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2010 年度全国典礼担当者会議（2010 年 9 月 6 日～8 日） 

プレゼンテーションⅠ 「典礼における信心の位置づけ」 

フランコ・ソットコルノラ（日本カトリック典礼委員会委員） 

 

 

神の民の熱い心 

今回取り扱う“Directory on Popular Piety and 

the Liturgy”は、“Directory”ですから規則や掟と

いうよりも、方向性を示す「指針」です。分かり

にくいのは“Pietà Popolare”（Popular Piety）

という言葉で、日本語では「民間信心」と訳され

ています。「民間」（popolare）という言葉が使用

される理由は二つあるでしょう。一つは、これが

司牧の現場、一般の信徒の側から生じたもので、

実際にポピュラーなものだからです。英語の

“popular”とイタリア語の“popolare”の意味は

尐し異なりますが、英語の“popular”の意味も

多尐は含みます。これは、99 パーセント以上が上

から与えられたのではなく民間で生まれたもので、

教会はそれを受け入れ、さらに勧めもしました。

もう一つの理由は、典礼との違いを強調するため

です。尐し強調しすぎる感も否めませんが、はっ

きり区別しようという意図がみえます。かつて、

とくに中世では典礼と信心の違いがあまりはっき

りしていませんでした。互いに影響を与え合いな

がら、それぞれが発展してきました。第 2 バチカ

ン公会議での典礼と信心の区別の明確化という意

図をふまえて、“popolare”（popular）の形容詞を

つけたのではないかと思います。 

 次に、“Pietà”（Piety）についても説明したい

と思います。イタリア語の“Pietà”にはいろいろ

な意味があります。「いつくしみ」という意味もあ

ります。もともとのラテン語は、「親子の愛」を表

します。親の子どもへの愛、そしてとくに子ども

から親への愛が“pietas”で、さらにより広い意

味で自国への愛も“pietas”でした。カトリック

教会の伝統の中でいえば、子である信者から父な

る神に向けられた愛です。「熱心な愛」、「熱い愛」、

つまり「熱情」です。聖霊の七つのたまもののう

ち、第六のたまものが“pietas”（孝愛）です。日

本語で「信心」と訳されていますが、それを表す

祈り、儀式が「信心業」、「信心行事」です。「信心」

とは、信仰から生まれる熱い心です。浄土真宗に

も同じようなものがあります。親鸞も、熱い、熱

心な信心、という言葉を用いています。日本人に

とっては、親鸞聖人を思い描けば、燃える心のイ

メージが見えてくるのではないでしょうか。 

“popular”には個人性も付帯しているように

思います。というのは、典礼は共同の集まりで、

個人の心を表すというよりも共同体の祈りです。

そのため信徒は、自分の心で祈るために他にいろ

いろな祈り方を作り出していったのです。それは

初期の時代からです。本指針では 20 ページにわ

たって、“Pietà”の歴史が概説されています。今

回の担当者会議の開会の祈りで朗読された聖書箇

所（エフェソ 3･14-21）は、まさにこのことを表

現しています。燃える心です。キリストの愛は冷

静なのではなく熱心な愛です。 

ただ同時に、「信心」の難しいところは、境がな

いということです。気持ちに境を作るのは難しい

です。 

 

信心の歴史－中世期－ 

信心業の問題を取り上げるうえで、歴史上、二

つの時代を忘れてはなりません。そうしなければ、

第 2 バチカン公会議での決定とその後の反響、ま

た本指針も理解できません。まず、中世について

です。11 世紀ごろ、聖ベルナルドの時代から、信

心業が発展しました。キリスト教化したゲルマン

系の民族はラテン語を理解しないため、典礼は

徐々に一般の生活から離れたものとなります。そ

のため、しだいに信心業が増え、日々の生活の中

で大きな役割を果たすようになります。とくに、

聖人や殉教者に向けられた信心が顕著でした。殉

教者の遺物を大切にし、祭壇の下に置くなどの信

心行為はかなり昔から行われていましたが、この

時代にますます盛んになり、聖遺物崇敬や巡礼が

増加しました。 

聖地巡礼は中世期に非常に盛んでした。十字軍

が始まったのも聖地巡礼の影響といえます。当時、

サンティアゴ・デ・コンポステーラやローマへの

巡礼も大きな流行になっていました。今、詳しく

取り上げることはできませんが、巡礼は非常に生
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き生きとしていました。 

