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1 .世界代表司教会議(司教のシノドス)について

1 .世界代表司教会議(司教のシノドス)について

世界代表司教会議 (SynodusEpiscoporum =司教のシノドス:以下「シノ

ドスJ)第14回通常総会は、 20日年10月4日から25日まで、ローマで開催さ

れた。今回のテーマは「教会と現代世界における家庭の召命と使命Jである。

日本の司教協議会からは、 2014年度臨時司教総会 (2015年2月)で代表者に

選出された長崎教区の高見三明大司教が参加した。

世界代表司教会議(シノドス)とは

「シノドス」とは、ギリシア語で、“syn-"(シュンニ「共にJ) と“‘odos"

(ホドス=r道J)の合成語で、「全体を導くもの」を原意とするが、「集会J

や「会議Jなどの意味で用いられる。教会では、「公会議Jr世界代表司教会

議Jr教会会議Jr教区代表者会議Jなどを指すために用いられてきた。

世界代表司教会議は、各国司教協議会を代表する司教たちを主要な参加者

として開催され、教皇と全世界の司教たちとの一致と交わりを深め、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

することを目的としている。また、世界における教会の活動に関する諸問題

を研究する。

このシノドスは、第二バチカン公会議教父たちの要望に応えて、公会議の

体験によって生まれた積極的な精神を生き生きと保つために、 1965年、教皇

パウロ六世により自発教令『アポストリカ・ソリチトゥード.] (1965年 9月

15日)をもって設立された。 2015年は、その設立50周年に当たったため、シ

ノドス会期中に記念式典が行われた。

詳しい規則は、1965年9月15日の上記自発教令に含まれる形で公布された0

1969年に改訂され『シノドス規則 OrdoSynodi Episcoporumjとして発行

され、次いで1971年に増補された。さらに、『カトリック新教会法典j(1983 

年)342 ~ 348条および『カトリック東方諸教会教会法典.] (1990年)に示さ

れているシノドスの構造の主要な要素との整合性と新たな適応のため、 2006

年に改訂され、教皇ベネデイクト十六世の認可を得て現在に至っている。

世界代表司教会議は、提起された問題を討議し、教皇に意見を具申する

が、決定機関ではない。会議に関する権限は、すべて教皇にある。会議の招

集、代表参加者の指名・任命、会議要綱の決定、会議の主宰、開会、延期、
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解散などは教皇の権限で行われる。

世界代表司教会議の種類

世界代表司教会議には、 3種類ある。

(1)通常総会 (Coetusgeneralis ordinariusl Ordinary General Assembly) 

普遍教会の善のために開催される。

(2)臨時総会 (Coetusgeneralis extraordinariusl Extraordinary General 

Assembly) :普遍教会の善のために緊急の決定を要するとき開催される。

(3)特別総会 (Coetusspecialisl Special Assembly) 一つあるいは複数の

特定地域の教会の善のために開催される。

世界代表司教会議総会およびテーマ一覧

これまでの総会は以下の通り。

第 1国通常総会 (1967年9月):カトリック信仰の維持と強化

第 1回臨時総会 (1969年10月):教皇と全司教の共同責任

第2回通常総会(1971年11月):司祭職および世界における正義

第3回通常総会 (1974年9月):現代世界の福音宣教

第4回通常総会 (1977年9月):現代の教理教育

第 5回通常総会 (1980年9月):今日の世界におけるキリスト者の家庭の役割

オランダ特別総会 (1980年1月)

ウクライナ特別総会 (1980年3月)

第6回通常総会 (1983年9月):教会の使命としての和解と償い

第2回臨時総会 (1985年11月)第2バチカン公会議の再確認

第7回通常総会 (1987年10月):教会と世界における信徒の召命と使命

第8回通常総会 (1990年9月):現代の諸状況と司祭養成

第1回ヨーロッパ特別総会 (1991年11月)

第 1回アフリカ特別総会 (1994年4月)

第9回通常総会 (1994年10月):教会と世界における奉献生活とその使命

レバノン特別総会 (1995年11月)

アメリカ特別総会 (1997年11月)

アジア特別総会 (1998年4月)

オセアニア特別総会 (1998年11月)
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1 .世界代表司教会議(司教のシノドス)について

第 2回ヨーロッパ特別総会 (1999年10月)

第10回通常総会 (2001年9月):司教一世の希望のためにイエス・キリスト

の福音に仕える者

第11回通常総会 (2005年10月):聖体(エウカリスチア) -教会生活と宣教

の源泉と頂点

第12回通常総会 (2008年10月):教会生活と宣教における神のことば

第2囲アフリカ特別総会 (2009年10月)

中東特別総会 (2010年10月)

第13回通常総会 (2012年10月):キリスト教信仰を伝えるための新しい福音

宣教

第3回臨時総会 (2014年10月):福音宣教との関連から見た家庭の司牧的

問題

第14回通常総会 (2015年10月):教会と現代世界における家庭の召命と使命

世界代表司教会議総会の開催要領

世界代表司教会議総会は大要以下の要領で進められる。

(1)テーマの選定:世界代表司教会議が開催される前に、世界代表司教会議

事務局 (SecretariaGeneralis Synodi Episcoporum)は、全世界の各司教協

議会に対して、シノドスで優先的に取り扱うべきと判断するテーマ3つを、

優先順位をつけて返送するよう要請する。その中から教皇が1つを選定する。

(2) r提題解説LineamentaJの作成と送付:事務局は、選定されたテーマに

関する意見を全世界の司教たちに求め、寄せられた意見をもとに準備文書と

なる「提題解説jを作成し、再度、各国司教協議会に送付する。その際、本

部の後に質問事項を付し、それぞれに対する回答を求める。

(3) r討議要綱InstrumentumLaborisJの作成と送付:事務局は、それらの

回答をもとに、総会の基礎資料となる「討議要綱」を作成し、本会議開催前

に事前資料として司教たちに配送する。

(4)通常総会に参加する各国司教協議会代表の司教の人数は、全司教の人数

が25名以下の場合l名、 26~ 50名の場合2名、 51~ 100名の場合3名、 100

名以上の場合4名と規定されていいる。代表者は教皇の承認を得て出席す

る。
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今回、シノドス事務局は、「提題解説Jを2014年12月12日付で各国司教協

議会に送り、翌2015年の復活節、 4月15日までに、「提題解説Jの質問事項

に対する回答書を送るよう要請した。

第14回通常総会は、これまでとは異なり、前年2014年10月に行われた第3

回臨時総会と併せて、 12段階で開催J(第3回臨時総会、準備文書ー)され

た。そのため、提題解説の発表から回答までの期聞が短く、日本の司教協議

会は回答書を司教総会で、見なおす時間がなかった。そこで、まずこの提題解

説を翻訳し、全司教と各修道会に配布。 2015年2月の臨時司教総会ではこれ

に関して意見交換を行い、その後、改めて各司教、修道会から送られてきた

意見を加味し、代表参加者である高見三明大司教が回答書を作成することと

なった。回答書作成後、カトリック中央協議会事務局で英訳され、教皇庁シ

ノドス事務局に提出した。

シノドス事務局は、これら各国司教協議会からの回答に基づき、 6月23

日、 3部構成、 147項目からなる「討議要綱Jを発表した。この討議要綱を

基礎資料として第14回通常総会が開催された。

世界代表司教会議総会の進行と開催後公布される教皇の使徒的勧告

世界代表司教会議の議長は本来教皇であるが、実際の司会進行は教皇によ

り任命された l名、あるいは数名の議長代理 (PraesesDelegatus)の交替

によって行われる。

今回は、全体会議の中で代表司教ならびに他の参加者が公式の、あるいは

自由な意見を発表し、また13回に及ぶ分団会(伊、仏、英、西、独の言語別

グループが全部で13)では、「討議要綱Jの各部あるいは各項目について議

論が重ねられた。各部検討の終了ごとに全体会議で発表され、別の編集委員

会の作業を経ながら徐々に「最終報告書案J(従来は「提言J)がまとめられ、

最後の第18回全体会議で項目ごとに投票して採択し、シノドスの結論として

の「最終報告書Jが教皇臨席のもとで承認された。

この「最終報告書Jが事務局長によって教皇に提出される。教皇はそれを

もとに「使徒的勧告ExhortatioApostolica Post-synodalisJを作成し、公布

する。

6 



2.世界代表司教会議に参加して~所感

2.世界代表司教会議に参加して~所感

ヨセフ 高見三明大司教

l.今回のシノドスは、「家庭Jをテーマとしたために教会内外から大きな

注目を集めた。ローマに行く前に、メールでLGBTからの要望が送りつけら

れたかと思えば、結婚や家庭に関する教会の伝統的な教えは堅守すべきであ

る、という主張が送られてきた。この状況はローマにおいてはさらに顕著で

あったように思われる。この両者の動きが、書籍やリーフレットなどの自由

な配布を通して見られた。

2. 2014年の世界代表司教会議第3回臨時総会の最終報告と今回の第14回通

常総会のための意見をまとめて作成された「討議要綱Jが議論の土台および

出発点となった。結婚や家庭の状況は全世界で複雑・多様化してきたため、

あらゆる問題に解決を与え、あるいは解答を与えることは大変困難であると

いうことは、参加者の誰もが認めている。そこで、「教えDoctrinaJと「司

牧PastoraleJあるいは「真理VeritasJと「いつくしみMisericordiaJの葛藤、

あるいは調和が語られた。その中で、全体としての傾向は、教えの基本を曲

げたり、変更したりすることなく、結婚や家庭の問題で苦しんでいる人々

を、できる限りその具体的な状況において理解し、彼らに寄り添い、彼らを

力づけ、いかに教会の交わりへと導くかを常に追求すべきであるという視点

を重視することにあったように思われる。

3. このような司牧的な視点において、もう一つ重要な要素は、当該者に対

する教会共同体全体の理解、受け入れ態勢、共に歩むという姿勢である。教

会の交わりが具体的なものになる必要がある。

4. r教会」という用語は、文脈によって意味が異なりうることに注意する

必要がある。まして、「教会」が「家庭Jに相対するようなものとして理解

されることにも配慮が必要ではないだろうか。また、司牧者が「家庭Jを相

手にすることはあるとしても、「家庭」は一方的に司牧の対象であるだけで

なく、家庭も教会であり、教会の中で、他の家庭に対しでも何らかの司牧的
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役割を果たすべきである、と見ることも重要である。

5. 議論の大多数は、信者同士の「結婚の秘跡」を前提としている。とくに

若い人たちに、結婚の秘跡の恵みや結婚のすばらしさ(“美しさ")をもっと

理解し、体験してもらうことの重要性が強調された。

そのようなことはもちろん日本の教会にとっても重要なことである。しか

し、宣教地で大多数を占める「異宗婚」については、一段落程度言及された

にすぎない。この状況は、ある意味ではやむを得ないとしても、なおかつ、

当然のことながら、日本は日本で、当該者の必要により適切に応えるような

司牧を促進すべきである、と考える。
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3.参加者・開催日程

3.参加者・開催日程

開催期間

20日年10月4日(日)~ 25日(日)

会議場

バチカン、シノドス会議場(パウロ六世謁見ホールの建物内)

テーマ

「教会と現代世界における家庭の召命と使命J
参加者359名

投票権を持つ参加者(シノドス教父)271名

議長:教皇フランシスコ

事務局長:ロレンツオ・パルデイツセーリ枢機卿(シノドス事務局長)

議長代理:アンドレ・ヴァントロワ枢機卿(パリ[フランス]大司教)

ルイス・アントニオ・ G.タグレ枢機卿

(マニラ[フィリピン]大司教)

レイムンド・ダマセノ・アッシス枢機卿

(アパレシーダ[ブラジル]大司教)

ウイルフリッド・フォックス・ナピエ枢機卿

(ダーノてン[南アフリカ]大司教)

総書記:ベーター・エルド枢機卿(エスターゴン二ブダペスト[ハンガリー]

大司教、ハンガリー司教協議会会長、欧州司教協議会連盟会長)

特別書記:ブルーノ・フォルテ大司教

(キエーテイニバスト[イタリア]教区)

広報委員会:委員長:クラウデイオ・マリア・チェッリ大司教

(教皇庁広報評議会議長)

副委員長:フェデリコ・ロンパルディ神父(教皇庁広報局長)

東方教会から:22名

各国司教協議会 アフリカ:44名

アメリカ:45名

アジア:25名

ヨーロッパ:47名

オセアニア:5名
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修道会宣教会総長連盟代表:10名

教皇庁各省庁代表:25名

教皇による任命者:45名

シノドス事務局事務次長:ファピオ・ファベーネ司教

その他参加者

専門家:23名

オブザーパー:51名(女性:30名、男性:21名)

(夫婦:17組34名、女性信徒:10名、男性信徒 :3名、司祭:1名、修道女:

3名)

シノドス事務局:46名

広報担当 :6名

友好使節(キリスト教諸派)

14名

日程(準備期間を含む)

シノドス期間中、午前の部 (09: 00 ~ 12 : 30) と午後の部 (16: 30 ~ 

19 : 00)がそれぞれ、全体会議ないし分団会の 1回分として数えられる。教

皇は、すべての全体会議に出席した。全体会議の議長は、 3名の枢機卿と1名

の大司教が日替わりで担当した。分団会は13分団で、 3週間に13田。「討議

要綱Jの各部あるいは各項目の順序や配置、あるいは内容や文言について議

論する。それを分団会代表の発表者が、各部終了ごとに全体会議で発表す

る。

2014.12.12 iリネアメンタJ教皇庁シノドス事務局より発表0

2015.14.15 iリネアメンタJ回答書、提出締切。

2015.16.23 i討議要綱」発表。

20日.10.13 イタリア司教団主催 教皇フランシスコ司式「家庭のための祈

りの夕べJ(サンピエトロ広場)

2015.10.14 教皇フランシスコ主司式による開会ミサ(聖ペトロ大聖堂)

2015.10.15 第 l回全体会議。教皇の開会あいさつ、事務局長あいさつと連
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3.参加者・開催日程

2015.10.16 第3回全体会議。教皇から今回のシノドスの進行についての話:

「討議要綱」を修正し、教皇承認の後、最終文書を出す。「離婚し、

再婚した人の聖体拝領Jの問題が唯ーではない。第l回分団会。

2015.10.17 第2回・第3回分団会

2015.10.18 第4回・第5回分団会

20日.10.19 第4回全体会議。第 1部の分団会報告、第2部の意見発表。第

5回全体会議。意見発表と白出発言(高見大司教発表)。

2015.10.10 第6回全体会議。第2部と 3部の意見発表(高見大司教発表)。

第7回全体会議。意見発表と自由発言。

20日.10.12 第6回・第7回分団会。

2015.10.13 第8回・第9回分国会。

2015.10.14 第8回全体会議。第2部の分間会報告。意見発表。第9回全体

会議。意見発表と自由発言。

2015.10.15 第10回全体会議。意見発表。第11回全体会議。意見発表、 3組

の夫婦の意見発表と自由発言。

2015.10.16 第12回全体会議。意見発表とオブザーパーらの意見発表。第10

回分団会。

2015.10.17 世界代表司教会議設立50周年記念式典(パウロ六世ホール)

2015.10.18 年間第29主日のミサ。 4福者の列聖式(サンピエトロ広場)。

2015.10.19 第11回・第12回分団会。

2015.10.20 第13回分団会。第14回全体会議。意見発表と第3部の分団会報

止
口

2015.10.22 第15回全体会議。教皇から、家庭評議会、信徒評議会、生命科

学アカデミーの統合発表。事務局評議会の12議員の選出(アジ

アからはタグレ枢機卿)。総書記のエルド枢機卿から、最終報告

書案の紹介。「中東の状況に関するシノドス宣言案」の朗読。

2015.10.23 第16回全体会議。最終報告書案への意見。 51名が発言。

2015.10.24 第17回全体会議。最終報告書案の朗読。第18回全体会議:最終

報告書の項目ごとの投票による採決;投票権所有者:270名。閉

幕にあたり、総書記、事務局長、教皇のあいさつ。中東の司教

たちが作成した宣言文を承認。

2015.10.25 教皇主奇式による閉会ミサ(聖ペトロ大聖堂)
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(太字の文書を本報告書に収録)

12 



4. 開会ミサ説教

4. 開会ミサ説教

教皇フランシスコ

10月4日(日)、朝10時より、バチカン・聖ペトロ大聖堂において、教皇

フランシスコ司式の、世界代表司教会議第14回通常総会開会ミサが行われ

た。以下はそのミサ説教の全訳。

この日は年間第27主日で、朗読箇所は、創世記2・18-24、ヘブライ人へ

の手紙2・9-11、マルコ10・2-16だった。

「わたしたちが互いに愛し合うならば、神はわたしたちの内にとどまってく

ださり、神の愛がわたしたちの内で全うされているのですJ(ーヨハネ 4・

12)。

今日の主日の朗読は、まさに、教会が過しつつあるこの恵みの時のために

選ばれたかのようです。その恵みの持というのは、この感謝の祭儀によって

幕開ける、家庭をテーマとした世界代表司教会議通常総会です。

今日の朗読は、次の三つ、つまり孤独、男女の愛、そして家庭を主題とし

ています。

孤独

第一朗読で見た通り、エデンの閣に住んでいたアダムは、他の被造物に名

前をつけ、そのことによって支配を及ぼしていました。それは、他の被造物

に対する、議論の余地のない、比類ないアダムの優越性を表していました。

しかしそれにもかかわらず、アダムは「自分に合う助ける者は見つけること

ができなかったJ(創世記2・20)ために、孤独を味わっていました。

孤独は、今日も多くの男女を苦しめています。わたしは、自分の家族や子

どもたちにさえ見捨てられてしまったお年寄り、未亡人、自分の夫や妻に置

き去りにされた多くの男女、自分が理解してもらえない、開いてもらえない

と感じ、事実上孤独を味わっている多くの人々、戦争や迫害から逃れてきた
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移民や難民、また消費主義や「使い捨て文化Jの犠牲者である多くの若者た

ちなどに思いをはせています。

今日わたしたちは、グローバル化した世界の矛盾の中に生きています。豪

華な住宅や高層ビルが立ち並ぶ中でも、家や家庭の温もりはますます減って

います。人々は多くの野心的な計画に取り組む一方、その計画によって実現

されたものを楽しむ時間はありません。娯楽のための洗練された手段は多く

ありますが、心の中の深い虚無感は広がるばかりです。快楽はあふれでいま

すが、愛はほとんど見出せません。自由はありますが、自律性は乏しくなっ

ています。孤独を感じる人々はますます増えていますが、同時に、利己主

義、ゅううっさ、破壊的な暴力、快楽やお金への奴隷状態に閉じこもってし

まう人々も増えているのです。

ある意味、わたしたちは今日、アダムと同じ経験を生きているといえま

す。大いなる力に伴う、大いなる孤独ともろさの経験です。家庭はその象徴

です。確かで愛に満ちた関係を、健やかな時も病める時も、豊かな時も貧し

い時も、良い時も悪い時も発展させていくことへの真剣さは、ますます失わ

れています。永続的で、忠実で、真剣で、、安定した実り豊かな愛は、あざけ

られる一方で、、あたかも過去の遺物のように見られています。そして最も発

展した社会とは、実は最も出生率が低く、最も人工妊娠中絶、離婚、自殺の

率が高く、また環境汚染や社会的退廃が進んだ社会であるように思われま

す。

男女の愛

第一朗読ではさらに、神はアダムの孤独に心を痛められ、こう語ります。

「人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろう J(創世記2・

18)。人の心を幸せにするのは、自らと同じように愛し、愛に応え、孤独と

寂しさから解放してくれる、もう一人の人間の心に他ならないことを、この

ことばは示しています。これはまた、神が人聞を創造された目的は、人が独

りでいたり、悲しみに暮れたりするためではなく、幸せのため、人がその歩

みを、自分を補ってくれる誰かと分かち合い、素晴らしい愛の経験を生きる

ため、つまり、愛し愛されるため、そして今日朗読された詩編で言われてい

るように、豊かな愛の実りを子どもたちの中に見るためなのです(詩編128

参照)。

14 



4.開会ミサ説教

人が男女の愛のきずなのうちに満たされることを見、幸福のうちに共に歩

み、そして互いにささげ合うことのうちに豊かな実りを結ぶのを見ること

を、神は愛する被造物のために夢見ておられます。これは、今日朗読された

福音の中でイエスが述べられた神の計聞と同じものです。「天地創造の初め

から、神は人を男と女とにお造りになった。それゆえ、人は父母を離れてそ

の妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく、一体

であるJ(マルコ10・6-8。創世記 1・27、2・24参照)。

ことば巧みな質問に対して一一すっかり定着した、侵すことのできない

現実として離婚を実践していた群衆の評判を悪くしようとしてイエスをわな

にかけるためになされたにちがいない質問一一、イエスは、率直で意外な

仕方で返答されます。イエスは天地創造の初めにまで、立ち戻って、神が人間

の愛を祝福されるということ、そして神こそが互いに愛し合う男女の心を合

わせ、一致と不解消性のうちに結び合わせてくださるということを教えられ

ます。このことはつまり、結婚生活の目的は、ただ単に生涯ともに生きるこ

とではなく、生涯愛し合うことだということです。イエスはこのようにし

て、原初からの秩序をあらためて確認されたのです。

家庭

「したがって、神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならな

いJ(マルコ10・9)。これはあらゆる形態の個人主義や律法主義を克服する

ようにとの、信者に対する勧告です。そのような個人主義や律法主義に潜ん

でいるのは、つまらない利己主義や、神の計画における夫婦や性の真の意味

に忠実で、あることへの恐れです。

実際、死から復活へ過ぎ越すイエスの無償の愛の愚かさに照らしてのみ、

夫婦の間だけの、死に至るまでの無償の愛の愚かさが理解できるようになる

のです。

神にとって、結婚とは、少年期の理想郷のようなものではなく、むしろそ

れなしには被造物が孤独に陥らざるをえない夢なのです。実に、この神の計

画を受け入れることへの恐れが、人の心をまひさせてしまいます。

逆説的に、こうした神のはからいをしばしばあざける現代人も、やはり本

当の愛、堅固な愛、実り豊かな愛、忠実で永続的な愛に引きつけられ、魅了

されているのです。彼らは一時的な愛を追いかけていますが、本当の愛を夢
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見ており、また、肉体的な快楽を追い求めますが、完全な献身を望んでいる

のです。

実際、「無制限の自由が約束したものを十分に楽しんだ今、わたしたちは

『この世界の悲しみ』という表現を改めて理解し始めています。禁じられた

快楽は、禁じられなくなった途端に、その魅力を失ってしまいました。それ

は限界まで追求されても、また際限なく繰り返されても、味気のないものに

なってしまうばかりです。なぜなら、それは有限なものだからであり、その

一方で、わたしたちは、無限なものに飢え渇いているからですJ(ヨゼフ・

ラ ッツインガー rAuf Christus Shauen. Einubung in Glaube， Hoffnung， 

Liebe (キリストを見つめて一一信仰、希望、愛の修練H[フライブルク、

1989J 73ページ)。

この困難な社会的状況、また結婚をめぐる状況の中で、教会は、忠実と真

理と愛のうちに、その使命を生きるように呼ばれています。荒れ野で叫ぶ声

のように、教会は師に対して忠実にその使命を生きるのです。それは、忠実

な愛を守り、結婚を神の愛が現れる場として生きている数多くの家庭を励ま

すためであり、いのち、すべてのいのちの聖性を守るためであり、また結婚

のきずなの一致と不解消性を、神の恵みのしるし、そして人が真剣に愛する

ことのできるしるしとして守るためです。

教会は、一時的な流行や支配的な意見に左右されることのない真理に根ざ

してその使命を生きるよう呼ばれています。真理は人間と人間性を、自分に

ばかり関心を向ける誘惑から守り、また実り豊かな愛を不毛な利己主義に、

忠実なきずなを一時的な結びつきに変えてしまう誘惑から守ります。「真理

がなければ、愛は感傷へと成り下がってしまいます。愛は空j同化され、人々

は自己本位な方法でそれを埋め尽くそうとします。真理をもたない文化にお

いて、愛はこのような致命的な危険性に直面しますJ(ベネデイクト十六世

間勅『真理に根ざした愛j3)。

そして、教会は愛をもってその使命を生きるよう呼ばれているので、他の

人々を指弾して裁くのではなく、むしろ母としての本性に忠実に、傷ついた

夫婦を探し出し、歓待といつくしみの油をもって治療しなければならないと

感じるのです。また、助けと支えを求めて扉をたたく人を、誰であれ、迎え

入れるために開放したままにした「野戦病院」でなければならないと感じ、

さらには、傷ついた人類と共に歩み、彼らを含めて、救いの泉へ導くため
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4.開会ミサ説教

に、真の愛をもって、他の人々に向かつて自らのの囲いから出ていかなけれ

ばなりません。

それは、「安息日は、人のために定められた。人が安息日のためにあるの

ではないJ(マルコ 2・27)ということと、イエスが「医者を必要とするのは、

丈夫な人ではなく病人である。わたしが来たのは、正しい人を招くためでは

なく、罪人を招くためであるJ(マルコ 2・17) と語られたことを忘れずに、

基本的な価値観を教え、擁護する教会です。また、傷ついた人類にとっての

善いサマリア人となるという自らの使命を忘れずに、人を孤独から解放する

力をもち、本物の愛を教える教会です。

聖ヨハネ・パウロ二世が以下のように述べられた時のことを思い出します。

「過ちと悪は常に非難され、撲滅されなければなりません。しかし、失敗し

たり、間違ったりする人は、理解され、愛されなければなりません。......わ

たしたちは自分の時代を愛し、その時代の人々を助けなければなりません」

(イタリア・カトリック・アクションへの演説、 1978年12月30日、 Unsegnamenti

(教え)j1 [1978J、450ページ)。教会は、彼らを探し、迎え入れ、ともに歩

まなければなりません。なぜなら、扉を閉ざした教会は、自分自身とその使

命を裏切り、橋渡しとなるよりも、むしろ障壁となってしまうからです。「事

実、人を聖なる者となさる方も、聖なる者とされる人たちも、すべて一つの

源から出ているのです。それで、、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としな

いJのです(ヘブライ 2・11)。

このような精神をもって、おとめマリアとそのいとも清い夫聖ヨセフのと

りつぎによって主に願いましょう。シノドスを通してわたしたちとともにお

られ、教会を導いてくださいますように。
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5.高見三明大司教の発表

自由発言 (2015年10月9日)

国みことばの朗読と分かち合いを全教会で実践することについて。

結婚と家庭生活は広範で多種多様な問題や課題に直面しています。これら

の課題の背後にある主な要因の中に、各個人と家庭の信仰の問題がありま

す。家庭の中にさえ及んでいる、ますます極端化しつつある個人主義と信仰

の危機を前にして信仰を立て直す必要があります(，討議要綱J第6項参照)。

その信仰を呼び覚まし養う一つの効果的な方法は、神のことばを朗読し分

かち合うことです。たとえば、「討議要綱J38や80には、みことばを生きる

重要性を理解することを助け、実際にそうする方法を示すものとして、レク

チオ・デイヴイーナのことが言及されています。すでに世界中で聖書を祈り

のうちに読むことを基本にした、さまざまな方法の聖書の分かち合いがあり

ます。そのような方法の中に、「聖書百週間Jや「セブンステップJなどが

あります。さらに言えば、小共同体は小教区の中につくる価値があると思い

ます。

このシノドスが、普遍教会全体で神のことばを朗読し、分かち合い、生き

ることを強力に推進することを決断するよう、そしてその決断を教皇が認証

するよう希望しています。

代表発言 (2015年10月10日)

圃「家庭の福音Jについて。

「討議要綱」の中に、「結婚の福音jということばは一度 (no.98) しか出

てきませんが、「家庭の福音Jという匂は14回出てきます。教皇様が、この

シノドスの実りをまとめ上げ、公布する時が来るとき、「家庭の福音」とい

う題目のもとにそうするよう希望します。その際、その福音が向けられる相
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5.高見三明大司教の発表

手を特定する方がいいのではないでしょうか?その福音のメッセージや内容

の受容者に焦点を当てることが大切ではないでしょうか?その場合、すべて

の人が自分たちにとっての「良い便り」として家庭の福音をより進んで受け

入れるのではないでしょうか?

このような「家庭の福音jの宣言は、たとえば次のようなさまざまな人々

に向けられるべきでしょう。

-全教会共同体:結婚のすばらしさや重要性と問時に、理解と忍耐といつく

しみといったものを含む、結婚が直面する諸問題を紹介する。

-司牧にたずさわる人々、特に司教、司祭、助祭。

-若者:堅信の準備の一環として、性や結婚について考える機会を与える。

その準備には保護者も参加してもらう (nos.8， 146参照)。

-結婚の準備をしている人々 (nos.84 ~ 86， 94参照):保護者や近い親戚、

その他の人々。

-結婚生活を始めた人々:喜び、思いやり、赦し、和解などに気づかせる 0

・離婚して再婚した人々、他の困難な状況にある人々、危機的状況にある

人々 。

-キリスト信者でない人々。
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6.世界代表司教会議設立50周年記念式典における演説

教皇フランシスコ

10月17日(土)、朝9時より、バチカン・パウロ六世ホールにおいて、「世

界代表司教会議設立50周年記念式典Jが聞かれた。シノドス事務局の事務局

長、ロレンツォ・パルデイツセーリ枢機卿のあいさつで始まり、ウィーン

(オーストリア)大司教のクリストフ・シェーンボルン枢機卿が50年を回顧

する講演を行った。さらに、 5大陸の各代表者による講話があり、その合聞

には、ボローニャの少年少女合唱団による歌もあり、最後に教皇フランシス

コが演説を行った。以下はその演説の全訳である。

総大司教、枢機卿、司教、兄弟姉妹の皆さん

世界代表司教会議(シノドス)設立50周年を、その通常総会の会期中に記

念することは、わたしたち皆にとって非常に喜ばしいことであり、主に賛美

と感謝をささげます。第二バチカン公会議からこの総会に至るまで、わたし

たちは「共に歩むJことの必要性と素晴らしさを、次第次第により強く感じ

てきました。

この喜ばしい時にあたり、わたしはシノドス事務局長口レンツォ・バル

デイツセーリ枢機卿、同事務次長ファピオ・ファベーネ司教、事務局メン

バー、専門家、その他の協力者、そして陰で毎日夜遅くまで職務に従事して

いるスタッフ一向に、心からのあいさつを申し上げます。それとともに、こ

こにご臨席の皆さんはもとより、総会に出席しているシノドス教父の皆さ

ん、またそれ以外の出席者の皆さんにも、ごあいさつとお礼を申し上げま

す。

この機会にわたしたちはさらに、歴代の事務局長、ブワジスワフ・ルーピ

ン枢機卿、ジョゼフ・トムコ枢機卿、ヤン・ピーテル・スコッテ枢機卿、ニ

コラ・エテロピッチ大司教をはじめ、過去50年にわたり、シノドスのために

奉仕された方々を思い起こしたいと思います。故人も含め、惜しみない、適
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6 世界代表司教会議設立 50周年記念式典における演説

切な取り組みによって、シノドスの発展のために貢献された方々に、心から

の感謝を申し上げます。

わたしはローマの司教としての務めを始めた時から、先の公会議のもっと

も貴重な遺産のひとつであるシノドスを重視したいと考えてきましたl。福

者パウロ六世にとって、シノドスは公会議の姿を再び示し、その精神と方法

とを反映するものでなければなりませんでした2。同教皇は、シノドスの組

織は「時間の経過とともに、ますます完成されていくでしょう勺と指摘し

ていました。 20年後、同じように聖ヨハネ・パウロ二世も「この組織はさら

に改善できるかもしれません。司牧上の団体的責任は、シノドスを通してよ

り十全に表現することができるかもしれませんつと述べています。さらに、

2006年には、ベネデイクト十六世が、それ以前にすでに改訂・公布されてい

た『カトリック新教会法典jr東方教会法典Jにのっとり、『シノドス規則』

の何点かの改訂を認可しました50

わたしたちはこの道を歩み続けなければなりません。わたしたちが生きて

いる世界、わたしたちがその矛盾の中にあっても愛し、奉仕するよう呼ばれ

ているこの世界において、教会はその使命のすべての分野における協力を強

化していくよう、強く求められています。まさに「シノドス性Jの歩みとは、

神が第三千年期の教会に期待しておられる歩みなのです。

* * * 
ある意味、主がわたしたちに求めておられることは、すべて「シノドスj

(共に歩む)ということばの中にすでに含まれています。信徒と司牧者とロー

マの司教が共に歩むこと、それをことばで、いうのは簡単ですが、実行に移す

ことは、それほど容易ではありません。

1 .教皇フランシスコ「世界代表司教会議事務局次長ファピオ・ファベーネ師の司教叙階に

当たっての同事務局長ロレンツオ・バルディッセーリ枢機卿への手紙J (2014年 4月 1

日)参照。

2.福者パウロ六世「世界代表司教会議第i回通常総会開会にあたっての演説J (1967年 9

月30日)参照。

3.問、自発教令『アポストリカ・ソリチチュード.] (1965年9月15日)序文。

4. 聖ヨハネ・パウロ二世「世界代表司教会議第6回通常総会閉会にあたっての演説」

(1983年10月29日)。

5. AAS 98 (2006)、755-779参照。
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第二バチカン公会議は、すべての洗礼を受けた者によって神の民が構成さ

れており、彼ら皆が「霊的な家および聖なる祭司団となるつように呼ばれ

ていることを再確認した上で、次のように述べています。「聖なるかたから

油を注がれた信者の総体は(ーヨハネ 2・20、27参照)、信仰において誤る

ことができない。この特性は、『司教をはじめとしてすべての信徒を含む』

信者の総体が信仰と道徳のことがらについて全面的に賛同するとき、神の民

全体の超自然的な信仰の感覚を通して現れる7J。これが、有名な、「信仰に

おける (incredendo) J不可謬です。

使徒的勧告『福音の喜びJの中で、わたしは次のように強調しました。「神

の民が聖なる者なのは、『信仰において(incredendo) JI、誤ることのない油

を注がれているからですっ。そして、さらにこうも述べました。「教会の中

の役目がどんなものであっても、また信仰の素養に差があっても、洗礼を受

けた一人ひとりが福音宣教者なのです。だから資格のある者だけがそれを進

め、残りの信者はこれを受け取るだけだと考える福音宣教の図式は適当では

ありませんつ。信徒にも、主が教会に示される新たな道を喫ぎわける「嘆覚j

があるのですから、「信仰の感覚Jの視点からは、教える教会 (Ecclesia

docens) と教わる教会 (Ecclesiadiscens) を厳密に分けることはできませ

ん100

わたしが、家庭に関する 2回のシノドスの準備において、通常「提題解説j

を通してなされるように今回も神の民の意見を求めたのは、わたしの以上の

ような信念によっています。もちろん、この種の意見の聞き取りでは、「信

仰の感覚Jを十分にくみ尽くすことはできません。しかし、家庭の意見を聞

くことなしに、また彼らの喜びと希望、苦悩と不安に耳を傾けることなし

に、いかにして家庭について語ることができるでしょうか九部分教会に送

6.第二バチカン公会議『教会憲章jJ100 

7. 同120
8.教皇フランシスコ使徒的勧告『福音の喜びjJ1190 

9. 同1200

10.以下を参照。教皇フランシスコ「ラテンアメリカ司教協議会 (CELAM)の全体調整会議

にあたっての担当司教に向けた演説」、リオデ、ジ、ャネイロ (2013年 7月28日)。同「聖

職者、修道者、司牧評議会役員との面談での演説j、アッシジ (2013年10月4日)。

11.第二バチカン公会議『現代世界憲章jJ 1参照。
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6.世界代表司教会議設立 50周年記念式典における演説

られたこつの「提題解説Jへの回答を通して、わたしたちは少なくとも一部

の家庭から、彼らに緊密に関係し、また彼らがさまざまな意見をもっている

であろう問題について、意見を聞く機会を得たのです。

シノドス的な教会とは耳を傾ける教会であり、聴くということが「聞くだ

けではなく可、それ以上のことだということを理解している教会です。そ

れは相互に耳を傾け合うことであり、その中で一人ひとりにとって学ぶこと

があります。信徒、司教団、ローマの司教、それぞれがお互いに耳を傾け、

また皆が「真理の霊J(ヨハネ14・17)である聖霊に耳を傾けます。それは、

聖霊が「諸教会に告げるJ(黙示録2・7)ことを認識するためです。

シノドスは、教会生活のすべてのレベルにおいて実践される、この傾聴の

結集点です。シノドスの歩みは、「キリストが果たした預言職にも参加する

13 J、神の民に聴くことから始まります。第一千年期の教会にとって大切で

あった原理によれば、「すべての人に関わることは、すべての人によって承

認されなければならないjのです。シノドスは続いて司牧者に聴きます。シ

ノドス教父を通して司教たちは、全教会の信仰の正統な保護者、解説者、証

人としての役割を果たします。彼らは信仰を、しばしば移ろいやすい世の意

見の流れから、慎重に区別できなければなりません。昨年のシノドスの前晩

の祈りにおいて、わたしは以下のように述べました。「シノドス教父の皆さ

んのために、聖霊から何よりもまず、傾聴のたまものを願います。神に耳を

傾けること。そうすれば神と共にその神の民の叫びを聞くことができます。

神がそれと一致することを望んでおられる神のみ旨が自分のものとなるほど

までに、その民に耳を傾けるのです勺。最後に、シノドスの歩みは、ロー

マの司教に耳を傾けることで頂点に達します。ローマの司教は、「すべての

キリスト信者の牧者であり教師15Jとして判断を下すよう呼ばれています。

自らの個人的な信念からではなく、全教会の信仰の最高の証人として、「教

会が、神のみ旨に、キリストの福音に、また教会の伝統に従い、一致してい

12. ~福音の喜び~ 1710 

13. ~教会憲章~ 120 

14.教皇フランシスコ「家庭に関するシノドスの前晩の祈りにおける演説J (2014年10月

4日)。

15.第一バチカン公会議、教義憲章『パストル・エテルヌス』第4章。また、 「新教会法

典』第749条第 l項参照。
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ることを保証する 16Jのです。

シノドスが常に「ペトロと共に、ペトロのもとにJその役を果たすという

こと一一つまり、「ペトロと共に」だけでなく、「ペトロのもとにJその任に

当たるということーーは、自由の制約を意味するのではなく、むしろ一致の

保証です。実際、教皇は主のみ旨により、「司教たちの一致と信者の群れの

一致との恒久的かつ目に見える根源であり、基礎17Jなのです。このことと

関係しているのは、第二バチカン公会議で採用された「位階的交わりJとい

う概念です。司教たちは、司教職の交わりを通してローマの司教と結ぼれて

いますが (1ペトロと共にJ)、同時に、位階制を通して司教団の頭としての

ローマの司教に従っています (1ペトロのもとにJ)180 

* * * 
「シノドス性」は、教会を構成するひとつの側面として、この同じ位階制

の職務を理解するために、もっとも適切な解釈の枠組みを与えてくれます。

聖ヨハネ・クリゾストモが言うように、「教会とシノドスとは同義語である

19 Jということをわたしたちが理解するならば一一教会は、神の民が主キリ

ストに向かう歴史の旅路を「共に歩む」ことに他ならないのですから一一、

その中では、誰も他の人の「上にJ立つことなどできないということも理解

できます。むしろ教会の中では、旅路において兄弟姉妹に仕えるため、人は

自らを「低く」する必要があるのです。

イエスは教会を設立された時、使徒団をその頂点に据えられました。使徒

団の中でもベトロは、信仰において兄弟たちを「力づけJなければならない

(ルカ22・32参照)1岩J(マタイ 16・18参照)でした。しかしこの教会は、

逆さまのピラミッドのように、その頂点が一番下に来るのです。権威を行使

する人々が「奉仕者Jと呼ばれるのはそのためです。つまり、そのことばの

原義によれば、彼らはすべての人の中で、もっとも小さな者たちなのです。

16. 教皇フランシスコ「世界代表司教会議第3回臨時総会開会のあいさつJ2014年10月18

日。

17. 第二バチカン公会議『教会憲章j]23。第一バチカン公会議『パストル・エテルヌス』序

文も参照。

18. 第二バチカン公会議『教会憲章j]22、『教会における司教の司牧任務に関する教令j] 4 

参照。

19. 聖ヨハネ・クリゾストモ『詩編注解j] CExplicatio in Ps. 149: PG55， 493)。
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6.世界代表司教会議設立 50周年記念式典における演説

そしてそれぞれの司教は、自分に託された信徒たちに対して「キリストの代

理者」となります200 最後の晩餐において、かがんで弟子たちの足を洗った、

そのキリストの代理者です(ヨハネ13. 1 -15参照)。同じように、ペトロ

の後継者自身も、「神のしもべたちのしもべj以外の何者でもありません210

このことを決して忘れないようにしましょう。主のみことばによれば、昨

日も、今日も、これからも、イエスの弟子たちにとって唯一の権威は奉仕の

権威であり、唯一の権力は十字架の権力です。「あなたがたも知っているよ

うに、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっ

ている。しかし、あなたがたの間では、そうであってはならない。あなたが

たの中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、いちばん上になりたい者

は、皆のしもべになりなさいJ(マタイ20・25-27) 0 Iあなたがたの間では、

そうであってはならない」一一一この表現において、わたしたちは教会の神秘

の核心そのものに到達し、位階制の奉仕を理解するために必要な光を受ける

のです。

* * * 
シノドス的な教会において、シノドスは教会のすべての決定にインスピ

レーションを与える、動的な交わりのもっとも明白な現れに過ぎません。

「シノドス性」の実践の第一のレベルは、部分教会において実現します。

教会共同体全体の利益のために、司祭と信徒がその中で司教と協力するよう

に呼ばれている教区代表者会議(教区シノドス)について言及した後22、『新

教会法典』は、各地の教会における「交わりの組織」と通常呼ばれる「司祭

評議会JI顧問団JI祭式者会JI司牧評議会J23について、多くのスペース

を割いています。これらの組織が、「現場Jとつながっていればいるほど、

また人々や、日常の問題から出発していればいるほど、シノドス的な教会を

形成し始めることができるのです。これらの手段は時に問題をはらんでいま

すが、傾聴と分かち合いの機会を提供するものとして重視されなければなり

ません。

20. 第二バチカン公会議「教会憲章~ 27参照。

21.教皇フランシスコ「世界代表司教会議第3回臨時総会開会のあいさつ」参照。

22. W新教会法典』第460-468条参照。

23. 向第495-514条参照。
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第二のレベルは「教会管区JI教会地方区JI部分教会会議jであり、また

特に「司教協議会jです240 わたしたちはこれらの組織を通して、「団体性j

の中間形態をさらに実現化していくことを考えなければなりません。そのた

めに、古代の教会の組織の一部を現代化し、統合することも考えられます。

こうした組織が、司教団の「団体性jの精神の促進に貢献することができる

ようにという、第二バチカン公会議の願いは、いまだに十分に実現されてい

ません。わたしたちはまだ道半ばであり、途上にあるのです。すでに述べた

ように、シノドス的な教会においては、「それぞれの地域で問われるすべて

の問題についての識別を、その教区の司教に代わって教皇が行うことは適切

ではありません。この意味でわたしは、健全な『脱中央集権jを進める必要

を感じています25J。

最後のレベルは普遍教会です。シノドスはカトリック司教団を代表し、完

全にシノドス的な教会における「司教団の団体性jを表すものです260 I司

教団の団体性Jと「完全にシノドス的な教会Jという違った二つの表現があ

ります。このレベルは、場合によっては「実質的なJ団体性ともなり得る「情

緒的団体性」を表すものであり、神の民への配慮のうちに、司教たちを互い

に、また教皇と結び合わせるものです270

* * * 
シノドス的教会を築いていくという責務一一一それはわたしたちすべての者

が、神から与えられた各々の役割において呼ばれている使命です一一ーは、教

会一致運動上、豊かな意味を含んで、います。このため、わたしは最近、コン

スタンテイノーフ。ル総主教庁の代表団への演説で、以下のような信念を再度

述べました。「教会生活において『シノドス性jの原理と長を務める者の奉

仕をどのように一つにまとめていくか、ということを精査することは、わた

したち諸教会の関係促進に大きな貢献をもたらすでしょう 28J。

24. 同第431-459条参照。

25.教皇フランシスコ『福音の喜びJl160 同32参照。

26.第二バチカン公会議『教会における司教の司牧任務に関する教令Jl5、 『新教会法典』

第342-348条参照。

27.聖ヨハネ・パウ口二世使徒的勧告『神の民の牧者Jl8参照。

28.教皇フランシスコ「コンスタンティノーフル総主教庁のエキュメニカル代表団への演

説J (2015年6月27日)。
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6.世界代表司教会議設立 50周年記念式典における演説

シノドス的教会においては、ペトロの首位権の行使もますます脚光を浴び

ることになると、わたしは確信しています。教皇は独仏教会の上に立つの

ではありません。その中にあって、一人の洗礼を受けた者として、また司教

団の中では一人の司教として、同時に使徒ペトロの後継者として、全教会を

愛のうちに統括するローマ教会を指導していくよう呼ばれています290

「教皇職の回心J30を考えることの必要性と緊急性を主張しつつ、わたし

は心から、わたしの先任者、聖ヨハネ・パウ口二世のことばを繰り返します。

「ローマの司教として十分に自覚しており、・・・・・・キリストが切に望んでいる

のは、神への忠実のゆえにその中に聖霊が宿る諸共同体がすべて、完全に日

に見える形で、共に一つになることです。わたしには特別の義務があること

を確信しています。非常に多くのキリスト教共同体がエキュメニズ、ムの成就

を熱く望んでいることは、よく分かっています。首位の権限の本質は何も損

なわないで、しかもなお、新しい状況に対応できる何らかの形式を見いだし

てほしいという要望も、わたしのもとに寄せられています31J。
わたしたちのまなざしは人類にも向けられます。この世界は、参加、連

帯、行政における透明性などを唱導しながらも、しばしば多様な諸民族全体

の運命を、少数の権力者グループの子にゆだねてしまうものです。しかしそ

の中にあって、シノドス的教会は諸国の民のうちに掲げられた旗印(イザヤ

11・12参照)のようです。わたしたちが人々と「共に歩み」、歴史の苦悩を

分かち合う教会として人々の侵すことのできない尊厳と権力の奉仕の役割を

再発見することにより、市民社会を助け、正義と平等のうちにそれを築き上

げ、わたしたちの後から来る世代に、より美しく、より人間にふさわしい世

界を作ることができるという夢を育んでいきましょう 320 ありがとうござい

ました。

29. アンティオキアの聖イグナツイオ『ローマのキリスト者ヘ~ (Epistula ad Romanos， 

Proemio: PG 5， 686.)参照。
30. 教皇フランシスコ『福音の喜び~ 320 

3 1.聖ヨハネ・パウロ二世田勅『キリスト者の一致~ 950 

32. 教皇フランシスコ『福音の喜び~ 186-192、回勅『ラウダート・シ~ 156-162参照。
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ア.閉会あいさつ

教皇フランシスコ

10月24日(土)の午後、シノドスホールにおいて、最終報告書の各項目に

対する投票が行われた。夕方6時ころに投票が終了し、一向、しばらく鳴り

止まぬ拍手をもってこの最後の作業を終えた。エルド枢機卿のあいさつのあ

と、教皇が閉会のあいさつを行った。

親愛なる総大司教、枢機卿、司教、兄弟姉妹の皆さん

わたしは何よりもまず、教会を絶え間なく支えてくださる聖霊によって、

わたしたちのシノドスのここ数年の歩みを導いてくださった主に感謝したい

と思います。

事務局長口レンツォ・バルデイツセーリ枢機卿、事務次長ファピオ・フア

ベーネ司教、また、総書記ベーター・エルド枢機卿、特別書記ブルーノ・フォ

ルテ大司教、議長代理、書記官、専門家、翻訳者、聖歌隊、そして教会への

完全な献身をもってたゆむことなく働いてくださったすべての人々に心から

感謝しミたします。また、最終報告書の編集委員会にも感謝を申し上げます。

一部の委員は徹夜でした。

そして、敬愛するシノドス教父、友好使節、オブザーバーやアドバイ

ザー、小教区の司祭や一般家庭の皆さん、皆さま全員の活発で意義深い参加

に感謝します。

わたしはまた、「匿名のJ人々、このシノドスのために、沈黙のうちに惜

しみない貢献をされたすべての人々に感謝します。

わたしは、主が豊かな恵みのたまもので皆さんに報いてくださるよう、お

祈りすることをお約束します。

シノドスの進行を見守る中で、わたしは自らに問いました。この家庭につ

いてのシノドスの閉幕は、教会にとってどのような意味を持つのだろうか、

と。
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7. 閉会あいさつ

シノドスはもちろん、家庭に固有のすべての問題を確定しようとするので

はありません。むしろこれらの問題を、福音と伝統と教会の 2千年の歴史の

光によって照らし、希望の喜びを呼び覚ますことを臼指しました。そして、

議論の余地のないことや、すでに過去に述べられたことを安易に繰り返すこ

とはしませんでした。

また、シノドスは閉幕にあたって、家庭が直面し、また家庭を脅かしてい

るすべての困難や疑問に対する完全な解決策を見出したわけではありませ

ん。むしろそのような困難や疑問を信仰の光の下に慎重に検討し、恐れるこ

となく、正面から向き合いました。

シノドスはまた、すべての人々に、家族制度の重要性、また一致と不解消

性の上に築かれた男女の結婚の重要性を理解するように、そしてそれを社会

と人間生活の基礎として尊重するように呼びかけました。

シノドスは、家庭の重荷や希望、富や課題を背負って世界中からローマに

やってきた、さまざまな家庭や教会の司牧者たちの声に耳を傾け、またその

声を伝えました。

シノドスは、まひしてしまった良心を揺り動かすことを恐れず、また家庭

に関する難しい問題についても、活発かっ率直に議論することを恐れない、

カトリック教会の生命力を証明しました。

シノドスは、今日の現実、さらにいえば、さまざまな現実を神の目で見つ

め、読み解くことを目指しました。それは、この歴史的な失意の時代、社会

的、経済的、倫理的危機や、否定的な態度が支配的な時代にあって、人々の

心に信仰のともしぴをともし、明るく照らすためです。

シノドスは、石打ち刑の石を他人に投げつけながら福音を「無理に吹き込J

もうとする人々とは反対に、教会にとって、福音が永遠の新しさの生ける源

であり続けていることを、すべての人々にあかししました。

シノドスはさらに、しばしば教会の教えや善意の裏にさえ隠れて、モーセ

の椅子に座って、時に優越心と軽薄さをもちながら、複雑な問題や傷ついた

家族を裁いてしまう、閉ざされた心を取り除きました。

シノドスは、教会が心の貧しい人の教会、またゆるしを願う罪人の教会で

あり、単に義人や聖人の教会ではないこと、むしろ自らが貧しく、罪深いと

感じる時に、義人や聖人の教会となることを確認しました。

シノドスは、あらゆる陰謀説に根ざす解釈や暗い展望を乗り越えるため、
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地平を広げることを目指しました。そうすることで神の子らの自由を守り広

め、また時に古めかしいことばや単に理解不能なことばがもたらすさびに覆

われている、キリスト教が有する新しさの美を伝えることができるのです。

このシノドスの歩みの中で自由に示されたさまざまな意見一一不幸にも、

それは時にあまり好ましくない方法で示されたこともありましたがーーは、

間違いなく議論を豊かに、また活発にしました。そして、教会は「できあい

の文章jを使うのではなく、渇いた心を揺り動かすため、信仰の尽きること

のない源泉から生ける水をくみ取り、その生き生きとした姿を示しました10

わたしたちはまた、教会の教導職によって十分に定義されている教義的な

問題とは別に、ある大陸の司教にとって普通と思われることが、別の大陸の

司教にとっては奇妙であり、ほとんどスキャンダルのように息われる場合が

あること、ある社会において権利の侵害であると考えられていることが、他

の社会では当然で不可侵のおきてと考えられていることがあること、ある

人々にとって良心の自由と思われていることが、他の人々にとっては単なる

混乱としか見なされないことがあることなど、見て来ました。現実には、文

化というものは非常に多様であり、あらゆる一般原理一一一先ほど述べたよう

に、教会の教導職によって十分に定義されている教義的な問題がそうですが

ーーもしあらゆる一般原理が尊重され、適用されるようになるとすれば、そ

の文化の中に根付く必要があります2。第二バチカン公会議閉幕20周年を記

念した1985年のシノドスはJ文化内開花(インカルチュレーション)Jを、「キ

リスト教への統合による、真正な文化的価値の奥深い変容、またさまざまな

人類の文化におけるキリスト教の定着3Jとしています。「文化内開花Jは、

真正な価値観を弱めるのではなく、その真の強さと正統性を示します。なぜ

なら、それらの価値観は自ら変化することなく適応するからであり、それば

かりか、さまざまな文化を徐々に、穏やかに、変容させていくからです40

1 .教室フランシスコ「教皇庁立アルゼンチン・カトリック大学神学部設立百周年記念にあ

たって同大学総長に宛てた手紙J (2015年3月3日)、参照。

2.教皇庁聖書委員会『聖書に照らして見た信仰と文化 教皇庁聖書委員会1979年総会議事

録~ (LDC、Leumann，1981) 、ならびに第二バチカン公会議『現代世界憲章~ 44参照。

3. 世界代表司教会議第2 回臨時総会『最終報告~ (iオッセルヴ、アトーレ・ロマーノ」

1985年12月10日、 7)0 

4. i教会は自らの苛牧の使命に基づいて、歴史の変化と精神性の進化に常に注意を払ってい
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7.閉会あいさつ

