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1． は じ め に

1． は じめ に

世界代表司教 会議 （SynodusEpiscoporum＝ シノ ドス）第ll回 通常総会
が、2005年10月2日 か ら23日 まで、ローマで開催 されました。世界代表司教

会議第11回 通常総会のテーマは 「聖体 教会生活 と宣教の源泉 と頂点」で
す。
今回の シノ ドスには、2004年2月 の2003年 度臨時司教総会で日本代表 とし

て選出 された、横浜教 区の梅村 昌弘司教が参加 しました。

世界代表司教会議 （シノ ドス） とは
「シノ ドス」とは、もともと 「ともに歩む」という意味のギリシア語で、一

定時 に会合す る司教 たちの集会のことです。教皇 と司教 たちとの関係 を深
め、信仰および倫理の擁護 と向上、規律の遵守 と強化のための助言をもって

教皇を補佐 します。 また、世界における教会の活動 に関する諸問題を研究 し
ます。
世界代表司教会議は、教皇パ ウロ六世が 自発教令 『アポス トリカ ・ソリチ

トゥー ド』 （1965年9月15日 ）によって設置 したものです。 『カ トリック新教
会法，典』では、342条 ～348条 に世界代表司教会議 に関する規定が述べ られて
い ます。2005年 は世界代表司教会議設置40周 年にあた りますので、今回の世

界代表司教会議では、このことを記念する全体会議が行われ ました。
世界代表司教会議 は、提起 された問題を討議 し、教皇 に意見を具 申しま

すが、決定機関ではあ りません。会議に関す る権限は、すべて教皇 にあ り
ます。会議の招集、代議員の指名 ・任命、会議要綱の決定、会議の主宰、閉
会、延期、解散 などは教皇の権限で行われます。
世界代表司教会議 には、通常総会 と臨時総会があ ります。特定地域 または

複数の地域 に直接に関連す る問題を取 り扱 う特別会議が開催されることもあ
ります。通常 シノ ドスは1967年 の第1回 か らほぼ2～4年 ごとに開かれてい
ます。臨時 シノ ドスは1969年 と85年 に、地域別の特別シノ ドスは1980年 のオ

ランダ特別 シノ ドス以来8回 行 われました。

「提題解説」と、日本司教団の回答作成
世界代表司教会議が開催される前に、教皇庁シノ ドス事務総局は、準備文
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書 を各国司教協議会にあ らか じめ送付 します。 この準備文書は 「提題解説」
（Lineamenta） と呼ばれます。
シノ ドス事務総局 は、今回の世界代表司教会議のための 「提題解説」 を

2004年2月25日 付で各国司教協議会に送 り、同年12月 末 までに、 シノドス事

務総局宛、「提題解説」末尾の質問事項に対する 「回答」を送 るよう指示 し
ま した。

日本 カ トリック司教協議会 はこの 「提題解説」 を全訳 し、全司教 に配布
しました。全司教は2004年6月 に開催 された2004年 度定例司教総会において
協議 を行い、同司教総会で出された意見 を元 に、「提題解説」に対する公式
回答を作成することを決議 しました。司教総会の後、司教協議会は 「提題解

説」の全訳 をカ トリック中央協議会ホームページに掲載するとともに、各教
区 ・修道会に配布 し、各教区 ・修道会の意見 も聴取 して、回答を作成 しまし
た。貴重なご意見 を寄せて くだ さった、6教 区、41修 道会の皆様 に心 より感

謝いた します。 回答は2005年1月 にシノ ドス事務総局に送付 されました。

総会開催 まで
その後、教皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ世が2005年4月2日 に逝去 し、4月19日

に、新教皇 として教皇ベネデ ィク ト十六世が選出されま した。教皇ベ ネディ
ク ト十六世 は、5月12日 、世界代表司教会議総会を予定 どお り、 ローマで開
催することを確認 しました。会期 は、10月2日 か ら23日 とされ ました。すで
に発表 されていた予定会期は29日 までで したので、6日 間短 くなったことに
な ります。

同時 に教皇ベネデ ィク ト十六世 は、世界代表司教会議の議長代理3名 、総
書記1名 、特別秘書1名 を任命 しました。
世界代表司教会議の議長は教皇が務め ますが、実際の司会 は議長代理が

交互に行います。総書記は、分団会 ・全体会議で議論す るために、参加者か
ら指摘 された議題 をまとめて報告 します。 また、総書記 と特別秘書は、シノ

ドス参加司教の提言をまとめて、教皇に提 出します。これ らの提言を踏 まえ
て、教皇は シノ ドス後の使徒的勧告 を発表 します。
次いで、 シノ ドス事務総局 は、各国の司教協議会の 「回答」 に基づ き、

2005年7月7日 、「討議要綱」 （lnstrumentumLaboris） を発表 しました。
この 「討議要綱」が、シノ ドス会期中に議論の材料 として用い られ ました。
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2． 世界代表司教会議 （シノドス）に参加して

2． 世界代表司教会議 （シノ ドス） に参加 して

梅村 昌弘 司教
第11回 シノ ドスと大聖年
日本の教会の代表 に選出 され準備を進め る中で、今 回の シノ ドスは どの

ような位置づけが なされているのか を考 えてみ ました。 これ までの シノ ド
スはキ リス ト降誕2000年 を祝 う大聖年の準備 に充て られてきました。準備 と

してアフリカ、アメリカ、アジア、 オセアニア、ヨーロッパの大陸別の特別
シノドスも開催されました。第7回 か ら第10回 までの通常 シノドスでは、教

会の構成員である信徒、司祭、修道者、司教、それぞれの固有の召命と使命
についての考察がなされています。会議後その都度、使徒的勧告 というかた
ちで教皇文書が発表され、『信徒 の召命 と使命』、 『現代の司祭養成』、 『奉献
生活』、 『神の民の牧者』の表題で邦訳されています。 ところで、信徒につい
て取 り扱われた1987年 開催の第7回 通常 シノ ドスの2年 前、1985年 には第2

回臨時 シノ ドスが開催 され、「第ニバチカ ン公会議の再確認」が行われま し
た。その際、 「交わ りとしての教会論は、公会議の諸文書にみ られ る中心的
かつ基本的な概念です」 という重要 な指摘がなされています。教皇 ヨハネ ・
パウロニ世のさまざまな文書で繰 り返 されてい ますが、使徒的勧 告 『信徒

の召命 と使命』 （19項）で もその指摘が引用 されてお り、 シノ ドスで論議 さ
れた信徒、司祭、修道者、司教の召命 と使命はすべて、「交わ りとしての教

会」 という教会理解 をもって論 じられていることがわか ります。
教 会の交わ り （コムニオ、 コイノニア）の源泉 は、聖体 （エ ウカ リスチ
ア）にあ ります。教皇 ヨハ ネ ・パウロニ世 は就任以来、聖木曜 日を聖体の日
お よび司祭職制定の 日として全世界の司祭に書簡 を送 り続けてきましたが、
2003年 には 『司祭への手紙』 に代えて全教会の信者に宛てた回勅 として 『教

会にいのちを与える聖体』 を発表 しました。 この回勅の中で 「教会は、キリ
ス トのからだと交わることによって、よ りいっそう深 く 『キ リス トにおける
いわば秘跡、すなわち神 との親密な交わ りと全 人類の一致の しる し、道具』

となってい きます」 （24項） と述べています。「教会 は」 とは、すなわち、
わた したち 「信徒、司祭、修道者、司教は」 ということです。 さらに教皇は
2004年10月 にメキシコで開催された国際聖体大会か ら今回のシノ ドスの閉会

までを 「聖体の年」 とし、使徒的書簡 『主 よ、一緒にお泊 まりください』 を
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著 しました。 この書簡では使徒的書簡 『紀元2000年 の到来』 （1994年）に書
かれていた 「紀元2000年 は、まことに聖体 を中心 と した もの になるで しょ
う。二 千年前、マ リアの胎内で人 となった救い主は、聖体の秘跡 において、
神のいのちの源 として、人類 に自らのいのちをささげ続けてい ます」 という
ことばが引用 されてい ます。聖体 と大聖年 との関係 は、聖体の年の開幕 ミサ

での教皇メ ッセー ジで も言及されているメキ シコでの国際聖体大会のテーマ

「聖体は新 しい千年期の光でありいのちです」に端的に表 されてい ます。
今回の聖体 をテーマ とした シノ ドスは、キ リス ト降誕2000年 を祝 う大聖

年 をもって始まった新 しい千年期の準備の総決算、総括 であると理解す る
ことがで きます。前教皇には大 きな構想、ヴィジ ョンがあ り、その中で今回
のシノ ドス も位置づけられていたわけですが、自分自身も含め、どれほ どの

人が、そのことを踏まえてシノ ドスに参加 していたのかと内省 して しまいま

す。 シノ ドスを前に しての教皇の死は、聖体における信仰の神秘を体現 して
いるようで もあ ります。20世 紀か ら21世紀へ、さらに二千年期か ら第三の千

年期への橋渡 しをした偉大な教皇であった と今さらの ように感慨深 く思いま
す。 自ら語っているように教皇は 「第三千年期の初めにあたって……教会が

新 たな福音宣教への情熱をもって歴史の海の沖へ こぎ出す ことを求めたので
す」 （『教会にいのちを与える聖体』6項 ）。

世界代表司教会議 （シノ ドス）の実際
回勅 『教会にいのちを与える聖体』 （2003年）の ようにシノ ドス開催前 に

シノ ドスのテーマとまった く同 じ内容の教皇文書が発表されるというような

例は今 まであ りませんで した。 シノ ドス後に使徒的勧告 として発表 され るの
が常で した。 シノ ドスの閉会時に教皇宛になされた50に 及ぶ提言は、今後 ど
のようなかたちで活かされるのか注目され ます。

「提題解説」の序文に今 回の シノ ドスの 目的が明記 されていました。すな
わち 「教義 をどう提示す るかにつ いて助言 を求めるためではない。…… さ

まざまな活動全般における、聖体の必要性 と司牧的意味について考察 してほ
しい」 ということでした。各国の司教協議会に送付 されたこの 「提題解説」
に対 し、 日本の教会 も各教 区、修道会、宣教会の意見を幅広 く聴取 し、「聖

体の必要性 と司牧的意味」 についての考察を深めるよう努めなが ら、 シノ
ドス事務局への公式回答書を作成 しま した。シノ ドス事務局は、公式回答 を
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2． 世界代表司教会議 （シノドス）に参加して

踏まえ、 さらに 「討議要綱」を作成するのですが、司牧的観点から 「討議要
綱」を見る限 り、各国の司教協議会か ら寄せ られた意見が どれほど反映され
ているのか疑問に感 じました。 さらに会議その もの も司牧的だったのか とい

うとかならず しもそうではあ りません。特 に言語別グループによる分科会 に
おいて、教皇庁の各省の長官、各評議会の議長等が、各地方教会の司牧の現

場 を知る司教の発言を制するようなかたちで意見する姿が 目立っていたか ら
です。忌揮のないところ、意見する、教えるのではなく、 もっと聴いてほし
い、学んでほしい とい う気持 ちが今 までに もまして大 きくな りました。

しか し一方で、新教皇ベネデ ィク ト十六世の発意により、自由討議の時間
が設け られたり、教皇への提言が公表されるようになったりと新 しい試み も

あ り、今後の変革に期待が もてそうな雰囲気 も感 じました。その他、役職者
の選出や提言の賛否など、従来は手書 き集計だった ものが機械化 され即座に
スクリー ンに結果が映 し出 されるシステムが導入 され、会議の合理化が図 ら

れていました。

世界代表司教会議は今回の シノ ドスで創設40周 年 を迎え、会期 中にシノ
ドスの歴史に関する講演等の記念行事 もあ りました。1965年9月14日 、教
皇パウロ六世は、第ニバチカン公会議の最終の会期 を開催す る演説の中で世

界代表司教会議の創設を宣言 し、翌9月15日 には 自発教令 『アポス トリカ ・
ソリチ トゥー ド』 を公布 しました。続いて10月28日 には公会議 自体 によっ
て 『教会における司教の司牧任務 に関する教令』が発布 され、教令はその第
一章 「司教 と全教会との関係」の中で前述の 自発教令な らびに司教の全教会

への配慮を述べ る 『教会憲章』23項 に基づ きなが ら世界代表司教会議に言及

しています。 自発教令は世界代表司教会議の一般的な目的 として、①教皇 と
全世界の司教 との緊密な一致 と協力、②教会の内面的生活に関する問題や状

況に関す る、そ して、現代世界における教会活動に関す る直接的で正確 な情
報を得るよう努めること、③少な くとも教義の本質的な点に関 し、また教会
生活 における規律 に関し、意見の一致を諮ること、を挙 げています。 また、

特別な目的 としては、①適切 な情報交換 をすること、②会議 を開催 しなけれ
ばな らない問題についての意見 を表明することとしています。現行の教会法

典 も主にこの自発教令に基づいています。世界代表司教会議を扱 う冒頭の条
文において 「助言 をもってローマ教皇を補佐する」 と述べ られていますが、
もとより大切 なのは、 この会議が 「ローマ教皇 と司教間の緊密な関係 を助長
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する」 とい う司教の団体的一致を表す効果的 なしるしであ り、司教の団体性
の原理の中に位置づけられているという点です。 しかし、全世界の教会への

配慮のため （『教会憲章』23項 ）、位階的交わ りの中で、教 え、治める任務を
よりよ く遂行するためには （『教会憲章』21項 ）、 より実効性 のある一機関で

あるべ きではないか と多 くの司教が考 えてい るようです。決議機関ではな く
たんなる諮問機関にす ぎないシノドスにどの程度の期待が もて るのかが疑問
です。 この点に関 して、シノ ドスにおいて、今後、少な くとも50周 年を機
に、世界代表司教会議その ものの見直 しが必要 なのではないか と考 えます。
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3． 開催概 要

3． 開催 概 要

世界代表司教会議第11回 通常総会は10月2日 午前9時30分 （日本時間
午後4時30分 ）か らサ ンピエ トロ大聖堂で行われた、教皇ベ ネディク ト
十六世司式の開会 ミサをもって始ま りました。

世界代表司教会議開催に先立 って、シノ ドス事務総局のニコラ ・エテ
ロヴィッチ事務局長は、10月1日 、今回のシノ ドスについて、次の発表

を行 いました。

世界代表司教会議第11回 通常総会が10月2日 （日）か ら始ま ります。総会
のテーマは 「聖体一 教会生活 と宣教の源泉 と頂点」です。世界代表司教会

議は ミサで始ま ります。 ミサは教皇ベネデ ィク ト十六世が司式 し、350名 の
シノ ドス参加司教 と他のシノドス総会参加者が共同司式 します。聖体をテー
マ とす るシノ ドスが感謝の祭儀を もって開始す るのは意義深いことです。 シ
ノ ドス参加司教 は、カ トリック教会の司教職の中から選ばれ ました。それゆ

えシノ ドス参加司教は、全世界の神の民か ら選ばれた人 々です。 この シノ ド
ス参加司教 たちは、開会 ミサを行うことを通 じて、天にお られる父である神

をたたえ、聖霊の恵み と、主イエス ・キリス トのたまものを祈 り求めます。

復活 した主は、ご自分の民のただ中に、 とりわけ聖体の秘跡の うちにお られ
るからです。 このような信仰 と希望 と聖体に生か された愛のうちに、シノ ド
スは進め られます。

世界代表司教会議i第11回総会は、世界代表司教会議設置40周 年 を記念 して
開催 されます。世界代表司教会議は、1965年9月15日 、神の しもべ、教皇パ
ウロ六世の自発教令 『アポス トリカ ・ソリチ トゥー ド』 によって定め られま
した。 したがって、今回の世界代表司教会議の中で、この重要な教会の出来

事 を記念す る行事が行われることは、当然です。第ニバチカン公会議の実 り
豊かな成果の一つである世界代表司教会議 は、過去40年 の間に、司教の団体
性 を行使 し、教会の交わ りを深めるための、適切 な手段 となって きました。
世界代表司教会議の性格 と目的は、使徒的書簡 『アポス トリカ ・ソリチ
トゥー ド』 に明確 に示 されています。その後、同書簡で述べ られた性格 は、

教会法の342－348条 に明文化 され ました。世界代表司教会議の 目的は、司教
どうしの互いの交わ りと、ローマ司教である教皇 との交わ りの きずなを強め
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ることです。次のことを言い添えて もよいと思い ます。すなわち、これに加

えて、世界代表司教会議の もう一・つの 目的は、公会議 とともに、 ローマ教皇
が、教会規律 を守 り、強めるために、信仰 と掟を守 り、強化するのを助 ける
ことです。 さらに、世界代表司教会議の任務は、世界の教会活動に関す る諸

問題 を研究 し、教会の宣教活動 に特別な関心 を払 うことでもあ ります。
世界代表司教会議は、40年 前の設置以来、信者の共同体の生活にとって決

定的に重大な問題 に関して、カ トリック教会が世界代表司教会議で議論する
姿勢を深めて きま した。こうした重大な問題のほとんどが、個 々の世界代表
司教会議総会のテーマ として取 り上げ られて きたか らです。 こうした検討 に
おいて、世界代表司教会議事務総局の通常 ・臨時 ・特別評議会は、司教団の
頭であ り、世界代表司教会議の議長でもある教皇 との密接なつなが りの うち
に、多 くの準備会議や シノ ドス後の実施のための会議を開催することによっ
て、特別な機能 を果た して きました。団体的性格に基づ く、 こうした司教会

議の特 別な性格は、20の 総会 を通 じて示 されて きました。 この うち通常総
会は10回 、 臨時総会は2回 、特別総会は8回 開催 され ました。第ll回 通常
総会の開催により、世界代表司教会議総会の開催数は21回 にな ります。 これ
は、過去40年 に世界代表司教会議が19か 月に1回 開催 されたことを意味 しま

す。

今回の世界代表司教会議に関するデータ
今回の世界代表司教会議 には、118か 国か ら256名 （注 ：招聰 されたが、中

国政府が許可 しなかったために参加で きなかった、中国の司教4名 を含む）
のシノ ドス参加司教が出席 します。 これはシノ ドス総会参加者数として過去

最高の人数です。たとえば、2001年 の世界代表司教会議 に出席 した シノ ドス
参加司教は247名 で した。
256名 の シノ ドス参加司教の うち、177名 は司教協議会か ら選出 された司

教、39名 は職務上の出席、40名 は教皇の任命による出席です。また、枢機卿
は55名 、総大司教8名 、大司教82名 、司教123名 、司教慨議会会長36名 、修道

者12名 です。
シノ ドス参加司教はすべての大陸か ら参加 しています。内訳は、アフリカ

から50名 、アメリカか ら59名 、アジアか ら44名 、 ヨーロッパか ら95名 、オセ
ァニアか ら8名です。
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3． 開催 概要

五大陸か ら32名 の専門家、27名 のオブザーバーが参加 します。シノ ドスの
議事進行のために大 きな貢献をするのは、アシスタン トと6か 国語の通訳で

す。通訳はラテ ン語、 イタリア語、 フランス語、 スペイン語、英語 と ドイツ
語で行 われ ます。
カ トリック教会以外の12の 教会 ・教会共同体 の代表者がシノ ドスに招待 さ

れました。そのうち10の 教会 ・教会共同体が代表派遣 を表明 しています。 カ
トリック教会以外の代表は会議に参加 し、発言できますが、投票権はあ りま
せん。投票権は256名 の シノ ドス参加司教のみに与え られています。

今回のシノ ドスに新 しく導入された点
今回の総会では、23の 全体会議 と7の 分団会が予定されています。
教皇ベ ネデ ィク ト十六世は、 シノドスの進行 のためのい くつかの新 しいや
り方 を導入することを進んで承認 しました。それは、シノ ドスの会議が、よ
り活発で、積極的な参加 を促 し、 したがって団体的なものとなることをめざ
しています。
シノ ドスの会期が4週 間でな く3週 間とな り、参加者数が多いことを考慮

して、シノ ドス参加司教の発表は8分 か ら6分 に短縮 され、作業 グループに
よる分団会の数 も少な くしなければなりませんで した。
シノ ドス参加司教の発表は、「討議要綱」の4つ の部分に従 って行 うよう

求め られ ます。 この指示は 『世界代表司教会議規定』にすでに示 されている
ものですが、検討作業に集中 しやす くすることを目的 としています。 この検
討作業のために、毎 日、全体会議の終 わりに、午後6時 か ら7時 まで、 シノ
ドス会議場において、 自由討議の特別な時間が設け られます。
会議への積極的な参加 を促すために、 シノ ドス参加司教は8名 の メッセー
ジ委員会の委員を選びます。メッセージは、全体会議で承認 された後、会議
の終わ りに発表されます。 このほか に4名 の委員 を教皇が任命 します。

事務的 な理由で、それほ ど重要でない議案の議決のために、電子投票が
「試験 的に」行わ勺 ます。
シノ ドス会議場 も改良 されました。特に照明、空調、ビデオ投影装置が改

良 されてい ます。
これ らの方法上の改善は、世界代 表司教会議の歴 史上、画期的 なもので

す。実際、過去40年 間、シノ ドスの議事進行の方法には さまざまな改善が行
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われて きました。それは、司教の団体性 を深め、教皇が、普遍教会の善益に

奉仕す る、ペ トロの首位者 としての役割を果たす上で、有効な助言を与える
ためで した。

今回の世界代表司教会議は、何百万の信者が熱心 な祈 りを もって敬慶に
参加す る中で行われる点で、かつてないものだ と思われます。信者 たちは、
聖体の年を通 じて、感謝の祭儀の中ですで に出会った主 をあ らためて見い
だす恵みを、主に祈 り求めています。感謝の祭儀は、主 イエスの受難 と死 と

復活の記念であ り、主のいけにえの再現であ り、個人 として、 また共同体 と
うたti

して、終わ りの 日のいけにえの小羊の宴にあずかることです。 こうした敬慶
な期待 と参加 に基づいて、わたしたちは、教会が ともにささげる祈 りを三位
一体の神が受け入れて くださることを希望できます。また、 シノドス参加司
教 たちは、福音を告げ知 らせ るための新たな刺激を与 えて くれることで しょ
う。福音は、現代人に とって もよい知 らせです。そ して、新 しい福音宣教
は、聖体の神秘 を中心 として行われます。なぜな ら、聖体の神秘は、信仰、
希望、愛の生活 を復活させて くれるか らです。こうして、聖霊の導 きに促 さ
れた信者は、愛の創造性 を、人間の福利向上のための多 くの活動へ と適切な
かたちで具体化 してい くことがで きるのです。
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4， 世界代表司教会議第11回 通常総会のための祈り

4． 世界代表司教会議第11回 通常総会の ための祈 り

世界代表司教会議第11回 通常総会のための祈 りが、シノ ドス事務総局
か ら発表されました。以下はその全訳です。原文はラテン語ですが、翻

訳は教皇庁の公式の英語訳を底本 としました。

シノ ドスの成功を願 う祈 り

主 イエス ・キ リス ト。父 はわた したちに、あなたはわた しの愛す る子、あ
なたに聞け と命 じられました。あなたの光で教会を照 らして ください。あな
たの声を聞 き、あなたに従 う以上に、聖なることはあ りません。あなたは最

高の牧者 として、魂を導 くかたです。 この数 日間、聖ペ トロの後継者 ととも
に世界代表司教会議総会 に集 まる、あなたの教会の牧者たちを顧みて くださ
い。この牧者たちを真理の うちに聖なる者 とし、信仰 と愛のうちに強めて く

ださい。

主イエス ・キリス ト。シノ ドス参加司教 たち と、司教たちが任務を果たせる
ように彼 らを助けるすべての人々に、あなたの愛 と真理の霊 を送って くださ
い。教会に語 りかける霊の声 に、彼 らがいっそう忠実に従うことがで きます

ように。聖霊 によって、彼 らの心 を力づけ、真理を教えて ください。 シノ ド
スによって、教会の信者が、霊のうちに清め られ、力づけ られ、いっそう福

音に従って歩むことがで きますように。あなたは福音によってわた したちを
救われたからです。そ して、信者が、自分を天の父への生けるささげもの と
す ることがで きます ように。

至聖なる神の母 にして、教会の母 なるマ リア。 シノ ドスの期間中、司教 たち

を助けて ください。あなたが二階の広間で使徒 たちを助けて くださったよう
に。そ して、あなたの母 としての愛をもって、司教 たちの兄弟の交わりを深
めて ください。司教たちが シノ ドス期間中、平安 と喜びの うちに過ごし、時
の しる しを読み取 り、憐れみ深 く歴史を支配する、偉大 な主である神をたた

えることがで きますように。栄光 とほまれは、父 と子 と聖霊 に。アーメン。
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5． 参加 者 ・開催 日程

開催期 間

2005年10月2日 （日）～23日 （日）

会 議場
バ チ カ ン、 シノ ドス会 議場

ア ーマ

「聖 体 教 会生 活 と宣教 の源 泉 と頂点 」

投票 権 をもつ 参加 者

議長 ：教 皇ベ ネデ ィク ト十 六世

事務 局 長 ：ニ コラ ・エ テ ロ ヴ ィッチ 大 司教 （シノ ドス事務 局長 ）

議 長代 理 ：フ ラ ンシス ・ア リ ンゼ枢 機卿 （教 皇庁 典礼 秘跡 省長 官）

フ ア ン ・サ ン ドバ ル ・イニ グエ ス

（メキ シ コ、 グ ア ダラハ ラ大 司教 ）

テ レス フ ォア ・プラチ ドゥス ・トッポ枢機 卿

（イ ン ド、 ラ ンチ ー大 司教 ）

総 書記 ：ア ンジェ ロ ・ス コラ枢 機卿 （ヴ ェネ ツ ィア総 大 司教 ）

特 別秘 書 ニロ ラ ン ・ミネ ラス （フ ランス、 デ ィジ ョン大 司教）

広 報委 員会 委員 長 ：ジ ョン ・バ トリッ ク ・フォー リー大 司教

（教 皇庁 広報評 議 会議 長）

副 委 員長 ：ソフ ロ ン ・ステ フ ァン ・ム ドリー 名誉 司教 （ウク ライナ 、

イヴ ァノ ・フ ランキ フス ク、 ス タニ ス カヴ ィ フ教 区）

メ ッセー ジ委 員会 委員長 ：マル ク ・ウー レッ ト枢 機卿

（カナ ダ、 ケベ ック大 司教 ）

副 委員 長 ：サ ル ヴ ァ トー レ ・フ ィジケ ッラ司教

（ヴ ィコハベ ンテ ィア名義 司教 ）

訴訟 委員 会委 員長 ：アゴ ステ ィ ノ ・ヴ ァ ッリー二名 誉大 司教

（ア ルバ ー ノ教 区）

レオ ・ラバ ・ラジ ヤー ル司教

（イ ン ドネ シア、 ジ ャヤ プー ラ教 区）

タデ ウス ・コ ン ドル シエ ヴ ィッチ大 司教

（ロ シア、 モ スク ワ ・神 の母教 区）
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5． 参 加者 ・開催 日程

東方教会か ら ：12名
各国司教協議会 アフリカか ら ：

アメリカか ら ：
アジアか ら ：
ヨー ロッパか ら

オセアニアか ら

50名
59名
44名 （中国本土からの4名 は欠席）
95名

8名
計256名

修道会宣教会総長連盟代表 ：10名
教皇庁各省庁代表 ：26名

教皇による任命者 ：40名

その他の参加者
専門家 ：
オブザーバー ：
シノ ドス事務局 ：
アシスタン ト：

広報担 当 ：

32名

27名

11名

32名

7名

友好使節
9名

日程 （準備期間 を含む）
2004，2．12教 皇 ヨハネ ・パ ウロニ世、世界代表司教会議第11回 通常総会開

催 を発表。
2004．3．25「 提題解説」教皇庁 シノ ドス事務局長 より各国へ配布。
2004，12．31「 提題解説」への回答書提 出締切。
2005．5．12教 皇ベネデ ィク ト十六世、シノ ドス開催 を確定 （期間を10月2

日か ら23日 に変更）。議長代理、総書記、特別秘書 を任命。
2005，7．7「 討議要綱」発表。

2005．10，2シ ノ ドス開会、教皇ベネディク ト十六世による開会 ミサ （サ ン
ピエ トロ大聖堂）。

10．3第1回 全体会議。議i長代理あい さつ、事務局長報告、基調講
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10．4

10．5

10．6

10，7

10．8

10，9

10．10

10．11

10．12

10．13

10．14

10．15

10．16

10．17

10．18

10．19

10．20

10．21

10．22

10．23

演 （Relatioantedisceptationem） 、教皇 による聖務 日課の黙想
（3時課）。第1回 記者会見。
第2回 全体会議 （参加者発表）。 自由討議。
第3回 ・第4回 全体会議。 自由討議。
分 団会 （第1回 ）。第5回 全体会議。 自由討議。
第6回 ・第7回 全体 会議。 自由討議。
第8回 ・第9回 全体会議。 自由討議。

第10回 全体会議。世界代表司教会議40周 年記念式典。
休み。
第ll回 ・第12回 全体会議。自由討議。
第13回 ・第14回 全体会議。自由討議。教皇ベ ネディク ト十六世
『神の革命』刊行発表。

第15回 ・第16回 全体会議。中間報告 （Relatiopostdiscepatatio－
nem） 。

分団会 （第2回 ・第3回 ）。第2回 記者会見。
分団会 （第4回 ）。第17回 全体会議 （分団会報告）。提言作成。
第18回 全体会議。最終 メッセージ原稿紹介。初聖体 を受けた子
どもたちとの集会 （サ ンピエ トロ広場）。

休み。
提言 とりまとめ。聖体礼拝。
第19回 全体会議 （提言 リス トの提出）。中国の司教か らの メッ
セージ朗読。分団会 （第5回 ）。

分 団会 （第6回 ・第7回 ）。教皇ベネデ ィク ト十六世選出6か
月を記念 して映画 『聖ペ トロ』上映。
コンサー ト。

第20回 全体 会議 （最終 メッセージの投票）。第21回 全体会議
（提言の提出。 シノ ドス後委員任命）。

第22回 全体会議 （提言の投票）。第3回 記者会見。最終 メッセ
ージと提言、中国司教へのメ ッセージの発表。教皇 との昼食。
教皇による閉会 ミサ （サ ンピエ トロ広場）

（太字の文書 ［一部］ を本報告書 に収録）



6． 開会 ミサ 説教

6． 開会 ミサ 説教

教皇ベネデ ィク ト十六世

10月2日 （日） 午前9時30分 か ら、 サ ン ピエ トロ大聖 堂で 、教 皇ベ ネ

デ ィク ト十 六世 司式の 下、 世 界代表 司教 会議 第ll回 通 常 総会 開会 ミサ が

行 われ ま した。 ミサ は55名 の 枢 機卿 、7名 の総 大 司教 、123名 の 司教 、

40名 の 司祭、37名 の 専 門家 、4名 のオ ブザ ーバ ーが共 同司式 しま した。

10月2日 は年 間 第27主 日で 、聖 書 朗 読 箇所 は、 イザ ヤ5・1－7、

フ ィリピ4・6－9、 マ タイ21・33－43で し た。

今 日の主 日に読 まれた、 イザヤ書 と福音書の箇所は、聖書の中のもっとも
偉大なたとえを述べています。すなわち、ぶどう畑のた とえです。
聖書の中で、パ ンは、人が 日々の生活で必要 とするすべてのものを表 しま

す。水 は地を豊かに します。水は、それな しには生 きていけない、 もっとも
大切な恵みです。 これに対 して、ぶ どう酒は、被造物のすば らしさを表 しま

うたけ

す。ぶ どう酒によって、わた したちは 日常生活の範囲を超 えた宴を祝うこと
ができます。ぶ どう酒は 「人の心 を喜ばす」のです。
こうして、ぶ どう酒 とぶ どうの木はまた、愛のたまもの を表すたとえとな

りました。愛のたまものによって、わたしたちはある意味で神 を味わうこと
ができます。そこで、今読 まれた預言書の箇所 は、愛の賛歌で始ま ります。

神 はぶ どう畑を造 りました。ぶ どう畑のたとえで表されているのは、神が人
類 を愛 した歴史であ り、また、神がご自分の選んだイスラエルを愛 した歴史
です。

今 日の朗読を聞いて、最初に考えるのは このこ とです。神 は、 ご自分 に
かたどって造 られた人に、愛する能力を与 えました。すなわち、造 り主であ
る神 を愛する能力 を与えました。イザヤ書の愛の賛歌によって、神はその民
の心に、 また、わた したち一人ひと りに、こう語 りかけようと望んでお られ

ます。神はいいます。「わた しは、わた しにかた どり、 わた しに似せて、あ
なたを造 った。わた しは愛である。それゆえ、あなたが、あなたの うちに愛
を輝かせ、愛 をもってわたしに答えるなら、あなたはわた しのかたどりとな
る」。
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神はわたしたちに期待 しています。神は、わた したちに愛 してもらうこと
を望んでお られ ます。そのような呼びかけが、わたしたちの心を動 かさない
でい られるで しょうか。わたしたちは感謝の祭儀 を行い、この感謝の祭儀の

中で、聖体についての シノ ドスを開始 します。 まさに今 このときに、神はわ
た したちと会いに来てお られ ます。わた しと会いに来てお られます。神は答

えてもらえるで しょうか。それ とも、わたしたちは、神がイザヤ書の中で述
べている、ぶどう畑の ようになるので しょうか。「わた しの愛する者は……

よいぶ どうが実るのを待 った。 しか し、実 ったのは酸 っぱいぶ どうであっ

た」。 わた したちの生 き方 は、 もしかす ると、多 くの場合、ぶ どう酒ではな

く、酢 なのではないで しょうか。わた したちは、 自分への憐 れみや、争い
や、無関心のうちに生 きているのではないで しょうか。

酸っぱいぶ どう酒 と、よいぶ どう酒
そこか ら、わた したちは、今 日の朗読 によって、二番 目に、次の重要 なこ

とを考えます。今 日の朗読箇所 は、何 よりも、神がいつ くしみをもって創造
を行 ったこと、 また、神が大いなる選びによって、わた したちを探 し求め、
わた したちを愛 して くださったことを語 ってい ます。けれ ども、同時に、

その後の歴史で起 こったことも語 られます。すなわち、人間が犯 した過 ちで
す。

神はよ く選んだぶ どうを植 えま したが、実ったのは酸 っぱいぶ どうで し
た。酸っぱいぶ どうとは何のことで しょうか。イザヤはいい ます。神が期待
していた、よいぶどうは、正義 と公正を表 します。これに対 して、酸っぱい
ぶ どうは、暴力 と、流血 と、圧政です。圧政によ り、民は不正の くび きをか

け られて、叫び声 を上げ ます。
福音書では、別のた とえが語 られます。ぶどう畑 はよいぶ どうを実 らせ ま

すが、それを守っているのは、雇われた農夫たちです。農夫たちはよいぶ ど
うを主人に収め ようとしません。彼 らは主人が送 ったしもべたちをたたき、
殺すばか りか、主人の息子 まで殺 して しまいます。農夫たちの望みは単純で
す。彼 らは主人になりたかったのです。彼 らは自分たちのものでない ものを
自分の ものに したのです。
旧約 でまず述べ られ るのは、社会正義 を侵す こと、人が人をないが しろ

にす ることへの非難です。 しか しなが ら、 もっ と深 く考えてみると、律法、
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6． 開会 ミサ説 教

す なわち、神が与えた法 をないが しろにする態度の裏 には、神 その ものを
ないが しろに しようとする態度があ ります。そこには、ただ、権力 を手 にし
たいという望みだけがあ ります。 イエスのた とえ話の中で、 このことがよく
述べ られています。農夫たちは主人に仕 えることを望み ませんで した。そ し
て、 この農夫たちの姿 は、わた したちを映す鏡で もあ ります。わた したち人

間は、わた したちが管理するよう委ね られた被造物を奪い取っているか らで
す。
わた したちは独 占的な所有者 となることを望んでいます。わた したちは、

世界 と自らの人生 を、無制限に所有したい と望んでいます。神はわた したち
に とって邪魔 な存在 となります。神 を敬っても、それはことばの上にす ぎま
せん。公共生活 か ら神 を追放 して、神を完全に無視することさえあ ります。
こうして、神は もはや意味 をもたな くな ります。個人の意見としてのみ神 を

語 ることを認め、公共の領域、すなわち現実世界 とわた したちの実生活にお
いて神 を許容 しないような寛容は、寛容でなく、偽善にす ぎません。

人間が世界の唯一の所有者 とな り、自己の唯一の主人となるなら、そこに
はいか なる正義 もあ りえません。権力 と利益を手にする者だけが、支配す る
ことになるか らです。実際に、地上の収穫 をわが もの とするために、農夫た

ちは息子 をぶ どう園か らほ うり出して殺さなければな りませんで した。けれ
しのしし

ども、その後、ぶ どう園はす ぐに不毛の地 とな り、森の猪 に荒 らされ ます。

答唱詩編が述べているとお りです （詩編80・14）。

最終的に与 えられる、神の約束
そ こか ら、わた したちは、今 日の朗 読が述べている、三つ 目の点 を考え

てみたい と思います。旧約 でも新約 でも、主は、 自分に逆 らうぶ どう畑 に裁

きを与えると告げます。 イザヤが預言 した裁 きは、アッシリア人 とバ ビロニ
ア人による激 しい戦争 と捕 囚によって実現 しました。主イエスが告げた裁 き

は、何 よりも、70年 に起 こったエルサ レムの破壊 を指 してい ます。
けれ ども、わた したちヨーロ ッパの教会、西方教会全体 も、裁 きを受ける

ことを心配 しなければなりませ ん。福音の中で、主がわたしたちの耳に呼ば

わるのは、主が黙示録の中で、エ フェソにある教会にあてて述べる、次のこ
とばです。「もし悔い改めなければ、わた しはあなたのところに行 って、あ

なたの燭台をその場所か ら取 りのけて しまおう」 （黙示録2・5） 。わたした
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ちは、光 まで も取 り去 られ ることがあ りうるのです。だか ら、わた したちは
この警告を心の中で真剣に受け止める必要があ ります。同時に、わた したち

は、主に向かって こう叫ばなければな りません。「わた したちが回心で きる
ように、助けて ください。ほんとうの意味で新たにされる恵みをわた したち
に与えて くだ さい。わた したちの中にある光 を消 し去 らないで下さい。わた
したちの信仰、希望、愛 を強めて ください。 わた したちがよい実を結べるよ

うにして ください」。
ここで、次の疑問がわ きます。「今 日の朗読箇所 と、福音には、約束 も、

慰めのことば もないのだろうか。いわれているのは、裁 きへの恐れだけなの
だろうか」。そ うではあ りませ ん。主 は約束 してお られます。そ して、その

約束 こそが、わたしたちに述べ られた、もっとも重要 なことです。ア レルヤ
唱では、こういわれています。 これは、 ヨハ ネによる福音書からとられたこ
とばです。「わた しはぶ どうの木、あなたが たはその枝 である。人がわたし

につながってお り、わた しもその人につ なが っていれば、その人は豊かに実
を結ぶ」 （ヨハネ15・5） 。
この主のことばによって、 ヨハネはわた したちに、神のぶ どう畑の話のほ

ん とうの意味での最終的な結末 を明らかにします。す なわち、神が敗れるこ
とはないとい うことです。最後 に神は勝利を得 ます。愛が勝利するのです。

今 日読まれた福音で述べ られるぶ どう畑のたとえ話でも、その結びのことば
の中に、その ことが隠 されたかたちで暗示 されてい ます。はっきりとそ う書

かれてはいませ んが、 この話は息子の死で終わっていません。イエスは、詩

編か らとられた新 しいた とえを用いて、 この息子の死 について述べるか らで
す。「家 を建てる者の捨てた石、 これが隅の親石 となった」 （マ タイ21・42、
詩編118・22） 。
息子の死か ら、新 しいいの ちが生 まれ、新 しい家、新 しいぶ どう畑が造
られます。主はカナで、水 をぶ どう酒に変 えました。主はご自分の血 をま
ことの愛のぶ どう酒に変えました。 このようにして、主はぶ どう酒 をご自分
の血に変え られます。二 階の広 間で、主の死が始 まりました。主はきわみま
で愛 し尽 くすわざを通 して、その死 を、自己を与 えるた まものへと変えまし

た。主の血 は、主が与 えたた まものです。このたまものは、愛にほかなりま
せん。 だか ら主の血は、造 り主が待 ち望んでいた、 まことのぶ どう酒なので

す。 こうして、キリス トご自身がぶどう畑 となりました。 このぶ どう畑は、
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6． 開 会 ミサ説教

常 によい実を結びます。 その実 とは、わた したちに与え られたキ リス トの不
滅の愛が、わた したちとともにとどまるとい うことです。

永遠の愛の宴
たとえで語 られたこれ らのことばが、ついには聖体の神秘のうちに一つに

まとまります。聖体によって、主は、いのちのパ ンと、ご自身の愛のぶどう
酒をわた したちに与えます。そして主は、わた したちを永遠の愛の宴に招 き
ます。わたしたちは、感謝の祭儀を行 うとき、この感謝の祭儀のために、御

子の死が代価 として ささげ られたことを思います。すなわち、主のいのちが
いけにえ としてささげ られました。この主のいのちのいけにえが、聖体の中

に現存 し続けているのです。わたしたちは、このパ ンを食べ、この杯 を飲む

たびごとに、主が来られるときまで、主の死を告げ知 らせるのだ と、パウロ
はいっています （一 コリント11・26参 照）。
しか しなが ら、わた したちは また、 この死 か らいのちが生 まれたこ とを

知 ってい ます。イエスが、 ご自身をささげるわざによって、この死 を愛のわ
ざに変えたからです。 イエスは死を根底から変 えました。愛が死に打ち勝っ
たのです。聖なる聖体によって、主は十字架か ら、すべての人をご自分の も
とへ引 き寄せ ます （ヨハ ネ12・32）。 こうして主 は、わたしたちを、ぶ どう
の木の枝 に変えます。 このぶ どうの木 とは、主ご自身です。 もしわたしたち
が主 に結 ばれた ままでいるなら、わた したちも実 を結ぶでしょう。こうして
わたしたちは もはや、自己満足の酢 になることも、神 とその被造物 に不平を

鳴 らす酢 となることもあ りませ ん。わたしたちは、神の喜 びに生 きるよいぶ
どう酒、隣人を愛するよいぶどう酒になるか らです。
主が恵みを与 えて くださるよう祈 りましょう。 これか ら始 まる三週間のシ

ノ ドスにおいて、わた したちが聖体について美 しいことを語 るだけでなく、

聖体の力に生かされて生 きることができますように。親愛なるシノ ドス参加
司教の皆様。マ リアを通 して恵みが与 えられるように、祈 り求めましょう。
皆様 と、皆様が派遣 され、代表 してお られるさまざまな共同体の皆様に対 し
て、心か らの愛をこめてごあいさつ申 し上げ ます。 わた したちが聖霊のわざ
に従 って、キリス トのうちに、キ リス トとともに、世が神の実 り豊かなぶ ど

うの木へ と変わる手助 けをすることができますように。アーメン。
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7． 濱尾文郎枢機卿の発表

シノ ドス2日 目の10月3日 （月）午後5時55分 から開催 された第2回

全体会議で、教皇庁移住移動者評議会議長の濱尾文郎枢機卿の発表が行
われ ました。発表の順番は、教皇庁列聖省長官のホセ ・サライバ ・マル
チ ンス枢機卿、 ピッツバーグの ドナル ド・ウィリアム ・ヴュール司教に

続いて、3番 目で した。発表はイタリア語で行われ ました。以下はその
全文の翻訳です。

今日の世界は大 きな変化 を経験 しつつあ り、そ こからわた したちは、新 し
い人類が登場 しつつあるという印象を受ける。国境 は意味を失い、民族と人

種は交 じり合 い、文化は出会い、国家 を超 えた機関が作 られ、国際法が求め
られ、社会的 ・政治的統合、 とりわけ 「グローバル化」 と呼ばれる経済的統
一が追求 されている。
こうして、 もの と思想の単一の世界市場が形成されつつある。それには大

きな利点 もあ るが、こうした過程は危険 も含 んでい る。多様性が豊かさを生
み出す ことは間違いないが、国境の撤廃が 「連帯のグローバル化」 と一致 し

ないことも多い。移民 と難民をますます制限する法が作 られている。世界の

貧 しい国か ら来る生活に苦 しむ人が、富裕な国の福祉 にあずかることができ
ないようにする厳 しい措置がますます採用されている。外国人の多様性は、
互いの利益 を拡大するもの としてではな く、脅威 と考え られることが多い。
カ トリック教会は、「五大 陸に広が っている」だけでなく、五大陸の移動

者 において も広が るものであ る。聖体の秘跡は、一致のための中心点 とし
て、また、一致 における多様性を受け入れることを可能 にする次元 として与
えられているのである。

それぞれに固有の しかたで、文化 と伝統 に根 ざし、独 自の儀礼 をもち、
地域の言語を用い、民間信心 を行 う移動者は、感謝の祭儀 のうちに、 しば し
ば細分化 され、混乱 した彼 らの生活の基準 を見いだ している。そ して、受肉
し、死んで復活 したイエス ・キ リス トは 「そのか らだと血の現実において、

本質的 に完全 なしか たで現存 している」。そのため、聖体がキ リス ト教共 同
体の中心であるというだけでは十分ではない。われわれは教会が聖体の中心
である ともいわなければな らない。
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救いの歴史の中では、移住者 も重要な位置 を占めている。救 いの歴史の中
心は、神の過越の奉献 と復活である。それゆえ、聖体 は中心的な位置 を占め
る。最後 に、聖体は未来の終わ りの日をめざ している。なぜな ら、聖体 は、
全人類がそれにあずか るように招 かれている、神の国の宴を前 もって味わう
ことだか らである。聖体 は、われわれが 「すでに」到来 し、 しか も 「まだ」

到来 して いない神の国 を生 きるよう求め る。そ こか らわれわれは、キ リス
ト教共同体の現在の歴史において、適切な、真の意味でのインカルチュ レー
ションを行 うのである。

