全世界の人々に共通する価値ですが、特にアジアの精神

と霊性に合っています。イエスはわたしたちに道を示す師ですが、イエス自身

が道です。キ リス トのうちに、キ リス トとともに、父である神と、神がお創り

になったすべてのよいものとの親 しい交わりと一致に至るか らです。

深い霊性のある福音宣教が、教会の内に対 しても外に対 しても、豊かな実り

をもたらします。逆に、霊性に基づかない福音宣教 は、キリス ト者に重荷を負

わせ、キ リス ト信者でない人たちをっまずかせる危険があります。

わた したちは、アジアに根差 し、キ リス トの霊によって生かされ、信 じる

人々の心か らにじみ出るような霊性を必要 としています（ヨハネ7・38参照）。

豊かな霊性に満たされたキ リス ト者の共同体は、アジアの人々に次のような貢

献をすることができるで しょう。

a）倫理性のあいまいさと、相対主義の克服

b）人間の持つ人格性の理解を深めることによる、人権の理解

c）すべての人が神の子であることをもとにした、人間の普遍性

d）正しい女性観

e）社会的正義の実現、平和の実現、自然 との調和、等 （1998年4月21日）

（司教発題第6番 目）

アジアにおける福音宣教の
重要な要素である世界平和への挑戦

濱尾 文郎司教（横浜教区）

過去の悲劇を忘れずに将来へ向かう

1945年8月 、広島と長崎に原爆が投下されたとき、一瞬のうちに数十万の人
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のいのちが散りました。 これ ら原爆は、いまだに多 くの人に後遺症を もた らし

ています。わた したち日本人は、この2個 の原爆の投下とその悲劇的な結果

が、かつての日本軍の侵路の結果であると、よく認識 しています。日本人は、

戦争の犠牲者でもありましたが、同時に加害者でもあったのです。第二次世界

大戦では、日本の軍隊が、朝鮮半島、中国、フィ リピンやインドネシアをはじ
め、アジアや太平洋地域の人々のいのちを奪いました。軍隊は人間の尊厳を侵

したばかりでなく、無数の非武装の市民、特に女性や子供たちのいのちまでも

奪ってしまったのです。

アジア司教協議会連盟（FABC）第4回総会が、1986年 に東京で開催された際、

当時の日本の司教協議会会長であった白柳誠一東京大司教（現、枢機卿）は、

戦争責任を正直に告白しました。 「わたしたち日本の司教は、日本人 として

も、日本の教会の一員 として も、日本が第二次世界大戦中にもたらした悲劇に

ついて、神とアジア ・太平洋地域の兄弟姉妹たちにゆるしを願 うものでありま

す。わたしたちは、この戦争にかかわった者として、アジア ・太平洋地域の二

千万を越える人々の死に責任を持っています。さらに、この地域の人々の生活

や文化などの上に、今 も痛々しい傷を残 していることについて深 く反省 してい

ます」（rア ジアと世界における信徒の召命と使命』付録二）と。これ らの過

去の事実に現実的に直面 し、ゆるしを願うことは、日本人の義務です。わたし

たちは、アジアや太平洋地域の人々が、今 も背負わされている傷をいやす責任

を背負っています。50年 以上 もまえに終わった戦争には、全 く加担 したことの

ない若い世代の者 も、 この責任を引き継 ぐことを願 うものです。

1995年 、第二次世界大戦終結50周年にあたって、日本司教協議会は、r平 和
への決意』というメッセージを発布 しました。その中で、日本の教会が戦争中

に非常に苦 しい立場におかれていたことにも言及 しています。なぜならキ リス

ト教は、外国の宗教と見なされていたか らです。外国の宣教師も信者も、スパ

イに加担 しているのではないかとすら疑われました。教会はた しかに不当な圧

迫 と迫害で苦 しんだのです。当時の日本は極端なナショナ リズムの下、アジア

大陸や太平洋地域にも軍隊をもって侵略 していたのです。

しか しなが ら当時の日本の教会が、戦争というものがいかに非人間的で、福

音とは調和できない ものであるかを、勇気をもって主張することができなかっ

たことを、今認めざるを得ません。教会は、人間のいのちを守るという神のみ

旨をあか しする預言者としての使命を果たすことができなか ったのです。
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日本で、わたしたちは戦争がもたらし得 る最悪のものを体験 しましたが、同

時に、戦争か ら平和へと向かう十分に表現できないほどの喜びをも体験 したの

です。わたしたちは、恐怖、不安、失望や破壊を見ました。いのちが核兵器で

破壊されるという、非人間的な、人間性を破壊する悪を十分見たのです。

平和を成 し遂げるために
1キ リス トにおいて真の平和を築こう

キリス トとともに、アジアのキ リス ト者は、平和をもたらす者となりまし

ょう。キリス トの十字架と復活によってもたらされた、神 と人類との和解の

上に平和が来るのです。アジアの教会は、福音宣教をしなが ら、キリス トの

福音が平和をもたらすものであることを信じ、世界 とアジアの人々に貢献す
べく努めたいと思います。キリス トこそ、憎 しみで分裂 していたわたしたち

の心に愛の灯火をともし、わたしたちの心を武装解除し、傷をいやし、人類
一致の基礎をつくってくださるのです。

2愛 、真理、正義と自由の世界を築 くために

現在、わたしたちは 「地球村」に住んでいます。そこは、国、文化、諸民

族、伝統、宗教などの種々さまざまの現実が相互にかかわっている場でもあ

ります。この現象は、まさにアジアの特色でもあるのです。平和は、 この多

文化や多宗教の国々の現実を通過 してのみ存在するものです。平和はたまも
のです。健康な人間 らしい共同体の実 りでもあります。平和 は、誠実、正

義、愛、真理、自由と、すべてを尊重する心の調和であり、成熟 した最終的

な実りでもあります。それは特に弱い者や力のない者への共感、寛大さ、そ

して人の成長を忍耐深く待っ態度をも含むのです。

これらのことは、教会の社会教説の中でも繰り返 し強調されてきました。

例えば、1963年 に教皇ヨハネニ十三世の書かれた回勅rパ ーチェム ・イン・

テリスー地上の平和一9と か、1965年 に発布 された第ニバチカ ン公会議の
r現代世界憲章』とか、1987年 に出された教皇 ヨハネ ・パ ウロニ世の回勅

「真の開発とは』などです。

カウンセ リングでは、心の喜びや平和は神の意志 との調和 した状態にある

しるしであると言います。社会や、世界における平和についても、同じこと

が言えると思います。平和は決 して孤立 して存在するものではありません。

すべての人のよい生 き方の実 りです。そのため、平和のために働 くことは、
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非常に高 く評価される精神的な価値なのです。それは、教会の中心的な関心

でなければなりません。教会での若者の育成の分野か ら、小教区で秘跡を授

ける場面までも、教会のすべての活動にかかわる課題なのです。

過去の真摯な受け止めと、その繰 り返 しに陥る傾向の再認識について

今わた したちは21世紀に入ろうとしています。教皇ヨハネ ・パウロニ世は、

教会の過去を反省するように要求 しています。彼は言います。 「教会は、過去

の誤りと不信仰、一貫性のなさ、必要な行動を起こすときの緩慢さなどを悔い

改めて自らを清めるよう、その子 らに勧めることな くして、新 しい千年期の敷

居をまたぐことはできません。過去の弱さを認めることは、わた したちの信仰

を強める勇気ある誠実な行為です」（使徒的書簡r紀 元2000年 の到来』33）。

21世紀の入 り口であるという歴史の節目にあたって、この呼びかけにこたえま

しょう。人類の一員として、また信仰を持っ者として、50年 まえの戦争とアジ

アの悲惨な歴史へと導いたものが何であったかをしっかりと見っめ、反省すべ

きです。回心に根差 した清めを祈るとともに、世界の平和のために働 く新たな

使命を引き受けましょう。

世界の平和の実現のために

真の平和は、わたしたちが、皮膚の色、国籍、イデオロギー、文化や宗教な

どが、人々を評価する最 も重要な要素であるという考えを捨てない限り、到来

しないでしょう。だれをも兄弟姉妹と見るときに平和は来るでしょう。エコロ

ジーの課題 も教会の福音宣教の重大な要素です。環境問題は、ただ子孫の幸せ

のためではなく、被造物や自然そのものが、アシジの聖 フランシスコが呼んだ

ように、わたしたちの兄弟姉妹だか ら大切なのです。 これらとの調和のうちに

生 きるこの地上での生活の仲間だか らです。この考えも平和のために、またア

ジアの人々には高 く評価される価値観なのです。教会はさらに平和を促進し、

すべての存在物と調和の うちに生きることに関心を持っべきです。わたしたち

の歴史で、過去にはしば しば政府の侵略の姿勢に妥協 して、個々の争いを正当

化 してきたことにっいて、神 と人類にゆる しを願 うべきです。そこでは、不

正、人種差別、隔離主義、偏見と他者への不寛容な態度を大目に見てきたので

すから。
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平和を求めて働 くための具体的な提案（r平和への決意』から引用）

1）温かい共感と人道的な配慮をもって、第二次世界大戦によって踏みにじら

れた人々の人権の回復のために努力する。

2）国境を超えた人と人とのネ ットワークの輪を拡大する。

3）アジア ・太平洋地域の人々の自立と、その人々との共生を目的とした援

助 ・協力活動を推進する。

4）神か らいただいたいのち（受胎から死 にいたるまでの）を尊ぶ運動を促進

し、いのちをはぐくむ社会および地球環境の保護に努める。

5）武器輸出の禁止、核廃絶、軍事費の削減等の実現のための活動を展開す

る。

（1995年6月23日 、日本の司教団は、 「核兵器廃絶のアピール」を世界の

すべての司教協議会へ送 った）

6）被差別部落や在日韓国 ・朝鮮人、外国人移住労働者、国内外の少数民族、

女性、障害者等の人権を尊重 し、すべての差別解消のための活動を展開す

る。

7）家庭、教会、学校における、青少年を対象とした平和教育を促進する。

上記のこれ らの努力は、アジアの多数の宗教の信奉者とも対話を しなが らい

っしょに働 くことができる分野です。

さらに、1946年11月3日 に公布 された 「日本国憲法」第9条 の精神を、世界

にアピールしたいと思います。
「第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求 し、

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決す

る手段としては、永久にこれを放棄する。二）前項の目的を達するため、陸海

空軍その他の戦力は、 これを保持 しない。国の交戦権は、これを認めない」。

この考えは、同じ憲法の 「前文」に見いだされる精神 に根差 しているので

す。すなわち、 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、そ

の権威は国民に由来 し、その権力は国民の代表者がこれを行使 し、その福利は

国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原

理に基づくものである」。

さらに第13条 は記 しています。
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
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国民の権利については、公共の福祉に反 しない限り、立法その他の国政の上

