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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Ⅳ 「年間に行う信心とマリア・聖人への崇敬」 

南雲正晴（日本カトリック典礼委員会委員） 

 

 

信心の位置づけ 

典礼暦年が何よりも目指していることは、過越

の出来事を記念すること、それ以外にはありませ

ん。教会はこれを一年のサイクルの中で行ってい

ますが、ここでは、先のプレゼンテーションで説

明された季節以外の 33 あるいは 34 の主日を中心

とした残りの期間について扱います。 

日本では“per annum”を「年間」と訳してい

ます。よく訳されていると思います。季節を除き

ますが、「年を通して」という意味です。「典礼暦

年と典礼暦に関する一般原則」43 番のとおりです。

実際には「年間」34 週目の主日は、「王であるキ

リスト」を祝います。「王であるキリスト」の記念

は、比較的最近になって典礼暦年に加えられたも

のです。年間の最後に王であるキリストを祝い、

終末への待望を新たにしながら、王であるキリス

トが雲に乗り、栄光のうちに再び来る二度目の到

来を「待望」しながら一年の暦を閉じ、翌日から

待降節第 1 週に入るというすばらしい構成になっ

ています。つまり、「暦」を通して、その背景にあ

る教会の信仰は、みことばの実現を待望している

のです。 

年間には、聖母マリアや天使・聖人を祝う多く

の信心、あるいは信心業があります。けれども、

これまでのプレゼンテーションの中で何度も強調

されてきたように、そのすべては、御父を究極の

目的とし、そしてそこに向けられているものです。

御子によって救いのわざを完成された御父は、そ

の実りとして聖霊をお与えになりました。そして、

この聖霊の注ぎによって教会が誕生します。この

一連の出来事は神のみわざです。指針 158番には、

「三位の神こそが民間信心の本質的要素」とあり

ます。そこから離れた信心はないということが明

確に書かれていますので、この点をしっかり理解

しておかなければなりません。 

 

イエスのみ心 

年間に行うもっとも代表的な信心は、イエスの

み心に対する信心でしょう。イエスのみ心は、聖

霊降臨後第 2 主日後の金曜日に祝うよう典礼暦に

組み込まれています。イエスのみ心に対する信心

は、すべての信心の中心的なもので、教会内でも

っとも広く親しまれています。昔はどこのクリス

チャン・ファミリーの家にもイエスのみ心とマリ

アのみ心の絵が飾られていたように、非常に一般

的でした。そうした絵を見ながら、家庭でもカテ

ケージスが行われていました。多くの聖堂、修道

院がイエスやマリアのみ心にささげられ、この信

心の像や画がたくさんありました。けれども、第

2 バチカン公会議の刷新後は、み心の信心は以前

ほど見られなくなったように思います。 

この信心の背景は、刺し貫かれたイエスのわき

腹と、そこから流れ出た血と水、それによって誕

生した教会、それにキリスト者が注目したことで

す。指針 167 番で説明されていますが、すでに教

父ヨハネ・クリゾストモも同様のことを語ってい

ます。刺されたイエスのわき腹から血と水が流れ

出て、その水は教会の誕生と洗礼のシンボル、そ

して血はエウカリスティアのシンボルとされてい

ます。つまり、教会のいのちがはぐくまれるため

には、エウカリスティアが不可欠だということで

す。復活の主は、栄光のわき腹の傷を弟子たちに

示し、「信じる者であれ」と聖トマスを通して教え

ました。復活の栄光の顕現だけでなく、はっきり

とわき腹を見せて、「あなたの手をここに置きなさ

い」と言っているのです。そして、イエスは見な

いで信じることこそ幸いだと語りますが、まさに

そうだと思います。このみ心を思い起こし、これ

を大切に信仰することは、時代が変わっても同じ

であると思います。これが信心として急速に広ま

るのは、修道生活者を通してです。有名な聖人は

聖ベルナルドと聖ボナベントゥラです。また、こ

の信心については多くの霊的書物や神学的解釈も

出ています。やがて、偉大な修道女マリア・マル

ガリタ・アラコックを通して、この信心は急速に

広まっていきました。 

ただし、注意しなければならないこともありま

す。この信心は非常にすばらしいものですが、中
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世中期以降は妄信的に受け入れられ、危険な方向