移動者の兄弟姉妹 とともに、 また、彼 らによって行われる感謝の祭儀 は、
兄弟愛の きずなであ り、受容の源泉であ り、 よいわざの源泉で もある。な
ぜなら、 こうした感謝の祭儀は、世 における福音の価値観のあか しとなるか
らである。また、それは典礼 ・あかし ・奉仕 というキリス ト教生活の3つ の

次元 を統一す る。それは新たな熱意を伴いなが ら、方法の上でも表現の上で
も、新 たな福音宣教を行うことに寄与する。
ここか ら、聖体は、地上におけるキ リス ト信者の存在の意味を示す もの と

なる。それは、教会が 「旅人」、 「寄留者」、「巡礼者」 として歩 むことを経
験す る重要な場 となるか らである。それゆえ聖体は、聖人の交わ りの うちに

かて

神の国を 「永遠に受け継 ぐ」に至るまでの、「巡礼者の糧」、現在 も続 く出エ
ジプ トの秘跡、過越の秘跡、す なわち 「道」の秘跡なのである。

23



8． 梅村昌弘司教の発表

シノドス7日 目、10月8日 （土）午前9時 か ら行われた第10回 全体会
議で、日本か らの代表者である、横浜教区の梅村司教の発表が行われま
した。以下 はシノ ドス事務総局ホームページに掲載 された発表内容です

（原文は英語）。

現代人の現実に応 えるよ うな感謝の祭儀
日本では1987年 に第1回 福音宣教推進全国会議が開催 された。教会の信者

と司牧者が集 まってなされたこの会議では、将来の 日本における福音宣教に
ついての考察が 目的とされた。 この会議で指摘 された大 きな問題の一つは、
「信仰 と生活の遊離」であった。会議では 「人の心 に訴え、宣教の力 となる
ような典礼 を生み出す」努力が求め られるとの提言 もなされた。
エウカリスチアに関する根本的な司牧問題 は、「現代人の喜び と希望、悲
しみと苦 しみ」 （『現代世界憲章』1項 ） とエウカリスチア とをどれだけ密接
に関連づけることができるのか、 またエウカリスチ アがいかにして、人々の

苦悩や人々の人生の意味をキ リス トにおいて変化 させ ることができるのか、
ということである。信者の生活がエウカリスチアと結 びつかない限 り、エウ
カリスチアは信者の生活に何の影響 を与 えることもできない。

教会を生かすエウカ リスチア

「教会がエウカリスチアによって生か される」ためには、次の ようなエ ウ
カ リスチアが求め られる。
・人々の問題や苦悩を和 らげることができる。
・人の心に深い影響を与 えることがで きる。
・日常生活が育まれ、エウカリスチアによって生かされたもの となる。
特 にアジアにおける典礼 を考えるとき、次の ような工夫が可能である。
・典礼暦にアジアにおける救いの出来事を採 り入れる。
・それぞれの季節や種々の行事に応 じて信仰生活の秘義 を祝 うことがで き

るようにエウカリスチアの形式 を多様なものとする。
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典礼のインカルチュレーシ ョンにおける司教協議会の役割
典礼のインカルチュ レーションについていうな らば、地方教会において各

司教協議会が典礼の適用に関する権 限を最大限に活用で きるように強 く要望

する。エウカリスチアが地方教会にとって真の祝祭になるか否かは、適切 な
インカルチュレーションに拠るのであり、文化の中にもともと存在する祝祭
の要素を、 どの ように福音化 してい くかが重要である。

したがって、使徒座 による典礼書の各国語訳の許認可については、各司教
協議会を信頼 していただきたい。典礼書の作成においては、たんなる機械的
な翻訳ではな く、その国の文化や歴史を大切 にしなが ら、 自国の文化に固有
な適切 な訳語 を見いだ し検討す ることが重要 なのである。 日本の司教協議会
の典礼委員会で も、 日本の教会としての典礼書を検討する際には、言葉の修
正のみではな く、日本人の心の琴線 に触れる典礼 をめ ざす ように心がけてい
る。それぞれの地方教会において、特にアジアにおいては、各国の文化の中

で生活 しているすべての人のための典礼 という視点が なければな らない。場
合によっては、典礼儀式書そのものの構造を再構築す るよう提案することも
必要 となる。
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9． 提 言

10月22日 （土）午前9時 か ら行われた第22回 全体会議で、「提言」

（Propositiones） の賛否をめ ぐって投票が行われ ました。「提言」のオ
リジナル ・テキス トはラテン語です。 シノ ドスの 「提言」は通常、公開
され ませんが、今回は教皇ベネデ ィク ト十六世の許可により、特別 に、
シノ ドス事 務総局 による暫 定的 なイタリア語訳が22日 に公表 され まし
た。以下はイタリア語版に基づ くその全訳です。 なお、投票結果につい
ては公表 されてい ません。

序文

提言1： 教皇への文書の提 出

本 シノ ドスに関連する、「聖体 教会生活 と宣教の源泉 と頂点」に関す
る諸文書、すなわち、「提題解説」、「討議要綱」、「基調講演」、「中間報告」、
またシノ ドスホールで述べ られた発表の記録、分団会 とその討議の報告 に加
えて、 シノ ドス参加司教が特に重要 と考えたい くつかの特別な提言を、教皇
の検討に付 していただ くために提出する。
シノ ドス参加司教は、教皇が教会生活 と宣教における聖体の最高の神秘に

関する文書を発布 して くださることをつつ しんでお願いするものである。

提言2： 第ニバチカン公会議の典礼刷新

シノ ドス総会は、第ニバチカン公会議以 来行われた典礼刷新が教会生活

に及ぼ した恵み豊か な影響 を、感謝 とともに思い起こ した。 シノ ドス総会
は、典礼 において輝 きを放 っている感謝の祭儀のすば らしさを強調 した。過
去に乱用が見られ、今 日でも乱用は存在するが、こうした乱用は著 しく減少
している。 しか しなが ら、乱用の存在は典礼刷新の長所 と有効性 を曇 らす も
のではない。典礼刷新の もつ豊か さは、いまだに完全 に実現されていない。

かえって、「積極的な参加」 を重 ん じる 「祭儀 の方法」 （arscelebrandi） に
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9． 提 言

よって、典礼刷新が もつ豊か さに注意を払 うことが求め られている。

第一部 聖体への信仰へと導かれた神の民

聖体への信仰

提言3過 越の神秘の新 しさ

聖体 を制定す ることによって、イエ スは根源的 に新 しいことを行 った。

す なわち、イエスは、 ご自身によって新 しい永遠の契約 を実現 した。 イエス
は、ユ ダヤ教の晩餐の儀式の文脈 それは、エ ジプ トか らの解放 という、
過去の出来事 と、その現在にとっての意義、またその未来に対する約束の記
念 を中心 とする の中に、ご自身の完全 な従川頁を刻み込んだ。真のいけに
えの小羊であるイエスは、過越の神秘において、 ご自身を一回限 りのいけに

えとしてささげることに よって、人 を罪 と死の暗闇から永遠 に解放すること
ができた。主 ご自身が、わた したちに 「新 しい礼拝」のための根本的な要素
を与 えた。花嫁であ り、聖霊に導かれた教 会は、聖体の宴 を 「主の記念 とし
て」 日々ささげるように招かれている。教 会は、教会の花婿によるあが ない
をもた らすいけにえを歴史の中で記念 し、それをすべての文化の中で秘跡 と
して現存 させ る。 この 「偉大な神秘」は、教会が聖霊 に照 らされなが ら、時

間 と空間の中で発展 させて きた、 さまざまな典礼様式 によって祝われる。
感謝 の祭儀の うちに、 イエスは実体 的に現存 し、ご自身の霊 を通 じてわ

たしたちを過越へ と導 く。すなわち、われわれは、死か らいのちへ と、奴隷
の状態か ら自由へ と、悲 しみか ら喜 びへ と過 ぎ越す。感謝の祭儀は、われわ

れの うちでこの過越の動 きを促 し、われわれの一致 を堅固なもの とする。わ
れわれはキリス トとともに、愛によって憎 しみに、平和によって暴力に、謙
遜 によって傲慢に、寛大 さによって利己主義に、和解によって分裂に、希望
によって絶望に打ち勝つことができる。死んで復活 したイエス ・キ リス トに

結ばれたわれわれは、 日々、キ リス トの十字架 を担 って、キリス トに従いな
が ら、肉体の復活 を待 ち望む。こうしてわれわれは、古代 と現代の殉教者た

ちの模範に倣 うことになる。過越の神秘 としての聖体は、将来の栄光の保証
であ り、この聖体か ら、終わ りの 日の世界の変容がすでに始まる。われわれ
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は、偉大な諸聖人の交わ りのうちに感謝の祭儀 を行いなが ら、 この喜びにあ

ずか り始める。

提言4： 聖体のたまもの

聖体は、御父の愛 と、十字架の死に至るまで示された、イエスの子 として
の従順によって与えられたたまものである。 このイエスのいけにえは、聖霊
の力 によって、秘跡のうちにわれわれのために現存する。 われわれが教 会の

祈 りを通 してささげものの上に願い求める、 この聖霊の力 は、ささげもの を
イエスのか らだ と血に変える。聖体 によって、人類に対する神の愛の神秘が
完全に示 され、また、神の救いの計画が実現 される。 この完全 に無償の恵み
は、ただ神の約束 にのみ基づいて、限界な しに与え られる。

教会は、おのの きなが ら、信仰の従順 をもって、 このた まもの を受け入
れ、礼拝 し、記念する。その際、教会は、聖体のたまもの を自由にで きる権

利 を主張することはない。この秘跡 としての典礼を歴史の中で行うことがで
きるようにと、 イエスが教会に委ねた力は、聖体を自由にする力 ではないか
らである。

十字架のもとで、至聖 なるお とめは、ご自身 を救い主のいけにえのた まも
のに完全 なしかたで結びつけた。原罪な く宿 り、恵みに満 たされたマ リアに
よって、教会は、あがない主のいけにえにあずか り始めた。

信者は、法が禁 じない限 りにおいて、「聖 なる牧者か ら教会の種々の霊的
善益を、 とりわけ神のことば と秘跡の助けを、豊かに受ける権利を有する」

（第ニバ チカ ン公会議i『教会憲章』37。 教 会法213条 、東方教会法16条 参
照）。
この権利に、牧者の務めが対応する。す なわち、牧者は、信者が具体的

な障害 なしに聖体に近づ くことがで き、そのために抜か りなく配慮 し、大 き
な寛大 さを示す ように、で きる限 りのことをしなければならない。 シノ ドス
は、 ときには大 きな、 また危険 さえも伴 う犠牲 を払いなが ら、キリス ト信者
の共同体 をこのいのちのた まものにあずからせ、真実で完全 なしかたで感謝
の祭儀 を行 うよう教育 している司祭たちを、評価 し、彼 らに感謝する。
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9． 提言

提言5聖 体と教会

聖体 と教会の関係は、キリス ト教の偉大な伝統の中で、教会の存在 と行動
を成 り立たせる もの と考え られて きた。そ こで、キ リス ト教古代には、お と
めマ リアか ら生まれたキ リス トのか らだ と、聖体のか らだ と、キリス トのか

らだとしての教会が、同じ 「キ リス トのか らだ」 ということばで表されたの
である。
この ようなか らだの一致は、キ リス ト信者 の共同体 によって示 され、 ま

た感謝の祭儀を行 うことによって刷新 される。感謝の祭儀の実践は、部分教

会において、キリス ト信者の共同体 を一致 させ、 また多様化する。「これ ら
の部分教会の うちに、 また部分教会か ら、唯一単一のカ トリック教会が存在

する」 （第ニバチ カン公会議 『教会憲章』23）。「カ トリック」 とい うことば
は、一致に基づ く普遍性 を表現する。それぞれの教会で行 われる感謝の祭儀
が、 この一致を強め、造 り出す。
こうして、部分教会は、聖体 によって、普遍教会のうちに、教会に固有な

一致 と多様性 を目に見えるようにするという役割を担 う。このような兄弟 と

しての愛の きずなは、三位一体の交わ りを示 している。過去の歴史の中で、
公会議 と司教会議 は、教会が もつ、この兄弟 としての側面を表明 してきた。

まさにこの教会的な側面 によって、聖体は、カ トリック教会と正教会の強い
一致のきず なを造 り出す。正教会は、聖体の神秘の真正で完全な性格を保持

して きたか らである。聖体の教会的な性格はまた、宗教改革か ら生 じた諸共
同体 との対話において も、重要な点 とな りうる。

提言6聖 体礼拝

世界代表司教会議 は、世界の広い地域 において、聖体礼拝が神の民の生

活 に多 くの実 りをもた らしているこ とを認める。そこでシノ ドスは、この
祈 りのかたち それは敬愛すべ き神の しもべ、教皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ世
によって しば しば勧め られたものである が、西方教会においても、東方

教会において も、伝統に従って保 たれ、促進 されることを強 く奨励する。 シ
ノ ドスは、聖体礼拝の実践が、感謝の祭儀 の実践か ら生まれるものであると

考える。感謝の祭儀 の実践は、それ自体 として、教会が行 う、 もっとも優れ
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た礼拝行為だか らである。教会は、第ニバチカン公会議の意向に従って、信
者が敬度 に、意識的、積極的、かつ実 り豊かなしかたでキ リス トのいけにえ
に参加できるようにした。聖体礼拝の実践 も、同 じことをめ ざしているので
ある。このような意味での聖体礼拝は、信者をキリス トへの愛 と隣人への奉

仕の うちに保つ とともに、信者個人 とキ リス ト信者の共同体の聖性 をいっそ
う高める。 このことに関連 して、今 日、聖体礼拝の刷新が青年の間で も行わ
れ、多 くの共同体の頼 もしい特徴 となっているのが見 られる。だか ら、聖体
訪問を促進するために、聖体の置かれている教会は、できる限 りいつも扉を
開けたままにするよう配慮すべ きである。
キ リス トの現実の現存 とい う偉大なたまものへの畏敬の態度を育てるため

に、共同体や運動団体が聖体礼拝の正当な位置づけを知る助け となるような

司牧計画 を立てることが望 ましい。 この ことに関連 して、初聖体の準備の過
程でも、聖体礼拝を行 うことが勧め られる。
聖体礼拝を促進するために、 さまざまな しかたで聖体 に特別 にささげられ

た奉献生活の会や信徒の会を特別に認め、 また、聖体への信心がいっそ う聖

書的、典礼的、 また宣教的なものとなる ようにこれ らの会を助けることがふ
さわ しい。

聖体と諸秘跡

提言7： 聖体 とゆるしの秘跡

聖体への愛か ら、ゆる しの秘跡 はこれ まで以上に重視 されることになる。
ゆるしの秘跡によって、神の憐 れみ深いいつ くしみは、キ リス ト教生活を新
たに始めることを可能にする。 また、ゆるしの秘跡 は、洗礼 と罪 とゆるしの

秘跡の間の本質的な関係 を明 らかにする。ふさわ しい しかたで聖体拝領をす
るには、恵みの状態にあることが必要である。

教区において回心一 この回心は、聖体か ら生 まれ、聖体によって促 され
る のための教育の確実 な回復を促進すること、 また、そのために、頻繁
な個別告 白を促す ことは、司教の重要な務めである。司祭 は、ゆる しの秘跡
が執行 されるように進んで努めなければな らない。
シノ ドスは、司教が教 区において、教皇 ヨハネ ・パ ウロニ世が2002年4月
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9． 提言

7日 の 自発教令 『神のいつ くしみ ゆる しの秘跡の執行に関する若干の側
面』 （MisericordiaDei） で定めた、客観的な例外の場合 を除いて、一般赦免
のかたちを用いさせ ないように、心か ら勧める。 さらに、司教は、すべての

教会の中に告白のための適当な場所が置かれるよう配慮 しなければならない
（教会法964条2項 参照）。司教は聴罪司祭を任命することが勧められ る。
この ような観点から、感謝の祭儀の中にすでに存在するゆるしの側面を、

特 にゆる しのための典礼によって強めることも必要である （『カ トリック教
会のカテキズム』1436参 照）。それは、ゆる しの側面を同 じ感謝の祭儀 によっ
て も経験 できるようにす るためである。ゆるしの秘跡の儀式書に記 された、
秘跡以外 のかたちでのゆる しの祭儀 も、罪の意識 を呼び起 こ し、キ リス ト

信者の共同体におけるゆるしと交わ りの精神を高めることがで きる。 こう し
て、このような儀式はゆるしの秘跡を受けるために心を準備するのである。

聖体の霊性 の刷新は、免償の理解 と実践 を促進する機会 ともな りうる。 シ
ノ ドスは、司教 と小教区司祭に、さまざまな祭儀や記念日に際 して全免償を

教皇庁内赦院に求めることがで きることを、指摘する。 シノドスは、免償に
関する信仰教育の刷新を奨励する。

提言8： 聖体と結婚の秘跡

聖体 によってイエス ・キ リス トの愛が示 される。 イエス ・キリス トは、 ご
自分のいの ちを教会のためにささげるまでに、花嫁である教会を愛 した。聖

体は、すべてのキ リス ト信者の結婚の不解消の一致 と愛 を、言い表 しがたい
しかたで保証す る。
われわれは、 自分の家族 を結婚 の秘跡に基づいて形成 しているすべての

人々とわれわれが、特別な霊的 きずなで結ばれていることを表明 したい と思

う。シノ ドスは、家庭 と社会において、女性が独 自の使命を果たすことを認
める。そ して、夫婦が、小教区、小共同体、運動団体、教会団体 とともに、

聖体に養われた結婚の霊性の道を歩むように奨励する。
主 日を聖なるもの とす ることも、家庭生活 によって実践 される。そのた

め、「家庭教会」である家庭 は、キ リス ト教共同体の第一の単位 と考え られ
なければな らない。家庭 は子 どもたちを、教会の信仰 と典礼 に導 き入れる。

何 よりもまず子 どもたちを ミサへ と導き入れなければな らない。
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提言9聖 体 と、再婚 した人々

結婚の本性 は、男性がかな らずただ一人の女性 と結ばれるべ きこと、 ま
た女性がただ一人の男性 と結ばれるべ きことを定める。この観点から、再婚
した人を助 け、彼 らがキ リス ト教信仰を受け入れ、 自分の人間としての計画

を、キ リス トのメ ッセー ジの新たな徹底 した性格 と合わせ ることがで きるよ
うにしなければな らない。求道者に関 しては、キリス トは彼 らの具体的な状

況に手を差 し伸べ、彼 らに聖体拝領のために必要 な自制 と別居 を求める。そ
れは、いつか彼 らが諸秘跡、特 に聖体の秘跡 を通 じて、聖体拝領を行うこと
ができるようになるためである。
いずれ にせ よ、教会は慈愛 と堅実さに満ちた司牧的配慮 をもってこの人々

を支える。

提言10： 司祭不在の ときの主 日の集会のあり方

司祭の不足や、遠隔地のために、主 日の感謝の祭儀 にあずかることが事実
上不可能 な国において、キリス ト教共同体がともに集まり、司教 と、すべて
の部分教会、 また普遍教会 との交わ りのうちに、主を賛美 し、主にささげ ら
れた日を記念することは重要である。信者が主 日の集会に参加するときに、

自分たちの集会の性格 をはっきり理解することも重要である。
権限を有する権威者が正式にそのための奉仕職 を委ねた、助祭ない し共同

体の指導者が司式する、 ことばの典礼が、そのために認可 された特定の式次
第に従って行われるように配慮 しなければならない。信者が長期にわたって
聖体拝領 を受け られない ようなことがない ように、司祭はこう した共同体を

頻繁に訪問す るよう努めなければな らない。裁治権者 と司教協議会は、聖体
拝領が可能になるように調整 しなければならない。
ミサ と、司祭不在のときの主 日の集会とが、決 して混同されることがない

ように しなければならない。 したがって、可能な場合 にはで きるだけ、信者
が、主 日の ミサが行われているところに行 くように促 さなければならない。

司教協議会は、聖体拝領 を伴 う神の ことばの祭儀の意味 を説明す る適当な
冊子 と、 こうした祭儀 について規定する規則 を作成 しなければな らない。

32



9． 提 言

提言11司 祭の不足

聖体は教会生活の中心 なので、世界のある部分 において見 られる深刻 な司

祭不足は、心 を痛める事態である。司祭不足のために、多 くの信者がいのち
のパンを受けることがで きないでいる。 しば しば、 また長期にわたって感謝
の祭儀な しで過ごさなければならない神の民が、聖体 に渇望 しているのに応

えるために、効果的な司牧計画 を立てることが必要である。 この関連で、 シ
ノ ドス参加司教は、西方教会の活動 における聖職者の独身制のたまものが、

たとえようもなく重要であることを確認 した。

教導職の教 え、特に第ニバチカン公会議 と最近の教皇の教 えを踏まえなが
ら、シノドス参加司教 は、東方教会の伝統 を十分に尊重 しなが ら、独身制 と
司祭叙階の関係の理由を適切な しかたで信者に説明することを求めた。 司教
の中には 「堅固な徳 を備えた既婚者の叙階」 （viriprobati） を提案する者 も
いたが、この提案はとるべ き方法ではないと考え られた。

さらに、聖体のたま ものがすべての信者 に与 えられるようになるために
は、共同体のキリス ト教的な質 と、人々を惹 きつける力が非常に重要である
ことを考慮 しなければならない。特に重要 なのは次の点である。
・司牧者は司祭召命 を促進するよう促 さなければな らない。すなわち、青年

をは じめ とす る祭壇奉仕者に注意を払いなが ら、 自ら召命 を発見 し、「告

げ知 らせ る者」 とな らなければならない。
・キ リス トに従 うことがもつ、妥協を許 さない性格 を、恐れることな く青年

に示 さなければならない。家庭の意識 も呼び覚 まさなければな らない。家
族は、無関心 だった り、召命に反対する場合があるか らである。
・すべての共同体 と教会の単位において、熱心 に召命のための祈 りをささげ

なければならない。
・司教は また、修道会固有のカリスマを尊重 しなが ら、修道会 も 聖

職者の公平な配置に努めなければならない。聖職者 自身も、犠牲 を払って
でも、いっそ う進んで、必要な ところで教会に奉仕するように、促さなけ
ればな らない。

提言12： 召命のための司牧計画
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定期的 にすべ ての信者に聖体のた まものを与 えるとい う、教会の切迫 し
た任務 に応 えるために、また、 さまざまな地域で司祭が不足 しているがゆえ
に、われわれは主に向かって、主が行 う収穫のための働 き手 を送って くださ
るように願 う。
われわれが行 えることとして、われわれは召命のための司牧計画 と、すべ

ての司牧的配慮 における召命のための司牧、 とりわけ青年 と家庭の司牧を強
化することをめざしたい と思う。 したがって、われわれは以下のことを求め
る。
・祭壇奉仕者 （侍者）のグループを組織 し、彼 らを霊的に支えること。
・小教区、学校、教会の運動団体で、召命のための聖体礼拝 を広めること。
・小教区司祭 とすべての司祭が、青年を霊的に支え、養成 し、自らのあか し
によって、司祭職 を通 じてキ リス トに従 うように青年を招 くように、促す
こと。
・できる限 りにおいて、部分教会に、召命センターや小神学校 を設置するこ
と。
・われわれ司教 と司祭が、率先 して このような召命のための活動 に取 り組
み、熱意 と敬度の模範 を示すこと。

信仰教育と秘義教育

提言13キ リス ト教入信の諸秘跡

洗礼 と堅信 と聖体の密接 な結びつ きが十分に理解 されていない。それゆ
え、聖体 との関連 で、洗礼 と堅信 を受ける ことを説明することは適切 であ
る。 だか ら、堅信 と初聖体 を受ける年齢の順序 と関係 な く、それぞれの秘

跡 における3つ のキ リス ト教入信の秘跡の間の関係 をもっと強調すべ きであ
る。この ことに関連 して、堅信の秘跡に関する深 い神学的 ・司牧的研究は、
たいへん重要であ る。 さらに、これ らすべての ことは、エキュメニカル対話
において積極的な意味を もつであろう。

堅信 を受けるのに適切 な年齢に関 して、考え直す ことが可能 と思われる。
西方教会で、洗礼、堅信、初聖体の順番が成人についてだけ守 られ、子 ども
の場合は守 られないことも再考を要する。堅信 と洗礼 を区別する点で東方教
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9， 提言

会の伝統 と異なる、西方教会の伝統 にも、存在理由と固有の意味がある。他
方、両伝統の違いは、教義的な性格の違いではない。実際、二つの伝統 は、
多 くの子 どもに洗礼を授けなければならない とい う、同 じ状況に対 して、実
際的 な意味で別の対応 をしたにす ぎない。

提言14： 聖体 と信仰教育 と養成

神がその民 と結んだ契約に刻 まれた 「信仰の神秘」である聖体 は、司牧
的養成に関するあ らゆる提案 に霊感を与える源泉である。司牧的養成は、聖
体 と聖体以外のすべての秘跡 との深いつなが りを示す ことによって、現代の
人間をキ リス トにおける新 しいいのちへ と導かなければならない。そのため
に、 しっか りと諸文化に根 ざした、信仰教育の方法を発展 させなければなら
ない。信仰教育の方法は、教義的な内容 と、霊的 ・道徳的生活 と社会的実践
への導 きを含むものでなければな らない。

神の民全体一一 それぞれの固有の責務 に応 じた、司教 と小教 区司祭一一
が、各教会で行われる、こうした生涯養成に携わ らなければな らない。 とり
わけこうした生涯養成に携わるのは、カテキス タや福音宣教者などの、小教
区や共同体で活動する信者である。

特に神学生は、真の意味での聖体の霊性に関する神学的 ・典礼的 ・司牧的
原理について、堅固な養成 を受 けなければな らない。神学生は、典礼規則の
一つひ とつがもつ意味 を可能な限 り理解 しなければな らない。

小教 区 と小教 区に属す る小共 同体 は、聖体 に関する秘義教育を行 う学校
とな らなければな らない。このことに関連 して、奉献生活の会 と、運動 団体
と、それぞれの カリスマに従ってキ リス ト教的養成の見直 しを行 う団体は、

協力 し合わなければな らない。
新 しい福音宣教を行 う上で、われわれ は、 さまざまな状況 と文化 に応 じ

た、信仰教育の新 たな形態を発展 させ る必要がある と考える。 この ことに関
連 して、『カ トリック教会のカテキズム』 と最近の教導職の教 えを特に参照
しなければならない。

提言15家 庭 と秘跡への導入
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キリス ト信者の家庭 と、子 どもたちの秘跡への導入 とを結びつける必要が

ある。聖体の食卓に子 どもたちが近づ くことを、理由なしに制限 してはなら
ない。 とりわけ初聖体は、愛 と喜 びと平和 に満 たされた、聖性への道を歩 む
生活にとって、 きわめて重要 な一歩 となる。すべての家庭は、小教区と司祭
と奉献生活者 と信徒の協力者、 また特 にカ トリック学校 に支えられなが ら、

子 どもを聖体について学ぶ過程に導かなければならない。
神の家族である教 会は、神のこ とばの食卓 とキリス トのか らだ と血の食

卓によって、成長 し、養われる。感謝の祭儀は、連帯 と家族の きずなと共同
体のすべての仲間の交わ りを通 じて、あ らゆる意味で、 ます ます 自分たちが
「教会家族」であることを意識させ、実現 していかなければな らない。

提言16： 秘義教育

古代教会の伝統 は、信仰 内容の体系的理解を無視す ることなしに、キリ
ス ト信者の歩みは、福音 を告 げ知 らされることによって生 まれ、信仰教育に

よって深められ、典礼においてその源泉 と頂点を見いだす ことを教える。

信仰 と秘跡 は、教会が行 う聖化す る活動の、二つの相補 い合 う側面であ
る。神のことばの告知によって呼び覚 まされた信仰は、秘跡 において、復活

した主の恵みと出会 うことによって養われ、成長す る。信仰は典礼 によって
表現され、典礼は信仰 を力づけ、強め る。
だか ら、秘義教育が共同体の中で、 また共同体の助 けによって行 われるこ
とが必要である。秘義教育の基盤 となるのは、以下の3つ の本質的な要素で

ある。
・教会の伝統に従 って行われる、聖書の出来事に照 らした典礼の意味の解
釈。
・秘跡の しるしの評価。
・キリス ト教的な生活に とって典礼が もつ意味。
特に初聖体 と堅信 を受ける子 どものための秘義教育の方法を開発すること

が望 まれる。

提言17聖 体に関する教 えのまとめ
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9， 提言

教皇庁の権限のある部署および （または）司教協議会は、信仰 と聖体への

信心を深めるために、聖体 に関する教えのまとめ、いいかえる と、聖体 に関
する典礼 ・教義 ・信仰教育 ・信心の要素 を同時に一つ にまとめた司牧的な補
助教材を作成することを検討すべ きである。
この教 えのまとめは、教父の教えの抜粋、西方教会 と東方教会の歴史、敬

慶な祈 りを提示するとよい。 また、感謝の祈 り （奉献文）の性格 と構造に関
する適当なカテケジス も含むべ きである。

第二部 神の民の感謝の祭儀への参加

感謝の祭儀の構造

提言18： 感謝の祭儀 における神のことば

教会は、神のことばの宴 とキリス トのか らだの宴 とい う、二つの宴か ら、
いのちのパ ンを受け、 またそれを信者に与える。 このことは、特に聖なる典

礼において行われる。われわれは、神のことばにも、聖体の神秘全体にも、
信仰 によってのみ近づ くこ とがで きる。それゆえ、聖書朗読 を注意深 く行 う
ことがふさわしい。可能であれば、聖書朗読 は、任命された朗読者によって

行われるのがよい。
感謝の祭儀 の中で、ことばの典礼を正当な しかたで重視 しなければならな

い。神のことばと聖体 の間には、本質的なつなが りがある。聖体 において、

肉となったみことばは、自らをわれわれに霊的な糧 として与 える。信仰は、

神のことばを聞 くことによって生まれる （ローマ10・17参 照）。
感謝の祭儀を重ん じ、ささげ、味わうために、われわれに告げ知 らされた

聖書のことばについての深い知識が必要である。 「聖書を知 らないことは、
キ リス トを知 らない ことであ る」 （第ニ バチカ ン公会議 『啓示憲章』25参

照）。朗読される聖書の宝 を味わうことがで きるように、信者 を助けなけれ
ばならない。そのために、聖書使徒職を発展 させ、聖書朗読 を祈 りの うちに

研究 しなが ら主 日の ミサ を準備する、小教区のグループを励 まし、また、聖
書の理解 を深め るために、沈黙や、導入のことばなどを式次第に加 えるとよ
い 。
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さらに、神のことば に基づ いた信仰教育 を通 じて、神の民 を教育 しなけ
ればならない。神のことばを愛 し、読み、黙想 し、祈ることは、家庭や教会
小共同体の中で聖書を研究 し、祈るグループによって行われ る、「霊的読書

（レクチオ ・ディヴィナ）」の実践の貴重な実 りとして生 まれる。
ことばの典礼 と感謝の典礼 は本質的に関連 し合 っているので、神 のこと

ばを敬 い、尊ば なければな らない （第ニバチカン公会議 「啓示憲章』21参

照）。特 に、信者の集会における受 肉したみことばの現存の しる しである福
音を、敬い、尊ぶべ きである （「討議要綱」46参 照）。

信者の祈 り （共同祈願）は、会衆が必要 とすることや、さらに広 く、全人
類が必要 とす るこ とについて、神のことばとより関連づけ られた表現で行 う
べ きであ る。

提言19： 説教

聖体についての最良の信仰教育は、優れたしかたで ささげられた感謝の祭

儀その ものによって行われ る。だか ら、叙階 された役務者は、感謝の祭儀 を
ささげることを自分の主要な務めと考 えるよう求め られる。特 に、叙階 され
た役務者 は、聖書に関す るふさわ しい知識 に基づいて、説教を注意深 く準備
しなければな らない。

説教は、感謝の祭儀で朗読 された神のことばを、秘跡 としての感謝の祭儀
（第ニバチカン公会議 『典礼憲章』52参 照）、 また共同体の生活 と深 く関連
づけなければならない。それは、神のことばが真の意味で教会の基盤 といの

ち とな り （第ニバチカ ン公会議 『啓示憲章』21）、祈 りと毎 日の生活 によっ
て、われわれ を養 う糧 に変わるためである。

教父の教 えに基づ く説教は、真の意味での秘義教育 となる。す なわち、そ
れは、感謝の祭儀で秘義を記念 し、体験するための、真の意味での導 きとな
る。

さらに、三年周期の聖書朗読配分に基づ き、典礼暦年 を通 じてキ リス ト教
信仰の主要テーマを取 り上げる 「テーマによる説教」を行 う可能性が提案 さ
れた。取 り上 げる内容は、信条、主の祈 り、 ミサの諸部分、十戒、その他の
テーマである。
こうしたテーマによる説教は、 『カ トリック教会のカテキズム』 と最近発
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9． 提 言

布 された 「カ トリック教会の カテキズム綱要」の四つの部分 において、教会

教導職が権威をもってあらためて提示 した内容 に対応 した ものでなければな
らない。そのため、三年周期の聖書朗読配分に基づ き、聖書か ら生 まれた信

仰の教え と、聖書朗読箇所を関連づけた、司牧的手引書を作成することが提
案 された。

提言20： 人間の労働の ささげもの

われわれは、大地と人間の労働の実 りである、パ ンとぶ どう酒を、人間の

家庭生活のささげものの表現 として、祭壇に奉納する。 このパ ンとぶ どう酒
は、すべての被造物が、あがない主であるキリス トによって受け取 られ、す
べての ものを一つ に集めるキ リス トの愛 によって造 り変え られ、御父にささ

げ られることを表す。全世界の人間の行う労働の尊厳が、感謝の祭儀を通 じ
て、主キリス トのあがないをもた らすいけにえと深 く結ばれていることを、
いっそ う強調 しなければな らない。

提言21： 感謝の祈 り （奉献文）の応唱

感謝の祈 りは、聖別の後の応唱 だけでな く、子 どもとともにささげるミサ
のための感謝の祈 りで用い られる応唱や、い くつかの国で用いられている応

唱の ような、他の しかたによって も、豊かなものにす ることがで きる。

提言22： 聖霊の働 きを求める祈 り （エ ピクレシス）

「祈 りの法」 （lexorandi） は 「信仰の法」 （lexcredendi） を表す。 した
がって、聖体への信仰 を祈 りによって体験 し、深め ることが何 よ りも重要で

ある。教会は常に祈 りをもって、すなわち感謝の祈 り （奉献文） をもって、
感謝の祭儀 をささげて きたか らである。
聖体の霊性 は、特 に聖霊が もつ重要 な意味を認識するこ とによって強め
られる。聖霊はホスチアを聖変化 させ、共 同体全体 をます ますキ リス トのか
らだに造 り変えるか らである。シノ ドスは、聖霊の働 きを求める祈 りと秘跡

制定句のつなが りが、いっそう明確に示 されることを願う。このことを通 じ
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て、信者の全生活が、聖霊 とキ リス トの奉献によって、御父の御心にかなう
霊的なささげ もの となることが、 ます ます明 らかになるか らである。
この考 えに基づいて、シノ ドスは、「教会が聖体 をつ くり、聖体が教会を

つ くる」 ということばに示された因果関係のさまざまな性格がさらに明確な

ものとされる必要があると考える。

提言23平 和のあい さつ

ミサで行われる平和のあいさつは、深 く重要 な意味 を表す しる しである

（ヨハネ14・27参 照）。 しか しなが ら、場合によっては、それが問題 となる
こ とがある。平和のあいさつが長 くな りす ぎた り、聖体拝領の直前におい

て、混乱を引 き起こす ような場合である。

古代の敬 うべ き習慣 を踏 まえて、平和 のあいさつ をミサの別のときに行 う
べ きか どうかを検討することもおそ らく有益か もしれない。

提言24閉 祭のあい さつ

シノ ドスの中心テーマである、聖体 と宣教のつ なが りをいっそ うはっきり
させるために、感謝の祭儀 に参加 した信者が世 にあって宣教のわざを行 うこ
とを強調するような、閉祭のあいさつの新 たな形式 （荘厳な祝福、民やその

他の人々への祈 り）を作成 してはどうか と思われる。

祭 儀 の方法 （Arscelebrandi）

提言25： 感謝の祭儀の尊厳

感謝の祭儀の参加者 は、 自分たちが神の民、王の系統を引 く祭司、聖 なる
国民であることを確信 しなが ら （一ペ トロ2・4－5、9参 照）、祭儀iにあ

ずかるよう招かれている。感謝の祭儀において、参加者の一人ひとりが、キ
リス ト信者 としての 自分の特別な召命を表現する。叙階された奉仕職を与え
られた者、す なわち司教 と司祭 と助祭は、それぞれの位階に従って、自らの
使命 を果たす。特に助祭 と朗読奉仕者と祭壇奉仕者の果たす役割 に、大 きな
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9． 提 言

注意を払うことがふさわ しい。
何 よ りも、典礼生活の管理者である司教 は、 自分の教区において秘跡がふ
さわ しい しかたで行われることを促 し、乱用を正 し、司教座聖堂で模範的 な
典礼 を行わなければならない。

本 シノ ドスは、司祭が、神の民のいっそうの善益 となるように、ふ さわ し
い しかたで、す なわち 「注意深 く敬慶 に」（attenteetdevote） ，典礼を行 う
ことに注 意を払 うことが大切であると、あ らためて考える。ふさわ しい しか

たで典礼 を行 うことによって、司祭は、 ミサをささげるために、信仰 と聖性
と犠牲の精神 と個人的な祈 りが重要であることを示す。 ミサの勝手 な変更 と
な りかねないような、過度な典礼文の付加 を避けなければならない。たとえ
ば、典礼文 を外国語のテキス トに代えた り、 ミサを典礼 としての意味をもた

ない しかたで行 う場合である。
真正な しかたで行われ る典礼のわざは、聖体の神秘が もつ神聖な性格 を表

現する。聖体の神秘が もつ神聖な性格は、司式司祭のことばと行いに反映 さ
れなければな らない。司式司祭は、信者 とともに、あるいは信者のために、
父である神の前で執 り成 しの祈 りをささげるか らである。

すべての芸術表現 と同様、聖歌 も典礼 と深 く調和 したものでなければなら
ない。聖歌は、典礼がめざす目的を効果的に実現 しなければな らないか らで
ある。すなわち、聖歌は、聖体のうちに現存するイエスへの信仰 と祈 りと驚
きと愛 を表 さなければな らない。

典礼規則 を守 ることの大切 さと意義 と必要性 を強調 しなければな らない。
感謝の祭儀は、教会が意 図する、典礼の節度 と忠実 さを重ん じた ものでなけ
ればならない。 また、その際、神 との出会いを体験する助 けとなりうるよう
な聖なるものへの感覚 と、こうした感覚を表すための 目に見 えるかたち （式
次第 と祭服 と祭具 とミサ をささげる空間の調和）を伴わなければな らない。

司祭 と典礼司牧の責任者が、典礼 に使用 しうる儀式書 （ミサ典礼書、朗読聖
書） と儀式書の規則 を周知 させることは、重要である。
感謝の祭儀で記念 される神秘へ と信者 を導 くために、信仰教育 を前 もっ

て行うことが必要である。 こうした信仰教育が、真の意味での敬慶 さに基づ

く、祭儀への積極的な参加を促すか らである。奉仕者は、朗読や、沈黙や動
作や姿勢の適切 な時期 を知 らせることを通 じて、こうした完全な参加が可能
となるようにしなければならない。
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提言26イ ンカルチュレーションと感謝の祭儀

信者が感謝の祭儀 にいっそ う効果的な しかたで参加 するために、本 シノ
ドスは、感謝の祭儀の分野でインカルチュレーションがいっそう促進 される
ことを願 う。その際、 ローマ ・ミサ典礼書の総則が示 した適応の可能性 と、
1994年 の教皇庁典礼秘跡省の 『典礼憲章』第四実施指針が定めた基準、お よ
び、 シノ ドス後の使徒的勧告 『アフリカにおける教会』、『アジアにおける教

会』、 『オセアニアにおける教会』、『アメリカにおける教会』に述べ られた方

針を考慮に入れなければならない。そのため、司教協議会は、インカルチュ
レーションの試みを拡大す るために完全 な責任 をとり、 また、すでに発布 さ

れた基準や指針 と、新たな適応の間で、適切 な釣 り合いを とらなければなら
ない。

提言27：感謝の祭儀に奉仕する教会美術

ミサ と聖体礼拝の歴史の中で重要な役割 を果た したのは、建築 を初め と

した、 さまざまな表現 による教会美術 である。教会美術は、教会の典礼が も
つ霊的な意味 を、包括的かつ具体的 なかたちで表現する。こうした具体的な

かたちが、精神を照 らし、心に触れ、意志を形づ くる。 さらに、信徒や神学
生、また特に司祭 によって行われる、教会建築史や広い意味での教会美術史
の研究は、神学的考察 を照 らし、信仰教育を豊かにし、秘跡による秘義教育
で用い られる象徴的言語への感覚を高めることがで きる。

最後に、何世紀 にもわたって教会美術が造 り出す ことがで きたさまざまな
形式に関する深い知識は、建築家や芸術家 と協力 しなが ら、聖体に生か され
た生活 と現在の共同体 に奉仕す るために、感謝の祭儀 と聖画像 （イコン）の

分野で適切な しかたで計画 を立てるよう招かれた人々の助け となることがで
きる。
芸術的な要素 と祭儀の要素の間で対立が生 じた場合 は、教会が認可 した改

革のかたちに従って、典礼上の必要 を優先 させなければな らない。

提言28聖 櫃とその位置
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9． 提 言

ローマ ・ミサ典礼書の総則 （314条参照） に従い、シノ ドスは、聖体 を納

める聖櫃が、聖堂の品位 のある位置に すなわち、重要で、 よく目に見え
て、芸術的要素が配慮 されてお り、 また祈 りのためにふさわ しい位置に置か
れなければならない と考える。 このことについては、司教 と相談すべ きであ
る。

提言29聖 体 とマス ・メディア

イ ンター ネッ トを含 むマス ・メデ ィアは、病気や高齢 といった理由 によ

り、 ミサ にあずかることので きない人々にとって大 いに役立つ。 さ らにマ
ス ・メディアは、洗礼 を受けているが教会から離れた人や、信者でない人に

まで も伝わる。マス ・メデ ィアを用いて ミサ を中継す る場合には、感謝の祭
儀 を、品位があって、適切 な、かつ、 よく準備 された場所で行 うことが重要
である。通常の条件において、 ミサの務めを果たすには、物理的な意味で感

謝の祭儀が行 われる場 にいることが必要であ り、マス ・メデ ィアを通 じて ミ
サにあずかるだけでは不十分であることに留意 しなければならない。 イメー
ジによる言語 は、再現であって、現実その ものではない。

典礼は、敬慶で、祈 りへ と招 くものでなければならない。典礼が記念す る
のは、過越の神秘だか らである。教会の典礼規則 を常 に守 らなければならな
い。神聖なしるしを重ん じ、典礼 を行 う場所、祭具、祭服などの芸術表現 に

注意を払わなければならない。聖歌や楽器は、記念 される神秘 と典礼季節に
対応 していることが必要である。

積極 的 な参 加 （Actuosaparticipatio）

提言30主 日

聖体年の実 りとして、 シノ ドスは、全教会で主 日を重視 し、主 日を生か
すこ とに努める よう、心か ら勧める。主 日と、さまざまな教 区の共同体、

特 に小教区で主 日の ミサをささげることが、中心的な意味 をもつことを、あ
らためて確認することが必要である （第ニバチカン公会議 『典礼憲章』42参

照）。主 日は、真 の意味で、人が他の人 とキリス トの復活 を祝 う日であ り、
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聖なる もの として、造 り主にささげ られた日、安息 と自由を享受する日であ
る。主 日の ミサは、個人 と家庭 を人間的なもの とする恵みである。主 日は、
キリス ト信者 と復活 したかたの一致 を育てるか らである。だか ら、われわれ
は、神 と、自分自身 と、共同体 という、三つの ものに参加 しなければならな
いのである。

初代教会の経験 と、最初の数世紀のキリス ト信者の経験 とを規範 と考 え
ることは、信者の助けとなる。われわれはキリス ト信者に、信仰教育と説教

を通 じて、「キ リス トの 日」が、主の復活の 日であ り、それゆえ解放を祝 う
日、神の国の恵みを味わう日、喜 びの 日であることを黙想する機会を与えな
ければならない。この 日、われわれは、われわれのうちにともにお られる、
生ける主 と出会うからである。
それゆえわれわれは また、主 日がキリス ト信者の 日となり、社会全体が労

働を休むことによってこの 日が尊重されることを願 う。キ リス ト教共同体に
固有の信仰表現は、感謝の祭儀 を中心 として行われるべ きである。 こうした
信仰表現 には、仲間どうしの集会、子 どもと青年 と成人の信仰教育、巡礼、
慈善事業、 さまざまな機会に行 われる祈 りがあ る。
土曜 日の午後 （前晩） もすでに 日曜 日に属 しているので、主 日の ミサの

務めを前晩の ミサにあずかって果たす ことも許 される。 しか し、聖 なるもの
とされ、「神 に満たされた」 日は、 日曜日自体であることを忘れてはならな
い。

提言31： キ リス ト信者の祈 りにおける神のことば

感謝の祭儀は、教会が行 う中心的な祭儀である。 しか し、共同体の霊的生
活 にとって、神の ことばの祭儀 も大 きな重要性 をもつ。

神のことばの祭儀 は、共同体が、神の ことばを深 く考察する機会 となる。
信仰教育や司牧の試みの中でその有効性が示 されている、神のことばに近づ
くための さまざまな方法を用いることもで きる。た とえば、対話、沈黙、ま
た、動作や音楽を用 いて工夫された、他の方法である。
さらに、伝統 によって確認された、教会の祈 りを行 うことも、共同体に勧

め られ るべ きである。特 に勧め られるのは、朝の祈 りと晩の祈 りと寝 る前の

祈 り、 また初めの祈 りである。聖務 日課の詩編や神のことばを唱えることに
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9． 提言