で、最大の尊重を必要とする」。

ここには、国家や社会よりも個人への優先的な関心が記されています。 この

基本的な原理は、キ リス ト教的な概念か ら来たものと思います。わたしたちの

最終的な目標は、21世 紀の間に完全な武装解除を実現することでしょう。1963

年に発布 された回勅 「パーチェム ・イ ン・テリス』の第112項 は、そのことに

言及 しています。これはあまりにも非現実的な、また幻想的な理想に見えるか

も知れません。 しかし、キ リス ト教的メッセージは十字架と復活の神学か ら導

き出されるものです。それは積極的な非暴力主義、あるいは非暴力の抵抗で

す。この福音的な価値が、国際的に活用されるべきで しょう。世界の二、三の

国では、日本の憲法と同じく、軍隊の維持と自己防衛のための武器の使用を放

棄 した例があると聞いています。 これ らの国家の存在が、あらゆる紛争の解決

は平和的対話による、という勇気を与えることで しょう。

教会にとって、平和への奉仕ほど福音的な心で力を注ぐ活動はほかにないと

思います。このシノ ドスが、平和のために働 くことを、今日のアジアにおける

福音宣教の中心におくことを期待 しています。 「平和を実現する人々は、幸い

である、その人たちは神の子と呼ばれる」（マタイ5・9）。

（1998年4月21日）

（司教発題第7番 目）

アジアの司牧 ・現実的な成長の過程

押川 壽夫司教（那覇教区）

アジアの司牧現場からの提言

わたしは、 「アジアの司牧 ・現実的な成長の過程」について以下の点を中心

に発言 します。

特に、西洋と東洋（日本）の文化の相違か ら生 じる問題を提起 して、福音宣

教と信徒の司牧のあり方などが整理されないまま、 ローマ（西洋キリス ト教の

枠）に振りまわされている日本の教会の現実について。
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信仰の表現が日本人の心に触れにくい点、すなわち、特に、教会用語、神学

表現、典礼の表現などが日本のものになりきっておらず、カ トリック教会は西

洋の ものという強い印象が残っている現実にっいて。それはなぜなのか。

国際化の時代を迎えるときこそ、各国の独 自性、特に霊性、その風土に培わ

れた人間の内奥で息づいているものと、キリス トの福音との結びっきを明 らか

にしなければならないにもかかわらず、その作業が停滞している点など……。

いちいち典礼の細かい点まで使徒座の許可を待つのではなく、各国の司教団や

教区に任せるような柔軟性を教皇庁に要請することがテーマのね らいです。

西洋化されたアジアの教会

日本の教会が西洋的であることは、一般の日本人が共通 して感 じるところで

す。それはキ リス ト教を非常に精巧な西洋の形そのままで受け入れた事実から

くる仕方ない宿命のようなもので もあると思います。日本のキリス ト教徒は、

西洋文化の中でできあがったキリス ト教をそのまま受け入れたか らです。それ

も、宣教師たちによってもたらされたものを、選択の余地 もなく、何の批判も

なく、無意識のうちに受け入れ、気づいたときにはいっの間にか日本のキ リス

ト教は、信徒個人にもまた共同体にも西洋的形が当然であるかのように、その

姿を表 しています。

しか し、今や、アジアにおける教会はようやく、信徒個人として もまた共同

体として も、各国（地方）の文化に根差 した教会の独自性を求めるような新た

な認識に目覚めっっあります。最近の教皇たちの宣教に関する回勅や司牧的配

慮、また、アジア司教協議会連盟（FABC）の文書や神学論文なども、アジア文化

の豊かさの中で、キリス ト教がアジアの人々の生活に深くかかわる信仰がはぐ

くまれることが、緊急課題の一っだと強調 しています。これは、キ リス ト教の

土着化という難しい課題です。このテーマにっいては、他の司教が取 り上げて

提言 しているので、そちらに任せます。わた しのテーマは、司牧に関すること

だけにしぼり提言 します。

アジアでは、ご存 じのとおり、フィリピンを除いては、キ リス ト教は少数派

で、特に日本はその代表的なものです。なぜ、キ リスト教は日本で育たないの

か、その理由を探るときによく取り上げられるい くっかの背景があります。

キ リス ト教のアジアへの土着と、それに関連 した研究や頻繁な奨励にもかか

わ らず、日本（アジア）における教会を見てみると、キ リス ト者の生活や教会
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の規律、典礼表現、神学上の正統性に関する規範が、西洋教会の規範そのまま

であることに気づきます。そしてアジアの教会は、この規範が地中海文化と、

後には北 ヨーロッパあるいはアメリカの教会と彼 らの文化のなかで何世紀にも

わたって、永い間の相互作用を通 して発展 したことを知っています。

これは、歴史的な事実で、それ自体自然なな りゆきで、また西洋にとっては

悪いことではないで しょう。 しか し、それが東洋の教会のために、そのまま能

動的規範になるとき、具体的に日本のような少数派キリス ト教にとっては、日

常生活の中で信仰を成長させ霊性を深めるよう努力 している司牧の現場では、

残念なことに、宣教 ・司牧の発展にむ しろ大きな障害になっています。

現地の聖職者や海外からの宣教師による福音宣教の労苦と勇気に満ちた努力

にもかかわらず、わたしたちの神学上の言葉づかいや考え、また教会典礼の リ

ズムと構成、カテケジスのプログラムに深 くしみ込んでいる西洋文化などが、

道を求めて来る人々の心に触れることを妨げています。

宣教師たちの中には特に有能で、福音宣教の多大な成果をあげて成功 した例

もありますが、それ も根本的な問題解決を示唆するよりも、む しろ現在のシス

テムには人間的限界がある事を強調 しているにすぎません。

現実的な成長を求めて

現教皇ヨハネ ・パウロニ世 によって宣言され、勧め られた 「現実的成長の過

程の原則」を、教皇庁と、南半球または東洋における教会との関係の上で重要

な基本原則にすべきです。 しかし、この原則はわたしたちが、長い時間をかけ

て学ぶ者に、教会の教義、典礼、規律などを一括 して、こたえ も順序 も前 もっ

てパ ック（包装）して徐々に与えるという意味では決 してありません。

わたしたちの福音宣教は、これまでわたしたちが神学校で学んできた西洋式

の 「上から教授する」やり方で、しば しば小教区の信徒や入信希望者に論理的

な真理をセ ットして伝えてきました。 しか も、教える日本人自身が百パーセ ン

ト西洋のメンタリティーでは理解できないまま、おそらく半分 しか分かってい

ない状態で、司牧 ・宣教の担い手になっているのです。

このような西洋的な教授方法は、東洋人の心に迫るには力に欠け、感情的に

興味を起 こさせることも少なく、有意義で喜びと創造的な行動に向ける決意を

生むこともなく、いのちと心を欠いた抽象概念として、人々に覆いかぶさって

くるのです。
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聖霊がわたしたちを照 らし、かり立てるときに、わたしたちを共同体として

も個人としても、キリス トの背丈にまで成長させて くれる福音の光の中を歩む

人生の旅の気長な過程と、一方では西洋的に固定 した教義 との狭間で、途方 も

ないアンバランスをわたしたちは経験しています。

これは、西洋の教会の一種のプレッシャーです。また、わたしたちがアジア

の独自性の中でキ リス トに出会おうとして、暗中模索 しているときに、使徒座

が西洋的方法論でアジアのこたえを要求するたびに、不賢明でおまけに非人間

的な圧力が地方教会のすべての上に覆いかぶ さってくるのです。

現実的な成長の過程（その1）

現実的な成長の過程とは、何よりもまずわた したちアジアのキ リス ト者が、

キリス ト教信仰が暗示するあらゆる事柄に関 して、キ リス トの中で成長して責

任をとることです。また、わたしたちアジア独自の文化の内外で、また文化を

通 して、わたしたちを取り巻 く社会の痛み、戦い、希望の中で、生涯にわたり

福音の読み重ね と観想を深めてい くことです。

わた したちが福音宣教を行 うときに、アジアの宗教感覚または霊性では、
「道」は神の愛と知恵の中ではぐくまれ深まってきたアジア独自の中心的な、

また、最 も啓発的なイメージの一つです。信仰へのプロセス 「道」を、 しばし

ば用いられるような精神面での単なる 「キリス ト教への導入」としてではな

く、漸進的な信仰の真の旅への手段として採用すべきです。

現実的な成長の過程（その2）

現実的な成長の過程 とは、また、他の教会（西洋の教会、特に教皇庁）が、

アジアの司教たちの指導のもとで行われ、各地域で生まれて くるいろいろな試

みやその過程を尊重 し、励まし、サポー トすることをも意味 します。

今や、わたしたちの世界は、ますます国際化が加速 し、世界的規模での相互

作用が進んでいます。異なった文化 と教会の多様性と独自性を育て、支えるこ

とは今までよりいっそう重要なことです。

今や、わた したちが陥った過去の間違いか ら学ぶ時です。そしてまた、ゆた
かな歴史と文化の素晴 らしい多様性の中で、誠実な心で神を探 し求めている

人々の生活と、心の中に息づいている聖霊の働 きを妨げているいかなる強制 も

あってはな らないことを確認する時でもあります。
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現実的な成長の過程（その3）