わたしたちは豊かな多様性をもちつつも、常に同じ課題に直面しているこ

とを理解しました。その課題とは、家庭をあらゆるイデオロギー的な、また

個人主義的な攻撃から守りながら、現代の人々に福音を宣べ伝えるというこ

とです。

わたしたちは、相対主義や他の人々を悪者扱いする危険に決して陥ること

なく、「すべての人々が救われJる(ーテモテ 2・4参照)こと以外何も望

んでおられない神、わたしたちの人間的な計算を超えた、その神の善といつ

くしみとを十全に、勇気をもって受け入れるよう努めました。それは、教会

が生きるように呼ばれている、いつくしみの特別聖年の文脈にこのシノドス

を織り込み、これを背景にこのシノドスを生きるためでした。

親愛なる兄弟姉妹の皆さん。

シノドスの経験を通してわたしたちは、教義の真の擁護者はその字面を守

る人ではなく、その精神を守る人であるということ、概念を守る人ではなく

人聞を守る人であるということ、また定式を尊ぶ人ではなく、神の無償の愛

とゆるしを尊ぶ人だということを、よりよく理解しました。このことは、い

かなる意味でも、定式化された教義の重要性を減じるものではありません。

それは必要なものです。また、法や神のおきての重要性を損なうものでもあ

りません。むしろこのことは、真の神の偉大さを褒めたたえます。神は、わ

たしたちの功績や、ましてわたしたちの行いによってではなく、ただ限りな

く寛大な神のいつくしみによって(ローマ 3・21-30、詩編129、ルカ11・

37-54参照)わたしたちにかかわってくださるからです。また、それは、放

蕩息子の兄(ルカ15・25-32参照)や、ねたみ深い労働者(マタイ20・1-16

参照)がもっ、絶え間ない誘惑を乗り越えることでもあります。さらに言え

ば、それは、法やおきてをより尊重することです。法やおきでは人のために

作られたのであり、その逆ではありません(マルコ 2・27参照)。

この意味で、必要な悔恨や人間のわざや努力はより深い意味を帯びてきま

す。それらは、買い取ることのできない救い、キリストが十字架上で、無償

で成し遂げられた救いの対価としてではなく、わたしたちがまだ罪人であっ

なければなりません。それは当然、そうしたものに従属するためではなく、教会の勧告や指

針を受け入れることに反対する可能性のある障害を乗り越えるためですJ (ジ、ヨルジ、ュ・

コティエ枢機脚へのインタビュー、 『チピルタ・カットーリカ~ 2015年8月8日、 272)。
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た時に、先にわたしたちを愛し、汚れない血の代価によってわたしたちを

救ってくださったかた(ローマ5・6参照)への応答として深い意味を帯びる

のです。

教会の第一の務めは、断罪と破門を振りまくことではなく、神のいつくし

みを告げ知らせること、回心を呼びかけ、すべての人々を主の救いへと導く

ことです(ヨハネ12・44-50参照)。

福者パウロ六世は、素晴らしいことばで次のように述べました。「ですか

らわたしたちは、わたしたちの一つひとつの罪や神からの逃避が神のみ心の

中により強い愛の炎を、そしてわたしたちを取り戻し、救いの計画の中に復

帰させるという望みを燃え立たせるのだと考えることができます。・・・・・・神は

キリストのうちに、限りなく善いかたであることを示されています。・・・・・・神

は善いかたです。そしてご自身において善いかたであるだけでなく、神は一

一わたしはこれを涙ながらに述べますが一一わたしたちにとって善いかたな

のです。神はわたしたちを愛し、探し、考え、知り、感化し、待ってくださ

います。神は一ーもしこのように言うことができるのであれば一一わたした

ちが振り返って、『主よ、あなたの善のうちに、わたしをゆるしてくださいj

と語る日にお喜びになるのです。ですから、このようにわたしたちの'悔恨は

神の喜びとなるのですっ。

聖ヨハネ・パウロ二世も次のように述べています。「教会は、いつくしみ

の信仰を告白し宣言するときに、一一一救い主のいつくしみの泉を委託され、

配る役割をもたされて、救い主のいつくしみの泉へと人々を近づけるとき

に、真の生活を生きています6J。

5. 福者パウロ六世「説教J (1968年 6月23日) (Insegnamenti VI [1968]、1177-

1178)。

6. 聖ヨハネ・パウロ二世間勅『いつくしみ深い神j]130 同教皇はこのようにも述べてい

ます。 1過越の神秘の中で…ー・神は、ご自身そのままの姿をわたしたちに現されます。

つまり、やさしい心をもち、子どもたちの忘思の前にも止まることを知らない、常に

ゆるす覚悟のある父親です」。同 11995年 4月23日『アレルヤの祈り』でのことば」
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(Insegnamenti XVIII、 1 [1995J、1035)。また、以下のように、いくつしみへの抵

抗について説明しています。 1現代の人の考え方は、もしかすると過去の人々よりいっ

くしみの神に反対しているようですし、あわれみという考えを生活から除外し人の心か

ら取り除く傾向に事実傾いているように思われます。 11あわれみ』のことばと観念は人

に居心地悪い気持ちをもたせるようですJ (11いつくしみ深い神j] 2)。



7.閉会あいさつ

さらに、教皇ベネデイクト十六世も述べています。「実際、いつくしみは、

福音のメッセージの中核です。それは神ご自身の名でもあります。......教会

が諮り、行うことはすべて、神がわたしたちに与えるいつくしみを示しま

す。教会は、常にこのいつくしみの愛に促されて、ないがしろにされた真理

や、傷つけられた善を心にとめなければなりません。それは、人々がいのち

を受け、しかも豊かに受けるためです(ヨハネ10・10参照)7 J。
この光の下で、また教会が家庭について語り議論しながら経験したこの恵

みの時を通して、わたしたちは互いに豊かにされました。そしてわたしたち

の多くが、シノドスの真の主役であり、創造者である聖霊の働きを実感しま

した。わたしたち皆にとって、「家庭」ということばはもう、シノドス以前

と同じ響きをもっていません。わたしたちはそのことばの中に、家庭の召命

の豊かさと、シノドスの歩み全体の意義とを見出すのです80

7. 教皇ベネディクト十六世 12008年 3月30日『アレルヤの祈り』でのことばJ

(Insegnamenti IV， 1 [2008J ，489-490)。いつくしみの力について、同教皇はこの

ようにも述べています。 1悪を制限するのはいつくしみです。いつくしみの中には、聖

性、真理の力、愛の力といった、神に特有の本性が示されていますJ0 1神のいつくし

みの主目、説教J (2007年4月15日) (Insegnamenti III， 1 [2007J ，667) )。
8. 1家庭J (イタリア語で"famiglia")という語の一文字ずつを頭文字にとって、教会の使

命を要約することができます。新しい世代を養成する (Formare)こと。彼らが、快楽

や使い捨ての精神にのみ基づいた個人主義的な要求としてではなく、真剣に愛を生きる

ように。そして彼らが再び、実り豊かで安定した真の愛を信じるために。そのような愛

は、自分自身から抜け出し、他者に向かつて自分を聞き、孤独を打ち破り、神のみ旨を

生き、十分に自己実現し、結婚を「神の愛の現れる場所」として理解し、 「すべてのい

のちの聖性を守」り、 「また、結婚のきずなの一致と不解消性を、神の恵みのしるし、

そして人の真剣に愛する力のしるしとして守J (本総会「開会ミサ説教J)るための唯

一の道です。また、結婚準備講座を結婚の秘跡のキリスト教的意味の理解を深める機会

として生かしていくために。他者に向かっていく (Andare)こと。自分のからに閉じこ

もっている教会は死んだ教会であり、自らの固いの外に出ず、あらゆる人々を探し同伴

しキリストへと導かない教会は、自らの使命と召命を裏切る教会だからです。盟企ど2
くしみを示し (Manifestare)、伝えること。困窮している家庭、見捨てられた人々、

放っておかれている高齢者、両親の離婚により傷ついている子どもたち、貧困にあえぎ

生き残るために苦闘している家庭、わたしたちの扉をたたく罪人、わたしたちから離

れてしまっている人々、さまざまな障がいを持っている人々、心や体が傷ついていると

感じているすべての人々、痛みや病気、死や迫害によって引き裂かれた夫婦、こうした

人々に神のいつくしみを示し、伝えることです。良心を照らす(Illuminare)こと。良心
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実際、教会にとってシノドスを閉幕するということは、世界中のあらゆる

場へ、あらゆる教区へ、あらゆる共同体へ、あらゆる状況の中へ、福音の光

と教会の抱擁、神のいつくしみによる支えをもたらすために、真の「共に歩

む旅Jへと戻っていくことなのです。
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ありがとうございました。

はしばしば、創造主である神にとって代わることさえしようとする、有害で軽薄なさま

ざまな力に取り固まれています。一人ひとりの人間の尊厳を最大限守るため、これらの

力の正体を暴き、それに立ち向かわなければなりません。謙遜をもって、教会への信頼

を守り (Guadagnare)、回復すること。教会への信頼は、教会の子ら自身の罪やふるま

いのために、深刻に傷つけられてしまいました。不幸にも、教会内部で一部の聖職者に

よって犯された悪いあかしゃスキャンダルは、教会の信頼性を傷つけ、その救いのメッ

セージの輝きを曇らせてしまいました。健全で忠実な家庭を支え、励ますことに精力的

に取り組む (Lavorare)こと。日常の困難にもかかわらず、多くの家庭が教会の教えと

主のおきてへの忠実さを雄弁にあかしし続けています。福音に基づき、文化の多様性を

尊重する、新しい家庭司牧のあり方を発案する(ldeare)こと。魅力的で喜びに満ちた

ことばで福音を伝え、若い人々の心から、最終的な誓約を結ぶことへの恐れを取り除く

ことができるような可牧。家庭分裂の真の犠牲者である子どもたちに特別な配慮を向け

る司牧。結婚の秘跡のための十分な準備を実現し、また、しばしば生涯継続する誓約の

ための教育よりも、外面的な形式を重視するような現行の実践を中止する、革新的な司

牧。そのような司牧です。そして、すべての家庭、特に困難の中にある家庭を無条件に

愛する (Amare)こと。いかなる家庭も、孤立していると感じたり、愛と教会から排除

されていると感じることがあってはなりません。真のスキャンダルは、愛することへの

恐れであり、その愛を具体的に表すことへの恐れです。



8. 閉会ミサ説教

8.閉会ミサ説教

教皇フランシスコ

12月25日(日)朝10時より、聖ペトロ大聖堂において、 3週間にわたって

討議が続けられてきた世界代表司教会議の閉会ミサが行われた。この日は、

年間第30主日に当たった。以下は、教皇によるミサ説教の全文である。

本日の主日の朗読はすべて三っとも、キリストのうちに最終的に啓示され

た、神のあわれみと父性を示しています。

預言者エレミヤは、民が敵に連れ去られるという、まったくの国家的災厄

の中で、「主はその民を救われた、イスラエルの残りの者をJ(エレミヤ31・7)

と宣言しました。なぜでしょうか。それは、神は彼らの御父であるからです

(31・9参照)。御父として、神は子らの世話をし、その歩みに同伴し、「目

の見えない人も、歩けない人も、身ごもっている女も、臨月の女もJ(31・8)

支えられるのです。神の父性は、多くの涙と多くの苦しみの後、彼らにとっ

て歩みやすい道、慰めの道を開きます。もし民が忠実であれば、もし民が他

国の地にあっても耐え忍んで神を求め続ければ、神は民を捕囚から自由に、

孤独を交わりに変えてくださいます。民が今日、涙のうちにまくものを、明

日は喜びのうちに刈り取るのです(詩編126・5参照)。

詩編を通してわたしたちも、主の救いの実りである喜びを表現しました。

「わたしたちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろう J(向126・2)。

信仰者とは、神の救いの働きを自身の生の中で経験した人です。そしてわた

したち司牧者は、苦労して、時には涙のうちに種をまくことがどういうこと

か、またいつもわたしたちの力や能力を超える収穫の恵みを喜ぶことがどう

いうことか、経験しています。

ヘブライ人への手紙の一節は、イエスのあわれみを示しています。無知な

人、迷っている人に共感するために、イエスも「弱さを身にまとってJ(ヘ

ブライ 5・2参照)おられます。イエスは偉大で、聖なる、汚れない大祭司

ですが、同時にわたしたちの弱さを分かち合い、罪以外のすべてにおいて、
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わたしたちと同じように試練に遭われた大祭司です(同 4・15参照)。その

ためイエスは、わたしたちに救いをもたらす新しく、決定的な契約の仲介者

なのです。

今日の福音は、直接第一朗読に結びついています。イスラエルの民が神の

父性によって解放されたように、バルテイマイもイエスのあわれみによって

自由にされました。イエスはエリコを出たばかりで、エルサレムに向かうと

いうもっとも大切な旅路を歩み始めたばかりだ、ったのに、バルティマイの叫

びに応えて立ち止まります。そしてイエスは彼の願いに心を動かされ、かか

わり合いをもたれます。バルテイマイに施しをすることで満足せず、直接会

おうとされます。指示や返事をするのではなく、質問されます。「何をして

欲しいのかJ(マルコ10・51)。無意味な質問に思われるかもしれません。目

の見えない人が、見えるようになること以外、何を望むというのでしょう

か。しかし面と向かつてなされたこの、直接的ながら敬意のこもった質問に

よって、イエスはわたしたちの必要に耳を傾けたいという意志を示されたの

です。イエスはわたしたち一人ひとりと、人生についての、現実の状況につ

いての会話を望まれるのです。何ものも神の前からは排除されません。バル

テイマイがいやされた後、主は言われます。「あなたの信仰があなたを救っ

たJ(同10・52)。キリストがバルティマイを信頼し、その信仰を称賛する場

面を見るのは素晴らしいことです。わたしたちが自分を信じるより、キリス

トはわたしたちを信頼してくださるのです。

詳しく見ると興味深い点があります。イエスは弟子たちに、パルテイマイ

を呼んでくるように言います。彼らは、この福音書の他の箇所ではイエスし

か使わないこつの表現で、パルテイマイに呼びかけます。最初に、彼らは

「安心しなさい」と言います。これは字義通りには、「信頼しなさい、元気を

出しなさい」という意味のことばです。実際イエスとの出会いだけが、もっ

とも深刻な事態にも立ち向かう力を人間に与えるのです。第二の表現は「立

ちなさい」です。イエスが多くの病者の手を取り、いやされる時に用いられ

たことばです。人を勇気づけ、解放するイエスのことばを、弟子たちは繰り

返しているにほかならず、それによって、説教なしに直接イエスへと導いて

います。今日においても、また特に今日においてこそ、イエスの弟子たちは

このように人を思いやりに満ちた救いのいつくしみに出会わせるよう、呼ば

れています。人間の叫ぴがバルテイマイの叫びのようにどんどん大きくなっ
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8. 閉会ミサ説教

た時、それに対する応答はイエスのことばを自分のものとすること、そして

何よりもイエスの心をまねること以外にありえません。悲劇や争いは神に

とっていつくしみの時です。今はいつくしみの時代なのです。

しかし、イエスに従う人にはいくつかの誘惑があります。今日の福音は少

なくともそのうち二つを強調しています。弟子たちのうちの誰もイエスのよ

うに立ち止りませんでした。彼らは歩き続け、何事もないかのようにどんど

ん進んでいきます。バルテイマイが盲目であるとするならば、彼らは耳が聞

こえないのです。パルテイマイにとっての問題は、彼らにとっては問題では

ありませんでした。繰り返される問題に直面し、わたしたちはかかわり合い

をもたないようにし進み続けた方が良いと考えてしまう危険があります。こ

のような仕方で、わたしたちはこの弟子たちのようにイエスと共にいます

が、イエスのように考えません。イエスのグループの中にいますが、心を開

くことを忘れ、驚きや感謝、熱心さを失い、恵みに慣れ切った惰性の人間と

なってしまいます。イエスについて語り、イエスのために働きながらも、傷

ついた人を思うイエスの心から遠く離れて生きることもできるのです。これ

は誘惑であり、「屡気楼の霊性Jです。つまり人間の砂漠を歩きながら、そ

こに本当にあるものを見ず、自分が見たいと思うものを見てしまうのです。

世界の理想像を作り上げることはできますが、一方で主がわたしたちの目の

前に置かれるものを受け入れられないのです。人々の生活に根を張ることを

知らない信仰は乾いたものであり品完け、オアシスではなく幸庁たな砂、漠を作一り

出すものとなるでしょう。

二つ自の誘惑は「予定表の信仰jに陥るという誘惑です。わたしたちは神

の民と共に歩むことができますが、すでにその予定表をもっており、すべて

のことがそこに含まれています。どこへ行き、どのくらいの時間をそこで費

やすのかがすで、に分かつています。皆がわたしたちのペースを尊重しなけれ

ばならず、いかなる不都合もわたしたちの迷惑となります。福音に出てくる

バルテイマイにいらいらして叱りつけた「多くの人々」のようになる危険が

あるのです。たった今、人々は子どもたちを叱りつけたばかりで(同10・13

参照)、今度は日の見えない物乞いが現れます。迷惑だから、あるいはふさ

わしくないから排除されるべきだ、というわけです。しかしイエスは、とり

わけ隅へ追いやられ、彼に向って叫ぶ人を迎え入れることを望んでおられま

す。バルテイマイのような人々は信仰をもっています。自分が救いを必要と
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していることを知っているということは、イエスに出会う最善の方法なので

す。

最後にバルテイマイは、イエスに従って歩き始めました(同10・52参照)。

視力を取り戻しただけでなく、イエスと共に歩む人々の共同体に合流したの

です。親愛なるシノドス教父の皆さん、わたしたちは共に歩みました。主を

仰ぎ、兄弟姉妹に目を向けながら道程を分かち合ったことを皆さんに感謝し

ます。わたしたちは家族愛の神秘を告げ知らせるため、福音がわたしたちの

時代に示す道を探し求めました。主が望まれる道を歩み続けましょう。主

が、いやしと救いのまなざしを与えてくださるように願いましょう。そのま

なざしは、自らを照らした輝きを覚えているので、光を放つことができるの

です。決して悲観主義や罪によって曇らされることがないように、生ける人

の中で輝く神の栄光を探し、見出していきましょう。
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序文

「福音宣教の観点から見た家庭の司牧的課題」に関して、 2014年に開催さ

れた世界代表司教会議第三回臨時総会を終えるにあたって、教皇フランシス

コは、シノドスの労苦の結晶である「シノドスの最終報告jを公刊すること

を決定されました。それと同時に、聖なる教父はこの文書を、 2015年の10月

4日から25日に、「教会と現代世界における家庭の召命と使命Jというテー

マのもとに開催される第14回通常総会のリネアメンタとして用いることを表

明されました。

リネアメンタとして送付された「シノドスの最終報告」は次のような言葉

で結ぼれています。「ここに提示された考察は、シノドスにおいて、相互に

傾聴するという姿勢の中で自由に交わされた議論の実りであり、次回のシノ

ドスまでの一年に地方教会において熟考され、また明確にされるべき問題や

展望を示したものであるJ(報告n.62)。

リネアメンタには、一連の質問が添付されています。それは、この文書を

どのように受け容れるべきであるか知るためのものであり、臨時総集会の過

程において原動力となった作業を更に掘り深めるのを推進するためのもので

す。「教会の信仰の中に受け継がれてきた啓示が、家庭の美しさ、役割、尊

厳について述べていることを、新たな気持ちと熱意をもって再考するJ(報

告n.4)ことを目指しています。このような展望のもとに、わたしどもは「こ

の一年間、真の霊的な識別をもって、提示された見解を熟考し、家庭が向か

い合わなければならない多くの難題と数知れぬ挑戦に対して具体的な解決策

を見いだすJ(教皇フランシスコの2014年10月18日の閉会講話)ようにと招

かれているのです。「シノドスの最終報告」とともに、この協議の結果が、

2015年10月の第14回通常総会のInstrumentumlaborisの資料となるでしょ

つ。

司教協議会は、それぞれの教会のすべての構成員、学術施設、諸機構、信

徒活動団体、そして他の教会に属する連合体 (associations) を取り込むふ

さわしい方法を選択するように求められています。
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世界代表司教会議第3回臨時総会最終報告

(2014年10月5-19日)

序

1 教皇を囲んで、集ったシノドスは、世界中のすべての家庭、その喜び、苦

労、希望に思いを向ける。とりわけシノドスは、多くのキリスト者の家庭が

惜しみない忠実さをもって自分の召命と使命に応えていることを、主に感謝

しなければならないと感じている。これらのキリスト者は、家庭としての歩

みが障害や無理解、苦しみをもたらす時でさえ、喜びと信仰をもってその召

命と使命に応えている。全教会と本シノドスは、これらの家庭に敬意と感謝

と励ましを送る。 2014年10月4日土曜日、家庭についてのシノドスの準備の

ため、サンピエトロ広場で行われた前晩の祈りの中で、教皇フランシスコは

分かりやすく具体的な表現で、すべての人の人生にとって家庭での体験が中

心的なものであることを思い起こさせている。「わたしたちの集いにも夜が

来ました。喜んで、家に帰る時間です。 深い愛情のうちに、自分が行った善や

受け取った善の豊かさ、また心を温め、成長させる出会いの豊かさのうち

に、同じ食卓を囲んで顔を合わせるためです。そこには人々の日常の終わる

ことのない祝祭を先取りする、良質のぶどう酒があります。夜はまた、破れ

た夢や実現しなかった計画という辛いたそがれ時の中で、自分の孤独と向き

あう人にとって、もっとも重苦しい時間でもあります。いったいどれほどの

人が、あきらめ、放棄、憤りの行き止まりの中で日々を過ごしているでしょ

うか。いったいどれほどの家庭で、喜びのぶどう酒が、そしてそれ故に生き

ることへの意欲一一知恵そのものーーが、不足していることでしょうか。

一この夜、互いのために祈り合うとともに、すべての人のための祈りをさ

さげましょう。J

2 喜びと試練、深い愛情と時としては傷ついた人間関係の場である家庭

は、真に「人間形成の学校J(第二バチカン公会議『現代世界憲章j52参照)

であり、その必要性は強く感じられている。 f地球村」のさまざまな分野に

おいて、家庭という制度の危機を告げる多くの兆候があるにもかかわらず、

結婚して家庭を築きたいという渇望が特に若者の間で生き続けている。人間
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性に精通し、自らの使命に忠実である教会は、その要望に促され、休むこと

なく、また深い信念をもって、「家庭の福音」を告げ知らせる。この福音は、

イエス・キリストのうちに示された神の愛の啓示とともに教会にゆだねられ、

教父や霊性の大家たち、また教会の教導職によって途切れることなく教えら

れてきたものである。家庭は教会にとって格別な重要性を持っており、そし

てすべての信者が自分自身の殻から外に出ていくよう招かれているこの時

に、家庭は福音化の、無視することのできない主体として再認識される必要

がある。シノドスは多くの家庭のあかしの使命に思いを向ける。

3 2014年10月の臨時総会において、ローマの司教(教皇)はシノドスに対

し、家庭の決定的で尊い現実について考察し、 2015年10月に開かれる通常総

会において、またそれまでの一年間に、考察を深めるよう要請した。「ロー

マの司教の周りに一つに集まるということは、すでに恵みの出来事です。そ

こに司教団の団体性は霊的、司牧的識別の歩みのうちに表れます。j教皇フ

ランシスコはこのようにシノドスの経験を描写し、神のしるしと人間の歴史

のしるしの双方に耳を傾けるという両面的な課題と、それが必要とする両面

的かつ唯一の忠実さを示した。

4 これらの言葉を考慮した上で、われわれの考察と討議の結果を以下の三

部にまとめた。第一部「聴くことJでは、今日の家庭の、光と影が伴う複雑

な現実に注意を向ける。第二部「キリストへのまなざし」では、教会の信仰

の中に受け継がれてきた啓示が、家庭の美しさ、役割、尊厳について述べて

いることを、新たな気持ちと熱意をもって再考する。第三部「現実に向き合

うjでは、主イエスの光のもとに、男と女の結婚の基礎の上に築かれた家庭

に対する、教会と社会の責任をどのように新たにするか、その方法を識別す

ることを目指す。
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第一部

聴くこと:家庭の置かれた状況と突きつけられた課題

社会的文化的状況

5 キリストの教えに忠実に留まりつつも、われわれは今日の家庭の現実

を、そのあらゆる複雑さのうちに、光の面も影の面も見ていく。われわれ

は、両親、祖父母、兄弟姉妹、近い親族、遠い親戚、またあらゆる結婚を成

立させる二つの家族の結びつきに思いを馳せる。人類学的、文化的変化は今

日、生活のあらゆる側面に影響を与えており、分析に基づく多様なアプロー

チを必要としている。肯定的な側面がまず最初に強調されなければならな

い。少なくとも、ある地域においては、表現の自由が拡大され、女性や子ど

もの権利が以前よりも認められるようになってきている。しかし、その一方

では、極度の個人主義に代表されるような、増大しつつある危険についても

同じように考察しなければならない。極度の個人主義は、家族のきずなを変

質させ、また家族の構成員をそれぞれ孤島のようにとらえるに至り、ある場

合には、人間とは自身の欲望によって構成されており、その欲望は絶対であ

る、という考え方を横行させている。これに加えて、多くのカトリック信者

に見られる信仰の危機があり、これはしばしば結婚や家庭の危機の原因とも

なっている。

6 現代文明の大きな貧困のひとつは孤独であり、これは人々の生活の中に

おける神の不在、そして人間関係のもろさに起因している。また、社会的・

経済的現実に対する、全体を覆い包む無力感がある。これがしばしば家庭を

押しつぶすことになる。こうしてますます悪化する貧困と、時には真の悪夢

として経験される労働の不安定さ、重すぎる税負担が若者たちに結婚する気

を起させないことになる。しばしば、家庭は無関心や無配慮によって社会制

度から見捨てられているように感じている。社会組織の観点から見た否定的

な影響は明らかである一一人口統計上の危機から育児上の困難まで、生まれ

てくるいのちを迎え入れることの苦労から、高齢者の存在を重荷として感じ

ること、また時には暴力にまでおよぶ感情的問題の発散までに及ぶ。若者た

ちの未来を保証する法制度や労働条件を整え、彼らが家庭を築く計画を実現
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するのを助けるのは国家の義務である。

7 大きな挑戦を突き付ける文化的、宗教的状況も存在する。ある社会で

は、一夫多妻制がいまだに実践されており、またある伝統においては「段階

的結婚J(足入れ婚)の習慣が残っている。他の社会では第三者が取り仕切

る結婚が続けられている。カトリック教会が少数派である国々では、混宗婚

や異宗婚が非常に多く、法律的な問題、洗礼や子育てにまつわる問題、また

双方の異なる信仰を互いに尊重することなど、多くの困難をもたらしてい

る。こうした結婚においては、相対主義や無関心の危険もあるが、異なった

信仰を持つ者が同じ屋根の下で調和のうちに暮らすことが、エキュメニズム

の精神や諸宗教対話を促進する可能性もある。西洋諸国だけでなく、多くの

社会で、結婚前の同棲や、制度的拘束という形を取ることを意図しない同棲

がかなり広がってきている。これに加え、結婚や家族を危うくするような立

法の問題もある。世界中の多くの場所で、世俗化のため、神への言及が極度

に少なくなり、信仰は社会的に共有されるものではなくなってきている。

8 とくにいくつかの国では結婚関係の外で生まれる子供が多くあり、片親

に育てられたり、再

j済斉的理由のみによつて離婚に踏み切る例も珍しくなしい瓦'0子どもたちはしばし

ば夫婦間の争いの原因、家庭分裂の真の犠牲者となっている。父親たちは

もっと明確に子どもたちゃ家族に対する責任を負うべきであるが、彼らが経

済的理由からばかりでなく、家庭を不在にすることもしばしば見受けられ

る。女性の尊厳はもっと守られ、促進される必要がある。実際、今日多くの

場で、女性であることは差別の対象となることであり、母親となる賜物も、

価値のあるものとして示されるよりも、むしろそれによって不利な立場に置

かれてしまうことが多い。増加しつつある女性に対する暴力も決して忘れて

はならない。不幸にもそのような暴力は時に家庭の中で行われ、またいくつ

かの文化においては女性器の切除という深刻な習慣が広く行われている。ま

た、子どもたちの性的搾取は現代社会のもっとも恥ずべき、邪悪な現実のひ

とつである。戦争やテロリズム、組織犯罪による暴力にさらされた社会で

は、家庭をめぐる状況が悪化しており、とくに大都市やその周辺ではいわゆ

るストリートチルドレンも増加している。さらに移住の問題は、それが家庭
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生活にもたらすすべての重荷とともに、われわれが向き合い、理解しなけれ

lまならない時のしるしである。

生活における情緒面の重要性

9 上に述べたような社会の状況に直面して、世界中の多くの地域で、人々

は自分自身の人格を大切にすること、自分の内面をよく知り、自分の感情や

感覚との調和のとれたよりよい生を生きること、また精神生活におけるよい

人間関係を求めることの必要性をより強く感じている。このような正当な望

みは、家族関係のように聞く結ばれ、責任を伴った関係、また自己献身的で

相互に建設的な関係を作りだすことへの欲求につながっていくであろう。個

人主義、また自己中心的に生きることの危険は重大である。教会にとっての

課題は、夫婦を情緒的側面の成熟において助け、また対話や徳、憐み深い神

の愛に対する信頼を促進するため、その精神的進歩を助けることである。キ

リスト者の結婚において求められる完全な献身は、自己中心的な個人主義に

対する強力な解毒剤となるであろう。

10 現代世界においては、際限のない情緒性を押しつけて来るような文化的

傾向に事欠かない。そこにおいてはより複雑な側面も含め、そのような情緒

のすべての側面を探ろうとする傾向がある。事実、感情的なもろさは大きな

現実的な問題である。自己陶酔的で、不安定かつ変わりやすい情緒は個々人

がより成熟していくための助けにはならない。特に懸念されるのはポルノの

氾濫や肉体の商業化である。その要因として、インターネットの悪用、さら

には売春を強要するような悪しき状況が挙げられる。このような状況の中

で、夫婦は時に不確かさやためらいを覚え、成長する方法を見いだすことに

苦労している。多くの夫婦は、情緒的、性的生活の初期段階にとどまってし

まう傾向がある。夫婦の危機は家庭を不安定にし、別居や離婚によって、大

人、子ども、そして社会全体に深刻な影響を及ぼし、個人や社会のきずなを

弱体化させている。また、子どもをもうけることに消極的な考え方や、リプ

ロダクテイブ・ヘルス(性と生殖にかかわる健康)を推進する国際的な政治

力の後押しを受けた人口減少は、世代交代が保証されない状況を作り出して

いるのみならず、いずれ経済の困窮化や将来への希望の喪失につながる危険
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さえある。バイオテクノロジーの発展も出生率に大きな影響を与えてきた。

司牧上の課題

11 こうした状況の中で、教会は真理と希望の言葉を発する必要性を感じて

いる。教会は、人間は神に由来することを確信し、したがって、人間である

ことの意味を改めて問いなおす思索が、人類のもっとも深い期待のうちに豊

かな大地を見いだすことができるといっ確信のもとに行動しなければならな

い。結婚とキリスト者の家庭の大いなる価値は、個人主義と快楽主義に特徴

づけられる時代においても、人間存在共通の探究に応えるものである。教会

は人々を具体的な存在として受け入れねばならず、失敗を犯した人や、さま

ざまな状況にある人たちについても、その探求を支え、神への渇望ならびに

自分たちが完全に教会の一部であることを感じたいという望みを励ます方法

を知らなければならない。キリスト教のメッセージは常にそれ自体の中に、

キリストのうちに統合される、あわれみと真理の現実と原動力を含んで、いる

のである。
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第二部

キリストへのまなざし:家庭の福音

イエスへのまなざしと救いの歴史における神の教育法

12 i現代的な挑戦の地平を進むわたしたちの足取りを確かなものにするた

めに、決定的な条件は、イエス・キリストへとしっかりとまなざしを据え続

けること、その御顔を黙想し礼拝し続けることにあります....一実際、わたし

たちがキリスト者としての経験の源に立ち返るたびに、新しい道と考えもし

なかった可能性が開かれてくるのですJ(教皇フランシスコ、講話、 2014年

10月4日)。イエスはご自分が出会った男女を愛と優しさのうちに見守り、

神の国が求める事柄を告げ知らせながら、真理と忍耐とあわれみをもって、

彼らの歩みに向伴された。

13 創造の秩序はキリストに向かうものと定められているので、契約の恵み

が神から人間へ伝えられる時にも、異なった段階がある。それを区別し、た

だし切り離すことなく、理解しなければならない。神の教育法によれば、創

造の秩序は継承する段階を経て噴いの秩序にいたるので、キリスト教の婚姻

の秘跡の新しさは、原初からの自然・本性的な結婚との継続性のうちに理解

されなければならない。つまり創造において、またキリスト者の生活におい

て、神が働かれる救いの方法である。創造においては、すべてのものがキリ

ストを通して、キリストを目指して造られた(コロサイ 1. 16参照)ので、

キリスト者は「人々の民族的・宗教的伝統に精通し、その中に隠されている

みことばの種を喜びと敬意をもって見いだすようにしなければならない。同

時に、諸民族の聞に起こる重大な変容に留意J(第二バチカン公会議『教会

の宣教活動に関する教令j11) しなければならない。キリスト者の生活にお

いては、信者は洗礼によって、家庭の教会、つまり自分の家族を通して教会

の一員とされ、そして罪から救い十全ないのちを与える、愛への絶え聞ない

回心を通して、「神のたまもの・一一・が徐々に一つのものとなっていく…ー・ダ

イナミックな過程J(ヨハネ・パウロ二世使徒的勧告『家庭 愛といのちの

きずなj 9) を歩み出すのである。
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14 イエスご自身も、夫婦に関する原初の計画に言及して、「あなたたちの

心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めから

そうだったわけではないJ(マタイ 19・8) と述べられ、男と女の解消する

ことのできないきずなを再確認しておられる。結婚の不解消性(，神が結び

合わせてくださったものを、人は離してはならないJ(マタイ 19・6))は、

そもそも人々に課せられた「くびきJとしてではなく、むしろ結婚において

一つに結ばれた夫婦に与えられた「贈り物」として理解されるべきである。

このようにして、イエスは神がご自身を低くされて、人間の歩みに常に同伴

し、頑なな心を恵みによっていやし、変容させ、十字架の道を通してご自身

の原理へと導かれることを示される。福音書から明白に浮かび上がるイエス

の姿は教会にとっての模範である。実際、イエスはひとつの家族のうちにお

生まれになり、カナの婚宴で奇跡のしるしを始められ、結婚の意味を神の本

来の計画を取り戻す啓示の充満としてお示しになった(マタイ 19・3)。しか

し、それと同時に教えを実際に行動に移し、あわれみの真の意味を示され

た。これは、サマリアの女との出会い(ヨハネ 4・1-30)や姦通をした女

との出会い(ヨハネ 8・1-11)の場面において明らかである。イエスは愛

を持って罪人に接し、ゆるしの基礎となる、悔い改めと回心に導いておられ

る(，行きなさい。これからは、もう罪を犯しではならないJ)。

神の救いの計画における家庭

15 イエスが弟子たちに残された永遠のいのちの言葉には、結婚と家族につ

いての教えが含まれていた。その教えによれば、結婚と家族についての神の

計画は、三つの根本的な段階に区別することができる。最初に、起源となる

家族が存在した。それは家庭の堅固な基礎として創造主である神がアダムと

工パとの聞に原初の結婚を設定されたときである。神は人間を男と女とに造

られた(創世記 1・27)のみならず、いのちを産み、増えるように祝福され

た(同 1・28)のである。そのため、「男は父母を離れて女と結ばれ、二人

は一体となるJ(同 2・24)。この結合はしかし、罪によって傷つけられ、歴

史上の神の民における結婚の形態を取るようになる。これはモーセが、離縁

状を出すことを可能とした(申命記24・l以降)結婚の形態である。このよ

うな形態はイエスの時代においては主流であった。しかし、イエスの到来
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と、イエスによって成し遂げられた贈いによって、堕落した世界が神と和解

させられたことによって、モーセに始まった時代は終わりを告げた。

16 すべてのものをご自分のうちに和解させたイエスは、結婚と家庭をその

原初の形に戻された(マルコ10・1-12参照)。家庭と結婚はキリストによっ

て蹟われ(エフェソ 5. 21-32参照)、すべての真の愛がそこからほとばし

る神秘である、いとも聖なる三位一体の神の像に回復された。創造において

始められ、救いの歴史において啓示された婚姻の契約は、キリストにおい

て、そしてキリストの教会において、その意味の完全な啓示を受けたのであ

る。結婚と家庭は、神の愛をあかしし、交わりのいのちを生きるために必要

な恵みを、教会を通してキリストから授かる。人聞が神の像、そして似姿に

造られた(創世記1・26-27参照)創造の時から、小羊の婚宴をもって、代

の終わりに、キリストのうちに契約の神秘が完成する時まで(黙示録19・9、

ヨハネ・パウロ二世『人間愛についてのカテケージス』参照)、家庭の福音

は世界の歴史を貫いている。

教会の文書における家庭

17 I過去何世紀にもわたり、教会は絶えず結婚と家庭について教えてきた。

この教導職の教えの最も高度な表現のひとつが第二バチカン公会議の『現代

世界憲章』であり、結婚と家庭の尊厳の促進のために一章を割いている (r現

代世界憲章j47 -52参照)。同憲章は結婚をいのちと愛の共同体と定義し(同

48参照)愛を家庭の中心に据えている。それと同時に、現代文化の中でさま

ざまな形で過度の単純化が行われているにもかかわらず、この愛の真理を示

している。『夫婦問の真の愛j(同49)は互いの自己献身を意味し、神の摂理

によって、性的側面と感情面を含み、それらを統合する(同48-49参照)。

さらに、同憲章48は夫婦がキリストに根差していることを強調している。主

キリストは『結婚の秘跡を通じてキリスト信者の夫婦を迎え入れJ、彼らと

ともにとどまる。受肉によって、キリストは人間の愛を身にまとい、これを

清め、完成へと高めるとともに、この愛が夫婦の信仰、希望、愛の生活を満

たし、キリストの霊によって、彼らがこの愛を生きることができるよう力を

与える。このようにして、夫婦はいわば聖別され、恵、みによってキリストの
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体を形作り、ひとつの家庭の教会を構成する(第二バチカン公会議『教会憲

章J11参照)。このため、教会は自らの神秘を深く理解するために、その神

秘を真の仕方で表す、キリスト者の家庭に目を向ける。J(シノドス第3回臨

時総会『討議要綱J4) 

18 ，第二バチカン公会議に続き、歴代の教皇も結婚と家庭についての教え

を深めてきた。とくにパウロ六世は、回勅『フマーネ・ヴイテjにおいて、

夫婦愛といのちの誕生との密接な結びつきに光を当てた。聖ヨハネ・パウロ

二世は、『人間愛についてのカテケージス』、『家庭への手紙J(Gratissimam 

Sane)、そして特に使徒的勧告『家庭 愛といのちのきずな』を通して、家

庭に特別な関心を向けた。これらの文書の中で、同教皇は家庭を『教会の道』

と定義し、男性と女性の愛への召命を概観し、家庭に対する司牧と社会にお

ける家庭のあり方についての根本的な方向性を示した。とりわけ夫婦愛につ

いて (r家庭 愛といのちのきずなJ13参照)、同教皇は、夫婦がいかにして

互いの愛のうちにキリストの霊の賜物を受け、聖性への召命を生きるかを示

した。J(r討議要綱J5) 

19 ，ベネデイクト十六世は回勅『神は愛』の中で、男女間の愛の真理とい

うテーマを再び取り上げた。このテーマは、十字架につけられたキリストの

愛という観点からのみ、真に理解することができる a神は愛J2参照)。同

教皇は『排他的(，全面的jあるいは「他を寄せ付けないJ)で決定的な愛に

基づく結婚は、神と神の民の関係を表わすイコン(像)です。また逆に、神

の愛し方も人間の愛の尺度となりますJ(r神は愛J11)と述べている。さら

に同教皇は、回勅『真理に根ざした愛』で、人聞が共通善を経験し、学ぶ場

である社会における、社会生活の原理としての愛の重要性を強調している

(r真理に根ざした愛J44参照)oJa討議要綱J6) 

20 ，教皇フランシスコは、回勅『信仰の光Jの中で、家産と信仰のつなが

りについて次のように記している。『キリストと出会い、キリストの愛に捕

えられ、導かれることにより、人生の展望が広がり、欺くことのない堅固な

希望が与えられます。信仰は臆病な人の逃れ場ではなく、わたしたちの人生

を広げるものです。信仰は偉大な招き、愛の召命に気づかせてくれます。そ
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れは、愛が信頼するに足り、引き受けるに値するものであることを約束して

くれます。なぜなら、愛はわたしたちのあらゆる弱さよりも強い、神の忠実

を基盤とするからですJ(r信仰の光J53) J (r討議要綱J7) 

婚姻の不解消性および共に生きることの喜び

21 婚姻の秘跡を構成する相互の自己譲与は、洗礼の恵みに根ざしている。

洗礼の恵みは、教会のうちに、一人ひとりの受洗者とキリストとの基本的な

契約を樹立させる。互いを受け入れ合うことのうちに、またキリストの恵み

によって、婚約者は完全な自己譲与、忠誠、そしていのちを迎え入れる姿勢

を約束する。二人はこれらが結婚を構成する要素、神からの自分たちへの贈

り物であることを認め、教会の前で、神の名によって、相互の誓約を真剣に

取り交わす。こうして、信仰のうちに、結婚のもたらすさまざまな善を、秘

跡の恵みの助けにより、守ることがより容易な誓約として受け入れていくこ

とが可能となる。神は結婚する男女の愛を聖別し、その不解消性を確実なも

のとし、忠誠、相互の補い合い、そしていのちを迎え入れることに向かつて

生きていくことができるよう助けを与える。そのため、教会のまなざしは家

庭全体の心臓である夫婦に向けられるが、それはまた、イエスへのまなざし

でもある。

22 これと同じ展望のうちに、すべてのものはキリストのうちに、キリスト

に向かうものと考えられるとする使徒の教え(コロサイ 1・16参照)に従っ

て、第二バチカン公会議は自然・本性的な結婚および、他の宗教や文化の中

に一一一限界や不足があるにせよ(ヨハネ・パウロ二世田勅『救い主の使命j

55参照)一一存在する、価値のある要素(第二バチカン公会議『キリスト教

以外の諸宗教に対する教会の態度についての宣言J 2)に対する敬意を表す

ることを望んだ。さまざまな文化の中に存在するみことばの種子 (r教会の

宣教活動に関する教令J11参照)は、いくつかの間で、キリスト教に属さな

い多くの文化や人々の結婚や家庭の現実の中にも見いだされると言える。そ

れゆえ、キリスト教の婚姻以外の婚姻一一それはともかく一人の男性と一人

の女性の間の安定した、真実な関係に基礎を置いている一一一の中にも、価値

のある要素があるのであり、それらの婚姻はいずれにせよ、キリスト教の婚
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姻に向かう途上のものとわれわれは考えている。さまざまな文化や民族の英

知に目を向けながら、教会はこうした家庭も、人類共同体に必要であり、実

り豊かな基本的社会単位として認める。

家庭の真理と美、ならびに傷つき壊れやすい家庭に対する慈愛

23 教会は心からの喜びと深い慰めをもって、福音の教えに忠実であり続け

る家庭を見つめ、これらの家庭のあかしのゆえに、彼らに感謝し、励ましを

与える。実際、これらの家庭のおかげで、不解消で、永遠に忠実な結婚の美

は信じ得るものとなっている。キリスト者は「いわば家庭の教会とも言われ

るJa教会憲章j11)家庭において、人と人との交わりという最初の教会経

験を持つが、そこには、恵みによって、聖なる三位一体の神の神秘が反映さ

れている。「そこでわたしたちは、仕事の労苦と喜び、兄弟愛、寛容で、幾度

も繰り返されるゆるし合い、そしてとくに、祈りや自己譲渡を通して敬神を

学びますJ(rカトリック教会のカテキズムj1657)。ナザレの聖家族は感嘆

すべき模範であり、この学び舎でわれわれは、「もし福音の教えに従い、キ

リストの弟子になりたいのであれば、なぜ霊的な鍛錬が必要であるかを学び

ますJ(パウロ六世、ナザレでの説教、1964年 1月5日==r教会の祈り jr毎
日の読書』聖家族の祝日のものを参照)。家庭の福音は、まだ成長を待って

いる種子を育てるとともに、枯れて世話が必要になっている木々をいやすも

のでなければなりません。

24 信頼できる教師であり、また思いやりに満ちた母でもある教会は、洗礼

を受けた者の結婚には婚姻の秘跡以外にないこと、またそれを破壊すること

はいかなるものであれ神の意志に反することを認めつつも、懸命に信仰の道

を歩もうとしている、教会の多くの子らの弱さにも気づいている。「したがっ

て、福音が示す理想の価値は下げることなく、一日一日築いていく人間の成

長段階に、あわれみと忍耐をもって寄り添わなければ(同伴しなければ)な

りません0 ・…・・大して困難に直面することなく過ごす、うわべは正しい生活

よりも、人間の大いなる限界のただ中で踏み出す小さな一歩のほうが、神に

喜ばれるはずです。すべての人が、救いをもたらす神の愛による慰めと励ま

しに触れるべきです。その欠点や過ちを超えて、神の愛は一人ひとりに神秘
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的に働くのですJ(教皇フランシスコ使徒的勧告『福音の喜びJ44) 

25 民法による結婚をしている人々、離婚した人々と再婚した人々、また同

棲をしている人々への司牧的なアプローチについては、教会の役割は、彼ら

の生活の中における、神の恵みの教育法を明らかに示すこと、また彼らのた

めの神の計画の完成に、彼らが到達できるよっ助けることにある。すべての

人を照らす光(ヨハネ 1・9、『現代世界憲章J22参照)であるキリストの

まなざしにしたがって、教会は、不完全な形で教会生活に参加している人々

の生活の中にも神の恵みが働いていることを認めつつ、愛をもって彼らに向

かうことを欲している。この恵みは、彼らに善をなし遂げ、互いに愛をもっ

て思いやり、自分が生活し働いている共同体に奉仕する勇気を与えている。

26 教会は、結婚の誓約に対して多くの若者たちが不信を抱いていることを

懸念し、また多くの信者が、引き受けた婚姻のきずなを性急に終わらせ、新

たなきずなを結ぼうとすることに心を痛めている。教会の一部をなすこれら

の信者には、個々の状況を十分に識別した、司牧的な関心、あわれみ、励ま

しが必要である。若い信者たちは、婚姻の秘跡が彼らの愛の人生計画に与え

る豊かさを前に、ためらうことがないように励まされなければならない。彼

らがキリストの恵みによって支えられること、また十全な仕方で教会生活に

参加し得るということによって支えられることを、彼らは確信すべきであ

る。

27 このような意味で、今日の家庭への司牧の新しい側面は、男女間の民法

による結婚、伝統的な結婚、また一一しかるべき区別をつけた上で一一同棲

の現実に対して、注意を向けることである。もしもカップルが、公的なきず

なを通しでかなり安定した関係を築いており、またその関係に深い愛と、子

どもに対する責任と、試練を克服する力が含まれているなら、それは婚姻の

秘跡へ向かう途上のものとして、その歩みに同伴する好機と見ることができ

る。一方、同棲はしばしば、将来の結婚が視野に入っておらず、いかなる制

度的な関係を持つ意図もないことが多い。

28 あわれみ深いイエスのまなざしに自らを重ね、教会は注意と思いやりを
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もって、愛に傷つき、あるいは愛を失って、非常にもろくなっている子ども

たちに同伴しなければならない。教会は、灯台の光として、あるいは方向を

見失ったり嵐の中にある人々を照らす松明として、彼らに再び信頼と希望を

与えなければならない。より偉大なあわれみは、愛をもって真理を語ること

であるということを自覚しながら、われわれは同情を超えていく。あわれみ

深い愛は、人を引き付け、一致させるとともに、人を作り変え、高める。そ

れは人を回心へと招く。そしてわれわれは、主の態度も同じように解釈す

る。主は姦通を犯した女を断罪せず、むしろ、これからは罪を犯すことのな

いよう求めたのである(ヨハネ 8・1-11参照)。
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第三部

現実に向き合う:司牧的展望

さまざまな状況の中で、今日、家庭の福音を告げ知らせること

29 シノドスにおいては、「ペトロとともに、ペトロのもとにjおける交わ

りのうちに、地方教会に具体的対応が委ねられるべき、いくつかの、より差

し迫った司牧上の課題が議論された。家庭の福音を告げ知らせることは、新

しい福音化において緊急の課題である。教会は、母としてのやさしさと教師

としての明確さを持って(エフェソ 4・15参照)、キリストのケノーシスの

うちに示されるあわれみに忠実に従い、それを実現するよう招かれている。

真理が人間の弱さを身に帯びて受肉されたのは、その弱さを断罪するためで

はなく、救うためなのである(ヨハネ 3・16-17参照)。

30 福音化は神の民全員の責任であり、一人ひとりがそれぞれの奉仕職と賜

物に従ってその責任を果たす。夫婦や家庭、家庭の教会の喜びに満ちたあか

しがなければ、福音の告知は、たとえ正しいものであっても、理解されない

か、われわれの社会を覆っている言葉の海にかき消されてしまう恐れがある

(ヨハネ・パウロ二世使徒的書簡『新千年期の初めにj50参照)。シノドスの

司教たちは、カトリック信者の家庭が、婚姻の秘跡がもたらす恵みの力のう

ちに、家庭への司牧の積極的な主体となるように招かれていることを何度も

強調した。

31 決定的に重要なことは、何よりも恵みが第ーであることを明確にするこ

と、つまり秘跡において聖霊が与えてくださる可能性を強調することにあ

る。われわれはキリストにおいて「罪と悲しみ、内面的なむなしさと孤独か

ら解放J(r福音の喜びj1)されたのであるから、家庭の福音は「心と生活

全体を満たJす喜びであることを、人々に経験させることこそが重要なので

ある。種をまく人のたとえ話(マタイ 13・3参照)に照らして言えば、われ

われの役割は種まきに協力することであり、そこから先は神のわざである。

さらに忘れてはならないことは、家庭についての説教をする教会は逆らいの

しるしであることである。

56 



資料 1.提題解説

32 このためには、宣教における回心 (missionaryconversion)が教会全体

に求められている。つまり、その告知は単に理論的で、人々の現実問題から

切り離されたものにとどまってはならない。信仰の危機が結婚と家庭の危機

をもたらしたこと、その結果として、親から子への信仰の継承がしばしば途

絶えてしまったことを決して忘れてはならない。強い信仰の前には、家庭と

結婚を弱体化させるような文化的な考え方からの圧力は、何の影響力も持た

ない。

33 回心は言葉にも及ぶ。言葉はまさに意味を明らかにするものだからであ

る。福音の告知は、家庭の福音が人間の最も深い要求に応えるものであるこ

とを人々に体験させるものでなければならない。つまり、人間の尊厳、人間

相互の交わりにおける、実り豊かな人間性の十全な実現に応えるものなので

ある。これは単に原則を提示することにとどまらず、今日、より世俗化され

た国々においてもその必要が感じられている、価値観を提起することであ

る。

34 神のみ言葉は、家庭にとって、いのちと霊性の源泉である。家庭への司

牧はすべて、内面的に形成されなければならず、また教会とともに祈りのう

ちに聖書を読むことを通して、家庭の教会の構成員を築き上げるものでなけ

ればならない。神のみ言葉は、単に人々の個人的な生活のための福音なので

はなく、夫婦と家庭が遭遇するさまざまな挑戦において、判断の基準や識別

の光となるものなのである。

35 同時に、シノドスにおいては多くの司教が、さまざまな異なった宗教の

豊かな経験に対し、より肯定的なアプローチを取ることを主張した。そこに

は無論、困難があることも否定できない。こうしたさまざまな宗教的現実

や、いろいろな国々を特徴づけている文化の多様性の中に、まずは肯定的な

可能性を見いだし、その観点から、それらの限界や不足についても評価して

いくことが適切である。

36 キリスト教の婚姻は、信仰の旅路における十分な準備と成熟した識別を

もって受け入れる召命であり、単なる文化的伝統や社会的・法律的要請であ
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ると考えられるべきではない。そのため、結婚する人やカップルに同伴する