よって、われわれはキ リス トのわざと救いの計画をもっと深 く味わうことが
で きるようにな り、その ことが また、聖体の神秘の理解 を深めることができ
る。

決定的に重要なのは、神のことばの祭儀の司式者は、かな らず、十分な神
学教育 を受けているだけでな く、 自らの霊的経験に基づいて、神のことばの

中心へ と人々を導 くことができる人でなければならないことである。

提言32小 グループで行われる感謝の祭儀

小グループで行われる感謝の祭儀は、意識的、積極的、かつ実 り豊かな し
かたでの感謝の祭儀への参加 を促す ものでなければならない。以下の基準 を
提言す る。
・小グループは、小教区共同体を分裂させ るのでな く、その一致 に役立つ も
のでなければならない。
・小 グループは、 さまざまなタイプの信者の要求 を尊重 しなければな らな

い。それは、小 グループが、会衆全体の実 り豊か な参加 を促すためで あ

る。
・小グループは、明確で正 しい指針によって導かれなければならない。
・小グループは、で きる限 り、家族の一致を保たなければならないことに留
意 しなければならない。

提言33： 司祭 と典礼奉仕者

司祭 と他の典礼奉仕者が果たす役割を、基準に従って、よ り明確 にしなけ
ればならない。
真の意味で典礼 の中でわ ざを行 うのは、復活 して、聖霊の うちに栄光を

受けたキ リス トである。 しか しなが ら、キ リス トがそのわざと奉仕 を行 うと
き、教会 もこのわざに加わる。司祭は、誰 も彼に代わるこ とので きない しか
たで、開祭のあい さつから派遣の祝福に至るまでの感謝の祭儀全体 を司式す
る。だか ら司祭は、感謝の祭儀 において、司祭叙階の力に より、教会の頭で

あるイエス ・キリス トを代理 し、 また、固有な意味で、教会そのもの をも代
理する。
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助祭 は、神のことばを聞き、賛美 と祈 りをささげるために、信者 を教育す
ることによって、聖体への愛を育てることがで きる。
典礼の奉仕、特に感謝の祭儀への信徒の協力は、常 に行われて きた。第ニ

バチ カン公会議 （『信徒使徒職に関する教令』24参 照） とその後の典礼改革

でも、こうした信徒 の協力は引 き続 き求め られて きた （『ローマ ・ミサ典礼

書 （2004年1月25日 ）』総則103－107参 照）。
この ような信徒の奉仕職 によって、教会は、 さまざまな形態の多様性 に

おける一致 を反映する。教会は また、典型的な意味で、信者の 「積極的 な参
加」に固有な形態によって も表 される。信徒の奉仕職は、信徒特有の任務に

従 った しかたで、 また、感謝の祭儀を行 う共同体の実際の必要 に応 じて、導
入されなければならない。

信徒の典礼奉仕者は、これを注意深 く選任 し、十分に教育 し、継続的 な養
成 によって支えなければならない。信徒の典礼奉仕者の任命は、一時的 なも
のでなければな らない。信徒の典礼奉仕者 は、共同体によって知 られている

者でなければならず、 また共同体か ら感謝 をもって承認 される者でなければ
な らない。典礼規則 と典礼指針は、救いの計画 と 「交わ り」 と教会の一致 に

関 して明快 な方向づけを与えるために役立つ。

提言34： 聖体を敬 う動作

さまざまな文化の違いに応 じて、聖別 されたホスチアの前で、ひ ざまず

くことを初め とする、他の礼拝の動作 を守 らなければな らない。聖体の うち
に現存する主を礼拝 し、賛美する感覚 をもって、奉献文が唱えられる重要 な
瞬間に、ひざまず くことが重要であることを提言する。 さらに、聖体拝領の

後、沈黙の時間をとって感謝 をささげることも、推奨 されるべ きである。

提言35聖 体拝領を受けること

現代の多元化 した、 また多文化の社会においては、洗礼、堅信、初聖体、

結婚式、葬儀のような場合に、 ミサに参加 している、洗礼を受けていない人
や、カ トリック以外の教会 ・共同体に属す る人にも、聖体拝領の意味を説明

す ることが適当である。
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9． 提言

多 くの大都市や都市、特 に豊かな文化遺産に恵まれた ところでは、他宗教
や他教派、 また無宗教の観光客が ミサにあずかることも多い。
こうした人々には、彼 らに聖体拝領 を与 えないのは、彼 らを軽ん じること

を意味す るものではないのだということを、丁寧に、 しか しはっきりと説明
しなければな らない。継続的 にあるいは一時的に、聖体拝領に必要 な条件を

満たさない カ トリック信者 も、 自分が秘跡の拝領にあずかれな くて も、感謝
の祭儀が有効 かつ有意味であ り続 けることを知 らなければならない。聖体 を

拝領 しに行かなければ、人に悪 く思われは しないかなどと決 して考えてはな
らない。

場合 によっては、 ミサの代 わ りに神の ことばの祭儀を行 うことが勧め られ
る。霊魂を司牧する者は、で きるだけ多 くの人をキ リス トへ と導 くよう努め

なければな らない。キリス トは、すべての人をご自分の ところに招いている
のであって、人を聖体拝領 だけに招いているのではない。それは、すべての
人が永遠のいのちを得 るためである。

提言36： 典礼 におけるラテン語の使用

国際的な集会がこれまでにまして行われるようになった今 日、 こうした国

際的な集会で行われる感謝の祭儀 において、教会の一性 と普遍性 をよりよ く
表すために、次のことを提言する。
・ミサの共同司式をラテ ン語で行うことを提案する （ただし、聖書朗読、説

教、共同祈 願を除 く）。その際、教会の伝統的な祈 りをラテン語 で唱え、
場合 によっては、グレゴリオ聖歌の一部を歌って もよい。
・神学校 において、 ラテ ン語 の ミサ を理解 し、 ささげ ることがで きるよう

に、また、ラテ ン語の祈 りを唱え、グ レゴリオ聖歌の価値を理解で きるよ
うに、司祭を教育することを勧める。
・この ことに関 して、信者を教育する可能性 も否定 しない。

提言37： 大規模 な共同司式による ミサ

シノ ドス参加司教 は、共同司式による ミサ、特に、 自分の司祭、助祭、信

者 とともに司教が共同司式の ミサをささげることが、大 きな価値 をもつ こと
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を認める。 しか しなが ら、共同司式者の数が非常に多い場合の共同司式の実

践について研究を深めることを、権限のある機関に求める。

第三部 聖体に養われた神の民が行う宣教

提言38： 司祭、助祭、およびその他の典礼奉仕者 と典礼の協力者への感謝

シノ ドス総会は、司祭、特に 「フィデイ ・ドーヌム」の司祭 （注 ：教皇ピ

オ十二世の同名の回勅 に基づ き、アフリカの教会への一定期間の奉仕のため
に派遣 される司祭） と聖体奉仕者に、深 い感謝 と敬意を表す とともに、心か
らの励 ましを送 りたい と思 う。彼 らは、権限 と寛大 な献身をもって、共同体
に神の ことば といのちのパ ンを授けるか らである。
われわれは、信者が参加 しないときにも、司祭が毎 日ミサをささげること

を強 く勧める。
シノ ドスはまた、終身助祭にも感謝 したい。終身助祭は、神の ことばを告

げ、聖体 を授けることによって、司祭の福音宣教 のわざに協力するか らであ
る。公会議の指示 に従って、終身助祭の奉仕職 を行 うのが適当である。同様

に、任命された奉仕者や、奉献生活者、聖体奉仕者、カテキス タや、他の協
力者 この人々は、品位 をもって感謝の祭儀を準備 し、行 うための、また
聖体を授 けるための手助けをするか らである一 、 また、特に司祭不在の と
きに行われる共同体の祭儀で神のことばを告げ、聖体を授ける指導者に、感

謝することも重要である。
シノ ドス参加司教は、感謝の祭儀 に頻繁にあずかるキリス ト信者の行 うあ

か し、特 に高齢や遠隔地に住むために大 きな困難を感 じているにもかかわ ら
ず、感謝の祭儀に頻繁にあずかるキリス ト信者のあか しに深 く敬意を払 う。

提言39： 聖体の霊性 と日常生活

キリス ト信者は、聖体 と日常生活の関係 に関する理解 を深める必要があ
る。聖体の霊性は、 ミサにあずかったり、聖体へ の信心 を行 うことに尽 きる
ものではない。聖体の霊性 は全生活に及ぶ ものである。

何よ りもまず、われわれは、信徒が、 日常生活の中で聖体を大事 にし、ま
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た神への渇望 を感 じる努力 を続けることを奨励す る。われわれは、信徒の神
学者が、聖体の精神をもって 日常生活を送る経験 を表現す るように願 う。特
にわれわれは、家庭が聖体 に力づけ られ、 また、聖体によって生かされるこ
とを奨励する。 こうして家庭は、それぞれの個人的な生活のあか しを通 じて

行われる社会の変革 と、洗礼に基づ く召命が求める、隣人に福音 を知 らせる
わざに参加するようになる。
この ことに関連 して光 り輝 くのは、奉献生活者が行 う預言的なあか しであ

る。奉献生活者 は、感謝の祭儀 と聖体礼拝の うちに、徹底 してキリス トに従

う態度と、従順、貞潔、清貧を見いだすか らである。奉献生活者 にとって、
聖体は、観想の源泉、使徒的な宣教活動のための光、貧 しい人や底辺 に置か

れた人のために彼 らが行 う献身の究極的な意味、そ して、神の国の実現の保
証である。

提言40： 離婚 して再婚 した人と聖体

教会の教導職が発布 して きた多 くの教 えを守 りつつ、 また、多 くの司教か
ら表明 された痛切 な関心 を共有 しなが ら、世界代表司教会議は、離婚 して再
婚 した人に対す る教会の立場 と、 この人々を配慮 し、迎え入れなが ら司牧す
ることの重要性 を再確認する。
カ トリック教会の伝統 に従い、離婚 して再婚 した人は聖体拝領することが

許されない。彼 らは、結婚が本来もっていた不解消の性格を回復 した、主の
ことばに客観的に反す る状態 にあるか らである （『カ トリック教会の カテキ
ズム』1640参 照）。 この結婚の不解消の性格は、配偶者 としてのたまものを

十字架上でささげることによって示 され、秘跡の恵みによって洗礼 を受けた

者に伝え られる。
とはいえ、離婚 して再婚 した人 も、教会に属 している。教会は彼 らを受け

入れ、特 別な配慮をもって見守 る。それは、た とえ聖体拝領を受け られなく
ても、彼 らが ミサにあずかって神のことばを聞 くこと、 また、聖体礼拝、祈

り、共同体の生活への参加、司祭や霊的指導者 と信頼をもって行 う対話、愛
徳のわざへの献 身、悔い改めのわざ、子 どもの教育への献身を行 うことを通
して、キリス ト信者 としての生 き方を深めるためである。
結婚の きずなの解消が認め られず 、事実上、 同居 をやめることができな
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い客観的な状況にある場合、教会は再婚者に対 して、彼 らが神の掟の要求に

従って 自分たちの関係 を生き、自分たちの関係を忠実なきずなで結 ばれた友
情 関係 に変える努力をするよう励ます。 こう して彼 らは、正当な教会の手続
きによって与 えられる配慮 をもって、再び聖体の宴に近づ くことが可能にな
る。 しか しなが ら、彼 らの関係 を祝福することは避けなければならない。結
婚の価値 に関して信者の間に混乱をもた らさない ようにするためである。

同時にシノ ドスは、結婚の解消手続 きに関 して教会裁判所が もつ、司牧的
性格、存在、公正で迅速な活動を保証するために、可能 な限 り努力がなされ
ることを望む （教皇庁法文t“ ．1，－m会蹴 昏の解言肖手続きに関して教会裁判
所が守 るべ き規定に関する指針 （2005年1月25日 ）』 ［Dignitasconnubii］ 参
照）。その際、教会裁判所 は、有効 な結婚に とって必要不可欠な要素を深 く
研究す るとともに、現代の人間生活の大 きな変化か ら生 じるさまざまな問題
を考慮に入れなければならない。 こうした変化か ら、信者 も 特に堅固な

キ リス ト教的養成を欠いている場合に 影響を受ける危険があるか らであ
る。

しか しなが ら、 シノ ドスは、結婚した夫婦 を教育す ることと、結婚の秘跡
の有効性のために欠 くことのできない確信 と約束 を夫婦が有効 なかたちで共

有 しているかをあ らか じめ確認することに、深 く注意を払わなければならな
い と考える。 シノ ドスは、司教 と教区司祭に対 して、勇気を もって十分な識

別を行 うことを求める。それは、夫婦が感情的な動機や表面的な理由に基づ
いて、相手の人 と教会 と社会に対 して大 きな責務を負い、後で二人がこの責

務 に応 えられな くなるようなことがないようにするためである。

提言41： カ トリック以外の信者に聖体拝領 を許可すること

唯一の洗礼 によって、不完全 な しかたではあ るが、すべてのキ リス ト者
の交わ りがすで に実現 していることを考えると、主の食卓を前 に分裂が存

在することは、 まさしく悲 しむべ きことである。その結果、カ トリック教会
で も、 カ トリック以外の兄弟姉妹の間でも、カ トリックのキ リス ト信者 とカ

トリック以外の信者の間で聖餐 を行 えるようにしてほしいという要求が強 く
行われる。聖体は、イエス ・キリス トとの個人的 な交わ りを表すだけではな

く、何 よりも、教会の完全 な交わ りを表す ものであるこ とを、明確に しなけ
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9． 提言

れ ば な らない。

そ れゆ え、 われ われ は 、 カ トリ ック以外 のキ リス ト者 に対 して 、 カ トリ ッ

ク教 会 に とっ て、 聖 書 に 基づ く聖 伝 に従 い、 聖 体 の交 わ りと教 会 の 交 わ り

が密接 に関連 してい る こ と、 したが って、 カ トリ ック以 外 のキ リス ト者 と聖

体の 交 わ りを もつ こ とは、一般 的 に い えば不可 能 であ る こ とを理解 し、尊重

して くだ さる よ うに願 う。エ キ ュ メニ カル な共 同 陪餐 は、 なお さ らあ りえな

い。 しか し、個 人の救 い を考 えて、特 別 の個 人的 な事情 が あ る場 合 に、特 定

の条 件 の も とに、 カ トリック以外 の キ リス ト者が 、聖 体、 ゆ る しの秘 跡 、病

者 の塗 油 を与 え られ るこ とは可 能で あ り、勧 め られ る こ とさえあ るこ と も、

は っ き りい わ なけ れ ば な らない （第ニ バ チ カ ン公会 議 『エ キ ュ メニ ズ ム に

関す る教令』8、15、 『エ キ ュ メニ ズム新 指針 （1993年3月25日 ）』129－131

［DirectoryfortheApplicationofPrinciplesandNormsonEcumenism］ 、

教 会法844条3－4項 、 東方 教 会法671条4項 、教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回

勅 『キ リス ト者 の一 致 （1995年5月25日 ）』46［Utunumsint］ 、 教 皇 ヨハ

ネ ・パ ウ ロニ 世 回勅 『教 会 にい の ち を与 え る聖 体 （2003年4月17日 ）』46

［EcclesiadeEucharistia］ ）。

シノ ドスは、 『カ トリッ ク教 会の カテキ ズム』 （1398－1401） と 『カ トリッ

ク教 会 の カテ キ ズ ム綱 要』 （293） に 述 べ られ た条 件 が守 られ る こ とを求 め

る。

世のための聖体

提言42聖 体と宣教

真 の意味での聖体 に生か された教会は、宣教する教 会であることを自覚
す るよう、信者 は招かれている。実際、聖体 は宣教の源泉である。聖体 に
よって、われわれはます ますキ リス トの弟子 となる。それは、われわれが、

神の ことばを聞いて、共同体 として主 と出会 うように導かれ、主 の死 と復
活 を記念 し、秘跡において主と交 わるか らである。このような聖体における
主 との出会いは、聖霊によって実現 され る。聖霊はわれわれを造 り変え、聖
化するか らである。聖体 は、弟子 に、 自分が聞いて体験 したことをほかの人
に向かって大胆 に告げ知 らせ、人を同 じキ リス トとの出会いへ と導 きたい と
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いう、確固 とした望み を抱かせる。 こうして、弟子は、教会によって派遣 さ

れ、地の果てにまで宣教す る心を整え られる。
われわれは、世界中で活動するすべてのキリス ト信者の宣教者に感謝する

とともに、キリス トを唯一の救い主 として認めることが必要であるとあ らた

めて考える。
宣教者の教育においては、この救いの唯一性 を表明することの重要性が、

可能 なあらゆるしかたで示 されなければな らない。このことによって、福音

宣教に含 まれ る人間開発 という重要な活動が、たんなる社会的 な側面だけに
限定されることを避けることがで きる。
シノ ドス参加司教は、キリス ト信者が社会の中で少数派であった り、信教

の 自由のない状況で生 きるキ リス ト信者の共同体の宣教活動が、大きな困難

を経験 しているこ とを強調 した。

提言43： 聖体の霊性と世の聖化

聖体は、あらゆる聖性 の形態を生み出す源である。キ リス ト信者の民は、
感謝の祭儀 を通 じて感謝をささげる。 ところで、深い聖体の霊性 を育てる
ために必要 なのは、 このキ リス ト信者 の民が、 自分た ちが この感謝 を、被

造物全体 を代表 して、世の聖化を望みなが ら、世の聖化のために働 きなが ら
行 うのだというこ とを自覚することである。キ リス ト教的生活は、感謝の祭
儀の中に、その歩 むべ き道を見いだす。 「なすべ き礼拝 （logik61atreia）」
（ローマ12・1参 照）の特徴は、自己奉献、交わ り、連帯である。
ラテン典礼 において、毎日ミサにあずかることを促進す ることは、聖体の

霊性 を、家庭、職業生活、社会生活、政治生活 の中核 として育てる有効な手

段である。
日々の奉献 （祈祷の使徒会 などの指導 によ り、世界 中の何 百万人のカ ト

リック信者が実践 している） は、一人ひと りの人が 「聖体に生か された人

間」 となるための助けとな りうる。 日々の奉献によって、人は、マリアの模
範に従い、 自分の生活 を、人類のために自分をささげたキ リス トの生 き方 と
一致 させるようになるか らである。
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9． 提言

提言44： 聖体 と病者

キ リス トの受難 と死 と復活 に積極的にあずかるこ とに関する適切 な信仰
教育 を通 して、聖体を病者の益 となるようにすることは、きわめて重要であ
ると、われわれは考える。 キリス ト教生活の頂点 において聖体が もつ、特別
な重要性 が、「最後の糧」 として聖体 を拝領す るこ とに含まれている。聖体
は、病者に とって過越へ と開かれた意味 をもつので、「最後の糧」の実践を

強化することが勧 められ る。
特に、洗礼 と堅信 を受けた精神障害者に聖体 を与 えることが求め られる。

洗礼 と堅信 を受けた精神障害者は、家族 と彼 らを支 える共同体の信仰 におい
て、聖体を受ける。

ある種の病気 によって、その人に十分な理解があるかどうかわか らないか
らといって、それが、教会が与える秘跡による支えをすべて彼 らに与 えない
ことの十分な理由 となる ものではない。障害者があ らゆる面において教会の
一員 として認め られ、教会の中で正当な居場所 を与 えられることは、重要で

ある。
さらに、教会建築は、障害者が感謝の祭儀に参加 しやすい ものであること

が望 ましい。

提言45： 聖体 と移住者

シノ ドスは、移住者の分野で活動するすべての人々に感謝 しつつ、すべて
の司教が移住者のための司牧的配慮を行 うように招 く。

特 に感謝の祭儀 において、移住者の信者 を、その人種、身分、境遇 を問わ

ず、キリス トのか らだの一員として迎え入れなければならない。キ リス トの
愛は、多 くの移住者 を受け入れている教区を、それ以外の地方教会 と奉献生
活の会が、寛大 に助けるように促 している。
さらに、司祭 は、東方典礼教会の移住者 を可能な限 り支援すべ きである。

東方典礼への理解 を深めるために、神学校 に 「東方の 日 （Diesorientalis）」
を作るべ きである。
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提言46： カ トリック信者の政治家 ・議員が、聖体を受ける資格

カ トリック信者の政 治家 と議員は、不正な法 を提案 した り支持 した場合
に、その行為の もつ重大 な社会的責任について、 良心が適切な しかたで

教育 された上で 自らの良心の中で、特別な意味で問われていることを感
じなければならない。人間にとって不可欠な善に反する法、すなわち正義や
自然法 に反す る法を推進する場合に、聖体を受ける資格はない。神の掟 と、
教会の教えに反 しながら、個人としての選択 と、公人としての選択 を切 り離

すことはで きない。 また、このような違反は、聖体に対 して も罪を犯す こと
だと考 えなければならない （一 コリン トll・27－29参 照）。
この方針 を適用するに際 して、司教 は、各地域における具体的な状況を考

慮 しなが ら、剛毅 と賢慮 の徳を働か さなければならない。

提言47： 聖体と環境保護

聖体 の秘跡 に強め られたキ リス ト信者は、世界における神の現存 をあか
しするよう、ますますはっきりとした取 り組み を行わなければならない。教
会は、人間 と被造物の関係 がいっそう調和 と責任 を伴った もの となるよう、
人々の思考 と心の変革を推進 していかなければな らない。

被造物が神の愛 のたまものであることを観想 し、 このた まもの に感謝す
ることは、現代人への福音宣教の手段 となりうる。神は、その造 り主 として
のわざに対 して責任のある奉仕 を行 うようにと、人類に対 して呼びかけてい

る。この呼びかけを認識す ることによって、現代人の環境保護意識に、キリ
ス ト教的な希望 と重なる、新たな宗教的意味を与えるこ とがで きるか らであ

る。
この ような考察 に助 け られて、キ リス ト信者 も、創造の教 えと、「新 し

い創造」の教 えとを結 びつけて考えることができるようになる。「新 しい創

造」は、新 しいアダムであ るキリス トの復活によって始め られた。このキリ
ス トは、教会に対 して、被造物が 「新 しい天 と新 しい地」に造 り変えられる

準備 をするという課題を与えたのである。
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9． 提 言

提言48聖 体の社会的意味

キ リス トのいけにえは、解放の神秘である。 この解放の神秘は、われわ
れに問いかける。神の像 と似姿 にかたどって造 られた人間の尊厳 を回復する
ために、不正な構造を変革するよう努めることによって、聖体はいのち とな
る。 このいのちが、感謝の祭儀の意味するものである。聖体に促 された活発
な活動は、世界のさまざまな次元で展開される。聖体に促 された活動は、グ
ローバル化の過程 を問題にする。グローバル化は、 しばしば豊かな国と貧 し

い国の問の不平等を増大 させる。聖体に促 された活動は、地球から資源を奪

う政治的 ・経済的権力を告発す る。聖体 に促された活動は、天に向かって叫
ぶ不平等 を前にして、配分正義が深刻な しかたで必要 とされていることを訴

える。聖体に促 された活動は、キ リス ト信者に向かって、政治生活 と社会活
動の場で献身的に働 くように促す。
HIV／AIDSの 流行 と、薬物 と、アルコール中毒 は、特に憂慮すべ き問題で

ある。

囚人は特別な司牧的配慮 を必要 としている。それは、彼 らが感謝の祭儀に
あずか り、聖体拝領を受け られ るようになるためである。
感謝の祭儀にあずかる人は皆、現代世界において平和 をつ くる努力 をしな

ければな らない。世界には、 さまざまな暴力 と戦争が存在す る。特 に今日、
世界に見 られるのは、テロと経済的不正 と性的搾取である。正義 と和解 とゆ
るしの回復が、真の意味での平和 を築 くための条件である。

愛 と正義 について学ぶために、信者は教会の社会教説 を用いるべ きであ
る。教会の社会教説は、最近 『教会の社会教説綱要』 （Compendiumofthe

SocialDoctrineoftheChurch） によって示 された。

提言49： 聖体 と、紛争の うちにある民族の和解

聖体は、兄弟の交 わ りの秘跡であ る。兄弟 は、キ リス トによる和解 を受
け入れるか らである。キ リス トは、敵意 という隔ての壁 を取 り壊 して、ユ
ダヤ人 とギ リシア人 を一つの民 と した （エフェソ2・14参 照）。シノ ドスの
期間中、い くつかのあか しが述べ られた。すなわち、感謝の祭儀 を行 うこと
によって、争い合っていた民族が神の ことばを囲んで集 まることがで きた。
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人々は、進んでゆるす ことによって和解 が得 られることについて語る神の預
言のことばを聞き、回心 の恵みを与え られた。回心の恵みによって、彼 らは
同 じパ ンと同 じ杯による交わ りにあずかることができた。聖体のうちにご自

身をささげられるイエス ・キリス トは、兄弟の交わ りを強めて くださる。特
にキ リス トは、紛争中の人々に、対話 と正義を通 じて、早 く和解するように

促す。 こうして、人々はキリス トのか らだと血 をふ さわし く分かち合うこと
がで きるようになる （マタイ5・23－24参 照）。

結び

提 言50： 「お とめ マ リア か ら生 ま れた 、 ま こ との か ら だ」 （VerumCorpus

natumdeMariaVirgine）

教会は、「聖体に生 かされた女性」であるマ リアのうちに、特に十字架の
もとに立つマ リアのうちに、自らの姿 を見る。 こうして教会は、マ リアを、
聖体 に生か された生活のかけがえの ない模範 として仰 ぐ。祭壇 の上に、「お
とめマリアか ら生 まれたまことのか らだ」が現存されるときに、教会は、司

祭 を通 して、至聖なるお とめを敬い、特別な感謝をこのお とめにささげる。
キ リス ト信者 は、教会の母であるマ リアに、その生涯 とわざを委ねる。マ
リアと同じ思いをもつ ように努めなが ら、キ リス ト信者は、共同体全体の生

活が、御父に喜 ばれる、生 きたささげものとなるよう助けるのである。
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10． 最終 メ ッセー ジ

10． 最 終 メ ッセ ー ジ

世界代表司教会議第11回 通常総会は、10月21日 （金）午前9時10分 か
ら始まった、第20回 全体会議で、「最終メ ッセージ」 を承認 し、これを
22日 （土）に発表 しました。

最終メッセージはフランス語 ・英語 ・ドイツ語 ・イタリア語 ・スペイ
ン語テキス トが同時に発表 されましたが、翻訳の底本 としては英語テキ

ス トを用い、合わせて、適宜、フランス語テキス トを参照 しました。

聖体 世の平和のための生けるパン

親愛なる兄弟である司教の皆様。
親愛なる司祭と助祭の皆様。
親愛なる愛すべき兄弟姉妹の皆様。

1「 あなたがたに平和があるように」。復活の晩、エルサ レムの二階の広

間に現れ た主の名によって、わたしたちは繰 り返 して申 し上げます。 「あ
なたがたに平和 があるように」 （ヨハ ネ20・21）。主の死 と復活の神秘が、皆

様を慰め、皆様の全生涯に意味 を与 えて くださいますように。主がいつ も皆
様を喜びと希望で満た して くださいます ように。キ リス トは、ご自身が約束
されたとお り （マ タイ28・20参 照）、ご自分の教会の中に生 きてお られるか
らです。キ リス トは、世の終わ りまで、いつもわたしたち とともにいて くだ

さいます。キリス トは、至聖なる聖体の秘跡によって、わたしたちにご自身
を与 えま した。 また、キリス トは、彼が愛するのと同 じように愛す る喜 びを
も、わた したちに与えて ください ました。キリス トは、その死 に打 ち勝 った
愛を、全世界のわたしたちの兄弟姉妹 と分かち合うように、わた したちに命
じました。愛する兄弟姉妹の皆様。これが、聖体 に関する世界代表司教会議
の終 わ りにあたって、わた したちがあなたがたに告げる喜びのメッセージで

す。
主イエス ・キリス トの父である神はたたえ られますように。キ リス トは、

聖体 という特別なたまものについて思い起 こすために、神の母にしてわたし
たちの母であるマ リア とともに、わたしたちを再び二階の広間に集めて くだ
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さい ま した。

2亡 き教皇 ヨハネ ・パウロニ世によって招集 され、教皇ベネデ ィク ト十六

世 によって確認 されたこの世界代表司教会議で、教会生活 と宣教の源泉 と頂
点である聖体について、 ともに祈 り、考察す るために、わた したちは世界の
五大陸か ら集 まりました。世界代表司教会議の 目的は、教皇が、聖体 に生か

された教会生活 を刷新 し深めるのを助けるために、提言を行うことで した。
わたしたちは、聖体が初めか らいかなるものであったかを、体験することが
で きました。聖体は、ペ トロの後継者 との 目に見 える交わ りのうちに、いの

ちのパ ンによって養われた、唯一の信仰、唯一の教会にほかな りませ ん。

3司 教、オブザーバー、 またエキュメニカルな代表者たちの兄弟 としての

交わ りを通 して、わたしたちは、聖体が、東方 と西方の部分教会の生活を生
か し、変容させ るだけでな く、わた したちがその中で暮 らすさまざまな環境
で行われる、 さまざまな人間の活動 をも、生か し、変容 させるものであるこ

とを、あらためて確信 しました。わた したちは、典礼や文化や司牧的状況は
異なっても、わたしたちの聖体への信仰 は唯一であることを体験 して、深い

喜 びを感 じました。多 くの兄弟である司教の参加 によって、わた したちは、
さまざまな典礼の伝統の豊かさを直接に経験することができました。こうし
た典礼の伝統の豊かさが、唯一の聖体の神秘の深みを輝かせるのです。

親愛 なるあ らゆる教派のキ リス ト者の兄弟姉妹の皆様 にお願い します。

和解の 日が訪 れ、教会の 目に見 える一致 を実現 して、 イエスが死の前 の晩
に行った祈 りに従 って、聖 なる感謝の祭儀を行 うことができるよう、 どうか
いっそ う熱心に祈 って くだ さい。「父よ、あなたが私の うちにお られ、わた

しがあなたの うちにいるように、すべての人を一つに して ください。彼 らも
わたしのうちにいるように して ください。そうすれば、世 は、あなたがわた
しをお遣わ しになったことを、信 じるようになります」 （ヨハネ17・21）。

4教 皇 ヨハ ネ ・パウロニ世の教皇職 と、その最後の回勅 『教会にいのちを

与える聖体』、そ して、それに続いて公布 され、聖体年を開始 した 『主 よ、
一緒にお泊 ま りください』 を与 えて くだ さった神に深 く感謝 します。 そ し
て、教皇 ヨハ ネ ・パウロニ世のあか しと教えが、いっそ う豊かな実 りをもた

58



10． 最終 メ ッセー ジ

らすように、わた したちは神に願い ます。 また、わた したちはすべての神の
民に感謝 します。わたしたちはこの三週間の祈 りと考察の期間中、皆様がわ
た したちとともにいて、支 えて くだ さっているの を感 じま した。中国の地方
教会 と、会議に参加 して ともに議論を行 うことがで きなかった、中国の司教
たちの ことは、特別にわたしたちの思い と祈 りの うちにあ りました。

すべての司教、司祭、助祭、全世界の宣教者、男子 ・女子奉献生活者、信
徒の皆様、そ してまた、すべての善意の人々に申し上げます。復活 したキ リ
ス トの名において、聖霊の平和 と喜びがあ ります ように。

世界の苦しみに耳を傾ける

5世 界代 表司教会議では、諸大陸の教会生活 について、時 間をかけて熱
心な分かち合い とあか しが行われました。わた したちは、戦争、飢餓、 さま
ざまなかたちのテロ と不正が引 き起こし、何億人 とい う人間の 日常生活を脅
か している、極限状況 と苦 しみに心 をとめました。中近東 とアフリカで増大

す る暴力によって、わたしたちは、アフリカ大陸が世界の世論か ら忘れ られ
ていたことに思 いを致 しました。倍増 しているかのように思われる自然災害
は、自然を決 してあなどることのないように、 また、苦 しむ人々 との連帯 を

強めるように、わた したちを促 します。
わた したちは世俗化の もた らす結果に黙 ってい ることはで きませ んで し

た。世俗化 は、 と りわけ西洋で進んでお り、宗教的無関心や、 さまざまな

かたちで表明 される相対主義 を生み出してい ます。わた したちは、不正 と極
度の貧困の状況 を思い、またそれ を非難 します。 こうした状況は至るところ
にあ りますが、とりわけラテンアメ リカ、アフリカ、アジアに見 られます。
これ らすべての苦 しみは、神に叫びなが ら、人類 の良心 にも訴えかけていま

す。これ らの苦 しみは、わたしたちすべてに訴 えかけてい ます。地球という
グローバルな村 は、どうなってい くので しょうか。荒廃の脅威にさらされて
いる環境は、 どうなってい くので しょうか。このグローバル化の時代 に、連

帯が苦 しみ と困窮に打ち勝つために、何 を したらよいので しょうか。わた し
たちは、諸国の指導者 も、すべての人に共通善がゆきわたるよう熱心 に努め

るべ きだと考えます。わたしたちは、諸国の指導者が、受胎か ら自然死に至
るまでの、すべ ての人間の尊厳を尊重するように求め ます。 わた したちは、
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これ らの指導者が、結婚 と家庭 に関す る自然本性的権利 を尊重す る法を定

め るよう求めます。 わた したちも、誰 も日々の糧にこと欠 くことの ないよう
に、すべての人間の家族が真の意味で発展するための恒久的な条件の整備 に

向けて、諸機 関が協力 して行っている活動 に、積極的に参加 し続けたい と思
い ます。

6わ た したちはこれ らの苦 しみと問題 とを携えて、感謝の祭儀 と聖体礼拝
を行い ました。互いに注意深 く耳 を傾けつつ議論を行いなが ら、わたしたち
は、世界の多 くの地域 で、教会の歴史を通 じて常 に見 られたように、今 日で
もなお殉教によるあか しが行われていることに、感動 と衝撃を感 じました。
シノ ドス参加司教 たちは、殉教者たちが、愛 によって憎 しみに打 ち勝ち、

ゆるしによって暴力に打ち勝つ力を、常 に聖体のうちに見いだ してきたこと
に、あ らためて思いを致 しました。

「わた しの記念としてこのよ うに行いなさい」

7受 難 を受 ける晩、「イエ スはパ ンを取 り、賛美 の祈 りを唱 えて、それ
を裂 き、弟子 たちに与 えながらいわれた。 『取 って食べ なさい。これはわた
しのか らだである』。 また、杯を取 り、感謝の祈 りを唱え、彼 らに渡 してい
われた。 『皆、 この杯か ら飲みな さい。 これは、罪が ゆる されるように、多

くの人のために流 され るわた しの血、契約の血である』」 （マ タイ26・26－
28）。「わた しの記念 としてこのように行いなさい」 （ルカ22・19、 一 コリン

ト11・24－25） 。教会はその初めか ら、イエスの死 と復活 を記念 して きまし
た。すなわち、教会は、最後の晩餐でいわれ、行 われたのと同 じことばとわ
ざを用 いて、聖霊がパ ンとぶ どう酒をキリス トのか らだ と血に変えて くだ さ
るように願い求めて きたのです。わたしたちは、教会の変わることのない伝

統 において、 ミサで司祭が唱えるイエスのことばが、聖霊の力によって、そ
のことばが表すことを実現すると、固 く信 じ、また教えています。司祭が ミ

サで唱えることばは、復活 したキ リス トの現実の現存 をもた らします （『カ
トリック教会のカテキズム』1366）。教会は、この特別 なたまものによって

生か されています。 このたまものが、教会 を集め、清め、唯一の聖霊 に生
かされた、キ リス トの唯一のか らだへ と変えるか らです （エ フェソ5・29参
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照）。
聖体は、愛のたまものです。この愛は、世が救われるためにその独 り子 を

遣わ した父の愛であ り （ヨハネ3・16－17参 照）、 この上な くわたしたちを
愛 し抜 いたキリス トの愛であ り （ヨハネ13・1参 照）、聖霊 によって、わた
したちの心に注がれた神の愛です （ローマ5・5参 照）。 この聖霊が、わた
したちのうちで 「ア ッバ、父 よ」（ガラテヤ4・6） と叫ぶのです。聖なる
いけにえの祭儀 を行 うとき、わた したちは、世 の救 いを告げ、主が来られる

まで、主の死が勝利を収めたことを告げ知 らせ ます。主のか らだを拝領する
とき、わた したちは、 自分たちの復活の 「保証」 を与 えられ ます。

8第 ニバチカ ン公会議 か ら40年 後にあた り、わた したちは、わたしたち
の典礼共同体が、 この信仰の神秘をどれほ ど適切 に表現 し、祝っているかを

吟味 したい と望み ました。世界代表司教会議 は、第ニバチカン公会議が、真
の意味での典礼刷新に必要 な基盤を与えたことを再確認 します。今必要 なの

は、 この改革の積極的 な成果を拡大 し、典礼の実践に密かに入 り込んだ誤用
を正すこ とです。わた したちは、典礼を聖なるもの として尊重する態度は、
正当な権威者が定めた典礼規則 を、真の意味で忠実 に守ることによって伝え

られることを確信 します。誰 も自分が教会の典礼を意のままにできると考 え
てはな りません。主の現存を認め る生 きた信仰 こそが、美 しく典礼祭儀 を行
い、この典礼を、神の栄光に 「アーメ ン」 と答 えることの うちに完成 させ る

ための第一の条件 となります。

聖体に生かされた教会生活におけるさまざまな明るい側面

9世 界代表司教会議の議論 は、喜ば しい兄弟愛の雰囲気 の うちに行 われ
ました。 この雰囲気は、さまざまな問題 に関する自由討議 と、聖体年の成果
に関する自発的な分かち合いによって、深め られました。会議に出席 して議

論に耳 を傾け、 また発言 して くださった教皇ベネデ ィク ト十六世が、わたし
たち全員の模範 となり、 また貴重な支 えとな りました。多 くの発表は、積極
的で喜ば しい出来事を報告 しました。た とえば、以下の ようなものです。 日

曜日の ミサの重要性 をあらためて意識するようになったこと。世界の さまざ
まな地域で司祭職や奉献生活への召命の数が増 えたこと。 ドイツのケル ンで

61



頂点に達 した、世界青年の日 （ワール ド・ユース ・デー）の力強い体験。世
界のほ とん どすべてのところで行われた、聖体礼拝に関する多 くの行事 の展
開。 『カ トリック教会のカテキズム』 に照 らして行 われた、洗礼 と聖体 につ
いての信仰教育の刷新。新 しい福音宣教 を行 う宣教者を養成するための、運

動 団体や共同体の成長。新 たな召命への希望をもたらす、若い侍者 （祭壇奉
仕者）の増加。その他、感謝せずにい られない多 くの出来事があ ります。

最後に、シノ ドス参加司教たちは、聖体年が、グローバ ル化 した人類 に向
けて、聖体か ら出発 して行 う福音宣教の始 まり、 また出発点 とな りうること
を希望 します。

10わ た したちは 「聖体へ の驚 き」（『教会にいのちを与える聖体』6） が、

常に信者を、よりいっそ う力強い信仰生活へ と導 くことを望み ます。そのた
めに、東方典礼カ トリック教会の伝統では、聖体礼儀 を行 い、イエスの祈 り
と聖体拝領前の断食を重ん じています。一方、 ラテン典礼 の伝統では、感謝
の祭儀で頂点に達する 「聖体の霊性」を深めて きました。 ミサ以外 の場での

聖体礼拝、聖体賛美式、聖体行列、また民間信心の さまざまな適切 な形態 も

行われています。 こうした霊性が、毎 日の生活を支え、わたしたちのあか し
を強め る上で きわめて豊かな源泉 となることは、間違いあ りません。

11か つて司祭が不在であった り、地下活動 をしなければならなかった多 く
の国で、いまや教 会が自由に聖なる神秘 を祝 うことがで きることを、神に感

謝 したい と思い ます。福音 を宣べ伝え、新たな熱意を もって福音 をあか しす
る自由は、深刻 に非キ リス ト教化 された地域で、少 しずつ信仰 を呼び覚まし
つつあ ります。わたしたちは、迫害を受け続けているすべての人 々に、心か

らあいさつ と励 ましを送 りたいと思い ます。わた したちはまた、キ リス ト信

者が少数の地域で、主 日を祝 う完全な自由が認め られることを求めます。

感謝の祭儀の刷新のための諸問題

12わ た したちの教会生活には、無視で きない、さまざまな暗い側面や問題

も認め られます。 まずわたしたちは、罪意識の欠如 と、ゆる しの秘跡の実践
があいかわ らず危機 に瀕 していることに思いを致 します。ゆるしの秘跡のも
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つ深 い意味 を再発見することが大切です。 ゆる しの秘跡は、罪のゆるしのた

め に （ヨハネ20・23参 照）、また、キリス トと兄弟姉妹 に対す る愛を深める
ために、復活 したキリス トによって与 えられた、回心であ り、貴重 な癒 しで
す。

興味深いことに、適切な しかたで信仰教育 を受けた多 くの青年は、ますま
す個人としてゆるしの秘跡 を受け、ふ さわ しい しかたで聖体拝領を受けるた
めにゆるしの秘跡が必要であることを意識するようになって きています。

13に もかかわ らず、日曜 日に感謝の祭儀 を行 う司祭がいないことは、きわ
めて憂慮すべきことであ り、司祭召命のために祈 り、いっそう積極的に司祭

召命を促進するようわたしたちに促 しています。司祭の中には、信者の要求
にできるだけ応 えるため に、多 くの場所で ミサ をささげた り、次か ら次に移
動 しなければならないような、困難な状況に直面 している人 もいます。この
ような司祭は、 まことに心から称賛 と同情 を受 けるに値 します。 わた したち
はまた、多 くの宣教者に感謝 します。彼 らの熱心な福音宣教 によって、わた
したちは、全世界に行って主の名によって洗礼 を授 けなさい という主の命令

に、今 日もなお忠実に従うことがで きるのです （マ タイ28・19参 照）。

14他 方で、わた したちは、司祭の不在 のために、 ミサ を行 い、主 日を祝

うことがで きなくなっていることを憂慮 します。司祭が不足 している諸大陸
には、すでにさまざまなかたちの祭儀が存在 してい ます。 しか しなが ら、 カ

トリック教会の伝統の中で古 くか ら行 われて きた、「霊的聖体拝領」の実践
を、いっそ う促進 し、普及させ ることができます し、またそ うすべ きです。
それは、信者が、 より適切 なしかたで秘跡 としての聖体拝領を行 うの を助

け、また、 さまざまな理由でキ リス トのからだと血 を聖体拝領によって受け
ることができない人々に、真の意味での慰めを与えるのを助 けることができ

るか らです。わたしたちは、霊的聖体拝領 の実践が、孤独な人、特に身体障

害者、高齢者、服役者、難民の助 けとなると考えます。

15わ たしたちは、主の掟 に反する家庭的な事情のために聖体拝領がで きな
い人々の悲 しみを承知 してい ます （マ タイ19・3－9参 照）。離婚 して再婚

した人々は、聖体拝領がで きない ことを悲 しみつつ も受け入れ、そのことを
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神にささげています。この制限を理解で きずに、心に不満 を抱 きながら生 き
ている人 もい ます。わたしたちはこうした人々の選択 を肯定することはでき
ませんが （『カ トリック教会の カテキズム』2384参 照）、彼 らが教会生活から

排除されたわけではない ことをあらためて確認 します。わた したちは、彼 ら
が 日曜の ミサにあずか り、神のことばに熱心に耳を傾けるように求めます。
神のことばは、彼 らの信仰 と愛 と回心の生活を養 う糧 となることができるか
らです。わた したちは彼 らに、わた したちが祈 りと司牧的配慮をもって彼 ら
を支えていることを申 し上げたいと思い ます。主のみ旨に忠実に従 うことが
できるよう、 ともに主に願おうではあ りませんか。

16わ たしたちはまた、 ある地域 で、聖 なる ものに対する感覚が低下 して
いることにも注 目しました。 このことは、信者が積極的かつ実 り豊かな しか

たで ミサに参加する上で影響 を及ぼす だけでな く、感謝の祭儀を行 うや り方
と、キリス ト信者が行うように招かれているあか しの質にも影響 を与えるか

らです。わた したちは、聖体によって、カ トリックの共 同体 に属 していると
いう感覚 と喜びをよみがえ らせるように努めたい と思います。なぜなら、あ

る国では、教会 を離れる人の数が顕著 に増加 しているか らです。非キリス ト
教化 とい う事態か ら、家庭におけるキリス ト教生活の養成 を適切 に行 うこと
が求め られています。それは、秘跡の実践を活性化 し、それが信仰の内容を

本来の意味で表すようになるためです。それゆえ、わた したちは、両親、司
牧者、 カテキスタの皆様が、新千年期の初めにあたって、福音宣教 と信仰教
育のための計画 を再構築 して くださるよう、お願い したいと思います。

17歴 史 と来たるべ き世の主であるかたのみ前 で、わた したちは、すべて
の時代の貧 しい人 と現代の貧 しい人、 ますます増大する不正による被害者、

そ して この世 で忘れ られ たすべ ての人か ら、問われています。彼 らの存在
によって、わたしたちは、世の終わ りに至 るまでのキリス トの苦 しみを思い

起 こします。これ らの苦 しみが、聖体の神秘を祝 うことと無関係 なままでい
ることはできません。聖体の神秘 は、 わた したちすべてが、正義の実現のた
め、 また、世界の変革のために、積極的かつ意識的に働 くように招 いていま

す。わた したちは、教会の社会教説に基づいてこの活動 を行います。教会の
社会教説は、人間の人格の中心的な価値 と尊厳 を促進するか らです。
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「わた したちは自分自身 を欺 くことはで きません。わた したちが真にキリ
ス トに従 う者で あると認め られるのは、互いの愛 と、 とりわけ困窮 してい
る人へ の配慮 によるのです （ヨハ ネ3・35、 マ タイ25・31－46参 照）。 これ
が、わた したちの ささげる感謝の祭儀が真正なものであるかどうかを判断す
るための基準 とな ります」 （『主 よ、一緒にお泊 まりください』28）。

あなたがたはわたしの証人 となる

18「 イエスは、世 にい る弟子たちを愛 して、 この上 な く愛 し抜 かれ た」。
聖 ヨハ ネは、洗足の物語の中で、聖体の制 定の意味を解 き明か しています