最後に、現実的な成長の過程とは、教皇庁 （使徒座）自身 も同様に自らを新

たにし、その役割を再定義することをも意味しています。わたしたちすべての

キリス ト者が、キリス トの充満に向けてともに歩む巡礼の旅路で、使徒座はす

べての教会と新たな対話を重ねなが ら、教会内の問題に対 して、慎重さととも

に柔軟性、信頼と勇気をもってあたることが要望されています。

このことは、真の霊性やアジアの典礼表現、真剣なアジア神学の研究、真の

成長による成熟性を窒息させる画一的で抽象的な規範か ら離れることを意味す

るのです。

同様に、わたしたちも、地方教会に対する聖霊のたまものが、全教会に及ぶ

新 しい宝になるような、新 しい調和を生み出す霊的深まりと、より創造的な働

きに向けて、自らを方向転換 しなければなりません。そのときわた したちの教

会は、キリス ト者 ・非キ リス ト者の別なく、すべての人を、神のいのちの豊か

さにあずかるよう招 くことができるようになるのです。

（1998年4月21日）

（司教発題第9番 目）

諸宗教間の対話の重要性について

白柳 誠一枢機卿 （東京教区）

アジア諸国においては、キ リス ト教が外国のもの、何か異質のものととらえ

られているという共通の現象があります。なぜ、人々はキリス ト教をこのよう

に受け止めているので しょうか。

その主な理由は、キ リス ト教がアジア諸国において、程度の差こそあれ、そ

の地の人々の生活、歴史、苦 しみと喜び、現実と将来への夢を共有することに

欠けていたからではないでしょうか。その地の人々とともに文化に深 く入るこ

とができなかったからではないで しょうか。

このような状況の中で、アジア司教協議会連盟（FABC）が生まれたことを記憶

すべきです。アジア司教協議会連盟（FABC）の方針を一言で表現するなら、 「対
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話」ということに尽 きると思われます。

そこでわたしは、ユダヤ教、キリス ト教、イスラム教、仏教、儒教、 ヒンズ
ー教をはじめ、多 くの宗教がアジアで生まれたことに注目し、アジァおよび世

界における正義と平和の促進のために、これ らの宗教間の対話がきわめて重要

なことを指摘したいと思います。

歴史を省みるとき、宗教が、多 くの争いの原因となったことは事実です。 し

か し対話を通 して相互理解を生み、争いを回避できるだけでなく、平和を妨げ

るものを克服 し、より正義にかない、人間がその尊厳を保ち、高揚できる状況

を作 り出すことに貢献 してきているのも事実です。

過去30年 間、わたしは個人的に、諸宗教の世界的協力機関である 「世界宗教

者平和会議」（1’CRP）に協力 してきました。 この団体は、世界の諸宗教が互いに

固有の信仰を尊重 し合い、平和促進のために協力することを目的として 「対

話」を進める団体です。

近年、ボスニアーヘルツェゴビナの主な宗教の指導者たちが、平和実現のた

めに 「諸宗教評議会」を結成 しました。これにWCRP国 際委員会が大 きくか

かわったことを紹介 したいと思います。

これは、対話が具体的に、分裂のあるところに一致を、暗やみのあるところ

に光をもたらす ことができる一例です。

しかし、行動のための対話が効果的であるためには、種 々の形の対話が必要

であることは言 うまで もありません。神学的（教義にっいての）対話、宗教体

験の対話、生活を通 しての対話などです。このような対話を通 して、宗教は

人々の生活に深くかかわり、人々の深い望みにこたえ、その使命を遂行するこ

とができるのです。

このような理由のため、教皇庁の 「諸宗教対話評議会」は、WCRPと 早 く

か ら親密な関係を持ち、協力を推し進めてきました。

最後に、このシノ ドスに参加しておられる皆さんにWCRPの ような運動を

励まし、支持 して くださることを切に訴える次第です。

（1998年4月21日）
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（司教発題第26番 目）

信 仰の文化 内開花 （lnculturation） と地 方教会

島本 要大司教（長崎教区）

文化内開花の使命

人となられた神の子イエス ・キ リス トは万民の救い主です。その使命の普遍

性にもかかわ らず、キ リス トは 「ナザレのイエス」と呼ばれたほど、ご自分が

属する民の一人となられました。
キ リス トによってもたらされた救いの恵みを、世の終わりまで、すべての民

にもた らすために建てられたキリス トの教会も、それぞれ属する民のものとな

らなければなりません。教会に課せ られたこの 「受肉的働き」を、通常 「イン

カルチュレーション＝文化内開花」と呼んでいます。教会の信仰は単なる教え

ではありません。生活です。 したがって信 じる人、信 じる民の生活スタイル、

すなわち文化的形態をとるのは必然です。

信仰の文化内開花は三つの視点から考えることができるで しょう。
1）福音宣教の手段としての文化内開花。ある宣教師、また一部の神学者は、

他宗教の概念、あるいはイメージを借 りてキリス トの福音 とその秘義を

人々に宣べ伝えようとしています。このような試みは、それ自体、決して

非難すべきではありませんが、長い緻密で批判的研究が求められます。表

面的類似だけでは誤解に導 く危険があるからです。

2）民族文化の福音化 としての文化内開花。福音が宣べ伝えられるすべての民

は、各 々固有の文化をすでに生きています。この民の文化を福音の力によ

って清め、高め、完成する働き、これが信仰の文化内開花の一側面であっ

て、福音宣教の重要な要素の一っをなしています。

3）新 しいキリス ト教的民族文化の創造。キリス トを信 じその教えと模範を生

活の規範として生きているキ リス ト者と民族は、その知性、感性、魂、精

神の所産として、新 しいキ リス ト教的民族文化を創造するようにな りま

す。その分野は神学、典礼、芸術、音楽、建築など多岐にわたるのです。

典礼の文化内開花

アジアは世界の大宗教の発祥の地です。換言すれば、アジアは瞑想、神探
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求、苦行、深い霊性の地です。 このアジア大陸においてキ リス トの教会が、
「救いの普遍的秘跡」であろうと志すならば、まず 「祈る教会」とならなけれ

ばなりません。アジアにおけるカ トリック教会は、その教育活動、社会福祉活

動のゆえに高 く評価されています。 しか し神に導 く宗教 としては、十分に評価

されていません。このことは、教会がこのアジアにおいていまだ 「キリス トの

あかし」となっていないことを物語っています。 「祈る教会」となる努力、す

なわち、霊性を高める努力、これがアジアの教会に課せられた今後の大 きな課

題だと思います。

教会の祈 り、信心業の中で、典礼は特別の位置を占めています。教会、すな

わち、キリス トを信 じる神の民の公的祈りだからです。

ところで、現在アジアで使用されている典礼はヨーロッパの文化圏において

作り上げられたもので、アジアの文化が考慮されているとは言えません。それ

で、典礼の刷新はアジアの教会が今後取 り組んで行かねばならない課題なので

す。キ リス トを信じるアジアの民が、自らの信仰と神に対する熱い思い、賛美

と感謝を、感動の中に表現する典礼の作成にあた らなければなりません。この

ためには、発想 と種々の試みを行 う行動の幅広い自由が地方教会に与えられな

ければなりません。典礼の文化内開花だけでなく、あ らゆる文化内開花の主役

は地方教会だからです。

地方教会のこの主体性は、普遍教会との分離を意味するものでもなければ、

またそのような危険をはらむものでもありません。信仰の文化内開花は、キ リ

ス トの福音と信仰の遺産をもれなく堅持 しなが ら進め られる、教会の信仰の営

みだか らです。地方教会の主体性は、地上におけるキ リス トの教会全体を、文

化的により豊かにする道を開くものです。

「創造主なる神の祝 日」の制定を ！

今日、アジア大陸における自然破壊、環境汚染が 日を追って悪化 していま

す。この危険か ら、すべての生 き物の共同の住まいである地球を救うには、ま

ず、創造主なる神に心を向けるべきではないかと思います。神はこの見えるす
べての世界を創造され、守っておられます。それは神が造 られたものをすべて

愛 しておられるか らです。

それで、教会が 「創造主なる神の祝 日」（仮称）を制定すれば、カ トリック

信者はいうに及ばず、非キ リス ト者も、人類の共同の住まいである地球とそこ
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に生きるすべての ものを眺め、それらすべてのものが神によって造 られ、神に

属するものであること、神がこれ らすべてを人間の支配にゆだね られたことを

思い起 こし、神に対する賛美と感謝をささげるとともに、地球の破壊ではな

く、その正 しい開発のあり方を真剣に考える日、祈りと恵みの日となるのでは

ないかと思う次第です。 （1998年4月21日）

（オブザーバー第4番 目）

家庭と社会における女性の尊厳の尊重

弘田 鎮枝（ベリス ・メルセス宣教修道女会）

このシノ ドスは、21世 紀に向かうアジアの教会の 「新 しいアプローチ、新 し

い神学的表現、新 しい方法論、諸宗教の新しい理解」（r討議要項』第55項 ）

を求めて開かれました。人間としての尊厳に関する女性の目覚めは、過去25年

間を通じ、現代世界における最 も意味深い 「時のしるし」の一っです。教皇 ヨ
ハネ ・パ ウロニ世は使徒的書簡r女 性の尊厳 と使命』で、このテーマが 「近
年、特に重視されるようになりました」（第1項）と言 っています。

女性にかかわる問題について、アジアの教会はどのようにこたえてきたので

しょうか。
・経済構造によってもたらされる 「貧困の女性化」

・特に観光と性産業において女性 と少女を商品として取 り扱 うこと

・家庭内と社会における女性 に対する暴力

・，家庭、社会において女性を従属的な立場に追いやり、女性が平等に扱われ
ないことを文化 と宗教で正当化すること

アジアの教会は、すべての女性と少女の人間としての基本的尊厳 と平等性

が、考え方、態度、行動において尊重されるようにとの要求に対して、どのよ

うにこたえてきたで しょうか。

11986年 東京で開催されたアジア司教協議会連盟（FABC）第4回総会の声明か

ら。
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「世界人口の半数を占める女性を認知 し、その尊厳を返 し、世界と教会に