必要があり、彼らに信仰の内容を伝えていくにあたって、教会共同体全体の

人生経験を合わせて、これに資するような方法が望まれる。

37 家庭の福音の光に照らした、司牧的実践の徹底的な刷新の必要性も繰り

返し指摘された。現在の実践はまだまだ個人主義的な見方の色彩が濃く、こ

れを超えていく必要がある。このため、家庭自身のより積極的な参加によっ

て、司祭、助祭、カテキスタやその他の司牧奉仕者の養成を刷新していくこ

とが幾度も主張された。

38 同じように強調されたのは、差別、貧困、排除、暴力を生み出し、本来

的な家庭生活を妨げるような文化的、社会的、政治的、経済的一一市場の原

理に自由を与え過ぎるといった一一条件を率直に非難するような福音化が必

要であるということである。このため、さまざまな社会的機関との対話と協

力を発展させ、文化、社会、政治の領域で、キリスト者として活動する信者

たちを励まし、支えていかなければならない。

結婚準備の過程で結婚する二人を導くこと

39 社会の現実の複雑さ、また今日家庭が立ち向かうよう招かれているさま

ざまな課題のため、キリスト教共同体全体が、結婚する人々の準備により熱

心に取り組むことを求められている。徳の重要性を思い起こすことも必要で

ある。その中でも、貞潔は、人と人との聞の愛が真に成長するために大切な

条件である。シノドスの司教たちは、結婚への準備をキリスト教入信の歩み

の中に位置づけ、結婚と洗礼や他の秘跡とのつながりを強調するとともに、

家庭自身のあかしを大切にしながら、共同体全体が結婚の準備により積極的

に参加していく必要性を強調することで一致した。同じように、教会生活へ

の真の参加体験となるような、また家庭生活のさまざまな側面を深めるよう

な、結婚後に特化した養成プログラムの必要性についても強調された。
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結婚生活の初期段階に同伴すること

40 結婚後の最初の数年は、夫婦が結婚の意味や結婚生活で出会うさまざま

な問題への意識に目覚め、成長していく、重要かつデリケートな時期であ

る。そのため司牧的な同伴は、婚姻の秘跡の後にも必要である a家庭 愛

といのちのきずな』第3部参照)。このような司牧においては、経験豊かな既

婚男女の存在が非常に重要である。小教区は、経験ある夫婦がより若い夫婦

を必要に応じて助けていく場所として考えることができる。そこでは、場合

によっては教会の組織、運動や新しい共同体の集会を持つこともできる。夫

婦はまた、大切な贈り物である子どもを基本的に受け入れるという姿勢を持

つよう促される必要がある。さらに、家庭の霊性の重要性、祈りと主日の聖

体祭儀に参加することの重要性が強調されるべきである。また夫婦が定期的

に、霊的生活における成長や、生活の具体的な必要のための連帯を促進する

ために、集まることが奨励されるべきである。家庭を通しての福音化のため

には、典礼、信心業、家庭のための聖体祭儀、とくに結婚記念日のミサなど

が重要であることも指摘された。

民法のみによる結婚や同棲中の人々に対する司牧的配慮

41 キリスト教の結婚を宣言し、促進する一方で、シノドスは、もはやこの

現実を生きていない多くの人々の状況について、司牧的な識別がなされるこ

とを奨励する。この人々の生活の中に、結婚の福音の十全性に対する、より

聞かれた態度へ導く要素を発見するため、彼らとの司牧的な対話に入ること

が重要である。司牧者たちは、福音化と人間的・霊的成長のためになるよう

な要素を見いだしていかなければならない。今日の司牧における新たな感受

性とは、民法のみによる結婚や一一結婚との必要な区別をつけた上であるが

一一一同棲生活の中にも、肯定的な要素をとらえていく感受性である。教会

は、キリスト教のメッセージを明確に伝える一方で、そのメッセージにいま

だ、あるいはもはや、合致しない状況の中にも存在する建設的な要素を明ら

かにしていく必要がある。

42 また、多くの国では「婚姻の秘跡にも民法による結婚にもよらず、試験
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的に一緒に暮らすカップルが増えているJ(r討議要綱j81) ことも指摘され

た。いくつかの国では、こうしたケースが、特に双方の家族の取り決めによ

る伝統的結婚の中で起こっており、さまざまな段階で行われることが多い。

一方、他のいくつかの国では、長期間にわたって同棲した後で、教会での結

婚を求める人々の数が増え続けている。単純な同棲は、しばしば、制度や絶

対的な誓約に対する漠然とした反感によることも多い。しかし生活面での安

定(雇用や定期的な収入)を確保するまで、待ってということもある。またさ

らに他の国々では、事実婚が非常に多くなっているが、これは家族や結婚の

価値の拒否ばかりでなく、社会的状況の中で結婚は金銭的負担が多すぎると

考えられているためであり、物質的な貧困が人々を事実婚に押しやっている

という状況も存在する。

43 すべてのこうした状況には、建設的な仕方で対処しなければならない。

これを、福音の光によって結婚と家庭の完成に向けて歩み始める好機に変え

ていかなければならない。それはこうした状況を忍耐と繊細さを持って受け

とめ、ともに歩んで、いくということである。このため、家庭の福音化の主体

である、真のキリスト教的家庭の魅力的なあかしが重要となる。

傷ついた家庭(別居夫婦、再婚していない離婚者、再婚した離婚者、ひとり

親家庭)を配慮すること

44 夫婦問の問題に遭遇した夫婦が、教会の支援と同伴に頼れるようにしな

ければならない。愛とあわれみの司牧は、人間の回復、また人間関係の回復

を目指す。経験が示すところによれば、適切な支援と、恵みによる和解の行

動によって、大方の夫婦の危機は申し分ない仕方で乗り越えることが可能で

ある。人を許すことを知り、また自分が許されていると感じることを知るこ

とは、家庭生活において基本的な経験である。夫婦問の許しは、永遠で、滅び、

ることのない愛を経験させる(ーコリント 13・8参照)。時に困難な場合も

あるが、神の許しを受けた者は、人間を再生させる真の許しを与える力を受

けているのである。

45 シノドスにおいては、大胆な司牧的選択の必要性もはっきりと主張され
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た。家庭の福音への忠実さを力強く再確認し、別居や離婚は常に夫婦と子ど

もたちに大きな苦しみを与え、傷つけるものであることを認めた上で、司教

たちは、現実の家庭の弱さから出発する新しい司牧的アプローチが緊急に必

要であることを指摘した。そうした困難な状況は、しばしば、その家庭が自

由に選びとったというよりも、苦しみと共に耐え忍んでいるものなのであ

る。そしてこれには、個人的な要因もあれば、文化的、社会・経済的な要因

もあり、状況はさまざまである。聖ヨハネ・パウロ二世が勧めたように、そ

れぞれの異なった事情に配慮したまなざしが必要となる (r家庭 愛といの

ちのきずなj84参照)。

46 エマオに向かう弟子たちとともに歩まれたキリストのように、まず第一

にすべての家庭に敬意と愛をもって耳を傾け、ともに歩まなければならな

い。こうした状況においては、教皇フランシスコの言葉がとりわけ傾聴に値

する。「教会は、自らの仲間である司祭、修道者、信徒に、他者という聖な

る土地で自分の履物を脱ぐこと(出エジプト記3・5参照)を学ばせてくれ

る、『同伴する技術』を教えなければなりません。わたしたちは、尊敬とい

つくしみ、また同時にキリスト教生活をはぐくむためのいやしと解放と励ま

しを与えるまなざしを注ぎながら、そばにいることを感じさせるいやしの歩

調で歩まなければなりませんJ(r福音の喜びj169)。

47 別居している人、離婚した人、また置き去りにされた人に司牧的に同伴

するためには、特別な識別が不可欠である。とくに不条理な別居、離婚、放

棄を耐え忍ばなければならなかった人々の苦しみ、また配偶者の虐待によっ

て一緒に生活することができなくなった人々の苦しみを、まず初めに尊重し

なければならない。被った不正行為を許すことは容易ではない。しかし、そ

れは恵みが可能にする歩みである。このため、和解と調停の司牧が必要であ

り、教区の中にそのための専門的なセンターの開設が検討-されても良い。ま

た、常に何の落ち度もない犠牲者となる子どもたちに、別居や離婚がもたら

す結果を、公正で建設的な仕方で負担することが絶対に必要であるというこ

とも、同様に強調されなければならない。子どもたちは奪い合う「もの」で

あってはならず、家族分断の悲劇を乗り越え、できるだけ穏やかな環境で成

長できるように、最善の方法が探し求められるべきである。いずれにせよ、
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教会は常に、離婚がしばしばもたらす不条理を強調しなければならない。と

くにひとり親の家庭への同伴に関心が向けられねばならず、とりわけ家計を

支え、同時に子どもを教育するという責任を独りで負う女性たちには特別な

支援が必要である。

48 多くの司教たちが、婚姻の無効宣言の手続きを、より簡便で迅速に、ま

た可能であれば全面的に無料にする必要性を強調した。その主張には以下の

ような提案も含まれる。無効宣言に二回の判決を必要とする制度を撤廃する

こと。無効審査の事務的な方法を教区司教の責任において決定できるように

すること。無効が明らかである場合、手続きは簡略なものとすること。しか

し幾人かの司教は、それでは信頼しうる判決が保証されないとして、反対の

意を表明した。いずれの場合においても、結婚の有効性についての真実を見

定めることが重要であるということは改めて確認されるべきである。他に

も、洗礼を受けた者同士の有効な結婚はすべて秘跡であるということに議論

の余地がないとしても、婚姻の秘跡の有効性の判断にあたり、カップルの信

仰をひとつの有効な要素として勘案することも提案された。

49 結婚に関する訴訟については、優先的にこの任に当たる聖職者や信徒を

十分な数確保するということ以外にも、多くの司教たちが手続きの簡素化を

求めた。この簡素化のためには、当該教区において、結婚の有効性について

関係者が無料で相談できるよう、ふさわしく準備された相談役を任命するな

ど、教区司教の責任が強調されなければならない。このような相談は、教区

裁判所の事務所や、有資格者によって提供することができる(教皇庁法文評

議会『婚姻の尊厳j113条l項参照)。

50 再婚していない離婚した人々は、しばしば結婚への忠実さの証人で、ある

が、これらの人々が聖体のうちに支えを見いだすよう、励まされなければな

らない。地域共同体と司牧者は、繊細な配慮をもって、これらの人々に同伴

し、またとくに子どもがいたり、深刻な貧困状態にある場合には、特別に心

にかけなければならない。

51 また離婚し再婚した人々の状況についても、注意深い識別と、敬意を
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持った同伴が必要とされる。これらの人々が差別されていると感じるような

言葉遣いや態度を避け、共同体の生活への参加を促進しなければならない。

これらの人々の世話をするということは、キリスト教共同体にとって、信仰

を弱めることでも、結婚の不解消性についてのあかしを弱めることでもな

い。むしろ、そのような世話を通して、共同体はその愛を表すのである。

52 離婚し再婚した人々が、ゆるしの秘跡と聖体の秘跡にあずかる可能性に

ついても検討された。さまざまな司教たちが現行の規律を維持すると主張し

た。その理由は、エウカリスティアへの参加と教会との交わりの本質的な関

係、さらには結婚の不解消を説く教会の教えである。 他の司教たちは、ある

特定の場合、正確に定義された条件のもとで、これらの人々が聖体の食卓に

あずかることを受け入れる考えを示した。そうした状況とは、とくにそれが

撤回できない状況にあるとき、また不条理な苦しみを耐えねばならない子ど

もたちへの倫理的な義務が絡んで、いる場合である。実際の秘跡への参与につ

いては、これに先立つて悔俊の歩みがあるべきで、教区司教の責任のもとに

行われる。「行為の責任性Jは、さまざまな「心理的ないし社会的要因によっ

て減じられることがありえ・・・・・・まったく無くなることさえありえJ(rカト

リック教会のカテキズムj1735)ることを踏まえ、客観的な罪の状況と酌む

べき事情との区別をよく考慮しながら、この問題についてはさらに議論を深

めていく必要がある。

53 何人かの司教は、離婚し再婚した人々や同棲している人々も、実り多い

霊的交わりを取り戻すことができると主張した。一方、他の司教たちは、そ

れならなぜ、秘跡による交わり(つまり聖体拝領)にあずかることができな

いのかと疑問を呈した。したがって、この二つの形式の特徴、およびそれら

と結婚の神学との関係が明らかになるよう、このテーマをさらに掘り下げて

いくことが要請された。

54 混宗婚をめぐる問題は、シノドスの中でしばしば繰り返し議論された。

東方正教会の結婚の規律にまつわる多様性は、いくつかの状況においては問

題となるため、エキュメニズムの分野で検討されることが必要である。同じ

く異宗婚についても、宗教間対話の貢献が重要である。
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向性愛の傾向を持つ人々への司牧的配慮

55 家族の中に同性愛的傾向を持つ人がいる家庭も存在する。このような状

況に対して、どういった司牧的配慮が適切であるかが問われた。教会は次の

ように教えている。「同性愛的結合と、結婚や家庭についての神の計画とを

同一視する、あるいはその聞に一一どんなにわずかなでも一一類似を見いだ

すための根拠はまったく存在しません。jしかしながら、同性愛の傾向を持

つ男女は、敬意と繊細さとを持って迎えられなければならない。「これらの

人々については、いかなる不当な差別も避けなければなりませんJ(教理省

『同性間結合の法的認知の計画についての考察j4)。

56 この問題に関し、教会の司牧者たちが圧力にさらされること、また国際

機関が貧しい国への経済的援助の条件として同性問の「結婚jを法制化する

よう求めることは、まったく受け入れがたいことである。

いのちの継承と出生率低下についての課題

57 いのちの誕生を単に個人や夫婦の人生計画の一要素に還元してしまう精

神的態度が広まっていることに気づくのは難しくない。時には、経済的要素

が決定的な影響力を持つこともあり、出生率の著しい低下を招いている。こ

れは社会構造や世代間の関係を脆弱化し、また将来の見通しを不安定なもの

にしている。夫婦問の愛にとって、いのちを受け入れる態度は必要不可欠な

ものである。この観点から、教会は、障害のある子どもたちを受け入れ、育

て、愛で包み込む家庭を支える。

58 この分野においても、人々の声に耳を傾けることから始めることが必要

である。いのちに対して無条件に開かれた態度が、人間の愛を十全に生きる

ために必要なものであるとして、その美しさや真理を擁護しなければならな

い。その上で、責任ある生殖のための自然な方法を十分に教えることができ

る。それは生殖についての責任も含め、あらゆる次元における夫婦の交わり

を調和のとれた、意識的な仕方で生きることを助けるものである。避妊法の

倫理的評価にあたっては、人間の尊厳を尊重することが必要であるというこ

とを強調した、パウロ六世の回勅『フマーネ・ヴィテJのメッセージが再発
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見されなければならない。孤児や遺棄児などを自分の子どもとして養子縁組

することは、しばしば教会の教導職によって繰り返し説かれ、励まされてき

た (r家庭 愛といのちのきずなjIII、II、ヨハネ・パウロ二世凹勅『いの

ちの福音jIV、93参照)、家庭の使徒職の具体的な形式である(第二バチカ

ン公会議『信徒使徒職に関する教令jIII、11参照)。養子縁組や里親という

選択は、それが不妊を原因とするものでなくても、結婚生活の豊鏡性を表し

ている。そのような選択は家族愛の雄弁なしるしであり、家庭の信仰をあか

しし、またその子どもたちの奪われた尊厳を回復する契機となるものであ

る。

59 結婚においても、相手をより一層深く受け入れ、自分をより完全に捧げ

るため、成長の歩みとしての感情的生活を生きるために助けが必要で、ある。

その意味で、結婚生活のための養成講座を提供することの必要性、また信者

の生きたあかしによる同伴の重要性を再確認しなければならない。忠実で深

く、優しさと敬意に満ちた愛の模範、時間とともに成長することのできる愛

の模範は大きな助けとなる。また、いのちへの具体的に開かれた態度を示す

愛の模範は、われわれを超える神秘を経験させる。

福音化における家庭の教育と役割についての課題

60 今日の家庭が直面している根本的な挑戦のひとつは間違いなく、教育の

問題である。現代文化の現実やメディアの多大な影響のため、より複雑で、

より真剣な取り組みが必要な問題となっている。家庭の必要と要求は適切に

考慮されなければならない。家庭は日常生活において、成長の場、また人格

を形成する徳の具体的で、本質的な伝達の場となることができる。これはつま

り、両親は自分たちの信念に従って、子どもたちにどのような種類の教育を

受けさせるかを自由に決定できるということである。

61 教会は、キリスト教入信に始まり、自分が受け入れられていると感じら

れる共同体を通して、家庭を支えるという尊い役割を果たす。教会には、以

前にもまして今日、日常生活にも垣間見られるような複雑な状況の中で、教

育の責任を果たしていく両親たちを支えていくことが求められている。これ
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は、幼児や子ども、若者たちの成長に同伴し、一人ひとりの状況に合わせ

て、いのちの十全な意味を教え、福音の光に照らした人生の選択をしたり、

責任感を持つことができるような同伴をしていくことである。マリアはその

優しさ、あわれみ、母としての感受性によって、人類の飢えを満たし、いの

ちを養ってくださる。そのため、家庭とキリストの民は、マリアを呼び求め

る。マリア的司牧と信心とは、家庭の福音を告げ知らせるための適切な出発

点なのである。
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結論

62 ここに提示された考察は、シノドスにおいて、相互に傾聴するという姿

勢の中で自由に交わされた議論の実りであり、次回のシノドスまでの一年に

地方教会において熟考され、また明確にされるべき問題や展望を示したもの

である。次回のシノドス、代表司教会議通常総会は、「現代世界と教会にお

ける家庭の召命と使命」というテーマで2015年10月に予定されている。ここ

に示されているのは、すでに決定された事柄ではなく、容易な展望でもな

い。しかしながら、聖霊の働きのもとに、また聖家族の模範を仰ぎながら、

司教たちの司教団としての歩みと神の民全体の参加によって、われわれは真

理と、すべての人のためのあわれみの道を見いだすことができるであろう。

これはシノドスの開会当初から教皇フランシスコがわれわれに示された意向

であった。教皇は、われわれを信仰における勇気と、謙遜かっ正直に愛にお

ける真理を受け入れることへと招かれたのである。
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シノドスの最終報告を受容するとともに吏に掘り下げるための質問

シノドスの最終報告の各部分のすべてに関連する前提となる質問

シノドスの最終報告で描かれた家庭の現実は教会と現代社会において問題と

なっていることに合致しているでしょうか。補足し得るものとして何が欠け

ているでしょう。

第一部 聴くこと:家庭の置かれている状況と突きつけられている課題

序に示されているように (nn.1-4)、臨時シノドスはすべての家庭が

抱えている喜び、苦労、そして希望を共にすることを願って、世界中のすべ

ての家庭に日を注ぐことを目指しました。それと同時に、自分たちの召命に

忠実な多くのキリスト者の家庭に対して、シノドスは特別な感謝の眼差しを

注ぎ、かつまた「出向いていく教会jである今の時にあって、より一層決定

的な形でそれに加わるように奨励するとともに、まず何よりも自分たちの家

庭のために、そして困難な状況にある家庭のために、「家庭を築きたいとい

う渇望jを燃え立たせることで、福音化の不可欠な主体として再認識するよ

うに奨励します。この渇望は常に生き続けているものであり、福音の核心を

効果的に告げ知らせるためには、「家庭から出発Jしなければならないとい

う確信の基礎となるものでもあります。

臨時シノドスによって描き出された新しい道は、教皇フランシスコの使徒

的勧告『福音の喜びJに示された広範囲な教会の状況に連なるものです。つ

まり、「生活の周縁部Jから出発し、「出会いの文化Jによって特徴づけられ、

わたしたちの慣れ親しんだ規範の外にも、主の自由な働きを再発見し、これ

こそが神の憐れみを告げ知らせるのに最適な「野戦病院」という理念を跨賭

することなく取り入れることができる司牧のうちに関わるものです。このよ

うな挑戦に応えようとするのがシノドスの最終報告の第一部の諸項目です。

そこでは家庭の置かれている状況をより具体的に省察する枠を形成し、その

枠の中で省察が展開される諸側面が提示されます。
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次に掲げる質問とシノドスの最終報告の第一部の箇所を示す数字とは、そ

れぞれの司教会議での省察の作業を容易にすることを目指しています。その

回答が司牧上の個々の規範と展望に基づいてただ単に教義に関連付けられて

形成されるようなことのないようにするためのものであり、臨時シノドスで

の結論を軽んじるものでも、既に引かれた道から司教協議会の省察を遠ざけ

ようとするものでもありません。

社会文化的状況 (nn.5-8)

1 文化的な変革が家庭に突きつける課題(挑戦)を進行させ、具体化する

原動力となるのは何でしょうか (nn.6-7)。家庭生活において神の現存

を目覚めさせるための原動力となるのは何でしょうか。人格聞の堅固な関係

を育み確立するのは何でしょうか。家庭にとって有益な社会的経済的な政策

を促進するのは何でしょう。幼児、高齢者、病気の家族の一員へ関心と結び

っく困難をやわらげるものは何でしょうか。地方教会が巻き込まれている独

特の文化的な状況に立ち向かう原動力となるのは何でしょうか。

2 文化人類学的な変化の分析するにあたってどのような方法を用いていま

すか、まとその(肯定的あるいは否定的な)側面に関して特に際立つた結果

は何でしょうか (cf.n.5)。その結果の中で、文化多様主義において共通す

る要素が見いだされる可能性に気づきましたか。

3 [福音の]告知と表明とを越えて、極限的な状況にある家庭に寄り添う

教会として存在するために、どのような在り方が選択されるのでしょうか

(cf.n. 8)。極限的な状況に至らないようにするために、どのような教育的な

戦術があるでしょうか。[結婚の]粋に誠実である信者の家庭を支え、強化

するためにどのようなことができるでしょうか。

4 世俗化された社会における文化的相対主義の蔓延ならびに結婚の紳にお

いて結ぼれた男女によって形成され、出産に対して開かれたものであるとす

る家庭の在り方が、その結果として多くの点で拒絶されていることに対し

て、教会はどのような司牧的行為をもって対抗していますか。
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生活における情緒面の重要性 (nn.9-10) 

5 情緒的成熟を進展させることを新しい世代にあかしするにあたって、キ

リスト者の家庭はどのような形で、そのような働きに連動しているでしょう

か (cf.nn.9 -10)。この点に関して、叙階された奉仕者の養成を、どのよう

にして支援できるでしょっか。その司牧活動のためには、どのような特性を

備えた司牧者が緊急に必要とされると思いますか。

司牧上の課題 (n.11) 

6 どのような範囲で、またどのような手段を介して、通常の家庭への司牧

活動は[教会の]外にいる人々にまで向けられるものなのか (cf.n.11)。創

造主によって、特に若い人々、またキリスト教の家庭観とは合致しない家庭

の状況のうちにある人々を含めて、すべての人に植え付けられた「家庭を築

きたいという渇望Jを掻き立て、高く評価するために、何が有効で実践的な

ガイドラインとなるのでしょうか。そのような[若い]人々に向けられた宣

教活動 (mission) によって、その人々の間にどのような具体的な反応が見

られましたか。洗礼を受けていない人々の間での自然・本性的な結婚は、若

い人々の「家庭を築きたいという渇望Jとの関係において、どれほどの力を

持つものなのでしょうか。
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第二部 キリストへのまなざし:家庭の福吾

書き上げられ伝承されてきたキリスト教の啓示という航跡において、教会

によって忠実に守られてきた家庭の福音は、現代世界において、新たなる

ぴと希望をもって、イエス・キリストへと絶えずまなざしを注ぎつつ、告げ

知らされることを強く求めている。家庭の召命と使命は、購いの秩序へと進

展する創造の秩序のうちに完全な形で表されています。それは公会議が次の

ように要約することを望んだことでもあります。「生ける神にかたどって造

られ、真に人格的存在として立てられている夫婦自身は、いのちの原理であ

るキリストの後に従い、喜びと犠牲を伴う自分たちの召命の中で、主がご自

分の忠実な愛を通して死と復活をもって世に啓示した愛の神秘をあかしする

ため、同一の愛情と、精神の一致、相互の聖性によって一体となるべきであ

るJa現代世界憲章j520 rカトリック教会のカテキズムj1533-1535参照)。

この光のもとに、シノドスの報告からほとばしり出る質問は、家庭の福音

の新たな告知を通して、司牧者たちと神の民のうちに誠実で勇気溢れる回答

を巻き起こすことを目指しています。

イエスへのまなざしと救いの歴史における神の教育法 (nn.12-14)

教皇フランシスコの招きを受け入れ、キリストに自を注ぎます。そこにこ

そ永遠の真理と汲み尽くしえない新しさがあります。それはまたすべての家

庭を照らすものでもあります。「キリストは『永遠の福音j(黙示録14・6)

であり、『きのうも今日も、また永遠に変わることのないかたj(ヘブライ

13・8)で、その豊かさと美しさは尽きることがありません。キリストは変

わることなく若きまま、新しさの源であり続けますJ(r福音の喜びj11)。

7 キリストに向けられたまなざしは新しい可能性を開きます。「実際、わ

たしたちがキリスト者としての経験の源に立ち返るたびに、新しい道と考え

もしなかった可能性が聞かれてくるのですJ(n.l2)。家庭に対する司牧活動

において、どのように聖書の教えが用いられていますか。どの程度の範囲

で、このまなざしが勇敢で、誠実な家庭の司牧を養っていますか。
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8 結婚と家庭のもつどのよう価値が若い人々、そして結婚した人々の生活

において実現されていると思われますか。また、それはどのような形をとっ

てのことですか。そこには光を浴びせて明らかにしうるような価値が見られ

ますか (cf.n.l3)。罪の避けるべき、また克服すべき次元とはどのようなも

のでしょうか。

9 将来の結婚を目指して、夫婦生活の成熟を念頭に置いた教会の司牧活動

に求められることをよりよく理解するためには、どのような人間的な教育法

一一神の教育法と調和する一ーが考慮されなければなりませんか (cf.n.13)。

10 不解消性を生きることへの渇望を呼び、覚まし、つねにより確固としたも

のとするために、不解消性という賜物の偉大さと美とを表示するためには何

をなすべきでしょうか (cf.n.l4)。

11 どのようにしたら、神との関係が夫婦関係にも潜んでいる脆さに打ち勝

ちうるものであることを理解する助けとなるでしょうか (cf.n.l4)。すべて

の真正な結婚には神の祝福が伴うものであることをどのようにあかしします

か。秘跡による恵みが、その生涯のあらゆる過程において夫婦を助けること

を、どのようにしたら明らかにすることができますか。

神の救いの計画における家庭 (nn.15-16)

創造における男女の間の愛への召命は、ご自分の神秘的なからだである教

会を蹟うために、何ら留保することなく、ご自身をお与えになった主キリス

トの過越の出来事から完成した自分の形体を受けます。キリスト者の結婚

は、キリストの恵みを受けた上で、彼らがそこへと招かれた、愛の完全性、

つまり聖性へと向かつて歩む道となります。

12 キリスト者の結婚は神の原初の計画に合致するものであり、それ故、そ

れを限定するものではなく、その成就を体験するものであることを理解させ

るためにはイ可カぎできるでしょうか (cf.n.l3)。
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資料 1.提題解説

13 どのようにしたら、神の固に奉仕するものとしての福音化の働きの主体

であり対象でもある「家庭の教会J(r教会憲章j11) として、家庭を理解さ

せることができるでしょうか。

14 どのようにしたら、家庭の宣教者としての責任を自覚させることができ

るでしょうか。

教会の文書における家庭 Cnn.17-20)

教会の教導職は、そのすべてにおける豊かさのうちに神の民によって理解

されなければなりません。夫婦(婚姻)の霊性は、[信徒の]群れの世話を

任された司牧者たちの一貫した教えによって育まれ、絶えず、神のみ言葉に耳

を傾け、信仰と愛の秘跡にあずかることによって成熟していきます。

15 キリスト者の家庭は主の愛のまなざしのもとに生き、主との交わりのう

ちにいのちと愛の真の共同体として成長していきます。どのようにして家庭

の霊性を成長させることができますか。また、どのようにして家庭がキリス

トにおける新しいいのちの場となるように支援することができますか (cf.

n.21)。

16 どのようにしたら、現に生きている現実と宣言されたこととの間に生じ

うる遊離を克服するよう手を差し伸べ、回心の歩みを奨励しつつ、家庭に関

する教会の教えを理解させ、それを生きるよう助ける原動力となるカテキズ

ムを進展させ促進させることができるでしょうか。

婚姻の不解消性および共に生きることの喜び Cnn.21-22)

「真正な夫婦愛は神の愛の中に受け入れられ、キリストのあがないの力と

教会の救いの働きによって導かれ、豊かにされる。こうして夫婦は確かに神

のもとに導かれ、父母としての崇高な務めを果たすにあたって助けられ、強

められる。この理由から、キリスト信者の夫婦は、その身分上の義務と尊厳

のために特別な秘跡によって強められ、いわば聖別される。この秘跡の力に
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よって彼らは夫婦と家庭の務めを果たし、自分たちの全生活に信仰と希望と

愛を浸透させるキリストの霊に満たされて、ますます自己の完成と相互の聖

化に進み、こうしてともに神の栄光をほめたたえるようになるJ(r現代世界

憲章j48)。

17 婚姻の不解消性と子供に恵まれることを完全な人格の実現への過程(道、

歩み)として理解させる原動力となるのは何でしょうか (cf.n.21)。

18 どのようにしたら家庭は多くの側面から人間存在の喜びを実現するため

の独特の場であると提示することができるでしょうか。

19 第二バチカン公会議は、古代からの教会の伝統に立ち返って、自然・本

性的な結婚を尊重すると表明しました。小教区の司牧活動はどの範囲まで、

共通の文化と社会の土台として、この諸民族の英知を価値あるものとみなす

ことができるのでしょうか (cf.n.22)。

家庭の真理と美、および傷つき壊れやすい家庭に対する慈愛 (nn.23-28)

成功した結婚ならびに強固な家庭の美について考察し、配偶者から見捨て

られた状態にありつつも[結婚の]紳に誠実であり続ける人々の健気なあか

しを高く評価した後、シノドスに結集した司牧者たちは一一何らの不安も警

戒もなく、開かれた大胆な態度で一一自問します。民法による紳をもって結

ばれているカトリック信者、依然として同棲中の人々、有効な結婚の後に離

婚し、民法によって再婚した人々に対して、教会はどのような眼差しを向け

るべきなのでしょうか。

このようにさまざまな状況のうちにみられる明らかな限界と不完全さとを

認めつつも、[シノドスの]教父[、司教]たちは、「福音が示す理想、の価値

を下げることなく、一日一日築いていく人間の成長段階に、あわれみと忍耐

をもって寄り添わ(同伴し)なければなりませんJ(r福音の喜びj44) とい

う、教皇フランシスコによって示された見解を積極的に取り入れました。

20 どのようにして誰一人として神のあわれみから排除されていないことを
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理解することを助けられるでしょうか。また、どのようにして家庭に対す

る、特に傷つき壊れやすい家庭に対する教会の司牧活動において、この真理

を示すことができるでしょうか。

21 どのようにして、信者は、まだ充全的にキリストの愛の賜物を把握する

まで、に至っていない人々に対して、福音の要求することを告げることを放棄

せずに、歓待し同伴する姿勢を示すことができるでしょうか (cf.n.24)。

22 さまざまな形態の男女の結合一ーその中には人間的な価値を見いだすこ

とができますーーにのうちある人々が、教会の提供する善のうちに成長する

ために、[教会]への尊敬と信頼と[教会の]励ましを認め、完全なるキリ

スト教の結婚へと至るために助けるために何ができるでしょうか (cf.n.25)。
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第三部現実に向き合う:司牧的展望

シノドスの報告の第三部をより深く掘り下げるために重要なのは、臨時世

界司教代表会議が採用した司牧的方針を踏襲することです。それは第二バチ

カン公会議と教皇フランシスコの教導職根差したものです。司教協議会に求

められるのは、この部分をより深く掘り下げ、それぞれの地方教会のすべて

の状況に、よりふさわしい形で適応させ、それぞれの特別な状況を具体的に

反映するものとすることです。必要なことは、すべてをゼロから新たに始め

ることではなく、既になされた臨時シノドスの歩みを出発点とすることで

す。

さまざまな状況の中で、今日、家庭の福音を告げ知らせること (nn.29-

38) 

家庭の要請、ならびに現代世界が突きつけるさまざまな複雑な課題(挑戦)

の光のもとに、家庭の福音を率直かつ分かりやすく告げ知らせるために新た

に取り組むことの重要性をシノドスは強調しました。

23 司祭ならびに他の司牧面での共働者の養成において、家庭の置かれてい

る状況をどのように学ばせたらよいでしょうか。家庭そのものを[養成に]

取り入れることができますか。

24 現代世界の急速な発展は司牧上の伝達の言葉 (languagein pastoral 

communication)に絶えず注意するよう要求していることに人々は気づいて

いるでしょうか。家庭生活は聖霊を迎え入れることを目指し、それによって

生きたものとなるというように、恵みの優先性をどのようにしたらあかしで

きるでしょうか。

25 家庭の福音を告げ知らせるにあたって、すべての家庭は神が望んだもの

として存在し、[家庭の]尊厳と使命とが社会的に認められねばならない状

況を、どのようにしたら造り上げることができるでしょうか。どのような

「司牧上の回心J、どのような更なる掘り下げが、これを実現するためになさ
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れねばならないでしょうか。

26 家庭への奉仕において社会的政治的制度と協力することの必要性が十分

考慮されているでしょうか。どのようにして実際にそれはなされているで

しょうか。それにあたっての基準となるのは何でしょうか。この分野におい

て、 familyassociationsはどのような役割を果たしうるでしょうか。どのよ

うに、このような協力は、現実に家庭を脅かしている文化的、経済的、政治

的な進展からの見捨てられた状態から保護することができるでしょうか。

27 どのようにして家庭と、家庭の益を目指した団体 (society) と政策と

を関係付けたらよいでしょうか。家庭のための国際的な組織と国家の組織の

支援をどのように促進したらよいでしょうか。

結婚準備の過程で結婚するこ人を導くこと (nn.39-40)

ここ数年において、若い人々の結婚への準備が好ましい形で推進されてき

たことをシノドスは確認しました。しかし、準備においてのみならず、家庭

生活での最初の数年間においても、キリスト者の共同体全体による更なる取

組の必要性も強調しました。

28 どのようにしたら結婚準備の課程を、キリストへの信仰に基づく家庭へ

の召命と使命を明らかにするためのものとして提供することができますか。

真正な教会的な体験の場となっているでしょうか。どのように刷新、改良し

たらよいでしょうか。

29 キリスト教への入信のカテキズムは、どのように家庭への召命と使命に

対して開かれたものとなっているでしょうか。どのような処置が緊急に必要

であると思われますか。どのようにして、洗礼・エウカリステイアと結婚と

の関係を提示したらよいでしょうか。結婚の準備の過程でしばしば取り入れ

られるカテキズムと秘義教話(ミスタゴギア)の特徴を明らかにするにはど

うしたらよいでしょうか。この準備に共同体はどのように関わったらよいの

でしょうか。
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結婚の初期段階に同伴すること (n.40)

30 結婚生活への準備と初期の数年間の同伴において、[他の]家庭、

associations and family movements (家庭集会と家庭を中心とした活動?)

が提供しうるあかしと支援が多大な貢献をなしうることがふさわしく評価さ

れていますか。この分野で、どのような積極的・肯定的な体験が報告されて

いますか。

31 家庭生活の初期段階にある夫婦に同伴するという司牧一一シノドスの討

議で指摘されたようにーーは、更なる進展が必要とされます。既に実現され

ている、重要な原動力となっているのは何ですか。小教区の次元で、あるい

は集会ならびに活動の分野で強化されなければならないのはどのような側面

でしょうか。

民法のみによる結婚や同棲中の人々に対する司牧的配慮 (nn.41-43)

シノドスの討議において、文化的かつ経済的な多様な要因、伝統に根差し

た実践に起因する状況の相違、若い人々が全生涯を通して責任を負う選択の

困要住さカ守主目されました。

32 結婚の基本的要素は唯一性、不解消性、[新しい命の]生殖に聞かれて

いることにある教会の教えに照らして、個々の状況における正しい司牧的識

別のための基準として、どのようなものが考えられますか。

33 キリスト者の共同体は、司牧的な面で、このような状況に関わることが

できるでしょうか。結婚の秘跡に向かつて成長し回心する歩みへと彼らを方

向づけ支援するために、民法による結婚によって結ぼれた人々の生き方の肯

定的な要素と否定的な要素とを識別するどのような助けを提供することがで

きるのでしょうか。

34 特別な例として、段階的な結婚(足入れ婚)とか家族問の結合といった

伝統的な形態の継承から生ずる諸問題に対して、どのような解決策を提供で
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きるのでしょうか。

傷ついた家庭(別居夫婦、再婚していない離婚者、再婚した離婚者、ひとり

親家庭)を配慮すること (nn.44-54)

シノドスの討議において、同伴という方法に基づく司牧の必要性が明らか

にされました。「尊敬といつくしみ、また同時にキリスト教的生活をはぐく

むためのいやしと解放と励ましを与えるまなざしを注ぎながら、そばにいる

ことを感じさせるいやしの歩調で歩まなければなりませんJ(r福音の喜びJ
169)。

35 キリスト者の共同体は、傷ついた家庭が御父のいつくしみを体験するこ

とができるように彼らを配慮(介護)する用意ができているでしょうか。し

ばしばこのような状況を決定づける社会的経済的な諸要因を取り去るために

は、どのように取り組んだ、らよいのでしょうか。このような活動とそれを支

える使命感を成長させるために、どのよつな処置が講じられましたか、また

どのようなことがなされるべきでしょうか。

36 個々の教会の次元へと細分化された司牧指針をどのようにして共有化

(identification)できるのでしょうか。この点に関して、どのようにして、「ペ

トロと共に、ベトロのもとでJさまざまな個々の諸教会との間の対話を推進

できるのでしょうか。

37 どのようにしたら、[婚姻の]無効宣言の手続きをより簡便で迅速に、

また可能であれば全面的に無料にすることができるでしょうか (cf.n.48)。

38 伝統的に実践されてきたことを尊重しつつ、かつまた「客観的な罪の状

況と酌むべき事情との区別をよく考慮しながら」、離婚し再婚した人々に対

する秘跡に関する司牧が更に深く検討される必要があります (n.52)。この

方向に動くことに関してどのように考えますか。どのような処置が可能で

しょうか。負わせるべきではない、あるいは必要のない障害(impediments)

を取り除くためにどのようなことを提案することができますか。
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39 現行の法規は混宗婚や異宗婚から提起される挑戦に有効な解答を提示で

きているでしょうか。他の要素を考慮する必要があるでしょうか。

悶性愛の傾向を持つ人々への司牧的配慮 (nn.57-59)

同性愛の傾向を持つ人々への司牧的配慮は、今日、突きつけられた新しい

課題です。社会的にも問題とされている、これらの人々の権利に沿うもので

もあります。

40 キリスト者の共同体は、どのように同性愛の傾向をもっ人を抱えた家庭

に対する司牧的関心を向けていますか。あらゆる不正な差別を避けつつ、ど

のようにしして、福音の光のもとに、このような状況にある人に配慮したら

よいのでしょうか。このような人々に対して神のみ旨が求めておられること

を、どのようにこの人々に提示したらよいのでしょうか。

いのちの継承と出生率低下についての課題 (nn.57-59)

いのちの継承は家庭の召命と使命の基本的な要素です。「夫婦は、人間の

いのちを伝達し育てる任務を自分に固有の使命と考えなければならないが、

この任務を果たすことによって自分が創造主である神の愛の協力者であり、

いわばその解釈者であることを知るJ(r現代世界憲章j50)。

41 [新しい]いのち[産み出す]ことに聞かれていること、また母親ある

いは父親となることの美と尊厳を効果的に告げ知らせ、奨励する有意義な手

段として、たとえば、パウロ六世の『フマーネ・ヴイテ』に照らして、どの

ようなものがあるでしょうか。どのようにしたら、出産に関する人聞からの

エコロジー (thehumane ecology of reproduction)を尊重しつつ、科学な

らびに生物医学的技術との対話を促進することができるでしょうか。

42 惜しみない母性/父性には構造と手段が不可欠です。キリスト者の共同

体は具体的な連帯性と支援態勢を持っているでしょうか。どのようなもので

しょうか。社会的・政治的次元にも有効な解決策を提示する勇気があります
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か。どのようにして、実り豊かな寛大さの最高のしるしとして、養子縁組を

することや里親となることを勇気を持って実践するよう勧めることができる

でしょうか。幼い子供を世話し大切にすることを、どのようにして促進しま

すか。

43 キリスト者は召命への応答として、母性/父性を生きます。カテキズム

において、この召命が十分に強調されているでしょうか。夫婦の自覚を具体

的に導くために、どのような養成の課程が用意されていますか。人口統計上

の変遷の重大な結果が意識されているでしょうか。

44 どのように教会は、いのちの文化を推進しつつ、堕胎(妊娠中絶)とい

う痛みと戦っているでしょうか。

福音化における家庭の教育と役割についての課題 Cnn.60-61) 

45 教育という両親の使命を果たすことは両親にとって常に容易なわけで、は

ありません。彼らはキリスト者の共同体の中で連帯と支援とを見いだしてい

るでしょうか。どのような養成の課程が勧められるでしょう。社会的・政治

的次元においても、両親の教育上の役割が認知されるために、どのような処

置を図ったらよいでしょうか。

46 キリスト者としてのアイデンティティそのもののうちに内在する次元で

ある信仰の伝達の責務を、キリスト者の両親と共同体のうちにどのようにし

て促進したらよいでしょうか。
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資料2.提題解説(リネアメンタ)に対する日本司教団回答

世界代表司教会議第14回通常総会

「教会と現代世界における家庭の召命と使命j

リネアメンタへの回答

日本カトリック司教協議会

2015年5月6日

第三回臨時シノドスの最終報告は、国によって状況は異なるが、家庭の現

実にほぼ合致している。

|補足し得るもの

(1)移住者:日本における移住者は、結婚、無国籍の子ども、子どもの信仰

教育、親子聞の信仰の継承、経済に関する諸問題を抱えている。厳しい入管

制度や教会法にも原因がある。教会は、本来の結婚や家庭の前提が崩れてい

る現状を変えるように教会内外に働きかけていく必要がある。また問題点を

分析して整理し、それぞれに対応するために移住先と移住元の教会同士の連

絡と協力の具体的道筋をつける必要がある。

(2)高齢者:教会は高齢者への具体的な支援司牧を考えるべき。

(3)親子:世代間の信仰の伝達の困難さを助ける司牧が必要。

(4)信者と信者でない人との結婚が九割程度を占めている日本では、離婚と

再婚の問題は非常に大きいし、深刻である。シノドスに、問題解決と希望の

持てる司牧指針を期待する。

第一部 聴くこと:家庭の置かれている状況と突きつけられている課題

社会文化的状況 (ns.5-8)
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l 文化的な変革が家庭に突きつける挑戦 (n.6 -7参照)に関して、ど

のようなイニシアティブが取られ、どのようなことが計画されているしょ

うか。

家庭生活において神の現存を目覚めさせるために、どのようなイニシア

テイブが整えられているでしょうか。

健全な人間関係を教え、確立するために、どのようなイニシアテイブが

整えられているでしょうか。

家庭にとって有益な社会的経済的な政策を促進するために、どのような

イニシアティブが整えられているでしょうか。

幼児、高齢者、病気の家族の成員に対する配慮と結びついた困難をやわ

らげるために、どのようなイニシアテイブが整えられているでしょうか。

地方教会に存在するより特有の文化的要因を検討するために、どのよう

なイニシアテイブが整えられているでしょうか。

1-1 日本の教会は、 1987年に続いて1993年に「家庭の現実から福音宣教のあ

り方を探る」をテーマに、第 2回福音宣教推進全国会議 (TheSecond 

National Incentive Convention for Evangelization = NICE II) を開催し、「と

くに弱い立場に置かれた人々の苦しみや痛みに共感し、それらを信者の交わ

りの中でキリストの十字架とともに神にささげていく教会共同体」となれる

よう努力し始めた。

可牧者が人間味と理解のある司牧的配慮を重視するメンタリティーへ回心す

る必要があると同時に、両親と家族各自および家族全体が神の愛と倫理規範

を一つのものとして受け入れる考え方や価値観を共有することが大切であるO

1-2神の現存を目覚めさせるためには、家庭での祈りと神のことばの朗読に

よって、各自が自分のレベルに合った「キリストとの出会いの体験」をする

必要がある。親は、子どもに聖書に親しむ習慣を身につけさせ、互いに愛し

愛される関係を築くよう導く。神のことばは、家庭内の弱者や困難の内にあ

る者に対して寄り添う生き方を教え、困難にあっても支えてくれるからであるO

1-3人格聞の堅固な関係を育むためには、三世代同居などの環境づくりも必

要であるが、家庭のメンバーが互いに関わり、その関わりの中で「愛Jを体

験することが何より重要である。司牧者は、結婚した夫婦が、秘跡に高めら
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れた結婚の恵みを感謝し、喜びのうちに生きることができるよう導かなけれ

ばならない。教会は、夫婦が互いに関わり、その関わりの中で「愛Jを体験

できるように支援する必要がある。夫婦が、日常生活のありのままの実態を

正直に分かち合うことができる場の一つにMarriageEncounter (ニME)が

ある。そのプログラムに司牧者も一緒に参加するなら、よい結果が得られる O

1-4貧困から来る生活苦が結婚生活と家族の粋を弱める要因になることが多

い。母子家庭を中心に「ワーキング・プア」が増加し、子どもにしわ寄せが

きている。教会は社会に対して、経済最優先主義を改め、家庭で家族の温も

りが体験できるよっ働きかける必要がある。

1-5 少子高齢化の結果、「老老介護jが急増。これは、個人の努力を越えた

問題でもあるから、教会共同体には社会に働きかけると同時に、教会共同体

としても地域共同体と連携し、さまざまなボランテイア活動団体と協力し合

うようにする。

小教区・地区・教区の司牧評議会が稼働することによって、信徒・修道者・

司祭が、若者や若い親の信仰養成を含めて、宣教と司牧の責任を共同で担う

ようになってきた。

1-6世界各地から地方教会に来て主の食卓にあず、かっている人たちは、国籍

を超えたキリスト者の共同体を形成しており、皆がキリストの弟子であるこ

とを実感することができる。

2. 文化人類学的変動の現代において、ふつう、どのような分析手段が用

いられているでしょうか。

また肯定的にせよ否定的にせよ、より重大な結果はどのようなもので

しょうか (n.5参照)。

その結果の中に、文化的多様主義に共通した要素を見いだす可能性が感

じ取られますか(仏語、伊語)。

現代社会は、相対主義と物質主義に陥り、「個人主義と競争主義J(教皇ベ

ネデイクト 16世)に毒された結果、核家族化、夫婦および親子のきずなの希

薄化、また男女の役割の不明確さが顕著になり、さらに格差社会が広がり、

母子家庭を中心にワーキング・プアが増加している。また快楽主義から少子
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化や虐待と育児ネグレクトが増えてきている。反面、女性の自己実現と社会

進出と貢献は広がっている。しかし、晩婚化により子供が産めないケースも

生じている。

3.教会は、神のことばを告知し、極端な状況を指摘すること以上に、極

端な状況にある家庭のそばに“教会として"どのように寄り添っているで

しょうか (n.8参照)。

このような極端な状況に至らないようにするために、どのような試みを

しているでしょうか。

信者の家庭および結婚のきずなに忠実な家庭を支え、励ますためにどの

ようなことができるでしょうか。

3-1 教皇庁がMEを公認の夫婦の養成プログラムとして認可することが重要

である。教会は、まず夫婦問の関わりを深めるのを支援し、その関わりを親

子の関係にも広げていくのが望ましい。そのためには、司祭と協力する夫婦

が一緒になって、対象とする夫婦と共に結婚生活や家庭生活のありのまま

を、正直に分かち合う場を設けることが必須である。この分かち合いを通し

て、ともに歩む可能性と信頼が高まり、相談しやすい環境がつくられ、問題

に気づく可能性も高まる。①結婚5年後をめどにMEプログラムに参加する

よう、教会として推進する。② MEは、夫婦二人のかかわりを深めると同時

に教会のセンスをも身に着けることを目指しているので、司祭の協力は欠か

せない。司祭養成に組み込むことが望ましい。

3-2 上記MEは、極限的な状況に至らないようにするための適切な方法でも

ある。

教会が家庭の問題を背負っている被害者である子供たちの逃れ場となる工

夫が必要。札幌教区には「カリタス家庭支援センターJがあり極限状態にあ

る家庭に寄り添おうとしている。

離婚数が多くなっている現実に司牧的配慮が必要。経済的問題がその原因

の一つ。教会も閣が学費の免除やこどもの教育を重大課題としてとりあげる

ように働きかける必要がある。

無関心のまま放置しないために、また深刻な事態を引き起こさないために
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も、当事者は現実に何が起きているのかを教会に知らせることが極めて重

要。それを知ることも解決の一歩と認識する。

夫婦問の衝突、断絶、人間性、経済、女性問題など諸問題に対して:他人

事でなく全家庭の課題として取り組む(長期的展開が予想される)。①プラ

イバシーの遵守、②問題・課題の共有、③優先順位に従って対応、④対象

者がよしとする同伴者(指導者)の指名(状況によって数名)、⑤経済的・

人為的後方支援組織づくり。

3-3①「既婚者夫婦講座」を行う。②「結婚記念日・銀婚・金婚式で新たな

誓い」を行う。③「夫婦の日Jを決めて集い、分かち合いを行って、夫婦の

積極的意識向上を図る。

4. 世俗化された社会における文化的相対主義の蔓延に対して、またその

結果、結婚の粋によって結ばれた男女によって形成され、出産に対して開

かれた家庭の在り方が多くの人によって拒絶されていることに対して、教

会はどのような司牧的活動をもって対応していますか。

出産に聞かれた結婚観を拒絶する背景には、個人主義と格差社会がある。

「結婚しでもしばらくはそれぞれの楽しみを優先して子どもはつくらないj

という声がよく聞かれる。また、経済的理由から子どもをつくれないケース

もある。これらの傾向に対して、教会はnS.60-61で、言われている通り、地道

な教育によって結婚の価値観を伝えていくしかない。結婚という自分たちの

選択が神の愛に促されてのものであるならば、誇りをもって生きていくこと

ができる。教会は神の愛を告げ知らせなければならない。

青年たちが今どのような状況に置かれているかを分かち合う場、相互愛の

在り方、結婚に至る道筋、生き方を確かめ合う場が必要。

「夫婦の一体性と生殖の尊厳jが捉としてのみ伝えられている場合が多く、

また、不妊症に対する具体的な配慮がないために、神の愛と祝福が拒絶され

ているように感じる夫婦もいる。不妊症に悩む夫婦の中には、病院から配偶

者間の体外受精をするしか出産の可能性がないと告知された場合、教会から

断罪される道を選ぶ夫婦もいる。

教会は、①イエスにならい、子どもを追い出さず、歓迎する。②いのち
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の尊厳について、神から預かったいのち、いのちの素晴らしさの学びの場。