に向かう傾向も多々ありました。その一つは、17

世紀ごろです。当時、信徒はミサに参加しても聖

体を拝領しないことが通常で、それゆえこの信心

が信徒にとって心の支え、信仰の励ましとなって

いたのです。み心の信心それ自体はすばらしいも

のでも、信徒の間での受け止め方がゆがんでしま

ったのは、教会の指導が適切でなかったからだと

いえるでしょう。信徒が聖体拝領から遠のく時代、

さまざまな形態のミサが行われ、その中に「初金」

というミサが登場します。典礼暦年は一年をもっ

て主の過越のみわざを記念しますが、そのサイク

ルを一週間にも当てはめる考えが中世初期から生

まれます。イエスが受難の苦しみを受けた金曜日

に集まり、ミサを行い、聖体礼拝や賛美式を行う

ようになるのが、初金という信心業の原点です。

けれども、主日の優位性は、どれほどすばらしい

信心や信仰表現があっても揺るがず、根源的な喜

びの日である祝祭は主日であるということは、教

会の信仰として今も中世の時代も変わらないこと

を心にとめておく必要があるでしょう。 

 

聖体礼拝 

かつては「聖体降福式」、あるいは「ベネディク

ション」とも呼ばれていましたが、現在、日本の

教会では「聖体賛美式」と呼んでいます。名称が

変わるということは、内容も変わっているのです。

かつての儀式と比べると、ずいぶん様相が異なっ

ていることに気づくでしょう。聖体礼拝の起源は、

聖体の制定と祭司職の制定を記念する聖木曜日に

あります。聖木曜日の主の晩餐の夕べのミサの後、

聖体を安置所に置き、引き続いて夜を徹して礼拝

することに聖体礼拝の原点があります。主のいけ

にえの記念と祭壇の秘跡に現存し続ける主との関

連を、聖体礼拝の中で適切に表すことが大切です。

指針 164 番は、聖体の保存の必要から、聖体に現

存するキリストへの礼拝が奨励されるようになっ

たことを指摘しています。 

そもそも聖体の保存の目的は緊急時や病人など

のためであり、本来は礼拝のためではありません

でした。それが徐々に礼拝のためにも保存される

ようになったのは、イエスのみ心でも指摘しまし

たが、聖体拝領から遠のいている時代にはいっそ

う、顕示された聖体への礼拝やミサ中も聖櫃に収

められた聖体に向けて祈るという習慣が助長され

たことによります。そして当然、教会は、それを

キリストへの礼拝として奨励するようになりまし

た。 

第 2 バチカン公会議以降は、主の食卓といわれ

る「祭壇」とことばの食卓といわれる「福音朗読

台」の、この二つの重要なシンボルを中心に、エ

ウカリスティアの祭儀が行われています。しかし

かつて、聖体拝領から信徒が遠のいていた時代は、

ミサ後に引き続いて行われる、まさに「降福式」

が重視されたのです。私が子どものころもまだそ

うでした。“Ite, missa est”と言われた後、すぐに

聖体降福式が始まったのです。 

聖体礼拝の形式も、かつてはさまざまでした。

個人的礼拝のほか、儀式書に従った賛美式、ある

いは修道会に固有な礼拝式の形態も多くあったよ

うですし、24 時間にも及ぶ長時間の礼拝を行う修

道院もありました。中世後期から末期に誕生した

女子修道会は、聖体にまつわる会が多いことにお

気づきでしょう。聖体礼拝を義務化する会則など、

この信心が大切にされていました。しかし、第 2

バチカン公会議以降も教会が聖体礼拝を重要な行

為とみなしているのは、その原点が主のいけにえ

の実りとしての食卓、聖木曜日の聖体にあるから

です。 

 