おいて正当な役割を果たすのを許すことは、単に人間として必要なだけで

なく、福音が命じるところなのです」（『アジアと世界における信徒の召

命と使命一第四回アジア司教協議会連盟総会最終報告一』第二部、三、

3）。

2ア ジア司教協議会連盟（FABC）信徒局が1995年 に開催 した 「女性についての

司教研修会」から。
「人類の半分が非人間的に扱われることによって、人類全体が貧 しくされ

ます」。

31995年 マニラで開催された、アジア司教協議会連盟 （FABC）第6回 総会で

は、女性に対する不正義を根絶 し、正 しいジェンダーの関係をもたらすた

め、教会の責任あるかかわりが、緊急に求められていることを強調してい

ます。
「共同体間の交わりによる大 きな一っの共同体である教会は、その倫理

的、霊的力を用いて人 々の精神構造に回心を もたらし、社会構造を変革

し、アジアの女性が神か ら受けている尊厳を否定するような行為を根絶 し

ない限り、豊かないのちというキ リス ト者 としての未来像を実際に発展さ

せていくことはできません」（「今 日のアジアにおいてキリス トの弟子と

して生 きる一いのちへの奉仕 一」15．2、r紀 元2000年 に向か うアジアの

教会』より）。

4ア ジアの教会は基本的に女性の教会です。教会に積極的に参加する人々の

70％か ら80％が女性であるという国は少なくありません。司牧活動、貧 し

く差別されている人々への奉仕、エキュメニカルな対話、また諸宗教との

対話を通 して正義と平和のために働 くこと、すべての女性、男性、子ども
の尊厳と平等のたあの連帯行動などにおいて、女性の存在と働きは、重要

かっ有意義であると言わなければなりません。

女性の叫びに対 して預言者的にこたえることな しに、アジアにおける教会の

新 しいあ り方を実現していくことは不可能です。教会は 「社会や世界で女性の

尊厳 と自由の確かなしるし」になることを問われています（『アジアと世界に

おける信徒の召命 と使命』第二部、三、6）。教会が女性に対 して犯 した過ち

と、無感覚であったことに対 して、教会としてゆるしを願った教皇ヨハネ ・パ
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ウロニ世にこたえる具体的な表現を見っけなければなりません。 「悔いるここ

ろが、教会全体として福音のビジョンを忠実に生 きる新たな決意となりますよ

うに」（教皇ヨハネ ・パウロニ世 「女性への手紙」3、1995年6月29日 ）。

このシノ ドスが勇気ある一歩を踏み出すために、具体的な提案を します。 こ

れ らの提案はアジア司教協議会連盟（FABC）信徒局主催の 「女性についての司教

研修会」（1995年）の決定に基づいており、またアジア修道女連盟 （AMOR）によ

って支持されています。

1母 なる教会のメンバーは、あわれみと優 しさに基づ く、対等かっ健全な人

間関係、自然との関係を築くため、交わりを創 りだす人 となるよう招かれ

ている。

2神 学校、宣教養成のコースにおいて、女性の経験 と視点に基づいた神学が

教えられること。

3母 なる教会の男性メンバーが、イエスにならい、女性的見方と態度を発見

し、それに成長することはきわめて必要、かつ重要である。それによっ

て、支配の論理が人間と自然を破壊 している社会における彼 らの働きが、

より豊かに人間 らしく、また真にキリス ト的になることができる。

4将 来の司祭は、宣教の働きにおいて女性を対等の仲間、ともにキ リス トに

従 う者として受け入れるよう養成されること。

5洗 礼を受けたすべての人が基本的に平等であることが認め られ、また教会

が女性を対等のパー トナーとして尊重する具体的なしるしとして、下記の

5項目を提案。
・教会のすべての組織に少なくとも30％の女性参加があること

・教会組織で働 くすべての女性 （修道女を含む）に対 して、正 しい給料が

払われること
・女性が神学を勉強するために必要な機会と助けが与え られること

・各教区に、特に女性と子どもに対する人権侵害に取 り組む委員会が設置

され、地域、国、国際的な組織と連携 しなが ら、適切かっ効果的な行動

をとること
・教会で使われる言葉が、常に男性と女性の平等性を表す ものであること

わた したち女性がアジアにおけるイエスの愛 と奉仕の使命に献身するため、
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この旅路の同伴者としてマグニフィカ トのマリアがともに歩んで くださいます

ように。

（1998年4月23日）
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四 会議内容

1さ まざまな発題で繰 り返 し強調された事柄

1）霊性の深化と統合

2）生活、あか し、共生による福音化

3）福音の文化内開花（Inculturation）

a）文化の真剣な分析の必要

b）いのち、価値、霊性に関するアジア的な特色の発展と向上

c）あらゆる事柄にかかわる生きたものとして福音の文化内開花を再定義

d）文化的な変化や現代化に歩調を合わせる

e）福音の文化内開花の領域はすべてに及ぶ

f）固有な案件 ：家庭、補完性（Subsidiarity）、メディァなど

4）地元司教や司教協議会の権限の承認 ：翻訳、奉仕職、養成プログラムなど

5）平和 と和解

6）あらゆるレベルでの対話

a）異なる典礼や組織を持つカ トリック教会間の対話

b）司教たちと諸教区との対話

c）地方教会 と教皇庁との対話

d）教区内の対話 ：司教、司祭、修道者、信徒

e）他のキ リス ト者 との対話

f）他の宗教との対話

7）成長過程の段階性（Graduality）：教会の成長、カテケジスの歩み、諸教会

の多様性

2発 題で扱 われ た主題一覧

1）教会論
一致、交 わ り、 コ ミュニケー ション

協働性（Collegiality）
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成長過程の段階性 ：十分には把握 ・理解されていない。手加減 して述べら

れた

補完性（この言葉を消 し去る。恐れから？）

よりいっそうの自治権（同上）

信徒が行動的 ・積極的に参加する教会（ParticipatoryChurch）

☆欠落 ：開かれた教会のイメージ、預言者としての教会

2）キリス ト論

「救い主イエス ・キ リス ト」司教たちの信仰において問題な し

文化に根差 したキリス ト論の必要。アジアのためのキリス トのイメージ

☆欠落 ：どのようにアジアにおける救いを理解 したらよいのか ？ アジ

ア民衆にとってイエス ・キ リス トの救いとは？

3）福音化

いろいろな教会に関する言及

生活と共生によるあか しの強調

宣教のための霊性と宣教者の霊性

福音化の働き手 ：信徒、女性、青年が強調される

☆欠落 ：広い展望。神の国との関連。イエスとその宣教者としての歩み

4）人間開発（HumanPro咽tion）

多 くの事柄が取り上げられた ：正義、人権、平和、移民、女性、先住民族
など

繰り返された中心的関心 ：世界化（Globalization）、国際債務

貧困と貧しい人 々

特別な活動領域 ：教育、健康、家庭、メディアなど

☆欠落 ：教会における預言者としての次元

5）聖霊

ほとんど発言なし

☆注釈 ：聖霊にっいて語ることは困難。アジアの歴史、文化、宗教にお

ける聖霊の働きに出会う必要。社会、対話における聖霊の働き

を識別する必要。

6）他の宗教 とのかかわ り

対話の強調

国家宗教による違い。特にイスラム教
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対話 と宣言との一筋縄ではいかない論理関係

四種類の対話 ：生活を通 しての対話、社会活動を通 しての対話、宗教体験

を通 しての対話、専門家による神学的な対話

☆欠落 ：他の宗教を豊かにする福音化 ？ 改宗者成長のための司牧的責

任

7）福音の文化内開花（lnculturation）

その地の人々の歩みとして福音の文化内開花を再定義

文化の真剣な分析の必要

アジアの文化的特筆性。特に心身の統合

アジアの霊的伝統。諸価値と諸要素

福音の文化内開花の領域は、すべてに及ぶ

司牧的方針 ：段階性、地方における責任

福音の文化内開花の現代的諸問題 ：メディア、家庭、世界化（Globaliza－

tion）、現代性、多元性

究極の課題 ：十字架は文化によって変わるものではない

☆欠落1現 代性に対する洞察力のある繊細な言及

8）その他

北朝鮮、中国、ラオス、ベ トナム、中央アジア諸国、シベ リア、モ ンゴル

など、これまで表舞台には出てこなかった教会への言及や紹介

中東の諸問題と現実

インドにおける東方典礼の教会（シリア ・マラバール教会やシリア ・マラ

ンカル教会）とラテン教会との関係

9）具体的提案

創造主である神の祝 日制定

アジアにおける高等教育センター

ローマにおけるアジア研究センター

中東の教会連絡組織のアジア司教協議会連盟（FABC）への加盟

3「 最終提言 リス ト」に記載 され ている提言 タイ トル

（1）序文 、 （2）アジアの課 題、 （3）使徒 的勧告へ の ア ジア的 なア プロー チ、

（4）教会 の現 実、 （5）すべて の民族 の救 い主 イエ ス ・キ リス ト、 （6）イエ ス ・

キ リス トの紹介 、 （7）ア ジアにおいて イエス ・キ リス トを紹介 するにあ た って
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の諸 問題 、 （8）イエ ス ・キ リス トを宣言す る喜 び、 （9）イエ ス ・キ リス トにお