（ヨハネ13・1－20参 照）。 イエスは、へ りくだって、弟子 たちの足を洗い
ます。それは、 イエスの愛があ らゆる限界を超 えているこ とを表す、 しる
しで した。この預言的なわざは、その翌 日、イエスが、十字架の死 に至 る
まで、 自らへ りくだ ることを告げ知 らせています。このへ りくだ りのわ ざ

によって、世の罪は除かれ、わた したちの魂のあ らゆる罪が洗い流 され まし
た。聖体は愛のたまものであ り、神 との出会いです。神はわた したちを愛す
るかた、永遠のいのちに至る水がわき出る泉であるかただか らです。司教、

司祭、助祭の皆様。わた したちはこの愛の最初の証人であ り、奉仕者 なので
す。

19親 愛なる司祭の皆様。 シノ ドスが行われたこの数 日間、わた したちは し
ば しば皆様の ことを考 えていました。わたしたちは皆様の寛大 さと、皆様が

抱 える問題を知っています。皆様は、わたしたち司教 との交わ りの うちに、
日々、神の民 に牧者 として奉仕するとい う重い務 めを担 ってい ます。皆様 は
神の ことばを告げ知 らせ、信 じる者 を聖体の神秘へ と導 くよう心がけていま
す。皆様の奉仕職は、 なんという恵みで しょうか。わたしたちは皆様 ととも
に、皆様のために祈 ります。わた したちが、 ともに、主の愛 に忠実に従い続

けることができます ように。わた したちは、皆様が、わた したち とともに、
「主のぶ どう畑で働 くつつましい働 き手」である教皇ベ ネディク ト十六世の
模範 に倣 って、司祭生活を歩み続けて くださることを願い ます。皆様は、罪
を悔い改めた人 と、感謝の祭儀 を行 う集会に、キ リス トの平和を与えます。
このキリス トの平和が、皆様 と、皆様のあか しによって生 きる共同体の上に
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ゆきわた ります ように。
わた したちは、共同体のために働いてお られる、終身助祭、 カテキスタ、

司牧奉仕者がなさっている奉仕を、感謝をもって思い起 こします。皆様が、
その思い と行いにおいて、共同体の司牧者 との完全 な交 わ りによって力づけ
られなが ら、いつ も実 り豊かで寛大な奉仕 を行 うこ とがで きますように。

20親 愛 なる愛すべ き兄弟姉妹の皆様。 わた したちは、どのような身分にあ
ろ うとも、キ リス ト・イエス と同 じ思 いを抱 き （フィリピ2・2参 照）、キ
リス ト ・イエスの模範に倣って、互いに謙遜において競い合いなが ら、洗礼

によって与え られたわたしたちの召命を生 きるように招かれています。わた
したちが互いに抱 いている愛は、主に倣 うだけの ものではあ りません。それ
は、主がご自分のいのちを与えなが ら、わた したちの中におられることの生
きたあかしなのです。すべての奉献生活者の皆様に、ごあいさつ申 し上げ、
また感謝い たします。皆様は主 のぶ どう畑 の選ばれた部分です。皆様は、

来たるべ きかたである花婿 についての よい知 らせ を、進んであか ししてお ら
れます （黙示録22・17－20参 照）。キ リス トへの奉仕 を通 じて、皆様は、聖

体 に生かされたあか しを行 います。 このあか しは、世の闇の中の愛の叫びで
あ り、「スタバ ト ・マーテル （悲 しみの御母はたたずみ給え り）」 と 「マ グニ
フ ィカ ト （マ リアの歌）」 という、古代のマ リア賛歌 をこだ まします。特別

な意味で聖体に生かされた女性であるかた、星の冠をかぶ り、愛に満たされ
たかた、天に上げられ、無原罪のうちに宿 られたお とめが、復活の喜 びのう
ちに、世の希望のため、神 と貧 しい人に奉仕する皆様 を見守って くださいま

す ように。

21親 愛なる青年の皆様。教皇ベネデ ィク ト十六世は繰 り返 して、皆様が自

分 をキリス トにささげて も、何 も失 うことはないといわれ ました。教皇ベネ
ディク ト十六世が、教皇就任 ミサで力強 く、 また静かに語 ったことばに、も

う一度耳 を傾けたい と思います。それは、皆様の個人としての 自由を最大限
に尊重 しつつ、皆様を真の幸福に導 くため に語 られ ました。「キ リス トを恐
れないで ください。キリス トは何 も奪 うことはあ りませ ん。また、キリス ト
は皆様 にすべての もの を与 えて ください ます。自分 自身をキリス トにささげ
るなら、わたしたちは百倍 を受けます。そうです、キリス トに向けて、大き
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く、大 きく、扉を開 きなさい。そうすれば、皆 さんはまことのいのちを見い
だすで しょう」。わたしたちは、この世の積極的な価値を伸ば し、不正 と暴
力を改めようとする、皆様の力 と望み に心か ら信頼 してい ます。わたしたち
の支えと祈 りを信 じて ください。そ うすれば、わたしたちは一緒に、キ リス
トとともに未来を築 くという課題 を引き受けることができます。皆様は 「朝
の見張 り」であ り、「未来の探検家」です。必要な変革 をもた らす力を、聖

体がもつ神的な力の源か ら汲み取 ることをためらわないで ください。
若い神学生の皆様。皆様は、司祭の奉仕職を行う準備 をしておられます。

また、皆様は、同世代の青年 と、未来への希望 を共有 しています。わた した

ちは、真の意味での聖体の霊性が、神学生の養成のすみずみ にまでゆきわた
ることを望みます。

22親 愛なる結婚 したキ リス ト信者の夫婦 とその家族の皆様。家庭教会 と
しての皆様の聖性へ の召命は、聖体の聖なる食卓 によって養われ ます。結

婚の秘跡に対する皆様の信仰 は、皆様の婚姻のきず なを、聖霊の神殿 に変 え
ます。それは新 しいいのちをもた らす豊かな源 となって、皆様の愛の実 りで
ある、子 どもを生み出 します。わた したちはシノ ドスにおいて皆様のことを

せ いLs’ く

しば しば語 りました。なぜなら、わたしたちは、現代世界が脆弱で不確実 な
ことを知っているか らです。常に力を尽 くして、皆様の子 どもの信仰 を育て

て ください。皆様は、司祭職 と奉献生活への召命を生み出す源です。キ リス
トが皆様の きず なのうちに住 んでいることを忘れないで ください。キリス ト
は、皆様が 自分たちの召命を聖なるしかたで生 きるために必要な、すべての

恵みを与えて くだ さいます。 わた したちは、皆様が家族 として 日曜 日の ミサ
にあずか り続けることを奨励 します。 このようにして、皆様 はイエスの心 を
喜 ばすことがで きるのです。 イエスは こういわれたか らです。「子 どもたち
をわたしのところに来 させなさい」 （マルコ10・14）。

23わ た したちは、苦 しんでいる人、特に病気の人、障害のある人に、特別

に呼びかけたい と思い ます。皆様は、ご自分の苦 しみを通 じて、キ リス トの
いけにえ と結ばれているか らです （ローマ12・2参 照）。皆様 は、そのか ら

だと心の苦 しみによって、特別 なしかたで聖体のいけにえにあずか ります。
ですか ら皆様は、聖体が もた らす愛の特別な証人です。わた したちは、 自分
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の弱 さと限界を感 じる ときに、聖体の力が大 きな力 とな りうることを確信 し

ています。 とりわけ、病気が罪のない子 どもを襲 うとき、キ リス トの過越の
神秘に結ばれることによって、わたしたちは死 と苦 しみの痛みに対す る答 え
を見いだ します。わた したちは皆様すべて とともにいます。特にわたしたち
は、死の床にある人、み国への最後の旅路 を歩むために、キリス トのか らだ
を最後の糧 として受ける人とともにいます。

すべての人が一つになるために

24教 皇ベネデ ィク ト十六世 は、エキュメニズムの問題に対 して教会が真剣
に取 り組むことを、あ らためて表明 しました。 わた したちは皆、この一致の
ために責任 を負 っています （ヨハ ネ17・21参 照）。 なぜ なら、わた したちは

皆、受けた洗礼のゆえに、神の家族に属 してお り、基本的に同 じ尊厳を与え
られ、言い表 しえない神のいのちの秘跡のた まものにあずかっているか らで

す。わたしたちは皆、分裂によって、 ともに感謝の祭儀 を行うことがで きな
い悲 しみを感 じています。 わた したちは、共同体 の中で一致のために祈 り、

教会 ・教会共同体間でた まものを分かち合い、すべての人が互いに尊敬 と兄
弟愛をもって接することを推進 したい と望みます。それは、わたしたちが互
いのことをもっとよく知って、愛を深め、わた したちの違いと、共有する価
値観を尊重 し、評価できるようになるためです。教会は、はっ きりとした規
定によって、まだわたしたちと完全な交わ りをもたない兄弟姉妹 と聖体 を分
かち合 うことについて、わた したちが とるべ き態度を定めています。規則は
適切 なしかたで、真の意味での交わりをいっそ う損なう可能性のある、混乱
と不賢明な振舞いを禁 じています。

25キ リス ト信者であるわた したちは、他のアブラハムの子孫、す なわち、

最初に契約を受け継いだユ ダヤ人と、 イスラム教徒の隣人です。聖アウグス
チヌスの ことばを使 えば、わた したちは また、感謝の祭儀を行 うとき、わた
したちが 「人類 という秘跡」 （『神の国』16） であることを信 じてい ます。そ

れは、地上か ら神のもとへ と上る、すべての祈 りと願いの声 なのです。
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結び 希望に満ちた平和

親愛なる兄弟姉妹の皆様。

26第 ニバチカ ン公会議iの40年後に開催 された、 この世界代表司教会議第11

回総会が、 わた したちを教会の神秘の源泉へ と立 ち帰 らせて くれたことを、
神 に感謝 したい と思い ます。 こう してわた したちは、一致 の うちに強め ら
れ、使徒 としての宣教への熱意を新 たにしなが ら、すば らしいかたちで聖体

年 を終 えます。
4世 紀 の初め、キ リス ト信者が礼拝 するこ とは、 ローマ帝国の権力 者に
よってなお も禁 じられていました。北アフリカのキ リス ト信者は、主 日の祭

儀 を忠実に果たす ために、この禁止に背 きました。彼 らは、 日曜 日の感謝の
祭儀な しに生 きることはで きないと宣言 したために、殉教 しました。このア
ビティナの49名 の殉教者たちは、聖体 を自分の生活の中心 とした多 くの聖人

と福者 とともに、この新千年期の初めに生 きるわたしたちのために祈ってい
ます。彼 らは、復活 したキ リス トと結ばれた新 しい契約 による集会を忠実 に

守るように、わた したちを教 え導いています。
世界代表司教会議 を終 えるにあたって、わた したちは、エマオの弟子たち

が、その心 を燃や しなが ら、復活 した主か ら与 えられた、希望に満ちた平和
を感 じています。弟子たちは出発 して、す ぐにエルサ レムに戻ると、その信
仰における兄弟姉妹たちと喜びを分かち合い ました。皆様が喜んで聖体のう
ちに主 と出会いに行き、この主のことばが真実であることを味わって くださ
ることを希望 します。 「わた しは世の終わ りまで、いつ もあなたがたととも

にいる」 （マ タイ28・20）。
愛すべ き兄弟姉妹の皆様。あなたがたに平和があ ります ように。
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教皇ベネデ ィク ト十六世

10月23日 （日） 午前9時30分 か ら、サ ンピエ トロ広 場 で、 教 皇 ベ ネ

デ ィク ト十 六世 司式 の下 、世界 代 表司教 会議 第11回 通 常総 会 閉会 ミサ が

行 われ ま した。 ミサ は シノ ドス参加 司教 約320名 が 共 同司式 しま した。

こ の ミサ の 中 で、5名 の福 者 の 列 聖 も行 われ ま した。 これ は、 ベ ネ

デ ィク ト十 六 世 が就 任 以 来 初 め て行 う列 聖 です 。 列 聖 された の は 次 の

人 々です 。 リヴ ィウの ラテ ン典礼 カ トリック教 会大 司教 の ヨゼ フ ・ビル

チ ェ ウス キ （1860－1923年 ）。聖 なるみ 顔 の ヴ ェロニ カ修 道 女 会 を創 立

した司祭 ガエ タノ ・カ タ ノー ゾ （1879－1963年 ）。 聖 ヨセ ブ修 道 女 会 を

創 立 した 、 ポー ラ ン ドの リヴ ィウ大 司教 区の 小教 区司 祭 ジグ ム ン ト ・ゴ

ラ ゾウ ス キ （1845－1920年 ）。 チ リの イエ ズ ス会 司祭 の アル ベ ル ト ・ウ

ル タ ド ・クルチ ャハ （1901－1952年 ）。 カプチ ン ・フラ ンシス コ修道 会

修 道士 の フ ェ リーチ ェ ・ダ ・ニ コ シア （1715－1787年 ）。

以下 に訳 出 したの は 、教皇 が ミサ で行 った説 教 の全文 です 。 説教 は、

イ タ リア語 、 ポー ラ ン ド語、 ウ ク ライナ語 、 スペ イ ン語 で行 わ れ ま した

が 、翻 訳の 底本 と して、 シノ ドス事 務 総局 が発 表 した英 語版 を用 い、 合

わせ て 、 イ タ リア語 テ キス トを適宜 参 照 しま した。

10月23日 は 年 間第30主 日で 、聖書 朗 読箇所 は、 出エ ジプ ト記22・20－

26、 テ サ ロニ ケの信徒 へ の手紙 一・1・5c－10、 マ タイ22・34－40で し

た。

司教職 と司祭職 にある敬愛すべ き兄弟の皆様。
親愛 なる兄弟姉妹の皆様。
年間第30主 日にあたって、わた したちがささげる感謝の祭儀は、神に感謝
し、願い求めるべ き、 さまざまな理由によって、内容豊かな もの とな りまし
た。
聖体年 と、世界代表司教会議通常総会が、同時に終わ ります。 この世界代

表司教会議通常総会は、教会生活 と宣教における聖体の神秘 にささげられた
ものです。 また、間もな く5名 の福者が列聖され ます。司教の ヨゼ フ ・ビル
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チェウスキ、司祭のガエ タノ ・カタノーゾ、 ジグム ント・ゴラゾウスキ、ア
ルベル ト・ウルタ ド・クルチャハ、そ して修道士のフェリーチ ェ ・ダ ・ニコ
シアです。

今 日は世界宣教の 日で もあ ります。 この 口は、毎年、教会共同体におけ
る宣教への熱意を促進するための 日として定め られてい ます。 ここにお られ

る皆様 に喜びをもってごあいさつ申し上げ ます。 まず シノ ドス参加司教の皆

様。次に、新 しい聖人を祝 うために、 さまざまな国か ら司牧者 とともにい ら
した、巡礼者の皆様。

今日の典礼 は、聖体が、聖性の源泉であ り、わたしたちが世界に向けて行
う宣教のための霊的な糧であることを観想するように、わた したちを招 いて
います。この最高の 「たまもの と神秘」は、わた したちに対する神の愛の満

ち満ちた豊か さを、示 し、伝 えて くれるものです。

二つの掟

今読 まれた福音の うちにこだ ましてい る主のこ とばは、すべての神 の掟
は愛によって要約 されることを、わた したちに思い起 こさせてい ます。神へ
の愛 と隣人への愛 を命 じた二つの掟は、心 と生活のただ一つの動 きが もつ、
二つの側面を含んでいます。こうしてイエスは、昔か らの啓示を完成 しまし

た。イエスはそれを、聖書 に書かれていない別の掟 を付け加 えることによっ

て行ったのではあ りません。それは、旧約の偉大なことばに生 き生 きとした
かたちでまとめて書かれたことを、イエスがご自身によって、また、 ご自身
の救いのわざを通 して実現することによって、行われたのです。 「心 を尽 く
して、あなたの神である主を愛 しな さい」。 また、「隣…人を自分のように愛 し

なさい」（申命記6・5、 レビ記19・18参 照）。
わた したちは聖体の秘跡のうちに、律法が生 き生 きとまとめ られているこ
とを観想 します。キリス トは、ご自身によって、神への愛 と、隣人への愛が

完全に実現 した姿 を、わたしたちに示 して くだ さい ました。そして、キリス
トが ご自身の愛をわたしたちに与えて くだ さるのは、わた したちがキ リス ト
のからだ と血 によって養われるときです。
こうして、今 日読 まれたテサ ロニケの信徒への手紙の中で、聖パウロが書

いていることが実現 します。「あなたがたが どの ように偶像か ら離れて神に

立 ち帰 り、生けるまことの神に仕 えるようになったか」（一テサロニケ1・
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9）。 こうした回心か ら、キ リス ト信者がその生活の中で実現するように招
かれている、聖性の道が始 まります。

聖性への招き
聖 人 とは、神 の美 しさとその完全 な真理 によって捉 えられ、そ こか ら次

第に造 り変えられた人々です。神の美 しさと真理のゆえに、聖人は進んで、
自分 自身までも含めて、すべてを捨てます。聖人は、神の愛があれば十分な
のです。聖人はこの神の愛 を、謙虚にこだわ りな く隣人に仕えることによっ

て、 とりわけ、報いを与えることのできない人に仕えることのうちに、経験
します。
この ことを考えるとき、今 日、教会が教会に属するすべての人に新 しく5

名の聖人を示すのは、なんと摂理にかなったことで しょう。 この人々は、キ
リス トのいのちのパ ンで養われなが ら、回心 して愛する者 とな り、自らのす
べてを愛す る者 となるように形づ くったのです。

置かれた状況や、与えられたたまものは違 って も、彼 らは心を尽 くして主
を愛 し、 また、隣人を自分の ように愛 しました。 こうして彼 らは 「すべての

信者 の模範 となるに至ったのです」 （一テサロニケ1・6－7） 。 （以上イタ
リア語。以下、ポーランド語）

二人のウクライナの聖人

聖 ヨゼフ ・ビルチェウスキは、祈 りの人で した。 ミサや聖務 日課、黙想、
ロザ リオ、そ して他の信心業が、彼の 日常生活の一部をなしていました。特

に彼 は、長時間、聖体礼拝を行い ました。
聖ジグムン ト・ゴラゾウスキ も、感謝の祭儀 と聖体礼拝に基づ く信心にお

いて、有名にな りました。キリス トの 自己奉献 を体験す ることによって、彼

は病者や貧 しい人、困っている人の もとへ赴 くように駆 り立て られ ました。
（以下、ウクライナ語）
ヨゼフ ・ビルチ ェウスキは、その神学に関する深い知識 と信仰、また、聖

体への信心のゆえに、司祭の模範 となる とともに、すべての信者にとっての
あか しとな りました。
司祭の会や、聖 ヨセブ修道女会、また他の愛徳の実践のための組織 を創立
したジグム ント ・ゴラゾウスキは、聖体のうちに完全な しかたで示 された交
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わ りの霊に常に導かれていました。 （以下、スペイン語）

「キリス トの家」 を建てる
「心 を尽 くして、あなたの神 である主 を愛 しなさい。 隣1人を自分の ように

愛 しなさい」 （マタイ22・37－39） 。 これが、聖アルベル ト・ウル タドの生涯
の目標で した。ウルタ ドは、主 と同 じような者 となること、 また、主と同 じ

愛 をもって貧 しい人を愛す ることを望みました。 イエズス会で養成 を受け、
祈 りと聖体礼拝によって強め られた彼は、キリス トに捉え られ、真の意味で
「活動 における観想者」 となることができました。ウルタ ドは、愛 と、神の
み旨への完全 な委託のうちに、使徒職を行 うための力を見いだしました。
ウル タドは、極貧の人や住む家を もたない人のために 「キリス トの家」を

建て、こうした人々が、人間的な暖かみに満ちた家庭的環境で暮 らすことが
で きるように しました。司祭 としての奉仕職において、 ウルタドは、簡素な

生活 と、他者のため に進んで働 く態度を重 ん じました。こうして彼 は、「従

順で謙遜 な心」 をもった、教師の模範 とな りま した。最期の 日々にも、彼
は病気による激痛の最 中で、なおもこう繰 り返 していう力を失い ませんで し
た。「満足です。主 よ、満足です」。このことばで、彼は、自分がいつ も体験

していた喜びを表 したのです。（以下、イタリア語）

聖体に力づけられる

聖ガエ タノ ・カタノー ゾは、キ リス トの聖なるみ顔の礼拝者 であ り、そ
の使徒で した。彼はこう述べています。 「聖なるみ顔は、わた しのいのちで

す。それはわた しの力です」。彼は幸いなる直観 をもって、 この信心 を聖体
への信心 と結びつけました。

カタノーゾはこう述べてい ます。「イエ スの真のみ顔 を礼拝 したいなら、

神 なる聖体の うちにそれを見いだす ことがで きます。なぜな ら、 イエス ・キ
リス トのか らだと血 において、わたしたちの主のみ顔が、ホスチ アの白い覆
いの もとに隠 されているか らです」。

日々、 ミサをささげ、祭壇の秘跡 をしば しば礼拝することが、 カタノーゾ
の司祭職の中心で した。熱心で うむことのない牧者 としての愛をもって、彼
は、説教や信仰教育、ゆるしの秘跡の務めや、貧 しい人や病気の人、司祭召

命のために、 自らをささげました。 カタノーゾは、 自らが創立 した、聖なる
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み顔のヴェロニカ修道女会 に、彼の全生涯の原動力 となった、愛徳 と謙遜 と

犠牲の精神 を伝 えました。

「兄弟愛」の教師
聖フェリーチェ ・ダ ・ニ コシアは、喜びの ときも悲 しみの ときも、すべて

のときにこう繰 り返 していうことを好み ました。「それが神の愛のためにな

りますように」。 このことか ら、わた したちは、キ リス トの うちに人類 に示
された神の愛が、ニコシアのうちにどれほど強 く、 また具体的に感 じられて
いたかを知ることがで きます。
この謙遜なカプチ ン ・フランシスコ修道会修道士 は、シチリアに生まれま

した。彼 は、フランシスコ会の伝統の もっとも純粋 な生活様式に従って、厳
格な苦行生活 を送 りましたが、次第に、神への愛 によって形づ くられ、造 り
変えられていきました。彼 はこの神への愛を、隣人愛の うちに体験 し、実践
していったのです。
フェリーチ ェ修道士 は、わた したちが、わた したちの人生 をよ り価値 ある

ものとして くれるような、小 さなものが もつ意味 を見いだす ことがで きるよ

うに助けて くれます。 また、彼 は、家庭や兄弟への奉仕が もつ意味を感 じと
る ように、わた したちを教 え導 きます。すべての人の心が望んでいる、尽 き
ることのない まことの喜 びは、愛が もたらす ものであることを、彼は示 して

くれるか らです。

中国の司教のために祈 る

親愛 なる、 また敬愛すべ きシノドス参加司教の皆様。三週間の間、わた し
たちは新 たな聖体への熱意を感 じながら、ともに過 ごしました。 そこでわた
しは、皆様 とともに、そ して全司教団の名において、中国の教会の司教の皆

様 に、兄弟 としてのごあい さつを申し上げたいと思い ます。
中国の教 会の代表者が欠席 されたために、わたしたちは深い悲 しみ を覚

えました。わた しは中国のすべての司教の皆様に対 して、わた したちが皆様
のため、また皆様の司祭 と信者のかたがたのために、いつ も祈 っていること
をお伝 えします。皆様が司牧するように委ね られた共同体が歩む苦 しみの道

を、わた したちは心に とめます。 この苦 しみが、実 りをもたらさないでいる
ことはあ りません。なぜ なら、この苦 しみは、父の栄光へ と至 る、過越の神
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秘 にあずかることだか らです。
シノ ドスの議論によって、わた したちは過越の神秘の重大な側面 について

理解を深めることができま した。この神秘は、教会に初めか ら与え られてい
たものです。聖体の観想に促されて、教会に属す るすべての人、その中で も
まず、聖体 の奉仕者である司祭は、あ らためて忠実に務めを果た していかな

ければな りません。独身者 としての身分は、高価 なたまもの として、 また、
神 と隣人 に対する、分かつ ことのできない愛の しるしとして、司祭 に与 えら
れたものです。この身分は、感謝の祭儀 によって祝い、 また礼拝する、聖体
の神秘に基づいてい ます。

聖体に生かされた霊性は、信徒にとって も、そのすべての活動の内的な原

動力 となるべ きものです。世をキ リス トに基づいて生かそうとする信徒の使
命において、信仰 と生活が遊離することは許されませ ん。
聖体年 は終わ りますが、 この期間を通 じて教会に与 えられた多 くのたまも

のについて、神に感謝せず にいられるで しょうか。 また、敬愛すべ き教皇 ヨ
ハネ ・パ ウロニ世が行 った招 きに、どうしてあ らためて答 えないでいられる

で しょうか。「キ リス トか ら再出発 して くだ さい」。
エマオへ向か う弟子たちは、復活 したか たのこ とばによってその心 を燃

や しました。 また、彼 らは、パンを裂いた ときに、それが復活 したキリス ト
だ とわか り、キ リス トが生きてともにいて くだ さることによって、照 らされ
ました。彼 らはす ぐにエルサ レムに戻 り、キリス トが復活 したことを告げ知
らせ ました。それと同 じように、わた したちもまた、熱い望みに駆 られなが

ら、この愛の神秘 をあか しするため、あ らためて歩み始めなければなりませ
ん。世に希望を与 えるのは、この愛だか らです。

世界宣教の 日

今日の世界宣教の 日も、このような聖体の観点か ら考えるべきです。敬愛
すべき神の しもべ、 ヨハネ ・パウロニ世 は、今年の世界宣教の 日に考察すべ
きテーマ として、「宣教 全世界のいのちのため に裂かれたパ ン」を与え
たか らです。
教会共 同体は、感謝の祭儀を行 うとき、特 に主 日に感謝の祭儀 を行 うとき
に、いつ もこの ことをいっそ う考えなければなりません。すなわち、キ リス
トのいけにえは、「多 くの人のために」（マ タイ26・28） ささげ られたもので
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あること、そ して、聖体は、キ リス ト信者が、他の人のために 「裂かれたパ
ン」 となるよう促 しているということです。「裂かれたパ ン」 となるとは、

より公正で、兄弟愛に満ちた世界を作るために努力す るとい うことです。

今 日も、キリス トは群集を見て、弟子たちにこう命 じ続けています。 「あ
なたが たが彼 らに食べ る物 を与 えなさい」（マ タイ14・16）。そ して、宣教者
は、キリス トの名 において、 ときにはいのちまで犠牲に しなが ら、福音 を告

げ知 らせ、あか ししてい ます。
親愛なる友 人の皆様。わた したちは聖体か ら再 出発 しなければな りませ

ん。聖体に生かされた女性であるマ リアが、わたしたちが聖体を愛するよう

に助けて くだ さいます ように。マ リアの助 けによって、わたしたちがキ リス
トの愛 に 「とどまり」、キ リス トによって内的に新たなもの とされ ますよう
に。
霊のわざに忠実に従い、人が何 を必要 としているかに気を配るなら、教会
はよりいっそう、光 と、 まことの喜び と希望を示す灯台 となり、「全 人類一

致の しる しであ り道具」 （『教会憲章』1） としてのその使命を十全 なかたち
で果たすことがで きるでしょう。
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序 文

世界代表司教会議第10回 通常総会に参加 した教父たちは、作業部会が終わ
る2001年10月 までに、次回総会のテーマを提案するように求め られた。聖体
というテーマ も、 さまざまな提案の一つに挙げ られた。その後、通例に従 っ
て、各司教協議会、 自主権を有する東方典礼教会、教皇庁諸機関、修道会総

長連合への諮問が行われたが、そこで も聖体が第一の優先課題 とされた。 シ
ノ ドス事務総局通常顧問会の見解 も同様であった。そこで教皇は、「聖体」

を第11回 通常総会 における司教の共同の議論のテーマに選ぶ ことを決定 し
た。 テーマの 「聖体一 教会生活 と宣教の源泉 と頂点」 ということばは、第
ニバチカン公会議の教えと用語に由来する。

その後、事務総局顧問会が、専 門家の助 けを借 りなが ら、さまざまな作業

部会においてこのテーマ を検討 し、本文書 「提題解説」をまとめた。
この最初の段 階は、広 く意見を募集することによって、全世界の部分教会

が シノ ドスの過程 に加 わることを可能にす るものである。各部分教会は、考

察、祈 り、そ して時宜 を得 た勧告 を通 じて、「討議要綱」を準備する。 この
文書が シノ ドス総会で取 り扱 う課題 となる。
世界代表司教 会議の歴史の中で、今回開催されるシノ ドスのための意見募

集はある意味で異例である。取 り上げ られるテーマは、最近発表 された教皇
ヨハ ネ ・パウロニ世の回勅 『教会にいのちを与える聖体 （聖体 と、その教会
にいの ちを与える関係について）』の主題で もあるか らである。本回勅 は、

意見募集 とシノ ドスの作業に直接影響 を与 えるものなので、 このことは考察
に値する。
シノ ドスが教皇の通常教導職に属す る問題を扱 うよう求められることは、

驚 くべ きことではない。異例 なのは、時期 と呼びかけ方である。教皇は聖体
について回勅 を書いてか らほどな くして、同 じテーマをシノ ドスのために提
案 した。聖体 というテーマの全体は、教皇、司教、そ して教会にとって きわ
めて重大 な意味を もっているのである。
回勅は、教皇の望みをはっきりと表 している。す なわち教皇は、読者であ

る普遍教会に属する人々に対 して、教会をこの上な く生か している聖体の秘

義に対 して、新たな霊的情熱 と愛 をもって、あ らためて献身するよう促 して
いる。 この通常教導権 の行使が意図 しているのは、神の民に対 して、時代に
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適応 したかたちで、歴史の中で継続する教会に とって永遠で欠 くことので き
ない真理 を繰 り返 し述べるということである。
教会の生活 と宣教 にとってこれほ ど重大なテーマ を扱 うために、牧者 た

ちを招集する理由は少 なくない。 シノ ドスの総会はその本来の性格か らいっ
て、意見 を求めるための ものである。 この機会に、教皇が司教 を招集する
のは、教義をどう提示するかについて助言を求め るためではない。祭儀、礼

拝、説教、愛、そ してさまざまな活動全般における、聖体の必要性 と司牧的
意味について考察 してほ しい とい うのが、教皇の意図である。
以下の点は考察に値する。同 じようなタイ トルが与 えられているので、教

皇はすでに論 じたテーマ をなぜ選んだのか とい う疑問が当然生 じる。その答

えは、教会の現状を見ることによって与 えられる。今 日、教会がいわば 「聖
体の必要性」 を感 じているこ とは間違いない。 この必要性は、教義の提示
の しかたに関す る不安 （それは第ニバチカン公会議の時期 に見 られたもので

ある）に基づ くものではない。問題 は聖体の実践 にある。そこでは新たな愛
に根 ざした態度が求め られている。そ してこの愛 は、現代世界の中で主をし

し求めている人々のためにおられ るかたへの、信仰行為 によって表現 される。
「先生、 どこに泊まってお られるのですか」 （ヨハネ1・38） 。
この 「提題解説」は、各司教協議会、自主権 を有する東方典礼教会、教皇

庁諸機関、修道会総長連合が、教会内のすべての人の参加を呼びかけるよう
促すことを意図 している。すべての人が議論に加わ り、包括的な司牧的考察
を行 うことが可能 となるためである。 こうして上記の諸団体 による 「提題解

説」の質問への回答は、意味のある、完全な もの となり、かならずやシノド
スを実 り豊かな ものにするであろう。
シノ ドスの次の段階 をふ さわ しく準備す るために、回答は事務総局に2004

年12月31日 までに送付 されたい。
この意見募集によって、 シノ ドスへの道の りが部分教会において継続 され

る。部分教会 において、神の民の牧者である各司教 は、仲間の司教 との団体

性の うちに、そ して教皇 との一致の うちに、教会にいのちを与 えるこの偉大
な秘跡について考察す る準備を自分 自身で行っていただ きたい。

2004年2月25日

事務局長 ヤ ン ・ショッテ枢機卿 （淳心会）
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序 論
なぜ聖体 についての シノ ドスを行 うのか

1目 に見えない神は、肉 となったみ ことば、すなわち御子イエス ・キ リス
トにおいてご自身を啓示 された。昇天の後、「それまでわれらのあがない主に
つ いて 目に見えていた ことが、秘跡 として現存するように変 わった」q）。

そのため 「われわれは一つのことを見て、別のことを理解する。われわれは
一人の人 （イエス）を見るが、神への信仰を行 うのである」（2）。
教会、すなわちイエス ・キリス トによる人類 の救いの秘跡 は、御父の秘

跡であ る受肉 したみ ことばを中心 とした礼拝によって現存す る。ローマ典
文 （第一奉献文） と聖 ヨハネ ・クリゾス トモのアナフォラでは、 ミサは、神
の ことばによって ささげ られ、霊 と理性があずかることのできる、 「理にか

なった奉献」（oblationemrationabilem，logikenlatreian） と呼ばれる。こう
して人間のことばが崇敬、犠牲、感謝 （エウカ リスチア） となる。神の民が
聖体の神秘へ と行動的にかつ理解 しなが ら 「参加すること」の核心にあるの
は、この 「霊的礼拝」（ローマ12・1参 照）である （3｝。それは聖体拝領にお
いて十全なもの となる （4）。

2第 ニバチカン公会議は 『典礼憲章』 の第2章 で聖体の神秘について扱 っ
ている。教会の活動の源泉 ・頂点である典礼についてこの文書が述べたこと
は、その大部分、感謝の祭儀に関することである。東方教会 も典礼 を 「聖体

礼儀」 といっている。これか ら開催されるシノ ドスのテーマは、神の民が洗
礼の力によってあずかる聖体である。聖体はキリス ト信者の入信 とあ らゆる
使徒的活動の 「頂点」である。なぜならこの秘跡は教会の交わ りの一員であ
ることを前提 とするか らである。同時にこの秘跡は 「源泉」でもある。 なぜ
な らこの秘跡は教会の生活 と宣教 を養 うものだか らである （5）。そのため教

皇 ヨハネ ・パ ウロニ世の回勅 「教会にいのちを与 える聖体』 は、キリス トを
知 り、愛 し、彼に倣 うよう呼びかけた使徒的書簡 『新千年期の初めに』 に言
及 しなが ら、 こう述べてい る。「キリス ト教的 な生活に新たな熱意をもって

取 り組 むことは聖体によって実現 され ます」（6）。

3世 界代表司教会議第6回 通常総会は、和解 をテーマ として取 り上げた
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が、その関連で、同時にゆる しの秘跡を取 り上げた。 ゆる しの秘跡 は、キ
リス トと教会 との交わ りを回復するための通常の手段であるが、 この交わり
は聖体 において頂点に達する。 このテーマはシノ ドス後に出された使徒的勧

告 『和解 とゆる し』 において十分に論 じられている。家庭 をテーマにした第
5回 通常総会 も、血 と霊 による基本的な交わ りに注 目した。この交わ りは も

う一つの秘跡である結婚 にそのいのちの源泉をもっている。結婚は偉大な神
秘であ り、キリス トと教会の一致の しる しである （エフェソ5・32参 照）。

最近の4回 の通常総会は教会の交わ りを構成す る基本的な要素 を考察 した。
すなわち、信徒、役務 としての司祭職、奉献生活者、そ して司教である。聖
体は教会の交わ りを前提 とする。 この交わ りを、聖体の秘跡 は完全なものと
するのである （7）。 したがって今回のシノ ドスが聖体の秘跡 を扱 うことは理
にかなっている。 なぜ なら、聖体の秘跡 は教会の使徒性 と普遍性 を明らか に
し、一致 と聖性 を育む根源だか らである。

このようなテーマの選択によって、次のことが可能になろう。

a， 聖体は、普遍教会の水準で も、地方教会、特に小教区とさまざまな共同

体の水準 においても、教会において第一の場 を占める。 これは、 シノ ドス
の準備段階において も同様である。
b． 聖体への信仰の強化 をもた らすことがで きる。
c． 聖体 というテーマを強調することによって、 シノ ドス総会はキリス ト教
の第三千年期の始 まりに特別な意味 を与 え、個人と共同体 の生活 とキ リス

ト教の宣教 を刷新するプログラムに貢献で きる。
d， 聖 なる聖体 に関する教会の教 えを新 たな しかたで取 り上げ、その全体

をよ り深い意味で理解 で きる。聖体の秘跡 は、使徒時代か ら、教父や中
世の著作家によって、 また諸公会議 （特 に トリエ ン ト公会議 と第ニバチ
カン公会議）において、そ して教皇庁の諸機関、諸教皇文書において （最
近の教皇 ヨハネ ・パ ウロニ世の回勅 『教会にいのちを与 える聖体』 を含め
て）、常に特別な関心を払われてきた。

4教 皇 ヨハネ ・パウロニ世が世界代表司教会議第11回 通常総会のテーマ と
して選んだのは、「聖体 教会生活 と宣教の源泉 と頂点」であ る。そ こか
ら考察すべ き三つの観点が生 じる。
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a． 神の御子 イエス ・キ リス トは、最後の晩餐を行 うことによって、 とりわ
け 「これを私の記念 として行いなさい」 とい うそのことばによって、たん
なる兄弟の会食 を制定 したのではな く、「霊 と真理を もって」 （ヨハ ネ4・
24） 御父を礼拝 し、あがめる典礼 を定めたのである。
b． 典礼改革は、 カ トリック教会が長年 にわたって継承 して きた遺産を破壊

することをめざ したのではな く、 カ トリックの伝統 に忠実に従いなが ら、
キリス ト信者の聖化のための典礼刷新 を奨励す ることを意図 していた。
c． 主は聖なる秘跡のうちにご自身が真 に現存す ることを望んだ。 ともにお
られる神 （インマヌエル）が、今 日も、 とこしえに、人間をあがなう主で

あるかた として、人類のそばにいて くだ さるためである。

5世 界代表司教会議第ll回 通常総会を準備 し、実際の作業を行 う前提 とな
るのは、聖体 に関するすべての教導権 と教え、特 に第ニバチカ ン公会議の教
えである。第ニバチカ ン公会議は教会に次のような自覚を もた らした。 「わ
れ らの救い主 は、引 き渡 されたその夜、最後の晩餐において、御か らだと御

血による聖体のいけにえを制定された。それは、十字架のいけにえを主の再
臨 まで世 々に永続 させるためであった」（8）。愛する花嫁である教会が祝 うの
は 「主の死 と復活の記念祭儀である。これは、いつ くしみの秘跡、一致の し
るし、愛の きずな、キリス トが食 され、心は恩恵に満 たされ、まして未来の

うたtf

栄 光の保証がわれわれに与 えられる復活の宴である」（g）。
聖体につ いての教 えは、聖書的、教父的、神学的に基礎づけ られ、信仰

教育 と秘義教育 も含みなが ら、第ニバチカン公会議の全文書 と公会議後の教

導職 とに浸透 している。 またそれは、聖体の神秘の認識の深化 と、この神秘
への畏敬を促す ことを意図 している。 この ような畏敬は、一なるカ トリック

教会において、東方 ・西方の両伝統の中で示 されている。 『典礼憲章』の精
神 を取 り入れた公会議後の文書の中で、次の ものが聖体 と感謝の祭儀の理解
のために依然 として基本的である。教皇パ ウロ六世の回勅 『ミステ リウム ・

フィデイ』、1970年 に発表され、2000年 に改訂 された 『ローマ ・ミサ典礼書
の総則』。後者 はローマ典礼 におけるミサのために守 らなければならない諸

規則 を含 んでいる。これ らの文書 と、『カ トリック教会のカテキズム』〈10）、
『教会法』（11）と 『東方教会法』（12）、そ して1996年 に発表 された 『東方教会

法 の典礼規則 の適用に関す る指針』 は、聖体 の教 えの より深い理解 を提供
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し、司牧指針を示 してお り、教皇 ヨハネ ・パウロニ世 も回勅 『教会にいのち
を与える聖体』の中で言及 している （13）。
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第1章
新しい永遠の契約の秘跡

救いの歴史における聖体
6旧 約 において行われる、感謝、祈願、罪の償いの しるしとしての神への

奉献 と犠牲は、イエス ・キリス トの最後の晩餐 をはるか昔か ら準備するもの
であった。そのことを想起 させ るのは、主の しもべの姿である。主のしもべ

は、人類の代わ りに、人類のために、 自らを犠牲 としてささげ、新 しい契約
のために自分の血 を注いだ （イザヤ42・1－9、49・8参 照）。ユ ダヤ人の

宗教祭儀、特に出エジプ トを記念するいけにえ （sacrificium）の会食である
過越祭は、神の恵みに感謝 し、いけにえの供 えものを通 して交わ りに近づ く
ことを可能に した （一 コリン ト10・18－21参 照）。聖体 （エ ウカリスチア）

も人をイエス ・キリス トの奉献 （sacrificium）と結びつける。 さらにユ ダヤ

教の礼拝 と伝統 によれば、祝福 （ベ ラカー）は、神のいのちを人類 に伝 える
ものであると同時に、人類の側か ら不思議な神のわざを知 り、あがめること
でもあった。過越祭 は神殿の犠牲 としても、家庭内の会食 として も行われた

（創世記1・28、9・1、12・2－3、 ルカ1・69－79参 照）。かつて祝福
はエウロギア、すなわち神への賛美であ り、 またエウカリスチア、すなわち
感謝でもあった。キリス ト教 において、後者の語がアナフォラ （奉献文）な
い し感謝の祈 りの形式 と内容を表す ことば として使われるようになった。

キ リス トの時代、ユ ダヤ人 も聖 なる会食 ない しいけにえの会食 （トー
ダー）を行っていた （た とえば、詩編22、 詩編51参 照）。 この会食は、感謝
と、動物 の血 によらない、パ ンとぶ どう酒の奉献 を含んでいた。 ここか ら

最後の晩餐の もつ、もう一つの側面を理解することがで きる。すなわち、感
謝のいけにえの会食 という側面である。いけにえの血 を振 りかけるとい う旧
約の儀式は、神が 自分の民 と進んで結んだ契約 という主題の背景をな してい
る （出エ ジプ ト24・1－11参 照）。 この儀式は、預言者 によって予言 された
ように （イザヤ55・1－5、 エ レミヤ31・31－34、 エゼキエル36・22－28参

照）、最後の晩餐 とキリス トの啓示全体を理解す るため に不可欠である。 こ
の契約 という儀式の名前 （ヘブライ語でベリ ト、ギ リシア語訳でデ ィアテー
ケー）は新約聖書をさす ことば として用い られた。最後の晩餐において主は

契約を結ばれた。それは、主 とその弟子たちとの契約、また教会全体 との契
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約である。
旧約で予言 された預言的なしるしと記念 （エ ジプ トでの晩餐、マナが与え

られたこと、毎年の過越祭）は、教会の秘跡 ない し聖なる神秘において実現

された。 この秘跡 は、主の死 と復活によって、聖化 し、変容 させ、神化する
ための神か ら与え られた力を帯 びている。それは毎 日曜 日に、また実際には
毎 日、キ リス ト教 の過越 として祝われる。聖 アンブロジオはい う。「では、
どち らがよ り優れているか考 えてみよ。天使のパ ンか、キ リス トの肉か。 ど
ちらが真 にいのちのか らだであるか。……一方は像であ り、他方は本物であ
る」（14）。

イエス ・キ リス トの一回限 りの奉献と祭司職
7最 後の晩餐 において歴史的に行われたことは、マ タイによる福音書 （マ
タイ26・26－28） 、マル コに よる福音書 （マルコ14・22－23） 、ルカによる

福音書 （ルカ22・19－20） と、パウロの コリン トの信徒への手紙一 （一 コリ
ン ト11・23－25） に述べ られている。いずれにおいても、 この出来事 につい

てのなんらかの理解が示されている。イエスは人類 に糧 を与えるためにご自

分を与 えた （ヨハ ネ13・1） 。 イエスはご自分のか らだを与え、 ご自分の血
をわれわれに注いだ。 この契約は新 しいものである。なぜ なら、それによっ
て神 と人間との間の新 しい交 わ りの状態が 開始 され たか らである （ヘブラ

イ9・12参 照）。 さらにこの契約 は新 たなものであ り、古い契約 を超えるも
のである。なぜな ら、御子が十字架上でご自分をささげたか らである。御子

を受け入れる者に、御子は御父の子 となる力を与 える （ヨハ ネ1・12、 ガラ
テヤ3・26参 照）。「わたしの記念 としてこのように行いなさい」 という命令
は、主が再び来 られる ときまで、 この記念 を忠実に行い、継続す るようにと
いうことを述べている。

教会は、この記念 を行 うことに よって、キ リス トの愛 に基づいて、神 と
人類の間に不滅の友情が結ばれていることを世 に思い起 こさせる。キリス ト
はご自分をささげることによって悪に打ち勝ったか らである。この意味で、

聖体 は人類が一致す るための力 を与 えると同時 に、聖体が一致のための場
で もある。最後の晩餐の もつ、 この新 しい性格 と意味は、主の十字架 と復活
によるあがないのわ ざと密接にかつ直接に結ばれている。主は神が人類 と世
に向けて語った 「最後のことば」なのである。こうして、 ご自分の過越 を行
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い、ご自身をささげることをせつ に願 ってお られたキ リス トは （ルカ22・14
－16参 照）、わた したちの過越 となられた （一 コリン ト5・7参 照）。十字架
は晩餐 とともに始 まる （一 コリン トll・26参 照）。イエス ・キリス トは、晩
餐においては血 を流 さずに、十字架上では血を流 しなが ら、祭司である と同

時に、御父にささげられたいけにえ となる。 「御父はこの犠牲を受け入れ、
『死に至るまで従順だった』 （フィリピ2・8） 御子のこの完全 な奉献 に対
して、御父の贈 り物、つ まり復活における新 しい不死のたまもの を返 しまし

た。 なぜ なら御父は初めか らいのちの第一の源であ り、与 え主だか らです」
日5）。 このため、キリス トの死 はその復活 と切 り離すこ とがで きない （ロー
マ4・24－25参 照）。復活は新 しいいのちをもた らす と同時に、復活 におい

