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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Ⅲ 「四旬節・復活節に行う信心」 

市瀬英昭（日本カトリック典礼委員会委員） 

 

 

はじめに 

 第 2 バチカン公会議は、『典礼憲章』13 条で「（信

心業は）典礼に合い、何らかの意味で典礼に由来

し、また、信徒を典礼に導くものでなければなら

ない」と簡潔に述べています。そこでは歴史的背

景を考慮し、多くに言及せず、原則だけを示して

います。この数行が引き延ばされて、本指針『民

間信心と典礼』になったのでしょう。典礼学者サ

ルヴァトーレ・マルシーリは、典礼と信心の違い

を次のように言います。「典礼は教会の行為、祭儀

であり、信心は教会内の行為、祭儀である」。大枞

ですが、大事なところを押さえていると思います。 

本指針 12 番は、『典礼憲章』13 条を補足し、「信

心儀礼が任意のものであるからといって無視した

り、軽蔑したりしてもよいという意味ではない。

あらゆるキリスト教信心の尺度・規範は＜福音＞

である。信心行為の実践や評価は、キリストの秘

義との調和を目指して、それらの儀礼や実践を福

音化する作業と一緒に行わなければならない。第

2 バチカン公会議が求めた典礼刷新は、信心儀礼

や信心業の実践の評価と刷新を促すものでもあっ

た。そのために民間信心は、聖書、典礼、エキュ

メニズム、そして人類学の各分野からのインスピ

レーションをもとにした評価と刷新を必要とし、

各分野の要素を反映するものとなることが望まれ

ている」と述べていることを紹介しておきたいと

思います。 

 

行列と断食 

さて、四旬節と復活節に行う信心ですが、信心

だけではなく典礼と関係する信心業について話し

たいと思います。まず、行列と断食です。四旬節

の存在意義は、復活祭に向けた準備です。実際、

洗礼志願者の準備期間として整えられています。

また、この季節に信者は洗礼の恵みを想起し、信

者としての生活を整えることが求められています。

つまり、洗礼と回心の二重の性格があります（『典

礼憲章』109 条、「典礼暦年と典礼暦に関する一般

原則」27 番参照）。典礼は常にそうであるように、

四旬節はいつにもまして体による復活信仰、すな

わち過越秘義を表現し、深める季節です。知的に

だけでなく、体と行動を通して信仰を表します。

パンとぶどう酒、水、油、枝、十字架、光、行列、

立つ、ひざまずく、断食する、断食しないなどの

シンボルを体全体で用いる季節です。信仰は、知

的理解だけでなく体に刻む必要があります。体が

覚えていることがいちばん強いともいわれるよう

に、信仰は無意識を含め、体全体に浸透してはじ

めて、その力を発揮すると考えてよいと思います。 

四旬節の典礼に特徴的なものの一つとして「行

列」（Procession）があります。通常のミサでの入

堂行列、奉納行列、拝領行列のほかに、この季節

には次のようなものあげられます。①灰を受ける

ための行列（灰の水曜日）、②枝の行列（受難の主

日）、③聖体安置のための行列（聖木曜日の主の晩

餐の夕べのミサ後）、④十字架崇敬のための行列

（聖金曜日の聖式）、そして復活節の場合は、⑤光

の行列（復活徹夜祭）。これらは教会の公の典礼行

為です。 

典礼と民間信心の関係がとくに濃くなるこの

「行列」について、本指針 245～247 番は、種類

と意義、留意すべき点等について記しています。

そこには、⑴キリストの生涯における救いの出来

事を思い起こす行列として、①2 月 2 日の神殿で

の「主の奉献を記念する行列」、②主のエルサレム

入城を呼び起こす「枝の行列」、③旧約の出来事を

すべて統合・超越し、とくに洗礼式と葬儀でのキ

リストの弟子たちが実現した秘跡的な過越に必要

な序曲として置かれ、墓の暗闇から復活の栄光ま

での主の過越を想起する「復活徹夜祭の行列」が

あげられています。また、⑵信仰の行列としては、

①信者の思いと心に感謝の気持ちを呼び起こし、

さらに信仰と礼拝を呼び起こし、それが恵みと祝

福の源となる「聖体行列」、②田畑と人間の労働を

祝福する神への公の嘆願と悔い改めを特徴にもつ

「祈願日に行う行列」、③この世を去った信者を記

念する 11 月 2 日に行われる「墓地までの行列」

があり、⑶その他の行列として、四旬節中のスタ

チオの行列、聖木曜日に祝福された聖香油を受け

取る小教区の歓迎行列、聖金曜日の「十字架崇敬
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の行列」、主の復活の晩の祈りのときに受洗者が