②出産は神の望み、また神の似姿として創造のみ業の行為であるとして、

喜び祝う。 MEの導入推進で多くの問題は解決する。

生活における情緒面の重要性 (ns，9 -10) 

5. キリスト者の家庭は、情緒的成熟の進展を次世代にあかしするために、

どのようにしているでしょうか (n.9-10参照)。

この点に関して、叙階された奉仕者の養成を、どのように支援すること

ができるでしょうか。

この司牧活動のためには、どのような資格を備えた人物が緊急に必要と

されると思いますか。

5-1 これまでの家庭司牧は「離婚」ゃ「堕胎jを禁止することに重点を置く

傾向があった。結婚の秘跡の豊かさや恵み、家庭生活における情緒の重要性

に目を向けることが重要である。 家庭の情緒的成熟のために、①聖書朗

読・祈り・良心の教育をする。②人間の発達段階での自己譲渡と自己実現

の関係に焦点を当て、掘り下げる。③親が自らの信仰生活の中で信仰の喜

びを子どもに示す。良い一例:フォコラーレ運動。④近隣の小教区との交

流の中で情緒的成熟を育む。家族の一致だけでなく、教会内外でも一致の心

をひろめる。また、社会問題等を聖書に照らし合わせて解説する説教や分か

ち合いのできる司牧者が必要。

5-2父性だけではなく母性も備え、情緒的に成熟した司祭の養成が求められ

る。司牧者はリーダーシップを備えつつも、権威主義的であってはならず、

教え導くことよりも、信仰と愛のこころをもって信徒に寄り添い、耳を傾

け、痛みを共感し、祈りの中で、連帯し、ともに歩むことが求められる。

司祭もMEのプログラムに参加し、夫婦と対等のメンバーとして分かち合

う。司牧者と家庭との真剣で、かつ親密な関係が出来上がって初めて、信頼を

もって家庭内のことを司牧者に分かち合ったり、相談したりすることができ

るようになる。こうして教会は実質的に家庭を支えることができる。司祭

も、夫婦たちの分かち合う姿から自分自身との生きた出会いを体験し、他者
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との関わりを人間味に満ちた豊かなものにすることができる。

5-3 司牧者は、自分の特性(青少年・福祉・その他専門分野)を司牧に生か

す一方、専門的なことに対応する信徒の力を活用する。インターネットの利

点を教会のカテキズムや信仰教育などで活用できるようにもっと勉強すべき。

結婚準備講座は、信徒・修道者・司祭がチームを組み、経験豊かな信者の

夫婦、カトリック医師や看護師の協力を得ながら行われるようになった。

可牧者は、単なる知識ではなく、知恵と豊かな経験をもっている謙遜な

人、言葉だけではなく実行力のある人、同時に人の話に耳を傾ける人でなけ

ればならない。

司牧上の課題 (n.11) 

6.通常の家庭への司牧活動は、どの範囲まで、またどのような手段をもっ

て、周辺部にいる家庭を対象にすればよいでしょうか (n.11参照)。

創造主によってすべての人のこころに植え付けられた「家庭を築きたい

という願望jを、特に若い人々ーキリスト教の家庭観とは合致しない家

庭環境のうちにある若い人々も含めてーの間に呼び起こし、その真価を

わからせるのに役立つ実践的なガイドラインには、どのようなものがあり

ますか。

彼らのもとでの教会の宣教努力に対して、彼らはどのように反応してい

ますか。

洗礼を受けていない人々の問での自然な結婚は、若い人々の「家庭を築

きたいという願望」との関係においても、どれだけ広く行われているで

しょうか。

6-1 司牧活動の範囲を制限する必要はないが、実質的には配偶者の片方が信

者の場合、信者でない配偶者まで、あるいは彼らの家族までというのが、現

実的であろう。

6-2有効で実践的なガイドラインは、①結婚準備講座である。②若者たち

のためのチョイス (CHOICE)のプログラムもある。若い人同士が分かち合

うことから得られる喜びを見つけるようにする。先輩夫婦がそこに加われ
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ば、若い人々に結婚の豊かさを示し、彼らを結婚の願望へと鼓舞したり勇気

づけたりすることができるであろう。③パートナーと共に生きる喜び。④

癒しの家庭。⑤子育ての喜び。⑥子育ての支援者や仲間がいること。⑦

フィールドワーク:困難や苦しみの中でも微笑みを失わないで日々を送って

いる家庭を訪問し、話に耳を傾けることによって、家庭の良さを感じ取るこ

とカτできる。

教会が家庭で生じている困難に向き合い、具体的な取り組みを通して解決

を共に図ろうとしていることを示す必要がある。

6-3不況による経済的困窮によって結婚願望を削がれる若者もいれば、逆に

強く抱くようになった若者もいる。教会は、教会の中に彼らの集まる「居場

所」を作り、真の幸福は、個人主義の追求によっては得られないことを力強

く宣言する必要がある。

6-4民生委員の働きかけへの協力に司祭、修道者が参加することで生き方の

分かち合いにつながることもある。

第二部 キリストへのまなざし:家庭の福音

イエスへのまなざしと救いの歴史における神の教育法 (ns.12 -14) 

7.キリストにまなざしを向けるとき、新しい可能性が関かれます。「実際、

わたしたちがキリスト者としての経験の源に立ち返るたびに、新しい道と

考えもしなかった可能性が開かれてくるのですJ(n. 12)。家庭に対する

司牧活動において、どのよっに聖書の教えが用いられていますか。

「わたしたちのまなざしをキリストへ向けること」は、勇気ある誠実な

家庭司牧を、ととの程度養っていますか。

7-1聖書に親しむとき、キリストにまなざしを向けることになる。『聖書と

典礼』の普及のおかげで、主日の聖書朗読個所が養成講座で活用されている 0

7-2 r啓示憲章Jの勧めに従って、 10年ほど前から「聖書愛読運動Jを展開

している教区もある。基本的に、主日のミサの前か後に、会衆全員が聖書を

朗読する。神のことばに親しみ、やがて生活と結びつけ、他の人たちと分か

89 



ち合うようになることを目指している。いくつかの地域では、「聖書百週間J
や「セブンステップ法Jによる分かち合いをしている。参加者は、神のこと

ばによって考え方や生き方を福音の精神へと変えられ、一体感を体験し、福

音宣教への熱意を抱くようになった。

司祭は、信徒同士の結婚準備のとき、共に聖書を読み、黙想し、分かち合

うようにすることが求められる。その際、読んでいる出来事-、神の言葉が今

の自分に向けられていると受け止めることができるように導く。

8. 結婚と家庭のもつどのような価値が若い人々、そして結婚した人々の

生活において実現されていると思われますか。また、それはどのような形

をとっていますか。

そこには光をあてて明らかにしうるような価値が見られますか (n.l3参

避けるべき、また克服すべき罪の次元とはどのようなものでしょうか。

8-1結婚と家庭の持つ価値は、愛である。それは、深い喜びという形を取

る。しかし、「愛jを実現させようという意欲や積極性は時と共に次第に乏

しくなっていくので、教会や小教区が、事あるごとに日常の生活の中で婚姻

の秘跡を生きるように励まし続ける必要がある。

8-2 I光をあてて明らかにしうるような価値jは、①「愛のあるところに神

はおられるjという価値観あるいは信仰である。②家庭はそのメンバー各

自が「大切にされている、大事にされている」体験の場。③男女の性の相

互補完性と労りと慈しみが伝わる心身にとっての安全と平和と癒しがあると

ころ。④若い二人は、結婚することで安定した幸福感を得ることができ、

時間を共にすることで、結婚本来の仕え合う喜び、与え合う喜びを体験して

いくようになる。それは、仕えるために来られたキリストの愛を知ることで

もある。⑤文化や言語、国籍の違いがあっても、互いに理解し合って結婚する O

8-3 I罪の次元jは、無関心、あるいは自己中心主義である。結婚や家庭生

活の義務や重荷に重点を置くより、「喜びJを見出し、深めるようにすべき。

罪を避けるためには、罪を犯したあとのアダムとエパのように、失敗や苦労

を相手のせいにしないこと。親が教会に行かないで、子供たちだけに指示す

90 



資料2.提題解説

るのであれば、反発が起こるのは当然であるし、結婚の秘跡も軽々しく考え

ていると言わざるをえない。

9. 将来の結婚へ導くような、夫婦生活の成熟を念頭に置いた教会の司牧

活動に求められることをよりよく理解するためには、どのような人間的な

教育法一神の教育法と調和したーを考慮する必要があるでしょうか (n.

13参照)。

相手の意見に耳を傾け、自分の意見を発言し、コミュニケーションによっ

て課題を解決する方法を身につける教育が必要。①人間は単独では成熟し

きれない存在である。②人間は真に人聞になるために他の人間とともに生

きる必要がある。③その関係は愛によって結ぼれていなければならない(相

互扶助愛)。④それぞれ相手を出発点として、考え行動し、生活しなければ

ならない。⑤常に和解を行う。赦し合い、ありのままを受け入れ合う。な

お、若者たちのためにはCHOICEプログラムの実施が望まれる。

10.不解消性のたまものを生き、ますます確かなものにしたいとの願望を

呼び覚ます目的で、そのたまもののすばらしさと美しさとを示すためには

何をなすべきでしょうか (n.l4参照)。

神の愛の輝きはすべての人間的不完全性を払拭する。結婚の不解消性を理

解するためには、イエスの「愛Jを理解してもらう。

配偶者が互いに、「余すことなく自分自身を与えるJほどの愛の対象とし

て (r現代世界憲章j24)かけがえのない存在であることを意識し続けるよ

うに体験的に導かれることが大切。

婚姻の秘跡を徹底的に生きること。すなわち、夫婦が、互いへの全面的・

恒久的・独占的な愛とコミットメントを生きること。

結婚の不解消性は神の祝福の前提であり、秘跡的恵みとして支えて行く必

要がある。

自分の自由な決断が神的なレベルにまでヲ|き上げられている。この恵みを
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生きるために、ご聖体とゆるしの秘跡によって養われ、癒やされなければな

らない。

若者に間違った結婚をしないように注意を促し、婚姻の秘跡を教える。何

十年と連れ添った夫婦から、苦労話を聞いてもらう。

11.神との関係が夫婦関係にも先天的に潜在している脆さに打ち勝つ助け

となるということを、人々が理解できるようにするためにはどうすればい

いでしょうか (n.l4参照)。

すべての真正な結婚には神の祝福が伴うという事実をどのようにあかし

しますか。

秘跡による恵みが、結婚したこ人を、その夫婦生活の間中支えるという

ことを、どのように現すことができますか。

11-1家庭集会の中で、信者夫婦、信者と信者でない人の夫婦が、家庭の中

で一人だけの信者で高齢化し教会と疎遠になりがちな心配など、忌'1軍なく話

し合える仲間づくりをする。

夫婦が言葉にならないメッセージを受け取ることができるなら、見えない

神とのかかわりにも敏感になれる。そのために、日々の対話による関わりが

大切になる。その場合、司祭が夫婦たちに寄り添い、ありのままの自分を差

し出し、分かち合うことで、同伴者となる。

11-2結婚が神に祝福されたものであることを実感できるのは、「秘跡による

恵みJの日常生活の中での体験だけであろう。特に、夫婦の間でのゆるしと

いやしの体験から愛である神を体験することは、夫婦の間に「愛し愛される

ことJの喜びをもたらし、極めて具体的で効果的な秘跡による恵みの体験と

なる。結婚生活を営んでいる幅広い世代による分ち合いも有効。

11-3日本司教団は、 NICEIIの準備として、「①共感と共有を求めて家庭の

現状を見つめる、②一人ひとりを大切にしておられるキリストとの出会い

を深め、愛の共同体を育てる、③すべての家庭にキリストを伝え、キリス

トをあかしする信仰共同体をめざす」という三つのステップを繰り返してい

くことを呼びかけた(，課題発表に際しての司教団メッセージJr家庭の現実

から福音宣教のあり方を探る 第2回福音宣教推進全国会議公式記録集J
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資料2.提題解説

1994年、 pp.103-1 05)。

神の救いの計画における家庭 (ns.15-16) 

12. キリスト者の結婚は、神の原初の計画に合致するものであり、それ故、

制限ではなく、成就を体験させるものであることを理解させるためには何

ができるでしょうか (n.13参照)。

①夫婦が愛による(余すことなく自分自身を与える)自己贈与と愛されて

いる実感の体験をすることによって、この理解を促進することができる。②

教会は、「夫婦という関わりを生きるjという具体的概念のもとに、夫婦そ

のものの有り様を夫婦たちと研究すること。③結婚の秘跡に焦点を当てたカ

トリックの夫婦のための養成プログラム (WorldwideMarriage Encounter 

の「ウィークエンドJ) を提供すること。④現実に不貞や離婚というような

事態に陥ったとき、教会はその夫婦に寄り添い、彼らがみ旨を行うことに

よって神の愛の計画の成就に参画していることに気づかせなければならない。

13. どうすれば、家庭を、神の国に奉仕するための福音化の働きの主体で

あり対象でもある「家庭の教会J(r教会憲章j11)として理解できるでしょ

うか。

①家庭で共に祈ることによってO ②家庭のメンバーが、家庭が真の交わり

の場であることを体験することから家庭の理解が深まると考えられ、この交

わりの場を通して、親から子への信仰教育も行うことができると思われる。

この部分では司牧者の役割が大きい。③聖書に基づく、家庭に関するカテ

ケージスの充実。④結婚の秘跡における神の恵みと祝福に満たされた家庭。

⑤夫婦の愛といのちの親密な共同体。愛を実践する場、何よりも自己犠牲

の愛を培う場。十字架のキリストの愛にあずかり生きる夫婦の愛。⑥外国

籍の人と一緒に、信仰を育てる集いを持つ。⑦終身助祭夫婦のME参加。終

身助祭になることで「家庭の教会jとしての家庭の持つ宣教的価値について
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の自覚は一層深まると思われる。

14. どうすれば、家庭の宣教者としての責任の自覚を促すことができるで

しょうか。

①家庭で、ともに祈ることによって。特にロザリオの祈り。②キリスト者

の家庭の生き方を通してキリストの証人、宣教の使命を果たす。③司祭の

説教と指導によって、信徒の召命と使命の自覚を促す。家庭が愛の交わりの

場であること、それが他の人々に影響を与えることを、説教など機会あるご

とに強調することと合わせて、司祭と夫婦たちの分かち合いの場を通して、

そのような実体験の例を知ることによって、宣教者としての責任を自覚する

ようになる。④常に恵みと祝福を与え続ける神への感謝と賛美から。⑤神

の望みに答えたいから。⑥平和と愛の育つ最初の学校である家庭が、憐近

所をはじめ地域社会に大きな影響を与える、社会と国の中核であることを実

感させること。

教会の文書における教会 (ns.17-20) 

15. キリスト者の家庭は主の愛のまなざしのもとに生き、主との交わりの

うちにいのちと愛の真の共同体として成長していきます。どのようにして

家庭の霊性を成長させることができますか。

また、どのようにして家庭がキリストにおける新しいいのちの場となる

ように支援することができますか (n.21参照)。

15-1メンバーが互いに心から愛し合っている家庭は、霊的に成長する。こ

のような家庭は「愛Jの喜びに感謝したり、その喜びから神を賛美したりす

るので、祈りの深さや敬慶さも自然に備わってくる。

互いに対する愛の気持ちを伝え、考えていることを話し合ったりすること

によって、マイナスに作用するものをプラスに変えていくことができる。そ

のために、祈りがどうしても必要で、ある。
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資料2.提題解説

夫婦は生命を誕生させ、神の創造の業に参与するとき、今まで経験しな

かった深い境地に至る。十字架の意味を理解し、自分を無にすることは喜び

に変わる。これらの体験を分かち合つ場があることで、互いに神の恵みに気

づき、霊性を深めることができる。

家族の霊性を成長させるために、少なくとも年に2回、夫婦の黙想会を行

い、結婚の記念日、特に金銀祝を祝う夫婦たちを教会に招いて、ミサの中で

祝うことなどが考えられる。

15-2夫婦の関わりを対話と祈りによって深めながら生きている夫婦たちと

実際に生活することによって夫婦の関わりを学ぶプログラムが必要。

司牧者は、家庭を訪問し、家族に関わる。家庭における祈りの習慣を支

え、みことばの黙想を促進する。祈りに関しては、神lこ心を向け、神を思い

起こすために朝昼晩寝る前の祈りをすること、何事につけ神に願い、感謝

し、賛美することなどを教える。

幼児教育の場で、両親の生活の悩みや育児援助を通して、神から預けられ

たいのちであることを伝えることができる。

16.家庭に関する教会の教えを生きている人々、何よりも、現に生きてい

る現実と宣言したこととの間に生じうる食い違いを克服し、回心の過程

へと導かれている人々に、援助を知ってもらい、そして提供するために、

信仰教育(カテケージス)においてどのようなイニシアテイブを発展させ、

促進させることができるでしょうか。

①司牧者と夫婦の分かち合いの集まり (ME) は、毎回約 2-3時間程度、

2週間または 1ヶ月に 1目、あるいは少ない場合には 2ヶ月に 1回開かれ

る。②家庭の問題を相談できるような信頼できる信仰深い夫婦を、小教区

または地区に複数用意しておくこともある程度有効。このような信徒を養成

することも必要。③秘跡典礼を通して子どもの発達段階に応じた性教育と

秘跡の徹底した教育。④年齢など段階における指導カテケージスの作成。

求道者にもわかる具体的に解説したものが必要。⑤堅信後は受ける教えか

ら、悪霊の助けによって自ら探究し、つかみ実践する積根性と責任。
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婚姻の不解消性および共に生きることの喜び (ns.21-22) 

17. 人格を完成させる道としての、不解消で子どもに恵まれる結婚の価

値を理解させることができるようなイニシアテイブはあるでしょうか (n

21参照)。

①「配偶者が自分にとってかけがえのない人だから共に生きるjという「愛J
からの誓約であり続けるように、夫婦の関わりを成長させることが肝心。②

出産が完全な人格の実現に必須であるといった表現を使うことは避け、むし

ろ子どもを持つことによって更に大きな喜びの体験ができる点に重点を置く

べき。③夫婦の成長は、親になることによって一層促進される。人間の世

界に見られる神の愛の最高の象徴は、間違いなく親の愛である。④夫婦相

互や生まれる子供は 神から委ねられたものO 自由意思を持ってそれを受け

入れ、命がけで守り、神の恵みと自覚して生きること。⑤結婚の価値は、

自己中心的な充実感ではなく、キリストの十字架の秘義を理解する時に、始

めてわかってくるものO キリストの逆らいのしるしを生きる奉献者の姿勢が

問われている。

18.家庭を、多くの面で人間として生きる喜びを体験できる特異な場とし

て、どのように提示することができるでしょうか。

①結婚の準備段階で、深い喜びのうちに生きている敬慶な先輩夫婦の話を

聞き、彼らと接する機会をたびたび与える。②その喜びをその家庭(夫婦)

が直接体験するのが、一番の近道である。③家庭において、親は子のため

命をささげ、子は親のため命を委ねる相互愛の存在となる。家庭は、他に類

を見ないいのちの場なのであるから、その独自性を生きることがあかしとな

る。
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資料2.提題解説

19. 第二バチカン公会議は、古代からの教会の伝統に立ち返って、自然な

結婚を尊重すると表明しました。小教区の司牧活動はどの範囲まで、共通

の文化と社会を土台として、この諸民族の英知を価値あるものとみなすこ

とができるのでしょうか (n.22参照)。

①「結婚とは性的な交歓によって十全に表現される性的な秘跡であるJ(Ron 

& Mavis Pirola) という指摘は重要で、あると思われる。夫婦が愛し合って生

きていくということはキリスト教だけのものではなく、共通の文化と社会の

土台だからである。②民法上の結婚に関しては、そこに互いに義務が生じ

ているので、結婚とは何かを学ぶ上で有益。③無効宣言のためには、結婚

成立の諸条件、特に未成熟さ、あるいは各国、各地方の風習(たとえばお見

合い)の中には本人の意思と合意がどこまであるのかを考慮することも大事

である。独自の社会風習には、民族の知恵、と教訓があることを踏まえ、包容

力と忍耐を持って秘跡的結婚へ導くことも大切である。④教会が夫婦の日

(あるいは結婚の日)をもうけて、信者でない夫婦たちをも招くことを視野

に入れた一日プログラムを実施する。⑤ MEの夫婦たちによって、信者でな

い夫婦のためのMEプログラムを実施している地方もある。⑥各教区に司祭

と信徒から構成される「家庭員会jと「結婚問題手続き事務所jを設置する。

家庭の真理と美、および傷つき壊れやすい家庭に対する慈愛 (ns.23-28)

20.誰一人として神のあわれみから排除されないということを人々が理解

できるよう助けるにはどうすればいいでしょうか。

また、この真理を、家庭、特に傷つき、壊れやすい家庭に対する教会の

司牧活動を通して、どのように示すことができるでしょうか。

20-1何よりも愛されていることを実感する体験が必要である。そのために、

司牧者が、イエス・キリストのように、出会う人と同じ目線に立って会話し、

受け入れる必要がある。神の愛と憐みを自ら感じ取って、同じ目線からそれ

を伝えるように努める。特に傷つき壊れやすい家庭に対して、単に助言する
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だけではなく、話を聞き、一緒に歩みながら、自らその問題を解決するよう

に助けてあげる。

20-2現行「教会法」の早急な改訂と、神の愛を証しする司牧的配慮を最優先

することへの徹底した方向転換が必要不可欠。提の遵守を固持する教会の態

度は、神が傷ついている人との交わりを拒絶する冷酷な存在だとか、教会が

傷口をえぐった上で放置する存在だと誤解させている。民法上離婚したカト

リック信者が非キリスト者との前婚の紳の解消手続きする場合、非キリスト

者前婚関係者に「婚姻の不解消性の価値Jや「共に生きることの大切さJを

伝えるよりも逆に、キリスト教という「宗教jが抱えている頑迷さや偏狭さ

を印象づけることになっている。まず何よりも、傷ついた人を受け入れ癒す

ことが最優先されるように「教会法」を改訂し、裁くための手続きは廃止し、

諸般の事情で別れざるをえなくなった双方の傷を癒し、神の愛と出会い、神

を信頼して再出発することを願って、それぞれに同伴していくパストラル・

カウンセリングの充実をこそ正式に定めるべきであろう。

配偶者から見捨てられた状態にある人、民法で結ぼれている人、同棲中の

人たちに対して、教会は彼らが神の憐れみから排除されていないということ

を、常に伝えていかなければならない。人聞はいつも教会の示す生き方がで

きるとは限らない。福音の理想を生きることができなくても、その途上にあ

る人間の弱さを包み込むことが大事。

21.キリストの愛のたまもののことをまだ十分わかっていない人々の場

合、どのようにして、信者は、福音の要求することをしっかり告げながら、

好意的な態度を示し、信頼される手引きをすることができるでしょうか (n.

24参照)。

キリストの愛のたまもののことをまだ、十分わかっていない人々にも、キリ

ストの愛の実感を与えることができるので、その愛の体験からキリストの愛

をわかるようになる。

①まず、耳を傾け、受け止め、現実的問題と精神的問題を分け、方向性を

示す。信徒の中から寄り添うことのできる方を紹介し、さらに専門機関との

連携を促すことも必要。
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資料2.提題解説

②家庭を持つ信徒とともに、積極的同伴のこころをもって近づく。神が差

別区別することなく、また感情に左右されることなく、神から委ねられた

人々であることを自覚し、受け入れ、相手の必要や求めに応じ全面的にバッ

クアップする。

③夫婦の日(あるいは結婚の日)を何回か実施する。例えば、 7問実施する

として、 7回目には、「キリストの愛のたまもののことをまだ十分わかってい

ない人々」が赦しの秘跡を受け、ミサで聖体を拝領できる状態まで、持ってい

けるようなプログラムを作る。

22. さまざまな男女の結びつき方ーその中には人間的な価値もあり得ま

すーをしている人々が、尊敬と信頼、教会の善意の中で成長するように

との励ましを体験し、十全なキリスト教的結婚へと至るのを助けるために

は、何ができるでしょうか (n.25参照)。

①まずは、私たちが偏見や差別から解放されること。同じ神の子らとして

助けあうことはできる。②批判し拒絶する態度を改め、まず出会い、耳を

傾け、理解しようと努力し、共に歩む可能性を探求すること。③家族や結

婚の価値の拒否に限らず、教会の否定、事実婚などの方々に対して、法や旋

に基づくものでなく、神に愛される者同士として、彼らを受け入れ、彼らの

重荷、心の解放、救いに重点を置き、慈愛を持って近づき導く。④結婚の

秘跡によって結ぼれた夫婦が、真にその秘跡を生き、その生き方を分かち合

うことができるプログラムを提供する。どんな形の夫婦にしろ、教会は結婚

や夫婦を大事にしていることが分かるようなプログラム作成する。 MEや各

地にある信者ボランティアによるカナの会、ラムスの会などによる支援、同

伴が有益。

第三部現実に向き合う:司牧的展望

さまざまな状況の中で、今回、家庭の福音を告げ知らせること (ns.29-

38) 
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23 司祭ならびに他の司牧担当者の養成において、家庭の状況をどのよう

に学ばせたらよいでしょうか。

家庭そのものがその養成課程の中に直接かかわることができるでしょ

うか。

23-1① MEでは、家庭生活の中での夫婦の関わりが分かち合われるので、家

庭そのものを取り入れていることになる。夫婦や家庭、家庭の教会の喜びに

満ちたあかしは、このような分かち合いの中に見られる。この分かち合いを

通して、その参加者は養成される。

②家庭は体験するものであって学ぶものではない。司牧者が家族の痛みを

共感する姿勢があれば、おのずと分かつてくるのではないか。向じ目線に

立って喜び、悲しみ、苦しみを分かち合うことが何よりの理解であろう。家

庭の置かれている状況は、家庭の数だけある。「学ばせるJよりも結局「生

きていく場における選択が信仰に基づくものであるよう動機づけるJと言う

ことではないか。③教会を、現実の痛みと困難を担って生きている人への

愛情と寛容さと理解を示せる多面的な包容力のある共同体にする。

23-2①司牧者にとっても，神学の勉強中に、とりわけ叙階の前、更に司牧

を始めて10年、25年経った頃に、看護師、医師、弁護士、教育者を交えた「キ

リスト教的家庭の育成コースjを開いて、理論と実践(司牧)の経験を踏ま

えてどのように現実の緊急課題に対応して行けるかを具体的に総合的に準備

する必要がある。

②養成期間中に信徒の家庭を数多く訪問して、その喜び、困難など、生き

た家庭のさまざまに触れる機会をもつように配慮する。現実の社会の状況

(企業戦士の葛藤、倫理的葛藤、人権無視の現状、非正規職員の状況)や家

庭生活の状況等についての体験者の報告あるいは分かち合いが役に立つ。そ

のためには、神学校のカリキュラムそのものを抜本的に見直す必要がある。

たとえば、夫婦の関わりを深めるプログラム (ME)への参加、あるいは、

それに近いプログラムを神学校で用意してそこに夫婦たちを迎える。複数の

夫婦の分ち合いに参加することが有効。小さな子供のいる夫婦のもとでの

ホームステイなど。
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資料2.提題解説

24.現代世界は急速に発展しているので、司牧上のコミュニケーションの

言葉に絶えず注意しなければならないということに人々は気づいている

でしょうか。

家庭生活は聖霊を迎え入れるものとして生まれ、生かされているという

ように、恵、みの優先性をどのように効果的にあかしできるでしょうか。

24-1何事も分かち合う家庭の喜びを呼びかけ伝えねばならない。家庭は迷

惑をかけない人づくりでなく、お互い様助け合う愛が必要。

24-2①恵みの優先性をわかるためには、み言葉に導かれて自己の体験を掘

り起こすクルシリオのような研修が有効。② MEでの夫婦のかかわりの分か

ち合いを通して喜びの体験をするとき、聖霊の働きが感じられることもあ

る。③夫婦の霊性は、先ず、二人の関わり、神との関わり、世界(他者)

との関わりを深めるもの O 中でも、神とのかかわりを深めることで、二人が恵

みの世界に聞かれ祈りを深めていくことになる。④父と子と聖霊の交わり

と人間への自己譲渡を思恵論の中心にすえて、交わりの視点から「離婚し、

再婚した人の聖体拝領jを検討すべきであろう。

25. 家庭の福音を告げ知らせるにあたって、すべての家庭が神の望まれる

ように存在し、社会が家庭の尊厳と使命を認めるようになるための条件

を、どのようにつくることカぎできるでしょうか。

これを成し遂げるためにどのような「司牧上の回心J、どのような更な

る掘り下げが、行われているでしょうか。

25-1①司牧においては、社会教説のカテケージスを促進する必要がある。

政治や経済に関して無関心であってはならず、教会の基本的な考え方を学

び、実践しなければならない。②福音は、人の心の豊かさを増すものであ

り、生きることの喜び、すべての人を幸せに導くものであることを出会いの

中、生き方の中で示す意識を持ち表現する。③家庭の問題は基本的に夫婦

の問題なので、夫婦に特化したプログラムが必要。子供たちをも含めた豊か

なかかわりの家庭が生まれる、 MEのプログラムによる開発が求められてい
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る。

25-2司牧が、現実の生活を分かち合う集まりを通して行われるならば、そ

れは家庭の理論から家庭の現実を見つめることへの大きな回心であろう。

26 人々は、家庭のために社会的政治的制度との協力が必要であることを

意識しているでしょうか。

その協力は、実際にどのようになされているでしょうか。

その協力を考える際に、基準となるのは何でしょうか。

これに関して、家族[援護]団体 (familyassociations)はどのような

役割を果たしうるでしょうか。

このような協力は、現実に家庭を脅かす文化的、経済的、政治的な発展

過程からあからさまに拒絶される場合、どのように持続できるでしょう

か。

26-1さまざまな理由で教会から遠ざかっている信者のために、教会の方か

ら出かけて行くことが求められている。家庭に奉仕するためには、いろいろ

な社会的な支援制度を知ることは不可欠であり、行政との連携をとることも

必要である。司牧者は、信仰に関する事柄のみの司牧から脱却し、基本的な

知識および信徒の協力を必要としている。従って、政治への関心、改革への

代弁者は必要であり、特に信徒政治家への支援・応援は大切である。たとえ

ば、単身赴任、残業、共働き、祝日出勤などによって家庭が犠牲になってい

る。こうしたことから家庭を守るためには、政治的力が必要になる。

27. 家庭の益のために、家庭と社会と政治(市民生活)の関係をどのよう

に促進できるでしょうか。

家庭のために国際共同体と諸国家の支援をどのように促進できるで

しょうか。

このような協力は、現実に家庭を脅かす文化的、経済的、政治的な発展

過程からあからさまに拒絶される場合、どのように持続できるでしょう

か。
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資料2.提題解説

27-1①地方自治体の諸活動の協力参加支援を行う。②日本では各都道府県

で、おもに毎月第三日曜日が「家庭の日」と定められている。③各家庭と

ともに小さなできることから参加し、地域のためにある教会として取り組

む。④家庭にとって好ましくない状況の改善を図るように企業に対して政

治的圧力をかけることができるようにする。

27-2①カリタスジャパンNGO等の支援へO ②今回のシノドスを通して「家

庭年Jが世界的な運動になることを期待している。

結婚準備の課程で結婚する二人を導くこと (ns.39 -40) 

28. 結婚準備の課程は、キリストへの信仰に従って家庭の召命と使命を明

らかにするような形で提示されていますか。

教会をほんとうに体験できるものとして提示されているでしょうか。ど

のように刷新し、改善できるでしょうか。

28-1①教義の講義ではなく、対話的に講鹿を展開する。結婚を準備する2人

が自分で考え、話し合ったり分かち合ったりする中で、自分で気づいていく

ような手法を用いることが大切である。また、司牧者だけで行うよりも、協

働者として先輩の夫婦が自分たちの具体的な体験(結婚生活の豊かさやその

中での喜び)を分かち合うプレゼンテーションをすると、結婚を準備する人

たちも身近に感じて聴く。②結婚した夫婦が日常生活のありのままを分か

ち合う。その分かち合いを支えるのは、信仰であり、互いへの信頼である。

受講者のカップルが信者でなくても通じる。彼らは大きな力に支えられてい

ると感じはじめる。すると、安心と信頼が芽生え、感謝し、赦しへと導かれ

る。③競争社会の中だからこそ、結婚の選びについても、立ち止まって

じっくり考え、そして歩む姿勢を社会の中に作り出すことから始めなければ

ならない。④結婚講座で家庭の使命に関するロール・プレイを取り入れて、

理論と実際のギャップを参加者に追体験させて責任性と適応力を培う。⑤

男女の違い、思いやり、協調性など感性の教育が不足しているので、子ども

のころから性や結婚についての学びが必要であり、家庭において幼児期から

結婚まで、結婚についての予防的教育が必要である。
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28-2信徒、司祭、専門家など、チームによる養成プログラムを実施しなけ

ればならない。

29. キリスト教入信のカテケージスは、家庭の召命と使命に対して聞かれ

ていることをどのように紹介しているでしょうか。

どのような実践がまず急を要すると考えられますか。

洗礼とエウカリスティアと結婚との関係をどのように提示したらよい

でしょうか。

結婚の準備の課程でしばしば取り入れられる洗礼志願期と秘義教話

(ミュスタゴギア)の特徴をどう強調したらよいでしょうか。

この準備に共同体をどのように関わらせたらよいでしょうか。

29-1神の愛を教会の家庭に関する教説から説くことは有益。また、入門の

段階から信徒たちの分ち合いの場で育まれることも取り入れる必要。

29-2信者夫婦の体験談を聴く:夫婦が同じ信仰に生きることの大切さ、人生

の難局に直面しでも、その信仰が希望のうちに前進する力を与えたことな

ど。

29-3①洗礼は教会共同体に迎え入れるものであり、エウカリステイアは教

会共同体の交わりであること、そして家庭あるいは夫婦が最も小さな共同体

(教会)であること、これらからその繋がりを提示し、家庭や夫婦の喜びが

小教区や教会全体にとっての喜びになり、逆に家庭や夫婦の悲しみが小教民

や教会全体にとっての悲しみになるという関係を説明する。②洗礼によっ

て愛である神の子として生まれること。神の道を歩むために道、真理、いの

ちであるイエスの聖体を受け、キリストとともに愛を生き、家族と共に永遠

の国を目指す。③配偶者とキリストと共に歩んでいる一体感が大きな支え

である。これはミサを通していただく恵みではないだろうか。④洗礼・聖

体の秘跡と婚姻の秘跡とのつながりも含め、家庭に関する総合的で、互いに

関連づけられた、信徒養成プログラムが望まれる。

29-4このプログラムに、小教区共同体は全面的に関わるべきである。

結婚生活の最初の数年間に同伴すること (n.40)
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資料2.提題解説

30 結婚の準備と結婚生活の最初の数年間の同伴において、家庭や家族擁

護団体 (familyassociations)、家庭運動が提供しうるあかしと支援が多大

な貢献をなしうることが適切に評価されていますか。

この分野で、どのような積極的な体験を報告できますか。

30-1結婚の準備だけでなく、その後の家庭に関する活動をしている人たち

との関わりはとても大切で、効果的である。しかし、日本では、一般的に、

まだその体制がとれていない。

30-2 MEは、結婚初期の同伴の役割も果たすことができるし、その後も継続

的に必要な夫婦の愛の関わりを深める役割も果たすことができる。このグ

ループに参加することで2人の結婚生活と信仰生活は大きな恵みを受け、真

に神と共に歩んでいると少しずつ実感できるようになる。結婚準備講座が、

分かち合い中心に、 10回 ~20回程度の集まりとして行われている場合に、

そのグループは、結婚後もコミュニティとなり、互いに支え合う関わりが育

まれてくる。

3l.家庭生活の最初の数年間夫婦に同伴するという司牧-シノドスの討

議で指摘されたようにーは、さらに進展する必要があります。すでに実

施されている、より重要なイニシアティブは何ですか。

小教区の次元で、あるいは家族擁護団体あるいは家庭運動の分野でさら

に発展させなければならないのはどのような要素でしょうか。

31-1①教会の考えが先にあるというより、まず、夫婦があってその家庭の

問題に教会が関わろうとする姿勢が大事ではないか。②夫婦は、年を経る

につれて次第に互いに相手に対する関心が薄れてきて、関わろうという意欲

も減退してくるので、このような時期こそ、関わりを深めるための支援が必

要になる。そのために、 MEの「ウィークエンド」というプログラムは一定

の役割を果たすことができる。

31-2①小教区の施設には若いカップルが集まったり、小さな赤ちゃんが心

置きなく遊んだりする空間があってほしい。配偶者が非キリスト者であって
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も一緒にやって来て、貴重な休日を過ごせるように経験ある夫婦に積極的に

ベビーシッターを引き受けてもらう。②子育てからしばし解放され、お互

いを見つめ合ったり、愛や信仰を育んだりすることができることが体験的に

分かつてもらえるような配慮が求められる。③ MEやCoupleFor Chrisv長

どの夫婦や家庭に特化した運動を教会が積極的に推進する。

民法のみによる結婚や同棲中の人々に対する司牧的配慮 Cns.41-43) 

32.結婚の基本的要素は唯一性、不解消性、出産に開かれていることであ

るという教会の教えに照らして、さまざまな状況を司牧的に正しく識別す

るための基準として、どのようなものが考えられていますか。

①司牧的識別の基準は、最も弱い立場に追いやられてしまった人への配慮O

救済されるべき人々の序列を正しく捉えることから始めるべき。②究極的

には、結婚は神が結び合わせたものということを理解できるかどうか。③

互いに対する忠実の誓い(互いへの恒久的・全面的・独占的なコミットとし

ての愛)の有無。④教会の指針はあるが、場合によっては、その当事者に

任せられる領域を残しておくことが必要ではないか。選択の余裕がある方が

責任を取れる。⑤同棲あるいは事実婚の2人を疎外することなく、先輩夫婦

たちがあたたかく見守る、というようなシステムができないものか。

33 キリスト者の共同体は、司牧的な面で、このような状況に関わること

カぎできているでしょうか。

彼らは、民法上の結婚によって結ぼれた夫婦を、結婚の秘跡に向かつて

成長し回心する途上で導き支えるために、彼らの生活の中の肯定的な要素

と否定的な要素とを識別するのを、どのよっに助けることができるでしょ

うか。

33-1男女の結びつきが神の祝福によって豊かになること、結婚生活は神の

恵みによって深まることを、分ち合いと自らの経験により知る機会を提供す
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る必要がある。

33-2信者でない夫婦のためのMEのプログラムがあるが、それが効果的であ

るためには、信者夫婦が秘跡を生きる喜びを体験して、いきいきと輝いてい

ることが必要である。

34. 特に、段階的な結婚(足入れ婚)とか家同士で決める結婚といった伝

統的な形態の継承から生じる諸問題に対して、どのような応答ができるで

しょうか。

①諸文化における多様な結婚の形態や伝統的考え方は、できるだけ尊重す

べき。ただし人権、特に女性の人権を踏みにじるような制度は否定されるべ

き。②夫婦が互いの関わりを大切にしながら、夫婦を家族の基本単位とし

て生きる生き方を選ぶこと。それを促進する養成プログラムとコミュニテイ

の支えを提供すること。

傷ついた家庭(別居夫婦、再婚していない離婚者、再婚した離婚者、ひとり

親家庭)を配慮すること (ns.44-54) 

N.B.2013年、日本で結婚した66万組のうち、 26.3%(→1975年12.7%)が「夫

妻とも再婚、またはどちらか一方が再婚Jor夫妻とも再婚jは約6.2万組、「夫

初婚、妻再婚Jは約4.6万組(厚生労働省)。

35. キリスト者の共同体は、すべての傷ついた家庭が御父のいつくしみを

体験することができるように手当をする用意ができているでしょうか。

しばしばそのような家庭を生み出す社会的経済的な諸要因を取り去る

ためには、どのように取り組んだらよいのでしょうか。

このような活動とそれを支える使命感を成長させるために、どのような

処置が講じられてきましたか、また何をすべきでしょうか。

35-1①教会が示す傷ついた家庭(別居夫婦、再婚していない離婚婚、再婚
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している離婚者、ひとり親家庭)は、現代では特別な家庭を指す言葉ではな

くなっている。誰もが直面している一般的なものになっている。従って、家

庭を築いているすべてのキリスト者にとって、家族や家庭についての概念を

再構築する時代になっている。②現在の日本の教会では、傷ついた家庭を

受け容れることへの理解は不足しており、彼らへの配慮は不十分、あるいは

なされていない。また傷ついた家庭の側も、教会との関わりを避けているよ

うに見受けられる。ただし、「札幌カリタス家庭支援センターJ(信徒による

法、心理、福祉などの専門家とボランテイアからなる相談所)は、傷ついた

個人、傷ついた家庭を支援する大きな力となっていて、教会が今の社会の必

要に応えようとしている印になる。③キリスト者の共同体は、傷ついた家

庭の必要を満たす能力を持っているが、日本では少数派であり、専門的な人

材が不足しているため、課題となっている。さらに外国籍移住者の多い教会

共同体では、その課題がさらに大きくなる。誰かがイニシアテイブを取るよ

う鼓舞し、指導されるべきである。④家庭問題は、家庭内の問題が多いた

め、危機にあるときすぐに支援することは難しい。しかし、癒しのための人

と組織を備えておく必要がある。

35-2取り組みは、国家的仕組みであるがために余りにも大きな課題である。

「離婚者、再婚者(重婚者)に対して、司牧や教会法などあらゆる面での対

応を総合的に再検討し、福音の教えにかなった解決を見いだすJoI教会が真

に社会とともに歩み、苦しむ人々にとって福音となるためには、この問題へ

の対応を、心理学、社会学、神学、教会法、司牧などの面から総合的に再検

討し、解決を見いだすことが必要であるJ(NICE 1特別提案)。

35-3①先ずは、傷ついた方々の居場所を教会の中にっくり、彼らの心の声

に耳を傾け、ともに祈ることなど、ただかかわり続けることである。②サ

マリアの女性に対するイエスのように、その人を必要な人として共同体で受

け入れていく。わたしたちと同じく、神によって生まれた方々であり、神は

様々な方を作り、差別や区別なく兄弟愛を実践するようわたしたちに与えら

れた方々であることを確信する。③司祭も、信者たちが噂話や悪口を止め

て互いを受け入れあうように伝え、御父の配慮が行き渡るよう努める。どの

ような状況下にあっても、神の憐れみと慈しみ、赦しと愛、癒しを、神への

信頼の内に、傷つき病んでいる人々に与えていくこと。④今後は、このよ

うな人々(離婚者や別居生活で悩んでいるもの等)が気楽に分かち合える場
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を教会は提供して、司牧的配慮をおこなうべき。⑤聖書のみことばを生涯

学習として徹底的に学ぶこと、知識的にも霊的にも深められ、年齢を重ねな

がら祈りの積み重ねを通して徐々にキリストの心にまで触れ、キリストの生

き方を人生の基準(指標)として歩めるように養成されていくことが最も大

事なことである。⑥共同体が成長することが必要。政治や経済分野の福音

化に関しては、それが自分たちの使命であるという教育がなされていない状

況で、社会教説に関する基本的な学びからはじめなければならない。

36 どうすれば、共通した(一般的な)司牧指針を地方教会(教区)のレ

ベルに限定するよう促進できるでしょうか。

この点に関して、どのようにして、さまざまな地方教会の間で「ペトロ

と共に、ペトロのもとで」対話を発展させることができるのでしょうか。

36-1①司教の指導のもとに、信徒と聖職者が一緒に新しい情報を学び、発

信するべきである。これは、セミナー、ワークショップ、研究会、インター

ネットなどを利用することで可能である。②各教区における信徒が受け入

れやすい可牧を全ての教区で共有できれば良い。 36-2①移住者の結婚に関

しては、移住者の母国と受け入れ先の国の司教団が連携すべき。そのために

はやはり教皇庁が間を取り持ってほしい。②教皇庁から出される文書(書

簡、回勅、勧告等々)はとても重要であるが、一般の信者には愛読されてい

ない。司祭も十分読み込むことができないでいる。司祭を含めて信徒の生涯

養成は早急に取りかかるべき。

37 どのようにしたら、[結婚の]無効宣言の手続きをよりわかりやすく、

より能率的に、また可能であれば無料にすることができるでしょうか (n

48参照)。

37-1①合議制 (3名の裁判官)の裁判手続きから単独(l名の裁判官)の裁

判手続きに変更する可能性を検討する。それによって、より多くの手続きの

対応が可能になり、手続きに入る前の待機時間が短縮される。
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②第二審に関しては、無効が自明の場合には省略するなど、各ケースの事

情に応じて制度を簡略できるように道を開くことも検討の余地があると思わ

れる。

③教区内で、司教決済で処理できれば、迅速になるのでは。これまで“m

favorem fidei"は聖座に留保されていたが、教区司教の権限とすればより簡

便、迅速、かっ司牧的対応ができる。その方が、一般法からの免除の権限を

司教の通常の権限とした教会法改正のためのn.4の原則に合致している。

④手続きをローマでなく諸国分権((バチカン大使など)にしてはどうか。

⑤あまりに簡素化すると安易な結婚や離婚が増えることが危慎される。

⑥教会法的な解決以上に、苦しむ人に寄り添う解決方法を考えて欲しい。

少なくとも修復が現実的に不可能で、ある程度の年数を経た前婚には、それ

なりの配慮をする。

⑦まず教会法に関する手続きについて、信徒と司祭が共に学び、知ること

が大切。

37-2①手続きの無料化は、教区の経済力と当事者の経済的な能力などに

よって事'情が異なるので、制度化は難しいと思われる。ただし、当事者の経

済的な事情によっては、費用の全面的な免除や一部軽減などの対応は必要と

思われる。貧しさのために手続きができないということがあってはならな

¥;、D

②国によって事情が異なるので、各国で対応すべき。教区司教に判断を委

ねるべき。

③教会管区レベルにおいて法務に関する研修会が定期的に開催すれば、無

料化の第一歩に繋がるのではないか。

38. 伝統的に実践されてきたことを尊重しつつ、かつまた「客観的な罪の

状況と情状酌量との区別Jをよく考慮しながら、離婚し再婚した人々に対

する秘跡に関わる司牧が吏に深く検討される必要があります (n.52)。

このような司牧は、どのような視点から見るべきでしょうか。

どのような処置が可能でしょうか。

過度の、あるいは必要のない障害の形態を防ぐためにはどのような示唆

があり得ますか。
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ここまで教会が踏み込んでいってくれたことは驚きであり、また喜びであ

る。ちょっと前には考えられないことだった。今後も開かれた議論を望む。

38-1①まず神のいつくしみについて理解し、このような家庭の体験と信仰

の識別から出発すべきである。主イエスの望みを識別するために、ご聖体の

前で、全教会がともに祈ることを提案する。イエスの望みに従って、主の恵

みが、それを必要とする人たちに届けられるのは望ましいことである。

②時と場合による。やむを得ず離婚した人々に対しては、愛と憐みの心を

持って司牧すべきである。自分勝手な利益のために離婚する人々について

も、教会はこれを真剣に受け止めながら議論すべきである。

③秘跡による結婚であっても汲むべき事情をもっとよく受け入れるべきで

ある。

④手続きなしに再婚したことを「罪」とせずに、「失敗からのやり直しJの

ように考えられないか。たとえ個人の弱さや過ちから離婚、再婚という結果

になったとしても、その現実からキリスト者としての生き方へと再び招かれ

ているだろうし、その意思を持つ者に対して、歩むための糧を教会を通して

受けることは必要なことと考える。

⑤家庭の深い信仰養成が前提となる。主との生きたかかわりと、彼らを下

から支え、変容させる恵みこそ必要である。小教区は、主の無条件の歓迎、

いつくしみ、愛を体験する場、新しい生き方として開花するまで、この変容

させる愛のうちに成長する場でなければならない。

38同2一定の条件のもとに、離婚して再婚した人々が秘跡を受けられるよう

にする。

①ゆるしの秘跡を受ける。キリストのこころは苦しんでいる人に寄り添う

ことにある。「聖体は褒美ではなく、薬、栄養であるJ(教皇フランシスコ使

徒的勧告『福音の喜び.D。聖体は、不完全な人間が、自分の現実の中から出

発してキリストの生き方に従っていくための糧となるものである。

②ある一定の期間を設けて、当人に償いと清めのチャンスと期間を与え、

本人がしっかり信仰を生きょうと努めていることが確認できれば、司牧者の

判断のもと、司教の承認をもって、秘跡に近づくことが出来るようにしては

どうか。イエスは姦通の女性を罪に定めなかったが、自分の罪としっかり向

き合うように促した。彼女は神の憐れみと赦しに触れることが出来た。教会

はキリストのこの心を常に大事にすべきではないか。
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③たとえば、十年経って特に問題がないと判断できれば、周りの信者たち

も受け入れる用意があるなどの条件をつける。二回目の結婚の方がうまく

いっている例は多い。

④可能ならば別れた相手との和解のプロセスを設けて、共同体のゆるし

( ? )をもって受け入れてもらう。教会にも民間にあるような、専門家によ

る和解(調停)グループがあるとよい。教会裁判所がこの役割を担うことも

考えられる。

⑤「望みの原則J(洗礼やゆるしの秘跡)を適用して、当事者が共同体の皆

と一緒に生活し、結婚の秘跡を尊重し、聖体を受ける心の準備ができている

ならば、短期間でも聖体拝領がゆるされてよいので、はないか。

(3)指導があるので、司牧者による統一性のない対処は好ましくない。

39.現行の法規は混宗婚や異宗婚から提起される挑戦に有効な解答を与え

ることができているでしょうか。

他の諸要素を考慮、に入れるべきでしょうか。

39-1現行の法規はある問題には有効な解答を与えることができないでいる。

カトリック信者が人口の0.35%、全キリスト信者を含めても 1%に満たない

日本のようなキリスト教がマイノリティーの国の実情を考慮する必要があ

る。

39-2①信徒の養成が十分行われていないために、彼らの中に混宗・異宗婚

の場合、教会の許可が必要であることが分かつていないのが目立つ。「約束

書j作成に当たり、意味も十分に理解することなしに著名し、結婚後はまた

教会との関わりを持とうとしない信徒もいる。

②信者でない人たちの中で孤立したカトリック信者をどう支え合うのかが

課題である。
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向性愛の傾向を持つ人々への司牧的配慮 (ns.55-56) 

40. キリスト者の共同体は、向性愛の傾向をもっ人のいる家庭に対して、

どのように司牧的な注意を払うことができるでしょうか。

文化的な感性に照らして、最も適切と見なされるべき応答はどのような

ものでしょうか。(英文)

あらゆる不正な差別を避けつつ、福音に照らして、このような状況にあ

る人を、どのように世話したらよいでしょうか。

このような人々の状況に対する神のお望みを、どのように彼らに提示し

たらよいでしょうか。

40-1①当事者が一番苦しんでいる。医学的治療に結びつけ、まず人間とし

て生きていくことができるように支援が必要。長い検査と治療の結果、性別

が確定され、それによって生きる道が選択されていくのではないか。

②教会は、向性婚の結婚を認めることができなくても、同性愛は本人の選

択によるのではないし、神が拒純しているとは考えられない。せめて同性愛

の傾向を持つ男女が作る家庭も神に祝福された家庭だというメッセージを発

信することが必要だと思う。最近、東京都渋谷区が向性カップルを「結婚に

相当する関係」と認め、証明書を発行する条例を可決した(賛成派が過半数

をやや上回っている)。

③彼らがさらされている偏見や差別は不当なものであることをキリスト者

は知らねばならない。むしろ、社会的な少数者として受け入れる必要があ

る。

④結婚の目的についての教会の教えを、絶えず信者たちに教える必要があ

る0

40-2同性愛者が家庭の中にいると分かれば、イエス・キリストのように愛と

憐みの心をもって「罪人と罪Jを区別して受け入れるしかない。司祭として

は、ゆるしの秘跡の時に真実を告げられると、助言する他に方法はない。

40-3①裁くことなく、向性愛者とその家族を受け入れる。そしてともに祈

り、聖霊の導きを祈り求める。神の国の福音から誰一人も除外されることは

ない。
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②教会としての考え方を信徒に浸透させる方がよい方法であろう。たとえ