マリアのみ心 

マリアのみ心は、イエスと切り離して考えるこ

とはできません。キリストと、その母として選ば

れたマリアの強いきずなゆえです。聖霊降臨に至

るまで、マリアの存在はつねに聖書で報告されて

います。その観点で、マリアのみ心もあがめられ、

尊重され、礼拝されることが必要でしょう。 

イエスのみ心を祝った翌日の土曜日にマリアの

み心を祝いますが、これらの祝祭日が隣接してい

るのは、それ自体で二つが密接に結ばれている典

礼的なしるしであると、指針も指摘しています

（174 番）。イエスのみ心の神秘は、マリアのみ心

において共鳴しています。受肉からイエスの死と

復活、そして聖霊のたまものまでの一連の出来事

にマリアは関与しています。音楽で表現するなら

ば、マリアを 7 音階では表すことのできない新し

い音とされたのはイエスご自身です。マリアは、

他の諸聖人とは比較することのできない特別な存

在なのです。ただし、何度も繰り返しますが、マ

リアのみ心も信心として、イエスの受肉とのハー
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モニーの中で理解しなければなりません。 

 

聖母の被昇天 

マリアに関する祝祭日は数多くありますが、そ

の中でも 8 月 15 日のマリアの被昇天は特に重要

です。これは、神の母を祝う古代の祝祭に由来し

ています。指針はまた、非常に多くの神秘を表し

ていると指摘しています（180 番）。この信心には、

救済論的意義、キリスト論的意義、人類学的意義、

終末論的意義、マリア論的意義があると述べられ

ています。 

この信心の原点について少し紹介します。ロー

マ教会は、もともと 8 月 15 日のこの祝いを、ラ

テン語では“Assumptio”ではなく“Dormitio 

Mariae”、つまり「マリアの休息」または「マリ

アの安息」と呼んでいました。マリアがナザレを

出て、エルサレム近くで疲れて休んだとされる場

所があります。その場所に聖堂が建てられ、内壁

にはマリアに関するモザイクが多く描かれました

が、職人が特に重視して大きく描いたのがマリア

の横たわる姿、つまり死の姿でした。それがエル

サレムの共同体から東方へ、そしてやがては西方

教会に広がります。8、9 世紀にガリア、今のフラ

ンスの教会に、教皇の秘跡書（サクラメンタリウ

ム）が譲渡された際、東方の礼拝から多くが取り

入れましたが、その一つが 8 月 15 日の聖母の被

昇天でした。そして、タイトルがいつの間にか

“Dormitio”から“Assumptio”に変わりました。

意味はずいぶんと異なります。そして、さまざま

な神学的論争を経て、マリアの被昇天は、教皇ピ

オ 12 世の“Munificentissimus Deus”（1950 年）

において、その神学的根拠が宣言されたのです。

教会によってミサの祈願には差がありましたが、

第 2 バチカン公会議後の現在は、マリアの被昇天

を祝う祈願を共通にもっています。それは、イエ

スに追従したマリアをよしとしてのことです。 

 