当時の信心はまた、典礼にも影響を与えました。

たとえば続唱です。“Veni, Sancte Spritus”や

“Dies irae”、また、ヤコポーネ・ダ・トーディ

の作とされる“Stabat Mater”など、ほんとうに

熱い心を表す祈りが選ばれました。こうした続唱

は、聖劇（典礼劇）に結びついています。中世期

は福音を聖劇として上演することが盛んでした。

今でもヨーロッパのあちらこちらで伝統として残

っています。とくに聖木曜日、聖金曜日、復活祭

にラテン語で上演されました。当時、書物は非常

に高価なので一般の人は手に入れられません。で

すから、聖なる 3 日間中、ミサの後に行われる聖

劇は、カテケージスや祝祭としての役割を果たし

ていました。今でもオーストリアには残っている

かもしれませんが、私の故郷の北イタリアでは、

復活祭の朝にキリストの復活の劇を行いました。

私はまだ 5 歳くらいでしたが、復活祭のミサの後、

聖堂から出て皆でホールのような場所に集まりま

す。真っ暗なホールにだんだん照明が灯されて、

復活の朝が明けてきた様子が伝わり、効果的な音

楽も重なって、幼い子どもたちでもキリストの復

活の様子をまざまざと知ることができました。大

きな石が外され、当時はどのような仕掛けがあっ

たのか分からなかったのですが、復活したキリス

トが上げられ、番兵たちが逃げる様子も演じられ

て、ほんとうに印象深い劇でした。こうした劇が

中世期には非常に盛んに行われ、そのための歌や

祈りも数多く作られました。 

アッシジのフランシスコはその典型でもありま

す。フランシスコの霊的生活は、キリストの人生

にならうことを、人間であるキリストへ向けた熱

い心をもって表していました。それが二つの形と

なりました。一つはイタリアのグレッチョでのも

のです。フランシスコは、典礼には含まれていな

いクリスマスの馬小屋を歴史上初めて再現しまし

た。村人を招き、マリアや羊飼いなどの役を演じ

させ、ろばや羊も一緒に登場させる劇で、幼子イ

エスの誕生を祝いました。現在でもグレッチョは

馬小屋の世界です。これは、伝統的に伝えられて

きた大事な習慣となりました。フランシスコのも

う一つの熱心な信心は、磔刑のキリスト像に対す

るものです。あの時代、1000 年ごろまでは十字架

で苦しむキリストの姿が描かれることはほとんど

ありませんでした。キリストは審判者であり、王

であるキリストなど、裁く方という終末論的イメ

ージで描かれていました。しかし、ニケア公会議

とコンスタンティノープル公会議ではっきりと確

認されたように、十字架にかけられたイエスは神

であっても人間であり、それゆえに苦しんだこと、

そのことに焦点を当てたのです。それによって、

この時代から、十字架の道行も盛んになりました。

フランシスコは、苦しむイエスに焦点を当てたそ

の時代のシンボルだといえるでしょう。 

 

信心の歴史－Devotio Moderna－ 

もう一つ忘れてはならないのは、14 世紀、1380

年前後にベルギーとオランダで始まった“Devotio 

Moderna”という運動です。これは、中世期と形

は異なりますが、同じ伝統に従いつつもその特徴

は内的志向をもつといえるものです。ですから、

尐し個人性が強調されます。ここから、この信心

をもつ人々（ベギン）の共同体（ベギナージュ）

が生まれました。この運動の特徴の一つは、女性

にあります。神秘家であったリエージュのジュリ

エンヌの影響で、聖体の信心が広まり、キリスト

の聖体の祝日は典礼暦に組み込まれました。ゲル

トルート、ヒルデガルト・フォン・ビンゲン、シ

エナのカタリナなど、この動きにおいて女性は大

きな役割を果たしています。熱い心をもってキリ

ストへの愛を表す、理屈よりも感情の表現に重き

を置いているのもこの運動の性格です。“Devotio 

Moderna”の動きは広く普及し、とくに、誓願を

立てず、初代教会にならい、仕事、祈り、そして

簡素な生活を守る女性の共同体も多く生まれまし

た。当時、聖書に次いで最もよく読まれていたト

マス・ア・ケンピスの『キリストにならいて』は、

この信心に大きな影響を与えています。この本は、

第 2 バチカン公会議までは全修道者だけでなくほ

とんどの信徒も持っているほど広く行き渡ってい

た本で、“Devotio Moderna”の要素が凝縮されて

います。 

“Devotio Moderna”の特徴に、“meditatio”