「洗礼堂まで向かう行列」、ミサの中での通常の諸

行列、病者に「旅路の糧（viaticum）を運ぶ行列」、

「葬送行列」、「聖遺物の移送行列」があげられて

います。 

本指針は行列に関しては問題点も指摘していま

す。「信心行列は、他の信心業のようにある種の危

険にさらされている。すなわち、内容を超えた外

的表現によって秘跡が次点とされ、信心が秘跡に

優先する危険。行列を祝日の頂点とみなす危険。

よい指導を十分に受けていない信者が、キリスト

教を単なる“聖人の宗教”にすぎないという印象

をもつ危険性。信仰の表明だったものが、うわべ

だけの大がかりな見世物や世俗の単なる行進にな

るなど、行列そのものが変性する危険性」（246 番）

です。ですが、昨日からのプレゼンテーションの

中でも指摘されているように、信心業は共同体を

はぐくむという大きな役割も果たしています。 

 行列するという行為は、一般的にもプロパガン

ダ（宣伝行為）、デモンストレーション（示威行為）

の意味をもっていますが、典礼祭儀や信心業の場

合、行列はキリスト教信仰を身体的、行動的に表

す行為となっています。では、行列を四旬節と復

活節に絞って見てみましょう。典礼と信心業は重

なる部分もあるため、合わせて見ていきます。 

 

灰の水曜日 

四旬節は灰の水曜日から始まり、主の晩餐の夕

べのミサの前まで続きます。この日に特徴的なの

は「ことばの典礼」の説教の後に灰の祝福と「灰

を受けるための行列」があることです。灰は粗布

とともに、悔い改めのしるしとして旧約・新約聖

書に表れています。額に灰を受ける式は、もとも

とは公の回心を必要とする人の文脈での名残です

が、1091 年の教会会議で、教皇ウルバヌス 2 世に

よって全信者になされることになったといわれて

います。実際に灰を受けると、身にしみて分かる

こともあります。「灰の式」は、人間ははかない存

在であり、死が不可避なこと、そして神によるあ

がないを必要とすることが「からだ」をもって体

験される機会となります。その際、この式の意義

は、「回心と新しい復活の約束に向かう心構えをす

る」（125 番）と本指針が指摘するように、この内

容が周知される必要があります。 

ところで、灰の「水曜日」という週日に信者が

教会に集うことが困難である場合、次の日曜日に

開祭の一部として灰の式を組み込む可能性があり

ます。その時には、すでに前の水曜日の式で祝福

された「灰」を使用するのではなく、その日、信

者の前で祝福されることが望ましいとされていま

す。それは、祝福された灰自体に何らかの魔力が

あるような誤った信心業を回避させるためでもあ

ります。灰の式の「灰を受けるための行列」では、

「回心して福音を信じなさい」または「あなたは

ちりであり、ちりに帰って行くのです」の式文の

いずれかが選択可能です。後者の言葉の場合はと

くに、それが復活との関連で理解されるよう配慮

が必要です。 

 

受難の主日（枝の主日） 

「受難の朗読」を別にすれば、この日に特徴的

なものは開祭に「枝の祝福」と「枝の行列」があ

ることです。枝の祝福は正確には、「枝を持って集

まった会衆の祝福」です。そして、留意すべきは、

この祭儀の強調点はイエスのメシアとしてのエル

サレム入城であって、枝と会衆の祝福は二次的な

ものであるということです1)。二次的だから大事

ではないということではありませんが。イエスは、

ゼカリアの預言（9・9）を成就する形でロバに乗

って入城します。それは、ローマの軍団がユダヤ

人の重要な祝祭時に治安のために入場することに

対する「対抗デモ」であったと指摘する書もあり

ます2)。「柔和なロバに乗った」イエスの勝利は、

政治的・軍事的次元のものではないということで

す。 

この日に用いる枝は、各自が家に持ち帰り、次

の年の「灰の水曜日」のために保存されます。た

だ、次のような報告には注意が必要です。「民間信

仰によれば、『枝の日曜日』に祝福を受けた枝は、

不思議な効果があるとされている。祝福された枝

は、家や家族を災害から防ぐことができるという。

『祝福した枝の芽や常緑樹の枝を食べると病気を

防ぐことができる。十字架状に組んだ棕櫚の枝を

畑に隠したり、燃やしたりすると、悪天候や落雷

や雹（ひょう）から守ることができる。家にある

キリストの十字架像に結びつけると、家の住人を

あらゆる不幸な出来事から守る。また家畜の害虫

を防ぎ、野菜に害を加える蝿から守り、家禽を脅

かす狐から守る』［A．アダム］」3)。民間信心にそ

のような信心があること自体はよいですが、本指

針は、この祝福された枝自体に何かの効果がある

とみなして、信心業に使うような誤用は避けなけ
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ればならない、と述べています（139 番）。 