て、われわれは洗礼の恵み にあずかるのである （ローマ6・4） 。

8ヨ ハ ネによる福音書 は聖体の秘跡 を第6章 で扱っている。最後の晩餐
と同様の構図のもとに、ヨハネは群集に与 えられたパ ンの奇跡について述べ
る。 イエスはいのちを与 えるパ ン、す なわちイエスの血 とか らだ、 まことの

食べ物、 まことの飲み物 について語る。イエス ・キリス トを信 じる者 は、キ
リス トの肉を食べ、永遠のいのちを得る。 この聖体についての話 を理解する
のはむずかしい。 自分ではな く、 イエスを捜 し求める者だけが、 これを理解

で きる （ヨハ ネ6・14、26参 照）。聖霊 降臨の後、こうした自覚が、洗礼 を

受けた者が しばしば行 う集会で表明された。彼 らは使徒の教えに従い、兄弟
相互の交わ りと、パ ンを裂 くこと （fractiopanis） （使徒言行録2・42、46、
20・7－11参 照）、「主の晩餐」 （一 コリン ト11・20） を行 った。 これが聖体
の 「使徒的次元」の始 まりである。新約 における感謝 と秘跡的記念 としての

聖体の記述は、次の事実を浮 き彫 りにす る。すなわち、聖別 されたパ ンとぶ
どう酒を拝領 しつつ、そこに主のからだと血 を認めるこ とは、主の現存 をそ
こに認めることだとい うことである。これ と同 じ根拠に基づいて、 こうい う
こ とがで きる。「主の晩餐」 を他の食事のように考えることは、重大 な誤 り

であ り、実際、断罪されるべ きである （一 コリン ト11・29参 照）。 さ らに使

徒 は、周知の事実を述べ る。すなわち、主のか らだと血の中に主が現存する
ことは、聖体を拝領する者の状態 によらない。交わ りは信者 を一つのか らだ

にする。なぜならキリス トのいのちが彼 らの中に流れ入 るか らである。彼 ら
は心 も思い も一つに している （使徒言行録2・46、4・32－33参 照）。その
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結果、使徒教会の行ったや り方 に従って、彼 らは財産を共有す ることがで き
る。使徒時代の教会では、信者 たちは互いに喜びと苦 しみを分かち合ってい
た。すなわち、愛 を生 きていた （一コリント12・26－27参 照）。
聖書は聖体 に関する基本的な真理を明 らかにする。すなわち、祭壇の秘跡

は、唯一であ り、奉献の性格 をもち、祭司的な行為である。すなわち御父に

対す る感謝 と賛美、過越の神秘の記念であ り、主の現存を永続 させ る （16｝。

御父に対する感謝と賛美
9教 会 の行 う記念 の中で、われわれのただ中に現存 するイエスのことば

が感謝の祭儀の中心である。「これはわた しのか らだである。 これはわた し
の血 の杯である」。 イエスはご自分をまことの最終的ないけにえ としてささ

げ、旧約 に見いだ されるあ らゆる予型を実現 した。 イエスのうちに、 これ ま
でかなえ られなかったあ らゆる望みが満たされる。

預言者 によれば （イザヤ53・11以 下）、イエスは多 くの人のために ささげ
られるよう定め られていた。こうして人々が待 ち望んでいたまことの犠牲 と
礼拝が イエ スにおいて実現する。イエスは神の御前に立って、ご自分のため
ではな く、すべての人のために執 り成 しを行 う。 この執 り成 しは、神 に対す
るまことのいけにえ、祈 り、感謝の祭儀である。 こうして神はわれわれ と世

界を立て直す。 したが って聖体 は、われわれがイエスの愛のたまものを受け
るために、イエス ・キリス トによって神 にささげ られるいけにえである。

10イ エス ・キ リス トは、栄光のうちに天の聖所の中で生 きてお られるか
たである。イエスはご自分の血によって、聖所に入った （ヘブライ9・12参

照）。 この大祭司 としての状態は永遠 に変わることがない。「イエスは永遠に
生 きているので、変 わるこ とのない祭 司職を もってお られるのです」 （ヘブ
ライ7・24） 。 イエスは御父にご自分 をささげた後 も、その地上での生活の

無限のいさお しによ り、人類 と宇宙のあがないのためのわざを行い続ける。
人類 と宇宙はキリス トの うちに変容 し、回復 する （エ フェソ1・10参 照）。
す なわち、御子 イエス ・キ リス トは、永遠の財産 を受け継 ぐように招かれ
た者のための、新 しい契約 の仲介者である （ヘブライ9・15参 照）。キ リス
トの奉献は、聖霊のうちに永遠に とどまる。聖霊は、主が永遠の大祭司 とし
て行ったことを教会に思い起こさせて くだ さるからである （ヨハネ14・26、
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16・12－15参 照）。聖 ヨハネ ・クリゾス トモは、聖体礼儀 を真の意味で ささ

げるのはイエス ・キリス トであると述べている。「晩餐 において感謝の祭儀
をささげたかたは、同 じ奇跡 を今 日も行 う。われわれは聖なる位 階をもって
いる。 しか し、供えもの を聖化 し、聖なるものに変 えるのは、キ リス トであ
る」（17）。 したがって、「このいけにえはいけにえの象徴や形 などではな く、

真のいけにえである」（18）。
神は罪 をあがなういけにえと して ささげ られた御子 の奉献 を受 け入れる

ことをよしとされた。教会は、このいけにえが世界の救い とな ります ように

と祈 る。いけにえと、いけにえによって世が新 たにされることは同一のこと
である。 このいけにえは、最後の晩餐で、キリス トが使徒 たちに、賛美、感

謝、あがない、罪のつ ぐないのためのいけにえとして自分の記念を行うよう
命 じた ことに よって定め られた （1g）。 したがって、主の愛のいけにえによっ
て、「ミサは十字架上のいけにえを永続 させます。それは十字架上のいけに
えに何かを加えるもので も、それを増やす もので もあ りませ ん」｛20）。第一の

行為は犠牲である。その後、食事が行われ、十字架上でささげ られた小羊 を
食物 として受けるのである。

過越の神秘の記念
11「 キリス トの記念 として行 う」 とい うことは、キ リス トの全生涯を思い
起こすことを意味する。 キリス トのあがないの神秘は、 ミサの中で、一年を

通 してそれぞれの しかたで思い起 こされる。特別な意味で、 ミサは （パウロ
のことばによれば）キ リス トがご自分 を無に したことの記念である （フィリ
ピ2参 照）。キリス トは、この最高の愛の表現 に基づいて、十字架の死 に至

るまで従順だった。キ リス トのか らだを食べ、キリス トの血 を飲むごとに、
われわれは主が来 られ るときまで、主の死 （一 コリン ト11・26参 照） と復

活 を告げ知 らせる （使徒言行録2・32－36、 ローマ10・9、 一コリン ト12・
3、 フィリピ2・9－ll参 照）。それゆえキ リス トは屠 られた過越の小羊で
あるが （一コリント5・7－8参 照）、立 っている小羊 である。キ リス トは

復活 したか らである （黙示録5・6） 。
聖体の制定は最後の晩餐 によって行われた。 イエスが告 げた ことばは、

彼の死の始 ま りであった。 しか しなが ら、 イエスの愛 に、 イエスを死か
ら復活へ ともた らす力が なければ、そのこ とばは空 しい もの となったであ
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ろ う。そのためキ リス ト教では伝統的 にキ リス トの死 と復活を過越の神秘

（mysteriumpaschale） と呼んでい る。 したがって、聖体はたんなる会食
以上の ものである。そこでめざされるのは、復活によって死 に打ち勝つこと
だか らであ る。キ リス トの開かれたわき腹か ら教会が生 まれた。 このわ き腹

か ら、秘跡が生 まれ、教会を築いた。すなわち、愛の きずなのたまものであ
る、洗礼 と聖体である （ヨハ ネ19・34参 照）。それゆえ、聖体 においてわれ
われがあがめるのは、死んで、今は世々限 りな く生 きてお られるかたである
（黙示録1・18参 照）。 ローマ奉献文 はこのことを、聖別の直後に次の よう
に述べている。「わた したち奉仕者 と聖なる民 も、い ま、御子 わた したちの
主 ・キ リス トの とうとい受難、死者の うちか らの復活、栄光の昇天 を記念 し

て、あなたの与えられたたまもののうちか ら、清 くとうとく汚れのないいけ
にえ、永遠の生命のパンと救いの杯 を栄光の神あなたにささげます」。
この 「神秘的な晩餐」（21）を通 じて、 イエス ・キリス トはご自分の存在の う

ちに、旧約の過去、新約の現在、そ して来 るべ き将来の事柄 を一つにまとめ
る （22）。聖体 によって、われわれはわれわれがはか り知 りえない時間の新 し
い状態へ と歩み入る。そこでは、過去 によって照 らされた未来が、変わるこ

とのない現在 としてわれわれに示 される。 こうしてアルファであ りオメガで

あるキ リス トの神秘が、時代 と時を越 えて、すべての人にとって現在の もの
となる ｛23）。定め られた時は迫 っている （一 コリン ト7・29） 。われわれは死

者の復活を待ち望んでいるが、今すでに天のいの ちを生きている。 「この神
秘は天と地を作 り上げる」（24）。

永続する主の現存
12イ エス ・キ リス トは、秘跡において、 目に見える しるしを通 じて働 か

れる。この しるしは、その 目に見 える姿を変えることなく、聖なる もの とな
る力 を与 えられる。キ リス トは聖体のか らだ と血の うちに、その霊魂 と神性
において現存 し、すべての人にご自身とご自分のいのちを与 える。旧約にお
いて、神 はご自分の現存 を示す しる しを遣わ した。神は雲 （シェキナー）、

天幕、神殿 の中にご自身を現 された。時が満ちて、新約 においては、神は肉
となったみ ことばとして、人類 とともに住 まわれた （ヨハネ1・14参 照）。

ほんとうの意味で神はインマヌエル （われわれ とともにお られる神） となり
（マ タイ1・23参 照）、 ご自分の世継 ぎである御子 を通 して語 られた。
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聖体拝 領の際 に秘跡によって行 われ ることを理解 させるため に、パ ウロ
はこう述べ る。「主に結びつ く者は主 と一つの霊 となるのです」（一 コリン ト
6・17） 。それは聖霊 によって与 え られる新 しいいのちである。アウグスチ
ヌスはこの神秘 を深 く理解 した。それは、すでにア ンチオケの イグナチオが

理解 し、後にアウグスチヌスに続 く多 くの修道者、神秘家、神学者が理解 した
ものである。聖体礼儀は 「すべての被造物を呼び集め る （ekklesiazon）」（25）
キリス トの現存である。それはすべての者を聖 なる祭壇の周 りに招 き、「摂
理的な しかたで彼 らをキ リス トと結びつけ、 また互いに結び合わせる」（26）。
ヨハネ ・クリゾス トモはいう。「聖 なる祭壇に近づ くとき、被造物の王がそ
こにお られると信 じなさい」（27）。そのため、聖体拝領 と聖体の崇敬を切 り離

す ことはできないのである。
イエス ・キ リス トの現実の現存 は、真 に偉大 な神秘 である （28）。第ニバチ

カ ン公会議 は、 トリエ ン ト公会議 がこの神秘について述べ るの と同 じこと
ばを用いた。全実体変化 （transubstantiatio） によって主はそのか らだ と血
の うちに現存 される （2g）。東方教父はパ ンとぶどう酒がキ リス トの御か らだ
と御血に変わ るこ とを「変化」（metabolismos） （30）と呼んだ。 これ らは神秘

と理性の橋渡 しをするための二つの優れた しかた といえる。教皇パウロ六世
が述べた ように、聖体の現存 は 「その独自の しかたにおいて最大の奇跡であ
る」（31）。
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第2章
聖体一 常に再発見されるべき、教会に与えられたたまもの

教父と教会博士
13最 後の晩餐以来、教 会は聖体の秘跡 を呼ぶのに多 くの名称 を用いてき
た。主の晩餐、パ ンを裂 くこと、聖なるいけにえ、聖なるささげ もの、エウカ
リスチアの集い、聖 なる ミサ、神秘的な晩餐、神聖なる典礼な どである （32）。
しか しなが ら、好んで使 われているのはエウカリスチア （聖体）である。 そ

れ は聖体の秘跡が何 よ りも 「感謝す ること」 （ギリシア語のエウカリステイ
ンに由来）であることを表す ためである。そのため、感謝の祭儀 は、初め

は、 日曜 日の朝、洗礼を受けた者 によって行われ、洗礼志願者や悔俊者は出

席することがなかった。感謝の祭儀のや り方は、すでにルカによる福音書の
エマオに向か う弟子 の話の中に記されてい る （ルカ24・25－31参 照）。復活

の主 日の晩、復活 した主 は弟子たちに現れた。弟子たちは主のことばをよく

注意 して聞いた。ついに主は感謝をささげ、パ ンを裂いたときにご自身を現
した。 『使徒伝承』 によると、聖体 は、人類のあが ない主である御子の神秘

における御父の啓示である。同時に、聖体 はこの救 いをもた らすあがないに
対 して教 会が行う感謝で もある （33）。使徒時代以後、聖体 について記 した最

古の文書 と考え られているこの 『使徒伝承』は、教会と聖体の関係が途切 れ
ることの ないことを繰 り返 し強調 している。聖別の後、聖霊が下るよう祈 り

求め られ る。それは、教会が供 えものをささげるのにふさわ しい もの とされ
るためである。
ア ンチ オケのイグナチオは、感謝の祭儀 に参加す るの は義務 だと語る。

それは、信仰 の一致 を強め、サ タンが引 き起 こす不和 に打ち勝つためであ
る。 イグナチオは、一致のうちに感謝の祭儀 にあずかるようすべての人を招
いている。なぜなら、キ リス トのか らだと血は一つであ り、祭壇は一つ、司

教 は一人だからである。イグナチオはまた、聖体 は、罪のために苦 しみ を受
け、今は復活 したイエス ・キ リス トの肉だ と考えるよう、教会に勧めている
（34）。聖体 は永遠 のいのちを得 るための霊 的な糧、預言者マラキによって預

言 され た、すべての民のためのいけにえ、真の平和の源泉である （35）。ユス
チノが 日曜 日に行われるエウカリスチアについて書いた箇所は有名である。

日曜 日は、世界の創造 とイエス ・キ リス トの復活が行われた日である （36）。
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イ レネオはグノー シス主義に対抗 して、受肉の現実性 を主張するため にエ
ウカリスチ アとい うことばを用いる。 イ レネオはまた、か らだ と血 におけ
るキリス トの実体的現存 と、エ ウカリスチアにあずか るこ との必要性を繰 り
返 し強調 している。それは、われわれのか らだが復活 にあずかるためである
（37）。チプ リアノはパ ンとぶ どう酒が、キ リス トのか らだと血 と同一である
ことを主張す る。チプリアノによれば、聖体拝領の効果は二つある。殉教者

を強めることと、キ リス ト信者の一致である （38｝。

14キ リス ト教の公認によ り、最初の神学的考察が行 われた。それ は、結

果的にその後の聖体 の教義を規定するこ とになった。 この教義は、キ リス
トの実体的現存、実体的現存が生 じる方法、聖体のいけに えとしての性 格

に関する ものである。 こうした考察は教父の教理講話 に見 られる。教理講話
は、キ リス ト信者の入信の前 と、入信の際 と、入信の後に行われた。た とえ
ば、ニュ ッサの グレゴリオはいう。信仰が信者をキ リス トの魂 と結びつける
ように、聖体拝領は信者をキ リス トのか らだと結びつけ、不死 なる者 とす る
（3g）。エルサ レムの司教チ リロは、ペ トロのことばを引用 しなが ら、聖体 を

受けることによってわれわれは神の本性 にあずかる者になると述べる （40）。
ヨハネ ・クリゾス トモは、聖体 を洗礼による入信 という観点か ら考察する。

聖体 は、われわれに与 えられるいのちの糧であ り、サ タンとの戦いの中で保
たれる。 クリゾス トモが聖体を解説 したことばは、 とりわけ聖体の もつ終末

論的な側面を理解す るのに役立つ。「あなたがたは、いけにえ として ささげ
られ、祭壇の上に置かれた主 と、立っていけにえに向かって祈 る司祭 と、 と
うとい血 に赤 く染まった礼拝す る人々を見るとき、 自分たちが なおも人々の

中にいて、地上に立っているのだ と考えることがで きるだろうか。その反対
に、あなたがたは、ただちに天へ と移され、魂からあらゆる肉なる思いを捨
て、 肉体 を離れた魂 と清 らかな理性をもって、天上の事柄 を観想 しているの
ではないだろうか」（41）。

聖体の現実 と、イエス ・キ リス トの受難 と復活に よるその聖化する力、そ
してい うまでもな く、聖霊 を求める祈 り （エ ピクレシス） によって、聖体 を

拝領 したすべての人が一つ にされること一 これ らが、聖体の教えと典礼に
関するモプスエスティアのテオ ドロスの思想 を特徴づけるものである （42）。
テオ ドロスにとって、洗礼 を受けた信者の生活 は聖体 によって養 われ る。

94



資料1提 題解説

ア ンブ ロジオは、旧約の救 いの計画 と終末論 との関連で、聖体論 を展 開す

る （43）。 司祭が唱 えるイエスの ことばによって、イエスはご自身を ささげ、
また御父に ささげられ る。 この ことばが、 イエスの実体的現存の証拠 であ
る。 さまざまな教父たちが、パ ンとぶ どう酒の実体の変化について考察を加
えた。 アウグスチヌスの聖体論 は、主 に聖体の現実性 と象徴性 （44｝、聖体
と、か らだとしての教 会 （ChristusTotus） の関係 ｛45）、そ して聖体の秘跡
のいけにえとしての性格q6） を中心 に考察を行っている。

15聖 体 は、 キ リス トの 現存 の秘 跡 で あ る。 トマ ス ・ア ク ィナ スに よれ ば、

この こ とが、 聖体 とそれ 以外 の秘 跡 を区別 す る 〔47）。 トマ スのrepraesentare

（再 現 ） とい う こ とば の用 法 は、 次 の こ とを示す 。 聖 体 は、 たん に 、主 が

死 んで 復活 し、 す べ て の 人 に触 れ る こ とを望 ん だ こ とを、敬 慶 に 思 い起 こ

す だ け の こ とで はな い。 聖体 は、 有効 かつ 効 果 的 な主 の現存 であ る （48｝。 聖

体 の秘 跡 の 意 味 は三 つ あ る。 「第一一にそ れ は過 去 に関 わ る。 聖 体 は、 真 の
い け に え と しての 主 の 受難 を記 念 す る か らで あ る 。 …… したが って 、感 謝

の祭 儀 は キ リス トの い け に え と呼 ば れ る。 第 二 に それ は 現在 の 結 果 に関 わ

る。 す な わ ち、 教 会 の一 致 で あ る。聖 体 の 秘 跡 に よ って 、民 は一 つ に集 め

られ るか らで あ る。 第 三 にそ れ は 未 来 に関 わる。 聖 体 の 秘跡 は、 天 にお い

て実 現 され る神 の 至 福 の か た ど りだ か らで あ る」14g）。 「キ リス トの 聖 体 」

の聖 務 日課 にお い て 、 トマ ス は有 名 な賛 歌 を残 した。 そ れ は聖体 が もつ こ

の よ うな 意味 を詩 の か た ちで 述 べ て い る。 「おお 、 聖 な る饗 宴 よ、 まこ と

に こ こで こ そ、 キ リス トが 拝 領 され、 ご受 難 の記 憶 は新 た に され 、精 神 は

恵 み に満 た され 、未 来 の栄 光 の保 証 が わ た した ち に与 え られ る ので す」 （O

SacrumConvivium，inquoChristussumitur，recoliturmemoriapassionis

eius，mensimpleturgratiaetfuturaegloriaenobispignusdatur） 。

ボ ナ ヴェ ン トゥラ も聖 体 の 神 学 に寄 与 した 。 ボ ナ ヴ ェ ン トゥラは 、精 神

の敬 慶 さが、 聖 体 拝 領 に おい て キ リス トを受 け る ため に必 要 で あ る と指 摘

す る。 最後 の晩 餐 にお け る主の こ とば に加 えて、 ボ ナヴ ェ ン トゥラは、聖 体

にお い て主 の約 束 が実 現 され る と述 べ る。 す な わ ち、「わ た しは世 の 終 わ り

まで 、 いつ もあ なたが た と ともにい る」 （マ タイ28・20） とい う約 束 で あ る

（50）。 聖 体 の秘 跡 にお いて、 キ リス トは現 実 に ま た真 の意 味で教 会 に現 存 す

る。
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教会の一致 と聖性をもたらす秘跡
16聖 体 はまた、教会の性格 を明 らか にす る。教会は地方教会の次元で も、

普遍教会の次元で も、一、聖、公、使徒継承である。教皇 ヨハネ ・パウロニ
世の最近の回勅 『教会にいのちを与える聖体』 は、聖体 と教会の関係の理解
に関す る教会の教えを明らかにす る上で、特別 な貢献を行った。 カ トリック

教会の偉大 さとすば らしさは、教会が特定の時代 ・世紀 に固定 されたもので
ないことにある。教会は神秘をよ りいっそう探究 ・展開 し、世が信 じ、典礼
で祝 うべ き真理 を提示す る。こうして唯一のキリス トの教会が、カ トリック

教会のうちに存続する。
アウグスチヌスは復活徹夜祭にあたって、新受洗者に対 して聖体について

次の ように説明 している。「あなたがたは自分が受けたことについて教 えを

受けなければな らない。 だから、主のか らだの秘跡について使徒が述べた短
いことばをよく聞 きなさい。それは使徒が述べ たというよ りも、使徒 を通 じ

てキ リス トが述べたことである。 「パ ンは一つだか ら、わた したちは大勢で
も一つのか らだです』 （一 コリン ト10・17）。注意 しなさい。これがすべてで

ある。 わた しはあなたがたに短いことばで語ったが、 ことばの数を数えるの
でなく、その重み を計 りなさい」（51）。 この使徒の ことばが、ヒッポの司教に
よれば、新受洗者が受けた神秘の要約である。

しか しなが ら、教会の始 まりか ら、この現実に逆 らうしる しが見られた。
すなわち、ある人々は一つのか らだになる代わ りに、 自分たちの限 られた仲

間うちに閉 じこ もることを好んだ （一 コ リン ト11・17－22参 照）。聖体 は、
その一致 を もた らす力 によって （52）、常 に人 々を集めるこ とを意味 して き
た。聖体は、分け隔てを取 り除 き、人々を主において新 たに一致 させ る。聖
体の秘跡によって、キリス トはわれわれ をキ リス トと一致 させて一つのから
だ とし、教会は聖 なるもの とされる。

聖体の使徒継承性
17主 は使徒たちに秘跡を残 した。 こうして教会は秘跡を受 け継 ぎ、二千

年にわたって使徒の信仰 に忠実 に従いなが ら秘跡 を伝 えて きた。昇天の 日
か ら、教会 は主に目を向けてきた。主はこういわれたか らである。「天か ら

降って来 た者、すなわ ち人の子のほかには、天 に上った者は誰 もいない」
（ヨハ ネ3・13） 。キ リス トは復活 して、地上のか らだは栄光 を受けて天に
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上 った。 しか しキリス トは、その神秘的なか らだである教 会 と、教会に属

す る人々のうちに （一 コリン ト12・5参 照）、 また秘跡、 とりわけ聖体の うち
に、地上にとどまって くださる。 キリス トはあ らか じめ こういわれた。「わ
た しが去 って行 かなければ、弁護者はあなたがたの ところに来 ない」 （ヨハ

ネ16・7） 。受肉によって 「まこ とのからだ」（CorpusVerum） となること
ができたかたは、いまや 「神秘的なか らだ」（CorpusMysticum） である教

会にいのちを与える。
聖体 と教会が使徒継承であることは、本来、歴史的な到達点にす ぎない も

のではない。それはキリス トが、あ らゆる時代のすべての人 々とともにお ら

れることを絶 えず表 してい くことである （53）。回勅 『教 会にいのちを与 える
聖体』はアウグスチヌスの痛烈なことばを引用 している。 「あなたがたはあ
なたがた自身の神秘を受けるのです」（541。したがって、受 肉の継続 としての

聖体の現存は、信仰の神秘である。それは同時に教会の神秘 を表す もので も
ある。それゆえ感謝の祭儀に よって、教会は驚 きに満たされ （55｝、 こう観想
せずにはい られな くなる。「めでたし、お とめマ リアか ら生 まれたまことの
か らだよ」 （AveverumCorpusnatumdeMariaVirgine） 。

18第 ニバチカ ン公会議が述べているように、教会は、祭壇の秘跡 におい

て行われるあが ないのわざを通 して成長する （56）。教皇パウロ六世 は、ロー
マ ・ミサ典礼書 はローマ教会の途切れ ることのない伝統 のあか しであ り、

「聖体の神秘の神学」（57）である と述べ た。教皇 ヨハネ ・パ ウロニ世は聖体
と教会の切 り離す ことので きない関係 を、次の格言を用 いて述べている。

「聖体は教会を築 き、教会が聖体 をつ くる」。続いて教皇は、ニケア ・コ ン
ス タンチ ノープル信条で教会について宣言 されたこと、すなわち 「一、聖、

公、使徒継承」は、聖体 に もあてはめなければな らない と述べた。 とりわ

け使徒継承であることについてそれがいえる （58）。「それは、キリス トご自身
が創 立 したのではない とい う意味ではあ りません。……感謝 の祭儀は、使
徒たちの信仰 との一致のうちに行われるか らです」（5g）。 さらに、「使徒たち
か ら司牧の使命 を受け継 ぐには、 どうして も聖なる叙階の秘跡が必要です」
（60）。現実に、教会が使徒継承であるとい う性格 は、神秘的なか らだにおけ
る深い交わ りにとって本質的なものであ り、また教会の内的変化の根拠で も

ある。 この理解か ら次のことが帰結することは明 らかである。すなわち、聖

97



体 は 「神秘のた まもの」であ り、「会衆の力を根本的 に超える」（61）というこ
とである。聖体は共同体の内部から生 まれる ものではな く、共同体に対 して
上か ら与 えられる ものである。このことは司祭叙階についても強調される。

司祭叙階 によって教会は地方教会に、祭儀を行 うことので きる奉仕者を与え
るか らである。
したがって、「教会が聖体をつ くるのであれば、聖体が教会をつ くるのだ

とい うことを忘れ てはならない。このことは、正統 な教義の同一性 を確認す
るための規準 となる」（62）。そのため、聖体 は個人で も再発見すべ きたまもの
である。それはキ リス トとの交わ りであ り、深い神秘であ り、実在する真理
である。

聖体の普遍性
19こ れに劣 らず重要なのは聖体の普遍性、いいか えれば、聖体の普遍教会

お よび地方教会 との関係である。「交わ り （コムニオ） ということばが、 こ
の最高の秘跡 に与 えられた名前の一つ となっていることは、偶然ではあ りま

せ ん」（63）。交わ りは教会の本性で もある。教会は感謝の祭儀によって 「絶え

ず生 き育つ」〈64）のであ り、 また感謝の祭儀 のうちに自 らを示す とはい え、
「感謝の祭儀は交 わ りのための出発点 となるわけではあ りません。感謝の
祭儀は、すでに交わ りが存在す ることを前提 しています。感謝の祭儀 は、そ
の交わ りを強め、完全 なもの とすることをめ ざすのです」（65）。第ニバチ カン

公会議は、普：遍 （カ トリック）の交わ りは、信仰宣言、使徒継承の教 え、秘

跡、そ して教会的統治に由来する 「きずな」のうちに表されることを確認 し
た （66）。 したが って、聖なる交わ りには、「交わ りの外的 きずな も完全な状態

にあるこ とが必要です」（67）。 とりわけ洗礼 と叙階の秘跡における交わ りの き
ずなが必要であ る。感謝の祭儀を行うためには、これ らの きずなが必要であ
る。感謝の祭儀 が 目に見えるかたちで普遍的 なものであるためには、「教皇
と司教 との一致のうちに」（unacumPapaetEpiscopo） 祭儀 を行わなけれ
ばならない。それが、普遍教会と地方教会における目に見える一致の原理だ

か らである。「聖体のいけにえの祭儀 を行 うためには、その教会の交わ りと
しての性格か ら、 ローマ教皇 との交わ りがどうして も必要です。聖体のいけ
にえは、たとえそれがいつ も個々の共同体で ささげ られるとして も、決 して

その共同体単独の祭儀なのではあ りません。それは一、聖、公、使徒継承の

98



資料1提 題解説

教 会 の像 であ り、 真の 現存 です 」（68）。

20キ リス ト教の最初の数世紀 間、それぞれの都市 ごとに一人の司教、一
つの祭壇 を置 くこ とが何 よりも重視された。それによって、唯一の主 におけ

る一致を表 したのである。キ リス トは、感謝の祭儀 においてご自身をささげ
ることによって、 どのような場所に も完全 なかたちで現存する。感謝の祭儀
が行われるところではどこで も、教会の完全な神秘が現存する。同時 に、ど
の ような場所であれ、唯一のキ リス トが現存す る。 だか ら、一致 を欠きなが

らキリス トを受け取ることはで きない。キリス トは不可分であり、キリス ト
をその肢体か ら切 り離す ことはできない。 だか らこそ、感謝の祭儀は全教会
との一致の うちに行われる場合にのみ、 しるしとしての意義をもつ ことにな
る。

教皇パ ウ ロ六世 は、1969年 の ローマ ・ミサ典 礼書 を公布す る使徒 憲章
『ミッサー レ ・ロマーヌム』の中で、次の望みを表 した。すなわち、第ニバ
チカン公会議の規範によって改訂された ミサ典礼書を、教会の一致 をあか し
し、確認するための手段 として、 また言語の多様相異のうちにも、「同じ一一
つの祈 り」 を唱える手段 として受け入れるように ということである。聖体に

関する典礼規範 と教会法上の規範を守る意味が ここにあ る。教会は聖体に関
する規範 を定めるにあた り、過越の食事の準備 をするように使徒たちに命 じ
たイエスのことばを心に とめている （ルカ22・12参 照）。
したがって、「教会の交わ りにおけるこの 目に見えない要素 と目に見える

要素 との深い関係が、救いの秘跡 としての教会 を構成 しています。この関連
においてのみ、感謝の祭儀 を正 当に行い、 またそれに真の意味であずかるこ
とが可能とな ります。 したがって、感謝の祭儀 を交わ りにおいて行 うべ きこ
と、特に完全な交わ りにおけるさまざまな きず なを保ちなが ら行 うべきこと
は、感謝の祭儀が もともと必要 とすることなのです」（6g）。
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第3章
聖体 われわれの宣言する信仰の神秘

カ トリック教会の教導職
21聖 体 に関する信仰 を提示 し、繰 り返 し現れた教義的 ・司牧的な誤謬を正

すために、カ トリック教会の公会議 と教皇の教導職は、 まず第一 に、東方教
会 と西方教会の使徒 と教父の伝統に学んで きた。
トリエ ン ト公会議 は、プロテスタン ト教会が宗教改革 を行った後、三つ

の教令 によって聖体の教義 を定義 した。それは特 に、真の神に して真の人

間であるイエス ・キリス トの、パ ンとぶ どう酒の形態 における現実の実体
的現存 に関 して定めた。 トリエ ン ト公会議 はまた、主のからだはパ ンの形態
のうちにだけでなく、ぶどう酒の形態の うちに も現存すること、主の血はぶ
どう酒の形態だけでなくパ ンの形態のうちにも現存することを確認 した。 さ
らに、主イエス ・キリス トはまた、両形態のうちに、その霊魂 も神性 ととも

に現存する。それゆえ、御父のみ ことばであ り、真の神 にして真の人間であ
るキリス トは、その全体が完全 なかたちで両形態の うちに、 またそれぞれの
形態の うちに現存する （7・）。同公会議はまた、全実体変化 （71）、聖体拝領の方

法 （72）、 ミサ におけ る血 を流す ことな くささげ られ るいけにえ と、十字架上
の血 を流 して ささげ られたいけにえの関係 について も定義 した （73）。 トリエ
ン ト公会議はまた、秘跡制定句 とキリス トの記念 として感謝の祭儀 を行 うよ

うにという命令 を、象徴的 ・予型的ない し隠喩的に解釈することは誤 りであ
り、聖体の秘跡 にふさわ しくないことを確認 した （74｝。聖体のいけにえの制

定は、キ リス トの祭司職 を現存 させる。そ して、人類をあがなう十字架の力
は、生者に対 して も死者に対 しても、人類に罪のゆるしを得 させ る ｛75）。
ミサのいけにえとしての性格 は、教 皇 ピオ十二世の 『メデ ィア トル ・デ

イ』冊 で展開 されたが、それは第ニバチ カン公会議で再確認 された。キ リ
ス トは唯一の祭司であ り、奉仕者はキ リス トの名 によって祭儀 を行い、キ リ
ス トが再び来 られるときまで新約の唯一のいけにえを再現 しなが ら （77）、教

会を絶えず刷新す る。有効 に叙階 された司祭は （78｝、「キ リス トの代理者 とし
て」祭儀 をささげる （7g）。
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感謝の祭儀の性格
22聖 体 に関す る トリエ ン ト公会議の教えか ら出発 して、第ニバチ カン公

会議はキリス トの現存の さまざまなあ り方 を明 らかに し、また特に、聖体に
おける現存の さまざまな性格 について述べた （80）。それゆえ、イエス ・キ リ
ス トに よってただ一度限 りで実現 されたあがないのわざは、われわれの過越

キ リス トが ささげ られた十字架のいけにえが、キリス トを記念 して祝われる
たびごとに、その効果を伝 え続け る （8D。秘跡の効果 として、聖体はキ リス
トのか らだである教会の建設を完成 させ、それを成長 させ る （82・。 したがっ

て、聖体 は教会に属する人々に救いをもたらす。すなわち、彼 らに一致 と愛
の恵みを与える。なぜなら、聖体は魂の糧、罪の解毒剤、将来の栄光の始 ま

りであ り、聖性の礎だか らである。

教皇パ ウロ六世は回勅 『ミステリウム ・フィデイ』の中で、 ミサは、たと
え個人で、すなわち司祭一人で行 う例外的な場合で も、常 にキ リス トと教会
の行為であることを確認 した。 キリス トは聖体のうちに、霊的ない し象徴的

なかたちで現存するのではな く、 ご自分のか らだである教会の一致 の源泉 と
して、現実に現存す る （83｝。教会が最初か ら宣言 してきた信仰 によれば、聖

体は、他の秘跡 と違って 「われわれの主、救 い主イエス ・キリス トの肉であ
る。 このかたはわれわれの罪のために苦 しみを受け、父はそのいつ くしみ に
よって このかたを死者の中か ら復活 させた」脚。パ ンとぶどう酒の形態の全

実体変化に関 して、パウロ六世 は上記の回勅で も、 『神の民のク レド』 にお
いても、全実体変化が現実の現存の原因であることを再び強調 した。キ リス

トは、パ ンとぶ どう酒の形態の全実体の変化を通 じて、聖体のうちにご自身

を現存 させ る （85）。
教皇パウロ六世の教えは全実体変化 というテーマを展開する ものである。
なぜ なら、教皇は次のように宣言 したか らである。実体変化の後、パ ンとぶ
どう酒の形態は 「新 しい意味と新 しい目的 を帯びるようになる。それは、そ

れ らが新 しい現実を含むか らで、われわれがこれを 『存在論的』 と呼ぶのも
当然の ことである」（86｝。

聖体 とみことばの受肉
23肉 のかたちでは、イエス は人類の ただ中に現存する神の御子 である。
このことは、イエ ス自身によって確認 されるだけでな く、聖霊 と御父によ
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って も確認 される。その確認は、まず洗礼 と変容において行われた。歴史を

通 じて、主は 日々、「世の終わ りまで、いつ も」（マ タイ28・20） 現存す る。
イエスの現存は、御父にその源 を発 し、絶 えずイエスへ と返 し与え られ る。
そ して聖霊によって、世 々に、すべての人に与え られる。ナザ レのイエスの
人間性は、いのちのことばの満ち満ちた神の豊かさに溢れている。昇天の後

（マルコ16・19－20、 ルカ24・50－53、 使徒言行録1・9－14参 照）、イエ
スは聖体の神秘 のうちにとどまる。聖体は、優れた意味で、人類 のただ中
における神の現存であ る。昇天 は、 キリス トが天 に上ってわれわれの 目に

見えな くなったことを意味す る ものではない。 開かれた天は、キ リス トの
再臨するしかた を示 している。「われわれはこのことによって、人の子が神
の子であることを、 もっとも気 高 く聖 なる しかたで知る。キ リス トはその
人間性 か らははるかに離れていて も、その神性 においてよ りいっそう現存

す る （praesentior）。わた しが父の もとに上れば、あなたがたはより完全で
気高い しかたでわた しに触れることができるようになる」（87｝。 したがって、
イエス ・キリス トは昇天によって世か ら身を隠 したのではなく、新 しい しか
たで現存するようになったのである。
キリス トはこういわれた。「いってお くが、お まえたちは、『主の名によっ

て来 られ るかたに、祝福があるように』 というときまで、今から後、決 して

わたしを見るこ とがない」 （マ タイ23・39）。キ リス トが生きて使徒たちの と
ころに帰 ってきたとき、使徒 たちはキ リス トの賛美の杯を取った。その とき

か ら、教会は、集 まりを行 うたびごとに、キリス トを賛美する。典礼では、

栄光の賛歌で、「聖なるかな、聖なるかな、聖 なるかな」に加 えて、「ほむべ
きかな、主の名によりて来たる者」 と唱える。

24し たが って、キリス ト教 の信仰 は、神の存在や、地上にお られたイエ
スを信 じるだけでない。われわれは、常 にわれわれとともにおられ る、肉 と
なった神のみことばであるイエスを信 じるのである。イエスはその地上での

生活 を始めるにあたり、時間と空間に縛 られた死すべ き肉体をとった。復活
したキ リス トは、 もはや時間に も空間にも縛 られることがない。事実、復活
した主は、鍵のかかった扉を通って部屋に入ってこられ、閃光の瞬 く間にど
んな距離 も飛 び越 えて、信 じる者がご自分 を知 り、その声 を聞き、触れ るこ
とがで きるように して くださる。復活 と昇天のときか ら、キリス トの現存は
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新 しい現実となった。
ヨハ ネの手紙一は、キ リス トが歴史を通 じて人々の ところに来 られる神

的 な しかたについてこう述べている。「初めか らあった もの、わたしたちが
聞いたもの、 目で見た もの、 よ く見て、手で触 れた もの を伝えます。すな
わち、いのちのことばについて。……わた したちがあなたがたにも伝えるの
は、あなたがたもわた したちとの交わ りをもつ ようになるためです」 （一 ヨ
ハ ネ1・1－3） 。アンブロジオはこれを次のように注解 している。「われわ

れ は聖体の真理 を、受肉の神秘その ものによって証 明しよう。主イエスがマ
リアか ら生 まれたのは、自然の通常の秩序 に従ってなされた ものではなかっ
たか。……まことに、われわれが再現するのは、お とめか ら生 まれたからだ
である。……十字架につ けられ、葬 られたのは、キ リス トの真の肉体であっ
た。これこそ実にキリス トの肉体の秘跡である」（88｝。

したがって、み ことばの受肉の真理 と現実が、聖体におけるキ リス トの
か らだ と、キ リス トのか らだである教会の基盤である ｛8g）。み ことばの受肉
の真理 と現実はまた、聖体に関する教義 と秘跡神学 の基盤で もある。ヒラリ
オはこうい う。「みこ とばが肉となった （ヨハネ1・14参 照）ことが真実な
ら、聖体の糧によって、われわれが肉となったみ ことばを受けることも真実
である」（go）。教皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ世 もこう述べている。「聖体は受難 と復

活 を記念す るものですが、同時に受肉に続 くもので もあ ります。お告げを受
けたとき、マ リアは神の子を、真の意味での肉体において、すなわちか らだ
と血において身ごもりました。こうして、マ リアの中で、ある意味であらゆ
る信者 において秘跡のかたちで行 われるこ とが、それを先取 りするかたちで

始 まりました。信者 はパンとぶ どう酒の しるしの もとに、主のか らだ と血を
拝領するか らです」（g1）。

聖体のたまものをあがめることに関する光 と闇
25第 ニバチ カン公会議以来、教皇 も司教たち も定期的に必要 な発言を行
い、典礼規範の適用を促す とともに、その結果を評価 して きた。 回勅 『教会

にいのちを与える聖体』の中で、教皇 ヨハ ネ ・パウロニ世は、積極的な側面
ないし光一 第一に、信者の典礼への参加 に見 られる一 に触れた後、暗い

側面に対する 「深い悲 しみ」に言及 した。 この暗い側面には、ある地域 にお
いて、聖体礼拝が まった く行 われな くなったことや、感謝の祭儀が正 しく行
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われないことが含 まれる。この ような誤 りの結果、「この驚 くべ き秘跡 に関

する正 しい信仰 とカ トリックの教 えに混乱が生 じてい ます」（g2）。秘跡 として
の聖体が もた らす光 を、人間のわざが造 り出す闇か ら切 り離 さなければなら

ない。たとえば、聖体 に関す る信仰教育や実際の典礼において、一方の側面
だけが過大に強調 されていることが指摘 されている。例を挙げると、食事 と

しての感謝の祭儀、信者の共通祭司職、ことばの典礼 だけで十分 と考えるこ
と、 ミサにおけるエキュメニ カルな実践 などである。 これ らは教会の信仰 と

規律に反するものである。

典礼 を実践する上で、聖体の神秘を全体 として捉える感覚を回復すること
が必要である。 そのために聖体 を次のように理解することが求め られる。聖

体 とは、神のみことばを告げ知 らせることである。共同体が 「キリス トの代
理者 として」 ミサ を行 う司祭 とともに集会を行 うことである。たまものを与
えて くださる父なる神への感謝である。パ ンとぶ どう酒が主のからだと血 に
全実体変化することである。主が定めた秘跡制定句 によ り主が秘跡的に現存

することである。十字架のいけにえを御父にささげ、そ して復活 したキ リス
トのか らだ と血 を拝領することである。教皇 はこう述べている。「聖体の神
秘は、いけにえ、現存、会食に よる交わ りです。この神秘を単純化 したり、勝
手に変えた りすることは許されません。 わた したちは完全 なかたちで聖体を

体験 しなければな らないのです。 この ように して、教会は堅固に築 き上げ ら
れます。 また、このように して、教会はその真の姿を明 らかにします」（g3）。

26回 勅 は別の箇所で次の ように述べている。 「教会はこのあがないのため
のいけにえに常 に生か されています。教会は、ただ深い信仰 をもって思い出

すだけでな く、実際にそれに触れなが ら、このいけにえに近づ きます。なぜ
なら、共同体 の中で、聖別 された奉仕者の手でこのいけにえがささげられる
とき、それは絶 えず新たに現存 し、秘跡 として永続するか らです」（g4）。聖体

は聖霊の力を帯びている。聖霊 は、交わ りによって、また、現実に現存する
主をあがめることによって、人類 に伝 えられる。
いのちの恵みは、 どの秘跡 を通 じて も感覚可能なかたちで与 えられるが、

聖体においては、より明瞭なかたちでそれが与え られる。教会は自分 自身に
いのちを与えるのではない。教会が自分 自身を築 くので もない。教会は自分

に先立つ現実に よって生 きている。「御子 と聖霊 は、教会 をその初めか ら、
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強め、生 き続け させ るように、分か ちがたい しかたで ともに働 いてい ます
が、この働 きが行 われるのは、聖体においてです」（g5）。それゆえ教会は下か
ら生まれるのではない。「交わ り （コムニオ）」は恵みであ り、上か ら来るた
まものである。

「教会が主キリス トか ら与 えられ た聖体のたまもの は、たとえそれ らが ど
んなに尊いものであれ、他のさまざまなたまものの一つではなく、特別に優

れた意味でのたまものです。 なぜ なら聖体 によって与え られているのは、キ
リス トご自身、すなわち聖なる人間性 におけるキ リス トのか らだであ り、キ
リス トの救いのみわざだか らです。聖体は過去の出来事 にのみ とどまるもの
で もあ りません。なぜな ら 『キ リス トの存在のすべて、またあらゆる人々の
ために行い苦 しまれたすべてが、神の永遠にあずか り、こうして、すべての

時にまたがっているか らです』（『カ トリック教会のカテキズム』1085）」（g6）。

「一致のしるし」 （SignumUnitatis） としての聖体
27ア ンチ オケの イグナチオはい う。「あなたがた はイエス ・キ リス トに

あって、一つの信仰 において集 まっている。……あなたがたは一つのパ ン
を裂 くが、これは不死の薬である」（g7）。 ヨハ ネ ・クリゾス トモはい う。「信
仰が一致 していれば、 われわれは一つである。その とき、すべての者は、わ
れわれを結びつけるきずなを認める」（g8）。聖 なる聖体 の一致へ と受け入れ ら
れ るための前提 となるのは、洗礼によって与 えられ る信仰の一致である。な
ぜ なら、秘跡によってわれわれは一なるかた との交わ りに入 るからである。

そして、われわれのこのかたへの信仰に従 って、われわれはこのかたが御父
と同一実体であることを信 じているのである。キ リス トに対する異なる信仰
をもつ人 との交わ りの うちに、 どうしてキリス トを受けることがで きるであ
ろうか。その ようなことをすれば、主のか らだと血 に対 して罪を犯すことに

なろう （一 コリン ト11・27参 照）。母 なる教会は、信仰をもたない人、洗礼
志願者、そ して信仰か ら離れた人について心を痛め、彼 らを愛する。 しか し
ながら、教会は、洗礼 を受けていない人に聖体拝領をさせ ることはで きない
し、間違 ったことを教 える人や、道徳に反す る生活を送る人に聖体拝領 を与

えることもできない （gg）。
「一つの」か らだを受けることによって、われわれは 「一つの」いのちに

入 り、主 と 「一つの」か らだとなる。聖体が もた らす結果は、かつてば らば
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らだったキ リス ト信者 を、一つのパ ンと一つの杯の一致の うちに集めること
である。 したがって、聖体拝領は全教会 との一致のうちにのみ与 えることが
で きる。そのためには、宗教や道徳 によるいかなる不一致 も取 り除かれる必