（瞑想）があります。信者は祈りや歌で典礼に参

加しつつも、何か欠けていることを感じていまし

た。その欠けたところを埋めるかのように、

“Devotio Moderna”が紹介した瞑想が信徒の生

活の中に受け入れられ、信徒の中に定着しました。

ただ、この動きは宗教改革によってしばらく停滞

してしまいます。 
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ここで内容やその影響について詳しく紹介する

ことはできませんが、たとえばアビラのテレジア

を例にあげることができるでしょう。教会博士と

されたテレジアは、祈りの師です。心の中で、内

的に神と出会うこと、内的生活、内的喜び、その

心の中で天国が始まることを伝えました。また、

この運動の中心になった信心は、キリストのみ心

への信心です。日本語では「心」と「心臓」は別

ですが、ヨーロッパの言語の“heart”、“cuore”、

“cœur”、“corazón”などはどちらの意味も含み

ます。17 世紀以降のこの信心の広がりは、聖マリ

ア・アラコックという女性によるところが非常に

大きいといえます。19 世紀の信心の中で、み心の

信心は中心でした。教会の力となっていたといえ

ます。たとえば、み心という名のつく修道会が非

常に多いことからもその影響がうかがえます。み

心とは神の愛のことです。神の愛からインスピレ

ーションや力を得て、貧しい人、病人、捨てられ

た子どもたちの世話をすることです。人間への愛

は、神の愛から生まれることを表しています。 

このように信心は、信仰について広く、深く重

要な意味を与えてきました。諸聖人への崇敬や聖

母マリアへの崇敬を退け、聖画像や十字架を用い

ないなどプロテスタント教会の反発がありました

が、信心はカトリック教会内ではずっと続けられ

てきたものです。 

 

『典礼憲章』における信心の扱い 

第 2 バチカン公会議の『典礼憲章』は、教会と

世界の関係、その間にあるみことばの役割を説明

します。聖書は、教書という役割だけではありま

せん。それは、神秘体験の場、神との出会いの場

です。語られる神に聞くことを体験するのです。

この憲章の準備にあたったのは典礼刷新を始めた

ゲランジェなどで、典礼を教会生活の中心に据え

るため、典礼の再興を主眼にこの憲章が準備され

ました。この憲章を研究すれば、実は信心業が大

切にされていることがよく分かります。 

『典礼憲章』9～13 条は、典礼について述べる

大切な部分です。典礼とは何か。それは神秘体験

です。典礼は、しるしを通した神との出会いだと

5～8 条に書かれています。9 条にははっきりと、

典礼は教会の全活動を果たすのではない、典礼は

その心、心臓だ、と書かれています。けれども、

心臓は体全体ではありません。体には耳も、手も、

足も、肺あります。9 条では、まず人々を招き、

キリストのもとへの回心を呼びかけるよう福音を

伝えるべきだと述べ、10 条でその教会の源泉が典

礼にあることが訴えられています。これは大切な

ことですが、ここでは触れません。そして 10 条

はふつう、さまざまな機会に典礼の重要性が語ら

れる際に引用されますが、実は、次の 11 条が大

切です。生き生きと、力を与え、キリストに結ぶ

典礼とするために、信者は意識的、行動的に参加

するのです。意識的とは知ること、行動的とは外

的な活動だけでなく内的なことも含めてのことで

す。受動的なかかわりではなく、自由を有する人

間の積極的な協力が求められているのです。そし

て、豊かな実りをもたらすためにと、12 条と 13

条が続いて説明されています。12 条は個人の祈り

についてです。私たちは個人でも祈る人でなけれ

ばなりません。ミサに行っているのに私たちが変

わらないのは、祈ることが足りないからではない

でしょうか。個人の祈りは、心で典礼に参加する

準備です。 

そして、13 条で信心業に言及します。「信心行

事は、大いに勧められます」とありますが、「教会

の法規と基準に沿うものであれば」と但し書きが

あります。その条件は、典礼に合うもの、典礼に

由来し、典礼に導くもの、ということです。条件

はあっても信心業を大事にすることを、第 2 バチ

カン公会議は決定したのです。 

けれども、これによって問題も生じました。人

間である私たちは、極端から極端へと走ってしま

いがちです。信心についても極端から極端に走り、

バランスを欠き、すべてではないにせよ、信心業

をないがしろにし、忘れ去ろうとするかのように

ふるまう失敗もあり、中にはたびたび極端な例も

あったことは否めません。 

 