民間信心を奨励しつつも、行き過ぎや誤用を指

摘して注意を促すという形が、この指針の特徴で

す。ちなみに、ヨハネ福音書では、群衆の持つ枝

は「葉のついた枝」（マルコ）や「木の枝」（マタ

イ）ではなく、「なつめやし（棕櫚）の枝」である

と特定されています。「なつめやし」が永世と復活

の象徴である、とされていることからしてもヨハ

ネが意図的に「枝の行列」を復活と勝利との関連

の中に置いていることが明らかとなりますし4)、

本指針もこのことを明記して、「棕櫚とオリーブの

枝は、メシアである王イエス・キリストと、その

過越の勝利への信仰の証しとして家に保管される」

と述べています（139 番）。 

 

聖木曜日の主の晩餐の夕べのミサ 

 このミサでは「洗足式」が行われますが、それ

を別とすれば、この日の特徴は、ミサの結びの派

遣の祝福に代わり、翌日の典礼（聖体拝領）のた

めに「聖体安置のための行列」をすることです。

これに関連して、聖体の保存、“viaticum”（旅路

の糧）、信心業としての聖体訪問（＝聖体の前での

祈り）、聖体行列などがありますが、基本的に聖体

に関するすべての祭儀は、典礼の場における「聖

体拝領」との関連で理解され、そこに方向づけら

れなければならないといえるでしょう。聖体は飾

られるためにあるのではありません。安置されて

いるのは、私たちに「食べられるため」に待って

おられるキリスト、私たちに向き合っておられる

キリストなので、聖体礼拝や聖体訪問はそれぞれ、

「拝領」に結びついていなければなりません。た

とえば、「聖体の前での祈り」は、ミサでの聖体拝

領前の「神の小羊の食卓に招かれた者は幸い」と

いう司祭の呼びかけに対して、信者が応えようと

しているその瞬間の状況が続いている、という理

解です。私たちに食べられようとして自分を差し

出しておられるキリストに私たちが向き合って礼

拝している状態、と理解されなければなりません

5)。聖体の信心業はすべて、ここに方向づけられ

ることが必要です。これと無関係になると、指針

246 番のような危険が生じてきます。そしてここ

でも、復活の主との一致（コムニオ）、信者相互の

コムニオが重要という意味で、当然、復活信仰が

前提とされます。 

 