要があるuoo）。

28以 上のことを考慮 した上で、われわれは必要 な謙虚 さと忍耐をもって、

相互陪餐 （intercommunio） の問題 を扱わなければならない。聖体の偉大な
神秘 を犠牲に して、秘跡 をたんなる人間的 な手段 に格下げ して しまうよう
な、ある種の実験を行うべ きではない。その代 わ りにむ しろ選択すべ きなの
は、共通の祈 りと希望の うちに、それを猶予す ることである。それは、「わ

たしたちに要求 されていることを大事にす るためです。 この要求は、聖体の
秘跡が信仰の交わ りの秘跡であ り、使徒継承の ものであることに基づいてい
るのです」（101）。

東方正教会 と古代東方教会は、聖体についての同 じ信仰を共有 している。
ともに真の意味での秘跡 を有 しているか らであ る （102）。それゆえ、特定の場

合に、聖体拝領が可能である （103）。 にもかかわ らず、聖体接待 （eucharistic
hospitality） と改宗の関係 については、依然 として注意深 い考察 を行う必要
がある。プロテス タン トのあ る教 会共 同体、 とくにルーテル教会は、感謝
の祭儀におけるキ リス トの現存 を信 じている。 しか し、そ うした教会共同

体 は叙階の秘跡 をもたないがゆえに、聖体の神秘の本来の完全な実体 を保た
なかったqO4）。対話 におけるある種の成功が行われたとはいえ、十全な意味
での合意は存在 しない。それゆえ、ふ さわしい準備がで きていて、霊的な要

求がある場合 に限って、カ トリック以外の信者、すなわち、聖体についての
同じ信仰 を宣言す る者に、聖体 を与 えることができる。 しか しなが ら、カ ト
リック信者が聖体拝領 を受けることができるのは、有効に叙階された奉仕者
か らだけである （105）。
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第4章
感謝の祭儀の典礼

宇宙的典礼の中心
29主 の受 肉と昇天は、天 と地の交 わ りを可能に した。 この神秘 は、ヤ コ
ブが見た梯子の幻 （創世記28・12参 照）の うちに隠されたかたちで示 され、

また、キ リス ト自身によって予言 されていた （ヨハ ネ1・51参 照）。黙示録
は、地上 に下 って来 る天上のエルサ レムの中心にある小羊の祭壇 につ いて
述べる。 これがキ リス ト教の礼拝の原型である。それは、人類による神の礼

拝 であ り、 また人類の神 との交わ りであるqO6）。「全能の神 よ、つつ しんで
お願いいた します」（supplicesterogamus聖 変化後三つ 目の祈願）の祈

願で、ローマ奉献文は 「天上の祭壇」について述べ る。 この祭壇か ら、復活
して生 きてお られるかたの恵みが下 り、人類 と神の不思議な交わ りを実現 し
て、人類 に救い をもた らす。
キ リス トは 「御父の普遍的な祭司」（107）である。キ リス トの人間性に よっ

て、聖霊 は被造物 と人類 に神のいのちを与 え、それ らを完成 に導 く。 キリ
ス トの人間性は救いの源である。キリス トは典礼の大祭司であ り、主司式者
である。東方典礼では、三位一体の現存によって感謝の祭儀 は地上 と天上の

交わる場 となる。「神が人 とともに住む」 （黙示録21・3） 。 ディオニ ュシオ
ス ・アレオパギテスはこういっている。神は 「美 といわれる。万物 を自らの

もとに呼び （kalei）、万物 を一つの ものに向かって集める （synaghei） か ら
である」（108）。 この 「集め る」 （シュナゲイ）というギリシア語は、教会 を呼
び集める （エ クレーシア）ということばと同義語である。感謝の祭儀を行 う

ために集 まった信者の中に現存するキリス トは、地上 を天に変える。 「この

神秘はあなたがたのために地上を天へ と変える。わたしはあなたが たに天上
の もっ とも尊い ものを示そう。わた しがあなたがたに示すのは、天使でも大

天使で もない。彼 らの主その ものである」（10g）。
したがって、こう言 うことが可能である。「わた しは聖体が普遍的なもの

であること、さらにいえば宇宙的 なものであるこ とを経験 しました。そうで

す、た しかにそれは宇宙的です。 なぜな ら、たとえ田舎のささやかな祭壇で
行われていた としても、感謝の祭儀は常にある意味で 『世界 とい う祭壇の上
で』行われているからです。聖体 は天と地 を一つにします。聖体は全被造物
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を包み 、 それ らにあ まね く及 び ます 」〈110）。

感謝の祭儀が有効に行われ る場合
30聖 体は 「聖 なる現実の 目に見 えるしる しであ り、 目に見えない恵みの

目に見える表現である」（lm。この トリエ ン ト公会議の定義は今 も有効であ
る。なぜな ら、それは聖体の秘跡を構成する諸要素について述べているか ら
である。すなわち、聖体の奉仕者、秘跡 を受ける者、そ して 目に見える側面
である。

秘跡の材料についていえば、感謝の祭儀はパ ンとぶどう酒を用いてのみ行
うことができる。一一滴の水が用い られるが、それはキリス トのいけにえと聖
なる民の一致 を表すためである （ll2）。 しか しなが ら、水 はミサの有効性のた
めに厳密 な意味で必要ではない （113）。 カ トリックの信仰 によれば、秘跡の形

相は秘跡制定句である。秘跡制定句が本質的なものであ り、 これだけが必要
不可欠であるU14）。 ミサの奉仕者は有効 に叙階された司祭である （115）。洗礼
を受 けた者のみが聖体 を有効 に拝領で きる。 ラテ ン典礼の伝統 では、聖体
を拝領す る者は、理性 を用いることのできる者でなければならない。すなわ
ち、信仰の神秘についてある程度知ってお り、ふさわ しい意向 と信心をもっ
て聖体に近づ くことが必要である。聖体拝領 を受 ける者は恵みの状態にある
ことも必要である。大罪を犯 している者 は、拝領する前にゆる しの秘跡 を受

けなければならない （ll6）。
上述の ことは、典礼は、いかなる個人の所有物で もな く、自分の創造性を

表現す るために用 いて よいよ うな もので もないこ とを思い出 させ るための
助け となる。それは、共同体 で感謝の祭儀 を行 う場合 で も、信者の参加がわ
ずかか、一人もない場合で も同 じである （117）。 ローマ典礼 には 「共同司式 ミ
サ」についての特別 な規則がある。共同司式 ミサ は、多 くの司祭が参加する
ことによって、祭司職は一つであること、いけにえが一つであること、そ し

て神の民全体 が一つであることを表現す る（118）。東方教 会の典礼では、この
ようなかたちで一致を表現することは勧め られない。「特 にそれは、共同司式

者の数が、信徒の参加者数 よりも釣 り合いを欠 くほ ど多い場合である」（11g）。

31『 ローマ ・ミサ典礼書の総則』 第1章 「感謝の祭儀の重要性 と尊厳」
は、 ミサ は、キ リス トの行為であ り、位 階によって集め られた神の民の行為
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である、 と述べ る。 ミサは普遍教会 にとっても、地方教会にとっても、 また

信者一人ひと りにとって も、キリス ト信者の生活全体の中心である。東方教
会 と西方教会に共通な ミサの 「要素 と各部」q2・｝は、感謝の祭儀の深い象徴
的意味 と司牧的側面を示 している。 こうした要素 と各部は、いわゆる 「典礼
的創造性」によって も、また正当に規定された事柄に対する批判精神によっ
て も、決 して変えてはならないものである。

回心の祈 り
32特 にローマ典礼においていえることであるが、回心の祈 りの目的は、会

衆が、神の ことばを聞 き、感謝の祭儀 を行 うのにふさわ しい者 とされるため
に準備することである。 ビザ ンツ典礼、アル メニア典礼、 シリア ・ア ンテ ィ
オケイア典礼では、準備の祈 りを司祭が唱え、また清めの儀式 （洗い清め と

献香） を行 う。清めの儀式はマロ ン典礼、カルデア典礼、 コプ ト典礼 にも見
られる。ローマ典礼の式文では、われわれの罪 人としての状態を認め、心か
らの痛悔 を求め、神と人に対 してゆる しを願 う。回心の祈 りは、ゆるしの秘
跡の ように良心の糾明を含んでいない。良心の糾明は、 もっと時間をかけ、

各人が自分を顧みることが必要だか らである。回心の祈 りの結び として、神
の憐れみ を求める祈願 を行 うq21）。

神の ことばと信仰宣言
33東 方典礼では、 ミサの最 初の部分はみ こ とばの受 肉の神秘にあて られ
る。み ことばは、世 に来て、人類 に語 りか け、その糧 となった。 『デ ィダ
ケー』 はこう述べる。聖体 を食べ、飲む とき、われわれは神の知識を与えら

れ、それを受ける （122）。
福音が語 ろうとするのは、みことば （Verbum） である。それは、神が地

上に下 り、われわれに永遠のいのちの糧を与えて くださった という、喜びの

知 らせ （エ ウアンゲリオン）である。聖体 によって、われわれは神の知恵で
あるキリス トの友 となる。みことばは 「希望の福音」（123）である。
福音の告知に答 えて、「信仰宣言」が唱えられる。信仰宣言は、ラテ ン典

礼 とアルメニア典礼では説教の後に、ビザ ンツ典礼 と他の東方典礼では奉納
の後 に唱えられる （124）。信仰宣言は、何かを付加することも変更することも
で きないもので、聖体に近づ くためにな くてはな らないきずなの一つであ
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る。 なぜ な ら、 み こ とばの 食卓 と聖 体 の 食卓1125） は 、 ひ と りの 主 の一 つ の

食卓 であ り、 「一 つ の礼拝 行為 」（126）を 要 求す るか らで あ る。

供 えものの奉納
34ロ ーマ典礼では感謝の典礼は供えものの準備か ら始まる。その際、信徒
はパ ンとぶ どう酒を祭壇に運ぶ という、重要な役割 を果たす。祭壇では、司

祭がパ ンとぶ どう酒 を受け取って、それを父なる神 にささげる。貧 しい人の
ため、 また他の教会のために他の ささげ ものを奉納することもできる。パン
とぶどう酒、そ して他の施 しのための ささげものの奉納は、聖体 と隣人愛の

掟が強いきず なで結ばれていることを強調 している。 しか しなが ら、典礼で
はパンとぶ どう酒は直接、祭壇の上に置かれるのに対 して、他の ささげ もの
は祭壇 とは別の適当な場所に置かれる。それは、キ リス トのか らだ と血にな
る ものに対す る崇敬を表すためである ｛127）。

祭壇布 に加えて、 ビザ ンツ典礼ではキ リス トのか らだの十字架か らの降
架を描いた聖なる布 を用いる。供 えもの （聖祭 品）は、この布の上に置か
れる。 この、主の汚れのない受難 と主の墓 を再現する儀礼によって、供 えも
のは主のか らだ と血 となる （128）。 この供えものを自分のために、 また人 々の

罪のためにささげるのにふさわ しい者 となるために、司祭は 「大聖入 （聖祭
品の入堂）」の後、御父に向かって祈願の祈 りをささげる。罪 （アマルティ
ア）は司祭 と無縁 なもの とならなければならない。ほんの些細 な罪 も重大で

ある。 ヨハネ ・クリゾス トモによれば、「それは罪その ものの本性 によるの
でな く、罪を犯す司祭の尊厳のゆえである」（12g）。続いて聖なる供え ものに

香がたかれ る。それは供え ものの上 に聖霊が降ることをあ らか じめ示す も
のである （13・）。そ して、キ リス トの うちに、父をたたえる祈 りがささげ られ

る。 こう して、供 えものの準備 と奉納 は、たんなる感謝の典礼への移行 と
しての意味だけで なく、いけにえと一体 となった、 きわめて象徴的 な意味を
もっているのである。

感謝の祈 り
35司 祭は （または、東方典礼 では、助祭は）感謝の祈 りを次の導入のこと
ばで始める。「心を上げよう」。 『使徒憲章』 はい う。「主に心 を向け、われわ
れは恐れおののきなが ら、立 って、供 えもの をささげる」（13D。ヨハネ ・ク
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リゾス トモのことばによれば、この対話句のめ ざすことはこうである。「そ
れは、われわれの魂を神の御前 に倒れることな くまっす ぐに立たせる。われ
われの魂は 日々の生活の出来事 によって倒れが ちだか らである。……あなた
がたの隣に立ってお られるのが どなたであるか考えよ。あなたがたとともに
いるのは、ケルビムとともにいて、神に呼びかけようとしている者である。
……誰 もこの聖なる神秘的な賛歌 に熱い心 をもつ ことな く加わってはならな

い。……すべての者はあ らゆる地上に属するものを自分の心から引き離 し、

天に上げよ。 自分は栄光の玉座その ものの隣にお り、セラフィム とともに飛
んでいるのだ と考えよ。そ して、神の威厳 と輝 きをたたえる賛美の歌を神に

ささげ よ。だか ら、 この とき、われわれは威儀を正すよう求め られるのだ。
つ まり、『恐れおのの きなが ら』 （フ ィリピ2・12） 心 をまっす ぐに し、注意

して立たなければな らない」q32）。

「心 を上げる」 とい うのが、「アナフ オラ （奉献 文）」 ということばの意味
である。それは全信者が 自分の心を上げる行為である （133）。供 えものは、天
の祭壇に上 げられた、 まさにその とき、地上の祭壇 にもた らされる。恵みの

わざは、天の穏やか な平和の うちに、地上で静かに行 われるq34）。 さらに、
いけにえは愛 と憐れみ とい う、一つの目的のためにささげられる。だか ら、

それは主の 目に受 け入れ られる もの となる。賛美のいけにえと呼ばれるの
は、それが主の愛 をたたえるか らである （135）。

36信 者は声 を合わせて答える。 ヨハ ネ ・クリゾス トモはい う。「感謝 をさ

さげること （エウカリスチア） を共同で行 うのは正 しくふさわしいことであ
る。感謝 をささげるのは、司祭だけではなく、会衆全員が行 うことである。

司祭が祈 りを唱 え始め ると、続いて信者はこういって同意する。 『それは正
しくふさわ しいこと』。その後、司祭は感謝のわ ざ、すなわちエ ウカリスチ
アを始める」｛136）。このことばは、天上の教会に向かって歩む、神の民の参加

が、感謝の賛歌 （サ ンク トゥス）で頂点に達することを表 している。感謝の賛

歌 は勝利 （epiniko）の賛歌である。それは、 イザヤの幻の中の天使の賛歌
と、受難によってご自分 を進んでささげるために聖なる都エルサ レムに入っ

た主 を迎 える、エルサ レムの群集の歓呼の声 とを合わせ たものである。
奉献文の終 わ りに、信者は栄唱に対 して 「アーメ ン」と答える。「この歓声に
よって、信者 は司祭が述べたすべてのことを自分たちの ものにする」（137）。
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聖体の制定
37受 難の前の晩、主はパ ンを取 り、感謝をささげ、割って、おおせになっ
た……。キ リス トは使徒 たちに 「これをわたしの記念 として行いなさい」 と

命 じた。 この神秘的な晩餐にあずかった使徒たちは、使徒たちを受け継いだ
人々か ら始まる、全教会を代表 して、これを聞いた。 これらのことばは、感

謝の祭儀 を行 うことを指 している。そ して、感謝の祭儀は、パンとぶ どう酒
が主のか らだと血に変わることに尽 きるのではない。それは、主のことばを
信 じることでもある。

教会はその初めか ら、主のわざを荘厳 に実行 して きた。そ して、主のわざ
の一つひとつ を黙想 し、あたか も何度 もその意味 を教 えられるようにして、

供えものの奉納 、聖別、パ ンを裂 くこと、聖体拝領を行うことについて、理
解を深めていった （138｝。だか ら、「これを取 って食べ なさい」の次に、ホス
チアを割 らないのである。そんなことをすれば、聖別の瞬間がただちに聖体

拝領 になってしまう。その代 わりに、この きわめて神秘的な瞬間に、典礼は
司式者が頭を下げ、はっ きりとした、穏やかな声で聖別のことばを唱える よ
う規定 している。それは、観想を促すためである。これは聖木曜 日に、聖香
油を祝別する際に司教が行 うことと同 じである。「（司式者は）動作 と神のこ
とばを述べる態度とによって、キ リス トの生 き生 きとした現存 を信者にわか
らせなければならない」｛ユ3g）。実際、 この瞬間に、いけにえの秘跡が実現す
るのである く1401。

聖別 された供 えものの上に唱 えられる、聖霊の働 きを求める祈 り （エピク レ
シス）
38最 初の数世紀間、聖別の前 に手を延ば して （epiklesi）祈願の祈 りが唱

えられた。それは、御父が聖霊を送 り、パ ンとぶ どう酒を聖なる もの とし、
主のか らだと血に変 えて くださるよう、御父に向けて祈る祈 りであった。
この祈 りの元になっているのは、聖体 の神秘の制定 に続 く、主の次のこ と

ばである。「弁護者が来るとき、そのかたがわた しについてあか しをなさる
はず である」 （ヨハ ネ15・26）。「弁護者が、 わた しが話 したことをことごと

く思 い起こさせ て くださる」 （ヨハ ネ14・25） 。「そのかたはわた しに栄光を
与える」 （ヨハ ネ16・14）。4・5世 紀に聖霊の神性に関する議論が行われたた
めに、 この祈 りは聖別の後に置かれた。い くつかの典礼伝承に見 られるとお
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りである。 しか し、大多数のアナフォラ （奉献文）の祈 りでは、元のままの

位置に置かれている。 ローマ典文 もそうである。そ こでは、御父が 「祝福の
力」（14Dである聖霊を送って くだ さるように祈る。
教 父たちは、聖霊の働 きを求め る祈 り （エ ピクレシス）の重要性 を主張
し、この祈 りを秘跡制定句 と結 びつけ、その秘跡 としての意味を完全な も
のにしようとした。主の ことばは霊 であ り、いのちである （ヨハ ネ6・63参

照）。キ リス トは聖霊 とともに働 く。 しか し、キ リス トが聖体を聖別 し、聖
霊を与えるかたであることには変わ りがない。 トリエン ト公会議は、エピク
レシスが聖体の有効性 にとって不可欠な ものでないことを定めたu42）。
ア ンブロジオはい う。「救い主の ことばそのものが働 く、神による聖化に

ついては、何 といった らよいだろうか。あ なたが受けるこの秘跡は、キ リス

トのことばによって作 られるか らである。……存在 しなかった ものを無か ら

造ることができたキリス トのことばが、存在 している ものを他の ものに変化
させ ることがで きない ということがあるだろうか。 ……主 イエスは、『これ
はわたしのか らだである』 とおおせ になる。天上の ことばによって祝福 され
る前 は、別の本性 として語 られる。聖別の後では、か らだ と呼ばれる。イエ
ス自身が、ご自分のか らだだとおおせになる。聖別の行われる前は、ほかの

名前 で呼ばれ、聖別の後は血 と呼ばれる。そしてあなたは、 『アー メン』す
なわち 『それは真実であ る』 という」（143｝。

感謝の祭儀における聖人の教会
39神 聖な典礼は、キ リス トの うちに生 きている人々を記念する。 デ ィオ
ニュシオス ・アレオパギテスはいう。「聖人たちの位階は、切 り離 しえない

ほ ど一致 したかたちで存在する。それは、聖人たちが地上 を超えた聖 なる
一致 によってキリス トと一つに結ばれていることを示 している」（lq4）。 した
が って、主 を礼拝 することは、聖人 を崇敬す ることと対立 しない。聖人た

ちは、地上で生活する間、神の栄光 となるためにあらゆることをしようとし
た。 いまや、彼 らは、神が自分たちによって栄光を受けたことを喜んでいる
（145）。「取 り次 ぎの祈 り」 は、われわれが、天上 と地上の全教会 と心 を合わ
せて、生者 と死者 を問わず、教会 に属するすべての人のために感謝の祭儀 を
ささげることを表 している （】46）。祈願はまず、神の母、終生お とめマ リアに

ささげられる。マ リアが主に対 して行った奉献は、われわれが行 う奉献にた
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とえ られるものだか らである。われわれは、 自分たちの奉献 を聖体のいけに

えによっていつ も更新す る。われわれは感謝の祭儀 をささげるときに聖人た
ちを記念する。それは、彼 らをたたえ、聖人の取 り次 ぎを神 に感謝するため
である。聖人たちは、人類を代表 して、神のいつ くしみに感謝 し、われわれ
の感謝の祭儀 の中で、取 り次ぎ、祈 りをささげて くれる。

キ リス トもまた、 カバ シラスのこ とば を使 えば、 「キ リス トだけに知 ら
れた しかたで」q47）死者 と交わ られる。 ヨハ ネ ・クリゾス トモは、死者たち
は、清め られた状態 にあれば、恵みにあずかるばか りか、その罪 をゆるされ
て生 きることがで きると考える （148）。

聖体拝領の準備
40聖 体は教会におけるキ リス トの生 きた現存である。主の受難 によ り、主

は人類のための糧へ と変わった （一コ リン ト10・16、11・23以 下参照）。 こ
の神秘 を表す伝統的な象徴 は、「魚」である。 この象徴へ の最古 の言及は、

2世 紀の司教聖 アベルキウスの有名な碑文に見 られる。「キリス トは澄 んだ

水か らとれた魚でわた しを養って くださる。……汚れのないお とめが この魚
をとり、毎 日その友 に与 える。こうしてわれわれはその魚を極上のぶ どう酒
とパ ンとともに食べ るこ とがで きる」。 もう一つの自己贈与の象徴は 「ペ リ
カン」 である。 トマス ・アクィナスは、「優 しいペ リカンである主 イエスよ
……」 （PiepellicaneJesuDomine ＿） と、賛歌 「隠れたる神性 よ」（Adoro
tedevote） の中で歌 う。みことばの受肉の神秘は聖体のか らだの中で継続

する。みことばは 自らを人類のためのパ ンにするか らである。 イエスはこの

神秘 をカファルナウムでの話の中で予言 された。「わた しは天か ら降って来
たパ ンである」 （ヨハネ6・41） 。 イエスの肉はまことの食べ物、イエスの血
は まこ との飲み物 である （ヨハネ6・55参 照）。教会の交わ りと諸聖人の交

わ りは、聖体の交わ りによって養われる。実際、「パ ンは一つだか ら、 わた
したちは大勢で も一つのか らだです」 （一 コリン ト10・17）。

41聖 体 は、いけにえの小羊である主キ リス トの過越 の食事 である。完全

な意味での信者の ミサへの参加 は、聖体拝領において実現する。聖体拝領 を
受けるには、内的 ・外的に適切 な準備がで きていることが必要である （14g｝。
したがって、信者は過度な疑悩のために長期 間聖体拝領 をしないでいるべ き
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ではないが、同様 に、不用意かつ習慣的な しかたで聖体拝領をすべ きで もな
い 。

「流 されて罪のゆるしとなる……血」 と秘跡制定句その ものがいっている
ように、また古代のアナフ ォラが示 しているように （150）、大罪を犯 している
人には聖体拝領 を拒 まなければ ならない。最初期か ら、教会は洗礼志願者
と悔俊者に対 して、とるべ き行動 を定めて きた。後者 （悔俊者）は 「アコイ
ノー ネ トイ （聖体拝領 をしない者）」 として ミサにあずかることがで きた。

大罪は教会法上の制裁が加 えられることが必要である。多 くの教父は、 「ふ
さわ しいかたちで」聖体拝領 を行 うことが必要だ と述べている。 この こと
は、罪のゆるしを求め る祈 りは、た とえ聖別の後のエピクレシスの中で唱 え
られていて も、後で償いを果たす見込み もない、大罪を犯 した者への招 きと

して述べ られた ものではないことを示 している。聖体拝領 をしないでも真の
意味で ミサにあずかることは可能である。聖体拝領はいけにえの完全 な部分
ではあるが、必要不可欠な部分ではないか らである （15D。とはいえ、キ リス
トのか らだへの十全な参加は、適切な準備 の整った者だけが行い うる （152）。

42交 わ りの儀 における個人的な準備は次のように完全なものとなる。

一 「主の祈 り」は、 日ご とのパ ン （糧） を求める祈 りを含んでいる。聖

体のパ ンも日ご との糧である。「主の祈 り」は 「罪か ら清め られるように祈
る。それは、聖なるものが聖なる者 たちに与えられるように、 とい うことで
ある」（153）。 ゆるしを祈 り求めるとき、われわれ はどうすればゆるすことが
で きるかをも求める。それは、神の国と神のみ 旨がわれわれの中に実現 し、
われわれが秘跡 を受けるのにふさわ しい もの となるためである。

一 「平和のあい さつ」。平和のあい さつ、す なわ ち、ゆる しのあい さつ

は、東方教会 とアンブロジオ典礼では奉献文の前に行われ、ローマ典礼では
聖体拝領の前に行われる。復活 した主は弟子たちの間に現れて、彼 らに平和
を与 え、 ヨハ ネ ・クリゾス トモによれば、「平和の食卓」（154｝を準備 した。

聖体によって与 えられ る平和 と魂の救いは、キ リス トご自身である （エフェ
ソ2・13－17参 照）。キ リス トがいけにえとして ささげ られたのは、天上 と
地上のすべての ものに平和 をもた らすためであ り、 また人が人 と平和 に生
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きることがで きるようにするためであった （155）。 したがって、聖体は平和 の
きずなである （エ フェソ4・3参 照）。「平和が多 くの もの を一つにするよう
に、不和は一つの ものを多 くに分かつ」（156）。「平和 は……キリス トの教会で
あ る」（157）。平和 を願 うとき、キ リス ト信者が実際に願い求めているのは、
キリス トである。「平和 を求め る人はキ リス トを求める。なぜ ならキリス ト
はわれわれの平和 だか らである」〈158）。典礼の神秘は、キ リス トの平和 を全

被造物 に回復する。
『使徒憲章』 は平和のあいさつのや り方を次の ように定めている。「聖職者

の人々は司教にあいさつ し、信徒の間では、男性 は男性 に、女性 は女性にあ
いさつする」q5g）。信者が接吻することは、聖なる行為である。 そこでは、

信者 と信者の一致 とともに、信者 とみ ことばの一致が経験 される （160）。教 会
と全人類の一致 を求める祈 りの中で、平和 も願い求め られ る。司祭 と信者の

間でかわ される短いあいさつの中で、平和 は互いの愛を表現する。平和の接

吻をすることは義務ではない。接吻を行 うか どうかは、場合に よる （161）。平
和のあい さつを行 う場合、ローマ典礼では簡素な形式を用い、 ビザ ンツ典礼
ではさまざまな形式を用いる。各人は隣の人 とあいさつをするが、 自分の席

を離れず、騒が しくならないようにする。交わ りの儀の間は、典礼における
適 当な秩序を保つ よう、 しかるべ き規律を守るべ きである。

初代キ リス ト教徒はエウカリスチアを 「平和」 と呼んだ。エ ウカリスチア
は 「集まる」 ことであり、隔た りをな くし、新 しい しかたで人々を一致 させ
たか らである。エ ウカリスチアを行うために集 まり、聖体拝領を行 う前に互
いにゆるし合 うことによって、キリス ト信者は、平和のない世界に平和 をも

た らす前提 を造 り出すのである。

一 「パ ンを裂 くこ と」。パ ンを裂 くことが表すのは、われわれは大勢 で
も、裂かれたパ ンを受けることによって一つになる、 とい うことである。
ヨハ ネ ・クリゾス トモはこういっている。「キ リス トは、十字架上で受けな

かった苦 しみ を、あなたがたのために供え ものの中で受けている。キ リス ト
は、すべての人が満た されるために、裂かれることを受 け入れる」q62）。 し
か し、裂かれるからといって、キリス トは分割されるのではない。裂かれた

後でも、聖なるパ ンの一切れ一切れがキリス トの全体 である （163）。聖体拝領
をする人は、キ リス ト全体 を受ける。キ リス トはその人を完全に満たすか ら
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である。全教会とともにキ リス トを受け入れない共同体 は、決 してキ リス ト
を受け入れてはならない。

一 「両形態 を混ぜ るこ と」。 ローマ典礼で は、 これは簡単 な動作 である
が、大 きな意味をもつ。それは聖霊のわざを主の受肉か ら復活 までたたえる
ことだか らである。ビザ ンッ典礼はこれを 「聖霊が満 ち溢れること」 として

説明する。ゼオンの儀式では、 カリスに湯 を注 ぎなが ら、「聖霊が満 ち溢れ
る」 と唱え られる。こうしてキリス トは復活 される。

一 「個人的な準備」。司祭は小 さな声で祈 りを唱 え、また少 しの間沈黙 し
て、 自らを整える。これは、聖体拝領後 に行 う、 もっと長い沈黙の先取 りで
ある。司祭の模範は信者の準備を助ける。

聖体拝領
43司 祭 は聖別されたホスチアを高 く掲げる。「キリス トは十字架の上 に高

く挙げ られ たか らである」（164）。それか ら、ラテ ン典礼では次の ように唱え
る。「見 よ、世の罪を除 く神の小羊。神の小羊の食卓に招かれた者は幸い」。
ビザ ンツ典礼ではこう唱える。「聖 なるものを聖なる人たちへ」。「この聖な
る秘跡の交わ りがすべての人に無差別に許 されているわけではない ことを

司祭は知っているので……彼 はすべての人に呼びかけることは しない。司祭
はそれを受 けるにふさわ しくされたと感 じている人たちを拝領へ と招待 し、

『聖なるものを聖なる人たちへ』 と呼びかける。……ここで、司祭が呼ぶ聖
なる人とは、たんに徳において完全 な人を意味 しているだけではな く、完成
に向かって努力 しているが、いまだそれに達 していない人をも含んでいる。

なぜな ら、何人 もこの聖なる秘跡にあずかることによって聖化 され るとい う
ことか ら排除 されてはな らないか らである」（165｝。

聖体はゆるされ た人のための秘跡である。主はご自分 と一つ になった人
にこの秘跡 を与える。それゆえ、聖体を受ける前 に 「識別」を行 うことが必

とく

要である （一 コリン ト11・27以 下参照）。漬聖 を犯す ことがないためである
く166）。 『デ ィダケー』 はこの使徒か らの伝承を述べて、聖体 を授ける前に、

司祭 にこういわせている。「聖なる人は来るように。聖で ない人は悔 い改め
なさい」（167）。 ビザ ンツ典礼 には今 もこの招 きの ことばが残 っている。 ロー
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マ典礼 では、司祭は信者 を聖体 拝領 に招 くと、信者 とともに福音のこ とば

「主 よ、わた しはふ さわ しい者ではあ りません」を唱 えて謙虚 な心を示す
q68）。拝領者はおのおの、「アーメン」 と答 える。

44古 代の原典資料は、聖体拝領は自分か ら取る ものでな く、人から受ける

ものだったことを示 している。聖体拝領は、秘跡の意味を象徴的に表現する
行為である。す なわち、秘跡は崇敬の うちに受け入れるたまものだというこ
とである。両形態による聖体拝領に関す る規定が定め られている、ラテン典
礼では、 カ トリックの教 えに従わなければな らない ・6g）。東方教会の典礼で
は教会法で定めた伝統 を守 らなければな らない （170）。
聖体拝領を行 うため に祭壇 に近づ く際 は、真の信心 をささげることが必

要である。聖 フランチ ェスコは 「聖体の秘跡 に対 して、その全身全霊を燃え
上が らせる愛 を抱いていて、そこに現れた主の愛に満ちた謙遜 と、謙遜 な偉
大さを思 って、この上ない驚嘆に満 たされた。彼はしばしば聖体拝領を し、
しか も非常な敬慶 をもって拝領 していたので、 これを見る他の人 も同じく敬

慶な者になった」（171）。カバ シラスは次のような考察 を加 えている。「われわ
れは、キリス トの人間性に属する肉 と血を受ける とき、神の霊 を受ける。人
間のか らだだけでなく、神のか らだを受け、人間の血 と魂、人間の心 と思い
だけでなく、神の血 と魂、神の心 と思 いも受 ける」（172）。キ リス トのか らだ
の現実は、キリス トの人格 と生涯であ り、その神秘 と救いをもたらす真理で

ある。 トマス ・アクィナスがい うように、われわれはそれ らを信仰 と理性 を
もって把握 しなければならない。

結 びとして、拝領後の祈願によって、祝われ、受けた神秘によって実 りを
受けることがで きるように願う。 このような実 りを受けることが、 ミサの 目

的だか らである （173）。
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第5章
新しい福音宣教のための聖体に関する秘義教育

教父
45主 はこう約束 された。「わた しは世 の終わ りまで、いつ もあなたがた と

ともにいる」 （マ タイ28・20） 。われわれが 自分で主 を現存 させ るのではな
い。われわれ とともに現存 し、いつ もわれわれの ところに とどまって くだ

さるのは主である。主の永続する現存の神秘に触れることができるように、

洗礼志願者のための信仰教育を通 じて、信者の教育が行われる。この信仰教
育 は典礼 と、秘義教育 （ミュスタゴギア）と密接に関連 している。秘義教育
は、入信者のために洗礼後行われる信仰教育である （174）。
キリス ト教 の入信式は、5世 紀の初め に、教理講話 として、秩序 だった

神学的 ・典礼 的形式 をとった。 オリゲネスか ら偽デ ィオニ ュシオスに至る
ア レクサ ン ドレイア学派の教父たちは、比喩的な解釈 による秘義教育 を行っ
た。彼 らは聖書 と同様 に、典礼 を、文字 を通 して霊に導 き、秘跡の しるしに

おける目に見える神秘 を通 して目に見えない神秘へ と導 く、通路 と考 えた。

典礼は聖書朗読に続いて行われる。そこで提示 されるのは、人を地上の生活
か ら神へ と導 く道 としての、倫理的 ・個人的終末論である。 アンテ ィオケイ
ア学派の教父たち、 とくにエルサ レムのチ リロ、 ヨハネ ・クリゾス トモ、モ
プスエ ステ ィアのテオ ドロスは、典礼 を解釈する際、「予型論的方法」を用
いて、救 いの出来事を歴史的かつ神秘的に述べた。彼 らにとって、秘跡はそ

の模倣 （ミメー シス）ない し想起 （アナムネー シス）を通 じて、イエスの救
いのわざを再現する。秘跡 はまた、完全 な典礼 を開始す る。すなわち、典礼

は礼拝 を行 うために集まった人々の間に復活 した主 を現存 させることによっ
て、完全な典礼 を今行 うことを可能にする。

現代における神秘の否定
46世 界のある地域では、神秘に対す る感覚 が強 く残 っている。 しか し、

別の地域では、神の神秘 をはっきりと否定 しない まで も、理性によって神を
知った り、進んで神 と一致することはで きないとする考え方が広 まっている
しるしが見 られる。ある種のネオ ・ペ イガニズム （新異教主義）の影響で、

現実か ら離れ、人生に一時的な安 らぎを与 えて くれる神話や偶像へ と逃避す
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る人もいる。同時 に霊性 （スピリチュアリティ）への欲求も見 られる （175｝。

さらに、 グノー シス的傾向が強 まり、隠れた知識 をもってい ると称す るエ
リー トに、毎 口の出来事の意味を尋ね ようとする人 も出て きた。

教会は、何世紀 もの間隠されていたが、 イエス ・キ リス トのうちに現され
た神秘を （エ フェソ3・5－6参 照）人々が再発見するための手助 けを した
い と望 んでいる。秘義教育は人を神秘へ と導 く方法なので、典礼教育に個人

の回心が伴 うことがあっても不思議はない。

現代の秘義教育
47主 は人 々とともに歩 まれる。主は、教会が宣教 を行 うとき、いつ もご
自身の現存 をもって同伴 して くださる。主の現存はわれわれを造 り変え、終

末 （エスカ トン）へと導 く。秘義教育は、主の恵みによって主 と 「信仰にお
いて出会う」（faith－encounter）ことか ら始まる。洗礼 と堅信の ときに子 ど

もに聖体 を授けるとい う東方教会の習慣 は、聖体の恵みがいかなる人間のわ
ざにも先立つ とい うことを示 している。イエスが引き寄せて くださることな
しに、 どうして秘義教育 を行 うことがで きよう。福音書は、 イエスが さまざ
まな境遇の人々と出会ったことを述べている。キ リス トとの個人的な出会い
が、キ リス トを知 るための旅路の出発点である。 この旅路が、信仰体験へ と

発展 してい く。「『どこに泊 まってお られるのですか』。 ……そこで、彼 らは
イエスの もとに泊 まった」 （ヨハ ネ1・38－39） 。 こうしてある人々がイエス
に従った。 これが神が人類 に対 して行う秘義教育である。神 はわれわれの肉
をとり、それをあがなった。

現代の秘義教育 は、象徴的 な表現を過度に用 いることを避けるべ きであ
る。 こうした象徴的表現 は、抽象的で理解で きないことが多いため、長々と

した退屈な注解が必要 となる。その代わ りに、秘義教育 を聖霊の力に委ねる
べ きである。聖霊は単純 なことばと秘跡のわざを通 して語って くだ さるから

である。聖霊が遣わされたために、人はイエス ・キリス トが啓示 したことを

理解で きるようになった。聖霊 は目に見えない秘義教育者である。大バ ジリ
オによれば、三位一体のおのおのの位格 はなん らかの しかたで個別的に働 く
として も、それが三つの位格全体のわざであることに変わ りはない （176｝。
したが って、教父の方法論 を再発見す ることは、 イメージや象徴 といっ

た目に見える表現 に対する現代人の要求に答える上で重要である。中世の神
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学者たちの業績 も、神秘 と一致 したい とい う理性的な要求 に答 える上で役 に
立つものである。中世の遺産は今 も祈 りや典礼儀式の中に残っている。聖体
の神秘へ の参加 は、聖体の神秘の理解に大いにかかっているq77）。信仰教育

も、司祭 と信者が感謝の祭儀に関わるさまざまな側面 を理解 し、それを効果
的なものにす るのに役立つ （178）。

感謝の祭儀の司式
48秘 義教育の方法は、典礼の中でキ リス トの神秘を読み、その神秘の もと
にある目に見えない現実を観想することである。それゆえ、典礼の中で秘義

教育を行 う者は、自分の名で語 るのではない。秘義教育者は、 自分が受けた
こと、 自分に委ね られたこ とを、その まま教会に対 して繰 り返 して述べ るの

である。司式者 も共同体 も、典礼 を 「私的所有物」（1791のように扱 うことは
で きない。

洗礼者 ヨハ ネは、 自分 を主に劣 るもの とし、主が栄 えるこ とを望み、奉
仕者の理想の姿を示 している。 これが、キ リス トか ら教会に委ね られた聖霊
による聖 なる力 ・権能 （エクスーシア）の元である。それはキリス トか らキ
リス トの祭司職に委ねられ、奉仕者 はこの祭司職の恵みにあずかる。エルサ
レムのチリロはエクレー シア （集会） とい うことばが最初 に使われるのは、
アロンが祭司職に任命 されたことを述べ る箇所であることを思い起 こさせて
いる。祭司職 と教会は同時に生 まれ、互いに切 り離すことがで きないq80）。
ローマ典文はこ う述べる。「わた したち一 奉仕者 と全家族一 のこの奉献

をこころよく受け入れて くだ さい」。か らだの中の役割が異なるので、 ミサ
において司祭は 「頭であるキ リス ト」の役割 を果た し、信者 は 「キ リス ト
の肢体」の役割を果たす。司祭は 「キ リス トの代理者 として」 ミサをささげ

る。すなわち、 ミサをささげているのは司祭ではなく、キリス トが司祭の中
で ミサをささげているのである （ガラテヤ2・20参 照）。

49聖 体 はその効果 を奉仕者 のすべての わざに及ぼす。なぜ なら、司祭の

機能は聖化することだけでな く、司牧 し、教えることも含 むか らである。
このことは、感謝の祭儀 を行 う際の、司教の奉仕職について もいうことがで

きる。 さらに、司教は一致の秘跡である教会の 「十全性」を 「より生 き生 き
と」q8D表 す。 同 じことは司祭にもいうことがで きる。 司祭は 「感謝の祭儀
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を行 うとき、……品位 と謙虚さを もって奉仕 しなければな らない」（182＞か ら
である。同 じことは助祭、奉仕者 特 に祭壇奉仕者と聖体奉仕者 、そ
して信者の模範 とすべ きことでもある。信者は深い宗教的感情 によって、 ま
たすべての兄弟に対する愛によって、「自分 自身をささげるように努め」 な

ければならないか らである （183｝。

感謝の祭儀の尊厳
50秘 義教育のために前提 として必要 なことは、感謝の祭儀におけるある種
の尊厳である。 ローマ典礼 は、その簡素 さのゆえに、「聖堂お よび礼拝 に関

連する事物は、真 にふさわ しく、美 しく、天上の事柄の しるしであ り、シン
ボル とならなければな らない」（184）。聖体の神秘は 「感謝の典礼で行 われる

最高の尊敬 と礼拝の内容 と表現に よって も宣言 される」（185）。そのため、教
皇 ヨハネ ・パ ウロニ世は、感謝の祭儀における尊厳について言及 しなが ら、

教会の典礼規則 と外的表現の厳格 な遵守 を求めたのである （186）。典礼 で用い
られる 「オル ド」 （ordo）というラテ ン語は、パウロが定めた使徒の規則に

由来する （一 コリン ト14・40参 照）。パウロは、典礼の集会においては、す
べての事柄が適切に、位階的秩序 に従 って行われなければな らない と述べる

（187）。典礼の深い内容 に従 って、 こうした秩序は、司祭が祭服 を着ることか
ら始 まる。「司祭は聖 なるわざを果たすために、特定の祭服 を着用する。そ
れは、 日常生活の普通のあ り方か ら離れ、神の御前 に出て、神の神秘 を祝 う
ことを表すためである」（188）。祭器に関す る規定 も上記の要求 に応 じたもの

である。すべてが神秘 に関する感覚に沿 って行われなければな らない。聖
フランチェスコはカリス、祭器、布を特別に大事 にし、最高の敬意と礼拝を
もって扱 うように、兄弟に命 じた （18g）。

聖歌 と典礼音楽の品位
51聖 歌 と典礼音楽は、感謝の祭儀が祝 う神秘にふさわ しいものでなければ
な らない。聖書 に詩編、賛歌、霊的な歌 と書かれているとお りである （コロ
サイ3・16参 照）。それゆえ、最初の数世紀か ら、教会は典礼音楽 を典礼 と
一体をなすその構 成要素 と考えてきた。教会の教導職は、さまざまな音楽様
式 を認めてはいるが、「さまざまな音楽様式が典礼 の内容 と一致 した もので
あるこ と」（1go）を常 に強調 してきた。それは、典礼が不適切 な世俗的要素の
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影響 によって台無 しに される危険 を避けるためである。

芸術による神秘 との出会い
52救 い を求める人類 と神 との出会いは、み ことばの受肉によって行われ
た。受 肉によって、神 は目に見えるもの となった （ヨハ ネ14・9参 照）。つ
いで、キ リス トの過越の神秘によって、人類はキリス トとともに神へ と上る

道へ と招かれた。そのためには、十字架を通 ること、 したが って、人間の現

実 を通ることが必要である （コロサ イ1・15－20参 照）。 これ らの神秘 を祝
う典礼 とよく似ているのは、「人間の才能のもっとも高貴 な働 き」である。
この働 きの うちには、当然、芸術、特に、宗教芸術が数 えられる。宗教芸術

は、典礼 と同 じように、感覚的経験 を通 じて心 を観想へ と導 く。それゆえ、
それを 「人々の心 を敬慶 に神 に向けるために」（lg1）特別に用いることができ
る。
それゆえ、 これ らの信仰表現の豊かで芸術 的な遺産 を、教会生活の中で

軽視 して はな らない。だか ら、「建築、彫刻、絵画、音楽は、キ リス ト教の
神秘に導かれなが ら、直接的にであれ 間接的にであれ、聖体 を優 れた着想
の源泉 として きました」（lg2）。 こうして、優れた建築作品が感謝の祭儀 を行

うための聖なる空間 として造 られた。西方においては、祭壇の崇敬のために
偉大な芸術作品が生み出され、東方ではイコノスタス （エイコノスタシオン
聖障）が造 られた。 また、典礼の尊厳を高めるために、高価な祭器が作 られ
た。

祈 りを向ける方向
53救 いは 「高 い所か ら訪れ る」（ルカ1・78） とい う宇宙的 な考 え方か

ら、主に向かって感謝の祭儀 を行 うために、キ リス ト信者 の集 まる聖堂 と
祭壇を東に向けるとい う使徒的伝統が生 まれた。東方教会は今 もこの習慣 に
従 っている。「これは、 しば しばいわれて きた ように、会衆 に背を向けて祭

儀 を司式することを意味す るわけではない。む しろ、主が再び来 られるとき
まで、われわれが祈 り求める神の国に向かって、民を導いて旅路を歩むこと

を表 している」（193）。
ローマ典礼では、朗読台 と祭壇 を別の位置に置 くことによって、それぞれ

の場所で行われ る典礼に対 して、会衆が 自然に注意 を向ける方向 を変えるこ
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とが可能 とされる。 ミサ以外の ときに行われる聖体礼拝 についても同 じこと

がいえる。信者は聖堂に入ると、聖体が顕示 された顕示器に目を向けること
になる。

聖職者のための聖 なる場所 または内陣
54ユ ダヤ教の神殿礼拝の延長である新約の伝統では、信者 ・洗礼志願者 ・

悔俊者のいる場所 と、内陣す なわち神の聖 なる場所 （創世記28・17、 出エ ジ
プ ト記3・5参 照）を区別 した。内陣は、奉仕者が神の神秘への奉仕の務め を

果たす場所である。内陣は礼拝のための聖 なる空間なので、東方教会で も、
西方教会で も、聖堂内一般 （信者席）と 「区別 されるようにする」（lg4）。

主の食卓である祭壇
55聖 書と教父が述べ る、天が地 に降るとい うイメージは、感謝の祭儀 を祭
壇で行 うことによって表 される。

祭壇は大 きなものである必要はないが、聖堂 と釣 り合いの とれたものでな
ければな らない。奉納祈願を唱えるために、司祭は祭壇 に近づ く。共同司式
の ミサ を行 う場合、奉献文が唱え られるとき、司祭たちは祭壇 を囲む （195）。