母マリアへの信心 

教会は、マリアはキリストの母であるだけでは

なく、恩恵の計画の中で人類の母でもあると信仰

しています。教会は、全キリスト者に対し、認可

や推薦を受けた信心業を用いて、マリアに対する

個人と共同体の信心を発展させるようにと勧めて

います。ただし、何度も繰り返しますが、守らな

ければならないことは、それが効果的にキリスト

を起源とし、キリストを通して聖霊のうちに神へ

導く完全な表現をもつために、正しくキリスト教

と呼ばれる礼拝から派生したものであることです。

イエスは、弟子を指してマリアに、「これがあなた

の子です」と言われました。ですから、イエスも、

マリアについてゆがんだ信仰を生きてほしいはず

がありません。マリアこそ、私たちに先駆け、被

造物であるにもかかわらずもっとも深くキリスト

を信じることができた方としての模範です。 

そこに、マリア月（聖母月）もあります。指針

はこれを、典礼の季節との調和に向ける必要があ

ると指摘しています（190～191 番）。特に 5 月の

信心は、過越の神秘と教会の始まりである聖霊降

臨の出来事に参与するマリアを際立たせる必要が

あります。5 月は、教会が入信の秘跡を授けた後

の秘義教話を行う時期で、典礼の執行を通して教

会におけるマリアの役割を強調することができま

す。指針は『典礼憲章』108 条を引用して、「信者

の心は、まず主の諸祝日に向けられなければなら

ない」ことを確認しています。 

お告げの祈り（アンジェラス）の信心は非常に

広く行われています。この祈りは救いの出来事を

簡潔に想起させるもので、多くの信徒に慕われて

います。指針は、この祈りの単純な構造と聖書的

性格、そして一日数回、朝・昼・晩と時間を聖別

する典礼的なリズム、過越の神秘へのかかわりか

ら、時代を超えて慕われていると紹介しています

（195 番）。この祈りが正式に教会の信心と定めら

れたのは、16世紀代の教皇ピオ5世によってです。

祈りの前半はガブリエルのあいさつとエリサベト

のあいさつで、聖書の物語に由来しています。そ

れを、より典礼的にするために結びに祈願を加え

たのです。かつて、修道者だけが行っていた聖務

日課に信徒も参加したいと思っても、ラテン語で

は難しいため、その代用として用いられたのです。

そのため、聖務日課と構造がよく似ています。「教

会の祈り」に三つの詩編が組み込まれているよう

に、お告げの祈りも三部構造になっています。で

すから、本当であれば、「教会の祈り」と「お告げ

の祈り」を並行して行う必要はありません。 

アレルヤの祈りは（196 番）、復活節中のお告げ

の祈りに代わるものとして行われる信心です。み

ことばの受肉と過越の神秘を適切に結合している

祈りとして、とても親しまれています。 

ロザリオの信心は、曜日によってそれぞれの神
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秘（玄義）が定められています。つねにキリスト

を黙想しながら、マリアとともに神のみわざをた

たえる信心です。指針は、ロザリオは聖書的刻印

を帯びており、マリアが緊密に参与しておられる

キリストの生涯の救いの出来事を黙想させること

を中心にした祈りである、と定義しています（197

番）。 

 

聖人への崇敬 

聖人への崇敬の原点は、殉教者への崇敬です。

けれども、実際に血を流さずとも迫害を受けて流

刑の地で亡くなった人、たとえば偉大な教皇や教

父をも記念したいという教会の思いが、やがて証

聖者として崇敬させるようになります。典礼色で

いえば赤色ではなく白色で記念される諸聖人がリ

ストに加えられていくようになります。けれども、

原点はつねに殉教者です。なぜなら、キリストご

自身が御父への信仰を、私たちと同じ人間となり、

人間として歩まれ、そして血を流すまで子として

の使命を生きたからです。まことの殉教者はキリ

ストです。そのキリストを模範にしているから、

殉教者はどのような誘惑にも屈しないのです。典

礼でも信心でも、崇敬を表す教会の信仰表現は、

彼らの信仰によるあかしを尊重し、つねに統制し

てきました。 

それぞれの殉教者は、キリストの横顔を思い起

こさせます。けれども、私たちは水による洗礼を

受けてキリスト者になりました。それについては

聖パウロが、「すでに聖性にあずかる者にされてい

る」とはっきり言っているとおりです。聖性は父、

子、聖霊に固有なものだけでなく、そのすばらし

い栄光に人類を再び加えたいという思いで御父は

御子をお遣わしになりました。そして、その御子

によって救いのみわざが成し遂げられ、その実り

あるいは効果によって私たちは今、豊かにされて

います。この私たちのことを、パウロは「聖なる

者」（ローマ 15・25）、つまり聖人と呼んでいるの

です。教会は、11 月 1 日に諸聖人を思い起こし、

翌 11 月 2 日にすべての死者を思い起こしてきま

した。私がこの日についての説教を通してよく話

すことがあります。それは、教会は 11 月 1 日と 2

日と区別して祝い、記念する人々を分けています

が、キリストを観想する模倣者として聖人とされ

る彼らだけでなく、私たちもすでに同じ聖性にあ

ずかっていることを忘れないでほしいということ

です。 

 