ば、性的マイノリティーの問題について専門家に話をしてもらう。

③「結婚の本質は夫婦愛から生まれるいのちの継承にある」という、神に

よって示された方向性は決して変えるべきではないが、その在り方について

は母なる教会の心をもって対応されるべき。宗教学・医学・科学的見地に立

ち、可能な限りの解決策を試み、それでも根本的解決に繋がり得ない場合

は、その人の日から涙をすべて拭い去る救いへの努力が求められる。本人た

ちのせいではなく、神さまから頂いた傾向だと思われるので、秘跡に与る権

利があることを本人にはもちろん家族にも話すことは大事。

いのちの伝達と出生率低下の課題 (ns.57 -59) 

41 たとえば、パウロ六世の『フマーネ・ヴイテjに照らして、いのち(出

産)に開かれていること、また母親あるいは父親になることの美しさと人

間としての尊厳を告げ知らせ、効果的に奨励するために取られてきた最も

有意義なイニシアテイブは、どのようなものでしょうか。

どのようにしたら、出産に関する人間生態学が尊重されるような方法

で、科学ならびに生物医学的技術との対話を促進することができるでしょ

うか。

41-1①教会公文書の中で教えられていることと、殆どの信者が実際に信じ、

実践していることとの聞には大きな隔たりがある。家庭が抱えている問題や

関心について彼らに耳を傾け、裁くことなしに受け入れることが大切であ

る。

②子どもは神からの「授かりもの」としての意識を、社会全体に育てるよう、

教会はもっと働きかけるべき。子供は親だけではなく、社会全体に与えられ

た神からのおくりものである。社会全体が、子どもを大切に見守り、育てな

ければならない。親が安心して子供を産むことができる社会にしなければな

らない。

③教会は美しく生きる呼びかけをしっかり発信し続けていくことが大事。

神のご計画によって、男女間の交わりはいのちに開かれていると信じる教会
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は、「いのちの文化」を常に宣言し、実践しなければならない。

④出産の在り方よりは、社会や会社、地域社会や家庭が、いかにすれば結

婚における夫婦愛や家庭、出産や子育てに優しい環境を提供できるかを真剣

に考える時が来ているのではないか。

41-2カトリック医師会のようなカトリックの信仰を持った科学者や医療関

係者を養成して、カトリック教会としての立場を世界に発信していかなくて

はならない。

42. 惜しみない母性/父性には構造と手段が不可欠です。キリスト者の

共同体は実効的な連帯と支援を実施しているでしょうか。

どのように実施しているでしょうか。

社会的・政治的次元でも有効な解決策を果敢に提示しているでしょう

か。

実りをもたらす寛大さの力強いしるしとして、養子縁組や里親制度をど

のように推奨することができるでしょうか。

子供たちを注意深く大切に育てるようにするためにどうしたらいいで

しょうか。

42-11カトリックだから人工妊娠中絶ができないjと規則を前提とするので

はなく、いのちの神秘・尊厳をことあるごとに伝える努力が必要で、カト

リック教会として、この活動への協力が望まれる。

42-2①出生率低下の原因の一つには、三世代同居の慣習が崩れたことや共

働きが多くなったこと、それに家の狭さなどがあると思われる。国の子育て

に対する配慮がなく、子育てに専念できる経済的環境を整えていない。教会

としても、すべきだと思う。

②教会は、いのちを救う体制基盤を作り、いのちの受け皿を作ることが大

事である。(たとえば、熊本慈恵病院「こうのとりのゆりかごJ:妊娠・出産・

育児について悩みを抱えている母親やその周辺の人々の悩みごとを聞き、一

緒に考え、解決することを目的としている。望まない妊娠により悩みを抱え

ている人、妊娠に関して悩んでいる人の相談窓口)

42-3①日本では里親や養子に偏見が強い。しかし、教会は、幼子を愛され
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たキリストの心を心として、家を失った子どもを育てる勇気を持つべきであ

る。養子縁組や里親制度を推奨し、その改善と促進のために、もっと社会に

働きかけるべきである。キリスト者として、少なくとも、この動きに理解を

示し、物心両面の協力することを心がけること。「育てることが困難な場合

は、胎児のいのちを絶つのではなく、いのちを産み、育てることのできる方

に託し、手放したわが子の幸せを祈り続ける親の愛Jがあることを伝えたい0

42-4①養育家庭(養子縁組を目的とせずに、一定期間養育する家庭)がある。

子どもは成人するまで里親のところで生活をすることにより、安心できる自

分だけの居場所を確保できること、地域における社会経験を積めること、将

来の自分の家庭を作っていく際のモデルを示すこともできる、

②政治や社会に働きかける前に、教区自体の意識を転換し、家庭委員会を

充実させる。

③結婚準備講座のようなものの中で親になることは自分たちの子供を作る

ことだけではないということを教える。

43. キリスト者は母性あるいは父性を召命への応答として生きます。この

召命は、カテケージスにおいて十分強調されているでしょうか。夫婦の

自覚を効果的に導くために、どのような養成課程が提供されていますか。

人々は、人口統計上の変動の重大な結果を意識しているでしょうか。

①自分の中に「父性」と「母性Jの両方を成熟させることによって、一人

の人間としての人格の完成が見られる。教区によっては、父親、母親となる

召命について、子どもたちの要理教育の中でなされている場合もあり、結婚

を準備する講座でも強調されている。

②新しく洗礼の準備をしている大人にも、大人になりつつある子供の信徒

にも、わたしたち人間としての共通の召命として、「父性」と「母性」の成

熟によって人間性を育てるよう導く必要がある。

③一年の典礼行事に「結婚生活・家庭・家族・夫婦・親子、兄弟姉妹などJ

の月間を設け、ミサの中で「証の場Jを設けてはどうか。自らの課題として

振り返り、自分自身と真剣に向き合う良い機会になるのではないか。

④また、父親、母親となる召命は、純粋に神とその人の召命との観点から、
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聖書に基づいて説かれるべき。

⑤若い親たちが安心して子育てできる環境を整備することは極めて重要。

教会としてできることを真剣に検討しなければならない。

⑥母性/父性を生きることがキリスト者の召命への応答で、あるということ

が、婚姻の秘跡がもたらす賜物の一部として理解が深められるような、夫婦

の養成プログラムが望まれる。

44. 教会は、いのちの文化を推進すべく、どのように堕胎(人工妊娠中絶)

という苦悩のもとと戦っているでしょうか。

①結婚によらない妊娠に直面した時、身近な人をはじめ、教会はその女性

に寄り添うことが重要。世間体を気にしたり、罪を強調したりしてはならな

い。この点において、考え方の転換をはかる必要がある。

②結婚、夫婦愛、出産と育児の喜びと美しさをもっと強調し、この歩みへ

の招きと奨励を倦むことなく、絶えず伝えていくことが大事。

③中絶によって痛みを感じている女性たちの心の支え、彼女たちの心の傷

に寄り添っている教会の姿勢を示すことができたらいい。

④生命尊重センターの「円ブリオ基金J(妊娠して子供を産みたいが産めな

い状況にある母親を助けるための募金活動)や「妊娠ホットラインJなどの

周知と活動支援、慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」の周知と活動支援等

が行われている。

⑤日本司教団が出した「いのちへのまなざしj声明文を再考し、再度この

ような問題をとりあげて、裁く立場ではなく、ゆるしと希望を与えるような

教会の態度を示すべきではないか。

⑥「プロ・ライフ・ムーブメントjのような運動を推進する。
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福音化における家庭の教育と役割についての課題 (ns.60-61) 

45 教育という使命を果たすことは両親にとって常に容易なわけではあり

ません。彼らはキリスト者の共同体の中に連帯と支援とを見いだしている

でしょうか。

どのような養成課程が勧められるでしょうか。

社会的・政治的次元においても、子どもを育てるという両親の役割を認

知するために、どのような処置を講じたらよいでしょうか。

45-1①日本では、家庭内で信仰教育を行う必要があるという認識はあまり

強くない。子供の成長過程における子育ての悩みに対しては、日常的な関わ

りの中で連帯と支援がある程度なされている。これを拡大させ、組織的な取

り組みとすることを模索する必要がある。

②新受洗者に教会奉仕を促すと、そのため教会から離れていく人もよくあ

るし、熱心な信者はミサ後に会合に忙しく、その間子供はゲームをしながら

時間を持て余している。次第に教会が退屈な場所になり、高学年になると教

会離れする傾向にある。また教会学校には子供と子を持つ親との関わりだけ

が色濃く、子育てが終わった家庭は興味を示さないのが現実である。信徒の

子どもは教会の子どもたちであるという自覚を持つ必要がある。

45-2①教会学校がもっと活発で充実したものになると、子どもたちにも親

たちにとっても大きな支えになる。

②信徒リーダー養成とともに生涯養成に力を入れていくべきである。

③教会共同体も時代の波を受け、合理性、排他性、同好会的な組織に変容

している。キリストを生きる信仰共同体となることが求められている。

④教会の将来を担う子供たちに関心を持ち家庭的であることに努める。

⑤教会の中に子育て室を設け、過ごせる場所や遊具を置き、教育講座を行

う体制を企画する。

45-3①社会的・政治的次元での、「両親の教育上の役割」の認知のためには、

家族が家で一緒に過ごす時間の大切さについて、教会はもっと提唱した方が

しヨし )0

②日本では、ほとんどの自治体で、毎月第3日曜日は家庭の日となっている
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ので、教会としても真剣に取り組むことが望ましい。

46. 信仰を伝達する責務はキリスト者としてのアイデンティティに本来備

わった次元であることを、両親とキリスト者の家庭のうちに、どのように

自覚させたらよいでしょうか。

①現在の日本の家庭は、 30~ 40年前と違うし、キリスト教的家庭とも違う。

キリスト者の家庭でも、信仰が十分養われていないため、また社会全体の方

向がキリスト者の家庭の価値観と対立するために、子どもをキリスト信者と

して育てることは大変難しい。それゆえ、小教区は、親たちが子どもの教育

について支えてもらっていると感じるような歓迎の場でなければならない。

これは共同体の務めである。教会は、自分の子らを矯正し始める前に、彼ら

を抱き寄せ、受け入れる母親としての姿を見せるべきである。そうすれば、

その矯正は厳しい裁きとしてではなく、愛として感じられるであろう。イエ

スのいつくしみこそ、教会(司牧者)が具体的に示すよう努力しなければな

らないものである。

② iW家庭』は最初の宣教の場、『家庭Jは小さな教会である。『家庭Jを通

して教会は人々と出会い、人々は教会と出会う J(使徒的勧告『家庭j)。聖

を中心として祈りの生活を継続的に大事にしていくこと、典礼歴にそった

日々の生活を夫婦・親子・兄弟姉妹が共に生きること、こうして信仰の伝達

が可能となる。信仰生活は、この繰り返しによって徐々に養われていく。

③終身助祭志願者の養成:(a)信仰の伝達の責務を促進するための具体的

方法の一つである。 (b)終身助祭夫婦会を組織化して、霊的に養成すること

で信仰伝達と宣教に力となると思われる。 (c)現役の助祭夫婦は自分たちが

特別の使命を受けていることを認識している。
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世界代表司教会議第14回通常総会
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緒言

臨時総会から通常総会へと向かう期間は終わりに近づいています。この期

間中、教皇は、 i(第3回臨時総会が)提示した概念を、霊的識別を通して成

熟させ、家庭が向き合わなければならない多くの問題と無数の課題に対する

具体的な答えを見出すJ(世界代表司教会議第 3回臨時総会閉会演説、 2014
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年10月18日)仕事を全教会に託しました。

2014年10月の世界代表司教会議第 3回臨時総会の問、「福音宣教との関連

から見た家庭の司牧的問題Jについて考察した後、 20日年10月4日から25日

まで行われる予定の第14回通常総会は、「教会と現代世界における家庭の召

命と使命」という話題を取り扱おうとしています。この長いシノドスの旅は、

密接につながっている 3つの局面によって特徴づけられています。すなわ

ち、家庭の「課題jを考察すること、家庭の「召命Jを識別すること、そし

て家庭の「使命jについて考察することです。

一連の質問が、前回総会の成果である「シノドス最終報告Jと結合されま

した。それは、「最終報告Jがどのように受け入れられたかを学び知り、そ

の内容を徹底的に調べるよう強く求めるためでした。結果として生まれた文

書は、この「提題解説Jとして役立てられました。これは、自主権を有する

(sui iuris)東方カトリック諸教会の代表司教会議、各国司教協議会、教皇

庁の各省庁、そして修道会宣教会総長連盟に送付されました。

神の民全体がこの考察と研究のプロセスにたずさわったのです。このこと

は、教皇による毎週の一般謁見で語られた、家庭に関するカテケージスへと

も結実しました。また他の機会に教皇が、このシノドスの旅を人々と分かち

合ったときに教えを伝えたときもそうでした。シノドスによってもたらされ

た、新たにされた家庭への関心は、家庭が教会の仲間内だけでなく、市民社

会においても注目されたことからも明らかです。

上に挙げた諸団体から受け取った「回答」の中の資料は、信者(個人、家

庭、団体)の多くから提出された、いわゆる「所見Jによってさらに増えま

した。多様な部分教会、組織、信徒団体その他の教会組織が重要な勧告を行

いました。大学、学院、研究センタ一、私立学校は、シンポジウム、講演、

出版を通して、シノドスの話題の徹底した調査を「寄稿」の形で豊かにし、

また現在も続けています。こうして、「提題解説j中、「要請された事前のも

の」としてさまざまな新しい面に光を当てました。

「討議要綱」は、「シノドス最終報告Jの最終版に「回答」、「所見」そして

研究者による「寄稿」の要約を結合させたものから構成されています。読み

やすくするために、番号は「最終報告Jの本文と、本文書の現在の体裁の両

方を反映しています。「最終報告」の元の段落と見出しは、斜字(イタリッ

ク体)で表わされ、対応するかっこ内の番号によって示されています。(注:
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以下の翻訳ではカッコと番号のみを斜字体にした)。

本文書は、 2つの総会の間の継続性を明らかに示す 3部に分かれていま

す。すなわち、シノドスの第 1期(臨時総会)からより直接に出る「家庭の

諸課題を考察するJ(第一部)と、第2期(通常総会)の話題を導入する「家

庭の召命の識別J(第二部)、「今日の家庭の使命J(第三部)です。後半の 2

部はどちらも、教会と現代世界における福音化の新しくなった努力に拍車を

かける司牧的な刺激を与えるという意図をもっています。

2015年6月23日 バチカン市国

シノドス事務局長

ロレンツォ・パルデイッセーリ枢機卿

序

1. (1) 教皇を囲んで、集ったシノドスは、世界中のすべての家庭と、その

喜び、苦労、希望に思いを向ける。とりわけシノドスは、多くのキリスト者

の家庭が惜しみない忠実さをもって自分の召命と使命に応えていることを、

主に感謝しなければならないと感じている。これらのキリスト者は、家庭と

しての歩みが障害や無理解、苦しみをもたらす時でさえ、喜びと信仰をもっ

てその召命と使命に応えている。全教会と本シノドスは、これらの家庭に敬

意と感謝、励ましを送る。 2014年10月4日土曜日、家庭についてのシノドス

の準備のため、サンビエトロ広場で行われた前晩の祈りの中で、教皇フラン

シスコは分かりやすく具体的な表現で、すべての人の人生にとって家庭での

体，験が中心的なものであることを思い起こさせている。「わたしたちの集い

にも夜が来ました。向じ食卓を囲んで顔を合わせるために、喜んで家に帰る

時間です。 深い愛情のうちに、自分が行った善や受け取った善の豊かさ、ま

た心を温め、成長させる出会いの豊かさのうちに顔を合わせるのです。そこ

には人々の日常の終わることのない祝祭を先取りする、良質のぶどう酒があ

ります。夜はまた、夢破れ、計画は達成できない辛いたそがれ時に、自分の

孤独と向きあう人にとってもっとも重苦しい時間でもあります。いったいど

れほどの人が、あきらめ、放棄、憤りの行き止まりの中で日々を過ごしてい
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るでしょう。いったいどれほどの家庭で、喜びのぶどう酒が、そしてそれゆ

えに生きることへの意欲一一知恵そのもの一ーが、不足していることでしょ

う。・・・・・・この夜、互いのために祈り合うとともに、すべての人のための祈り

をささげましょう」。

2. (2) 喜びと試練、深い愛情と時としては傷ついた人間関係の場である

家庭は、真に「人間形成の学校J(第二バチカン公会議『現代世界憲章j52 

参照)であり、その必要性は強く感じられている。「地球村jのさまざまな

分野において、家庭という制度の危機を告げる多くの兆候があるにもかかわ

らず、結婚して家庭を築きたいという渇望が特に若者の間で生き続けてい

る。人間性に精通し、自らの使命に忠実である教会は、その要望に促され、

休むことなく、また深い信念をもって、「家庭の福音Jを告げ知らせる。こ

の福音は、イエス・キリストのっちに示された神の愛の啓示とともに教会に

ゆだねられ、教父や霊性の大家たち、また教会の教導職によって途切れるこ

となく教えられてきたものである。家庭は教会にとって格別な重要性を持っ

ており、そしてすべての信者が自分自身の殻から外に出ていくよう招かれて

いるこの時に、家庭は福音化の、無視することのできない主体として再認識

される必要がある。シノドスは多くの家庭のあかしの使命に思いを向ける。

3. (3) 2014年10月の臨時総会において、ローマの司教(教皇)はシノド

スに対し、決定的で尊い家庭の現実について考察し、 2015年10月に聞かれる

通常総会において、またそれまでの一年間に考察を深めるよう要請した。

「ローマの司教の周りに一つに集まるということは、すでに恵みの出来事で

す。そこに司教団の団体性は霊的、司牧的識別の歩みのうちに表れますJ。
これは、教皇フランシスコがシノドスの経験を描写し、手にしている任務を

指し示した際に語ったことばである。その任務とは、神のしるしと人間の歴

史の中にあるしるし双方を読み取ることであり、これを行うには二重で、か

っ独特の忠実さを必要とする。

4. (4) これらのことばを考慮した上で、わたしたちの考察と討議の結果

を以下の三部にまとめた。第一部「聴くことJでは、今日の家庭の、光と影

が伴う複雑な現実に注意を向ける。第二部「キリストへのまなざしJでは、
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教会の信仰の中に受け継がれてきた啓示が、家庭の美しさ、役割、尊厳につ

いて述べていることを、新たな気持ちと熱意をもって再考する。第三部「現

実に向き合うJでは、主イエスの光のもとに、男と女の結婚の基礎の上に築

かれた家庭に対する、教会と社会の責任をどのように新たにするか、その方

法を識別することを目指す。

5. 前回総会の貴重な成果を保持しながら、次の段階は家庭の諸課題を取り

上げ、それらを教会と世界における家庭の召命と使命に照らして考察すると

いうことである。家庭は、現代の諸難題に応えるよう求められていることに

加えて、何よりも、「自分の外に出ていく Jというほど、家庭の教会として

の宣教的なアイデンテイティーをいっそう自覚するよう神から招かれてい

る。しばしば孤独や悲しみが目立つ世界の中で、「家庭の福音Jは実によい

知らせである。

第一部家庭の諸課題を考察する

第1章家庭と人間論的・文化的背景

社会的・文化的背景

6. (5) キリストの教えに忠実に留まりつつも、わたしたちは今日の家庭

の現実を、そのあらゆる複雑さのうちに、光の面も影の面も見ていく。わた

したちは、両親、祖父母、兄弟姉妹、近い親族、遠い親戚、またあらゆる結

婚を成立させる二つの家族の結びつきに思いをはせる。人類学的、文化的変

化は今日、生活のあらゆる側面に影響を与えており、分析に基づく多様なア

プローチを必要としている。肯定的な側面が、まず強調されなければならな

い。少なくともある地域においては表現の自由が拡大され、女性や子どもの

権利が以前よりも認められるようになってきている。しかし他方では、極度

の個人主義に代表されるような増大しつつある危険についても同じように考

察しなければならない。極度の個人主義は、家族のきずなを変質させ、また

家庭の構成員をそれぞれ孤島のようにとらえるに至り、ある場合には、人間

とは自身の欲望によってっくり上げられており、その欲望は絶対であるとい

う考え方を横行させている。それに加え、多くのカトリック信者に見られる

信仰の危機があり、これはしばしば結婚や家庭の危機の原因ともなってい
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る。

人間論的変化

7. 現代社会は、さまざまな傾向によって特徴づけられる。結婚と家庭に関

するカトリック教会の教えの中に神の創造の計画のすばらしさを見て、それ

を実践し、支持し、奨励するのは少数派である。宗教とかかわりのあるなし

にかかわらず、結婚の数は減少し、別居や離婚は増え続けている。人々は人

間一一男性、女性と子ども一一の尊厳をますます自覚し、西側だけでなく多

くの社会の中にすでに行き渡っている、さまざまな民族集団や少数民族の重

要性をさらに自覚するようになってきている。

さまざまな文化において若い人々は、家庭に関する誓約を含め、決定的な

誓約をすることに対して恐れを表明している。一般的にいって、ますます拡

散する過度の個人主義は、人格全体を完成に向かわせないという欲求を満た

すことに、真っ先に焦点を当てる。

消費主義社会の発展の結果、性と生殖は切り離された。この事実は、出生

率の減少傾向の原因の一つでもある。出生率の低下は、貧困あるいは子ども

の世話ができないことと関係がある地域もある。また、責任を取りたくない

という気持ちゃ、個人的な目標を自由に目指すことを子どもたちが侵害する

かもしれないという考えと関係する地域もある。

文化的矛盾

8. 多くの文化的矛盾が家躍に影響を及ぼしている。家庭は、互いに最も親

密に愛し合い、報いを受けるための安全な避難所と見なされ続けている。し

かし、財産をため込むことと楽しむことに集中した、極端に個人主義的な文

化から生じる緊張は、家庭の中に時として手のつけられない不寛容や攻撃性

を生み出す。ある種のフェミニズ、ム、つまり母性(母であること)は、女性

を搾取し女性の完全な自己実現を妨げる口実であると見なすフェミニズムに

もまた言及できる。同時に、子どもをもつことは、自分の願望を満たす方法

の一つであり、手に入るどんな手段によってもなし遂げられるものと考える

傾向も増大している。最後に、人のアイデンティティーと感情的な交わりは

男女間の生物学的な相異から根本的に切り離すべきという理論もある。

しかし同時にある人々は、性的相異があったとしても男女関係の安定性を
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認めたいし、それを婚姻関係と向じ次元に置く。この関係は本来、父と母の

役割とつながっており、子どもをつくるという生物学的な基礎のヒに規定さ

れている。その結果生じる混乱は、社会におけるそのような男女の結びつき

の特殊な性格を決定するには役立たない。むしろそれは、生物学的相異、生

殖、人間のアイデンティティーという 3者間の特別な結びつきを、個人主義

的な選択に格下げする。確かに必要なことだが、単に生物学と性的相異に基

づかずに「男女の相違を打ち消すことは、…解決ではなく問題を生み出すJ(教
皇フランシスコ「一般謁見演説J2015年4月15日)ことを十分に自覚するよ

う、人間の本性と文化をより徹底して調べなければならない。

社会的矛盾

9. 戦争、資源の枯渇、移住といった心の傷となるような出来事は、家庭生

活の情緒的かっ霊的な能力にますます衝撃を与えつつあり、家庭の中のかか

わりを危険にさらしている。しばしば、家庭の物質的および霊的財産が枯渇

しようとしている。

一般に、いわゆる富裕な社会においてさえも、無謀な経済政策と感受性の

乏しい社会政策の重荷から重大な矛盾は生じる。特に育児費用の高騰や、ま

さに家庭に託される病者や高齢者の社会の中での介護という付加的役割が大

きく劣化している状況は、家庭生活に大きく影響する現実的な重荷である。

さらに、実体のわからない不利益をもたらす経済発展、ますます少数の手

に富が蓄積されるという現象、および家庭のための計画に資するべき資源の

流用が家庭を貧しくし、問題の原因となる。アルコール、麻薬あるいはギャ

ンブルへの依存は時として、このような社会的矛盾と家庭生活で起こる不都

合なことの一つの現れである。

家庭の弱さと強さ

10.基礎的な人間共同体である家庭は、今日、その文化的および社会的な危

機を通して、かつてないような大きな苦しみを表出している。それは家庭が

もっ、弱体化する、もろい性格に起因している。しかし家庭はそれ自体のう

ちに強さを見いだすこともできる。それは、人格の形成、社会的なつながり

の資質、最も弱い人々への配慮に関して、諸制度が不備であったり、活用さ

れていなかったりすることに向き合う強さである。したがって家庭の弱さを
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取り扱うべきであるなら、その強さの正しい評価が特に必要である。

第2章家庭と、その社会的・経済的背景

家庭:社会のかけがえのない資源

11.家庭は今なお、そして永遠に社会生活の基本的で、不可欠な柱で、ある。事

実、多くのさまざまな人々が生活を分かち合い、その生活を通しでかかわり

が強められ、家庭は異なる世代の対話と相互受容の中で成長する。このよう

にして家庭はすべての人間社会の調和のとれた発展にとって基本的な価値と

かけがえのない資源を代表している。これは、公会議が教えている通りであ

る。「家庭は豊かな人間形成のための、いわば学校である。・・・社会の基礎を

なすJ(r現代世界憲章Jl52)。家庭内の一一夫婦、親子、兄弟の一一関係に

おいて、家庭のすべての成員は調和し、互いを尊敬しながら喜んで強いきず

なを築こうとする。このきずなのおかげで、彼らは孤立や孤独の危険を克服

することができる。

家庭のための国の政策

12. 家庭は、個人的な事柄ではなく社会の建設において先導的な行為者であ

るので、家庭を支え促進するために、家庭のための国の適切な政策が必要で

あるということが強調されなければならない。さらに、福祉と家庭の埋め合

わせ的な行為とのバランスを考慮することが勧められる。家庭のための国の

政策と不適切な福祉制度に関しては、そのような埋め合わせ的な行為が共通

善のために資源と仕事を再び提供し、社会における不公平の否定的な結果を

再調整するのを助ける。

13. (6) 現代文明の大きな貧困のひとつは孤独であり、これは人々の生活

の中における神の不在、そして人間関係のもろさに起因している。また、社

会的・経済的現実に対する、全体を覆い包む無力感がある。これがしばしば

家庭を押しつぶすことになる。こつしたケースでは、ますます悪化する貧困

や職場での失業が時に、真の悪夢として経験され、また経済的にあまりにも

困窮しているため、若者たちは結婚する気を失っている。しばしば家庭は無

関心や無配慮によって社会制度から見捨てられているように感じている。社
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会組織にもたらされた否定的な影響は明らかである。危機的な人口動態、育

児上の困難、新たないのちを迎え入れることへのためらい、高齢者の存在を

重荷と見なすことなどに、これは見られる。これらすべてのことは、人間の

情緒的バランスにも影響を及ぼし、それは時に暴力にまで及ぶ。若者たちの

未来を保証する法制度や労働条件を整え、彼らが家庭を築く計画を実現する

のを助けるのは国家の義務である。

経済的課題

14 家庭生活の具体的側面は、経済的事象と密接につながっている。家庭を

脆弱にするさまざまなことがらによって家庭は容易に苦悩を被ると、多くの

人が今日指摘している。最も重大な問題の中には、低賃金、失業、経済的不

安定、まともな仕事や職場で安定した職務がないこと、人身売買や奴隷制が

存在する。

家庭の成長を妨げる経済的不公平の結果は、次のように、家庭にきわめて

痛切に影響をもたらす:自分の持ち家がないこと、子どもが生まれないこと、

子どもたちはいても、彼らにとって勉強することや独立することが難しい、

慎ましい将来の計画さえ閉ざされたままであること。「公平な成長は、経済

成長を前提としつつも、それ以上の何かを求めています。とくに、所得のよ

り公平な分配、雇用機会の創出、単なる福祉国家的政策によって得られるも

のを超えた貧しい人々の全人的向上ー一一それらへと向かう、決断、計画、仕

組み、作業が必要とされるのですJ(教皇フランシスコ、使徒的勧告『福音

の喜びj204)。世代間の一新された連帯は、家庭のニ}ズに特別に注意を払

いながら、未来の世代の貧しい人々より先に、今の世代の貧しい人々の世話

をすることから始まる。

貧困と社会からの排除という課題

15. 特に重要な課題は、社会集団から与えられている。しばしばこれらの集

団は多く、経済的にだけでなく文化的にも貧しいのが特徴である。そのた

め、人格の尊厳に比例した家庭の生活設計の実現を妨げられている。その

上、多くの貧しい家庭は非常に大きな困難にもかかわらず、誰一人失望させ

ず見捨てることもない神に信頼をおき、日々の生活を、尊厳をもって営もう

と努めている。
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現行の経済制度はさまざまな種類の社会的排除を生み出しているという指

摘がある。排除されていると感じている人々は、さまざまな範障に分類され

る。しかし共通した特徴は、しばしばこれらの「アウトサイダ~J が社会の

目から「見えなくなっているjということである。支配的な文化、メディア、

そして重要な制度は、しばしばこの制度的な「不可視性jを継続させること

一一一あるいはさらに悪化させること一ーに寄与している。これに関して教皇

フランシスコは問いかけている。「なぜわたしたちは、まともな仕事がつぶ

され、無数の家庭が追い立てられ、田舎の農民が土地から追い出され、戦争

が行われ、自然が濫用されるのを見ることに慣れてしまっているのでしょ

う」。そして教皇はこう答える。「なぜなら、今のこの制度においては、人、

人間は、中心から立ち退かされ、他の何かによって置き換えられているから

です。なぜなら、金が偶像として崇拝されているからです。なぜなら、無関

心が全世界に広がっているからですJ(，市民運動の世界大会での話J2014年

10月28日)。

社会的排除は家庭を弱体化させ、その成員の尊厳の重大な脅威となる。社

会的な排除のゆえに「先験的にJ罰を受けていると思われていて、しばしば

困難や苦しみによって一生傷跡を残している子どもたちの状況はとくに心配

である。彼らは真に、適切に、「社会の孤児jと呼ぶことができる。

エコロジーの課題

16. エコロジーの観点からすると、多くの人による水の不適当な入手、環境

悪化、飢えと栄養不良、未開墾地と荒廃した土地、「使い捨て」の文化から、

さまざまな問題が生じると見られる。このような状況は、家庭の生計と穏や

かな家庭生活に影響を、それもしばしば非常に大きな影響を及ぼす。

このような理由から、また教皇フランシスコの努力の結果として、教会は

大局的な見方を系統立てて述べることのできる、エコロジーに配慮した文

化、国の政策、教育制度、生活様式と霊性を通して、地球システムを方向づ

けることを深く考え直すよう希望し、他の人々と協働する。すべてのものが

密接に結びついているので、「総合的エコロジーjが必要である。それは、

環境だけでなく、人間と社会の発展、経済的に持続できる発展と被造界の保

護をも含むものである。
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第3章家庭と一体性

高齢者

17. 多くの人は、家庭における年老いた人たちの苦境を強調している。発展

した社会においては高齢者の人口は増加しているが出生率は減少している。

高齢者が資源として提供できることは必ずしも適切に評価されているとは限

らない。教皇フランシスコが述べている通りである。「高齢者の数は増えま

したが、彼らを受け入れ、その弱さと尊厳に対してしかるべき敬意と具体的

配慮を示せるほど社会は整えられていません。若いときには、老年期は避け

るべき病気であるかのように感じ、高齢者を無視します。しかし、自分が年

をとり、特に貧しかったり、病気で孤独であったりする場合、社会の不備を

身をもって体験することになります。社会は効率性を追求するようプログラ

ムされており、その結果として高齢者は無視されているのです。しかし、高

齢者は無視してはならない財産ですJ(，2015年 3月4日の一般謁見演説J)。

18. 家庭の中で祖父母に対しては特別な注意を払う必要がある。彼らは、は

るかに若い人たちが自分たちの進路をたどることのできる伝統や慣習を確実

に伝えることによって、世代間をつなぐ輪である。さらに彼らは若い夫婦の

貴重な経済的支えを、金銭的な埋め合わせなしに思慮深く保障し、孫たちの

世話を助け、信仰を伝えることさえする。とくに現代において多くの人々

は、自分がキリスト教生活に入ったのは祖父母のおかげだと認めている。こ

れは、信仰がいかに家庭の中で、世代を受け継ぎながら伝えられ守られてい

るか、そのためより新しい家庭にとってかけがえのない遺産となるかを証明

している。したがって高齢者は、若い人たち、家庭、社会から純粋に認知さ

れ、評価され、心から受け入れられるに値する。

配偶者を亡くした者の課題

19 配偶者を亡くし独身でいることは、結婚生活と家庭を主からのたまもの

として選び、生きてきた人々にとってとりわけ困難な体験である。しかしな

がら信仰に照らしてみると、この生活状態は量り知れないと証明できるさま

ざまな可能性を提供する。たとえば、このつらい体験を耐えることによって

ある人々は、自分のエネルギーを子どもや祖父母へのより大きな献身のため
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に注ぎ、このすばらしい体験を通して子どもを育てることに新しい啓発的な

使命を見出すことができることを示している。配偶者を失った後の虚しさ

は、ある意味、残された人を重んじ、そうすることでその人が、自分の結婚

の思い出を大切にすることができるように働く家族からの愛によって満たさ

れる。逆に、自分自身をささげ、愛情や親しみを受ける親戚に頼ることので

きない人たちは、キリスト者の共同体から特別な配慮を受けなければならな

い。もし配偶者の死でつらい思いをしている人たちが貧しい場合はとくに、

共同体が手持ちの資財で支援すべきである。

人生の最終段階と家庭における哀悼

20. 年取った人々は、生涯の最後の段階にいることを自覚している。彼らの

状況は、家庭生活のすべての面に影響を与える。しばしば老齢を長引かせる

ことになる病気と向き合い、何よりも近づきつつあると分かる死、あるいは

愛する人たち(配偶者、家族、友人)を失う中で実際に経験した死の予感に

直面することは、生涯のこの段階の重大な諸側面であり、感情の平衡感覚を

個々人も、家族全体としても見直さざるをえなくなる。

今日少なくとも、この死の訪れのあらゆる側面を忌避しようとする先進国

においては、人生の最後の段階の評価はなおさら必要である。この時期の否

定的な見方一一それを単に衰えの諸要素、能力、自立や愛情が次第に失われ

ることと見なす一ーに照らして見ると、人の最後の年月は一定の成就の意味

をもち、全生涯に組み込まれることと見なされ、またそのようなものとして

向き合うことができる。特別な倫理的な遺産を将来の世代に手渡すことに

よって、人間の生産的な能力に対する新しい側面を発見することも可能とな

る。家族の成員の親しさと結びついた、人間のもつ霊性と超越の感覚は、高

齢者が尊厳の感覚と希望に満たされるための本質的資源である。

死の悲しみに暮れている家庭は、特別な配慮を必要としている。亡くなっ

た人が赤ん坊、子どもそして若い人である場合、家庭に対する影響はひとき

わ痛烈である。

障がいの課題

21 障がいのある人を抱えた人のいる家庭には特別な配慮がなされなければ

ならない。障がいは予期せず生活を遮断し、底知れず思いがけない課題を生

131 



じさせ、家庭の調和、願望と期待を覆す。それは、向き合わなければならず

処理されるべき入り混じった感情を抱かせ、義務、緊急に必要なもの、新た

に必要なもの、さまざまな役割と責任を課すのである。家庭とライフサイク

ル全体の概念が深くかき乱される。しかし家庭は、属しているキリスト者の

共同体と一緒になって、つかの間の人生の神秘の中で長く困難な受容と介護

の旅をしながら、さまざまな能力、予期しない技能、伝達の新しい姿勢や手

段、理解の形とアイデンティティーを発見することができる。

22. それ自体途方もなく複雑なこのプロセスは、非情な熔印や偏見の様相が

まだ生き残っていて、共同体が障がい者と連帯し同伴するようになり、いわ

ば出会って実りをもたらすことを妨げる社会では、さらに困難になる。それ

は、各個人と共同体全体にとって、実際に、みなが脆さを共有しているとい

う感覚を持つことから出発して、正義と愛において、そしてすべての人のい

のちの価値を擁護する点において成長する貴重な機会をっくり得る出会いで

ある。人をほんとうに受け入れる共同体において、障がいのある人を抱えた

家庭とその本人が孤独や排除されたと感じることなく、家庭の活力と資源が

不足しているときはとくに、安心と支えを見出すことができるということは

望ましいことである。

23. これに関して、いわゆる「わたしたちの後で」という課題について考え

る必要がある。具体的には、貧困と孤独の中にある家庭の状況、あるいは、

経済的に最も進んだ社会においては余命の延長によって、障がいのある人々

が、おそらく彼らの両親は彼ら以上に、長生きする可能性があるという最近

の現象がある。家庭は、もし信仰の目をもって、障がい者の存在を受け入れ

ることができるなら、彼らが自分の障がいを制約として生きるのではなく、

他のものとは異なる独自の価値として認めるのを助けることができるであろ

う。これは、あらゆる個人としての生活、また家庭生活における潜在能力を

保証し、擁護し、評価し、また個人と男女の平等な尊厳と機会、介護と奉

仕、同伴と愛情、受胎から年を重ねて自然の死に至るまでの生涯のすべての

段階における霊性、美、満ち満ちた意義に対する権利に内在している要求を

認めることへとつながる。
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移住の課題

24. 移住が家庭にもたらす影響について多くの人が憂慮している。移住は、

世界の異なる地域の人々全員にとって、さまざまな形で課題となっている。

移住する人々は、特別な司牧的配慮を求めている。それは、移住する家庭に

対してだけではなく、もといた場所に取り残された家庭の成員にも与えるべ

きものである。そのような配慮は、それぞれの出自の文化と人間的・宗教的

教育を尊重しながら行うべきである。今日移住は、個人と家庭の群衆が、あ

たかも別の国民と地域では「余計なもの」であるかのように、悲劇的な結果

を生じさせている。このような人々は、正当によりよい将来を求め、時には

生まれた場所にもはや住むことができなくなった場合に「再生するjことを

求める。

25. しばしばいのちそのものを脅かす不穏な旅に加えて、いつも移住の動機

となる戦争、迫害、貧困、不平等といったさまざまな状況は、各個人とその

家庭の組織に傷跡を残す。実際移住の過程で、移住者の家庭は多種多様な放

棄や分裂の体験によって、避けがたく引き裂かれる。多くの場合、他の家族

より先に出発する人々と帰還や再会を待つ人々とが別れ別れになってしまう

ことで、一つの家族は激しく苦しむ。出発する人々は、故郷、文化、言語、

そして親族や共同体とのきずな、さらに言えば彼らの生涯を通してついて回

る彼らの過去と伝統を奪われた状態になる。

26. 新しい国、新しい文化との出会いは、心からの温かさ、受容、すべての

人の権利に対する尊敬と平和的共存、連帯の権利という条件がない場合、さ

らに困難となる。目的意識の喪失感、今はもう失った過去への懐古の情、

うまでもなく共同体に真に溶け込むときの困難一一一新しいきずなをっくり、

過去と現在、文化と地域性、言語や異なる思考様式を結びつけながら生活設

計をするとき体験される困難一一一は、今日多くの状況において克服できない

ものとして感じ取られている。むしろこのような体験が原理主義的な現象

や、受け入れ側の文化を暴力的に拒絶する感情を刺激し、移住者の第二、第

三世代の家族において苦しみをあらわにする。

このような困難を克服するときの貴重な手段は、家庭の出会いの中に見ら

れる。新しい環境に溶け込む過程において鍵となる役割は、子どもたちを育
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て上げる体験を分かち合うことを通して、しばしば母親が担うのである。

27.移住の体験は以下のような場合に、家庭と個人とにとってとくに劇的で

破壊的となる。つまり不法移民となるとき、人身売買の国際的ネットワーク

に支えられるとき、親が同伴していない子どもが含まれるとき。さらに一つ

の国と別の国の問、過去と現在の問、さまざまな場所で滞在期間の延長を求

め、原点を確立し将来計画を立てるプロセスを始めるのは不可能な難民キャ

ンプや収容所で期間延長を必要とするときである。

若干の特殊な課題

28. (7) 大きな課題を突き付ける文化的、宗教的状況も存在する。ある社

会では、一夫多妻制がいまだに実践されており、またある伝統においては

「段階的結婚J(足入れ婚)の習慣が残っている。他の社会では第三者が取り

仕切る結婚が続けられている。カトリック教会が少数派である国々では、混

宗婚や異宗婚が非常に多く、それとともに、法律的な問題、洗礼や子育てに

まつわる問題、また双方の異なる信仰を互いに尊重することなど、多くの困

難が生じている。こうした結婚においては、相対主義や無関心の危険もある

が、異なった信仰を持つ者が向じ屋根の下で調和のうちに暮らすことが、エ

キュメニズムの精神や諸宗教対話を促進する可能性もある。西洋諸国だけで

なく、多くの社会で、結婚前の同棲や、制度的拘束という形を取ることを意

図しない同棲がかなり広がってきている。これに加え、結婚や家族を危うく

するような立法の問題もある。世界中の多くの場所で、世俗化のため、神へ

の言及が極度に少なくなり、信仰は社会的に共有されるものではなくなって

きている。

家庭と子どもたち

29. (8) 特にいくつかの国では結婚関係の外で生まれる子どもが多くあ

り、片親に育てられたり、再婚家庭で育ったりしている。離婚数は増加して

おり、経済的理由のみによって離婚に踏み切る例も珍しくない。子どもたち

はしばしば夫婦問の争いの原因、家庭分裂の真の犠牲者となっている。父親

たちはもっと明確に子どもたちゃ家族に対する責任を負うべきであるが、彼

らが経済的理由からばかりでなく、家庭を不在にすることもしばしば見受け
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られる。女性の尊厳はもっと守られ、促進される必要がある。実際、今日多

くの場で、女性であることは差別の対象となることであり、母親となるたま

ものも、価値のあるものとして示されるよりも、むしろそれによって不利な

立場に置かれてしまうことが多い。増加しつつある女性に対する暴力も決し

て忘れてはならない。不幸にもそのような暴力は時に家庭の中で行われ、ま

たいくつかの文化においては女性器の切除という深刻な習慣が広く行われて

いる。また、子どもたちの性的搾取は現代社会のもっとも恥ずべき、邪悪な

現実のひとつである。戦争やテロリズム、組織犯罪による暴力にさらされた

社会では、家庭をめぐる状況が悪化しており、特に大都市やその周辺ではい

わゆるストリートチルドレンも増加している。さらに移住の問題は、それが

家庭生活にもたらすすべての重荷とともに、わたしたちが向き合い、理解し

なければならない時のしるしである。

女性の役割

30. 多くの地域で女性の解放があかしされ、家庭と社会の成長における女性

の役割が明確に示されている。しかし、世界における女性の身分には、第一

に文化的要因の結果として大きな差異がある。確かに、近年発展しているさ

まざまな国で女性が困難な状況に置かれていることが示すように、これらの

問題ある状況は、経済危機の終湾や近代文化の到来だけでは解決できない。

西側諸国では、女性のエンパワーメントによって、配偶者間の相互関係に

おける義務や家庭生活に対する責任について再考することが求められる。発

展途上の国々では、女性への搾取ゃからだに対してなされる暴力、妊娠中で

さえ女性に押し付けられる過酷な仕事といったことは、しばしば人工妊娠中

絶や不妊手術を強制されることと組み合わさっている。生殖関連の実践(た

とえば母胎「貸出Jや、萌芽期配偶子[卵子と精子]の商品化)のあまりに

も否定的な結果は言うまでもない。先進各国では、「いくら犠牲を払ってで

も」子どもが欲しいと望むことは、より幸福でより強い家族関係をもたらし

てはおらず、実擦には多くの場合、男女の不平等を悪化させている。種々異

なる文化における偏見にしたがえば、女性の不妊は、社会的差別をもたらす

一条件となる。

社会において、女性が決定する役割を認める際に貢献する一つの要素は、

教会における彼女たちの責任をより高く評価することだろう。つまり、決定
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をするプロセスにかかわり、単に形式的にではなくある施設の運営へ参与

し、また叙階される奉仕者の養成に取り組むことである。

第4章家庭、情緒と生活

生活における情緒の大切さ

3l. (9) 上に述べたような社会の状況に直面して、世界中の多くの地域

で、人々は自分自身の人格を大切にすること、自分の内面をよく知り、自分

の感情や感覚と調和しながらよりよく生きること、また精神生活におけるよ

い人間関係を求めることの必要性をより強く感じている。このような正当な

望みは、家族関係のように固く結ばれ、責任を伴った関係、また自己献身的

で相互に建設的な関係を作りだすことへの欲求につながっていくであろう。

個人主義、また自己中心的に生きることの危険は重大である。教会にとって

の課題は、夫婦を情緒的側面の成熟において助け、また対話や徳、あわれみ

深い神の愛に対する信頼を促進するため、その精神的進歩を助けることであ

る。キリスト者の結婚において求められる完全な献身は、自己中心的な個人

主義に対する強力な解毒剤となるであろう。

情緒の溜養

32. 家庭は、より若い世代を情緒の面で養成することに直接の責任があるこ

とを認める必要がある。現代社会で起こっている変化の速さは、人格全体の

情緒を完成させるよう指導することをより困難にしている。その変化はま

た、司牧に携わる人々が、ふさわしく養成されて聖書やカトリックの教えに

深く通じるだけでなく、適切な教育学的、心理学的および医学的手段を備え

ることを求める。家庭の心理学を知ることは、キリスト教的な情緒の概念を

効果的に伝達するのに役立つ。こうした教育の努力は、すでにキリスト教入

信のカテケージスの時から始まっていなければならない。

情緒的もろさと未熟さ

33. (10) 現代世界においては、際限のない情緒性を押しつけて来るような

文化的傾向に事欠かない。そこにおいてはより複雑な側面も含め、そのよう

な情緒のすべての側面を探ろうとする傾向がある。事実、感情的なもろさは
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大きな現実的な問題である。自己陶酔的で、不安定かつ変わりやすい情緒は

個々人がより成熟していくための助けにはならない。特に懸念されるのはポ

ルノの氾濫や肉体の商業化である。その要因として、インターネットの悪

用、さらには売春を強要するような悪しき状況が挙げられる。このような状

況の中で、夫婦は時に不確かさやためらいを覚え、成長する方法を見いだす

ことに苦労している。多くの夫婦は、情緒的、性的生活の初期段階にとど

まってしまう傾向がある。夫婦の危機は家庭を不安定にし、別居や離婚に

よって、大人、子ども、そして社会全体に深刻な影響を及ぼし、個人や社会

のきずなを弱体化させている。また、子どもをもうけることに消極的な考え

方や、リプロダクテイブ・ヘルス(性と生殖にかかわる健康)を推進する国

際的な政治力の後押しを受けた人口減少は、世代交代が保証されない状況を

作り出しているのみならず、いずれ経済の悶窮化や将来への希望の喪失につ

ながる危険さえある。バイオテクノロジーの発展も出生率に大きな影響を与

えてきた。

生命倫理に関する課題

34. いわゆるバイオテクノロジー革命は人間の出産の領域に、生殖行為を操

作して、それを男女の性的関係から独立したものとする可能性を導入したと

いう指摘が、多方面から寄せられた。そうなると、人間のいのちと親である

ことは、必ずしも異性婚で、普通に結婚したわけでもないシングルやカップ

ルの望みに優先的に従うため、構成要素ともなり得るし、切り離された現実

ともなり得る。この現象は、近年、人聞社会において絶対に新奇なこととし

て現れ、ますます流布しつつある。以上のことはすべて、人間関係の発展、

社会生活の仕組みおよび司法制度に深刻な影響を及ぼしている。なお、司法

制度は、すでに実施されている実践や種々異なる状況を調整するために介入

する。

司牧的課題

35. (11) こうした状況の中で、教会は真理と希望のことばを発する必要性

を感じている。教会は、人間が神に由来することを確信し、したがって、人

間であることの意味を改めて問いなおす思索が、人類のもっとも深い期待の

うちに豊かな大地を見いだすことができるという確信のもとに行動しなけれ
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ばならない。結婚とキリスト者の家庭の大いなる価値は、個人主義と快楽主

義に特徴づけられる時代においても、人間存在共通の探究に応えるものであ

る。教会は人々を具体的な存在として受け入れねばならず、失敗を犯した人

や、さまざまな状況にある人たちについても、その探求を支え、神への渇望

ならびに自分たちが完全に教会の一部であることを感じたいという望みを励

ます方法を知らなければならない。キリスト教のメッセージは常にそれ自体

の中に、キリストのうちに統合される、あわれみと真理の現実と原動力を含

んでいるのである。

36.結婚と家庭生活の養成プログラムにおいて、司牧に携わる人は具体的な

状況の多様性を考慮に入れなければならない。一方で、彼らは若い人々が適

切に養成されることを保証するプログラムを促進する必要がある。他方プロ

グラムは、結婚せず、しばしば両親と一緒に生活している人々のためにも同

じように必要である。子どもをもつことのできない夫婦は、教会の特別な司

牧的配慮を受けるべきである。そうすれば、彼らは共同体全体に奉仕する中

で、自分たちの状況における神の計画を知ることになるだろう。

多くの人が次のことを明確にするよう求めている。つまり、「教会から遠

ざかっているj人々のことを「排除されているjとか「遠ざけられているj

と考えではならない。彼らは、神に愛された人々であり、教会が司牧活動に

おいて心にかけるべき人々である。すべての人に対する理解のまなざしを身

にっけなければならない。教会生活から遠さやかっている状況は、いつも自ら

望んだものとは限らないし、しばしばそこに誘い込まれてしまう場合もあ

り、ときおり第三者の行動のせいで耐え忍ばざるをえない場合もある。

第二部家庭の召命の識別

第 1章家庭と神の教育法

救いの歴史における、イエスと神の教育法を見る

37. (12) I現代的な課題の地平を進むわたしたちの足取りを確かなものに

するために決定的な条件は、イエス・キリストへとしっかりとまなざしを据

え続けること、そのみ顔を黙想し礼拝し続けることにあります。一・実際、わ

たしたちがキリスト者としての経験の源泉に立ち返るたびに、新しい道と考
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えもしなかった可能性が聞かれてくるのですJ(教皇フランシスコ「講話J
2014年10月4日)。イエスはご自分が出会った男女を愛と優しさのうちに見

守り、神の国が求めることがらを告げ知らせながら、真理と忍耐とあわれみ

をもって彼らの歩みに同伴したのである。

家庭における神のことば

38. イエスを見るといつことは、何よりも、彼のことばに耳を傾けるという

ことである。共同体の中だけではなく家でも聖書を読むことにより、夫婦と

家庭が神の計画の中心にあるということを明らかにすることができ、神がど

のように具体的な家庭生活に入って、それをより素晴らしいもの、より活気

あるものにするかを理解するようになる。

しかし、種々の先導的な取り組みにもかかわらず、カトリックの家庭はま

だ、聖書により直接触れているとは言えない。家庭に対する司牧においては

つねに、キリストとの出会いこそ中心的な価値があることを明らかにする必

要がある。その価値は、聖書に根を下ろしているときに自然に浮かび上がる

ものである。したがって何よりも、イエス・キリストご自身とのほんとうの

出会いに方向づけられるほどに、神のことばとの生き生きとしたかかわりが

家庭の中で奨励されることが切望される。聖書へのアプローチの方法とし

て、「霊的読書(レクチオ・デイヴィーナ)Jが勧められる。これは、神のこ

とばを祈りながら読むことであり、日常生活における霊の息吹の源泉とな

る。

神の教育法

39. (13) 創造の秩序はキリストに向かうものと定められているので、契約

の恵みが神から人間へ伝えられる時にも、異なった段階がある。それを区別

し、ただし切り離すことなく、理解しなければならない。神の教育法によれ

ば、創造の秩序は継承する段階を経てあがないの秩序に至るので、キリスト

教の結婚の秘跡の新しさは、原初からの自然・本性的な結婚との継続性のう

ちに理解されなければならない。つまり創造において、またキリスト者の生

活において、神が働かれる救いの方法である。創造においては、すべてのも

のがキリストを通して、キリストを目指して造られた(コロサイ 1・16参照)

ので、キリスト者は「人々の民族的・宗教的伝統に精通し、その中に隠され
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ているみことばの種を喜びと敬意をもって見いだすようにしなければならな