聖金曜日の典礼 

 この日に特徴的なことは、「十字架崇敬のための

行列」と「盛式共同祈願」です。エルサレム教会

に起源をもつこの行列は、7 世紀にローマ典礼に

導入されます。教皇がラテラノ大聖堂から「エル

サレムの聖十字架教会」まで、十字架の遺物を裸

足で歩いて運び、顕示し、信者がこれを崇敬する

という式に由来するといわれています。この式に

由来する現行の典礼の十字架崇敬式ですが、それ

が先取りされる仕方で、四旬節中の金曜日の信心

業として「十字架の道行」が行われます。指針は、

「十字架の道行」は最も有名な信心業の一つだと

述べています。聖レオナルド・ダ・ボルト・マウ

リッツィオ（1751 年没）が広めた現在の形の「十

字架の道行」は、使徒座の承認と許可を得て、17

世紀半ばから 14 留で構成されています（指針 132

番）。とくに四旬節にふさわしい信心業であると教

会が高く評価しているこの「十字架の道行は、キ

リスト教の信心が持つさまざまな要素を融合して

いる」と述べられています（133 番）。そこには、

人生は旅であり巡礼であり、地上から天の本国へ

の旅路であるという考え、キリストの受難に一致

したいという強い願望、弟子たるものは日々自分

の十字架を担ってキリストに従うことが要求され

る、とする考えの融合が指摘されています（133

番参照）。 

 確かに、十字架はキリスト者にとって大切なシ

ンボルです。この十字架と十字架像については歴

史的な変遷があります。ご存知のように、初期に

はキリストの磔刑像はなく、山上の説教の姿、よ

き牧者の姿やカナの結婚の様子などで表現されて

おり、十字架上で血を流す姿は後になって登場し

ます。けれども、それぞれに背景があり、意味が

あって生じたものだということを理解することが

大切です。十字架と十字架像については歴史的か

つ地域的にも多様性がありますが、すでに福音書

自体にその多様性が表れています。四つの福音書

の十字架上のイエスについての記述はそれぞれ異

なっています。レイモンド・ブラウンの言葉を借

りれば、その「どの一つも、イエスの意味をいい

つくせない」からです。人はさまざまな霊的必要

性をもつので、それぞれに応える形で教会がそれ

を提示するのです。「重要なのは、ある人は落胆し

て頭をたれておられるイエスを見ることであり、

ある人はゆるしのため手を広げておられるイエス

を見ることであり、またある人は十字架の罪状書

きに王であるキリストの宣言を読みとる」ためで
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す。実際に、祭司の姿の磔刑像、王冠をかぶった

磔刑像、瞑想の磔刑像、血を流す姿など、さまざ

まなシンボルで表されているのはそのためです。

こうして、「毎年、聖週間に二つの異なったイエス

像を、受難の主日に一つ、聖金曜日に一つ与えて、

教会はその真実をあかしし、種々の霊的必要性を

もつ人々が十字架にそれぞれの意味を見いだしう

るようにしている」のです6)。なお、本指針では、

聖金曜日に行われる信心業、たとえば、「亡くなっ

たキリストの行列」などが、荘厳なその日の典礼

にとって代わることのないよう、司牧的配慮の必

要性を留意点としてあげています（143 番）。 

その関連で本指針は、聖週間、とくに聖金曜日

に上演される「受難劇」にも言及しています。こ

れを聖なる典礼にその起源をもつ正当な信心業と

して、またそれが教会の外にまで影響を与えるこ

ととして、その価値が十分に認められています。

オーバーアマガウの受難劇も、信者だけでなく多

くの人々の関心を呼び、影響が認められています。

しかし同時に、信心業のレプレゼンテ－ション（再

現）と典礼行為としてのアナムネシス（想起）と

の違いには、注意すべきであると促しています

（144 番）。あがないの出来事である受難の神秘的

現存である典礼行為と受難劇のようなレプレゼン

テーションは異なると指摘されています。 

これはミサにもかかわる大事なことですので、

尐し触れておきたいと思います。信心業としての

「再現」はおもに「過去」の出来事をなぞること

にかかわりますが、「典礼的想起」の場合は「過去・

現在・将来」をその射程としているところに差が

あるといえるでしょう。白浜委員のプレゼンテー

ションでも取り上げられた、「今おられ、かつてお

られ、やがて来られる方」（黙示録 1・18）に思い

を馳せるアナムネシスが典礼だということを、こ

こで再度、強調しておきたいと思います。 

つまりアナムネシスは、過去におけるキリスト

の「歴史的到来＝受肉」だけでなく、現在におけ

るキリストの「秘跡的現存」、そして将来における

キリストの「第二の到来」を含んでいます。それ

は、その希望に支えられてこの世を生き抜くとい

う姿勢が、キリスト者の生き方だからではないで

しょうか。いずれにしても重要なことは、イエス

の受難や十字架が、その「復活の光のもとで」受

け取られることです。「十字架の道行」は、キリス

トの受難と結びついた信心業ですが、「信者が信仰

と希望のうちに復活を待ち望む気持ちになれる形

式で締めくくらなければならない。…主の復活の

記念で終えてもよい」と指針 134 番は述べ、十字

架の道行と復活との関連を指摘しています。 

またこの日は断食の日となっており、「主の受

難と死去の聖金曜日に行われる復活断食は神聖な

ものである。それはどこにおいても守るべきもの」

（『典礼憲章』110 条）と記されています。 

 