ける神体験の強調、（10）救 いの三位一 体的な計画、 （11）創 造 と歴史 における神

の霊、 （12）ア ジアにおいて働 いてお られ る神の霊、 （13）交 わ りと しての教会、

（14）地 方教会の交わ り、（15）交 わ りと しての教区、 （16）小 教 区、 （17）神 のこと

ば、 （18）聖 書 によ る養成、（19）霊 性、 （20）いや しの奉仕職、 （21）教 育、 （22）人

権 ・正義 ・平和の促進、（23）平 和 の建設、 （24）神 学生の養成、 （25）神 学校の教

授 ・スタ ッフの養成、（26）司 祭職 、（27）奉 献生活、 （28）使 徒 的生活 の宣教会 と

その他の宣教組織、（29）信 徒 と福音化、 （30）教 会基礎共 同体、 （31）刷 新運動、

（32）家 庭、 （33）子 どもへの司牧 的配 慮、 （34）青 年、 （35）女 性、 （36）移 民への 司

牧 的配慮、 （37）旅 行者へ の司牧的配 慮、 （38）先 住 民族 ・部族 民、 （39）周 辺 に

追 いや られ た人 々の優 先的選 択 （OptionfortheMarginalised） 、 （40）宣 言

（Proclamation） 、 （41）諸 宗教 間対話、 （42）エ キ ュメニズ ム、 （43）福 音 の文 化

内開花、 （44）人 間開発 と福音化 、（45）社 会的 コ ミュニケ ーシ ョン、 （46）妊 娠中

絶 、（47）環 境問題、 （48）債 務危機 、（49）世 界化 （Globalization） 、 （50）東 方教

会 、 （51）困 難 な状 況 にあ る部分教会 、 （52）中 国にお け る教会、 （53）北 朝鮮 、

（54）ア ジアの聖人 と殉教者、（55）イ ラクへの経済制裁、 （56）新 しい地域 にお け

る諸教会、 （57）エ ルサ レム、（58）感謝 のことば、 （59）お とめ マ リア

＊反対票がなかったのは、（21）教育と（23）平和の建設、棄権が多かったのは、

（50）東方教会と（41）諸宗教間対話に関する提言

（ア ドルフォ ・ニコラス）
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五 閉会のあいさつ

ジュ リアス ・ダルマ トマジャ枢機卿
（イン ドネシア）

敬愛するヨハネ ・パウロニ世教皇様

ともに歩んで くださったアジア特別シノ ドスの司教様、な らびに友好使節、オ

ブザーバー、専門家、その他すべてのシノ ドス参加者の皆様、

1教 皇様が4年前に企画され、1994年11月10日 の使徒的書簡r紀 元2000年 の

到来』で発表された企画、すなわち、第三の千年期の直前に招集された全アジ

アのための代表司教会議（シノ ドス）は、はや閉会の時を迎えようとしていま

す。4月19日 に聖ペ トロ大聖堂で教皇様が主司式された共同司式 ミサをもって

始め られたシノ ドスは、明 日、1998年5月14日 に、同 じようにキ リス トの受

難、死と復活の神秘を記念するミサを もって公式に終わることになります。

2わ たしたちは皆、 この会議に招集されたことを教皇様にあつ く感謝 してい

ます。わたしたちはそれぞれの国における部分教会の責任者として、広大なア

ジアのさまざまな文化圏か ら来ています。わた したち一人ひとりはここで、自

分たちの体験や喜びや苦 しみを分かちあう機会を得ました。それは、アジアに

より深 く根づくための教会のあ り方、および、現代アジアにおける自らの召命

と使命にこたえるための教会のあり方を模索するためでした。これはまた、教

会がアジアの伝統や文化にとって 「外国のもの」とならないように、アジアの

顔を持った教会となるための方法を模索することでもありました。同時にそれ

は、教会が、よい面 も悪い面も合わせてアジアの現実全体をよりよく理解する

ための努力でもありました。こうすることによってわたしたちは、内的にも外

的にも 「いのち、 しか も豊かないのち」を渇望 しているアジアの諸民族に対 し

て、よりよく奉仕できると思います。

3わ たしたちは教皇様への感嘆と尊敬の念をますます深めています。教皇様
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は、わたしたちを導き、 ともに歩み、愛情をこめてわた したちの間にとどま

り、一人ひとりを心に掛けてくださり、ときにほほえましいユーモアも表 して

くださいました。教皇様は第ニバチカン公会議の光に照 らされて、司教たちと

ともに普遍教会を牧するというあり方を、このシノ ドスで具体的に表 してくだ

さいました。また、前任教皇パウロ六世の先見の明に富む働きをさらに前進さ

せ、世界共通のテーマを扱 う通常 シノ ドスだけでな く、世界的な背景の中で各

地方独特のテーマを扱 う大陸別 シノ ドスをも招集されました。この特別シノ ド

スはすでに、1980年 にオランダ、1991年 にヨーロッパ、1994年 にアフリカ、

1995年 にレバ ノン、1997年 にアメリカのために開かれています。そして今回、

わたしたちのアジア特別シノ ドスが開かれたわけです。今年の末にはさらにオ
セアニア特別シノ ドス、1999年 夏の終わ りには第2回 ヨーロッパ特別シノ ドス

の開催が予定されています。これ らすべてのシノ ドスの活動は、確かに地方教

会を強化発展させることで しょう。その参加者たちは、教皇様が実際 「シノ ド
スの教皇」と呼ばれるのにふさわ しい方であることを立証するでしょう。

このアジア特別シノ ドスを招集 してくださった教皇様に感謝するとともに、

シノ ドス事務局の職員の皆様、ならびに、シノドスの準備と実施のために働い

たすべての方々、とりわけわたしたちの兄弟であるヤン ・スコッテ枢機卿様、

ポール ・シャン枢機卿様、 トマス ・メナンパランピル大司教様に心から感謝い

たします。

4約1か 月の間、わたしたちは本当の意味でともに歩む体験を して きまし

た。このシノ ドスの体験によって、今まで面識のなかったアジアの多 くの部分

教会を知ることができました。わたしたちは、ともに過ごし、ともに道を模索

してきたことによって、霊的に刷新されたと感 じています。わたしたちが模索

した道とは、アジアの一っひとつの部分教会が、アジアの人々のさまざまな問

題にこたえようと望むただ一っの教会として、人々のただ中に存在するための

道で した。司教としてわたしたちは、豊かな多様性を持っさまざまな部分教会

か ら集い、また、地区 ・地方レベルでのさまざまな形の共同体か ら集まったこ

とをうれ しく思います。具体的には、東方典礼諸教会 （アルメニア、カルデ

ア、ギ リシア ・メルキタイ、マロン、シリア、シリア ・マラバール、シリア ・

マランカル）の司教団とシノ ドス、アジア司教協議会連盟（FABC）に加盟 してい

る司教協議会、教皇庁直轄の教区（バウカウ、ディリ、マカオ）、使徒座管理
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区（カザフスタンとシベ リア）、宣教地区（キルギスタン、ネパール、 タジキ

スタン、 トルクメニスタン、ウズベキスタン、 ウルガ ・モンゴリァ）などの代

表が集まりました。

近い将来、北朝鮮 と中国大陸の司教様方も、ともに集えるようになることを

祈 っています。 このシノ ドスに中国大陸か ら参加 した司教は香港の司教様だけ

であり、北朝鮮か らは司教、司祭、修道者、どなたも来 られなかったことはま

ことに残念で した。マチアス ・ドゥアン ・イン ・ミン司教様（万県教区）か ら

の電報に、わたしたちは深い感動を覚えました。それによると、90歳 の司教様

は、政治情勢が許 さなかったためにシノ ドスに出席できないとい うことで し

た。将来、イン ・ミン司教様をはじめ、兄弟である北朝鮮と中国大陸の司教様

方とともに集 うことができることを願っています。
このシノ ドスが、わたしたちの教会一致の活動を活性化するものとなるよう

に、また、他の宗教や信条を持つ兄弟姉妹とさらなる一致に向か う歩みを続け

るための新たな熱意を与えてくれるものとなるように祈 ります。

5ア ジアのさまざまな部分教会の司牧活動の報告を聞くことにより、わたし

たちは、アジアの現実に関する意識を養い、理解を深めることができました。

そうした現実の中で、教会はイエスの弟子として、善意の人々とはもちろん、

他の宗教や信条を持っ人 々といっしょに立ち向かわねばならないいくっかの緊

急課題を発見 しま した。数 も多 く、広範 に行われている人工妊娠中絶の状況

や、女性に対するさまざまな形の暴力、たとえば、多くの女性労働者や性産業

で働 く女性たちが被っている暴力に衝撃を受けました。

発展を目指すいろいろなプロジェク トや、国家経済を繁栄させるための計画

がその目的を果たせず、むしろ不平等を生み出 し、生活水準が実際に向上 して

いるのは、国民のごく少数に限られています。その裏で、国民の大部分を貧 し

い生活に追いやり、果ては多 くの人々を社会の周辺に押 しのけています。難民

や移民、自分の土地を追われた人々は言 うまで もなく、とりわけ幾多の先住民

族や土地を追われた諸部族が、まさにそのように扱われています。その上、わ

たしたちはいま、世界経済の世界化（Globalization）とマスメディアによる情

報過多の結果起こってきた、新 しい文化による浸食を体験 しています。物質至

上主義、消費主義、快楽主義的な態度、猛烈な競争社会、貧欲 と利己主義があ

らゆる分野で猛威を振るう現実に、わた したちは飲み込まれてしまっていま
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す。多 くの人が神のみ旨に対 してまったく無関心 となり、また、ある人は逆の