い。同時に、諸民族の間に起こる重大な変容に留意J(第二バチカン公会議

『教会の宣教活動に関する教令j11) しなければならない。キリスト者の生

活においては、信者は洗礼によって家庭の教会、つまり自分の家族を通して

教会の一員とされ、そして罪から救い、十全ないのちを与える、愛への絶え

間ない回心を通して、「神のたまもの一....が徐々に一つのものとなっていく

…ダイナミックな過程J(ヨハネ・パウロ二世使徒的勧告『家庭 愛とい

のちのきずなj9) を歩み出すのである。

自然法による結婚と秘跡の充満

40. 自然の現実は恵みに照らして理解しなければならないということを念頭

に置くなら、あがないの秩序が創造の秩序を照らし、完成するということを

忘れてはならない。それゆえ、自然法による結婚は、結婚の秘跡におけるそ

の実現に照らして完全に理解される。キリストに注意深いまなざしを向ける

ときにのみ、人は人間関係の真理を奥深く知ることになる。「人間の神秘が

真に解明されるのは、肉となったみことばの神秘においてのみである。...最

後のアダムであるキリストは、父とその愛の神秘の啓示そのものをもって、

人聞を人間自身に完全に示し、人間の高貴な召命を明らかにするJ(r現代世

界憲章j22)。このことを念頭において、キリスト中心主義を鍵として用い

ながら、結婚の豊かで多様な自然的特徴を理解することは、特に時宜にか

なっていると，思われる。

イエスとその家庭

4l. (14) イエスご自身も、夫婦に関する原初の計画に言及して、「あなたた

ちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初め

からそうだったわけではないJ(マタイ 19・8) と述べられ、男と女の解消

することのできないきずなを再確認しておられる。結婚の不解消性(，神が

結び合わせてくださったものを、人は離してはならないJ(マタイ 19・6))は、

そもそも人々に課せられた「くびきjとしてではなく、むしろ結婚において

一つに結ぼれた夫婦に与えられた「贈り物」として理解されるべきである。

このようにしてイエスは、神がご自身を低くされて、人間の歩みに常に同伴

し、かたくなな心を恵みによっていやし、変容させ、十字架の道を通してご
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自身の原理へと導くことを示される。福音書から明白に浮かび上がるイエス

の姿は教会にとっての模範である。実際、イエスはひとつの家族のうちにお

生まれになり、カナの婚宴で奇跡のしるしを始められ、結婚の意味を神の本

来の計画を取り戻す啓示の充満としてお示しになった(マタイ 19・3)。し

かし、それと同時に教えを実際に行動に移し、あわれみの真の意味を示され

た。これは、サマリアの女との出会い(ヨハネ 4・1-30)や姦通をした女

との出会い(ヨハネ 8・1-11)の場面において明らかである。イエスは愛

を持って罪人に接し、ゆるしの基礎となる、悔い改めと回心に導いておられ

る(，行きなさい。これからは、もう罪を犯してはならないJ)。

不解消性:たまものと任務

42. キリスト者の結婚を十全に生きている夫婦のあかしは、結婚の解消でき

ないきずなの価値を明らかにし、夫婦問の忠実な歩みを常に新たにしていき

たいという望みを起こさせる。不解消性は、相互の永続する愛への深い願望

に対する人間の応えを示している。それは、配偶者間のそれぞれにとって、

また神ご自身に向き合うカップルにとって、さらに神が彼らにゆだねる人た

ちにとって、選びかっ自分自身を差し出すこととなる、「終わりのない」愛

である。この視点からとくに重要なのは、キリスト者の共同体における結婚

記念日の祝いである。それは、一緒にいつまでも生活することは、キリスト

において、可能であるだけでなく、素晴らしいことだということを思い起こ

させるためである。

家庭の福音は、今の時代の感覚と、誓約をいつまでも維持し続ける際の実

際の困難を考慮に入れた、人生の理想像を提供する。ここで、重圧ではなく

希望を与えるメッセージが必要である。すなわち、すべての家庭は、「キリ

ストと教会の歴史と、結婚と人類家族の歴史の聞に存在する解消できないき

ずなJ(教皇フランシスコ「一般謁見演説J2015年5月6日)のゆえに教会は

決して家庭を見捨てないということを知らなければならない。

家庭として生きる

43.結婚生活固有の諸徳の素晴らしさを発見し開花させる恵みの倫理を促進

するようにとの要請が多方面から上がっている。それらの徳には、相互の尊

敬と信頼、相互に受け入れ合い、感謝すること、忍耐とゆるしが含まれてい
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る。教皇フランシスコはこう明言する。家庭生活の玄関の上には「三つの言

葉が記されていますo ...九五いですか?'¥“ありがとう"、“ごめんなさい"

ということばです。これらは、家庭生活を円満で平和なものにする道を切り

開くことばにほかなりません。それは単純なことばですが、実際に言うのは

そんなに簡単ではありません。このことばには大きな力があります。多くの

問題や試練に直面しても家庭生活を守る力です。もし、それらが失われた

ら、亀裂が入り始め、すべてが崩壊することすらありますJ(i一般謁見演説J
20日年5月13日)。要するに、結婚の秘跡は、恵、みに養われて次第に成熟する

必要のある愛の時と試練を含みかつ支える活力を始動させるのである。

神の救いの計画における家庭

44. (15) イエスが弟子たちに残された永遠のいのちのことばには、結婚と

家庭についての教えが含まれていた。その教えによれば、結婚と家庭につい

ての神の計画は、三つの根本的な段階に区別することができる。最初に、起

源となる家庭が存在した。それは家庭の堅固な基礎として創造主である神が

アダムとエバとの間に原初の結婚を設定されたときである。神は人間を男と

女とに造られた(創世記 1・27)のみならず、いのちを産み、増えるように

祝福された(同 1・28)のである。そのためJ男は父母を離れて女と結ばれ、

二人は一体となるJ(同 2・24)。この結びつきはしかし、罪によって傷つけ

られ、歴史上の神の民における結婚の形態を取るようになる。これはモーセ

が、離縁状を出すことを可能とした(申命記24・1以降)結婚の形態である。

このような形態はイエスの時代においては主流であった。しかし、イエスの

到来と、イエスによって成し遂げられたあがないを通じ、堕落した世界が神

と和解させられたことによって、モーセに始まった時代は終わりを告げた。

夫婦関係と実り豊かさ

45. 聖書に含まれた教えを有効活用することは、創世記以来、神がいかにご

自分の像と似姿にかたどって夫婦をつくったかということを示すのに助けと

なり得ると、繰り返し主張されてきた。この線上で、教皇フランシスコは次

のことを思い起こさせた。「男性だけが単独で神の像ではなく、女性だけが

単独で、神の像なのではありません。男女も、カップルとして、神の像と似姿

なのです。男女の相違は、対立や、従属のためにあるのではなく、つねに神
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の似姿として交わり、出産するためのものですJ(，一般謁見演説J2015年4

月15日)。ある人々は、次のことを明白にしている。結婚における夫婦関係

の特性と生殖の特性が補充し合うということは、神の創造の計画の中に書き

込まれている。すなわち、夫婦関係の特性は、意識的で、熟慮した、自由な

同意の実りであり、生殖の特性を生かすために手はずを整えるということで

ある。さらに、子を生む行為は、責任を伴う出産と、子どもたちを忠実に養

育するつもりであるという約束との観点から理解すべきである。

家庭:三位一体のイメージ

46. (16) すべてのものをご自分のうちに和解させたイエスは、結婚と家庭

をその原初の形に戻された(マルコ10・1-12参照)。家庭と結婚はキリス

トによってあがなわれ(エフェソ5・21-32参照)、すべての真の愛がそこか

らほとばしる神秘である、至聖なる三位一体の神の像に回復された。創造に

おいて始められ、救いの歴史において啓示された結婚の契約は、キリストに

おいて、そしてキリストの教会において、その意味の完全な啓示を受けたの

である。結婚と家庭は、神の愛をあかしし、交わりのいのちを生きるために

必要な恵みを、教会を通してキリストから授かる。人聞が神の像、そして似

姿に造られた(創世記1.26-27参照)創造の時から、小羊の婚宴をもって、

世の終わりに、キリストのうちに契約の神秘が完成する時まで(黙示録19・9、

ヨハネ・パウロ二世『人間愛についてのカテケージス』参照)、家庭の福音

は世界の歴史を貫いている。

第2章家庭と教会生活

教会公文書における家庭

47. (17) ，過去何世紀にもわたり、教会は絶えず結婚と家庭について教え

てきた。この教導職の教えの最も高度な表現のひとつが第二バチカン公会議

の『現代世界憲章』であり、結婚と家庭の尊厳の促進のために一章を割いて

いる (r現代世界憲章j47 -52参照)。向憲章は結婚をいのちと愛の共同体と

定義し(同48参照)、愛を家庭の中心に据えている。それと同時に、現代文

化の中でさまざまな形で過度の単純化が行われているにもかかわらず、この

愛の真理を示している。『真正な夫婦愛j(同49)は互いの自己献身を意味し、
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神の摂理によって、性的側面と感情閣を含み、それらを統合する(同48-49

参照)。さらに、同憲章48は夫婦がキリストに根ざしていることを強調して

いる。主キリストは『結婚の秘跡を通じてキリスト信者の夫婦を迎え入れ』、

彼らとともにとどまる。受肉によって、キリストは人間の愛を身にまとい、

これを清め、完成へと高めるとともに、この愛が夫婦の信仰、希望、愛の生

活を満たし、キリストの霊によって、彼らがこの愛を生きることができるよ

う力を与える。このようにして、夫婦はいわば聖別され、恵みによってキリ

ストの体を形作り、ひとつの家庭の教会を構成する(第二バチカン公会議『教

会憲章j11参照)。このため、教会は自らの神秘を深く理解するために、そ

の神秘を真のしかたで表す、キリスト者の家庭に目を向けるJ(世界代表司

教会議第3回臨時総会『討議要綱j4)。

48. 第二バチカン公会議の教えと歴代教導権の文書に照らして、家庭の教会

の宣教的次元を徹底して深く掘り下げるようにとの勧告がなされた。家庭の

教会は、洗礼の秘跡に基礎を置き、キリスト者の共同体における独自の役割

を果たすことによって実現する。家庭は本性上、宣教的であり、他の人々に

自分たちの信仰を伝える行為そのものによってその信仰を増すのである。キ

リスト者の家庭は、自分たちにゆだねられた宣教の役割を発揮する取り組み

を始めるために、信じていることを隠すことなく、生活をもって福音をあか

しするようにとの招きを再発見することが急務である。家庭が交わりながら

生活すること自体が、宣教的告知の一つの形である。この観点から見ると、

家庭を、さまざまな形のあかしを介して司牧活動をする主体として促進する

必要がある。それらのあかしの中には、貧しい人々との連帯、多種多様な

人々に心を聞くこと、被造物の保護、自分の住んでいるところから出発して

共通善の促進にかかわることが挙げられる。

家庭:教会の道

49. (18) I第二バチカン公会議に続き、歴代の教皇も結婚と家庭について

の教えを深めてきた。特にパウロ六世は、回勅『フマーネ・ヴイテjにおい

て、夫婦愛といのちの誕生との密接な結びつきに光を当てた。聖ヨハネ・パ

ウロ二世は『人間愛についてのカテケージスj，r家庭への手紙j(Gratissimam 

Sane)、そして特に使徒的勧告『家庭 愛といのちのきずな』を通して、家
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庭に特別な関心を向けた。これらの文書の中で、同教皇は家庭を『教会の道』

と定義し、男性と女性の愛への召命を概観し、家庭に対する司牧と、社会に

おける家庭のあり方についての根本的な方向性を示した。とりわけ夫婦愛に

ついて (r家庭 愛といのちのきずなj13参照)、同教皇は、夫婦がいかにし

て互いの愛のうちにキリストの霊のたまものを受け、聖性への召命を生きる

かを示した。J(同『討議要綱j5) 

愛に関する神の評価基準

50. (19) Iベネデイクト十六世は回勅 f神は愛Jの中で、男女聞の愛の真

理というテーマを再び取り上げた。このテーマは、十字架につけられたキリ

ストの愛という観点からのみ、真に理解することができる (r神は愛j2参照)。

同教皇は『排他的で決定的な愛に基づく結婚は、神と神の民の関係を表わす

しるしです。また逆に、神と神の民の関係も、結婚を表わすしるしとなりま

すja神は愛j11) と述べている。さらに同教皇は、回勅『真理に根ざした

愛Jで、人聞が共通善を経，験し、学ぶ場である社会における、社会生活の原

理としての愛の重要性を強調している (r真理に根ざした愛j44参照)J (同『討-
議要綱j6)。

祈る家庭

5l.諸教皇の教えは、家庭生活の霊的な側面を深く掘り下げるようにと招い

ている。それは家庭での祈りと、愛の業を生じさせる、神のことばに一緒に

耳を傾けることの再発見から始まる。家庭生活において、教会共同体に深く

根を下ろしているというしるしとして、主の日を再発見することは、根本的

に重要なことである。さらに、日常生活の中から生じる諸問題に応えつつ、

地に足の着いた家庭の霊性を成長させるために、適切な司牧的同伴が奨めら

れるべきである。とくに有益なことは、家庭の霊性を、信仰の強烈な体験に

よって、特に「キリスト教的生活全体の源泉であり頂点であるJ(r教会憲章』

11)感謝の祭儀に忠実に参加することによって酒養することである。

家庭と信仰

52. (20) I教皇フランシスコは、回勅『信仰の光Jの中で、家庭と信仰の

つながりについて次のように記している。『キリストと出会い、キリストの
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愛に捕えられ、導かれることにより、人生の展望が広がり、欺くことのない

堅固な希望が与えられます。信仰は臆病な人の逃れ場ではなく、わたしたち

の人生を広げるものです。信仰は偉大な招き、愛の召命に気づかせてくれま

す。それは、愛が信頼するに足り、引き受けるに値するものであることを約

束してくれます。なぜなら、愛はわたしたちのあらゆる弱さよりも強い、神

の忠実を基盤とするからですj(r信仰の光j53) J (同『討議要綱j7)。

カテケ…ジスと家庭

53. 多くの人が、家庭のための信仰教育プログラムを見直す必要があると考

えている。これに関して、司祭、助祭、奉献生活者と連携して、とくに自分

の子どもに対して、夫婦がカテケージスを実践する者として活用するよう配

慮する必要がある。このような協働は、結婚の召命を、適当な期間に適切な

準備を求める重要な現実と見なすのに役立つ。このプログラムにおいて、堅

実なキリスト者の家庭と信頼できる役務者を統合することは、人生の重大な

選択に向かつて歩んでいる青年たちに対する共同体のあかしを一層信頼でき

るものにする。

キリスト者の共同体は、奉仕の代理庖となるのをやめて、信仰のうちに歩

み、成長と相互交流の道程をともに進む中で、家庭が生まれ、出会い、そし

て向き合う場所となるべきである。

結婚の不解消性と、生活を共に分かち合う喜び

54. (21) 結婚の秘跡を構成する相互の白己譲与は、洗礼の恵みに根ざして

いる。洗礼の恵みは、教会の中で、一人ひとりの受洗者とキリストとの基本

的な契約を樹立させる。婚約者は、互いを受け入れ合うことのうちに、また

キリストの恵みによって、完全な自己譲与、忠誠、そしていのちを迎え入れ

る姿勢を約束し合う。二人は、神がご自分の名によって、教会の前で、彼ら

の互いの誓約を真剣に受け止めて、彼らに与えるたまものを、結婚の構成要

素として認めるのである。こうして、結婚のもたらすさまざまな善を、秘跡

の恵みの助けによってより容易に守ることができる誓約として受け入れるこ

とは、信仰によって可能である。神は結婚する男女の愛を聖別し、その不解

消性を確実なものとし、忠実、相互の補い合い、そしていのちを迎え入れる

ことに向かつて生きていくことができるよう助けを与える。そのため、教会
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のまなざしは家庭全体の心臓である夫婦に向けられるが、その家庭のまなざ

しはイエスに向かっている。

55. 喜びは、人格の完全な実現の一つの表現で、ある。夫婦関係と新しい家庭

の核の形成から来る無比の喜びを示すために、家庭を、他の社会的集団では

ありえないような、人格的で無償のかかわりをもっ場として提示することは

時宜を得ている。互いに無償で自分を与え合うこと、生まれるいのち、そし

て一番小さい者から一番の年配者まですべての成員の面倒を見ることは、家

庭に独特の素晴らしさを与えるさまざまな面のいくつかに過ぎない。結婚が

人の生き方に制限を置くのではなく、むしろ困難な時でさえもそれをより豊

かに、より充実したものにする全生涯の選択である、という考えを熟させる

ことは重要である。

この生涯の選択を通して、家庭は、単に特定地域の住民の総数や一国家の

市民集団としてではなく、国民の、そして神の民の真の体験として、社会を

建設する。

第3章家庭と、それを完成へと導く道

創造の神秘としての結婚

56. (22) これと同じ展望のうちに、すべてのものはキリストのうちに、キ

リストに向かうものと考えられるとする使徒の教え(コロサイ 1. 16参照)

に従って、第二バチカン公会議は自然・本性的な結婚および、他の宗教や文

化の中に一一限界や不足があるにせよ(ヨハネ・パウロ二世田勅『救い主の

使命~ 55参照)一一一存在する、価値のある要素(第二バチカン公会議『キリ

スト教以外の諸宗教に対-する教会の態度についての宣言~ 2) に対する敬意

を表することを望んだ。さまざまな文化の中に存在するみことばの種子a教
会の宣教活動に関する教令~ 11参照)は、いくつかの面で、キリスト教に属

さない多くの文化、人々の結婚や家庭の現実の中にも見いだされると言え

る。それゆえ、キリスト教における結婚以外の結婚一一一それはともかく一人

の男性と一人の女性の間の安定した、真実な関係に基礎を置いている一一一の

中にも、価値のある要素があるのであり、それらの結婚はいずれにせよ、キ

リスト教における結婚に向かう途上のものとわたしたちは考えている。さま
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ざまな文化や民族の英知に目を向けながら、教会はこうした家庭も人類共同

体に必要であり、実り豊かな基本的社会単位として認める。

57. 教会は、男性と女性の間の結婚が創造の神秘として高い次元にあること

を自覚している。それゆえ、創造の初めの恵みを際立たせたいのである。こ

の恵みは、この最初の召命に応え、その義を実践したいという誠実な意図に

基づいた夫婦の契約の体験を包み込んでいる。この計画に従う誠実さと、そ

のために求められる勇気は、とくに今日において格別に評価されるべきであ

る。今日、家庭によってつくられるすべてのきずなにかかわりのある、この

ような考えの価値が疑問視され、あるいは酷評され、除外さえされているか

らである。

また、同棲している人々、あるいは市民法に従って結婚した人々が秘跡的

結婚に到達しようという決断を成熟させる中で、まだ仮の状態、初期段階、

あるいは徐々におおよその段階にあるケースであっても、教会はそのような

進展を励まし支える務めを避けないようにすべきである。向時に、すでにな

された誓約に対して、その諸要素が神の創造の計画に沿うものと認めて、評

価と好意を示すなら、それは良いことである。

異宗婚の夫婦のきずなから成る家庭に対しては、適切な司牧的配慮を発展

させる重要性が強調されるべきである。この異宗婚数は、宣教地だけではな

く、長いキリスト教伝統を持つ国々でも増えている。

家庭の真実と素晴らしさ、および傷ついた家庭と壊れそうな家庭に対するい

つくしみ

58. (23) 教会は心からの喜びと深い慰めをもって、福音の教えに忠実であ

り続ける家庭を見つめ、これらの家庭のあかしのゆえに、彼らに感謝し、励

ましを与える。実際、これらの家庭のおかげで、不解消で、永遠に忠実な結

婚の美は信じうるものとなっている。キリスト者は「いわば家庭の教会J(r教

会憲章j11) とも言われる家庭において、人と人との交わりという最初の教

会経験を持つが、そこには、恵みによって、聖なる三位一体の神の神秘が反

映されている。「そこでわたしたちは、忍耐力、仕事の喜び、兄弟愛、寛容

で幾度も繰り返されるゆるし合い、そして特に、祈りや自分のいのちをささ

げることによる敬神を学びますJ(rカトリック教会のカテキズムj1657)。
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ナザレの聖家族は感嘆すべき模範であり、この学びやでわたしたちは、「も

し福音の教えに従い、キリストの弟子になりたいのであれば、なぜ霊的な鍛

錬が必要であるかを学びますJ(パウロ六世「ナザレでの説教J1964年1月5日)。

家庭の福音は、まだ、成長を待っている種子を育てるとともに、枯れて世話が

必要になっている木々をいやすものでなければならない。

教会と家庭の緊密なきずな

59.教会の結婚の秘跡において確聞たるものにされた新しい家庭の祝福と責

任には、キリスト者の共同体の中で、男女の契約がもっ一般的な資質を喜ん

で支え、促進する者となることも含まれる。それは、社会的つながりの分野

で、子どもの出産の分野で、社会の最も弱い人々の保護の分野で、そして一

般的生活の分野においてである。このような柔軟な姿勢には責任が伴うが、

それは支援され、認められ、評価されてしかるべき責任である。

キリスト教の秘跡のおかげで各家庭は、教会にとって善となって、あらゆ

る結果をもたらす。教会としては、新しく生まれる家庭にとって教会が善で

あると見なすよう願っている。この観点から見ると、この「教会の善jの相

互性をより公正に考慮しようとする謙虚な姿勢は、確実に教会の“今日"へ

の貴重な贈り物となるであろう。すなわち、教会は家庭にとって善であり、

家庭は教会にとって善なのである。秘跡による主のたまものを保護すること

は、一方ではキリスト者のカップルが、他方はキリスト者の共同体が、それ

ぞれしかるべき方法でとるべき責任である。結婚の結びつきを維持する中

で、さまざまな問題、しかも重大な問題が生じるとき、各自の義務の履行

と、それに関連した不履行を識別することは、共同体の助けを得ながら夫婦

がまじめに追及すべきである。それは、双方が、怠り、あるいはなおざりに

したものを理解し、査定し、償うためである。

60. (24)信頼できる教師であり、また思いやりに満ちた母でもある教会は、

洗礼を受けた者の結婚には結婚の秘跡以外にないこと、またそれを破壊する

ことはいかなるものであれ神の意志に反することを認めつつも、懸命に信仰

の道を歩もうとしている、教会の多くの子らの弱さにも気づいている。「し

たがって、福音が示す理想、の価値は下げることなく、一日一臼築いていく人

間の成長段階に、あわれみと忍耐をもって寄り添わなければなりません。
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-・・・大して困難に直面することなく過ごす、うわべは正しい生活よりも、人

間の大いなる眼界のただ中で踏み出す小さな一歩のほうが、神に喜ばれるは

ずです。すべての人が、救いをもたらす神の愛による慰めと励ましに触れる

べきです。その欠点や過ちを超えて、神の愛は一人ひとりに神秘的に働くの

ですJ(教皇フランシスコ使徒的勧告『福音の喜びj44)。

家庭:たまものと任務

6l.結婚の秘跡の重要性をまだ理解するに至っていない人々に対する信者の

態度は、相手を裁くことなくありのまま受け入れ、彼らの基本的な必要に応

え、それと同時に神の愛といつくしみをあかしすることにより、まずは友好

的な人間関係の中で表現される。だれでも弱く、ほかの人と同じように罪び

とであるということを自覚することは重要であるが、それでもなおキリスト

教の結婚の善と価値を断言することを放棄しではならない。さらに、神の計

画において家庭は義務ではなくたまものであり、今日、結婚の秘跡に達する

という決断は、何か初めからすでに与えられたものではなく、成熟の一段階

であり、到達すべき目標であるということを、人々は意識するようにならな

ければならない。

神の計画の完成を助ける

62. (25) 市民法のみによる結婚をしている人々、離婚した人々と再婚した

人々、また同棲をしている人々への司牧的なアプローチについては、教会の

役割は、彼らの生活の中における、神の恵みの教育法を明らかに示すこと、

また彼らのための神の計画の完成に、彼らが到達できるよう助けることにあ

る。すべての人を照らす光(ヨハネ 1・9、『現代世界憲章j22参照)であ

るキリストのまなざしにしたがって、教会は、不完全な形で教会生活に参加

している人々の生活の中にも神の恵みが働いていることを認めつつ、愛を

もって彼らに向かうことを欲している。この恵みは、彼らが善をなし遂げ、

互いに愛をもって思いやり、自分が生活し働いている共同体に奉仕する勇気

を、彼らに与えている。

63 キリスト者の共同体はまた、とくにキリスト教的結婚生活を実際にして

いる家庭が近くにいることを通して、困難な中にある夫婦に対して快く迎え
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る態度を示すべきである。教会は、離別の危機にある夫婦が自分たちの夫婦

生活の素晴らしさと力を再発見することができるように、彼らのそばに付か

なければならない。つらさのうちに関係が終わる場合、教会は、夫婦問の争

いに激しく火が付くことのないように、また、何よりも子どもたちの苦しみ

ができるかぎり少なくなるような仕方で、このつらい時に寄り添う義務を感

じる。

教区の中で、同棲あるいは市民法上結婚した人々が次第に参加できるプロ

グラムを促進することが望ましい。市民法上の結婚から出発し、それから、

最後にはほんとうに自覚した選択へと導く識別の期間の後、キリスト教の結

婚にたどり着かなければならない。

64. (26) 教会は、結婚の誓約に対して多くの若者たちが不信を抱いている

ことを懸念し、また多くの信者が、引き受けた結婚のきずなを性急に終わら

せ、新たなきずなを結ぼうとすることに心を痛めている。教会の一部をなす

これらの信者には、個々の状況を十分に識別した、司牧的な関心、あわれ

み、励ましが必要である。若い信者たちは、結婚の秘跡が彼らの愛の人生計

画に与える豊かさを前に、ためらうことがないように励まされるべきであ

る。彼らがキリストの恵みによって支えられること、また十全なしかたで教

会生活に参加できることで支えられることを、彼らは確信すべきである。

青年たちと結婚に対する恐れ

65. 結婚の見通しを思い巡らすとき、多くの若い人々は失敗するのではない

かと恐れる。それは、破たんする結婚が多いためでもある。したがって、そ

のあきらめと落胆のもとにある深い動機づけをもっと注意深く識別する必要

がある。実際、多くの場合、それらの動機づけは、自分の力の妥当な算定と

釣り合わないと思われる目標一一評価され、切望さえされているとしても-

ーを意識すること、あるいは自分の気持ちが安定するかどうかについての疑

いを克服できないことと結びついていると考えることができる。つねに願望

の対象となっている、愛の忠実さと安定性を我慢できないということ以上

に、しばしば、それらを保証することができないという心配一一実に苦悩が

ある。これが結婚をしりぞかせている。この困難さは、それ自体克服できる

のだが、根本的に不可能だということを証明するものとして問題視されてい
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る。さらに、しばしば、社会的な対面のさまざまな面や結婚式と関連した経

済的な諸問題が、結婚しないという決断に影響を与えている。

66. (27) このような意味で、今日の家庭への司牧の新しい側面は、男女間

の市民法のみによる結婚、伝統に基づく結婚、また一ーしかるべき区別をつ

けた上で一一同棲の現実に対して、注意を向けることである。もしもカップ

ルが、公的なきずなを通しでかなり安定した関係を築いており、またその関

係に深い愛と、子どもに対する責任と、試練を克服する力が含まれているな

ら、それは結婚の秘跡へ向かう途上のものとして、その歩みに同伴する好機

と見ることができる。一方、同棲はしばしば、将来の結婚が視野に入ってお

らず、いかなる制度的な関係をもっ意図もないことが多い。

67. (28) あわれみ深いイエスのまなざしに自らを重ね、教会は注意と思い

やりをもって、愛に傷つき、あるいは愛を失って、非常にもろくなっている

子どもたちに同伴しなければならない。教会は、灯台の光として、あるいは

方向を見失ったり嵐の中にいたりする人々を照らすたいまっとして、彼らに

再び信頼と希望を与えなければならない。より偉大なあわれみは、愛をもっ

て真理を語ることであるということを自覚しながら、わたしたちは同情を超

えていく。あわれみ深い愛は、人を引き付け、一致させるとともに、人をっ

くり変え、高める。それは人を回心へと招く。そしてわたしたちは、主の態

度も同じように解釈する。主は姦通を犯した女を断罪せず、むしろ、これか

らは罪を犯すことのないよう求めたのである(ヨハネ8・1-11参照)。

いつくしみは啓示された真理

68.教会にとって、今日の家庭の具体的な状況から出発することが重要であ

る。非常に苦しんでいる家庭から始まって、すべての家庭がいつくしみを必

要としている。実際、いつくしみには神の主権が輝いている。その主権ゆえ

に、神は愛という(ーヨハネ 4・8参照)ご自分の存在そのものとご自分の

契約に常にあらたに忠実である。いつくしみは、神ご自身の忠実さとアイデ

ンティティーの啓示であり、こうして同時に、キリスト者のアイデンテイ

ティーを示すものでもある。したがっていつくしみは真理を損なわない。い

つくしみそのものが啓示された真理であり、信仰の基本的な真理一一一主の受
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肉、死と復活一ーと密接に結びついている。これらの真理なしには、いつく

しみはむなしいものとなるであろう。いつくしみは、「イエス・キリストの

啓示の核であるJ(教皇フランシスコ、いつくしみの特別聖年公布の大勅書

『イエス・キリスト、父のいつくしみのみ顔j25)。

第三部今日の家庭の使命

第1章家庭と福音化

今日さまざまな背景のもとで家庭の福音を宣言する

69. (29) シノドスにおいては、「ペトロとともに、ペトロのもとにjおけ

る交わりのうちに、地方教会に具体的対応がゆだねられるべき、いくつか

の、より差し迫った司牧上の課題が議論された。家庭の福音を告げ知らせる

ことは、新しい福音化において緊急の課題である。教会は、母としてのやさ

しさと、教師としての明確さをもって(エフェソ 4・15参照)、キリストの

自己無化(ケノーシス)のうちに示されるあわれみに忠実に従い、それを実

現するよう招かれている。真理が人間の弱さを身に帯びて受肉されたのは、

その弱さを断罪するためではなく、救うためなのである(ヨハネ3・16-17

参照)。

家庭におけるやさしさ一一一神のやさしさ

70. やさしさとは、愛されていると感じる喜びを喜んで与え、またほかの人

にその喜びをわき上がらせることである。やさしさは、ほかの人の限界に一

一それがはっきり目立つときはとくに一一細やかな気づかいを向けるとき具

体的に表現される。繊細さと尊敬をもって対処するということは、ほかの人

のうちに信頼を回復させるような方法で、傷の世話をし、再び希望を抱かせ

ることを意味する。家庭内のかかわりにおけるやさしさは、内面の葛藤とか

かわりにおける衝突を克服するのを助ける日々の徳である。これに関して教

皇フランシスコは、次のことを思い巡らすようわたしたちを招いている。「わ

たしたちは、自分の周りにいる人々の困難な状況や問題を優しく受け入れる

勇気をもっているでしょうか。効率的ではあっても、福音の温かみに欠けた

非人間的な解決をむしろ好むのでしょうか。今、世界はどれほど優しさを必

要としていることでしょう!神の忍耐強さ、神の親しさ、そして神の優しさ
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を!J (1降誕祭夜半のミサの説教J2014年12月24日)。

71. (30) 福音化は神の民全員の責任であり、一人ひとりがそれぞれの奉仕

職とたまものに従ってその責任を果たす。夫婦や家庭、家庭の教会の喜びに

満ちたあかしがなければ、福音の告知は、たとえ正しいものであっても、理

解されないか、わたしたちの社会を覆っていることばの海にかき消されてし

まうおそれがある(ヨハネ・パウロ二世使徒的書簡『新千年期の初めにJ50 

参照)。シノドス教父たちは、カトリック信者の家庭が、結婚の秘跡がもた

らす恵みの力のうちに、家庭への司牧の積極的な主体となるように招かれて

いることを何度も強調した。

家庭:司牧活動の主体

72.教会は、家庭の中に教会への帰属意識、成員はだれ一人忘れられていな

い「わたしたち」という感覚を徐々に染み込ませなければならない。すべて

の人は神の国に仕えて、自分自身の能力を発展させ、自分自身の人生設計を

実現するよう励まされるべきである。同じように、教会という環境に組み込

まれた家庭はすべて、他の家庭との交わりの喜びを再発見すべきである。そ

れは、とくに社会的ネットワークやメディアを活用して、家庭に奉仕する国

の政策、経済そして文化を促進することによって社会の共通善に役立っため

である。

このために、福音の価値の生きた証人として複数の家庭の小さな共同体を

つくる可能性が望まれる。他の家庭がキリスト者の家庭らしく生活するのを

助けることができるよう、いくつかの家庭を準備し、養成し、責任を担わせ

る必要が感じられるべきである。とはいえ、「諸民族のもとへ」向かう宣教

の使命を自発的に引き受ける家庭が、言及され、激励されるべきである。最

後に、若い人々の可牧と家庭の司牧とをつなぐ重要性が指摘される。

結婚の典礼

73. 婚約者たちは、結婚の準備のためにかなり長い時間注意を奪われる。婚

約者のどちらか一方、あるいは双方の所属する共同体で生活することが好ま

しいが、結婚式には、何よりもそれ独自の霊性と教会的な性格を浮き彫りに

することによって、しかるべき注意を向けるべきである。キリスト者の共同
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体は、儀式に温かい心をもって喜びのうちに参加し、聖霊を祈り求めること

によって、自分たちの中に新しい家庭を受け入れる。それは、その新しい家

庭が家庭の教会として、より大きな教会の家庭の一部と感じるようになるた

めである。

しばしば司式者は、教会生活にあまり参加していない、あるいは他のキリ

スト教諸派、あるいは他の宗教に属している会衆に話をする機会がある。し

たがって、これは家庭の福音を宣言する貴重な機会とし重要である。その福

音は、出席している家族の中にさえも、神から来る信仰と愛を再発見させる

ことができるにちがいない。結婚の儀式は、多くの人を、ゆるしの秘跡を受

けるようにと招くよい機会でもある。

家庭:神のわざ

74. (31) 決定的に重要なことは、何よりも恵みが第ーであることを明確に

すること、つまり秘跡において聖霊が与えてくださる可能性を強調すること

にある。わたしたちはキリストにおいて「罪と悲しみ、内面的なむなしさと

孤独から解放J(r福音の喜びj1) されたのであるから、家庭の福音は「心

と生活全体を満たJす喜びであることを、人々に経験させることこそが重要

なのである。種をまく人のたとえ話(マタイ 13. 3参照)に照らしていえば、

わたしたちの役割は種まきに協力することであり、そこから先は神のわざで

ある。さらに忘れてならないことは、家庭についての説教をする教会は逆ら

いのしるしである、ということである。

75. 恵みが第ーであるということは、家庭が自らの信仰を説明し、夫婦が自

分たちの結婚を召命として実際に生きているとき、十分に明らかになる。こ

れに関して次のことが勧められる。キリスト者の夫婦の信仰者としてのあか

しを支え、励ますこと。洗礼の恵みのうちに成長するためのしっかりしたプ

ログラム、とくに青年のためのプログラムを開設すること。聞き手に実際に

話が通じ、彼らを、秘跡によって結ばれ絶えず回心しようとしている夫婦の

間で神の現存を祈り求め、認知するよう養成する仕方で、説教やカテケージ

スで、とくに、司牧に携わる人々のための会合や特別講座を通して、象徴を

用い、体験に基づいた、意味深長な言葉遣いを採り入れること。
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宣教者の対話と言語の刷新

76. (32) このためには、宣教における回心が教会全体に求められている。

つまり、その告知は単に理論的で、人々の現実問題から切り離されたものに

とどまってはならない。信仰の危機が結婚と家庭の危機をもたらしたこと、

その結果として、親から子への信仰の継承がしばしば途絶えてしまったこと

を決して忘れてはならない。強い信仰の前には、家庭と結婚を弱体化させる

ような文化的な考え方からの圧力は、何の影響力も持たない。

77. (33) 回心はことばにも及ぶ。ことばはまさに意味を明らかにするもの

だからである。福音の告知は、家庭の福音が人間の最も深い要求に応えるも

のであることを人々に体験させるものでなければならない。つまり、人間の

尊厳、人間相互の交わりにおける、実り豊かな人間性の十全な実現に応える

ものなのである。これは単に原則を提示することにとどまらず、今日、より

世俗化された国々においてもその必要が感じられている価値観を提起するこ

とである。

78. キリスト教のメッセージは、希望を抱かせるような言葉遣いを用いて告

知されるべきである。明確な、人を引きつける、聞かれた伝達方法を採り入

れる必要がある。すなわち、それは、道徳的な説法にしたり、裁いたり、統

制したりするのではなく、教会の倫理に関する教説をあかしすると同時に、

一人ひとりの状況に常に敏感であるような伝達方法である。

多くの人は種々の命題に関して教会教導権を理解しなくなっているので、

家族愛の素晴らしさを伝えると同時に「自己譲与」、「夫婦愛」、「生殖能力」、

「出産」といったことばの意味を理解させるために、誰でも、とくに若い人々

が理解できる言葉遣いをする必要が急がれる。

文化を手段として生かす

79. 今日、より適切に信仰伝達する手段として、キリストの福音と同時に今

の時代の人への忠実さを一貫して表現することのできる文化を用いる必要が

あるように思われる。それは、福者パウロ六世教皇が教えているとおりであ

る。「とりわけ教会の司牧者であるわたしたちには、福音の内容に対しては

最大の忠実さをもちながら、大胆さと英知をもって、現代の人々に福音の
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メッセージを伝えるための適切で効果のある方法を新たにっくり出す責任が

ありますJ(r福音宣教j40)。

今日はとくに、家庭に関する信仰の真理を、喜びをもって楽観的に告知す

る重要性を強調する必要がある。その際とくに、現代のライフスタイルから

生じるさまざまな問題点を適切に考慮することのできる、情報伝達に特化し

た専門家チームを活かす必要がある。

神のみことば:家庭の霊的生活の源泉

80. (34) 神のみことばは、家庭にとって、いのちと霊性の源泉である。家

庭への司牧はすべて、教会とともに祈りのうちに聖書を読むことを通して、

家庭の教会の構成員を内面的に形づくり、養成するに任せるべきである。神

のみことばは、単に人々の個人的な生活のための福音であるだけではなく、

夫婦と家庭が遭遇するさまざまな課題に対して、判断の基準や識別の光とも

なる。

81. きわめて多種多様な状況において識別を求める神のことばに照らして、

司牧は、対話に開かれ、偏見にとらわれない情報伝達が、結婚と家庭のこと

がらに関して教会の教えと完全に合致して生活していないか、あるいは生活

する状況にないカトリック信者に対して必要であるということを考慮に入れ

るべきである。

種々の相異のシンフォ二一

82. (35) 同時に、多くのシノドス教父が、さまざまに異なった、豊かな宗

教体験に対し、より肯定的なアプローチをすることを主張した。もちろん、

困難さを不聞に付したわけではない。こうしたさまざまな宗教的現実や、諸

国民を特徴づけている文化の壮大な多様性の中に、まずは肯定的な可能性を

尊重し、その可能性に照らして、限界や不足についても評価することが適切

である。

83. シノドスが、宗教や文化の多様性の確認から出発して、「種々の相異の

シンフォニーjというイメージを保ち、尊重することが望ましい。結婚と家

庭の司牧は全体として、種々異なる宗教的および文化的体験の中に見られ、
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「福音への準備Jを示す肯定的要素を評価する必要がある、との指摘がある。

結婚がもっ真正な善に対して自覚をし、責任をとる道を歩み始めた人々との

出会いによって、家庭の促進と擁護のために実効的な協働を確立することが

できる。

第2章家庭と養成

結婚の準備

84. (36) キリスト教の結婚は、信仰の旅路における十分な準備と成熟した

識別をもって受け入れる召命であり、単なる文化的伝統や社会的・法律的要

請であると考えられるべきではない。そのため、結婚する人やカップルに同

伴する必要があり、彼らに信仰の内容を伝えていくにあたって、教会共同体

全体の人生経験を合わせて、これに資するような方法が望まれる。

85. キリスト者の結婚への召命を理解させるためには、結婚の準備、とくに

結婚前のカテケージス一一現行のものは時として内容が乏しいーーをよりよ

いものにすることが不可欠である。それは通常の司牧の本質部分である。夫

婦が教会の教えに基づき、責任をもって自分たちの信仰を培うことが重要で

ある。しかし教会の教えを、明快で、理解できるように示す必要がある。

婚約したカップルの司牧もまた、キリスト者の共同体が人格の尊厳、人間

の自由、人権の尊重に関する福音のメッセージを、適切かつ納得させる方法

で示すための全般的な取り組みの一部分となるべきである。

86. 文化的変化が現実に進行する中で、家庭に関するキリスト教的見方と正

反対の手本が、押し付けられないまでも、頻繁に紹介されている。したがっ

て養成講座は、人々が自分たちの愛に対する願望を、性に関する用語で的確

に表現することができるよう助ける教育プログラムを提供すべきである。性

を真の愛の計画からしばしば切り離す、今日の社会的および文化的な背景の

中で、家庭は、特権的な教育の場を維持しながらも、性教育の唯一の場では

ありえない。そのため、家庭を支援する真の、独自の司牧的プログラムを作

成することが必要である。そのプログラムは、個人あるいはカップルを対象

としたものであるが、思春期と青年期の年齢には格別な注意を払う必要があ
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る。それは、彼らが愛を伴う性の素晴らしさを発見することができるよう助

けるためである。

いくつかの国には公権によって課せられた、厳密に人間的、キリスト教的

な概念に反する内容の養成計画があると指摘されている。それらの計画に関

して、教育者たちは、良心的拒否の権利を断固主張すべきである。

未来の司祭たちの養成

87. (37) 家庭の福音の光に照らした、司牧的実践の徹底的な刷新の必要性

も繰り返し指摘された。現在の実践はまだまだ個人主義的な見方の色彩が濃

く、これを超えていく必要がある。このため、家庭自身のより積極的な参加

によって、司祭、助祭、カテキスタやその他の司牧奉仕者の養成を刷新して

いくことが幾度も主張された。

88. 司祭召命は、出生家庭で生まれ、その信仰のあかしによって養われる。

司祭養成の中に家庭、とくに女性の存在を含む必要性が増大しつつあるとい

う事実は、広く確認されている。神学生は、自分たちの養成期間中、適当な

時期に自分の家族と一緒に過ごし、また指導を受けながら、家庭の司牧を体

験し、さまざまな家庭の状況について適切な知識を身につけることが勧めら

れる。さらに、ある神学生たちは困難な家庭状況から来ていることも考慮に

入れる必要がある。さまざまな信徒や家庭の存在は、神学校の現実において

でも、有益なものと指摘されている。それは、司祭職の候補者が種々異なっ

た召命の間にある共有の価値を理解するためである。叙階される奉仕者の養

成において、とくに適当なプログラムに直接参加して、情緒的および心理学

的な発達を促すことを見過ごすことはできない。

聖職者と司牧奉仕者の養成

89. 聖職者と司牧奉仕者の生涯養成において、家庭への司牧的同伴にとって

不可欠な情緒的および心理学的次元の成熟のことを、適切な手段を用いて配

慮し続けることが望ましい。教区の家庭のための部局や他の司牧部局が、よ

り効果的な司牧活動を目ざして協働を強化できることが勧められる。
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家庭と公共機関

90. (38) 同じように強調されたのは、差別、貧困、排除、暴力を生み出し、

本来の家庭生活を妨げるような文化的、社会的、政治的、経済的一一市場の

原理に自由を与え過ぎるといった一一条件を率直に非難するような福音化が

必要であるということである。このため、さまざまな社会的機関との対話と

協力を発展させ、文化、社会、政治の領域で、キリスト者として活動する信

者たちを励まし、支えていかなければならない。

9l.家庭は「社会の生きた原細胞Ja信徒使徒職に関する教令j11)である

から、社会の中のあらゆる分野で生活するための支えとして自らの召命を再

発見すべきである。家庭は、より公正な社会を築くために、団体を組織する

ことによって、政治、経済、文化に関する諸機関とともに行動する方法を見

出すことが不可欠である。

公的機関との協働が、社会のあらゆる状況において必ずしも容易でないこ

とは明らかである。実際、多くの機関の結婚の概念は、キリスト教の結婚観

あるいは自然の感覚と相入れない。信者たちは、しばしば彼らの思考様式に

影響を与え、それを根本的に変える、種々異なる人間観にもとづくモデルと

触れる中で生活している。

もろもろの家庭の団体やカトリックの諸運動は、家庭の切実な訴えに対し

て社会的および政治的諸機関の注意を向けさせ、家庭の安定性を危険にさら

す実践を告発するために、連携して行動すべきであろう。

家庭のための社会的・政治的な関与

92. キリスト信者は決定のプロセスに積極的に参加し、教会の社会教説の要

求を、機関に関する議論の中に持ち込むことによって、社会的および政治的

状況に直接かかわるべきである。このような関与は、社会からの孤立と排除

の危険にさらされている若い人々と困窮している家庭を助けるための適切な

プログラムの展開を促進するであろう。

「国際人権宣言」とのつながりを明らかにしながら、園内および国際的な

さまざまな状況の中で『家庭の権利に関する憲章j(教皇庁、 1983) を再提

示することは有益で、ある。
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窮乏と高利貸しの危険

93. 失業や不安定な仕事、子だくさん、社会福祉や保健援護の欠如の結果、

経済的な困窮に陥っているさまざまな家庭の中のある人々は、金融機関に行

くことができないために、高利貸しの犠牲になるということが頻繁に起こっ

ている。このようなことに関して、これらの家庭を助けるための経済的な支

援システムを創設することが勧められる。

結婚準備をしている婚約者に同伴する

94. (39) 社会の現実の複雑さ、また今日家庭が立ち向かうよう招かれてい

るさまざまな課題のため、キリスト者の共同体全体が、結婚する人々の準備

により熱心に取り組むよう求められている。徳の重要性を思い起こすことも

必要である。その中でも、貞潔は、人と人との聞の愛が真に成長するために

大切な条件である。シノドスの司教たちは、結婚への準備をキリスト教入信

の歩みの中に位置づけ、結婚と、洗礼や他の秘跡とのつながりを強調すると

ともに、家庭自身のあかしを大切にしながら、共同体全体が結婚の準備によ

り積極的に参加していく必要性を強調することで一致した。同じように、教

会生活への真の参加体験となるような、また家庭生活のさまざまな側面を深

めるような、結婚後に特化した養成プログラムの必要性についても強調され

た。

95 結婚の準備のプログラムの中に、信仰と愛を育てる講座になるような、

養成に関するテーマをもっと増やすことが望ましい。そうしたプログラム

は、個人としてもカップルとしても自分たちの召命を識別できるようになる

道のりという特徴を帯びるに違いない。このような目的のためには、さまざ

まな司牧的分野一一青年、家庭、カテケージス、諸運動体や団体一一ーのより

よい協力関係をつくる必要がある。それは、養成プログラムに、より一層教

会的な特徴を与えるためである。

多くの人が、司牧全体の枠の中で家庭の司牧を刷新すべきであるとの要請

を繰り返している。それは、あかしの体験と価値を含む、完壁な養成をもっ

て生活のあらゆる領域を包括することができる司牧である。結婚準備講座

は、結婚前の婚約者や結婚生活を始めて数年のカップルに同伴できる既婚者

からも提案されるべきである。こうして、夫婦も奉仕できるということが際
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立つ。

結婚後の数年間既婚者に同伴する

96. (40) 結婚後の最初の数年は、夫婦が結婚の意味や結婚生活で出会うさ

まざまな問題への意識に目覚め、成長していく、重要かつデリケートな時期

である。そのため司牧的な同伴は、結婚の秘跡の後にも必要である (r家庭

愛といのちのきずな』第3部参照)。このような司牧においては、経験豊か

な既婚男女の存在が非常に重要である。小教区は、経験ある夫婦がより若い

夫婦を必要に応じて助けていく場所として考えることができる。そこでは、

場合によっては教会の組織、運動体や新しい共同体の集会を持つこともでき

る。夫婦はまた、大切な贈り物である子どもを基本的に受け入れるという姿

勢を持つよう促される必要がある。さらに、家庭の霊性の重要性、祈りと主

日の感謝の祭儀に参加することの重要性が強調されるべきである。また複数

の夫婦が定期的に、霊的生活における成長や、生活の具体的な必要のための

連帯を促進するために、集まることが奨励されるべきである。家庭を通じた

福音化のためには、重要な諸典礼、信心業、とくに結婚記念の際に家庭のた

めに行われる感謝の祭儀などが重要で、あることも指摘された。

97. 結婚生活の最初の数年において、しばしば、夫婦はいくらか内向きにな

るため、結果として、社会の現実から孤立することがある。このため若い新

婚の人には、共同体との近しさを感じさせる必要がある。誰もが一致して確

信していることだが、結婚生活の体験を分かち合うことは、新婚家庭が結婚

の素晴らしさと課題をよりよく自覚し、その自覚を深めるために助けとな

る。家庭というものを成熟させるためには、夫婦と、意義深いきずなをつく

ることとの関係のネットワークを強めることが必要で、ある。これらの成長と

養成の期間を与え保証するのは、おもに諸運動や教会の諸団体であるから、

とくに教区のレベルで若い夫婦に一貫して同伴する努力をさらに重ねること

が望まれる。

第3章家庭と、教会による同伴

市民法による結婚生活をし、あるいは同棲している人々への司牧的配慮
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98. (41) キリスト教の結婚を宣言し、促進する一方で、シノドスは、もは

やこの現実を生きていない多くの人々の状況について、司牧的な識別がなさ

れることを奨励する。この人々の生活の中に、結婚の福音の十全性に対す

る、より聞かれた態度へ導く要素を発見するため、彼らとの司牧的な対話に

入ることが重要である。司牧者たちは、福音化と人間的・霊的成長のために

なるような要素を見いだしていかなければならない。今日の司牧における新

たな感受性とは、市民法のみによる結婚や一一結婚との必要な区別をつけた

上であるが一一同棲生活の中にも、肯定的な要素をとらえていく感受性であ

る。教会は、キリスト教のメッセージを明確に伝える一方で、そのメッセー

ジにいまだ、あるいはもはや、合致しない状況の中にも存在する建設的な要

素を明らかにしていく必要がある。

99. 結婚の秘跡は、互いを受け入れ合いいのちを歓迎するよう招かれている

一人の男性と一人の女性の間の忠実で解消できない結びつきとして、人類家

族にとって大きな恵みである。教会には、この恵みを一人ひとりに、また一

つひとつの状況において宣言する義務と使命がある。教会はまた、市民法に

よる結婚生活をしている人々、あるいは同棲している人々が、隠されている

「みことばの種jを徐々に発見する歩みに同伴することができなければなら

ない。それは、秘跡における結びつきが完了するまで彼らを引き立てるため

である。

結婚の秘跡へと導く道

100. (42) また、多くの聞では「結婚の秘跡にも市民法による結婚にもよら

ず、試験的に一緒に暮らすカップルが増えているJ(第 3回臨時総会『討議

要綱j81) ことも指摘された。いくつかの間では、こうしたケースが、特に

双方の家族の取り決めによる伝統的結婚の中で起こっており、さまざまな段

階で行われることが多い。一方、ほかのいくつかの国では、長期間にわたっ

て同棲した後で、教会での結婚を求める人々の数が増え続けている。単純な

同棲は、しばしば、制度や絶対的な誓約に対する漠然とした反感によること

も多い。しかし生活面での安定(雇用や定期的な収入)を確保するまで、待っ

てということもある。またさらに他の国々では、事実婚が非常に多くなって

いるが、これは家族や結婚の価値の拒否ばかりでなく、社会的状況の中で結
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婚は金銭的負担が多すぎると考えられているためであり、物質的な貧困が