聖土曜日の神学と信心 

 「成人のキリスト教入信式の緒言」27 番では、

「入信の秘跡の直前の準備として、聖土曜日には

（尐なくとも午後）仕事から離れ、祈りと黙想に

専念して、できれば断食することが望ましい」と

いわれています。また、「聖土曜日に教会は、主の

墓のもとにとどまって、その受難と死、死者のも

とに下ったことを黙想し、祈りと断食をささげて、

その復活を待つ」ことになっています（指針 146

番）。さらに『典礼憲章』には、聖金曜日の「復活

断食は…適当であれば、聖土曜日にも続行すべき

である」（110 条）と書かれています。 

 行列との関連に戻ると、聖週間には多くの「行

列」がありますが、それは、ローマ典礼がスタチ

オ的な性格をもっていたことに由来しています。

ある教会から別の教会への行列であるか、教会堂

内部での行列であるかの違いはありますが、これ

らの行列は、公の典礼の中で行われる場合も、信

心業の中で行われる場合も、キリスト教信仰のダ

イナミックな性格を思い出させることに役立って

いるといえるでしょう7)。 

 

断食について 

どのような宗教、文化にも断食が知られていま

す。一般的な意味では、たとえば、①身体的な美

を追求するダイエット、②自分の意志を鍛える修

行の手段としての断食、③何かの主義主張や抗議

のためのハンガー・ストライキ、④ある願望の成

就のために行われる「○○断ち」、⑤病気治療のた

めの節食・絶食、などです。そしてこれらはそれ

ぞれ意味のある行為です。宗教的文脈においても、

たとえば、①人生のサイクルの中で繰り返される

危機的状況の際、②呪術的儀礼や祈願に際してそ

の効果を願うため、③イニシエーション等の準備

のため、④贖罪、懺悔の行為として、断食が行わ

れること知られています8)。しかし、キリスト者

の四旬節の信心業としての「断食」はこれらとは

以下の点で異なっており、そこに、キリスト者の
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この世でのあり方が表現されているともいえます。 