極端に走 り、祈 りや典礼、巡礼の中にのみ善いものを探 し求め、世の中の重要

で意味ある活動か ら身を引いて しまっています。また、自己満足に浸り隣人へ

の関心がうすく、閉鎖された排他的なグループをっ くることで満足している人

たちもいます。 とりわけ危険なことは、政治、宗教、貿易、労働の規範原理と

して、人々が 「適者生存」、あるいは 「人にとって人は狼である」といった態

度をとることです。社会的身分のない人、少数派の宗教に属する人、経済的に

貧 しい人、反政府運動をしている人といった、一つの文化の中で弱い立場にお

かれている人々は、不公平な扱いを受け、果ては自らの権利や尊厳さえも侵さ

れています。神の似姿である人間は、長い間貧 しい状態におかれていると、御

父に愛された者、神の子イエス ・キ リス トに救われた者として成長することが

できないのです。

6ア ジアのあらゆる課題を考察するとき、今回のシノ ドスのテーマはとても

有意義なものでした。 「アジアにおいて教会であること」は、今 日、 「救い主

キリス トが人類をあがなって くださった奉仕と愛をアジアにもたらすことによ

って、キ リストの使命にわたしたちも参与すること」を意味しています。 こう

することにより、アジアの人々は自らの生を十分に生き、 「いのちを受け、 し

か も豊かに受ける」ことがで きるようになります（ヨハネ10・10参照）。わた

したちは、人々を救い、新 しいいのちを与えるキリス トの愛を人々に示 し、実

行に移さなければなりません。イエス ・キ リス トにおける希望と新 しいいのち

を与え、助けを必要としている人々にあ らゆる方法で直接奉仕することに加え

て、経済であれ、政治であれ、文化あるいは行政の分野であれ、いずれにおい

てもその不正な構造を正すよう努力 しなければなりません。 さらに、愛、真

理、誠実、正義に彩 られた新たな 「いのちの文化」を建設するよう努力 しなけ

ればなりません。キリス ト者としての使命の中でこの分野こそ、信徒が重要な

役割を果たす分野なのです。っまりこの分野では、信徒こそが司祭や修道者以

上に、この世界の諸活動の真っただ中で生活 しているのです。信徒に権限を与

え、継続的に養成していくことはわたしたちの義務です。

教義を説明したり、典礼を行 うときなどに、真にアジアの 「顔」を持つ教会

になろうとするならば、他の人々と協力 し合っていかなければなりません。こ

うすることで、キ リス トの使命は余すところな く実現され得るのです。アジア
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の人々にキリス トを知らせるための最 もよい方法は、学問的な概念を通 してよ

りも、む しろ人間的体験を通 してです。 「討議要綱」も述べているように、復

活された主について告げ知 らせるには、深い神体験をし、それによって生き方

が変え られた人の無言のあか しが もっとも効果的で信頼されます（「討議要

綱」47、48参 照）。宣教する者への信頼は、学者であるよりは神の人であるこ

と、簡素であっても深みを生きている人であること、 「開発分野における専門

家よりは霊的な人」であることにかかっています。どうか、司祭、修道者、信

徒が祈りの人として認められ、同時に、積極的なあかし人、働き手 となります

ように ！ これこそ、教会自体の刷新への希望です。

7新 たな千年期をより意義深 く迎えるためには、キリス トに立ち返り、根本

的なキリス トの愛の教えに戻ることが必要であることをわたしたちは理解しま

した。 「使徒言行録』の中に描かれているキ リス ト者の共同体の生き方を、も

う一度取り戻さなければなりません。誠実な愛と相互信頼に土台を置いて、わ

た したちの教会を真に 「諸共同体の交わりによる大きな一っの共同体」にしよ

うではありませんか。真の愛は、キリス トにおいて兄弟姉妹である神の子とし

て、人間の尊厳を擁護することを前提とします。人類を救 うために自分自身を

無にし、神の身でありながら、十字架の死に至るまでへ りくだ られたイエスの

ように、弱者や底辺に生きる人 々をまず第一に心にかけることが真の愛であ

る、ということを強調しなければなりません。

さらに教会の特徴は、ゆるしと善でなければなりません。現代社会において

は、個人の財産を含む自分の所有物は、単に自分のためだけのものではない、

というのが真の愛です。所有することには、すべての人、特に貧 しい人々の幸

せのため、という社会的意義があるか らです。社会の周辺に追いや られた人々

と連帯するということは、苦 しむ隣人の運命に巻き込まれることを承知すると

いう意味です。教会は、キリス トの愛によって高め られたこの連帯を身に帯び

ていなければなりません。

罪は、人間がっくるあ らゆる構造の中に染み込んでおり、文化的 ・経済的 ・

政治的現象となっています。その上、 「今風の生活様式」などといったふるま
いや概念にまで影響を及ぼしています。さまざまな形の社会的罪に抵抗するた

めに、また 「アジアの教会 となる」ために、まず第一に、家庭の中に、そして

地域別 ・職業別の教会基礎共同体の中に、さらに教会全体の中に 「交わり」を
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築かなければなりません。その次には、近隣の人たちや、いろいろな宗教や信

仰を持つ同じ町の人たちといっしょに、同じ精神をもって、 「人間基礎共同

体」をっ くらなければなりません。こうすることにより、 「神と宗教に対 して

無関心な文化」に代わる 「宗教に根差 した文化」を、 「競争と暴力に基づ く文

化」に代わる 「愛の文化」を、 「死の文化」に代わる 「いのちの文化」を建設

することができるでしょう。

8し かしなが ら、 「交わ り」を築 くのはたやすいことではありません。それ

ゆえに、第三の千年期が近づ くにっれ、教会は自らを新たにするため、悔い改

めなければなりません。エルサ レムで最初の公会議を開いた聖ペ トロや聖パウ

ロよりもわたしたちの方が優れているわけではないことは、経験から明らかで

す。意見の対立があるときには、分団会やシノ ドスのセッションの外におい
て、議論を重ねてきました。 しか し何よりもよかったことは、異なる状況にお

かれている人たちの意見や考えに耳を傾け、その中からよいものを探 し出そう

と皆が努力できたことです。いくっかの提案については依然 として意見が対立

しており、投票の際には 「反対票」や 「条件付き賛成票」が見られました。 し

かしわたしたちは、エルサ レム公会議のときに聖ペ トロが最終的な見解を示 し

たように、教皇様がシノ ドス後の 「使徒的勧告」で見解を示 してくださるのを

待っことにします。

このシノドスの会期中、異なる派に属するカ トリック諸教会の間に、教皇庁

各省 と各地方教会との間に、司教と司祭たちとの間に、主任司祭と修道者や信

徒との間に、そして刷新運動と伝統的な流れとの間に、さらなる 「交わ りと一

致」を望む声を耳にしました。わた したちは、それぞれが固有の機能を持つ多

くの部分から成る一っのか らだ、というイメージを使い、異なる霊のたまもの

を持っ人々を一っに集ある努力を した聖パウロの模範に従 うよう招かれていま

す。 「多様性における一致」、 「本質的な事柄については一致、付随的な事柄

については自由、万事に愛徳」という原則を尊重 しつっ、囲いの中にいたさま

ざまな羊を一っに集められた善い牧者イエス ・キ リス トにならい、人々を導い

ていきましょう。

さまざまな神学的見解があるという話 もよ く聞きます。教会の信頼性、刷

新、進歩のために、思慮深 く創造的な神学的考察を生み出す優れた神学者をわ

たしたちは必要としています。見解の相違があるとき、その他の場合と同様、
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愛と相互信頼の精神に基づく対話が必要です。そうすれば違いは分裂を もたら

すのでな く、む しろ成長と刷新への道を提供するで しょう。

9特 にわたしたち司教には、権威を執行する使命があるので、イエスが使徒

たちに勧められたのと同じ奉仕の精神をもって、このシノ ドスを締めくくりた

いと思います。イエスは言 っておられます。 「あなたがたも知 っているよう

に、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るってい

る。 しか し、あなたがたの間では、そうであってはならない。あなたがたの中

で偉 くなりたい者は、皆に仕える者になり、いちばん上になりたい者は、皆の

僕になりなさい。人の子が、仕えられるためではなく仕えるために、また、多

くの人の身代金 として自分のいのちをささげるために来たのと同 じように」

（マタイ20・25－28）。

司教とその任務について、r教 会憲章』の第32項 に引用されている教父のこ
とばは、何と美しいことでしょう。その任務は、イエスが弟子たちに予告 して

おられたように、常に危険をはらんでいます。アジアに建設された教会が、
「交わ り」と兄弟愛のうちに、今後、さらに輝 きを増すように、聖アウグスチ
ヌスの姿勢にならって成長 していきましょう。聖アウグスチヌスはこう言って

います。 「わたしが皆さんにとって何者であるかを考えると恐ろしい思いに駆

られますが、わたしが皆さんとともに何者であるかを考えるとき、わたしは慰

め られます。皆さんにとってわたしは司教ですが、皆さんとともにわたしは同

じキ リス ト者だからです。前者は役職ですが、後者は恵みです。前者は恕難で

すが、後者は救いなのです」（聖アウグスチヌスr説 教』、Sermo340，1：

PL38，1483）o

アジア特別 シノ ドスの閉会にあたり、教会の母マリアのこ保護に身をゆだね

て、聖霊の導 きへの信頼を新たにいたします。シノ ドスからそれぞれの部分教

会に戻 ったとき、キ リス トの名において、新たにされた霊をもって、第三の千

年期に向かって歩み続けるために、教皇様の祝福をお願いいたします。

（1998年5月13日 ）
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六 アジアの教会の信者にあてたメッセージ