生 きた石 （一ペ トロ2・4） であるイエス ・キ リス トの象徴である祭壇へ
の尊敬を表すため、すべての教会堂には固定祭壇 を置 くことが特に望 ましい

Clg6）。同 じ理 由で、祭壇上 には装飾 として、少 な くとも上質の一枚の食卓布
を敷 くq97）。

56祭 壇 はキリス ト、カルワリオ、そして主が復活 して栄光に入 られた墓の

象徴である （1g8）。祭壇 は神の小羊が準備 され る食卓である （lgg）。信者の聖体

拝領は内陣の外で行 う。 したがって、祭壇 は、祭壇上に置かれた朗読福音書
とともに表敬 され、香 をたかれる （2・0｝。 『カ トリック教会のカテキズム』 は
こう述べている。「教会は祭壇を囲んでエ ウカリスチアを行い ますが、その

祭壇は、 いけ にえの祭壇である と同時 に主の食卓である とい う唯一の神秘
の二つの面を表 しています。 というのは、キ リス ト教の祭壇は、わたしたち
の和解のため にささげ られたいけにえとしての、またわた したちに与えられ
る天の糧 として、信者 のただ中に現存 されるキリス トご自身の象徴だからで

す。聖ア ンブロジオは、 『キ リス トの祭壇 はキリス トのか らだを表す もので

ヱ24



資料1提 題解説

な くて 、何 で し ょうか』といい、また他 の ところで は 、『祭壇 は 〔キ リス トの〕

か らだ を表 し、キ リス トの か らだは祭壇 の 上 にあ る』とい って い ます」（201）。

主の現存の幕屋である聖櫃
57聖 体の崇敬は聖体拝領 と対立するもので もなければ、同列の ものとして

論 じられるもので もない。聖体の崇敬 を怠 ることな く聖体 を拝領すれば、そ
れは、人の心の深みに達する。聖櫃 と、感謝の祭儀 を行 う祭壇の間に、 しる

しの上で葛藤があるわけではない。聖体の現存は、時間に縛 られることもな
い し、 ミサに限 られるわけで もない。聖体の現存は、主が栄光を帯 びて再び

来 られるときまで、歴史を通 じて存続する神秘である。

東方教会では、聖体礼拝は行われないが、 しばしば祭壇上にアル トフォリ
オ ン （聖体を保存するための容器） を保存する。それは、聖なる供 えものを

病人や感謝の祭儀 にあずかれなかった人のためにとってお くためである。朗
読福音書 も祭壇上に置かれる。

58祭 壇 と聖櫃 と司祭席が しかるべ き位置 関係 に置かれることが必要 なの
は、奉仕者 に対する主の卓越性 のゆ えである。聖櫃 と十字架 を中心 に置 く
ことが、司式司祭の席によって変更されることがあってはな らない。この点

について典礼規則 は 「司教高座の形式 はいっ さい避けるべ きである」（2・2）と
述べている。聖櫃が祭壇後方の中央に置かれている場合、司式司祭の席 をそ
の前に置かないほうが よい。なぜ なら、司式司祭は謙遜な者であるべ きであ

り、 また謙遜 を示すべ きだか らである。祭壇が内陣の中央 に置かれ、司式司
祭席がその後方 に置かれる場合、「司祭 と集まった会衆 との間の対話」（203）を
容易 にするために、有意義で実際的 なかたちで問題を解決することが必要で
ある。

要するに、次のこ とを想起すべ きである。西方教会 で も東方教 会で も、
「場所、象徴的表現、祭服、祭器 は人の好み に任 されるのではな く、祭儀
が本来必要 とす る事柄 に対応 し、かつ整合 したものでなければな らない」
（204）o
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第6章
聖体 崇敬すべきたまもの

典礼の精神 としての崇敬
59エ ルサ レムのチ リロはこう述べている。「キ リス トのか らだを拝領 した

後で、血の杯の方へ と進みなさい。手 を身体か ら離 さないで礼 をして、信
仰 と畏敬を込めて 『アーメ ン』 といいなさい」（205）。聖体拝領は聖体の崇敬
を引 き起こす とい うことがで きる。 この崇敬は、か らだで も心で も深 く礼 を

することによって表される。カ トリック信者が広 く行ってお り、ギリシア正
教信者 も普通に行っている、崇敬を示すための主な表現 は、礼 （プロスキュ
ネーシス）と、 ひざまず くこと （ゴニュクリシア）である。立つ ことが復活
と結びついているように、ひれ伏すことは、死者の中か ら復活 した、唯一の
生 きてお られるかたへ の崇敬を表す。新約聖書では、 ヨハネの黙示録が述べ
た典礼の中で、プロスキュネー シス （礼拝、ひれ伏す） ということばが繰 り

返 し用い られる。黙示録に描かれた天上の典礼は、地上の典礼の模範 ・基準
として教会に与え られている。この典礼で求め られる 「崇敬する」 というこ
との意味 は、主の威厳 と、人類の神への従属 を認めるということである。
ひざまず くことと、立つこ とは、感謝の祈 りと聖体拝領にお いて行 う一

つの崇敬の二つの側面である。真の意味での崇敬は、神秘の現存の意識であ

り、 ミサがたんなる仲間 うちの会食以上の ものであることを認識す ることで
ある。キ リス ト教の典礼 を行おうと意図するな ら、次のことを忘れてはな ら
ない。すなわち、キ リス トとの交わ り、神への崇敬、そ して、歴史 も宇宙 も
われわれ 自身 も含めて、神 にすべて をささげることである。

不可分の関係 にある、聖体拝領と聖体の崇敬
60聖 体拝領 を行 うことは、主 との交わ りにあずか り、 また天上 と地上で、

教会の聖人たちとの交わ りにあずかることを意味す る。それゆえ交わ りは観
想をもた らし、観想は交わ りをもた らす。 自分で拝領することなしに、聖体
拝領を受けることはで きない。「見 よ、わた しは戸 口に立 って、 たたいてい
る。誰 かわたしの声 を聞いて戸を開ける者があれ ば、わた しは中に入 って
その者 と食事 をし、彼 もまた、わた しとともに食事 をす るであろう」 （黙示

録3・20） 。このことも、聖体への信心の深 い真理である。
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カ トリック教会では、聖体への崇敬は、感謝の祭儀の ときだけに示 される
ので はな く、 ミサ以外の ときの礼拝で も行われる。聖体の秘跡は、「はか り

知れない価値」をもっている。それは、信者が 「秘跡による場合 と、霊的な
しかたによる場合の両方で」聖体 を拝領することをめざすからである （206）。
ビザ ンツ典礼では、聖体拝領の ときに 「われわれは光 を見た」 という賛歌が

歌われる。それは、聖体 を仰 ぎ見ることは不謹慎 なことでないが、 自分をよ
く確かめ ないで拝領するのは不謹慎 なことだか らである （一コリン ト11・28

参照）。 ラテン典礼では、二千年 を通 じて伝 えられて きた信仰の内容全体が
守 られ、強められなければならない （co7）。
聖体への崇敬は、聖体拝領に始 まり、聖体への信心 を生み出す。それは、

霊 と真理 において、す なわち、われわれの間に真に現存する、復活 して生 き
ておられるキリス トにおいて、父 なる神を礼拝することである。

神秘の感覚 と、それを表す態度
61聖 なるものは聖霊の しる しである。大バジリオはこう述べている。「聖

なる性格 を帯びたものはすべて、聖霊 から来る」（2・8）。聖 なる ものへ の感覚
が世界に失われている中で、聖 なる もの と俗 なるものの境界線は もはや存

在 しない と考える人も多い。 しか しなが ら、神 はこの世か ら引退 して、世 を
その思いのままに任せたわけではない。神 は 「すべてにおいてすべてとなら
れ」 （一 コリン ト15・28） たわけではないので、世が造 り変え られるときま
で、聖 なるものと俗 なるものの区別は依然 として存在する。

感謝の祭儀の聖なる側面は、 ミサの始 まる前 と聖体拝領の前に司祭が唱え
る準備の祈 り、 ミサ と聖体拝領の後 に司祭が唱える感謝の祈 り、沈黙 ｛20g）、

清めの儀式 （210）、献香 （21D、脆拝 と礼 （212）に見いだすことができる。こうした
行為に よって、より心 を込めて ミサに参加することが可能になる（213）。聖体の
秘跡 には人間的な要素が含 まれ ている とはい え、われわれがあずか るわざ
は、われわれ自身によるものではない。イエスはみ ことばであ り、肉とな られ
た。典礼で行われるわざは、真の意味で神 ご自身が行うわざである。 この こ
とを意識することによって、キ リス ト教の典礼 をあらためて見直 し、その特

別な性格 を知ることができる。そこでは神 ご自身がわざを行い、本質的な役

割 を果たすのである。このわざにあずか らせていただいているとい う意識 を
もたなければ、感謝の祭儀を行 う上で必要 な理解は外的なものにとどまる。
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「信心の秘跡」 （SacramentumPietatis） としての聖体
62典 礼の中でわれわれが 「祝 う」のは復活 したキ リス トである。キリス ト
信者にとって、 これが感謝の祭儀 特 に 「主 日」の ミサの意味である。教
会が表す信心、 とりわけ ミサ以外のときの聖体礼拝の信心は、感謝の祭儀 と

根本的 に連関 してお り、注意深い識別 を必要 とする。
典礼 においては、信仰のインカルチュ レー ションが特別な しかたで行われ

る。インカルチ ュレーションが最初に行 われたのは、受肉においてであると
いうことがで きる。受肉において、み ことばは人間の本性 をとり、特定の時

間、場所、文化において自分を表現するために人間のことばを用いたか らで
ある。第ニバチカン公会議は、福音、典礼、キリス ト教の教義を地域文化に
もた らし、それ を受け入れる人、特 に貧 しい人や素朴な人にとってそのこと
が益をもたらすために、基盤 となるのは、受肉であることを確認 した。

63「 民間信心」は、広大な地理的広が りの中に生 きる人々を一つの信仰の

うちにまとめつつ、さまざまな文化 に広がってい る。民間信心は典礼 とは
区別 されるが、典礼 か ら自然に流れ出た表現 だ と考 えるこ とがで きる。典
礼は、聖体礼拝の伝統的形式 また新 しい形式に、その背景 となる文脈を与え
る。す なわち、聖体賛美式、聖体行列、聖時間、40時 間の信心、継続的な聖

体礼拝、聖体大会などである （214）。
典礼 と民間信心 は、キリス ト信者の信仰 と生活の表現である。非キリス ト

教文化へのキ リス ト教の インカルチュレーションの過程 において、キリス ト
教内で盛んな文化 と民間宗教伝統に対する注意 と配慮が必要である。同 じ聖
霊が、典礼 においてだけでなく、民間信心の うちに も変わることなく働いて
いるからである。

64ミ サ以外の場での聖体礼拝の うちに も聖体の霊性の諸要素を認めること

がで きる。「聖体は拝領 されるこ とをめざしますが、それには秘跡 による場
合 と、霊的なしかたに よる場合の両方があ ります。……聖体はかけがえのな
い宝です。感謝の祭儀を通 じてだけでな く、 ミサ以外のときに聖体の前で祈

ることによって、わた したちは恵みの泉その ものに触れることがで きます」
（215）。聖体の観想 と崇敬は、造 り主である主 と完全に一致 したい という人の

望みを強める。同時に、そこか ら、われわれがふ さわしくない者だ というこ
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とも意識させ られ る。教皇はまた、「霊的聖体拝領」の実践 に触れている。

それは霊的生活の達人に よって、秘跡によって聖体拝領 をするこ とができな
い人のために勧 め られているものである （216）。

ミサ以外の場でも、主イエスは生きて、霊的な糧 となって くだ さる。主は
われわれの間にいて、われわれ とともに歩んで くださる、はか り知 ることの
で きない神秘である。
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第7章
聖体 宣教のためのたまもの

人間性の聖化 と 「神化」
65聖 体の 「個 人にとっての」意味をはっき りと述べているのは、エルサ
レムのチ リロである。彼 は、キ リス トのか らだ と血の秘跡によって、人は

「キ リス トと一つのか らだ （シュ ッソモス）とな り、一つの血 （シュナイモ
ス）」（217）となるという。 ヨハネ ・クリゾス トモは、キ リス トが 自分にこう語

りかけている と想像する。「わたしは再び地上に降 った。それは、あなたが
たのうちにいるためだけでな く、あなたが たを抱 くためである。 わた しは
自分 をあなたがたのための食物 として残す。そ してわた しは、われわれの一
致 と共同が真に完全になるまで、あなたがたにわた しを食べ させる。人が一

緒に結 ばれて も一人ひとりであることに変わ りはない。 しか しわたしは完全
にあなたがた と一つになる。つ まり、わた しは何 もの もわれわれの間に入る
ことを望 まない。あなたがた と一つであること、それだけがわた しの望みで

ある」（218）。だか ら、信者のか らだは三位一体の神の神殿 となる。 「その人
は、御父 と弁護者である聖霊 とともにその人の中に生 きているキ リス トであ
る」（21g）。聖体拝領 の間、 ビザ ンツ典礼では次の賛歌 を歌 う。 「われわれは

まことの光を見た。われわれは天から降った霊 を受けた。われわれはまこと
の信仰 を見いだ した。われわれはわれわれを救 って くださった、分かたれる
ことのない三位一体をあがめる」。

それゆ え、聖体拝領には存在論的な効果がある。聖体拝領 は、各人のい
のちを造 り変えて くださる、キリス トのいのちとの一致である。それはキ リ
ス トとの生きた同一化 をもた らし、洗礼による、神の子 とされる恵みを完成

し、実現する。

66聖 体の秘跡 としての恵みの もう一つの側面は、聖体は 「解毒剤」 とし
て、われわれを解放 し （220）、罪から守 る （221）とい うことである。聖体 は信者
の超 自然的な生活 を強め、対神徳が失われないように信者 を守る。聖体は生

きている者の秘跡である。 なぜな ら、それはキ リス トとその教会 との一致の
喜びにあずかる人のための秘跡だからである。大罪は人を神 と教会か ら切 り

離 し、聖体 に近づ くことを禁 じるe聖 体は解毒剤であ り、罪の傷 をいや し、
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救いをもたらす薬である。なぜ なら、神の憐 れみが この秘跡の うちに象徴的
に表 され、実現 されているか らである。「人類 を愛 されるかたである主 は、
人類 に起 こっていること、罪の重 さをすみやかにご覧になる。神は傷の手当
てをするために急いでやって来 られる。傷がひどくなって、治すこ とがで き
な くな らないようにである。……そのいつ くしみに駆 られ、神 は片時 も人類
に救いをもたらすわざを止めることがない」（222｝。

それゆ え聖体 は、人にその人 に応 じた しかたで与 えられるたまものであ
る。秘跡の個人的な性格 は、使徒職において確認できる。

「愛のきずな」 （VinculumCharitatis） としての聖体
67聖 体の第一の効果 は、秘跡の うちにまこ とのか らだ と血が現存す るこ
とである。教皇 インノチェ ンチオ三世はこのことを書簡の中でこう書いてい
る。「形態はパ ンとぶ どう酒であ り、真理はか らだ と血であ り、力は一致 と

愛である」（223）。 トマス ・アク ィナスはこの真理 を確認 して、聖体の直接的
な効果は、秘跡において ささげ られ、生 きて、現存する 「キ リス トの現実の
か らだ」（224）である と述べる。この実体 における現存は、特定の時間と場所
でこれにあずかる人にとって現実の ものとなる。われわれはこの聖体 によっ

・1たけ

て造 り変え られる。それが天の宴の保証である。第ニバチ カン公会議 はそれ
を次のように確認 した。 「祭壇 を囲むそれぞれの共同体 において、司教の聖
なる奉仕職への従属の もとに、『それな しには救いがあ りえない神秘体の一

致』 （『神学大全』III，73，a，3） と愛の象徴が示 される」（20s）。
神秘体である教会の頭であるキリス ト 「との」一致 は、聖体が もたらす第

一の実 りであ り、それが表す意味である。
キ リス トに結 ばれ、教会の一員 となることは、洗礼が直接 もた らす、固

有の効果である （ローマ6・1－11参 照）。 この効果は聖体によって完成 さ
れる。実際、 まさに洗礼 を受けてキリス トのか らだの一員 となることによっ

て、信者は聖体 にあずかるのである。それゆえ聖体 は洗礼によって与 えられ
る教会の交わ りを前提する （226）。感謝の祭儀において司祭 は洗礼 を授け、 ま
た聖体の うちにキ リス トとのいのちの関係が成長す る （ヨハネ6・55－57参

照）。信者の一致がこれ らの ことと関連するのは明 らかである。信者は同 じ
からだに属する者 として互いに愛 を示 し合 う。 この一致は、世が信 じるよう
になるためにますます必要 とされている （ヨハネ10・9－17、15・1－11、
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17・20－23参 照）。聖体 によって、キリス トはわれわれが教会の中でも外 で
も愛するように駆 り立てる。

か らだと魂の 「薬」
68聖 体は、特 に病気や臨終の ときに、永遠のいのちを得るために与えられ
る場合、「最後の糧」（viaticum旅 路の糧） と呼ばれる。それは、神をあ り
の ままに仰 ぎ見る将来の栄光の保証である。 トリエ ント公会議は、聖体 を人

類に与え られた 「不死の妙薬」 と呼ぶ教父の伝統に従い、主が再び来 られる
ときまでそれ を食べるようにと促 した。主が再 び来 られるとき、主が約束さ
れた とお り （ヨハ ネ6・54参 照）、聖体の究極的な効果が実現す る。すなわ

ち、か らだの復活である （227｝。
聖体は、死 に打 ち勝つための会食 （228）であ り、「わたしたちは聖体 ととも
に、いわば復活の 『秘密』 を味わい ます」｛22g）。つ ま り永遠のいのちにあず
かる。「永遠のいのち」は、時間の長 さをいったものではな く、たんなる終
わ りのない時間を意味す る もので もない。それは次元 を異 にす る存在のあ

り方 を意味する。 ヨハ ネはこの世 の過 ぎ行 くいの ちを表す 「ビオス」 と、
まことのいのちを表す 「ゾエー」 を区別 した。 まことのいのちは、主と出会

うことによってわれわれにもたらされる。 これが主が約束 した ことの意味で
ある。「わたしのことばを聞いて、わた しをお遣わ しになったかたを信 じる
者は、永遠のいの ちを得、……死か らいのちへ と移 っている」 （ヨハ ネ5・
24）。「わた しは復活であ り、いのちであ る。わたしを信 じる者は、死 んで

も生 きる。生 きていてわた しを信 じる者 は誰 も、決 して死ぬ こ とはない」
（ヨハ ネ11・25－26） 。聖体が もっているこのような 「終末論的」 な意味 に
よって、われわれは終わ りの日の復活 を待 ち望む。その とき神は 「すべてに
おいてすべて となられる」（一 コリン ト15・28）。

69キ リス ト教 は、霊魂の不滅を約束するだけでな く、か らだの復活 も約束

する。か らだの復活 とは、全人格が復活することである。聖体が もつ、すべ
てを造 り変える恵みは、あ らゆる 「人間的」な要素にまで及ぶ。それは自由
と人生の意味、苦 しみ と死 といった、各人の実存的な側面にまで影響 を与 え

る。人生に関す るこれ らの根本的な疑問に答えが与え られないなら、聖体が
救 いの道具であ り、キ リス トにおいて個人が造 り変え られる手段だ といって
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も、にわかに信 じることはで きないであろ う。

聖体の 「社会的」な意味
70聖 体 の糧を受けて、キリス ト信者は自分の魂を養い、その魂 はこの世 を
保持す るもの となる （230）。す なわち世にあってキリス ト信者 として生 きる意
味を教 える （23D。これが聖体の意味である。聖体は愛 と連帯のうちに生きる
たまものをもたらす。なぜな ら、祭壇の秘跡は、互いに愛 し合いなさいとい

う新 しい掟 と切 り離せない ものだか らである。
聖体はわれわれ を造 り変える力である （232）。また、聖体はわれわれのもっ

てい る力 を強める。「聖体 はわた したちに歴史の旅路 を歩 むように駆 り立
て、 目の前に置かれた 日々のわざに取 り組む上での生 きた希望を与 えて くれ
る」（233）。 これ らの課題 は、家庭、仕事、 また社会の中で与 え られる。聖体
が もつこのような社会的な側面か ら、各人は教会の中で派遣 されたそれぞれ
の場で、力 と神への信頼 を与え られる。

712世 紀の初めか ら、ア ンチオケのイグナチオはキリス ト信者を 「主の 日
を守って生 きる者」（23・1）と定義 していた。キ リス ト信者は、主の復活 と、感

謝の祭儀における主の現存を信 じる （235｝。ユ スチノは主 日の感謝の祭儀 の終
わ りに行 うわざの必要性 を強調 してい る。「次に、生活 にゆ とりがあって し
かも志ある者は、それぞれが善 しとする基準に従って定めた ものを施す。 こ

うして集まった金品は指導者の もとに保管され、指導者 は自分で孤児やや も
め、病気その他の理由で困っている人々、獄中につ ながれている人々、異郷
の生活にある外国人のために扶助する。要するに彼 はすべて困窮 している者
の世話をするのである」（236）。

聖体は 「諸国民への宣教」 （missioadgentes） の基盤であ り、 これを完成
させ る手段で もある く237）。聖体 を受けたことに基づいて、すべてのキ リス ト

信者は、教会のか らだを拡大 させることに協力する義務 を負う （238）。実際、
「宣教活動は、宣教のことばと諸秘跡一 その中心であ り、かつ頂点をなす
ものは、聖なる感謝の祭儀である の執行 によって、救いの実施者である
キ リス トを現存せ しめ る」（23g）。宣教 に派遣された者が殉教 を遂 げることも
しばしばである。 こうした殉教は、現代 にあって、司牧者 と信者が まさに感

謝の祭儀を行っているときに起 きている。こうして、パ ンとぶ どう酒の秘跡
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によって与えられた救いを、多 くの人々にもたらす ことが可能になる。
したが って、この聖なる交 わ りは、実 りをもた らす。聖体 は、 キリス ト

との一致 を強める。人を罪か ら離れ させ る。教会の交 わ りを強め る。貧 し
い人々との連帯 を強め る。恵みが増 し加わ り、永遠のいのちの保証 を与 える

（240）○
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結 び

72主 イエスは御父 との交わ りと御父の啓示の秘跡 として、聖体を制定 し
た。主の定めた この秘跡を最初に受けたのは聖母マ リアであった。「ある意

味で、マリアはその聖体への信仰 を、聖体が制定される前か ら示 しました。
マ リアはご自分のお とめの胎 を、神のみことばの受肉のためにささげたから

です。…… したがって、マ リアが天使 に答えていった、 『おことばどお り、
この身に成 ります ように』 （Fiat）とい うことば と、すべ ての信者が主のか

らだを拝領す るときに唱える、「アーメ ン』 とい うことばの 間には、深い類

似があるのです。マ リアは、 自分が 『聖霊 によって』 身ご もるかたが 『神
の子』であると信 じるように求め られ ました （ルカ1・30－35） 。わた した

ちも、おとめマ リアの信仰 に続いて、聖体の神秘の うちにこう信 じるよう求
め られています。すなわち、神の子であ りマ リアの子 である、この同 じイエ
ス ・キ リス トが、パ ンとぶ どう酒の しる しの もとに、その まったき人性 と神

性 において現存 しているのだと」（241）。
主 イエスは、最初の復活祭の 日に、弟子たちとともに、罪の奴隷の状態か
ら決定的なしかたで脱出する、新 しい出エ ジプ トを成 し遂げた。 もはや小羊
の血は必要 としない。い まや、すべての人に与え られたパ ンとぶ どう酒が、
まことの神の小羊のか らだ と血 になったか らである。こうして新 しい契約が

実現 した。
『カ トリック教会の カテキズム』 はイ レネオのことばを引用 して こう述べ

ている。 「わた したちの考え方はエウカリスチアと調和 し、エウカリスチア
はわたしたちの考 え方を強固な ものにします」（242｝。

73信 仰 は、主の現実の現存の秘跡 によって、力づけ られ、強め られる。な
ぜな ら、まことに 「祈 りの法」 （lexorandi） は 「信仰の法」（lexcredendi）

と結びついてお り、 また、信仰の法 は、教会の生活 と宣教 における 「行動の

法」 （lexagendi） へ と移行するか らである。 それゆえ聖体は、個人を動か
す力である。すなわち、聖体は感謝の祭儀を行 うというたまものである。救
いの神秘 をより深 く理解 させる。交わりを実現 し、聖体への崇敬へ と導 く。
ついには、宣教 と司牧的奉仕職によって教会生活 に影響 を及ぼす。そ して変

わることな く教会の内 と外で愛 を育み続 ける。

］35



聖体 は、本来、教会の しるしである一性、聖性、使徒継承性、普遍性 と不
可分のかたちで結ばれている （243）。これ らは信条の中で宣言 され るしるしで
ある。それゆえ、教会共同体が聖体を守 り、その豊かなた まもののすべてを
育むな ら、教会共 同体の生活 と宣教は、世 にあっても、その教会としての本

来の特徴 を保つことになる。 シノ ドスのテーマは、教会が聖体によって生か
されていることを示 している。すなわち、教会は聖体の泉か ら、神のいのち
を受ける。このいのちは、上か ら与 えられる。また、教会はその宣教におい

て、交 わ りの秘跡である教会の頂点 として、聖体 に向か う。「したがって感
謝の祭儀 はあ らゆる福音宣教の源泉であると同時に頂点でもあるのです。な
ぜな ら、感謝の祭儀がめざすのは、人類がキリス トと交わること、そ してキ
リス トのうちに御父と聖霊 と交わることだか らです」（244）。
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注

〔訳注 ：人名表記は本文 中では 日本のカ トリック教会の典礼文での用法 に
従 ったが、本注ではギ リシア教父 ・ラテン教父の区別がわかるように、それ
ぞれ現地音で表記 した （ただ し教皇名を除 く）。〕

1一 レオー・世 『昇 天 につ いて の説 教二 』 （Sermo2deAscensione，61［74］ ，

2：SCh74bis，278） 。

2一 オ リゲ ネス 『ローマ の信徒 へ の手 紙注解 』 （lnepistulamadRomanos，4，
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総 会 （1985年 ） 最 終 文書IIB．b．1参 照。
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議 第22総 会 第6章 参 照。

5一 第ニバ チ カ ン公 会議 『典 礼憲 章』10参 照 。

6一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ世 回勅 『教 会 に いの ち を与 え る聖体 （2003年4月

17日 ）』60（AAS95［2003］ ，473）。

7一 同35（AAS95［2003］ ，45） 参 照 。

8一 第ニバ チ カ ン公 会議 『、典礼憲 章』47。

9一 同。

10－ 『カ トリ ック教 会の カテキ ズ ム』1322－1419。

11一 教 会法897－958条 。

12一 東 方教 会法698－717条 。

13一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ 世 回勅 『教 会 に いの ち を与 え る聖 体』9（AAS

95［2003］ ，438－439） 参 照 。

14一 ア ンブ ロシウ ス 『秘 義 につ いて』 （DeMysteriis，47：SCh25bis，182） 。

15一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ世 回勅 『人間 の あが ない主 （1979年3月4日 ）』4・

20（AAS71［1979］ ，309－316） 。

16－ 『カ トリ ック教 会の カテキ ズ ム』1356－1381参 照 。

17一 ヨア ンネス ・ク リュソ ス トモス 『マ タイ福 音書 注解 』 （lnS，Matthaeum，

82，5：PG58，744） 。

18一 ニ コ ラオス ・カバ シラス 『聖体 礼 儀注 解』 （Expositiodivinaeliturgiae，
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32，10：sch4bis，205） 参 照。

19－ 『ローマ ・ミサ典礼 書 の総則 （2000年4月20日 ）』2、 第ニ バチ カン公会

議i「典 礼憲 章』3・28、 『司祭 の役 務 と生活 に関す る教 令』2、4、5参

照 。

20一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回 勅 『教 会 に いの ちを与 える聖 体』12（AAS

95［2003］ ，441）。

21一 こ の美 し く意味 深 い 表現 は、 東 方教 会 にお い て 「最 後 の晩 餐 」 ない し

「主の 晩餐 」 を表す た め に用 い られ る。 「最後 の 」 とい う形 容 詞 は、 キ

リス トの次 の よ うな望 み を示 す もの と して理 解 す べ きで あ る。 す な わ

ち、 キ リス トは、ユ ダヤ 教の 習慣 に従 い、 自分 の死 の前 の最 後 の と きに

過 越 の食事 を祝 った。 それ は、 この 食事 を 「新 しい永遠 の」 もの と し、

それ を神秘 的 な契約 と して制 定す るため であ っ た。 こ うして過越 の神 秘

と結 びつ ける こ とに よ って、 「聖体 を解 釈 す るため の鍵 」 は 、主 の死 と

復 活 だ けで な く、 主の受 肉 で もあ る こ とが わか る。

22一 ヨア ンネス ・ク リュソス トモ ス 『マ タイ福 音書 注解 』 （lnS，Matthaeum，

82，1：PG58，737－738） 参 照 。

23一 ニ コ ラオス ・カバ シラス 『キ リス トにおけ る生』 （DevitainChristo，1，

1：SCh355，74） 参 照。

24一 ヨ ア ンネ ス ・ク リュ ソス トモ ス 『コ リ ン トの信徒 へ の 手紙 一注 解 』 （ln

epistulamIadCorinthios，24，5：PG61，205） 。

25一 ニ ュ ッサ の グ レゴ リオス 『コヘ レ トの言 葉 講 話 』 （HomiliainEccle－

siastem，III：PG44，469） 。

26一 証 聖者 マ ク シモス 『秘義教 話』 （Mystagogia，1：PG91，664） 。

27一 ヨア ンネス ・ク リュソス トモ ス 『ホセ ア書 講i話』 （HomiliainOziam，6，

4：PG56，140）0

28一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ 世 回勅 『教 会 に いの ち を与 える聖 体』15（AAS

95［2003］ ，442－443） 参 照 。

29一 第 ニバ チ カ ン公 会議 『典 礼 憲章』7・47、 『司 祭 の役務 と生活 に関す る

教 令 』5・18、 「ロ ーマ ・ミサ 典 礼 書 の総 則 （2000年4月20日 ）』3参

照。

30一 エ ル サ レム のキ ュ リ ロス 『洗礼 志 願者 の ため の秘 義教 話』 （Catecheses

mystagogicae，IV，2，1－3；IV，7，5－6；V，22，5：SCh126bis，136．154．172）

138



資料1提 題解説

参 照 。

31一 教 皇 パ ウ ロ 六 世 回 勅 『ミ ス テ リ ウ ム ・フ ィ デ イ （1965年9月3日 ）』26

（AAS57［1965］ ，766） 。

32－ 『カ ト リ ッ ク 教 会 の カ テ キ ズ ム 』1328－1332参 照 。

33－ 『使 徒 伝 承 』8（SChl1，79） 参 照 。

34－ 『イ グ ナ テ ィ オ ス の 手 紙 』 エ フ ェ ソ の キ リ ス ト者 へ13・1、 フ ィ ラ デ ル

フ ィ ア の キ リ ス ト者 へ4・1、 ス ミ ル ナ の キ リ ス ト者 へ7・1（Patres

Apostolici，F．X，Funked． ，TUbingenl992，pp．186：220；230） 参 照 。

35－ 『デ ィ ダ ケ ー 』9－10、14（J．P．Audeted． ，Parisiis1958，235－236；240）

参 照 。

36一 ユ ス テ ィ ノ ス 『第 一 弁 明 』 （IApologia，67，1－6；66，1－4：CorpusApolo－

getarumChristianorumSecundiSaeculi，vol．1，pars1，Wiesbaden1969，

pp，180－182；184－188） 参 照 。

37一 エ イ レ ナ イ オ ス 『異 端 反 駁 』 （4，17，5；18，5：SChlOO，592、610） 参 照 。

38一 キ ュ プ リ ア ヌ ス 『書 簡 集 』 （Epistula63，13：PL4，383－384） 参 照 。

39一 ニ ュ ッ サ の グ レ ゴ リ オ ス 『教 理 大 講 話 』 （Catechesismagna，37：SCh

453，315－325） 参 照 。

40一 エ ル サ レ ム の キ ュ リ ロ ス 『洗 礼 志 願 者 の た め の 秘 義 教 話 』 （Catecheses

mystagogicae，4，3：SCh126bis，136） 参 照 。

41一 ヨ ア ン ネ ス ・ク リ ュ ソ ス トモ ス 『司 祭 職 に つ い て 』 （DeSacerdotio，III，

4：SCh272，142－144） 。

42一 モ プ ス エ ス テ ィ ア の テ オ ドロ ス 『教 理 講 話 』 （HomiliaeCatecheticae，15

etl6：R．Tonneau－R、Devresse，ed． ，STl45，inCivitateVaticanal949，

461－605） 参 照 。

43一 ア ン ブ ロ シ ウ ス 『秘 跡 に つ い て 』 （DeSacramentis，4－5） 、 『秘 義 に つ い

て 』 （DeMysteriis，8－9：SCh25bis，102－137：178－193） 参 照 。

44一 た と え ば ア ウ グ ス チ ヌ ス 『説 教 集 』 （Sermo132：PL38，743－737） 参

照 。

45一 同 『説 教 集 』 （Sermo227，1：PL38，1099－1101） 参 照 。

46一 同 『神 の 国 』 （DeCivitateDei，X，5－6：PL41，281－284） 参 照 。

47一 トマ ス ・ア ク ィ ナ ス 『神 学 大 全 』 （SummaTheologiae，III，73，a，1） 参

照 。
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48一 同 （74，a．1：79，a．1）参照 。

49一 同 （73，a．4）。

50一 ボ ナ ヴ ェ ン トゥラ 『神 学 提 要』 （Breviloquium，VI，9：0peraomnia，

OpuscoliTeologici／2，Romae1966，276） 参 照 。

51一 ア ウ グスチ ヌス 『主 の過 越 につ いて の講i話』 （TractatusdeDominica

SanctaePaschae，E．D．G，Morin，MiscellaneaAgostiniana，1，Romae

l930，462－463） 。

52一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ 世 回勅 『教 会 にい の ち を与 え る聖体 』23（AAS

95［2003］ ，448－449） 参 照 。

53一 同59（AAS95［2003］ ，472－473） 参 照。

54一 同40（AAS95［2003］ ，460）。

55一 同5（AAS95［2003］ ，436） 参 照。

56一 第 ニバ チ カ ン公会議 『教 会 憲章』3、 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回勅 『教

会 にいの ち を与 える聖体 』21（AAS95［2003］ ，447） 参 照。

57一 パ ウロ六 世 『ローマ ・ミサ 典礼 書の 総則 （1970年3月26日 ）』8。

58一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ世 回勅 『教 会 にい の ちを与 える聖 体』26（AAS

95［2003］ ，451） 参 照。

59一 同27（AAS95［2003］ ，451）。

60一 同28（AAS95［2003］ ，451－452） 。

61一 同29（AAS95［2003］ ，452－453） 。

62－ 『東方教 会法 の典礼 規則 の適 用 に関 す る指 針』32。

63一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ 世 回勅 『教 会 にい の ち を与 え る聖体』34（AAS

95［2003］ ，456）。

64一 第 ニ バ チ カ ン公 会議 『教 会憲 章』26。

65一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ 世 回勅 『教 会 にい の ち を与 え る聖体 』35（AAS

95［2003］ ，457）。

66一 第 ニバ チ カ ン公会議 『教 会憲 章』14参 照 。

67一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回 勅 『教 会 に いの ち を与 え る聖体 』38（AAS

95［2003］ ，458－459） 。

68一 同39（AAS95［2003］ ，459－460） 。教皇 庁教 理省 書簡 『交 わ りと して の教

会 理解 の い くつか の 点 につ いて （1992年5月28日 ）』11（Communionis

notio：AAS85［1993］ ，844） 参 照。
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69一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回 勅 『教 会 に いの ちを与 え る聖 体』35（AAS

95［2003］ ，457）0

70一 トリエ ン ト公 会議 『聖 体 に関す る教 令』 第13総 会 第1章 「聖体 の秘 跡 に

お ける イエ ス ・キ リス トの現 実 的現 存 」、 第2章 「聖体 の 秘跡 制 定 の理

由」 （DS1637－1641：Can．1－5：DS1651－1655） 参 照 。

71一 同 第13総 会 第4章 「全 実体 変化 につ い て」 （DS1642） 参 照。

72一 同 『両 形 態 に よる聖 体 拝領 に関す る教令』 第21総 会 （DS1725－1734）

参 照。

73一 同 『ミサ に関 す る教 令』 第22総 会 （DS1738－1759） 参 照 。

74一 同 『聖体 に関 す る教 令』 第13総 会 第1章 「聖 体 の秘跡 におけ る イエ ス ・

キ リス トの 現 実的 現存 」 （DSl636－1637） 、 第2章 「聖体 の 秘跡 制 定 の

理 由」 （DS1638） 参 照。

75一 同 『聖体 に関 す る教令』 第13総 会 第5一 第8章 （DS1643－1650：can．1－

3：DS1751－1753） 参 照。

76一 ピ オ十 二 世 回勅 『メデ ィア トル ・デ イ （1947年11月20日 ）』2（AAS

39［1947］ ，547－552） 参 照。

77一 第 ニ バ チ カ ン公会 議 『教会 憲章』28参 照 。

78一 イ ン ノチ ェ ンチ オ三世 『ワル ド派 に要 求 され る信仰 宣 言』 （DS794） 、

第 四 ラテ ラ ノ公 会議i『 ア ル ビ派 とカ タ リ派 に対 す る定 義』 （DS802） 、

トリエ ン ト公 会議 『ミサ に関す る教令 』 第22総 会 第1章 「い け にえ と し

ての ミサ の制 定 につ いて」 （DSl740，can，2：DSl752） 参 照。

79一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世使徒 的 書簡 『聖体 の 秘義 と礼 拝 につ いて （1980

年2月24日 ）』8（AAS72［1980］ ，127－130） 、 回勅 『教 会 にいの ちを

与 え る聖 体』28－29（AAS95［2003］ ，451－453） 参 照。

80一 第 ニ バチ カ ン公 会議 『典礼 憲章 』7、 『教 会 の宣教 活 動 に 関す る教 令』

14参 照 。

81一 第 ニ バ チ カ ン公 会 議 『教 会憲 章 』3、 『司 祭 の 役 務 と生 活 に 関 す る教

令』4－5参 照。

82一 第 ニ バ チ カ ン公 会議 『教会 憲 章』17、 『エ キ ュ メニ ズ ム に関す る教 令』

2・15参 照 。

83一 パ ウ ロ六世 回勅 『ミステ リウム ・フ ィデ イ』17－25（AAS57［1965］ ，

762－766） 参 照 。
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84－ 『イ グ ナ テ ィ オ ス の 手 紙 』 ス ミル ナ の キ リス ト者 へ7・1（Patres

Apostolici，F．X．Funked． ，TUbingenl992，p．230） 。

85一 パ ウ ロ六世 『神 の民 の ク レ ド （1968年6月30日 ）』25（AAS60［1968］ ，

442－443） 参 照。

86一 パ ウ ロ 六世 回勅 『ミス テ リウ ム ・フ ィデ イ』27（AAS57［1965］ ，

766） 。

87一 レオー 世 『昇 天 につ いて の説教 二』 （Sermo2deAscensione，61［74］ ，

4：SCh74bis，280－282）0

88一 ア ンブロ シウ ス 『秘 義 につ いて』 （DeMysteriis，53：SCh25bis，186） 。

89一 教 皇庁 教理 省 宣言 『ドミヌ ス ・イエ スス （2000年8月6日 ）』16（AAS

92［2000］ ，756－758） 参 照 。

90一 ヒ ラリウ ス 「三 位一 体論』 （DeTrinitate，8，13：SCh448，396） 。

91一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ 世 回勅 『教 会 にい の ち を与 え る聖体 』55（AAS

95［2003］ ，470）。

92一 同10（AAS95［2003］ ，439） 参 照。

93一 同61（AAS95［2003］ ，473－474）。

94一 同12（AAS95［2003］ ，441）。

95一 同23（AAS95［2003］ ，448－449） 。

96一 同ll（AAS95［2003］ ，440－441） 。

97－ 『イ グ ナ テ ィ オ スの 手 紙』 エ フ ェ ソの キ リス ト者 へ20・2（Patres

Apostolici，F．X．Funked． ，TUbingenl992，p，190） 。

98一 ヨ ア ン ネス ・ク リュ ソ ス トモ ス 『エ フ ェ ソの 信徒 へ の 手 紙注 解 』 （In

epistulamadEphesios，11，3：PG62，83） 。

99一 ア レ クサ ン ド レイ ア の キ ュ リロ ス 『霊 と真 理 に よ る礼 拝 に つ い て 』

（Deadorationeinspirituetveritate，11：PG68，761D） 参 照。

100一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ世 回勅 『教 会 にい の ちを与 える聖 体』30、44－

45（AAS95［2003］ ，453－454，462－463） 参 照。

101一 同61（AAS95［2003］ ，473－474） 。

102一 第 ニ バチ カ ン公会 議 『エ キ ュメニ ズム に関す る教令』15参 照 。

103一 教 会法844条 。

104一 第 ニ バ チ カ ン公会 議 『エ キ ュメニ ズム に関す る教令 』22参 照 。

105一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回勅 『教 会 にい の ちを与 える聖体 』46（AAS
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95［2003］ ，463－464） 参 照。

106一 第 ニ バ チ カ ン公 会議 『典 礼 憲 章』8、 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ世 回勅

『教 会 にい の ちを与 え る聖 体』19（AAS95［2003］ ，445－446） 参 照。

107一 テ ル トゥ リアヌ ス 『マ ル キ オ ン反 論』 （ContraMarcionem，IV，9，9：

SCh456，124） 参 照。

108一 デ ィオニ ュ シオ ス ・ア レオパ ギ テス 『神 名論』 （Dedivinisnominibus，

4，7：PG3，701C） 。

109一 ヨ ア ン ネス ・ク リュ ソス トモ ス 『コ リ ン トの 信 徒 へ の 手 紙 一注 解 』

（lnepistulamIadCorinthios，24，5：PG61，205s． ）。

110一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウロニ世 回勅 『教 会 にい の ち を与 える聖 体』8（AAS

95［2003］ ，437－438）0

111一 トリエ ン ト公 会議 『聖体 に関 す る教 令』 第3章 「他 の秘跡 に対す る聖

体 の 卓越性 につ いて」 （DSl639） 。

112一 フ ィ レンツェ公 会議 『ギ リ シア人 に対 す る教令』 （DSl303） 、 『ア ル メ

ニ ア 人 に対 す る教 令 』 （DS1320） 、 トリエ ン ト公 会 議 『聖体 に関 す る

教 令 』 第13総 会 第4章 「全 実体 変化 につ い て」 （DSl642） 、 また 『ロー

マ ・ミサ 典礼 書の 総則 （2000年4月20日 ）』319－324参 照 。

113一 トリエ ン ト公 会議 『ミサ に関す る教 令 』 第22総 会 第7章 「カ リスの奉

献 の と きにぶ どう酒 に水 を混ぜ るこ とにつ い て」 （DSl748） 参 照。

114一 フ ィ レ ンツェ 公 会議 『ア ル メ ニ ア人 に 対 す る教 令 』 （DSl321） 、 『ヤ

コブ派 に対 す る教 令 』 （DS1352） 、 トリエ ン ト公 会 議 『ミサ に関 す る

教令 』 第22総 会 第1章 「い け に え と して の ミサ の 制 定 につ いて 」 （DS

1740） 参 照。

115一 トリエ ン ト公 会 議 『ミサ に関 す る教令 』 第22総 会 第1章 「い け に え と

しての ミサ の制定 につ い て」 （DS1740；can．2：DS1752） 参 照 。

ll6一 同 第7章 「聖 体 をふ さ わ し く拝 領 す る た め の 準 備 に つ い て 」 （DS

1646－1647） 、 第8章 「この秘 跡 の驚 くべ き効 用 につ い て」 （DS1648－

1650，can．11：DSl661＞ 参 照。

117－ 『ロー マ ・ミサ 典礼 書 の総 則 （2000年4月20日 〉』19、 教 皇 ヨハ ネ ・パ

ウロニ世 回勅 『教 会 にいの ち を与 え る聖 体』52（AAS95［2003］ ，467－

468） 参 照 。

118－ 『ローマ ・ミサ 典礼書 の総則 （2000年4月20日 ）』199参 照 。
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ll9－ 『東方 教 会法 の典礼 規 則の 適用 に関 す る指針』57。

120－ 「ローマ ・ミサ典礼 書 の総則 （2000年4月20日 ）』 第2章 参照 。

121一 同51参 照 。

122－ 「デ ィダケー』9・3（Audet，323） 参 照 。

123一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 使徒 的勧 告 『ヨー ロ ッパ にお け る教 会 （2003