人々を事実婚に押しやっているという状況も存在する。

10l. (43)すべてのこうした状況には、建設的なしかたで対処しなければな

らない。これを、福音の光によって結婚と家庭の完成に向けて歩み始める好

機に変えていかなければならない。それはこうした状況を忍耐と繊細さを

持って受け止め、ともに歩んでいくということである。このため、家庭の福

音化の主体である、真のキリスト教的家庭の魅力的なあかしが重要となる。

102. 市民法による結婚、あるいは、さまざまなケースがあるが、同棲を選

ぶ動機は、ほとんどの場合秘跡的結びつきに対する偏見あるいは嫌悪ではな

く、文化的あるいは偶発的状況である。多くの状況において、一緒に住むと

いう決断は、互いに築きたいと望み、完成に向けて開カ亙れていたいと望む関

係のしるしである。持続的で、信頼できる、いのちに開かれたきずなとなっ

て現れるこの意思は、秘跡的結婚へと聞かれた成長の歩みを導入する一つの

条件と見なされうる。その秘跡的結婚とは、実現困難な理想としてよりも、

むしろ結婚と家庭の生活を豊かにし確かなものにするたまものとして宣べ伝

えられるべき、ありうる善なのである。

103. このような司牧的必要性に対処するために、キリスト者の共同体は、

とくに地域レベルにおいて、独自の受け入れ方を強化することを約束すべき

である。人間関係を可牧する活力を通して、健全な教育法を具体化すること

は可能である。それは、恵みによって生かされ、尊敬に満ちた方法で、神の

計画の完成へと精神と心を徐々に開くよう促す方法である。この分野におい

て、生活をもって福音の真理をあかしするキリスト者の家庭は、重要な役割

を果たす。

傷ついた家庭(別居している人々、離婚したが再婚していない人々、離婚し

再婚した人々、母子あるいは父子家庭)への配慮

104. (44) 自分たちの関係の問題に遭遇した夫婦が、教会の支援と同伴に頼

れるようにしなければならない。愛とあわれみの司牧は、人間の回復、また

人間関係の回復を目指す。経験が示すところによれば、適切な支援と、恵み
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による和解の行動によって、大方の夫婦の危機は申し分ないしかたで乗り越

えることが可能である。人をゆるすことを知り、また自分がゆるされている

と感じることを知ることは、家庭生活において基本的な紙験である。夫婦問

のゆるしは、永遠で、滅び、ることのない愛を経験させる(ーコリント 13・8参

照)。時に困難な場合もあるが、神のゆるしを受けた者は、人間を再生させ

る真のゆるしを与える力を受けているのである。

家庭におけるゆるし

105. 家庭のかかわりにおいて和解の必要性は実際、さまざまな理由から毎

日ある。出生家族間の関係から来る無理解、種々異なる根強い習慣の間の衝

突、子どもの養育方法に関する不一致、経済的な困難に対する心配、失業か

ら生じる緊張。これらは、衝突をよく引き起こす原因のうちのいくつかに過

ぎない。これらの原因を克服するためには、いつも相手の言い分を理解し、

互いにゆるし合おうとする心構えを持続することが必要である。関係を立て

直すという骨の折れる技量のためには、恵みによる支えだけでなく、自発的

に外部に助けを求めることが必要である。これに関して、キリスト者の共同

体は、実際にその用意があるところを示すべきである。

夫婦問の不貞のような最もつらい状況の場合、双方ともその姿勢を示す、

真の適切な修復作業が必要である。破られた契約は立て直されうる。この希

望は結婚準備の当初から学ぶ必要がある。

ここで、傷ついた個人と家庭を配慮する際の聖霊の働きの重要性と、専門

家の役務者が伴う必要性を思い起こすべきである。実際、次のことは真実で

ある。「教会から『心の光』と呼ばれる」聖霊は、ir人の心の内奥』に浸透し、

これを満たすかたです。聖霊におけるこの回心によって、人間は赦免、つま

り罪のゆるしに向かつて開かれますJ(聖ヨハネ・パウロ二世教皇回勅『聖

霊一生命の与え主J45)。

「いつくしみの大河J
106. (45) シノドスにおいては、大胆な可牧的選択の必要性もはっきりと主

張された。家庭の福音への忠実さを力強く再確認し、別居や離婚は常に夫婦

と子どもたちに大きな苦しみを与え、傷つけるものであることを認めた上

で、司教たちは、現実の家庭の弱さから出発する新しい司牧的アプローチが
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緊急に必要であることを指摘した。そうした困難な状況は、しばしば、その

家庭が自由に選びとったというよりも、苦しみとともに耐え忍んでいるもの

なのである。そしてこれには、個人的な要因もあれば、文化的、社会・経済

的な要因もあり、状況はさまざまである。聖ヨハネ・パウロ二世教皇が勧め

たように、それぞれの異なった事情に配慮したまなざしが必要となる (r家

庭愛といのちのきずなj84参照)。

107. 傷ついた家庭の世話をし、彼らが神の眼りないいつくしみを体験でき

るようにすることはすべての教父によって一つの基本原理と見なされてい

る。しかし、当事者に対する態度には差異がある。一方で、結婚しないで一

緒に生活している人々に対しては、元に戻る道をたどるよう励ますことが必

要だと考える人がいる。他方、これらの人々が前を見て、再び歩み始めるた

めに怒り、失望、苦悩、孤独の牢獄から出るよう招くことを支持する人もい

る。もちろん他の人々はこう言明する。同伴する技量には、賢明でいつくし

み深い識別と同様、一つひとつの状況の差異を具体的にとらえる能力も求め

られる。

108. 結婚の失敗はすべての人にとって常に敗北であるということを忘れる

べきではない。したがって、自分の責任を自覚した後、それぞれ信頼と希望

を取り戻す必要がある。すべての人はいつくしみを与え、そして受ける必要

がある。いずれにせよ、結婚の失敗にかかわりのあるすべての当事者(配偶

者と子ども)に対しては正義が優先しなければならない。

教会には、別居した夫婦と離婚した夫婦に対して、とくに子どもたちの善

のために、互いに尊敬といつくしもをもって振る舞うよう、求める義務があ

る。子どもたちにさらなる苦痛をもたらさないためである。結びつきを壊し

た人たちに対して、教会が向じような態度を示すよう求める人々もいる。「三

位一体の中心から、神の神秘の最奥から、いつくしみの大きな流れがほとば

しり、絶えることなく流れ出ています。この泉はそこに近づく者がどれだけ

多くとも、決して洞(か)れることはありません。必要な者はだれでも、い

つでも、この泉に近づくことができます。神のいつくしみは尽きることがな

いからですJ(教皇フランシスコ、いつくしみの特別聖年公布の大勅書『イ

エス・キリスト、父のいつくしみのみ顔j25)。
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同伴するすべ

109. (46)エマオに向かう弟子たちとともに歩まれたキリストのように、ま

ずすべての家庭に敬意と愛をもって耳を傾け、ともに歩まなければならな

い。こうした状況においては、教皇フランシスコのことばがとりわけ傾聴に

値する。「教会は、自らの仲間である司祭、修道者、信徒に、他者という聖

なる土地で自分の履物を脱ぐこと(出エジプト記3・5参照)を学ばせてくれ

る、『同伴する技術』を教えなければなりません。わたしたちは、尊敬とい

つくしみ、また同時にキリスト教生活をはぐくむためのいやしと解放と励ま

しを与えるまなざしを注ぎながら、そばにいることを感じさせるいやしの歩

調で歩まなければなりませんJ(r福音の喜びj169)。

110. 多くの人々は、シノドス教父たちがエマオへの道で弟子たちに同伴す

るイエスの姿に言及していることを評価した。旅の道連れとして家庭の近く

にとどまることは、教会にとって賢明で、、差異を設けた態度をとることを意

味する。時として、そばにとどまって黙って聴く必要がある。ある時は前に

立って進むべき道を示し、ある時は後ろに立って支え励ます必要がある。教

会は、それぞれの家庭の喜びと希望、悲しみと不安を、情愛をこめて分かち

合いながら、自分のものとする。

11l. この家庭の司牧状況の中で、より大きな支えは諸運動や教会の諸団体

によって提供されていることが指摘されている。そこでは共同体であること

が非常に強調され、生活の中に現れている。同時に、とくにこの慰めと世話

の役務に向けて司祭を準備することは重要である。司祭と(あるいは)修道

者が家庭、とくに壊れた家庭の世話をすることを学び、必ずしもこの務めを

適切に支えるよう準備されていないキリスト者の共同体の中で彼らの歩みに

同伴することを約束する、専門的なセンターを開設するようにとの要望が各

方面から寄せられた。

結婚のきずなに忠実にとどまりつつも別居している人々と離婚した人々

112. (47)別居している人、離婚した人、また置き去りにされた人に司牧的

に同伴するためには、特別な識別が不可欠である。特に不条理な別居、離

婚、放棄を耐え忍ばなければならなかった人々、あるいは配偶者の虐待に
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よって同居を解消せざるをえなくなった人々の苦しみを、まずは受け止め、

際立たせなければならない。被った不正行為をゆるすことは容易ではない。

しかし、それは恵みが可能にする歩みである。このため、和解と調停の司牧

が必要であり、教区の中にそのための専門的なセンターの開設が検討されて

も良い。また、常に何の落ち度もない犠牲者となる子どもたちに対し、別居

や離婚がもたらす結果について、公正で建設的な形で言及することが絶対に

必要であるということも、同様に強調されなければならない。子どもたちは

奪い合う「ものJであってはならず、家族分断の悲劇を乗り越え、できるだ

け穏やかな環境で成長できるように、最善の方法が探し求められるべきであ

る。いずれにせよ、教会は常に、離婚がしばしばもたらす不条理を強調しな

ければならない。特にひとり親の家庭への同伴に関心が向けられねばなら

ず、とりわけ家計を支え、向時に子どもを教育するという責任を独りで負う

女性たちには特別な支援が必要である。

神は決して見捨てない

113 さまざまな方面から次のことが指摘されている。夫婦の関係が壊れた

人々に対していつくしみ深い態度をとろうとするなら、破綻を招いた種々異

なる客観的および主観的な側面に注意を向けなければならない。多くの声が

次のことを明らかにしている。離別のドラマは、しばしば長い対立の期間の

末にたどり着く。その期間は、子どもたちがいる場合には、さらに大きな苦

しみを生むことになる。これに続いて、見捨てられた配偶者、あるいは絶え

間ないひどい虐待の苦しみにまみれた同居をやめる力をもった配偶者を、さ

らなる孤独の試練が襲う。このような状況においては、とくに不安定な仕

事、子どもの養育の困難さ、あるいは住む家がないために経済的な問題が生

じうる母子、あるいは父子家庭に対するキリスト者の共同体の特別な世話と

配慮が期待される。

新しい関係に入らず、結婚のきずなに忠実にとどまっている人々の状況

は、教会の認知と支えを受けるに値する。教会には、決して見捨てることな

く、つねに力と希望を回復させることのできる神のみ顔を彼らに示す義務が

あるからである。

168 



資料3.討議要綱

手続きの迅速化および無効訴訟における信仰の重要性

114. (48)多くの司教たちが、結婚の無効宣言の手続きを、より簡便で迅速

に、また可能であれば全面的に無料にする必要性を強調した。その主張には

以下のような提案も含まれる。無効宣言に 2回の判決を必要とする制度を廃

止すること。無効審査の行政手続きを教区司教の責任において決定できるよ

うにすること。無効が明らかである場合、手続きは簡略なものとすること。

しかし幾人かの司教は、それでは信頼しうる判決が保証されないとして、反

対の意を表明した。いずれの場合においても、結婚の有効性についての真実

を見定めることが重要で、あるということは改めて確認されるべきである。ほ

かにも、洗礼を受けた者同士の有効な結婚はすべて秘跡であるということに

議論の余地がないとしても、結婚の秘跡の有効性の判断にあたり、カップル

の信仰をひとつの有効な要素として勘案することも提案された。

115. 結婚の無効訴訟の手続きをより分かりやすくし、迅速で、できれば無

料にする機会とすることに関して、幅広い合意がある。

無料に関して言えば、教区ごとに、(結婚)カウセンリングの無料サーピ

スを開設することを提案している人もいる。 2度の判決が一致することに関

しては、それを破棄するための方向性は幅広い。ただし、紳の保護官、ある

いは両当事者のどちらかによる申し立ての可能性は残されている。逆に、教

区司教の責任のもとでの行政手続きの可能性には全員が同意していない。な

ぜなら、ある人々がその問題点を指摘しているからである。他方、より多数

の人が明白な無効訴訟における略式手続きの可能性に同意している。

結婚の同意の有効性のための婚約者個人の信仰の重要性に関して言えば、

その問題の重要性に関する意見の一致と信仰を深めるための方法の多様性が

指摘されている。

職員の準備と裁判所の数の増加

116. (49)結婚に関する訴訟については、優先的にこの任に当たる聖職者や

信徒を十分な数確保するということ以外にも、多くの司教たちが手続きの簡

素化を求めた。この簡素化のためには、当該教区において、結婚の有効性に

ついて関係者が無料で相談できるよう、ふさわしく準備された相談役を任命

するなど、教区司教の責任が強調されなければならない。このような相談
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は、教区裁判所の事務所や、有資格者によって提供することができる(教皇

庁法文評議会『結婚の尊厳j113条 1項参照)。

117.家庭の司牧、とくに離別した人々あるいは危機的状況にある夫婦に寄

り添う司牧と関連した、情報、カウンセリング、仲裁の奉仕が教区ごとに無

償で保証されるようにとの提案がなされている。このように有資格の奉仕

は、人々が法的手続きを行う際、助けになるだろう。その手続きは、教会の

長い経験によれば、結婚の真の有効性を確認するための最も信頼できる識別

の方法であると思われる。加えて、さまざまな方面から、有資格の専門要員

を擁する教会裁判所の数の増加とさらなる地方分権化が要請されている。

共通した司牧的アプローチ

118. (50)再婚していない離婚した人々は、しばしば結婚への忠実さの証人

であるが、これらの人々が聖体のうちに支えを見いだすよう、励まされなけ

ればならない。地域共同体と司牧者は、繊細な配慮をもってこれらの人々に

向伴し、またとくに子どもがいたり、深刻な貧困状態にある場合には、特別

に心にかけなければならない。

119. 種々の意見によれば、具体的なケースに注意を向けることと、共同司

牧の路線を促進する必要性とを結びつけるべきである。それらなしでは、よ

り大きな混乱と分裂が生じることになり、時として不当に裁かれていると感

じながら、失敗した結婚に耐えている人々に由々しい苦しみを与える。たと

えば、新しい関係を結んで生活していないが、別居しているある信者たち

は、別れたこと自体を罪深いことだと考えて、秘跡にあずかるのを控えてい

る。さらに、離婚して、市民法上で再婚した人々のケースがある。彼らは、

さまざまな理由で禁欲的に生活する状態にありながら、彼らの事情が知られ

ていない場所では秘跡を受けることができるということを知らない。内的法

廷で禁欲生活を選び、したがって、つまずきを与えないように配慮しなが

ら、秘跡に近づくことができる人々の不規則な結びつきがある。これらの事

例は、教会が明確な指示を出す必要性を示している。それは、特殊な状況に

ある教会の子らが差別されていると感じることがないようにするためであ

る。
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離婚して市民法による再婚をした人々をキリスト者の共同体に溶け込ませる

こと

120. (51) また離婚し再婚した人々の状況についても、注意深い識別と、敬

を持った同伴が必要とされる。これらの人々が差別されていると感じるよ

うな言葉遣いや態度を避け、共同体の生活への参加を促進しなければならな

い。これらの人々の世話をするということは、キリスト者の共同体にとっ

て、信仰を弱めることでも、結婚の不解消性についてのあかしを弱めること

でもなし1。むしろ、そのような世話を通して、共同体はその愛を表すのであ

る。

121 多くの人が次のことを要請している。離婚して市民法上の再婚をした

人々に注意を向け、同伴する際、最初の状況の多様性を考慮に入れつつ、彼

らをキリスト者の共同体の生活の中にいっそう深く溶け込ませる方向に向か

うべきである。『家庭 愛といのちのきずなj84項の勧告は有効としても、

典礼と司牧、教育、愛のわざの分野において現在実践されている排除の形は

再検討されなければならない。こうした信者は教会の外にいるわけではない

のであるから、このような排除をなくす機会について考察することが提案さ

れている。さらに、こつした人々がキリスト者の共同体の中により深く溶け

込むよう促進するためには、両親のかけがえのない教育の役割から見て、未

成年者に対する優先的な関心のゆえに、彼らの子どもたちに特別な注意を向

ける必要がある。

このように離婚して市民法上の再婚をした人々を教会に溶け込ませる司牧

的な進め方が、司牧者が彼らの逆戻りできない状況と新しい関係における

カップルの信仰生活に関して時宜を得た識別を先行させ、そのような人々を

受け入れることに関してキリスト者の共同体の感受性を高めることを同時に

行い、良心の成熟を尊重する「漸進性の法Ja家庭 愛といのちのきずなJ
34参照)に従って実践されることは、よいことである。

改慢の道

122. (52)離婚し再婚した人々が、ゆるしの秘跡と聖体の秘跡にあずかる可

能性についても検討された。さまざまな司教たちが現行の規律を維持すると

主張した。その理由は、ミサへの参加と教会との交わりの本質的な関係、さ
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らには結婚の不解消性を説く教会の教えである。他の司教たちは、ある特定

の場合、正確に定義された条件のもとで、これらの人々が主の食卓にあずか

ることを受け入れる考えを示した。そうした状況とは、とくにそれが撤回で

きない状況にあるとき、また不条理な苦しみを耐えねばならない子どもたち

への倫理的な義務が絡んでいる場合である。実際の秘跡への参与について

は、これに先立つて改俊の歩みがあるべきで、教区司教の責任のもとに行わ

れる。「行為の責任性」は、さまざまな「心理的ないし社会的要因によって

減じられることがありえ-一一まったく無くなることさえありえJ(rカトリッ

ク教会のカテキズムJl1735)ることを踏まえ、客観的な罪の状況と酌むべき

事情との区別をよく考慮しながら、この問題についてはさらに議論を深めて

いく必要がある。

123 前述の主題に取り組むために、次の仮定について一般的な同意がある。

つまり、離婚して市民法上再婚し、逆戻りできない同居生活をしている人々

が、司教の権威のもと、和解あるいは改俊の道を歩む。『家庭 愛といのち

のきずなJl84項を参照して、後"毎、場合によってはありうる結婚無効性の検

証、霊的交わりの約束、そして禁欲的な生活をする決心とともに、結婚が破

綻したこととそれから生じた傷について自覚することが勧められる。

他の人々は、改俊の道というとき、失敗を経験した後、そのために任命さ

れた司祭の同伴を受けて事を明確にし、新しい方向づけをするプロセスのこ

とを考えている。このプロセスにより、当事者は自分の状態について正直な

判断をするようになるはずである。同時に司祭自身、状況に合った方法でつ

ないだり解いたりする権能を用いることができるために、状態の評価を熟さ

せることができる。

罪の客観的状況と道徳的引責性を徹底的に調べるために、ある人々は、二

つの公文書を考慮することを勧めている。一つは、教理省『離婚して再婚し

た信者の聖体拝領に関する、カトリック教会の司教への書簡j(1994年9月

14日)、もう一つは、教皇庁法文評議会『離婚して再婚した信者の聖体拝領

の承認に関する (2000年6月24日)である。

教会の交わりへの霊的参加

124. (53)何人かの司教は、離婚し再婚した人々や同棲している人々も、実
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り多い霊的交わりを取り戻すことができると主張した。一方、他の司教たち

は、それならなぜ、秘跡による交わり(つまり聖体拝領)にあずかることが

できないのかと疑問を呈した。したがって、この二つの形式の特徴、および

それらと結婚の神学との関係が明らかになるよう、このテーマをさらに掘り

下げていくことが要請された。

125.洗礼をもって始まる、キリストのからだである教会の一員となるとい

う歩みは、離婚して市民法上再婚した人々にとっても、継続的な回心を通し

て、 i斬次行われる。このプロセスにおいて、彼らが自分たちの生活を主イエ

スに合致させるよう招かれている様式はさまざまである。主イエスはその恵

みによって、彼らを教会の交わりの中で支えている。再び『家庭 愛といの

ちのきずなJ84項が勧めているょっに、このような参加の形は、神のことば

に耳を傾けること、感謝の祭儀への参加、忍耐強く祈ること、愛のわざ、共

同体による正義のための率先した取り組み、子どもたちの信仰教育、改俊の

精神、教会の祈りともてなしのあかしによる全体的な支えである。この参加

の実りは、その信者と共同体全体との交わりであり、これはキリストのから

だとしての教会に実際に組み込まれていることの表現である。霊的な交わり

に関して言えば、それは回心と恵みの状態を前提とし、秘跡的な交わりと結

びついているということを思い起こす必要がある。

混宗婚と異宗婚

126. (54)混宗婚をめぐる問題は、シノドス教父の発言の中でしばしば繰り

返し議論された。正教会の結婚の規律にまつわる多様性は、いくつかの状況

においては問題となるため、エキュメニズムの分野で検討されることが必要

である。同じく異宗婚についても、諸宗教との対話の貢献が重要となるであ

ろう。

127 混宗婚と異宗婚には、規範のレベルよりもむしろ司牧のレベルで容易

に解決されない多くの重大な側面がある。たとえば、子どもたちの宗教教

育、他のキリスト教派で洗礼を受けた人との混宗婚の場合、配偶者の典礼生

活への参加、別の宗教に属している配偶者あるいは神を探し求めている非信

仰者の配偶者との霊的体験の分かち合いなどがある。したがって、配偶者の
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うちどちらも相手の信仰の歩みの妨げとならないようにするために、行動規

範集を作成する必要があるかもしれない。このためには、信仰の面でのさま

ざまな差異に建設的に対‘処するために、単に結婚前の準備の期間だけではな

く、このような結婚生活を実際に行っている人々に特別な注意を払う必要が

ある。

128. ある人々は、混宗婚は「重大な必要性」のケースのーっと見なされる

べきと示唆する。カトリック教会と完全な交わりの中にはいないが、聖体に

関する教会の信仰を共有している受洗者には、彼らの可牧者がいない場合

(教皇ヨハネ・パウロ二世間勅『教会にいのちを与える聖体j45 -46と、教

皇庁キリスト教一致推進評議会『エキュメニズム新指針 その原則と規定の

適用j1993年3月25日、 122-128参照)、彼らの属している教会共同体の基

準も考慮、に入れるとき、聖体拝領を認められることが可能である。

正教会の伝承の独自性

129 正教会の結婚の実践に言及する人々は、これらの教会の結婚に関する

神学的理解の違いを念頭に置くべきである。正教会には、 2回目の結婚を祝

福する実践を「オイコノミアJの概念に単純化する傾向がある。このオイコ

ノミアは、絶対的な一夫一婦制あるいは結婚の唯一性の理想を問題視するこ

となく、失敗した結婚に対する司牧的配慮であると理解されている。この祝

福は、それ自体、聖霊の恵みを求めるための改俊の儀式である。それは、人

間の弱さが癒され、改俊者が教会との交わりの中に再び導かれるためであ

る。

同性愛の傾向をもっ人々に対する司牧的な留意

130. (55)家族の中に向性愛的傾向をもっ人がいる家庭も存在する。このよ

うな状況に対して、どういった司牧的な留意が適切であるかが問われた。教

会は次のように教えている。「向性愛的結合と、結婚や家庭についての神の

計画とを同一視する、あるいは一一どんなにわずかでも一ーその間の類比を

確立するための根拠はまったく存在しません」。しかしながら、同性愛の傾

向をもっ男女は、尊敬と繊細さとをもって迎えられなければならない。「こ

れらの人々については、いかなる不当な差別の熔印をも避けなければなりま
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せんJ(教理省『向性問の結びつきの法的認知の計画に関する考察j4)。

131 次の点は繰り返す必要がある。それぞれがもっ性的傾向に関係なく、

すべての人は、教会の中でも社会の中でもその尊厳に関して尊敬され、思い

やりと繊細さをもって受け入れられるべきである。教区がその可牧計画の中

で、同性愛の傾向をもっ成員のいる家庭、あるいは同性愛者自身に同伴する

ことに特別な注意を払うことが望ましい。

132. (56)この問題に関し、教会の司牧者たちが圧力にさらされること、ま

た国際機関が貧しい国への経済的援助の条件として同性向の「結婚」を法制

化するよう求めることは、まったく受け入れがたいことである。

第4章家庭、出産と教育

いのちの伝達と出生率低下の課題

133. (57)容易に気づくことだが、いのちの誕生を、単に個人や夫婦の人生

計画のー要素に還元してしまう思考様式が広まっている。時には、経済的要

素が決定的な影響力をもつこともあり、出生率の著しい低下を招いている。

これは社会構造や世代聞の関係を脆弱化し、また将来の見通しを不安定なも

のにしている。いのちに開かれた態度は、夫婦問の愛そのものから来る要求

である。この観点から、教会は、さまざまに障がいのある子どもたちを受け

入れ、育て、愛情深く包み込む家庭を支える。

134 ますます拡散しつつある死の文化に相対して、いのちの文化を促進す

る教会教導権の文書を広く知らせ続ける必要があるということが指摘され

た。これに関して、人間の生殖能力や不妊についての研究を行うセンターの

重要性が強調された。そこでは、カトリックの生命倫理学者と生物産学技術

に熟練した科学者との対話が促進される。家庭の司牧は、結婚の準備講座と

結婚した人々に同伴する際に、カトリックの生物医学の専門家をもっと参加

させるべきである。

135. 政治に携わっているキリスト信者が、いのちを促進し擁護するために
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法律を通過させるとき、適切で責任ある選択をするよう促進することは急を

要する。これらの問題に関する教会の声が社会政治的レベルで間かれるのと

同様、受胎から自然死に至るまで、人間のいのちに対する尊敬を促進し、と

くにさまざまに酷がいのある子どものいる家庭には特別な配慮をするため、

国際機関や政治的意志決定機関との対話を確立するあらゆる努力がなされる

べきである。

親であることの責任

136. (58) この分野においても、人々の声に耳を傾けることから始めること

が必要である。いのちに対して無条件に開かれた態度が、人間の愛を十全に

生きるために必要なものであるとして、その美しさや真理を擁護しなければ

ならない。その上で、責任ある、生殖のための自然な方法を適切に教えるこ

とができる。それは生殖についての責任も含め、あらゆる次元における夫婦

の交わりを、調和のとれた、意識的なしかたで生きることを助けるものであ

る。産児制限の方法の倫理的評価にあたっては、人間の尊厳を尊重すること

が必要であるということを強調した、パウロ六世の回勅『フマーネ・ヴィテj

のメッセージが再発見されなければならない。孤児や親に捨てられた子など

を自分の子どもとして養子縁組することは、しばしば教会の教導職によって

繰り返し説かれ、励まされてきた(r家庭 愛といのちのきずなjIII、II、

ヨハネ・パウロ二世回勅『いのちの福音jIV、93参照)、家庭の使徒職の具

体的な形式である(第二バチカン公会議『信徒使徒職に関する教令jIII、

11参照)。養子縁組や里親という選択は、それが不妊を原因とするものでな

くても、夫婦体験独特の豊かさを表している。そのような選択は家族愛の雄

弁なしるしであり、家庭の信仰をあかしし、またその子どもたちの奪われた

尊厳を回復する契機となるものである。

137. rフマーネ・ヴィテ』が取り扱った諸問題に関連して、そこに含まれた

知恵、の豊かさを念頭に置くとき、つねに結びつけるべき二つの極が浮上す

る。一方には、聴くように教育された人間の心の中で鳴り響く、神の声とし

て理解された良心の役割がある。もう一方には、人間の出産に関する神の計

画を考慮に入れないで、生殖行為を恐意的に決定すべきことと見なすことを

閉止する、客観的な倫理的指示がある。人が主観的な極との関連を優先させ
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るならば、容易に自己中心的な選択をする危険を冒すことになる。もう一方

の場合、倫理規範は耐えられない重荷、人の必要性や可能性に応えないもの

と感じられることになる。二つ面の組み合わせが、精通した霊的案内人の同

伴によって行われるなら、結婚した人々が、自分たちを完全に人間らしくす

ると同時に、主のみ旨にもかなう選択をするよう助けることができるであろ

つ。

養子縁組と里親制度

138. 見捨てられた多くの子どもたちに家庭を提供するため、養子縁組と里

親制度の重要性にもっと注意が払われるべきであると、多くの人が要求し

た。これに関して、子どもの養育は、生殖の場合と同じく、異なる性に基づ

くものでなければならないことを断言する必要性が強調された。したがっ

て、生殖も一人の男性と一人の女性の間の夫婦愛に基礎を置いているのであ

り、その基礎が子どもの統合的な養育に不可欠な土台を成している。

子どもが時として「親自身のため」に、またどんな方法ででも一一あたか

もその子どもが単に親自身の願望や欲望の延長であるかのような方法ででも

まれたという状況に対して、正しく理解された養子縁組や里親制度

は、親であるということと親子関係の一つの重要な側面を示している。それ

らは、親たちが、子どもたちは自分の子であれ、養子であれ、里子であれ、

「自分とは別の人格jであり、受け入れ、愛し、世話をする必要があるので

あって、単に「産むJだけではないということを認識するのを助けるからで

ある。

これらの前提から出発して、養子縁組と里親制度の現実は、結婚と家庭の

神学の中においても、強調され、深められるべきである。

人間のいのち:触れることのできない神秘

139. (59)結婚のきずなにおいても、相手をより一層深く受け入れ、自分を

より完全に差し出すため、成長の歩みとしての情緒的生活を生きるために助

けが必要である。その意味で、結婚生活のj函養のための養成講座を提供する

ことの必要性、また生きたあかしによって同伴を行う信徒の重要性を再確認

しなければならない。優しさと尊敬に満ち、時間とともに成長することがで

き、いのちを生むことに具体的に開かれていることによってわたしたちを超
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える神秘を経験させる、忠実で深い愛の模範は大きな助けとなる。

140. いのちは神のたまものでありわたしたちを超える神秘である。そのた

め、その初めと最期の段階は、どのような方法であれ「捨てられる」べきで

はない。むしろ、そのような段階には特別な留意を保証することが必要であ

る。今日、「人間自身もまた使い捨てのできる商品同様に思われています。

わたしたちは『廃棄』の文化をスタートさせ、それを奨励しでさえいますJ(教

皇フランシスコ使徒的勧告 f福音の喜びj53)。これに関して家庭の任務は、

社会全体に支えられて、生まれてくるいのちを迎え入れ、その最期の段階の

世話をすることである。

14l.人工妊娠中絶の悲劇に関していえば、教会は何よりもまず、人間のい

のちの聖なる，侵すことのできない性格を断言し、いのちのために具体的に

打ち込む。教会は、その諸機関のおかげで、妊娠中の女性には忠告を、未成

年の母親には支えを、見捨てられた子どもたちには支援を提供し、人工妊娠

中絶をして苦しむ人々には寄り添っている。教会は医療機関で働く人々に、

良心的拒否という道徳的義務があることを思い起こさせる。

同じように教会は、医学的手段を尽くして患者の延命を図ることや安楽死

を避け、自然死を迎える権利を主張することの緊急性を感じているだけでは

なく、高齢者に介護を、障がい者には保護を、終末期の病人には助けを、死

に臨む人には慰めをもまた提供する。

教育の課題と福音化における家庭の役割

142. (60)今日の家庭が直面している根本的な課題のひとつは間違いなく、

教育の問題である。現代の文化の現実やメディアの多大な影響のため、より

複雑で、より真剣な取り組みが必要な問題となっている。家庭が抱える必要

性と要求は適切に考慮されなければならない。家庭は日常生活において、成

長の場、また人格を形成する諸徳の、具体的で本質的な伝達の場となること

ができる。これはつまり、両親は自分たちの信念に従って、子どもたちにど

のような種類の教育を受けさせるかを自由に選択できるということである。

143. 次のことについてはすべての人が異口同音に断言している。最初の養
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育の学校は家庭であり、キリスト者の共同体は、このかけがえのない教育の

役割を支え、統合することを自任している。多くの人が、親としての養成と

家族問の体験の分かち合いを推進するために、出会いの場と機会を決める必

要があると考えている。両親は自分の子どもたちのための第一の教育者およ

び信仰の証人として、キリスト教入信の秘跡に向けた準備の過程に積極的に

かかわることが重要である。

144 種々異なる文化において、家庭の中の大人は教育に関してかけがえの

ない機能をもっている。しかし、多くの場所で、子育てにおける両親の役割

が次第に弱まっているというのが現実である。それは、その務めを他の人た

ちに任せる傾向がでてきただけでなく、家庭の領域にメディアが侵入してし

まっているからである。そのため教会は、子どもたちにかかわりのある学習

と養育のプログラムに家庭が注意深く責任をもって参加するのを励まし支え

なければならない。

145. (61)教会は、キリスト教入信に始まり、自分が受け入れられていると

感じられる共同体を通して、家庭を支えるという尊い役割を果たす。教会に

は、以前にもまして今日、日常生活にも垣間見られるような複雑な状況の中

で、成長する幼児や子ども、若者たちに同伴しながら、教育の責任を果たし

ていく両親たちを支えていくことが求められている。その子どもたちは、そ

れぞれ、いのちの十全な意味を子ほどきし、福音の光に照らして実践したさ

まざまな選択と責任感を呼び起こすことのできる、自分の歩みを通して成長

していく。マリアはその優しさ、あわれみ、母としての感受性によって、人

類の飢えを満たし、いのちを養ってくださる。そのため、家庭とキリストの

民は、マリアを呼び求める。可牧とマリア信心とは、家庭の福音を告げ知ら

せるための適切な出発点なのである。

146 キリスト者の家庭は信仰を自分たちの子どもに伝える義務を負ってい

る。それは、結婚式においてなされた誓約に基づく義務である。それは、キ

リスト者の共同体によって支えられながら、家庭生活がある問中果たして行

くべきものである。とくにキリスト教入信の秘跡のために子どもを準備する

状況は、両親にとって自分たちの信仰を再発見する貴重な機会である。それ
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は彼らが、自分たちのキリスト者としての召命の基礎そのものに戻り、神の

中に自分たちの愛の源泉を見出すからである。その愛は、結婚の秘跡におい

て神から聖別されたものである。

信仰と宗教的実践の伝達における祖父母の役割を忘れてはならない。彼ら

は家庭の中で、賢明な助言、祈り、よい模範によって、かけがえのない使徒

となる。主日の典礼に参加し、神のことばに耳を傾け、諸秘跡にたびたびあ

ずかり、慈善活動を行うことにより、両親は自分の子どもたちに、はっきり

した、信頼されるキリストのあかしをすることになるだろう。

結び

147 この『討議要綱jは、二つのシノドスの間の道程の実りであるが、そ

れは教皇フランシスコの司牧的独創性からあふれ出たものである。同教皇

は、第二バチカン公会議の閉幕、および福者パウロ六世教皇による世界代表

司教会議設立の50周年に合わせて、 l年のうちに同じ主題に関する異なる二

つのシノドスを召集した。 2014年秋の第3回臨時総会は、全教会が「福音宣

教との関連から見た家庭の司牧的課題」に集中するのを助けた。とすれば、

2015年10月に予定されている第14回通常総会は、「教会と現代世界における

家庭の召命と使命」について考察するために召集される。次回シノドスの開

催が、教皇フランシスコによって公示され、 2015年12月8日から始まる「い

つくしみの特別聖年」に照らされることも忘れてはならない。

今回の場合も、シノドス事務局に届けられた膨大な回答と所見は、神の民

のすべての成員が極めて深い関心をもち、積極的に参加していることを示し

ている。ここに提示する総括はすべての大陸から届いた資料の豊かさを完全

に報告することはできていないが、文書は、家庭という重大な主題に関する

全教会の洞察と期待を確かに反映したものを提供できている。

次回のシノドス総会の務めは、ナザレの聖家族、イエス、マリアそしてヨ

セフに委ねよう。聖家族は、「家庭の召命と使命を再発見するようわたした

ちを招いていますJ(教皇フランシスコ「一般謁見演説J2014年12月17日)。
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聖家族への祈り

イエス、マリア、ヨセフ、

わたしたちはあなたたちの中に

真の愛の輝きを見、

信頼の心をもってあなたたちにより頼みます。

ナザレの聖家族、

わたしたちの家庭も

交わりと祈りの場、

まことの福音の学びや、

小さな家庭の教会となるようにしてください。

ナザレの聖家族、

家庭が決して、二度と

暴力、排除、分裂を経験することのないようにしてください。

あるいは傷つきあるいはつまずいたすべての人々が

すぐに慰めといやしを見いだすことができるようにしてください。

ナザレの聖家族、

間もなく行われる世界代表司教会議が、

家庭が聖なるもので、侵すことのできないものであること、

神のご計画の中にあって美しいものであることを

わたしたちにもう一度思い起こさせるものとしてください。

イエス、マリア、ヨセフ、

わたしたちの祈りをいつくしみ深く聞いてくださし'0

アーメン。
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1 .準備文書

世界代表司教会議第3回臨時総会

報告

「福音貫教との関連から見た家庭の司牧的問題J
準備文書

バチカン 2013年

ー シノドス一一家庭と福音宣教

1 準備文書

主が弟子たちに直接ゆだねた、すべての造られたものに福音をのべ伝える

という使命は、歴史を通じて教会の中で継続します。現代世界にはっきり見

られる社会的・精神的危機は、家庭一一それは社会と教会共同体の生きた細

胞です一ーに関する教会の宣教使命においても可牧的問題となっています。

このことに関連して、家庭への福音宣教がこれまでにまして緊急に必要とさ

れています。このテーマの重要性は、教皇がシノドスを招集したことにも反

映しています。シノドスは 2段階で開催される予定です。まず2014年の臨時

総会は、「問題の所在」を明らかにし、家庭の福音を信頼のおけるしかたで

のべ伝え、生きるための、司教の経験と提言を集めることを目的としていま

す。 2015年の通常総会は、個人と家庭の司牧のためのガイドラインの作成を

めざします。

さまざまな情勢の結果として、今日、数年前には日にすることのなかった

問題が生じています。すなわち、同棲の習慣の拡大一一それは結婚につなが

らず、ときには結婚という考えを排除することさえあります一ーから、同性

結合に至るまでです。向性結合を行う人に養子縁組が許されることもまれで

はありません。教会に注意と司牧的配慮を求める多くの新しい状況には次の

ものがあります。混宗婚と異宗婚。単親家庭。一夫多妻。持参金の問題を伴

う結婚一一一持参金は女性の購入価格とみなされる場合もあります一一。カー

スト制度。約束を行わない文化と、結婚のきずなを一時的なものとみなす思
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想。教会に敵対的なフェミニズム。移住と家庭の概念そのものの再定義。結

婚観における相対主義的な多元主義。結婚と家庭生活の理解に関する、メ

ディアの大衆文化への影響。結婚の約束の永続性と忠実性を軽視する法的提

案の前提となる思潮。代理母(代理懐胎)の増加。人権の新たな解釈です。

教会内部でも、結婚の秘跡性と、ゆるしの秘跡がもついやしの力についての

信仰が弱まったり、完全に失われるきざしがあります。

そこから、こうした問題にこたえるために、「ペトロとともに、ペトロの

うちにJ(cum et sub Petro)集まるよう世界の司教が招集される緊急性が

分かります。たとえば、現在の状況の結果として、多くの子どもや若者が、

両親が秘跡を受けるのを目にすることがないという事実を思い起こせば、現

在の状況から生じる福音宣教の問題がどれだけ切迫したものであるかが分か

ります。この問題は「地球村」のほとんどあらゆる地域に見られるのです。

とくにこの現実に対応しているのは、神のあわれみに関する教えが広く受け

入れられていること、そして、グローバルにも実存的状況においても、社会

の周縁で苦しむ人々への関心です。したがって、家庭に関する司牧的決定を

下すことについて多くの人が期待を寄せています。シノドスによる問題の考

察は、それが必要かっ緊急性を帯びているだけでなく、司教の司牧にゆだ、ね

られた人々と全人類家族に対して示すべき愛の表現でもあります。

二教会と家庭の福音

神の愛の福音は、夫婦と、子どものたまものに開かれた交わり一一すなわ

ち家庭共同体一一ーという基本的な人間的経験を個人として生きるすべての人

にのべ伝えられなければなりません。結婚に関する信仰の教えは、明確かっ

効果的な形で示されなければなりません。それは、それが心に届き、イエ

ス・キリストのうちに示された神のみ心に沿うよう心を変容させるためです。

この文書における結婚と家庭に関する聖書簡所の引用は、基本的なものに

すぎません。同じことは教導職の文書の引用にもいえます。文書は、教皇庁

家庭評議会のいくつかの文書を含めて、普遍的性格をもつものに限られま

す。シノドス参加司教は、自らの属する司教団の文書を参照すべきです。

184 



1 .準備文書

司牧者の明確な教えは、あらゆる時代に、さまざまな文化の中で、さまざ

まな状況における男女の信者の具体的なあかしを伴ってきました。彼らは家

庭の福音を、自分たちの生活と子どもにとってのかけがえのないたまものと

して生きてきました。これから開催される臨時シノドスの取り組みは、ます

ますはっきりとこのメッセージを伝えたいという望みに促され、支えられて

います。その望みは「教会に託された啓示の光がますます人々の心を満たす

ように願う J(r神の啓示に関する教義憲章j26)のです。

造り主でありあがない主である神の計画

家庭に関する聖書のメッセージのすばらしさは、神の像と似姿に従って造

られた(創世記 1・24-31、2・4-25参照)、男と女の創造に根ざしてい

ます。切り離しえない秘跡のきずなでともに結ぼれた夫婦は、愛し、父また

母となることのすばらしさと、そこから神の創造のわざにあずかることの最

高の尊厳を味わいます。

夫婦は、一致の実りのたまものとして、人類の未来のために他の人格を生

み育てる責任を負います。男と女は、出産を通じて、信仰のうちに、被造物

を生み出し、人類家族を成長させる神の協働者となるという召命を果たしま

す。

福者教皇ヨハネ・パウロ二世はこのことについて使徒的勧告『家庭一一一愛

といのちのきずな(1981年11月22日)jで述べます。「神はご自分の像、その

似姿として人間を創造されました(創世記 1・26、27参照)。神は人聞を『愛

によって』いのちに召されると同時に、人が『愛のために』生きるようお定

めになったのです。神は愛であり(ーヨハネ 4・8参照)、ご自身のうちに

人格的な愛の交わりの神秘を生きておられます。人間をご自分の像として創

造し、存続させながら、神は、男女の人間性に招きを与え、愛し交わる力と

責任を課されました a現代世界憲章j12)。愛はすべての人間の根本的な生

まれながらの召命ですJ(r家庭一一愛といのちのきずなj11)。

造り主である神の計闘は、原罪によって中断されましたが(創世記3・1
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24参照)、歴史を通じて、選ばれた民の出来事のうちに示されました。時

が満ちると、神の子の受肉により、神の救いの望みだけでなく、同じみ心に

従う恵みを与えるあがないも示されました。

おとめである母の胎内で肉となったみことばである(ヨハネ1・14参照)

神の子は、ナザレの家庭の中で生き、成長し、カナの婚礼にあずかりまし

た。彼はそこで最初の「しるしJ(ヨハネ 2・1-11参照)によって婚礼を

豊かなものとしました。彼は喜びのうちに弟子の家族のもてなしを受け入れ

(マルコ 1・29-31、2・13-17参照)、ベタニアで悲しむ友人の家族を慰め

ました(ルカ10・38一位、ヨハネ11・1-44参照)。

イエス・キリストは神の唯一の計画をあらためて示すことにより、結婚の

すばらしさを回復しました。この計画は、イスラエルの民の伝統においてす

ら、人の心が頑固なために放棄されていました(マタイ 5・31 32、19・3

-12、マルコ10・1-12、ルカ 16・18参照)。イエスは初めに立ち帰り、夫

と妻の一致と忠実を教え、離縁と姦通を退けました。

人間の愛の特別なすばらしさを通じて一一一それはすでに雅歌から霊感を受

けてたたえられました。またホセア(ホセア 1・2、3. 3参照)やマラキ

(マラキ2・13-16参照)のような預言者により、結婚のきずなが要請され、

擁護されました一一、イエスは男と女の結婚の愛の本来の尊厳を示しまし

た。

家庭に関する教会の教え

初期キリスト教共同体においても、家庭は「家庭教会J(rカトリック教会

のカテキズムj1655参照)の姿をとりました。新約の使徒の手紙のいわゆる

「家庭訓」の中で、古代世界の偉大な家庭は、夫と妻、両親と子ども、金持

ちと貧しい人の深い連帯が示される場とされました(エフェソ 5・21~ 6・

9、コロサイ 3 ・18~ 4 ・ 1、ーテモテ 2 ・8-15、テトス 2 ・ 1-10、

ーペトロ 2・13~ 3・7参照。フィレモンへの子紙も参照)。とくにエフェ

ソの信徒への手紙は、男と女の結婚の愛は、世にキリストと教会の愛を現存
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させる「偉大な神秘」であることを認めました(エフェソ 5・31-32参照)。

諸世紀を通じて、とくに近代から現代にかけて、教会は、自らの基盤であ

る家庭と結婚に関する教えを絶えず教え、発展させてきました。その最高の

表現は第二バチカン公会議の『現代世界憲章Jに示されました。この文書は、

いくつかの緊急を要する問題を扱う中で、結婚と家庭の尊厳の推進に一つの

を割きました。このことは社会の構築にとって家庭がもっ価値の記述に見

られます。「家庭は、種々の世代が集まって互いに助け合いながら知恵を深

め、個人の権利を社会生活の他の種々の要請に調和させるところであり、社

会の基礎をなすJ(r現代世界憲章j52)。とくに注目されるのは、夫婦の信

仰生活におけるキリストを中心とした霊性への呼びかけです。「生ける神に

かたどって造られ、真に人格的存在として立てられている夫婦自身は、いの

ちの原理であるキリストの後に従い、喜びと犠牲を伴う自分たちの召命の中

で、主がご自分の忠実な愛を通して死と復活をもって世に啓示した愛の神秘

をあかしするため、同一の愛情、精神の一致、相互の聖性によって一体とな

るべきであるJ(同52)。

第二バチカン公会議後、聖ペトロの後継者たちは、結婚と家庭に関するこ

の教えを豊かに発展させました。とくに教皇パウロ六世の回勅『フマーネ・

ヴイテ一一適正な産児の調整について一一 (1968年7月25日)jは特別な原

理と指針を示します。続いて使徒的勧告『家庭一一愛といのちのきずなJに

おいて、教皇ヨハネ・パウロ二世は、結婚の愛と家庭に関する基本的な真理

における神の計画を示しました。「この自己を与えるという全き真理が実現

する唯一の『場Jが結婚、すなわち自由に白分の意志で選び

の誓約ですO この誓約によって、男女は神ご自身が望まれた生命と愛の親密

な共同体を受け入れるわけで (r現代世界憲章j48参照)、この観点からのみ

結婚の本当の意味が明らかになるのです。結婚の制度は社会や権力による不

当な干渉でも、また外からの形式の押しつけでもありません。むしろ、それ

は創造主である神の計画を忠実に生きるために、唯一独自のものとして公に

証言される夫婦愛の誓約から生じる、内閣的な要求なのです。人間の自由が

この忠実によって制限されるどころか、むしろ主観主義や相対主義のあらゆ

る形から守られることになり、創造的な神の英知を担うものとされるので
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すJ(r家庭一一一愛といのちのきずなj11)。

『カトリック教会のカテキズムJはこの教えの根本的な側面をまとめてい

ます。「結婚の誓約によって一人の男と一人の女とがいのちと愛とによる親

密な共同体を形づくりますが、この結婚は創造主によって設立され、独自の

法則を与えられています。結婚は本質的に夫婦の善益と子どもの出産および

教育とに向けられています。受洗者どうしの結婚は主キリストによって尊い

秘跡にまで高められました(第二バチカン公会議 f現代世界憲章j48、教会

法第1055条第 1項参照)J(rカトリック教会のカテキズムj1660)。

『カテキズム』に示された教えは、神学的原理と道徳的行動の両方に触れ

ます。それらはそれぞれ「結婚の秘跡J(1601 1658)と「第六のおきてJ(2331 
-2391)で述べられます。『カテキズムJのこれらの部分を注意深く読むなら、

現代の諸問題に働きかける教会の活動の支えとなる、信仰の教えの最新の理

解を得られます。教会の司牧的役務は、神の計画の一部としての結婚の真理

のうちに霊感を見いだします。神は男と女を創造し、時が満ちると、イエス

のうちに、秘跡にまで高められた完全な夫婦愛を示しました。同意に基づく

キリスト教の結婚は、独自の効果も与えられます。すなわち、夫婦の善と義

務です。同時に結婚は罪の結果を免れません(創世記3・1-24参照)。罪

は深い傷と、秘跡の尊厳の濫用までも引き起こします。

教皇フランシスコが最近公布した回勅『信仰の光 (2013年6月29日Hは、

「神がただ中にいてくださるなら、人々のきずなも堅固になることJ(r信仰

の光j50)を信仰が示すことを考察する文脈で、家庭について述べています。

「信仰が人間の国を照らす第一の場は、家庭です。わたしは何よりもまず、

結婚による男女の堅聞な結びつきに思いを致します。この結びつきは、男女

の愛から生まれます。男女の愛は、神ご自身の愛と、男女の性差がよいもの

として認められ、受け入れられたことの現存としるしです。この性差によっ

て、夫婦は一体となり(創世記 2・24参照)、新しいいのちを生み出すこと

ができるからです。新しいいのちは、造り主のいつくしみと知恵と愛の計画

の現れです。男と女は、この愛に基づいて、互いの愛を約束することができ

ます。この約束の行為は、全生涯にかかわり、信仰のあらゆる特徴を思い起
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こさせてくれます。永遠の愛を約束することが可能なのは、わたしたちが自

分たちの計画よりも偉大な計画を見いだすからです。この計画がわたしたち

を支え、未来のすべてを愛する人にささげることを可能にしますJ(r信仰の

光j52) 0 I信仰は臆病な人の逃れ場ではなく、わたしたちの人生を広げるも

のです。信仰は、偉大な招き、愛の召命に気づかせてくれます。それは、愛

が信頼するに足り、引き受けるに値するものであることを約束してくれま

す。なぜなら、愛は、わたしたちのあらゆる弱さよりも強い、神の忠実を基

盤とするからですJ(r信仰の光j53)。

三 質問

以下の質問は、部分教会が臨時シノドスの準備に積極的に参加することを

可能にするためのものです。臨時シノドスの目的は、現代の家庭に関する司

牧的問題との関連で、福音をのべ伝えることです。

1 聖書と教会教導職における家庭に関する教えの普及

a) 聖書、『現代世界憲章』、『家庭一一愛といのちのきずなJ、公会議後の教

導職のその他の文書に含まれる、家庭の価値に関するカトリック教会の教え

を現代の人々はどのように理解していますか。家庭生活に関する教会の教え

について、人々にどのような教育がなされていますか。

b) 教会の教えが知られている場合、それは完全に受け入れられています

か。それともそれを実践するための困難が存在しますか。困難があるなら、

それはどのようなものですか。

c) 回、教区、小教区レベルの司牧計画によって、教会の教えがどの程度普

及していますか。家庭に関してどのよつな信仰教育が施されていますか。

d) 家庭に関する教えは、教会外で、どの程度一一一どくにどのような点が

一一知られ、受け入れられ、または拒絶され、批判されていますか。家庭に

関する教会の教えの完全な受容を妨げる文化的要素はどのようなものです
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か。