キ リス トにおいて愛する兄弟姉妹の皆さん

1第 三の千年期を目前に控え、教皇ヨハネ ・パウロニ世の招きにより、わた

したちアジア特別 シノ ドス（代表司教会議）の参加者は、キ リス ト教諸派の友

好使節や招待客 とともに、1998年4月19日 から5月14日 まで、 ローマに集まり

ました。わたしたちの心は、父である神への深い感謝の うちに、皆さんと一つ

に結ばれています。神は世を愛して、すべての人がいのちを受けるため、 しか

も豊かに受けるために、御子イエスをこの世 にお遣わ しになりました（ヨハネ

10・10参照）。

恵みの時

2ア ジアのあらゆる場所か ら、初めてともに集まったこのシノ ドスは、わた

したちの部分教会（教区）を築 き上げるための土台 となる出来事、貴重な経験

となりました。まず、わたしたちは、聖ペ トロの墓のそばで感謝の祭儀を捧げ

るために、教皇の周りに集まりました。そしてアジアの聖人と殉教者に呼びか

け、アジアのさまざまな言語で歌い、祈り、独自の文化による動作で、主をた

たえま した。また、rr霊 』が（アジアの）諸教会に告 げることを聞 きなさ

い」（黙3・6）、 「あなたの見ていることを巻物に書いて、……七っの教会に送

れ」（黙1・11）という、使徒 ヨハネが神から受けた啓示のことばに耳を傾けま

した。

このシノ ドスには、アジア全域からの参加者と他の大陸の代表者とが集まり

ました。わたしたちは、キ リス トにおいて味わった交わ りの深い意味、司牧的

配慮の誠実な分かち合い、体験 した心からの連帯を、神に感謝 します。また、

ミャンマー、ベ トナム、ラオス、カンボジア、中央アジア、モンゴル、シベ リ

ァなどの代表が参加できたことを、特に感謝 します。今まで、これ らの地域の

人はこのような集まりに参加するのがとても難 しか ったか らです。中国大陸の
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声を届けてくださると期待 していた二人の司教が出席できなかったのはとても

残念でしたが、わたしたちは二人のために祈り、また二人の祈りをありがたく

受けとりました。

使徒たちの時代か ら今日にいたるまで、アジアにおいてなされた数千人の宣

教師による偉大な業のあか しは、わたしたちに深い感謝の思いを呼び起 こしま

した。また特に、アジアの教会をこれまで寛大に援助 してくださったさまざま

な宣教機関、特に教皇庁宣教援助事業をはじめ、その他の教会関係組織に感謝

を表明 します。

多 くの宣教師とアジアの殉教者の英雄的な模範とインスピレーションにも感

謝 します。また多 くの国において、困難な状況の中で教会の使命を担っている

男女修道会にも感謝 します。シノ ドスでは、このような現実にいくたびも言及

されま した。

アジアの人々へのあいさつ

3わ たしたちは、他の宗教的伝統を信じるアジアの兄弟姉妹たちに、尊敬を

もってあいさつします。 ヒンズー教、仏教、ユダヤ教、イスラム教など、アジ

アの偉大な宗教の霊的な価値を喜んで認あます。また、アジアの偉大な哲人の

教えの習慣と実践に見 られる倫理的な価値を評価 します。それは自然徳、祖先

に対する敬度な心を育てるからです。先住民族の信仰、宗教的実践を尊重 しま

す。創造界への尊敬は、彼らが創造主に近 く生きていることを表 しています。

アジアのすべての人 々とともに、わたしたちは互いの豊かさを分かち合い、

違いを尊重 し合う態度のうちに成長 したいと願っています。人々の生活向上の

ために、ともに努力することを決意 します。わた したちにとって信仰は偉大な

宝です。ですから、それぞれの宗教、信仰、自由を十分に尊重 しながら、この

宝をすべての人々と分かち合いたいと思います。

聖霊に耳を傾ける

4毎 日、わたしたちはともに祈 り、わたしたちの中か ら選ばれた人による神

のことばにっいての話に耳を傾けました。全体会議での発題、小グループでの

話 し合い、シノ ドス全体の平和で秩序だった組織を通 して、主の霊が日々わた

したちとともに歩んで くださるのを感 じました。わたしたちの足りなさや失敗

ゆえに、わたしたちがキリス トの救いの業の貧 しい証人 としかなれないこと
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を、霊は気付かせてくださいました。わたしたちは人々に福音を伝えるために

努力するとともに、わたしたち自身 も福音化されなければな らないのです。わ

た したちを見 る人が、御子イエスを通 して神が与えてくださった素晴 らしい富

を、いくらかなりとも感 じることができるように生 きたいと願っています。

第三の千年期の扉を目前にして、聖霊は、アジアの教会にっいてどのような
ビジョンを持っべきかを示 して くださっています。過去においては迫害に遭

い、今も増大する不寛容な状況 に直面している部分教会の代表を通 して、わた

したちは困難な状況にあるキ リス ト者の現実を理解することができま した。

他のキ リス ト教会諸派の友好使節 によってわたしたちは、主が望み祈 られた
一致への渇望の火が新たにされるのを感じました。 これによって、エキュメニ

ズムが緊急課題であることが再確認されました。信徒、修道者、使徒職団体の

代表者と特別ゲス トによって、伝統的、組織的問題を超えた司牧的意識が深め

られました。

教会の使命

5教 会は、聖霊の働きによって、神の国の福音を伝え広める使命を、復活さ

れた主か ら託されています。教会は、 「使徒の教え、相互の交わり、パ ンを裂

くこと、祈ることに熱心であった」（使2・42）初代教会のキ リス ト者たちを模範

としています。

教会の使命は、すべての人がいのちを持つ、 しか も豊かに持つ（ヨハネ10・

10参照）ための使命であるとわたしたちは理解 しています。三位一体に根差す

このいのちは、人類を、罪、悪、死か ら救うたあに遣わされた神の子であるイ
エスによって伝え られ、神のみ旨による尊厳 と一致にわたしたちを導きます。

、わたしたちの生き方の中心は神のことばにあり、わたしたちの霊性は神の こ

とばによって養われなければなりません。聖書は単なる本ではな く、わたした

ちの生活 と世界に対する神の計画を実現するために、日々わたしたちを招 く生

きた神のいのちあることばです。さまざまなことばに正 しく訳されている聖書

のおかげで、人々は 「永遠のいのちのことば」（ヨハネ6・68）に直接触れること

ができます。

すべてのキリス ト者は、キリス トを公に宣言する義務を持 っています。 この

義務を果たすことができるのは、宝を発見 した喜びと、これを分かち合いたい

という望みがあるからです。イエス ・キリス トにおいて、それまで知 られてい
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なか った神、近づき難かった神が、ご自分を現 し、語りかけて くださっていま

す。生きてお られる父である神が、父によって生きているイエスを遣わ してお

られます（ヨハネ6・57参照）。イエスは、このいのちを分かち合 うために、こ

の世に来 られました。これがすべてのいのちの根源であり、永遠に続 くいのち

なのです。

イエスをわた したちの兄弟姉妹に知 らせるために、アジアの文化に調和 した

さまざまな創造的な方法が提案されま した。イエス ・キ リス トについてまだ聞

いたことのないアジアの人々に福音をもたらす人々の、素晴 らしい働きをわた

したちは評価 します。人間イエスにおいて神の愛とゆるしが具現 したと伝える

ことは、アジアにおいて大変有意義であると信 じます。

典礼は、福音化において中心的な役割を果たしています。典礼は、人々が神

に触れ、また、自ら人々に近づく神を体験する出来事です。ここでわたしたち

は、礼拝、観想、沈黙を通 して神にこたえます。ですか ら、典礼には積極的な

参加が必要であり、また動作は荘厳で聖なる何事かが起こっているのだという

ことを伝えるものでなければなりません。典礼の中に地方色豊かな文化を早急

に取り入れる必要を今まで以上に感 じていますが、今日アジアにおいては、ど

こでもその地の人々のことばで典礼が祝われているのは喜ば しいことです。

アジアにおける福音化には、何よりも深い宣教的な霊性が必要です。それ

は、キ リス トに根差 し、共感、調和、離脱の心、無私無欲、貧しい人や苦 しむ

人々との連帯、創造界の尊重などを特に強調する霊性です。特に観想修道生活

のあか し、奉献された修道士 ・修道女の生き方と働 きは、真にイエスの顔を表

すために必要です。

このためには、祈りと深い霊的生活に献身し、神を求める人々を導き同伴す

る司祭や修道者を対象とする養成プログラムが必要です。アジアのキリス ト者

は、単に有能な管理者でな く、熱心な司牧者、霊的指導者を求めています。養

成のプロセスにおいて、養成担当者の模範はきわめて重要な意味を持っていま

す。

わたしたちが福音の文化内開花（lnculturation）の重要性を強調 したのは、

教会が、 「自分が何者であるかということの分か りやすいしるしとなり、宣教

のより効果的な道具」（教皇ヨハネ ・パ ウロニ世回勅r救 い主の使命』52）と

なるためです。

多 くの民族、多 くの宗教、多 くの文化が共存するアジアの状況において、諸
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宗教間の対話は、明らかに必要不可欠なこととなってきています。現代におい

て教会は、何千年もの歴史がある諸宗教 と真剣に出合 うために努力を重ねてい

ます。諸宗教間対話とは、互いに知 り合い、学び合い、愛 し合い、相手によっ

て豊かにされることを望む人々が、互いに相手を尊敬 し、誠実にかかわる出会

いのことです。たとえば レバノンでは、キリス ト者 とムスリムがそのような関

係を築 くために努力 しており、互いの関係のあり方が未来への希望を与えてい

ます。キリス トを信 じる者 にとって、これはキリス トの救いのメッセージを分

かち合いたいという望みをも意味しています。アジアの教会は、アジアの諸文

化との対話、アジアの諸宗教との対話、アジアの民衆、特に貧 しい人 々との対

話という三重の対話をするように招かれています。 このような対話をするため

には、特に養成センターにおいて、対話のための養成をすることがきわめて重

要です。

アジアの司祭、修道者、信徒は、教育分野において素晴らしい奉仕をしてい

ます。わたしたちは、温かいもてな し、素朴さ、聖なる人 々や聖なる場所を大

切にするアジアの文化と伝統を育て、福音の価値基準を広めるために責任をも

って努力 します。教科課程は、批判的な思考を育てるものでなければなりませ

ん。っまり学ぶ者が、社会に働 くさまざまな要素を分析する能力を身にっけ、

人々が搾取されている現実を識別できるように教える必要があります。また、

学校以外の場で行われるインフォーマルな教育にも注目しなければなりませ

ん。わた したちの学校の教育システム、内容、方法、受ける側から見たプラス

面、人間関係のあり方、与え られている価値観、社会への影響などを、時々に

評価する必要があります。

すべての教区では、広報事務局の設置を含めて、社会的コミュニケーション

に関する司牧計画が策定される必要があります。新聞、出版物、テレビ、ラジ

オ、インターネットなど、メディアの建設的な使い方を学ぶためのメディア教

育 も大切です。メディアは、現代のアレオパゴスと呼ばれます。ここでも教会

は預言者としての役割を果たし、声なき者の声となることができます。

創造主である神から宇宙万物を託されたわたしたちは、人間にいのちを与え

る母なる大地と生態系を大切にする義務を持っています。歯止めを失った貧欲

さによって もた らされる環境破壊を、どうにか して止めなければなりません。

そうでなければ、大地 も川 も空気 も汚染され、森林は伐採 され続けるで しょ

う。特に農業において、環境に優 しい持続可能な開発を促進するたあに働かな
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ければなりません。