年6月28日 ）』13（AAS95［2003］ ，657－658） 参 照。

124－ 『ローマ ・ミサ典礼 書 の総則 （2000年4月20日 ）』67参 照 。

125一 第 ニ バチ カ ン公 会議 『典 礼憲 章』56参 照 。

126－ 『ローマ ・ミサ典礼 書 の総則 （2000年4月20日 ）』28。

127一 同73参 照 。

128一 ア ンデ ィ ダの テオ ドロス （12世紀 初頭 ） 『聖 体礼儀 の象徴 と神 秘 につい

て』 （Dedivinaeliturgiaesymbolisacmysteriis，18：PGI40，441C） 参

照。

129一 ヨ ア ンネ ス ・ク リュ ソス トモ ス 『司 祭 職 につ いて』 （DeSacerdotio，

VI，11：SCh272，340） 。

130一 コ ンス タ ンテ ィ ノポ リスの ゲルマ ノス 『教 会史』 （HistoriaEcclesias－

ticaetmysticacontemplatio：PG98，400C） 参 照 。

131－ 『使徒 憲章 』8・12・2（F，X．Funked． ，Paderborn1905，1，p．494） 。

132一 ヨ ア ンネス ・ク リュ ソス トモス 『神 の把握 しが た さにつ いて』 （Dein－

comprehensibilitateDei，4，5：SCh28bis，260） 。

133一 シ ナ イの ア ナ ス タシ オ ス 『聖 なる集 会 につ いて の 講話 』 （Oratiode

sacraSynaxi：PG89，833BC） 参 照。

134一 ヨ ア ンネス ・ク リュ ソス トモ ス 『わ れ らの主 イエス ・キ リス トの 降誕

の主 日の講 話』 （HomiliaindiemnatalemDomininostriIesuChristi，7：

PG49，361） 参 照。

135一 大 バ シレイ オス 『詩 編講 話』 （Homiliaeinpsalmos，ll5：PG30，113B）

参 照 。

136一 ヨ ア ン ネス ・ク リュ ソ ス トモ ス 『コ リ ン トの信 徒 へ の手 紙 二 注 解』

（lnepistulamIIadCorinthios，18，3：PG61，527） 。

137一 ニ コラオ ス ・カバ シラス 「聖 体礼 儀注 解』 （Expositiodivinaeliturgiae，

15，2：sch4bis，125） 参 照 。

138－ 『ローマ ・ミサ典 礼書 の総 則 （2000年4月20日 ）』72参 照 。
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139一 同93、 ま た 『カ トリ ック教 会 の カテ キズ ム』1348。

140－ 『ローマ ・ミサ典礼 書 の総則 （2000年4月20日 ）』79d参 照 。

141－ 『カ トリ ック教 会 の カテキ ズム』1353参 照 。

142一 ベ ネデ ィク ト十二 世教 書 『クム ・ドゥ ドゥム （1341年8月 ）』（DSlO17） 、

ピオ 七 世 小 教 書 『ア ドラ ビ レ ・エ ウ カ リ スチ エ （1822年5月8日 ）』

（DS2718） 、 ピ オ十 世書 簡 『エ クス ・ク オ ・ノノ （1910年12月26日 ）』

（DS3556） 参 照 。

143一 ア ンブ ロ シウ ス 『秘義 につ い て』 （DeMysteriis，52，54：SCh25bis ，
188）。

144一 デ ィオ ニ ュ シオ ス ・ア レオパ ギ テ ス 『教 会位 階論』 （Deecclesiastica

hierarchia，3，9：PG3，464） 。

145一 ニ コラオ ス ・カバ シ ラス 『聖 体礼 儀注解 』 （Expositiodivinaeliturgiae ，
48，5：sch4bis，271－273） 参 照。

146－ 『ローマ ・ミサ典礼 書 の総則 （2000年4月20日 ）』79g参 照 。

147一 ニ コラオ ス ・カバ シ ラス 『聖体 礼儀 注解』 （Expositiodivinaeliturgiae，

42，3：SCh4bis，241）O

l48一 ヨ ア ンネ ス ・ク リュ ソス トモ ス 『フ ィリ ピの信 徒 へ の手 紙 注 解』 （ln

epistulamadPhilippenses，3，4：PG62，204） 参 照 。

149－ 『カ トリ ック教 会の カテキズ ム』1384－1390参 照 。

150－ 『使 徒 憲章』 （VIII，12，39：F．X．Funk，ed、 ，Paderborn1905，1，p．510） 、

ア レクサ ン ドレイ アのマ ル コス、 セ ラピオ ン、バ シ レイオスの アナ フ ォ

ラ （コプ ト語 ）参 照。

151一 トリエ ン ト公 会 議 『ミサ に関す る教 令』 第22総 会 第6章 「司祭 だ けが

聖体 拝 領す る ミサ につ い て」 （DS1747，can，8：DSl758） 参 照。

152－ 『ロー マ ・ミサ典 礼書 の総則 （2000年4月20日 ）』80参 照 。

153一 同81。

154一 偽 ク リュ ソス トモス 『ユ ダの 裏切 りにつ い て』 （DeproditioneIudae ，
1，6：PG49，381） 。

155一 同 （381－382） 参 照 。

156一 ニ コラ オス ・カバ シ ラス 『聖体 礼儀 注解 』 （Expositiodivinaeliturgiae，

12，8：SCh4bis，lll） 。

157－ 『使徒 憲 章』 （II，20，10：F．X．Funk，ed． ，Paderborn1905，1，p．77） 。
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158一 大 バ シ レイ オス 『詩編 講i話 』 （Homiliaeinpsalmos，33，10：PG29，

376）。

159－ 『使 徒 憲 章』 （VIII，11，9－10：F，X，Funk，ed、 ，Paderborn1905，1，p．

494） 。

160一 証 聖 者マ ク シモ ス 『秘義教 話』 （Mystagogia，13：PG91，691） 参 照 。

161－ 『ロ ーマ ・ミサ 典礼 書 の総則 （2000年4月20日 ）』82。

162一 ヨア ンネス ・ク リュ ソス トモ ス 『コ リ ン トの信徒 へ の手紙 一注 解』 （ln

epistulamIadCorinthios，24，2：PG61，200） 。

163一 コ ンス タ ンテ ィノポ リスの ゲルマ ノス 『教 会 史』 （HistoriaEcclesiastica

etmysticacontemplatio：PG98，449B） 参 照。

164一 ダマ ス コスの ヨア ンネ ス 『ザ カ リヤへ の手 紙 注解 無 原罪 の か らだ

につ いて』 （lnepistulamadZachariamep．Deimmaculatocorpore，5：

PG95，409） 。

165一 ニ コラオ ス ・カバ シ ラス 『聖 体礼 儀注 解』 （Expositiodivinaeliturgiae，

36，1：SCh4bis，223） 。

166－ 「カ トリ ック教 会 の カテキ ズ ム』2120参 照 。

167－ 『デ ィダケー』10・6（Audet，236） 。

168－ 『ローマ ・ミサ典礼 書 の総則 （2000年4月20日 ）』84参 照 。

169一 同282参 照 。

170－ 「東方 教 会法 の典礼 規則 の適 用 に 関す る指針』59参 照 。

171一 チ ェ ラー ノの トマ ス 『聖 フラ ンチ ェス コ第二伝 記』 （VitaSecunda，201

［789］：FontiFrancescane，Padoval980，713） 。

172一 ニ コ ラオス ・カバ シラス 『キ リス トにお ける生』 （DevitainChristo，

IV，26：SCh355，288） 。

173－ 『ローマ ・ミサ典礼 書 の総則 （2000年4月20日 ）』17、89参 照 。

174－ 『東方 教 会法 の典礼 規則 の 適用 に 関す る指針』30参 照 。

175一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ世 使徒 的 書 簡 『新千 年期 の 初 め に （2001年1月

6日 ）』33（AAS93［2001］ ，289－290） 参 照。

176一 バ シ レイ オス 『聖霊 論』 （DeSpirituSancto，V，10：SCh17bis，280） 参

照 。

177一 第 ニバ チ カ ン公 会議 『典 礼 憲章』48参 照 。

178－ 『カ トリ ック教 会 の カテ キズ ム』1135－1186参 照 。
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179一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回勅 『教 会 に いの ち を与 え る聖体』52（AAS

95［2003］ ，467－468） 。

180一 エ ルサ レムのキ ュ リロス 『教話』 （Catechesesilluminandorum ，18，24：
PG33，1046） 参 照 。

181－ 『ロー マ ・ミサ典 礼 書の総 則 （2000年4月20日 ）』92。

182一 同93。84参 照 。

183一 同95参 照 。

184一 同288。

185一 同 前文3。

186一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ世 回勅 「教 会 に いの ち を与 え る聖体』49（AAS

95［2003］ ，465－466） 参 照。

187－ 『東方 教会 法 の典礼 規則 の適用 に関す る指針 』34参 照 。

188一 同66。

189一 フ ラ ンチ ェ ス コ 『遺 言 』 （13：FontiFrancescane，1 ，114） 、 『書 簡』
208、2240

190一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 『典 礼 音 楽 国 際 会 議 参 加 者 へ の あ い さつ

（2001年1月25－27日 ）』 （AAS93［2001］ ，351）。 同 書簡 『ス ピ リ トゥ

ス ・エ ト ・スポ ンサ （2003年12月4日 ）』4（L’OsservatoreRomano

［7．XII．2003］，7）参 照。

191一 第 ニ バ チ カ ン公 会議 「典礼 憲章』122。

192一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回勅 『教 会 にい の ち を与 える聖 体』49（AAS

95［2003］ ，465－466） 。

193－ 『東方教 会 法の典 礼 規則 の適用 に関す る指針 』107。

194－ 『ロー マ ・ミサ典 礼書 の総則 （2000年4月20日 ）』295。

195一 同215参 照 。

196一 同298参 照 。

197一 同304参 照 。

198－ 『東 方教 会法 の典礼 規則 の適 用 に関す る指針』103参 照 。

199－ 『ローマ ・ミサ典礼 書 の総則 （2000年4月20日 ）』296参 照 。

200一 同273参 照 。

201－ 『カ トリック教 会 の カテキ ズム』1383。

202－ 『ローマ ・ミサ典礼 書 の総則 （2000年4月20日 ）』310。
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203一 同 。

204－ 『東方教 会 法 の典礼 規則 の適 用 に関す る指針 』108。

205一 エ ルサ レムの キ ュ リロス 『洗 礼志 願者 のた めの 秘義 教話』 （Catecheses

mystagogicae，5，22：SCh126bis，172） 。

206一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回勅 『教 会 にい の ち を与 える聖 体』25（AAS

95［2003］ ，449－450） 。

207一 第 ニ バ チ カ ン公 会 議以 後 の典 礼刷 新 に 関 して は以 下 を参 照。 パ ウ ロ六

世 に よって 認可 され た （1967年5月25日 ）、 礼 部聖 省 ・典礼 憲 章実 施 評

議 会 『聖体 祭 儀 指針 』（EucharisticumMysterium：EV，Vol．II，1084－

1153） ；典 礼 聖 省 に よ る 『ミサ 以外 の ときの 聖体 拝 領 と聖 体 礼 拝』 （Eu－

charistiaeSacramentum） （1973年6月21日 ） の改 訂 版 （ibid．，Vol，

IV，1624－1659） 、 秘跡 典礼 聖 省 『聖 体 礼 拝 指針 （1980年4月3日 ）』

（lnaestimabileDonum：ibid． ，Vol，VII，282－303参 照 ）。

208一 大 バ シ レイオ ス 『聖霊 論』 （DeSpirituSancto，9，22：SCh17bis，324） 。

209－ 『ローマ ・ミサ典礼 書 の総 則 （2000年4月20日 ）』45参 照 。

210一 同76、278－280参 照 。

211一 同276－277参 照 。

212一 同274－275参 照 。

213一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回勅 『教 会 にい の ちを与 える聖 体』10（AAS

95［2003］ ，439） 参 照。

214一 典 礼 秘 跡省 『民 間信 心 と典礼 に関す る原則 とガ イ ドラ イ ン』 （ed．Vati－

cana2002）160－165参 照 。

215一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回勅 『教 会 にい の ちを与 える聖体 』25（AAS

95［2003］ ，449－450） 。

216一 同34（AAS95［2003］ ，456） 参 照 。

217一 エ ルサ レムの キ ュ リロス 『洗 礼志 願者 の た めの秘 義教 話』 （Catecheses

mystagogicae，4，1：SCh126bis，134）

218一 ヨ ア ンネス ・ク リュソス トモ ス 『テモテへ の手 紙一 注解 』（Inepistulam

IadTimotheum，15，4：PG62，586） 。

219一 同 『テオ ドロスへ の手 紙』 （ExhortatioadTheodorumlapsum，1：PG

47，278）0

220一 トマ ス ・アク ィナス 『神学 大全』 （SummaTheologiae，III，79，a．1） 参

148



資料1提 題解説

照。

221一 トリエ ン ト公 会 議 『聖 体 に 関す る教令 』 第13総 会 第2章 「聖体 の 秘跡

制 定 の理 由 」 （DS1638） 参 照。

222一 新 神学 者 シメオ ン 『創 世記 注解』 （lnGenesin，17，2：PG53，136） 。

223一 イ ンノチ ェ ンチ オ 三世 書 簡 『クム ・マ ル テ ・チル カー リヨ ンの大 司

教 ヨハ ネ ス宛 （1202年11月29日 ）』 （DS782） 。

224一 トマ ス ・ア ク ィナス 『神学 大全』 （SummaTheologiae，III，73，a．6） 参

照。

225一 第 ニ バチ カ ン公 会議 『教 会憲 章』26。

226一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回勅 『教 会 にい の ち を与 える聖体 』35（AAS

95［2003］ ，457） 参 照。

227一 トリエ ン ト公 会 議 「聖 体 に 関す る教令 』 第13総 会 第2章 「聖体 の 秘跡

制 定の理 由」 （DSl638） 、 第8章 「この秘 跡 の驚 くべ き効 用 につ いて」

（DSl649） 参 照 。

228一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回勅 『教 会 にい の ち を与 える聖体 』17（AAS

95［2003］ ，444－445） 参 照 。

229一 同18（AAS95［2003］ ，445）。

230－ 『デ ィオ グ ネ トス へ の 手 紙』5・5、9、11；6・1－2、7（Patres

Apostolici，F．X．Funked． ，Ttibingenl992，pp．312－314） 参 照。

231－ 『ロー マ ・ミサ 典礼 書』 待 降節 第1主 日の拝 領祈 願 （TypisVaticanis

2002，121） 参 照 。

232一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回勅 『教 会 に いの ち を与 える聖体 』62（AAS

95［2003］ ，474－475） 参 照 。

233一 同20（AAS95［2003］ ，446－447） 。

234－ 『イ グナ テ ィオス の手 紙 』 マ グ ネ シア の キ リス ト者 へ9・1（Patres

Apostolici，F．X，Funked． ，TUbingen1992，p、196） 。

235一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ 世 回勅 『教 会 に いの ち を与 える聖体 』41（AAS

95［2003］ ，460－461） 参 照 。

236一 ユ ステ イノス 『第一 弁明』 （IApologia，67，6－7：CorpusApologetarum

ChristianorumSecundiSaeculi，vol．1，parsl，Wiesbadenl969，186－

188）。

237一 第 ニバ チ カ ン公 会議 『教 会 の宣教活 動 に関す る教 令』39参 照 。
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238一 同36参 照 。

239一 同9。

240－ 『カ トリ ック教 会 の カテキ ズ ム』1391－1405参 照 。

241一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ世 回 勅 『教 会 にいの ちを与 え る聖体 』55（AAS

95［2003］ ，470）0

242－ 『カ トリ ック教 会 の カテ キズ ム』1327。

243一 同 第2編 第1部 第1章 参 照 。

244一 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ世 回勅 「教 会 にい の ちを与 える聖 体』22（AAS

95［2003］ ，448）。
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資料1提 題解説

質 問 事 項

1． 教会生活における聖体 ：感謝の祭儀は、あなたがたの共同体 と個人の生

活の中で、 どの ような重要性 をもっているか。主 日 ・週 日 ・典礼暦年の主
な祭 日の ミサへの参加頻度は、 どの くらいか。これについての、ほぼ正確
な統計 を提示で きるか。
2． 聖体の教義 と養成 ：聖体に関する教 え全体を共同体 と個人に完全に伝え

るため に、 どのような試み を しているか。特 に司祭や助祭 、修道者、司
牧に携わ る信徒は、 『カ トリック教会のカテキズム』 （1322－1419） と回勅

『教会にいの ちを与 える聖体』 を どの ように利用 しているか。入信 の信
仰教育や説教 において、 また司祭 ・終身助祭 ・神学生 ・修道者 ・信徒に対
する継続的な養成プログラムにおいて、聖体への信仰を確実に育てるため
に、 どのような方法を取っているか。
3． 聖体 の神秘の理解 ：あなたがたの共同体の司祭 と信徒の間で、聖体は、
どの ように捉 えられているか。いけにえ ？ 過越の神秘の記念 ？ 主 日の
ミサの掟 ？ 兄弟の食事 ？ 礼拝行為 ？ その他 ？ 具体的にいって、上

記のいずれが有力か。それは、なぜか。
4． 感謝の祭儀の暗い側面 ：回勅 『教会にいのちを与 える聖体』 の中で、教
皇は、感謝の祭儀の暗い側面 という表現 を用 いている （同10）。聖体礼拝
の否定的な面 （乱用 ・誤解）が存在す るか。聖体の神秘 を実際に覆い隠 し
て しまう要素または行為は何か。

5． 感謝の祭儀 と典礼規則 ：個人的で前衛的な試みで、司祭 たちは、明確 で
あれ潜在的であれ、 カ トリック教会によって定め られた典礼規則 （『ロー
マ ・ミサ典礼書の総則』 第4章 、 『東方教会法の典礼規則の適応 に関する

指針』参照）に反する ミサを挙行す ることによって、なんらかの態度を明
らかに しているか。こうした行動を起 こす背景に、何があると思 うか。聖

体の恵みのうちに隠された信仰の偉大な神秘の深い意味に光を当てるため
に、 ミサの儀式や ミサ以外での聖体礼拝の間に、それぞれに該当する規則
と状態 に沿って、 どの ような要素または行為に注意 を払 うべ きか。

6． 聖体の秘跡 とゆる しの秘跡 ：感謝の祭儀に完全にあずかるには、回心が

必要である。ゆるしの秘跡 と聖体の秘跡の関係を、信徒は、 どのように理
解 しているか。 ミサは、同時 に、罪 と死からの救いを祝 う祭儀 である。特
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に 日曜 日、罪人の回心 として、信徒が感謝の祭儀にあずかるときに、ゆる
しの秘跡を受けるために どのような便宜 を図 っているか。キリス ト者の諸

共同体 は、不用意に聖体拝領 を行った り、あるいは、理由な く聖体拝領を
した りしていないか。信徒たちが、 この重要 な秘跡に近づける状態である

か どうかを識別するために、 どのような助けを与えているか。
7． 聖体の聖なる性格 ：聖体は、われわれのうちにある神の現存の神秘であ
り、それははか りがたい ものである。その聖 なる性格は、 どの ように理解
されているか。主 日と週 日、祭 日の ミサや典礼において、司祭 と信徒 は、
聖体の聖なる性格 を、 どのように表 しているか。 どの ような文化的な態度

や行為が、この聖なる性格 を不明瞭 にしているか。
8， 聖 なる ミサ とみことばの祭儀 ：司祭の不在の小教区において、聖体拝領
を伴 うこ とばの典礼の挙行は、 どの くらい普及 しているか。その ような

典礼 を、信徒 または聖体奉仕者が司式 しているか。そのような人々に対 し
て、どのような特別な養成が行われているか。信徒たちは、このような典

礼 とミサとの区別を理解できるか。 また彼 らは、叙階された奉仕者 とそう
でない奉仕者 との相違 に関して、適切に理解 しているか。
9． 聖体 と他の諸秘跡 ：どのような制限 と基準で、他の諸秘跡を ミサの間に

挙行 しているか。教会か ら離れてい るカ トリ ック信者 とカ トリック信者
でない人、未信者が同席 して諸秘跡 と準秘跡 （結婚式 ・葬儀 ・洗礼式その

他）が挙行 されるミサの とき、聖体 に対する不用意な態度や軽率 さを避け
るために、 どの ような手段 を講 じているか、

10．聖体におけるキリス トの現存 ：あなたがたの小教区の信徒は、聖体の秘

跡における主の現実の現存への信仰 を保持 して きたか。彼 らは、主の現実
の現存のたまものを明確に理解 しているか。感謝の祭儀、または聖体礼拝
の中で、主の現存への崇敬を減 じるような要素が存在 していないか。存在

するとすれば、それはなぜか。
11．聖体への信心 ：小教 区生活や共同体において、この聖体への礼拝 は、適

切な場を得ているか。司牧者は、聖体への礼拝、すなわち永久礼拝 ・聖体
賛美式 ・聖櫃の前での私的な祈 り ・キ リス トの聖体の祭 日の行列 ・小教 区
教会 における聖体への信心 などを、 どの くらい重要視 しているか。

12， 聖なる ミサ と典礼的信心生活 ：信徒は、他の信心の実践、たとえば教会
の祈 り、 ミサ以外の秘跡 と準秘跡、ことばの典礼、行列などとミサとの区
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別を理解 しているか。感謝の祭儀 と他の典礼的あるいは補助的典礼儀式 と
の本質的な相違を どのように示 しているか。

13． 感謝の祭儀 における品位 ：あなたがたの教会では、感謝の祭儀のために

典礼的 な環境 に注 意を払 っているか。祭 日と週 日に感謝の祭儀を行 うた
めに、 どのような芸術的 ・建築的な条件が配慮 されているか。そのような

環境 は、聖体の宴が真の聖なる宴である （『教会にいのちを与える聖体』
48） ことを明確に示 しているか。 どの くらいの頻度で、 またどの ような司

牧的 な理由で、この ような礼拝の場以外で ミサ を挙行するか。
14． 聖体 とインカルチュ レーシ ョン ：奇異なや り方に陥 らせる誤った創造性
を避けるため に、聖体の秘跡の実践 におけるインカルチュレー ションに
対 して、 どの ような基準で注 意を向けるべ きか。 インカルチュレーシ ョ
ンは、 どの ような基準 に従うべ きか。 ラテン教会において、 ローマ典礼 と

インカルチュレーションに関する指針にある規則は適切に考慮されている
か。東方典礼教会は、聖体のイ ンカルチュレーションをどの ように経験 し
ているか。

15． 聖体の終末論的性格 ：信仰教育や継続的な養成、説教、典礼 において、
聖体の終末論的な面は十分に強調 されているか。聖体から流れ出る終末論

的な期待は、司牧生活 において、 どのように存在 しているか。 ミサにおい
て、終末論的な現実を前 もって味わわせる聖徒の交わ りは、 どのように表

されているか。
16． 聖体、エキュメニズム、諸宗教対話、セク ト：西欧における分離 した兄

弟姉妹によって挙行 される感謝の祭儀、他の諸宗教やセク トか らのチ ャレ
ンジに関する認識について考察す るとき、それ ら全体 の中で、特にエキュ
メニカルな集ま りや諸宗教対話の集 まりで信徒の混乱や誤解 を避けるため

に、聖体の秘跡の神秘は、どのように保持 され表現 されるか。
17． 聖体 と教会間の聖体拝領 ：「感謝の祭儀 は、交 わ りのための出発点 とな
るわけでは ない」 （『教会 にいの ちを与 える教会』35）。教会間の聖体拝

領 に関す る法規 （教会法844条 ）は、 どのように適応 されてい るか。カ ト
リック信者は、叙階の秘跡をもたない共同体で聖体 を受けることができな
い という規範 （『教会にいのちを与 える聖体』46参 照）を知っているか。

18， 聖体 と道徳生活 ：聖体は、キリス ト信者の道徳生活 を成長 させる。聖霊

に従 って生 き、聖人 になるために秘跡の恵みが必要であることついて、信
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徒 はどの ように信 じているか。聖体の秘跡 を受けることとキ リス ト信者の
生活の他の側面 との関係 について、信徒 はどのように考えているか。キ リ
ス ト信者の生活 の他の側面 とは、た とえば、個人的な聖化、道徳的 な義

務、兄弟愛、地上の社会の建設などである。
19． 聖体 と宣教 ：聖体 は、宣教へのたまもので もあ る。信徒は、聖体の秘跡
が、それぞれの立場 に応 じて世界で果たすべ き宣教 に自分たちを導 くこと
に気づいているか。

20， その他 ：聖体の秘跡に関して、 シノ ドスで審議 する討議要綱 （lnstru－
mentumLaboris） を準備す る上で、上記の質問以外 に考察すべ き事項が

あるか。
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資料2提 題解説に対する日本カトリック司教協議会公式回答

資料2
2004年12月24日

第11回 通常シノ ドス提題解説に対する日本力 トリック司教協議会公式回答

はじめに

日本 カ トリック司教協議会は2004年2月25日 付で発表 された第11回 通常 シ
ノ ドス 「提題解説』 （英文 ・羅文）を全訳 し、全司教 に配布 した。全司教は
2004年6月14日 ～17日 に開催 された定例司教総会において協議を行い、同司

教総会で出された意見 を元 に、『提題解説』 に対する公式回答を作成す るこ
とを決議 した。司教総会の後、司教協議会は 『提題解説』 の全訳 をカ トリッ

ク中央協議会ホームペー ジに掲載するとともに、各教区 ・修道会に配布 し、

各教区 ・修道会の意見 も聴取 して、回答作成の参考 とした。 ここに記す日本
のカ トリック教会 としての公式 回答は 『提題解説』に添付 された質問事項の

すべてに答える ものではないが、 日本全国か ら寄せ られた意見を日本の司教
団 として受け止めた上で、 シノドスが有意義 なもの となることを心か ら願っ
て作成 した ものである。

（1）質問1教 会生活における聖体に関 して

ミサ参加者の減少
1日 本で もミサに参加する信徒の数は近年減少 している。2003年 度におけ
る信徒の主 日の ミサ参加率は、 日本全体では、全信徒 の28％ であ り、1991年

度の34％ か ら6％ 減少 した。

主の日の重要性
2ミ サの参加者の減少の一つの理由は、 ミサ と生活 とが うまく関連づけて
理解で きないことにある。エ ウカリスチアが人 との和解やゆるしの大 きな力
となるこ との重要性 を伝えるべ きだ と思われる。具体的な生活の中で、 ミサ

にあずかることの重要性、必要性 を体験で きるようなさまざまな工夫が深め
られるように努めたい。
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ゆるしの秘跡 とエウカ リスチア ‘
3ゆ る しの秘跡が聖体拝領の前提 としてのみ捉 えられる と、清い者のみが
ミサにあずかるこ とがで きるかの ように考 えられがちである。 しか し、 イエ
スが優先 したのは、罪人であった （マタイ9・13並 行参照）。ゆるしの秘跡
を、たんに聖体拝領の条件 として位置づけるのではな く、ゆる しの秘跡が も
つ固有の豊か な意味を伝えることが重要である。 また、信仰生活を深め、霊

的生活を向上 させ るために、ゆるしの秘跡がよ り認識 され、活性化 されるこ
とが望 まれる。

現代人の現実に応 えるよ うなミサ
4キ リス ト信者であるとい う自覚をもった人々にとっては、 ミサは、 自分
の生活がキ リス トに結ばれた生活である と確認す るために重要だ と認識 され

ている。 日本の社会全体は 「欲望 と競争」の原理 に支配され、その中で一人
ひ とりの人間は孤立 し、大 きなス トレスを感 じている。そ して世界に も身近
な場面にも暴力が満ちている。そ うい う状況は、キ リス ト信者 を真剣に ミサ

に向かわせる。 ミサ とは、キ リス トの愛 とその勝利の記念であ り、人々をキ
リス トと一致 させ、またキリス トの愛 と一致 した生活 を送ることを可能にす
る。人々は ミサをそう理解 している。 もちろん義務的 に捉えている人 も少な

くないが、都市部の若い世代の信者 にはそ うい う考えの人は少ない。神秘性
のみ を強調 し、儀式の荘 厳さばか りを追求 し、現実の人間の苦 しみの問題や

自分たちの生 き方 との関連 を見失って しまうこと、これが最大の否定的な面
であろう。
ミサやその他 の秘跡は真に 「祈 れる」 ものになっているか。 ミサに集 まっ

て くる人々はそれぞれの十字架、悩み、苦 しみを背負って きている。彼 らが

キ リス トの体である聖体 とどの ような出会いをするか、人 とその生活 に対 し
て神が聖体の秘跡 を通 して何を行 うかを司牧的な面か ら深めてい く必要があ

る。一人ひとりが生 きている現実、苦悩 と、教会、お よび聖体の秘跡が どう

結びつ いているか、救いのため に何が行われているかを理解することを中心
に据え、それを十分に説明することを優先すべ きである。

家庭教会
5日 本では家庭内で一人 きりのカ トリック信者が多いので、家庭集会な ど
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の家族的雰囲気の中でエウカリスチアを祝 うこ とは交わ り （コムニオ）を体

現する上で重要である。教会は初代教会の時代か らエウカリスチアを家で も
祝 って きた。「過越祭は神殿の犠牲 としても、家庭 内の会食 として も行われ
た」（『提題解説』6） ように、新約のエ ウカリスチアもまず 「家」 （オイコ
ス）で祝われた （使徒言行録2・46、5・42、12・12な ど参照）。

エウカ リスチア と教会共 同体

6司 牧的実践 に関係するエウカリスチアの根本的問題は、 どうすれば 「現

代人の喜び と希望、悲 しみ と苦 しみ」 （『現代世界憲章』1参 照 ）をエ ウカ
リスチアと結びつけ、エウカリスチアがそれ らの意味 をキ リス トにおいて変

化 させ、そこか ら人々の生活が変わるか ということである。信徒の生活がエ
ウカリスチアと結びつかない限 り、エウカリスチアは信徒の生活に影響 しな
い ○

エウカリスチ アの実践 においては、共同体が中心的であるか ら、司牧的に
も神学的にも共同体の役割を生かすことが大切である。共同体がエウカリス
チアの頂点であ り、キ リス トの体は、共同体である。共同体 にあ りうる （経

済的 ・人種的 ・国籍上の）分裂、差別などの非人間的な状態 を乗 り越 え、弱
い立場の人、貧 しい人を優先することの うちに、福音に基づ く、「エウカリ
スチアに生かされた教会の価値観」が実現 される。 したがって、 まず人の苦
しみを先 に考えることが重要である。「聖体の社会的意味」 （『提題解説』70
～71） は、「貧 しい人々の中でのキ リス トの現存」の理解 を深 めることと関
連づけることがで きるように思われ る。

（2）質問2聖 体の教義 と養成 に関 して

主日の掟 と しての ミサからの脱却
7日 本 に もまだ、 ミサ を 「主 日の掟」 として捉 えている信徒が少な くな
い。 しか し、さまざまな価値観の交錯する都市部の若い世代の信者はかな ら

ず しもミサ を伝統的な義務 として捉 えていない。その背景には、掟に縛 られ
て生 きて きた親の世代が、子 どもの世代 には苦 しみを与えた くない と願って
子 どもを育ててきたことがあるように思われる。 ミサを掟 として捉 えるよ り
も、喜び、恵み として捉え直 してい く努力をしなければな らない。
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信徒の教育
8信 徒がエ ウカ リスチアを 「主 日の掟」 として しか理解 していない という
ことは、エウカリスチアの豊かさについての信徒の理解 が不足 していること

を示 している。理解不足の原因の一つは信徒 に対する教育の不十分さであろ

う。小教区においては、信徒が継続的な養成を受ける機会が少ない。 また、
最近の洗礼志願者に対す る入門講座 等において、秘跡 をは じめ とした教会の
教 えについて基本的な要理教育が十分 なされないことがある。司牧者たちは
エ ウカリスチアについて絶えず説明 し、伝 えてい くよう努力 しなければなら

ない。

個人主義
9「 公会議が開始 した典礼改革に大いに助け られて、信 者が前 よりも意識

的、積極的かつ効果的な しかたで祭壇の聖 なる奉献 に参加す るようになっ
たこ とは間違いない」 （教皇 ヨハ ネ ・パウロニ世回勅 「教会にいのちを与 え
る聖体』10）。 しか し、信徒がエ ウカリスチ アを、個人が救いを得るためだ

けの手段 として、個人主義的に捉える場合 もある。 それは 「聖体拝領至上主
義」 とでもいうべ き、共同体意識を欠いた典礼参加 のあ り方 ともなる。 ミサ
がな くても困 らないが、聖体は拝領 したい と希望する信者がなお もいる。 日
本の宗教伝統の中では、神社において偶像的な 「神体」崇拝が行われる。エ
ウカリスチアを 「交わ り」 として理解せず、このような 「神体」 と捉える危

険 もあ りうる。

エウカリスチア と交わ り （コムニオ）

10個 人主義的 な教会観 ・聖体観に欠けているのは、まさに聖体 ・教会の中
心が 「交わ り （コムニオ）」であるとい う理解である （『教会にいのちを与 え
る聖体』34）。エ ウカリスチアを通 して、われわれがキ リス トと、 さらに父
である神 と一致するだけでな く、われわれも互いに結ばれているという共同

体的側面 も理解 され、強調 されるべ きである。
口本では1987年 に第1回 福音宣教推進全国会議が開催 された。信徒 と教

役者が集 まってこれか らの 日本の福音宣教について ともに考 えた この会議
で問題 にされたのは、「信仰 と生活の遊離」であった。そ こか ら、「人の心 に

訴え、宣教の力 となるような典礼 を生み出す」 ことも提言 された。そ して、
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第1回 福音宣教推進全国会議の後、 日本の司教団は 「信仰 をおきてや教義を

中心 とした とらえ方 から、『生 きること、 しか も 〔地域 に住む人 々、特に弱
い立場に置かれている人々や、アジアの人々と〕 ともに喜びをもって生 きる

こと』 を中心 と したとらえ方に転換」 （日本 カ トリック司教 団 『ともに喜び
をもって生 きよう 第一回福音宣教推進全国会議にこたえて』 （1987年12月
18日 ） カ トリック中央協議会1988年 、6頁 ）することを もって応 えようとし

た。

同時に、その後の1990年 代の教会 は、教会の教義 と道徳の 中に、すべて
の人に適用 しうる、普遍的な意味 をもつ要素をあ らためて再確認 した （教皇
ヨハ ネ ・パウロニ世回勅 『真理の輝 き』 （1993年8月6日 ）参照）。中で も人

間の生命の尊厳をめ ぐる倫理は、 もっとも重視すべ き課題 である （教皇ヨハ
ネ ・パウロニ世回勅 『いのちの福音』 （1995年3月25日 ）参照）。回勅 『教会
にいのちを与 える聖体』20が 述べる ように、「聖体 に生かされた生活」 は、

当然、こうした人間のいの ちの尊厳 をめ ぐる問題への取 り組みと切 り離せな
い。 日本の司教団は2001年 にメッセージ 『いのちへのまなざし』を発表 し、
2004年 には、国が研究 目的の人クロー ン胚 の作成 を容認 したことに反対する

声明 も発表 した。

教会を生 かすエウカリスチア
11「 教会がエウカリスチアによって生かされる」には、エウカリスチアは

次のようなものでなければならない。
・人々の課題や悩みを変えることがで きる。
・人の心に深い影響 を与 えることがで きる。
・みこ とばによって人の生 き方に新 しい光が差 し込む。
・日常生活がエウカリスチアに養われて、エ ウカリスチアに生か されたも
の となる。

エウカ リスチアの準備
12こ の ようなエ ウカリスチアを準備するには、次のことが前提 となる。
・教会が福音 に根 ざし、小 さな人を大切に してい るか どうかを反省 し、識

別する。
・いかに自分 たちの問題 をエ ウカリスチアと結 びつけられるかを、共 同体
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で考える。
・自分たちの生 き方全体を 「生 きたいけにえ」 とする。こうして、エウカ
リスチアが社会で生 きる力 となり、 また、社会における体験がエウカリ
スチアの中で ささげられる。
・司祭側の準備 として、世俗性 をもっての信徒固有の霊性 をわきまえ、信
徒が 日々直面 している現在の世俗生活の問題にキ リス トの光を当てるよ
うな説教 を準備する。

特にアジアにおける典礼の場合、具体的には次の ような工夫が可能であ
る。
・典礼暦に、アジアの救 いの出来事を入れる。
・異なる時期、出来事、集 まった人々の違いに応 じて、信仰生活の秘義を
祝 うことがで きるように、エウカリスチアの形式を多様にする。
・エウカリスチアの根本的な意味 を弱めるような習慣 （たとえば謝礼）を

改めてい く。

エウカリスチアの準備 における信徒の役割
13小 教区における典礼委員会の本来の仕事 は、 ミサを準備す るにあたり、

今週は どの ような もの をキ リス トに ささげるか という、司牧的 な識別であ
る。そのために信徒 も参加 して、共同体 としてエウカリスチアの識別を行 う
ことが必要である。

司祭の再教育
14ま た、司祭 の再教育 も必要である。エウカリスチアを祝 うとき、人々と

気持ちを共有 しなが ら祝 うことので きる司祭は少ないか らである。深い霊的
養成 も求め られる。

（3）質問3聖 体の神秘の理解に関して

秘跡と恵み
15秘 跡 は、キ リス トとわれ われ の出会いであ り、 また共 同体 によるキ

リス トとの出会いの表現で もある。秘跡の働 きを考える際 に、 トマス ・ア
クィナスの述べた、秘跡 は聖霊 とともに働 いて、神の恵み を生かす もので
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あ り、 「神 の恵 み は秘 跡 な しにで も働 くこ とがで きる」 （GratiaDeinonest

alligatasacramentis） と い うこ と も忘 れ て はな らない。 したが って、典礼 に

お け る神 のわ ざ （『提 題 解 説』61） に 関 して 、見 えな い恵 み の レベ ルで働 く

神 の わ ざ と、 人 の 目 に見 え る しる し と して の典 礼 を区 別 しな けれ ば な らな

い。

エ ウカ リス チア の意味 の豊 か さ

16W・ カ スパ ー枢 機卿 は、 教会 の伝統 を顧み て、 エ ウ カ リスチ アが多 様 な

意 味 を もつ こ とを指摘 してい る （WalterKasper，EinheitundVielfaltder

AspektederEucharistie：ZurneuerlichenDiskussionumGrundgestalt

undGrundsinnderEucharistie，in：InternazionalekatholischeZeitschrift

Communio14［1985］ ，196－215） 。す なわ ち、キ リス トに よる契約 、想起 （ア

ナ ム ネー シス）、感 謝 と奉 献 （サ ク リフ ィチ ウム）、聖 霊 のわ ざ （エ ピク レシ

ス ）、 交 わ り ・一致 （コム ニオ）、終 末論 的 な しる しな どであ る。 エ ウカ リス

チ アが もつ 、 この よ うな豊か な意 味 を表現 し、共 同体 の信 仰 を深 め るこ とが

司 牧的 課題 で ある。

司 祭の 役割

17叙 階 され た司 祭 は 「キ リス トの代 理 者 と して」 （inpersonaChristi）

ミサ を さ さげ るが （『提 題解 説 』21、25、48） 、 そ の 際 、忘 れ て は な らない

の は、 司 祭 も信 徒 も、 キ リス トを頭 と した、 一 つ の 体 で あ る こ と （『教 会

憲 章』7） 、 そ して 、 司祭 は 「教 会 の 中 で 」 「キ リス トの 代 理 者 と して 」

（inpersonaChristi） 行 動 す る と ともに、 「教 会 に対 して 」 「教 会 の代 表 者

と して」 （inpersonaecclesiae） 行 動 す る とい うこ とで ある。 アウ グスチ ヌ

スが 次 の よ うに述 べ てい る とお りで あ る。 「わ た しはあ な たが た のた め に司

教 で あ り、 あ なた が た と と も・にキ リス ト者 なの で あ る」 （Vobisenimsum

episcopus；vobiscumsumchristianus：Sermo340，1，PL38，1483： 『教 会憲

章』32、 教 皇 ヨハ ネ ・パ ウ ロニ世 使 徒 的勧 告 『現 代 の 司祭 養 成』16、35参

照 ）。

みことばとエウカ リスチアの関係
18「 み ことば （ことばの典礼）」 とエウカリスチアの関係 も重要である。
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「ことばの典礼」の豊かさに信徒があずかること、聖体 ・みことば ・生活の
間の生 き生 きとした連関を取 り戻すことが必要である。信者の 「共同祈願」
（『ローマ ・ミサ典礼書の総則 （規範版第3版 ）』69参 照） も、エウカリスチ
アにとって重要 な意味をもつ。

（4）質問8： 聖なるミサ とみことばの祭儀に関 して

ミサとみことばの祭儀の区別の重要性
19ミ サ とみことばの祭儀の違いについての説明は重要 であ る。主 日にお

ける司祭不在の ときの集会祭儀について、信徒 によく説明 しないと、司祭不
在の ときの集会祭儀は、聖体 を拝領するだけのものという意味で取 られてし
まう危険がある。 司祭不在の集会祭儀 においては、 ミサ とはまった く違 うみ
ことばの祭儀 を取 り入れた り、聖体を伴わないみことば中心の祭儀 を行い、
ミサ との違いを明確にす る必要がある。そのためのカテケージスも必要であ
る。

た とえば 日本のある教 区では、主 日における司祭不在の集会祭儀を、「こ
とばの祭儀 による式次第」で行 うことに よって、 ミサの簡略版 のように誤

解 され るのを防 ぐために、「ことばの祭儀による式次第」 に加えて 「教会の
祈 りによる式次第」 も作成 した。司式者は司祭の代理者 として誤解 されるの
を防 ぐためにアルバを着用するのでなく、奉仕者の しるしとして、教区共通
の木の十字架を首か ら下げる。先唱者は、これか ら始まる祭儀が感謝の祭儀

（ミサ）ではな く、司祭不在の集会祭儀であることを通知する。

（5）質問11聖 体への信心に関 して

日本固有の信心
20ミ サ と生活 と切 り離 して、聖別された聖体 （ホスチア）のみを抜 き出 し
て考えると、本来のエ ウカリスチアの意味を損なう危険がある。たとえば、

日本では、聖体 に対する信心のために、伝統的な 「聖体賛美式」 とは異 なっ
た、沈黙を重ん じる日本人の感性を大切 にした式 を工夫 してい くべ きだと思
われる。
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（6）質問14： 聖体 とインカルチ ュレーションに関 して

信徒運動から学ぶ
21過 去 を振 り返れ ば、 日本の キ リシタン時代、司祭 は ご く少 なか った
に もかかわ らず （1592年の統計では、全信徒 人口22万 人に対 し、司祭 は43

名、すなわち信徒5100人 に司祭1名 であった。2003年 現在の 日本では信徒44
万人、司祭1600名 、す なわち信徒275人 に対 し司祭1名 であ る）、信徒運動
はきわめて活発であ った。歴史学者 の川村 信三氏 （上智大学）の研究に よ
れば、 これには、当時の ヨー ロッパ におけ る信徒共 同体 「コンフラテルニ
タス」 （confraternitas） が 日本に導入されて形成され た 「コンフラ リヤ」

（confraria） の果 たした役割が きわめて大 きい といわれている。 コンフラ
リヤ は、司祭 の指導 を受 けなが らも、基本的に信徒 を中心 とした組織 であ
り、それぞれ慈善事業 （ミゼ リコルヂアの組 ）、信心業 （さんた ま りやの

組、御聖体の組 など）な どの活動を行 った。このような組織 があったか ら
こそ、キ リシタンは迫害下、 さらにその後の司祭のいない200年 にわたる禁

教下で も、信仰を守 り通す ことがで きた。キ リシタン時代 は聖体に対す る信
心 ・教育 も盛んで、1627年 に雲仙で殉教 したパウロ内堀作右衛門 （現在、ペ
トロ ・カスイ岐部 ［1639年没］ と187名 の殉教者の一人 として列福申請手続
き中）は、聖体 を賛美 しなが ら、たぎる湯壷に落 とされたといわれる。 こう
した過去の信徒運動か ら現代のわれわれが学ぶことは少な くない。

司教協議会の役割
22典 礼のインカルチュレーシ ョン （『提題解 説』62～63参 照）にあたって
は、各国の司教協議会が適用の可能性 を最大限に活用で きるように配慮 し
てほ しい （『ローマ ・ミサ典礼書の総則 （規範版 第3版 ）』第9章 参照）。エ

ウカリスチアが地方教会にとって真の祝祭になるか否かはインカルチュ レー
ションの工夫 によるのであ り、文化の中に もともと存在する祝祭の要素 を、
どう福音化 してい くかが重要である。教皇 ヨハネ ・パウロニ世がアジア特別
シノ ドスの後 に指摘 したとお り、「近年になって設立 された教会 は、地元の

文化か ら学んだ要素を効果的に利用することによって、典礼がこれまで以上
に人々を養う源 となるようにす る必要がある」 （使徒的勧告 『アジアにおけ
る教会』22） か らである。
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したがって、使徒座による典礼文の各国語訳の許認可については、司教団
を信頼 してほ しい。典礼文の作成においては、たんなる翻訳ではなく、その
国の文化や歴史を大切に しなが ら、各国において 自国の文化に合 った訳語の

検討を工夫することが重要である。 日本の司教協議会の典礼委員会でも、日
本の教会 としての典礼文を検討する際には、言葉の修正のみではなく、 日本
人の琴線に触れる典礼 をめ ざす ように心がけている。各国、特 にアジアにお
ける典礼は、各国の文化の中で生活 しているすべての人のための典礼 という
視点が必要である。場合によっては、儀式書その ものの構造 を再創造 したも
のを提案することも必要 となる。

教会の多国籍化
23近 年、移民が増 え、多国籍化 している日本の教会に とって、イ ンカル
チュ レー シ ョンは他文化 との共生 と切 り離せ ない。そこで は特に、教会 に

救 いを求めて くる移住労働者の苦 しみを教会がいかに共有できるかが問われ
る。

（7）質問17： 聖体 と教会間の聖体拝領 に関 して

エキュメニカル礼拝における聖体
24エ キュメニカル礼拝において、教会間の聖体拝領の問題 を避けるために

「みことばの祭儀」が行われる。 しか し、エキュメニカル礼拝において も、
聖体 を生かす方法 を検討す る必要があると思われる。

（8）質問20： その他に関 して

難病の児童 ・知的障害者や精神疾患に苦 しむ人々の聖体拝領のための司牧的
配慮
25難 病のために信仰の知識を欠いていて も、信者の両親 ・親族 に支えられ
た幼児への聖体授与の可能性を、「臨終の聖体拝領」 （教会法921条 。『提題解

説』68参 照） との関わ りか ら検討されることを希望する。同様の配慮が、知
的障害者、統合失調症、高齢者の信者について も望まれる。
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離婚者の聖体拝領
26離 婚 して再婚 した者をエウカリスチアか ら除外すること （教皇庁教理省

『離婚 して再婚 した信者の聖体拝領』 〔1994年9月14日 〕、AAS86，974－979
邦訳、浜口吉隆訳、 『南 山神学』 第19号 〔1996年〕197－206頁 ）には、深刻
な司牧的問題がある。
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