本指針の発表 

そうした中で、この指針が発表されました。信

心についてのヒントが与えられたことは、驚くべ

きことではありません。教皇ヨハネ・パウロ 2 世

は信心深い方でした。1990 年に教皇は、『典礼憲

章』発布 25 周年にあたって典礼についての文書

（Vigesimus Quintus Annus）を発表し、その中

でもバランスについて言及しています。その信心

業についてのヒントから、教皇庁典礼秘跡省が研

究を始めました。そうして、典礼秘跡省内の小委
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員会が 1990年から 10年にわたって信心業につい

て研究し、その成果に基づいた指針を、大聖年の

翌年にあたる 2001 年に発表したのです。大聖年

も信心業を見直すためのよい機会となり、この文

書の刺激となったといえるでしょう。小委員会の

研究結果は典礼秘跡省の定例会議で報告され、指

針を発表することが決定されました。その席には

教皇も参加し、言葉を述べました。その教皇の言

葉と、典礼秘跡省の教令が、この指針の冒頭に置

かれています。ですから、これは指針とはいえ、

大切に扱うべき文書なのです。第 2 バチカン公会

議における刷新において不足している部分、バラ

ンスを欠いた部分を補いたいという意図を私たち

は受け止める必要があります。 

 

指針の強調点 

指針は二つに分かれており、第 1 部は一般論で

す。歴史、用語の問題、神学的アプローチからの

説明です。第 2 部は、具体的な信心業を取り上げ

た説明で、この後のプレゼンテーションの中で各

講師によって紹介されます。第 1 部の中には特別

新しい点はありませんが、強調すべき点はいくつ

かあります。 

まず、先ほど引用した『典礼憲章』13 条です。

13 条は三つの部分に分かれています。第一は、一

般的に信心業を大切にすること、とくに使徒座が

勧める信心業は全教会にとって価値があるという

ことについてです。第二は、地方教会をあずかる

各司教の責任にゆだねられる信心業についてです。

そこには多様性がありますが、また一方ではイン

カルチュレーションと土着化の問題もあります。

この点については、本指針の 90 番と 91 番が取り

上げています。そして第三は、信心業の基準と中

心は典礼にあるということです。信心業は大事に

しながらも、典礼よりも信心業の比重が重いとい

う第 2 バチカン公会議以前のような状態に戻って

はならないのです。ただし、繰り返しになります

が、ここには信心業を大切にしようという意図が

あります。その理由は、信心業は伝統であるとい

うことです。つまり、信心業には全般的な

（popular）信徒の深い神体験、神的体験の感覚

があるのです。それは教会の宝です。 

考えてみれば、巡礼は教会に大きな力を与えて

います。巡礼など、人々が体験する神の感覚をも

って伝えられてきたものは、目に見えない世界を

思い起こさせてくれます。典礼も見えるしるしを

もって行うものです。見えるしるしを通して目に

見えない世界に呼んでいる、導いているのは、典

礼も信心業も同じです。私たちは、守護の天使や

洗礼名としていただく守護聖人と語り合っている

でしょうか。死者への信心も、目に見えない世界

への憧れを養うものです。 

信心業は典礼よりも文化になじみ、文化的要素

を吸い上げて、土着化される可能性をもっていま

す。また、典礼はもちろん頂点であり源泉ですが、

家庭生活の中で信仰をはぐくみ、世代から世代へ

と信仰を継承させるうえで、信心業は実際に大き

な役割を果たしています。私は社会学の専門家で

はありませんが、欧米でもアジアでも顕著な宗教

心の薄れという現象は、信心業の衰退も一因では

ないでしょうか。 

信心業には、信仰を社会の中で表す役割もあり

ます。たとえば、ルルドのマリア像があれば、そ

の建物がカトリック教会であると道行く人にも伝

わるでしょう。信者ではない人が聖堂内に入るこ

とはほとんどないため、伝統的な信心の表現は、

外から見てカトリック教会を表すしるしとしての

役割も担っているのです。また、信心業は信仰の

熱心さを表しやすく、分かち合うことも容易だと

いえます。もちろん、典礼は教会生活の中心です。

けれども、花は種だけで生きているのではなく、

花びらや葉も広げて生きることを思い出しましょ

う。信心業は心の花びらです。心が自由に表現さ

れる場なのです。信心業は、日々の生活の中で、

司祭が不在の場合であっても、信者を生き生きと

させることができるのです。その意味でも、この

指針は信心業を正しく推奨しているといえるでし

ょう。 

 