信徒は、教会の使命において重要な役割を持っています。21世 紀は信徒の時

代だと呼ぶことができるほど、聖霊はこれまで以上に信徒に力を与え、さらに

重要な役割を果たすように招いていることを示す多 くの しるしが見 られます。

これらの しるしとは、福音化への信徒の責任あるかかわり、教会生活における

信徒の積極的な献身、キ リス ト者の小共同体への熱心で活動的な参加などで

す。刷新のプログラム、信仰教育、カ トリック教育事業などは、信徒を宣教者

として養成するための非常に重要な役割を持 っています。社会文化、政治経済

構造の変革に取 り組む信徒を養成するためには、教会の社会教説や倫理教説に
っいての詳細な知識を授与 しなければなりません。

家庭は、アジアにおいて、最も深刻な危険にさらされています。ある国々で

は、人口計画が女児を差別 し、第三世界の貧 しい人々が標的にされています。

伝統的な家庭の価値観は転倒させられ、利己主義、快楽主義、物質至上主義、

貧欲さにすり替え られています。避妊、断種手術、人工妊娠中絶などによって

直接にいのちが脅かされています。人間を歓迎 し、人間を保護するのは家族な
のですから、社会と教会の基礎的な核である家庭を救わなければなりません。

家庭が破壊されれば、社会も破壊されます。家庭とは、キリス ト者の共同体の

中心にある家の教会です。家庭は子どもにとって最初の学校です。子どもが触

れる最初の教科書は、家庭内での人間関係、両親の関係、子どもと親の関係、

他の家族との関係です。

現代における意義ある時のしるしの一っは、女性が自分の尊厳と、男性との

同等性の意識に目覚めたことです。アジアの教会は、女性の尊厳 と自由の信頼

すべきしるしるとなるために、女性の真の尊厳の促進者であるキ リス トの証人
とならなければなりません。これは、女性が、キ リス トの愛と奉仕の使命に男

性と同じレベルで責任を持っ者として積極的に参加するよう促すことによって

可能となります。

若者は、アジアと教会の希望です。急激に変化する社会と、不確かな未来か

ら来る課題に若者が取 り組むことができるように、教会は、若者を対象とする

養成プログラムを積極的に推 し進めることが必要です。若者の心を希望で満た

し、彼 らが福音宣教者となることができるように、何百万 というアジアの若者

に対 してふさわしい配慮をする必要があります。教会 と社会のよりよい未来を

目指 して、すでに取 り組んでいる若者の福音化に向けた力を感謝の うちに評価
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し、その可能性をさらに生かすことを望んでいます。

移住労働者に対 して特別な配慮が必要です。よりよい生活を求めて自分の国

を離れる何百万 もの人々に対 して、彼らの教会の伝統にふ さわしい司牧的配慮

が特に求め られています。その移住労働者がキリス ト者であるならば、受け入

れ国の中において も、彼 らが福音宣教者 となることがで きるような養成が求め

られます。

ほかに、難民に対する特別な配慮 も必要です。アジアには、自分の国を離

れ、あらゆる援助を必要としている何百万 もの人がいるか らです。

正義と平和へのアピール

6暴 力、内紛、緊張関係、国と国との間の争いなどのために、人々が苦 しみ

を酎え忍ばざるを得ないアジアの国々の現状について、わたしたちは深 く憂慮

します。
エルサ レムの問題 もあります。エルサレムはキリス ト教の中心であるばかり

か、ユダヤ教、キ リス ト教、イスラム教の三つの一神教 にとって聖なる都で

す。わたしたちはこの聖なる都の独自性 と神聖さが守 られるように、可能なか

ぎりの努力がなされるよう関係者に訴えます。

イラクの人々の苦 しみ、特に女性 と子 どもたちの苦 しみに思いを馳せ、この

国に対する経済制裁を解 くための手だてが とられることを強 く要求 します。

アジア各地で、基本的人権と自由を要求する正当な訴えを無視する政府のも

とで、多 くの人々が苦 しんでいます。民族 自決権と自立を求めて闘 っている

人々もいます。

武器産業の開発と広がりの危険性に対 して、よりいっそうの意識化をはかる

必要があります。武器に頼る傾向は、正義 と民主主義を要求する人々を抑圧す

る方向に働 くか らです。

世界化（Globalization）にはプラス面 もありますが、わた したちはその害の

方が心配です。わたしたちは第一世界の部分教会が、アジアの貧 しい人々と連

帯 し、自分の国の政府や世界銀行、IMF（ 国際通貨基金）、WTO（ 世界貿易

機関）などに対 して、アジアの貧 しい人々の代弁者となるよう呼びかけます。

こうすることにより、教皇ヨハネ ・パウロニ世が今年の世界平和の 日のメッセ
ージで言われたように 「連帯における世界化、疎外することのない世界化」を

実現することができます。
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紀元2000年 の大聖年には、第三世界の対外債務の再交渉が行われ、その重荷

が取 り除かれることを強く要求 します。

希望の理由

7わ たしたちの最大の希望は、 「安心 しなさい、わた しだ。恐れることはな

い」（マタイ14・27）、 「わたしは既に世に勝っている」（ヨハネ16・33）と言われた

イエス ・キ リス トにあります。

どんなに困難な時にも快活さを失わない民衆の宗教心 も、わた したちの希望

の一つです。

人類発展の過程において、よりいっそう重要な役割を果たすように招かれて
いる人々の中に、教会はすでに存在 しています。フィリピンを例外として、キ

リス ト者はどこでもマイノリティであり、場所によっては非常に小さな少数派

です。けれども、アジアの部分教会は生命力に溢れ、中には素晴らしく躍動的

な教会 もあります。

ほとんどどこで も司祭職や修道生活への召命が多 くありますが、アジアの多

くの国では、キリス ト者としての自らの責任を十分に意識 している多 くの信徒

の存在が、喜びを もたらしています。彼 らは、さまざまな方法で教会の活動に

積極的に参加 しています。さらにキ リス トの忠実な証人となり、神の国のため

に貢献する義務をはっきりと意識している信徒 も少なくありません。

教会が根をおろした場所ではどこででも、教会は人々に奉仕 し、その奉仕は

高 く評価されています。教会の事業の中には最 も貧 しい人々を直接の対象とし

ていないところもありますが、教会の事業が最 も助けを必要としている人々を

真に助けるものとなるように、絶え間ない努力が払われている事実は大変うれ

しいことです。同時に、最も抑圧されている人々とともに生 きるためにためら

うことな く事業を離れ、彼らの権利を擁護するためにともに闘っている人々の
いることも喜ば しいことです。

ですから、信頼 しようではありませんか。主の霊は確かにアジアにおいて働

かれ、教会はアジアで活躍 しています。キ リス トとともに、わたしたちは既に

死に勝 っています。キリス トとともに、わたしたちは既に復活 しています。

過去に成 し遂げたことについて自己満足することなく、教皇パウロ六世のこ

とばに従い、心の中に光を保ち続けましょう。 「たとえ涙のうちに種をまかな

ければならないときでも、甘美さと慰めに満ちた福音化の喜びを保ちま しょ
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う。わたしたちのこの喜びが……だれ も、何も消すことので きない、内的な熱

情 と喜びと同じものでありますように。……現代世界は、ときには苦悩のうち

に、ときには希望のうちによき知 らせを求めています。願わ くは、現代の人々

が、悲しみに沈んだ元気のない福音宣教者、忍耐を欠き不安に駆 られている福

音宣教者からではなく、すでにキリス トの喜びを受け取 り、その熱意によって

生活があかあかと輝いている福音宣教者、神の国がのべ伝え られ、教会が世界

のただなかに建設されるために喜んでいのちをささげる福音宣教者か ら福音を

受け取 りますように」（教皇パウロ六世使徒的勧告 「福音宣教」80： 日本カ ト

リック宣教研究所訳）。

このメッセージでは、 シノ ドスで取 り上げ られた論点のほんの一部だけに言

及 したにすぎません。 このほかにも数多 くの事柄が扱われましたが、それ らは

提案として教皇に渡されましたので、いずれシノ ドス後の 「使徒的勧告」の形

で発表されることでしょう。

後の祈 り

8ミ サによって始まったシノドスは、また ミサで締め くくられました。聖別

のことばによってパンとぶ どう酒はキリス トの体と血となり、集まった共同体

はキリス トにおける 「一つの体、一っの霊」となりました。イエスとのこの出

会いは、アジア全土に広まって行かなければなりません。これはっねに、わた

したちとともにいて くださる聖霊の働きです。聖霊によってキリス トをその胎

内に宿されたマリアにお願いしましょう。マリアの取 り次ぎによって教会が、

ますます奉仕する教会となり、アジアの人々が 「いのちを受けるため、 しか も

豊かに受けるため」（ヨハネ10・10）に、神の子であるイエスにな らって、愛

と奉仕の使命を果たし続けることができますように。

1998年5月14日

アジア特別シノ ドス参加者一同

＊聖書の引用は原則として日本聖書協会r聖 書 新共同訳』（1996年版 ）を使用 しま
した。ただし、漢字 ・仮名の表記は本文に合わせたことをお断りいたします。
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