①基本的には、聖書的な背景をもつ行為である

ということです。それは神と人への背きを悔い改

める信仰の行為を指すことから始まり、多様な意

味をもっています9)。 

②典礼的行為としては、「神を待ち望む姿勢」と

しての意味をもっています。キリスト教初期のこ

ろから、入信の秘跡や变階等の秘跡を受ける前の

準備として「断食」がなされていたことが知られ

ていますが、3 世紀に最初の証拠がある「聖体拝

領前の断食」を例にとれば、そこで問題とされて

いるのは、「空の胃袋」ではなく、私たちの本当の

「飢え、渇き」をいやす方はキリストであるとい

う信仰です。苦しみを耐え忍ぶことだけが過度に

強調されるべきではありません。この信仰行為、

典礼的行為は「からだ」をもって表現されます。

要するに、キリスト教の断食には、花婿であるキ

リストの到来、再臨への「準備」と「待望」とい

う二つの要素があるのです10)。ここに、キリスト

教の断食の「終末論的な意義」があります。 

③また、断食は聖書にもあるとおり、「祈り」と

ともになされることが必要です。また、断食は社

会的な隣人愛も含めた「愛の実践」へと方向づけ

られていることが特徴となっています（『典礼憲章』

110 条参照）。聖書的伝統に照らしても、「施し・

祈り・断食」がひとまとまりとしてキリスト者の

生き方とされていることに留意すべきでしょう。

キリスト教初期からの伝統である社会性を保持す

ることが大切と思われます。 

④そして、人に見せるための断食ではないとい

う自覚も信仰の大切な側面です（マタイ 6・16 以

下参照）。参考までに、4 世紀のエルサレム教会の

断食に関する考え方を記しておきましょう。「（断

食は）おのおのができるだけのことをするのです。

十分にした人がほめられることもありませんし、

あまりしなかった人がとがめられることもありま

せん。これがこの地での習慣だからです」11)。 

⑤もう一つ大事なことだと思いますが、キリス

ト者の四旬節の断食が、イエスの断食（Ａ年・四

旬節第一主日の福音）にならうものであるという

意味を考えて──「聖書の最も優れた注解書は聖

書そのものである」との格言にしたがって──創

世記のアダムとの対比において、救いとあがない

の歴史の中で理解される必要があると思います。

そうすることで、キリスト教的断食の独自性を浮

き彫りにすることができるからです。楽園におけ

るアダムは蛇の誘惑に負けて、禁じられた木の実

を「食べ」、その結果、楽園から追放されましたが

（創世記 3・1－24）、第二のアダムであるキリス

トは、サタンの誘惑に打ち勝って「断食し」、神へ

の信頼を貫きました（マタイ 4・1－11）。そして、

その勝利の結果として、キリストは死を打ち砕き、

人間が再び楽園へ帰還することを可能としました。

このような壮大な聖書のパラレルから考えると、

キリスト者の断食は、四旬節の単なる慣習や果た

すべき義務としてなされるような種類のものでは

なく、それは、生と死の秘義、また救いと滅びと

いう秘義と深くかかわってくる意義深い行為に連

なったものである、といわなければならないでし

ょう12)。そのような意味において、端的に「キリ

スト者はキリストの過越秘義への参与として断食

を行う」ということができます13)。 

⑥四旬節の断食の意義について最後に、本指針

の記述を紹介します。尐しネガティブな書き方で

すが、断食は「この世のわずらわしさ（concern）

から解放され、天からもたらされるいのちを理解

するための＜実践＞である」（126 番）とあります。

けれども『典礼憲章』によれば、その断食は、「（信

者が）高められ開かれた心で主の復活を喜び迎え

るように」（110 条）するための行為とされており、

より積極的なニュアンスが出ています。こちらの

理由づけのほうがよいように思います。また、指

針には、「人はパンだけで生きるものではない」と

いう聖書の言葉が引用されていますが、パンを必

要とすることを否定しているものではないこと、

パンも必要だが、神のことばこそ私たちを生かす

ものだ、という文脈をもってこれを理解するよう

留意すべきでしょう。 

 

復活節の場合－「入信の秘跡直後の導き」（ミュス

タゴギア） 

洗礼を受ければ終わりなのではなく、その後も

第三の段階として、本人のため、そして共同体の

ためにも入信の秘跡直後の導き（ミュスタゴギア）

は大切です。これは、司教が中心になって行われ

ることです。 

復活節は、新しく生まれること、「新生」を、知

識としても経験としても受けとめることが大切で

す。①復活の主と母マリアとの出会い、②家庭の

食卓の祝福、生命の象徴である卵の祝福、③花の

祝福と信者への配布。これらは四旬節と比べると

新生への強調がなされていることが分かります。 
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 また、私は知りませんでしたが、本指針 153 番

で「光の道行」というものが紹介されています。

十字架の道行のパラレルとして、十字架から光へ

向かう動きとして、潜在的にすばらしい信仰教育

業であるとあります。旅路のメタファーを用いる

この行列は、神のご計画のうちに置かれている人

生の一部にある苦しみの体験から、奉仕的な過越

の価値である解放、喜び、平和という人間の真の

目的へ到達する希望へと移行するということで、

大事にされなければならないと書かれています。 

 また、聖霊降臨の日には、ある共同体ではこの

日を「宣教のための執り成しの日」として祝って

います（指針 156 番）。たとえば、私の属する神

言神学院では、伝統的にこの日のミサで「選任式」

を行っています。このミサの「共同祈願」では、

さまざまな国出身の神学生がそれぞれの言語で祈

ります。そして同じ日は、多くの恩人・知人たち

が参列するオープンハウスの日となっています。

そうした意味でも、これが宣教のための執り成し

の日の実践例になっているといえると思います。 

 また、復活節の期間の一体性について再確認す

ることの大切さも確認したいと思います。復活節

の 50 日間を一つの大きな祝日とみなし、繰り返

し復活のキリストとの出会いを体験する、他者と

の出会いを体験する方向にもっていくのがふさわ

しいとされています。 

 

最後に 

信心業や民間信心を考える時にいつも思い出す

ワルター・カスパー枢機卿の言葉があります。そ

れは、「もっとも重要なものだけが重要なのではな

い」という言葉です。これは、同師がマリア論を

めぐる議論の中で述べている言葉ですが14)、教会

の公式の典礼と（教会の祭儀）と民間信心あるい

は信心業（教会の中の祭儀）の関係についても応

用できるのではないでしょうか。最も重要なもの

は最も重要であり、二番目に重要なものは二番目

に重要であり、三番目に重要なものは三番目に重

要だ、という位置づけだと思います。教会の典礼

は最も重要なものですし、イエス・キリストの過

越秘義は最も重要ですが、そこに至るためのさま

ざまなステーションがあってもよいですし、ある

ほうがそこに行きやすいということが了解された

場合、それは教会の信心業として大事にされてい

かなければならない、といえると思います。 

キリスト教信仰の中心は、「イエス・キリストの

過越秘義」です。教会の中で行われる種々の信心

業は、確かに「最も重要なもの」ではありません

が、中心にある最も重要なことへ向けて位置づけ

られるとき、その意味で、公の典礼とのつながり

がしっかりと保たれているときに、それらは存在

意義をもち、有効に機能するでしょう。 
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