2 自然法に沿った結婚

a) 社会の文化的領域一一制度、教育、学界、一般一ーにおいて、自然法と

いう思想はどのように位置づけられていますか。家庭の自然的基盤に関する

議論の前提となっているのは、どのような人間観ですか。

b) 男と女の結びつきにおける自然法という思想は、受洗者一般によって

普通に受け入れられていますか。

c) 家庭教育に関して、男と女の結びつきにおける自然法の理論と実践にど

のような問題が見られますか。公的機関と教会機関において、それらはどの

ように提示され、展開されていますか。

d) 教会から離れたカトリック信者または非信仰者が結婚式を挙げること

を望んだ場合、こうした司牧的問題にどのように対処していますか。

3 福音宣教との関連における家庭の司牧

a) 結婚の準備に関して、この数十年間にどのような経験をしましたか。夫

婦と家庭が福音宣教を行うよう促すためにどのような努力をしましたか。家

庭に「家庭教会」としての自覚をもっともたせるにはどのようにすればよい

ですか。

b) 生活の諸問題や現代文化にあらがうための家庭での祈り方を、どれほ

どうまく示すことができましたか。

c) 現代の世代聞の危機にあって、キリスト教的家庭はどの程度、信仰を伝

える使命を果たすことができていますか。

d) 地方教会と家庭の霊性を推進する運動団体は、どのようにして模範的
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な行動様式を示すことができましたか。

e) 現代における夫婦とキリスト教的家庭に関する信頼のおけるバランスの

とれた思想を普及させるために、夫婦と家庭はどのような特別な貢献を果た

すことができるでしょうか。

f) 結婚準備中の配偶者と、危機的な状態に置かれた配偶者を支えるため

に、教会はどのような可牧活動を行っていますか。

4 結婚におけるいくつかの困難な状態に対する司牧

a) 試しとしての同棲は、あなたの部分教会の司牧の対象となっています

か。おおまかな統計データを示すことが可能ですか。

b) 宗教上も市民法上も認められない結合が存在しますか。これについて

信頼できる統計データはありますか。

c) 別居した夫婦、離婚して再婚した夫婦は、あなたの部分教会の司牧の対

象となっていますか。おおまかな統計データを示せますか。こうした状態に

対して、どのような適切な可牧計画によって対-処していますか。

d) 上述のケースにおいて、受洗者はこの変則的な状態をどのように生き

ていますか。この点について彼らに自覚はありますか。無関心ですか。彼ら

は排除されていると感じたり、秘跡を受けられないことで苦しんだりしてい

ますか。

e) 離婚して再婚した人々は、聖体とゆるしの秘跡に関して教会にどのよう

に問いかけていますか。こうした状態にある人々の中で、どれくらいの人が

この秘跡を求めていますか。

f) 婚姻の無効宣言を行う法的手続きの簡素化は、関連する人の問題解決に

役立ちうるでしょうか。役立ちうるとすれば、どのような形においてでしょ
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g) こうしたケースに対応する可牧は行われていますか。どのように行わ

れていますか。国レベル、教区レベルの司牧計画が存在しますか。別居した

夫婦、離婚して再婚した夫婦に対して、神のあわれみがどのように告げ知ら

されていますか。教会は彼らの信仰生活への支援をどのように実践していま

すか。

5 向性結合

a) あなたの固に、同性愛者のシピル・ユニオン(向性結合)を認め、それ

を結婚と同等のものとみなす法律が存在しますか。

b) 同性愛者のシピル・ユニオン(同性結合)を推進する国家と、こうし

た結合を行う人々に対して、地方教会・部分教会はどのような態度をとって

いますか。

c) こうした結合を生きることを選択した人々に対して、どのような司牧的

関心が示されていますか。

d) 養子縁組を行った向性結合の場合、信仰伝達に関してどのような可牧

活動が可能でしょうか。

6 変則的な結婚における子どもの教育

a) 通常の家庭で生み育てられた子どもと、変則的な結婚を行った家庭にお

ける子ども・未成年者の比率はおおよそどのくらいですか。

b) 変則的な結婚を行った両親は、どのように教会にかかわっていますか。

彼らの要望はどのようなものですか。秘跡を求めるだけですか。信仰教育や

一般的な宗教教育も求めることがありますか。
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c) こうした子どもの両親が子どもにキリスト教的教育を施すことを望む場

合、部分教会はどのように対応しますか。

d) こうした場合に秘跡をどのように授けますか(秘跡を受ける準備、秘

跡の授与、同伴)。

7 結婚した夫婦がいのちに聞かれていること

a) 現代のキリスト信者は『フマーネ・ヴイテJの責任ある産児に関する教

えをどの程度知っていますか。異なる家族計画の方法をどの程度自覚をもっ

て道徳的に評価していますか。このことに関して可牧的な提言があります

か。

b) rフマーネ・ヴィテjの道徳的な教えは受け入れられていますか。大多

数の夫婦がこの教えを受け入れる上で、もっとも困難なのはどのような点で

すか。

c) 夫婦が『フマーネ・ヴイテJの教えを実践する助けとなる、どのような

自然な方法を部分教会で推進していますか。

d) ゆるしの秘跡の授与と車体の秘跡への参加において、このことに関し

てどのような経験がありますか。

e) 教会の教えと公教育の間に、この点に関してどのような違いがあります

か。

f) どうすれば、子どもをもつことに関してより開かれた態度をもたせるこ

とができるでしょうか。出生数の増加をどのように推進できるでしょうか。

8 家庭と佃人の関係

a) イエス・キリストは人格に関する神秘と召命を啓示しました。どうすれ
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ば家庭はそのための特別な場となれるでしょうか。

b) 現代の家庭のどのような危機的な状況が、個人がキリストと出会う妨

げとなりうるでしょうか。

c) 人々が経験する多くの信仰の危機は、家庭生活にどの程度影響を及ぼし

ているでしょうか。

9 その他の問題と提言

上記の質問に示されたテーマに関して、ほかに緊急で考察を要する問題と提

言があればお示しください。
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2.準備文書への日本司教団回答

2014年 1月15日

臨時シノドス事務局への回答

日本カトリック司教協議会

会長ペト口 岡田武夫(東京大司教)

日本カトリック司教協議会としては、時間が限られていたので、臨時シノ

ドス事務局からの準備文書を司教たちと男女修道会・宣教会の上長に送付し

て回答を求めた。その回答結果をさらに数名の有識者(司祭、信徒)に送り

コメントを求めた。司教、修道者たちは現代の家庭の問題にかかわってきて

おり、精通しているといえるので、彼らの回答は今の日本の家庭の状況を十

分に反映していると思われる。

第三回 臨時シノドス

はじめに

シノドス事務局からの質問に直接答える前に、参考までに、今日の日本の

家庭の状況とそれに対する日本カトリック司教協議会の努力の次第を概略す

る。来日した福音宣教者が大変熱心で優秀であるにもかかわらず、日本での

宣教の効果は少なく、受洗者も少ない。今日、移住者を含めて約100万人の

カトリック信者しかし=ないのは残念であるが、日本社会の福音化に大きな貢

献が出来るとわたしたちは考えている。

1 日本におけるカトリック教会の現勢

2012年末の統計によれば、日本のカトリック信者はおよそ444，000人(人

口の約0.35%)である。これに加えてカトリック国からの多くの移住者・一

時滞在者が教会を構成している。懸命な宣教の努力にもかかわらず、社会に

あっても家庭にあってもカトリック信者は少数派であり、洗礼の約54%が成
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人洗礼、結婚の76%が異宗婚となっている。教会のメンバーが教育・福祉・

医療などの場で広く貢献していることは社会的にも評価されているが、福音

の価値観、教会の教えが日本の社会や文化に影響を与える機会は非常に限定

されているといわざるを得ない。

2 日本における家庭の現状とカトリック教会

アジア・太平洋戦争(第二次世界大戦)に敗北した日本は戦後の活路をもっ

ぱら経済成長に求め、政府も企業もひたすら経済価値の追求に奔走した結

果、国民の生活水準・教育水準飛躍的に向上した。しかしこの高度経済成長

のために人々は大きな代備を払わなければならなかった。その代価の中に家

庭の危機が含まれる。多くの家庭は今や深刻な問題に直面している。カト

リック信者の家庭もこのような日本社会の状況や価値観の影響を免れること

はできないでいる。以下に問題点を三項目にまとめてみる。

a) 家族の料の脆弱化

1954年から1973年の「高度経済成長」に伴い人々は地方から大都市とその

周辺に移住した。家族の構成人数は減少し「核家族jと呼ばれるようになり、

ほとんどの家庭は、二世代(親子)から構成され、三世代(祖父母と親子)

の家庭は稀となった。夫は時間と精力を会社のために消耗し、専業主婦だっ

た妻もパートタイマーなどの仕事に従事するようになった。子どもたちは学

校が終わってからも夜遅くまでクラブ活動や塾など多忙である。そのため

に、一家がそろって食事をすることが難しくなり、また団壌のひと時を共に

する機会が著しく減少している。家庭で家族が互いに話し合い、心の交わり

を持つことが難しくなってきている。都会と田舎とを問わず一人暮らしの家

庭も増えており、少なからぬ人々が孤独と不安を抱えている。そして「孤独

死」ゃ「無縁死」が増えている。日本の社会は「無縁社会」と呼ばれるよう

になっている。このように、戦後の日本の社会では、一般的に家族の紳が弱

くもろくなり、家族が互いに助け合い支え合うことが難しくなっている。
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b) 少子高齢化

日本人の平均寿命は非常に延び、女性は世界第一位、男性は世界第五位を

占めている (2013年)。他方出生率は減少し、日本は高齢社会となっている。

その結果、子どもの世代が高齢者を支える負担が増加している。たとえば夫

婦がそれぞれの両親四人の世話をしなければならない、という場合も珍しく

ない。この傾向は教会でも顕著であり、たとえばミサ参加者は高齢者が多

く、子どもが減っている。

日本政府は高齢者の医療・介護経費の負担軽減策を講じているが、当事者

と家族の負担は増加する一方である。老年をどう過ごすか、ということは誰

にとっても大きな課題になっている。高齢者の介護は経済的な負担だけでな

く精神的な負担を求める。寿命が延びたということはそれだけで喜ばしいこ

と、とは言えない。高齢者が社会のなかでふさわしい地位と場所を占める社

会を建設しなければならない。教会はこの課題にもっと具体的な貢献をしな

ければならないと考える。

他方、少子化は大きな問題である。一般的な傾向として、ほとんどの夫婦

が多くの子どもを望まないようである。その原因はさまざまで、たとえば、

狭い住宅、育児の苦労、母親の就労、教育費の大きな負担などが挙げられて

いる。「核家族」の場合、育児に協力する家族がいない。人類が有史以来続

けてきた出産と育児という大事を、できるだけ避ける傾向にあるというのは

大きな問題である。

c) 結婚の多様な現象と離婚の増加

少子化はさらに結婚の問題と連動している。結婚する人が減り、離婚する

人が増えている。結婚したくても経済的な理由でできない人、あるいは結婚

相手がいないので結婚できない人が増えている。初婚の年齢も高くなってい

る。また、結婚生活を望まない人も増えている。この人々は、家庭の建設に

関心を向けようとはしない。結婚しないで同棲する人も珍しくない。他方、

困難に遭遇するとすぐに結婚を解消する傾向がある。
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避妊だけでなく人工妊娠中絶も一般に行われている。多くの胎児が生まれ

る前に葬られている。他方、子どもを望んでも妊娠しないので不妊治療を受

ける人も増えている。

結婚に関するこのような傾向と現象は、カトリック信者にも当てはまる。

日本ではカトリック信者の大部分は非キリスト信者と結婚している。彼らも

このような社会一般の結婚についての意識の影響を免れないのが現実であ

る。

3 日本のカトリック教会はこのような家庭の現実に対して教会としての司

牧と福音化の努力を重ねてきた。それは次の二点に要約される。

a) 第二回福音宣教推進全国会議(1993年開催)

これは家庭の現実から出発して教会の使命である福音化をどのように推進

したらよいのかを話し合った全国規模の大きな会議だった。信徒の代表も参

加し、熱心な討議が行われ、その成果は司教協議会へ答申として提出され

た。司教協議会はそれを受けて『家庭と宣教Jという教書(添付文書参照)

を発表した。

b) rいのちへのまなざし一一二十一世紀への可教団メッセージj(2001年)

の発表

家庭といのちの問題が緊急問題となってきた状況に対して司教たちはこの

教書を編纂し発表した。内容は三章から成っている。「第一章 聖書からの

メッセージム「第二章 揺らぐ家庭」、「第三章 生と死をめぐる諸問題」。

質問に対する回答

l.聖書と教会教導職における家庭に関する教えの普及
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a) 聖書、『現代世界憲章』、 f家庭一一愛といのちのきずなj、公会議後の教

導職のその他の文書に含まれる、家庭の価値に関するカトリック教会の教え

を現代の人々はどのように理解していますか。家庭生活に関する教会の教え

について、人々にどのような教育がなされていますか。

(1)信者であっても大部分の人はそのような教えや文書を知らないと思わ

れる。彼らは、司祭あるいはほかの誰かから説明を受けただけで、断

片的にしか知らない。しかも、司祭自身もこの「家定に関する教え」

を十分に知っているとは限らない。

(2)大半の人々が結婚を準備する際、それらの要約やまとめ程度のものを

学ぶだけだと思う。

(3) カトリック教会が中絶に反対ということは広く知られているが、マス

メディアでは批判的に報道されているようである。

(4)家庭生活に関する教えは、教会では、特別に取り上げられていない。

(5)家庭の生活も含めて臼々の生活が忙しいので、信者が教区あるいは小

教区で開催する養成講鹿に時間を割くことが難しい。さらに、日本で

は、多くの場合、カトリック信者の家庭に信者ではない家族がいるの

で、家庭で教会の教えを伝えるのも難しい。

(6) 日本人でないカトリック移住者が増えていることで、日本の教会は新

たな挑戦を受けている。言語や文化の違いに加え、仕事の時間の合間

に教えを受ける機会をつくることは今までにない課題である。

b) 教会の教えが知られている場合、それは完全に受け入れられています

か。それともそれを実践するための困難が存在しますか。困難があるなら、

それはどのようなものですか。

(1)一般的に言えば、信者は人工妊娠中絶(堕胎)、人工受胎調節、離婚
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と再婚が禁じられていることだけしか知らない。彼らは、教会の教え

以上に社会の風潮に影響されている。特に、受胎調節についての教会

の教えを真剣に受けとめていない。教会の教えは自分たちの生活に合

わない、と考えるからである。

(2)信者の中にも、避妊に対する教会の姿勢(コンドームの使用制限等)

に批判的な意見の人が多い。

(3)移住労働者にとって教会の教えを実行することは非常に困難である。

彼らは卜分な教育を受けていないし十分に教えられていない。不安定

な生活をしているので教会の道徳の教えを守る余裕がない。

c) 全国、教区、小教区レベルの可牧計画によって、教会の教えがどの程度

普及していますか。家庭に関してどのような信仰教育が施されていますか。

(1)日本のカトリック信者を取り巻く文化はキリスト教的ではないので、

どのような信仰教育であっても提供することが非常に困難である。

(2)信仰教育に関する全国・教区・小教区レベルでの体系的な司牧計画は

皆無に等しいと言わざるを得ない。一生懸命やっている教区、小教

区、司祭、信者も確かにいるが、あまりにも個人の努力に依存してい

る。

(3)司牧者の養成あるいは使命感に大きく左右されている。可牧者によっ

て信仰教育のレベルが異なる。まずは司祭養成を徹底する必要がある

と思われる。

(4)家庭での信仰教育がおろそかにされているように見受けられる。

(5)移住者の家庭では、親は仕事で忙しく家にいる時間が少ない。子ども

は日本の教育を受けて親以上に日本に文化的に適応しているので、親

子の意思疎通が難しくなっている。その結果、家庭での信仰教育はま
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すます困難で、ある。

d) 家庭に関する教えは、教会外で、どの程度一ーとくにどのような点が

一一一知られ、受け入れられ、または拒絶され、批判されていますか。家庭に

関する教会の教えの完全な受容を妨げる文化的要素はどのようなものです

か。

(1)家庭内で男女が平等な時代に、特に妊娠・出産に関して時代遅れの考

え方を教会が示していると外部の人々は批判している。

(2)民法で許されている離婚・再婚、出生前診断等による人工妊娠中絶を

決意してしまった信者の中には、世間の常識に傾き、この点に関し

て、教会外の人と同じように教会を批判する者もいるかもしれない。

(3)多くのカトリック信者、特に女性は信者でない人と結婚しているの

で、家庭で教会の教えを守ることは容易ではない。夫が宗教に無関心

なら別だが、子どもの洗礼も不和の原因となる場合が多い。

(4)離婚、別居についての教会の教えは社会通念に合わないと感じる人が

多い。男女平等の意識は浸透しているが、家庭では今なお男性中心で

あり、女性が信仰生活を守るのは難しい。

2. 自然法に沿った結婚

a) 社会の文化的領域一一制度、教育、学界、一般一一ーにおいて、自然法と

いう思想、はどのように位置づけられていますか。家庭の自然的基盤に関する

議論の前提となっているのは、どのような人間観ですか。

(1)自然法という考えは一般的に理解されていないし、受け入れられてい

ない。

(2)教会の指導者が自分の発言の説得力ある理由を提示できないとき、し
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ばしばそれを「自然法Jと呼び、その発言に服従を求める。このこと

が自然法の概念に対する不評を招いている。「もし自然なら、なぜ人

に教える必要があるのかJと言われる。

(3) 日本の文化では、行動の基準として抽象的な原則ではなく世間の日が

強調される。西欧では「自然法」は「自然jかもしれないが、日本で

は抽象的で、心に響かない。

b) 男と女の結びつきにおける自然法という思想は、受洗者一般によって

普通に受け入れられていますか。

(1)日本の社会では、同性の性関係は西欧諸国のようには議論されていな

いが、概して向性愛は志向性としても生活様式としても寛容になって

いるので、いずれ議論の対象となり得る。結婚による性転換手術は既

に法的に承認されている。この寛容な態度はカトリック信者にも社会

一般の人と同じように当てはまるようになってきている。

c) 家庭教育に関して、男と女の結びつきにおける自然法の理論と実践にど

のような問題が見られますか。公的機関と教会機関において、それらはどの

ように提示され、展開されていますか。

(1)市民社会では同性結婚を認めるようにとの大きな運動はまだないが、

他方、いかなる形の結婚からも離れていく流れもあるようである。

(2)男女とも、結婚する人よりも独身のままの人が増えているし、晩婚

化、少子化の傾向が見られる。家庭のあり方も概念も制度も徐々に変

イヒしている。

d) 教会から離れたカトリック信者または非信仰者が結婚式を挙げること

を望んだ場合、こうした司牧的問題にどのように対処していますか。

(1)非受洗者同士の結婚式については日本の教会は聖座から認可を受け、

202 



2.準備文書への日本司教団回答

長年、カトリックの儀式で、行ってきた。それは教会の通常の活動の一

部となっている。結婚式の希望者は教会の結婚観を学ぶため、少なく

とも結婚準備講座に参加しなければならない。さらに離婚などの教会

法上の障害がないことが要求される。もっともこの点に関しては寛大

な司牧者が多いと思われる。

(2)教会から離れた信者が結婚式を望む場合は、教会生活に戻る機会とな

ると考え、結婚準備と挙式に小教区の信者に加わってもらうようにし

ている。

3.福音宣教との関連における家庭の苛牧

a) 結婚の準備に関して、この数十年間にどのような経験をしましたか。夫

婦と家庭が福音宣教を行うよう促すためにどのような努力をしましたか。家

庭に「家庭教会Jとしての自覚をもっともたせるにはどのようにすればよい

ですか。

(1)今日では往々にして、非受洗者向士の結婚だけでなく受洗者の結婚の

場合でも、結婚は子供を妊娠したことを合法的にするために行う対応

にすぎない。二人は既に長い間同棲している場合が普通になってお

り、その点は若いカトリック信者であっても変わらない。

(2) カトリック家庭出身の場合、教会で結婚したいという希望は、本人の

信仰からというより自分の家族からの圧力の結果として表明される場

合も多い。

(3) このような事情から、現代日本のように基本的に非宗教的社会では世

代から世代へと信仰を伝えることが難しい。家族がみな信者であると

いう例が少ないので、「家庭の教会Jという意識はほとんどない。

(4)子供の信仰生活は小さい時は活発であっても、成長に伴い、世間一般

の風潮に飲み込まれてしまう傾向にある。親は、せめて復活祭とクリ
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スマスだけは、教会に行くことを約束させるようである。

(5) カトリック信者全体と特に聖職者の高齢化が進んで、若いカトリック

信者は小教区の活動から遠ざかるようになった。その結果、性と家庭

生活に関する教会の教えを学ぶ機会に恵まれなくなる。

(6)結婚準備は規定のプログラムで、行っているところもあるが、多くの場

合は司牧者の関心と能力に依存している。

(7) Marriage Encounterと EngagedEncounter は日本に導入されてし

ばらくは盛んであったがいつの間にか下火になっている。

(8) どんな理由にせよ、若い二人が結婚式のために教会に来るときは、教

会共同体へ戻るよい機会となり得る。あたたかく迎える努力が必要と

ある。

b) 生活の諸問題や現代文化にあらがうための家庭での祈り方を、どれほ

どうまく示すことができましたか。

(1)家族全員がカトリックである家庭は少ないので、家庭では一人で祈る

人の方が多い。

c) 現代の世代間の危機にあって、キリスト教的家庭はどの程度、信仰を伝

える使命を果たすことができていますか。

(1) 概して言えば信仰の次世代への伝達は難しい。日本の社会は信仰を

表現しにくい社会であり、教会を老人たちのたまり場、と見ている若

い人たちもいる。

(2)学生・生徒は学校での諸活動、受験勉強、スポーツや社会の行事が忙

しく、そちらへの参加を教会活動参加より優先させている。カトリッ

クの家庭でも事情は同じである。結果的に、カトリックの子供も教会
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活動への参加は二の次のことだと思うようになっている。

(3)次世代の人たちに信仰を伝えることは、極めて危機的な状況にあり、

大きな課題である。

d) 地方教会と家庭の霊性を推進する運動団体は、どのようにして模範的

な行動様式を示すことができましたか。

(1)様々な団体・運動が努力を続けている。

e) 現代における夫婦とキリスト教的家庭に関する信頼のおけるバランスの

とれた思想を普及させるために、夫婦と家庭はどのような特別な貢献を果た

すことができるでしょうか。

(1)抜本的に新しい何かの働きかけが必要である。

(2)生涯にわたる夫婦の信仰学習(養成)が必要である。特に、堅信後か

ら結婚までの期間の組織的、体系的、有機的な信仰学習、直前の結婚

の準備、結婚後3年から 5年までのアフターケアー、結婚10年・25年-

50年目の節目での振り返りなど。

f) 結婚準備中のカップルと、危機的な状態に置かれた配偶者を支えるた

めに、教会はどのような司牧活動を行っていますか。

(1)助けを必要とする夫婦と司祭が個別に接する以外に特別な計画はな

い。さらに司祭自身もこのような状況に対応するよう養成されていな

い。司祭の生涯養成が必要である。

(2)国際結婚の問題には特別な配慮が必要である。日本の田舎に嫁に来た

女性の場合、彼女たちは文化と言語の違いにより多くの問題にぶつか

る。今や彼女たちは日本のカトリック教会で存在感を増している。移

住者への司牧の必要から司祭養成には第二外国語の習得が含まれるべ
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きである。

4. 結婚におけるいくつかの困難な状態に対する司牧

a) 試しとしての同棲は、あなたの部分教会の司牧の対象となっています

か。おおまかな統計データを示すことが可能ですか。

(1) 呂本では向棲を経験してから結婚するカップルが少なくない。厚生労

働省の統計 (2011年)によると結婚の前年から同居していたカップル

は17%である。

(2) ここ数年で結婚式を挙げたほぼ全カップルが、挙式の数ヶ月前から同

居を始めていた。彼らの中にそれが教会の教えに反するという認識を

持って いる人はいなかった、という報告がある。

(3) カトリック信者がカトリックでない人と結婚する場合、カトリックで

ない側が教会法による結婚を拒否することがある。また、同棲ないし

民法上の結婚をしてから教会へ帰ってくる夫婦のケースもある。

(4)移住者のカトリック信者の結婚の場合、特別な司牧が必要である。

(5)海外から来日した信徒で、非キリスト者の日本人と民法上の結婚だけ

をしてしまっているケースが多くある。中には配偶者がその後受洗す

るケースも稀にあるが、多くの場合、教会での手続きを全くとらずに

民法上の結婚生活を継続している。信徒の大半が海外からの信徒で占

められている山間部の小教区では、司牧のうえで難しい問題を抱える

ことになってしまっている。しかし、そういった海外からの信徒が積

極的に活動し、文化的にも保守的で宣教が困難な地域で福音をあかし

している現実をみるならば、何らかの対応を早急に講じなければなら

ないのも事実である。

(6)教会は同棲や教会外での民法上の結婚が通常となっていることを前提
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として可牧活動を始めなければならない。そのようなカップルが教会

で歓迎されるならば彼らは自分たちの問題をもっと深く考える機会に

なる。

(7) この課題の司牧の方針を考えるためにサマリアの女の話を思い出すこ

とが重要であろう。福音書でー箇所だけであるが、結婚しないで同棲

している女性との出会いが述べられている。このときイエスはサマリ

アの女性の同棲を問題にしないで彼女に対して丁重な態度で接した結

果、彼女は回心して宣教者になった。

b) 宗教上も市民法上も認められない結合が存在しますか。これについて

信頼できる統計データはありますか。

(1)信用できる統計は知らない。

(2)移住者が本国で結婚しているのに日本で重婚の状態にある場合があ

る。信用できる統計はわからない。

c) 別居した夫婦、離婚して再婚した夫婦は、あなたの部分教会の司牧の対

象となっていますか。おおまかな統計データを示せますか。こうした状態に

対して、どのような適切な司牧計画によって対処していますか。

(1)カトリック信者の多い国ほどではないが、日本のカトリック信者でも

そのような人々は増えている。カトリック信者同士の離婚は非カト

リックの人の離婚と比べてもあまり変わりがないようであり、司牧者

にとって特別な配慮が必要な課題である。

(2)カトリックの女性は多くの場合キリスト教徒でない人と結婚する。日

本へ来ている移住労働者のカトリック女性(フィリピン、ペル一、ブ

ラジルなど)にとっても事情は同じである。彼女たちは洗礼を受ける

見込みのない離婚歴のある非キリスト者の男性と結婚する場合が少な

くない。外国人移住者の中には本国に家族を残し、時間が経ち、家族
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から速く離れているために、孤独を感じ、新しい家庭を日本で始める

人もいる。このような人々が結婚の秘跡を受ける場合は当然少ない。

わたしたちはこの人たちを教会で歓迎し、子どもたちを日曜学校に誘

う。子どもには罪がないので、彼らを断罪することなく受け入れキリ

スト教生活ができるよう助ける。厳しい日々の現実の中で小教区の教

会は彼女たちとってオアシスとなっている。

d) 上述のケースにおいて、受洗者はこの変則的な状態をどのように生き

ていますか。この点について彼らに自覚はありますか。無関心ですか。彼ら

は排除されていると感じたり、秘跡を受けられないことで苦しんだりしてい

ますか。

(1)そのような状況にある人々は多くの場合、無関心であるように見え

る。教会でとがめだてられるくらいなら教会との関係を絶ってしま

う、という人もいる。

(2) 自分の責任ではなく離別状態になって、秘跡を受けられないことに苦

しんでいる人たちは多い。

e) 離婚して再婚した人々は、聖体とゆるしの秘跡に関して教会にどのよう

に問いかけていますか。こうした状態にある人々の中で、どれくらいの人が

この秘跡を求めていますか。

(1)秘跡について聞きに来る人はあまりいない。彼らは、秘跡を受けるか

受けないかは自分で決めている。ただ教会から去って行く人もいる。

(2)離婚して再婚したらご聖体を受けられないということを知らない人が

いる。知っていても拝領する人がいるし、その事-実を知っていても何

も言わない司祭もいる。教会に来る人は、聖体拝領を望んでいる人が

ほとんどである。

f) 婚姻の無効宣言を行う法的手続きの簡素化は、関連する人の問題解決に
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役立ちうるでしょうか。役立ちうるとすれば、どのような形においてでしょ

うか。

(1)婚姻の無効宣言手続きの簡素化は必要であり、是非しなければならな

いことである。特に、キリスト者が少ない宣教地で、しかも、民法が

離婚を認めている日本では、相手当事者が非受洗者であるケースが多

く、離婚後、無効宣言手続きのために非受洗者に聴取を求めることは

非常に困難であり、場合によって、基本的人権の侵害で教会が訴えら

れることもあり、蹟きになることもあり得る。簡素化は必要不可欠で

あり、法的な規定の道守だけでなく、現場の必要に応じた現実的な対

応も求められる。

(2)司教をはじめとして、多くの声が離婚者・再婚者のための司牧、そし

て法的な救済手続としての「無効宣言Jなどの手続の簡略化を求めて

いる。今度のシノドスの目的の一つには、全世界の教会から、手続の

簡素化を求める声を教皇様が集約したいと思われてのことではないか

と推察している。現実に教会法や教会裁判所に関わるものとして、声

を大にして叫びたいことは、日本ではカトリック教会で行われている

結婚式の90%が異宗婚(カトリック受洗者と未受洗者の結婚)である

ということである。このような結婚ゆえに、結婚前には①自分の信仰

を守ること。②生まれてきた子どもに洗礼を授け、カトリック教育を

施すことを書面上だけで約束しても、結婚後には教会のミサに来るこ

とさえ難しいことになり、子どもが生まれでも、結婚相手が未受洗者

の場合には、子どもの洗礼のことを言い出すことさえ、難しくなって

いく。このような約束が果たせない状況にさらされており、まして離

婚となった場合には、無効宣言の手続きのためにローマが必須として

いる相手方への召喚や出廷などは、ほとんど不可能な状態である。勿

論手続き上として、ローマは「カトリック信者同士の結婚Jを前提と

しているのであるから、当然であるが、その原則を「カトリック信者

と未受洗者の結婚Jにも押し付けることには無理がある。勿論、可能

な限り、相手方へもこの手続への協力を求めるべきであるが、家庭内

暴力があっての離婚や相手が精神的な病気のために、そもそもそれに
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応じることが出来ない場合など、無効宣言の手続きを担当する教会裁

判所の裁量に任せて欲しい。

(3)法的な手続きの簡素化は苦しんでいる人たちの救いになる。

g) こうしたケースに対応する司牧は行われていますか。どのように行わ

れていますか。全国レベル、教区レベルの司牧計画が存在しますか。別居し

た夫婦、離婚して再婚した夫婦に対して、神のあわれみがどのように告げ知

らされていますか。教会は彼らの信仰生活への支援をどのように実践してい

ますか。

(1)体系的な司牧計画はないが、司牧者は個別にできる限りの対応をして

いる。信者は司牧者の司牧には関係なく自分の決定に従って生きてい

る。

5. 向性結合

a) あなたの固に、同性愛者のシピル・ユニオン(向性結合)を認め、それ

を結婚と向等のものとみなす法律が存在しますか。

(1)日本には同性の結婚を認める法律は存在しない。

b) 同性愛者のシピル・ユニオン(向性結合)を推進する国家と、こうし

た結合を行う人々に対して、地方教会・部分教会はどのような態度をとって

いますか。

(1)国家は向性結合を推進していないし、教会もやがてそのように変わる

という可能性を示す態度をとることはない。

c) こうした結合を生きることを選択した人々に対して、どのような司牧的

関心が示されていますか。
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(1)特別な司牧的関心は示されていない。

d) 養子縁組を行った向性結合の場合、信仰伝達に関してどのような司牧

活動が可能でしょうか。

(1)これまでのところ日本では例がないと思われる。

6. 変則的な結婚における子どもの教育

a) 通常の家庭で生み育てられた子どもと、変則的な結婚を行った家庭にお

ける子ども・未成年者の比率はおおよそどのくらいですか。

(1)厚生労働省の2013年統計によれば2.2%という報告例がある。

b) 変則的な結婚を行った両親は、どのように教会にかかわっていますか。

彼らの要望はどのようなものですか。秘跡を求めるだけですか。信仰教育や

一般的な宗教教育も求めることがありますか。

(1)両親が教会に求めてくるとしたら、その際両親がほかの人が受けてい

るものをすべて受けられると期待している。教会の結婚観を教える信

仰教育の機会となり得る。

(2)変則的な結婚(再婚した離婚者、重婚)で生まれている子どもは、カ

トリック国からの移住者を親としている場合が多い。教会は変則的な

結婚を認めないが、彼らは、自分たちがカトリック信者であるという

強い自己意識 (identity)を持っている。

c) こうした子供の両親が子供にキリスト教的教育を施すことを望む場合、

部分教会はどのように対応しますか。

(1)子供の家庭状況を理由にしての差別はない。子供を教会へ連れてくる

親はカトリックの信仰教育を子どもに受けさせたいと望んでいる。
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d) こうした場合に秘跡をどのように授けますかぐ秘跡を受ける準備、秘

跡の授与、同伴)。

(1)すべての子供は同じ扱いを受ける。変則的結婚の結果生まれた子ども

の場合も、洗礼・初聖体・堅信の準備は家族全員に福音を伝え家族を

信仰教育する機会になり得る。

7. 結婚した夫婦がいのちに開かれていること

a) 現代のキリスト信者は『フマーネ・ヴイテ』の責任ある産児に関する教

えをどの程度知っていますか。異なる家族計画の方法をどの程度自覚をもっ

て道徳的に評価していますか。このことに関して司牧的な提言があります

か。

(1)おそらく現代の信徒は教会の教えについて無関心か無知だと思う。

(2) おそらく日本の信者の大部分は『フマーネ・ヴィテ』を聞いたことが

ない。もし聞いたことがあったとしても、それは彼らの生活にとって

重要なことにはならない。彼らには、経済的、社会的文化的配慮、のほ

うがもっと大切なのである。

(3)受胎調節についての教会の教えが話題になった場合でも、多くの司祭

は、その点を強調しない。カトリックでない人と結婚した信者にとっ

て多くの場合実行不可能である。

(4)バチカンと現実の差が大きい。学校の性教育ではコンドームを使った

避妊を教えることが一般的である。

b) rフマーネ・ヴィテ』の道徳的な教えは受け入れられていますか。大多

数の夫婦がこの教えを受け入れる上で、もっとも困難なのはどのような点で

すか。
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(1) rフマーネ・ヴィテJの道徳的な教えは知られていないし教えられて

もいない。知っていても実行されていない。

c) 夫婦が『フマーネ・ヴィテ』の教えを実践する助けとなる、どのような

自然な方法を部分教会で推進していますか。

(1)ビリングス・メソドのような自然の方法の導入が試みられたがほとん

ど知られていない。日本の教会では性に関することはあまり話題にし

ない。

d) ゆるしの秘跡の授与と聖体の秘跡への参加において、このことに関し

てどのような経患食がありますか。

(1)中絶は別にして、避妊の問題に対して罪の意識は薄いようである。

e) 教会の教えと公教育の間に、この点に関してどのような違いがあります

か。

(1)概して言えば一般の教育では、堕胎、コンドームの使用(特にHIV/

AIDSを防ぐために)、離婚と再婚、そして全体的に、性と生殖の分離

を肯定的に教える。

f) どうすれば、子どもをもつことに関してより開かれた態度をもたせるこ

とができるでしょうか。出生数の増加をどのように推進できるでしょうか。

(1)多くの女性は家庭外で仕事をしており、そのために子どもの出生率に

影響が出ている。子どもの成人までの養育費、特に教育費は高いので

人々は多くの子どもを持つ気持ちが挫けてしまっている。多くの人々

は一戸建てではなくアパートに住んでおり、家には狭い生活空間しか

ない、育てるのを助けてくれる親類が近くにいてすぐ助けに来てもら

えるというネット・ワークが消えてしまった。経済の長期的見通しが

不確実であることも子どもを多く持たない動機となっている。
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(2)低い出生率の現象には経済的要因だけでなく、社会的要因も働いてい

る。女性は母であること以外の選択を望むようになっている。快適な

物質生活を送ろうとすれば大家族は困難となる。

(3)生まれる子どもが神の子の尊厳にふさわしく生きることができるよう

に、食料、健康・保健、教育を受ける機会に恵まれる家族計画を立て

る責任がある。

(4)教会は、以上のような理由で、この環境を改善するために、様々な方

法で政府や自治体に働きかける。また、家族計画を含めた結婚準備の

教育を充実させ、結婚は本来子供の出産と養育を目指すものであるこ

とを当事者に伝える。

8. 家庭と個人の関係

a) イエス・キリストは人格に関する神秘と召命を啓示しました。どうすれ

ば家庭はそのための特別な場となれるでしょうか。

(1)家庭の中で、たとえ信者が自分ひとりであっても、相手(配偶者相互

聞と子供たち)が神から造られたかけがえのない存在であると認める

こと。

(2)家族が互いの尊厳を認めて祈る。共に力を合わせ、補い合って生きる。

家庭内で、起こる様々な危機や困難にあっても、より大きな愛の計画を

信じて、キリストの十字架の犠牲に合わせ奉献する。こうして家庭は

真に愛の学び舎、家庭教会となる。また、人々、とくに困窮している

人々に対しての連帯、与えられた恵みの霊的・物的分かち合いによっ

て、世の人々への愛のあかしの場となる。

(3) どのような子どもも一緒に暮らし、暖かく見守ってくれる親のいる家

庭。だれもが、あるがままの存在を認められ、ひとりぼっちにならな

い、平和な家庭。遊びゃ歌が溢れ、学ぶことが楽しい家庭。間違って
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もやり直しが許され、自分の夢に向かつて歩むことができる家庭。子

どもがそのような家庭を経験できるようにすること。

(4) Iどんなときにも、あなたと一緒にイエス様が居てくださる。だから、

あなたは決してひとりぼっちではないのだと。その方こそ、人間の本

当の希望なのだ」。子供がそう感じられる家庭をつくること。

b) 現代の家庭のどのような危機的な状況が、個人がキリストと出会う妨

げとなりうるでしょうか。

(1)情報過多と消費主義・快楽主義・個人主義の蔓延。

(2)親は毎日の生活が多忙で、心のゆとりがなく、神と出会うことのでき

る内的静けさ、個人的な沈黙と祈りの時間さえ見つけ出すことができ

ない。

(3)子供たちは情報におぼれ、学校の後も習い事で忙しく、睡眠や遊ぶ時

間さえ乏しくなって、なかなか自分と出会う静かな時間がない。まし

てや有?ることはないだろう。

(4)両親が{動いているため子供が家に帰ってもだれもいない家庭が多く、

皆で一緒に食卓を囲むことも非常に少ない。そのため、家族が一緒に

話すこともなく、それぞれが懸命に生きているが、交わりがなく、孤

独で、愛し愛される経験が少なくなることもある。

(5) たとえば、夫婦が相手の人格に敬意を払わないこと。親が子どもを所

有物のように見なし、神からの授かりものとして敬意を払わないこ

と。

(6)家庭外では対人不信に陥るようなストレスや、人を物のようにみなす

価値基準に囲まれて生きているが、一人ひとりが信頼を取り戻す場と

しての家族の交わりは薄くなっている。神の永続的で、無私の愛を疑似
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体験できるような親の愛を経験できなくなっているこどもが多くなっ

ている。

(7) 内的な要因として、両親の使命感、責任感などの低下と希薄化があり

得る。外的な要因として、社会の世俗化、個人主義化、相対主義化な

どが考えられる。

(8) ドメスティックバイオレンス、幼児虐待、引きこもり、自死の問題は

教会にとって大きな課題となっている。公に語られることがないと同

時に、教会内でもそれに触れずにおこうとする風潮がある。とりわけ

キリスト者が極端に少ない地域では、家族内で、信徒は一人だけという

ケースが多く、し=きおいそういった家庭の内部についてはほとんど分

かち合われることがない現実もある。

(9) 若者たちの多くが都市閣に流出している現実から、高齢化が進み、多

くの信徒が教会との関わりを純たれ、孤独の内に人生を終わる可能性

も否定できない。またキリスト教系の老人施設も少ない現状では、一

般の施設に入居した信徒と、教会との関係は希薄になりがちで、人生

の終わりを、教会と関わりのないうちに過ごす可能性も高くなってい

る。公的病院や施設は言うにおよばず、民間の病院や施設において

も、宗教者の訪問を積極的に受け入れるところは少なしなかには宗

教者だというだけで拒否されるケースすらある。病院や施設で過ごす

高齢の信徒が増えている現実を見る持、人生の終わりにあっての信仰

の必要性を、教会外にも訴えていく必要を感じる。

c) 人々が経験する多くの信仰の危機は、家庭生活にどの程度影響を及ぼし

ているでしょうか。

(1)大きな影響を及ぼしている。昔は、夫婦の性格が合わないとか、価値

観が違うなど、今の離婚の理由として挙げられているようなことが

あっても、神への信仰を頼りに家庭生活の中での困難を堪え忍んでい

たこともあった。今は嫌だ、ったら我慢しなくてもいいという通念の中
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にあって、信仰があっても、あえて家庭の中で我慢してでもその生活

を続ける必要はないと思ってしまう。信仰者の家庭が、世間一般の価

値観に覆われている。つまり、信仰者としての人間観や人生観が家庭

の中で明確に反映されていない。したがって、信仰者の家庭に育ちな

がら、子供には、世間の価値観しか伝わらない。落伍者にならないた

めに勉強し経済力をつけるという世間の考えに踊らされているので、

召命が生まれる余地すらない。これが、信仰の危機が家庭に生み出し

ている一番大きな危機である。

(2)信仰の危機に伴い、神が家庭の中から消えていき、自己中心的で愛の

ない家庭へと変貌してしまう危険性がある。

(3)信仰の危機は、愛の危機でもある。それは、根本的に自分の存在と他

者の存在を受容できなくなるということであり、家庭生活の基本的な

部分(愛や信頼や安心感など)に大きな影響を及ぼしている。

(4) 目先のことのみに心も体も奪われ、魂のことについて考えようとしな

¥;)一口

(5)信仰の危機は、神との関係が稀薄になり、超越者に対する畏怖の念が

なくなることであるから、自己中心的になる。当然、人間関係は難し

くなり、家庭生活をも脅かす。たとえば、孤独死、高齢者の介護の拒

否、育児放棄、親が子どもをまたその逆の虐待、引きこもりの青年の

ケースなどがある。このように、現代社会が抱えている問題は、家族

が向かい合わないで、ばらばらに生きているということであり、それ

が家族・地域・信仰共同体の崩壊につながっている。まず、家族が家

族に関心をもって関わっていくことが緊急の課題である。

9. その他の問題と提言

上記の質問に示されたテーマに関して、ほかに緊急で考察を要する問題と

提言があればお示しください。
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(1)すでに困難を抱えている信徒に対する司牧に留まらず、すべての信徒

に向けて結婚、家庭について教会の教えを伝える工夫が必要である。

また、結婚を控えた男女信徒に対しては、結婚の現状が教会の教えか

ら遠く隔たっていることを示すだけではなく、信徒同士の出会いの

きっかけをつくるなど、教会として積極的に関わる必要もあるのでは

ないか。現状では、小教区で信徒に向けての積極的な関わりが、この

分野でできているとは言い難いが、同時に、結婚そのものの持つ意味

合いが社会全体の風潮の中で薄れてしまい、教会の中でも同じような

理解が広まっていることも司牧を困難にしている。

(2)質問と問題の設定が、家族全員がキリスト信者であるキリスト教国を

前提にしている。たとえば、マイナス要因として「混宗婚と異宗婚」

をあげているが、わたしの教区では大部分が異宗婚である。ここでは

家庭と訳しているが、家庭とは何か、家族とは何かが現在間われてい

る。結婚しない人たちの増加、単親家族の増加は、高齢者と高齢化し

た子どもの家族、など過去には想定していなかった家族の問題を引き

起こしている。

(3) シノドスが開催されるこの 2年間を「家庭年」とし、教会を挙げて家

庭を振り返り、家庭に関する福音理解を深める。

(4)家庭ゃいのちの大切さを説き続けることは重要だが、それを果たすこ

とができない人々に対して、教会は、裁き・批判ではなく、癒しゃ支

え、励ましを与える姿を示すものでありたい。

(5) 日本のような教会にとっては、「冠婚葬祭」の場を福音宣教の最適な

機会として生かすことにもっと力を入れるべきであると思う。(もち

ろん、これは日常の教会の典礼や活動を前提にした上でのことである

が)結婚にしろ、葬式にしろ、追悼ミサ・周年ミサにしろ、参加者の

多くは非信者である。はじめてカトリック教会に足を踏み入れる人も

少なくない。とすれば、これは直接的な福音宣教ではなくても、キリ

スト教の香りを伝える絶好の機会である。
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2 準備文書への日本司教団回答

これに関連することとして、「家族」・「家Jというものが陥りがちな閉鎖

的危険を考慮、に入れながらも、日本社会の家族主義の伝統の強さを前向きに

評価する必要がある。親戚の結婚式や法事や葬式には、何も勧めなくても絶

対といっていいほど素直に多くの人が参加する。ここには無視し得ない伝統

の力というものがある。教会は、それを可能な限り応用すべきである。教会

はまだまだ敷居が高いだけではなく、親切さやもてなし、という点で遅れて

いる。「旅人をもてなすことを忘れてはなりません。こっして、ある人々は

御使いたちを、それとは知らずにもてなしましたJ(ヘブライ 13・2) とあ

るように、この世界の旅路に疲れている多くの旅人が教会に来る。それが冠

婚葬祭の場であると思う。
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3. 岡田大司教発題(提出用)

2014年臨時シノドスにおける

日本カトリック司教協議会会長ベ卜口岡田武夫大司教発題

(intervention) 

l.歴史からみた信仰の継承と家族

( 1 ) 禁教時代の信仰の継承

2015年3月17日は日本のカトリック教会にとって特別に記念すべき日であ

ります。というのは、この日は、信徒発見よりちょうど150年目に当たるか

らです。厳しいキリシタン禁制と迫害の中で7代にわたってひそかに信仰を

守り伝えたキリシタン(キリスト信者)が1865年3月17日、長崎の大浦天主

堂でパリ外国宣教会の司祭に自分たちはキリシタンである、と名乗り出たの

です。

1549年、聖フランシスコ・ザピエルによってもたらされたキリスト教はま

たたく聞に多くの臼本人に受け入れられ、禁教令が発布された1614年には信

者数が50万に達していたと報告されています。 17世紀初期の日本の総人口は

1，200万(現在は12，500万)と言われますので、いかに宣教が成功したかとい

うことがうかがえます。それは、人々が乱世にあってこころのよりどころを

求めると同時にキリスト教の斬新さに魅了されたからでもあると思われま

す。しかしキリスト教の著しい発展とその背後にいる国を警戒した当時の最

高権力者豊臣秀吉により、 1587年、「伴天連追放令」が発布され、宣教師と

信徒合わせて26人が殉教したのをはじめ、 1614年に徳川幕府により全国に及

ぶ全面的なキリシタン禁令が布かれると、史料でわかるだけでも5，000人に

のぼる殉教者が生まれました。 1637-8年の島原の乱の後は、表面上キリシタ

ンは姿を消し、 1644年イエズス会司祭マンショ小西神父が殉教すると、日本

からは司祭の存在がまったく途絶えてしまったのです。

徳川幕府は「五人組制度」や「宗門改」を通し、また「絵踏」を行わせて、

キリシタンを厳しく取り締まりました。しかし、表面上棄教を装いながらひ

そかに信仰を守り信仰を次世代に伝えていたキリシタンがいたのです。彼ら

潜伏キリシタンは司祭の指導のない状態で、実に220年以上、自分たちで信
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3. 田大司教発題(提出用)

仰を守り通しました。これは教会史上稀な出来事であり、奇跡的な事実で

す。この「奇跡」が可能となったのは、なにより当時は同じ信仰を共有する

家族の粋が堅かったこと、また指導者(教えや典礼暦に通じた信徒)、授洗

者、そして指導者の教示を各家庭に伝達する者から成る組織が確立していた

からです。またキリシタンの多くは農水産業に従事していましたが、車体や

サンタマリヤの組、慈悲の組 (confraternity)などが地道な活動をしていま

した。

1858年の徳川幕府との修好通商条約に基づいてフランス人宣教師が長崎に

教会を建てました。そのおかげで、長崎の一部のキリシタンが彼と歴史的な

出会いをしました。しかし2年後の1867年から最後の迫害が起こり、1873(明

治6年)になってやっと禁教令が解かれたのです。その発布後260年のことで

した。

(2 ) 現代の日本の教会の信仰の継承

現代の社会の状況は潜伏キリシタンの時代とすっかり様変わりしていま

す。信仰の自由と宗教活動の自由は憲法において保障されています、しかし

皮肉なことに、激しい迫害下にあったときは信仰を次の世代に継承させるこ

とができたのに、基本的人権の保障されている現代において多くのカトリッ

ク信者は、自分の子どもに信仰を伝えるとことに大きな困難を感じていま

す。

その背景には、信者であっても信者でなくとも、一般的に現代の家庭が大

きな危機に面している、という事情が存在しています。

現代の日本の家庭の問題点は次の三点にまとめられます。

2. 現代の日本の家庭の問題点

( 1 ) 家族の紳の弱体化

第二次大戦後日本は高度経済成長を国家の基本方針とし、人々は都市とそ

の周辺へ集中して居住するようになりました。企業が人々の生活の中心とな

り、家族がともに過ごす時間が著しく減少し、父親の権威は低下しました。

子どもたちも、授業以外のクラブ活動や進学のための学習塾通いなどで非常

に多忙で、遊ぶ時間もありません。インターネットの普及もかえって家族の

間の「顔と顔を合わせての心の交わり」を弱くする結果をもたらしています。
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日本で家族そろって信者である場合は少ないのですが、家族が皆信者であ

る場合でも家族が一緒に祈る機会が極めて少なくなっております。また家族

が心を開いて話し合う機会も乏しく、苦楽を分かち合い助け合うという家庭

の機能は著しく減退しています。日本の社会は「無縁社会」であり「無縁死J
「孤独死jが増えていると報道されています。都会と田舎を問わず少なから

ぬ人々が孤独と不安の中に日々を過ごしているのです。

(2 )少子高齢化

日本人の平均寿命は非常に延びました。他方出生率は低下し、人口の減少

が憂慮されています。どこに行っても、元気に遊んでいる子どもの姿を見る

機会が減りました。高齢者は増加の一途をたどり、医療・介護の経費の負担

は増加する一方です。高齢者が如何に生きがいのある晩年をすごすのかが、

誰にとっても大きな課題になっています。

他方少子化は大きな社会問題・政治問題になっています。夫婦には子ども

の数を少なくするという傾向があります。その理由の一つは、子どもが多い

と教育費の負担が耐えられない、ということです。さらにまた、仕事を持っ

ている女性が多いため、育児に時間を割けないなど、出産・育児の環境が

整っていないことなどが大きな原因となっています。

( 3 )結婚の減少と離婚の増加

種々の理由で、結婚しない人、結婚したくとも相手が見つからない人が増

えています。他方、結婚しても離婚する人の数が増加しています。困難に遭

遇すると簡単に結婚を解消してしまう場合が少なくはありません。

家庭を建設し子どもを設けて育成するという、昔は当然のこととして行わ

れた人間の営みが危機に瀕していると言っても過言ではないでしょう。避

妊・中絶(あるいは堕胎)は一般化しております。

以上の傾向はカトリック信者にもかなりな程度で当てはまると思われま

す。

3.現代日本教会の試みとシノドスへ

[試み]

福音宣教推進全国会議:家庭を支える教会 (TheNational Incentive 
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3. 回大司教発題(提出用)

Convention for Evangelization) 

日本カトリック司教協議会は第二ヴァチカン公会議の教えを日本の社会で

実施し推進するために大規模な全国会議を二回開催しました。

第一回は1987年に開催され、「開かれた教会づくり」を標題にし、日本の

カトリック信者が日々の生活と信仰の聞の葛藤を如何に克服するのか、につ

いて分かち合い、多くの提案が司教協議会へ提出されました。

第二回はその6年後の1993年開催、「家庭の現実から福音宣教のあり方を探

る-神のみ旨に基づく家庭を育てるために-Jを主題とし掲げました。

第三国臨時シノドスのテーマがThePastoral Challenges of the family in 

the Context of Evangelizationで、ありますが、これは日本の司教協議会が

行ったこの第二回福音宣教推進全国会議の開催の趣旨に共通する部分が多い

と思います。そこで今21年前に行われたこの会議の結果を参考にしながら、

あらためて臨時シノドスの課題:The Pastoral Challenges of the family in 

the Context of Evangelizationにどのように対応したらよいのか、そのため

のヒントとなりうる提案は何であるのか、あらためて考えてみたいと思いま

す。

{対策と提案}

( 1 )教会共同体の責任

日本でカトリック信者は極めて少数です。圧倒的に世俗化が進み、経済成

長した社会の中で、圧倒的多数の他宗教の人々、あるいは宗教を信じない

人々のなかで生活しています。まさに「離散の教会Jの状態におかれていま

す。自分の家庭においても自分だけが信者である場合が少なくはありませ

ん。このような場合、教会共同体が家庭における信者の信仰を守り育てる努

力と工夫が必要です。信者の家族との交わり、人間関係を支え助けるために

は教会共同体が努力しなければなりません。家族関係で悩む人々、家族の病

気・障害のために相談相手となる部門を設置し、信徒を支援することも大切

です。

( 2 )典礼の充実と聖書の分かち合い

教会は社会で孤立している信者を祈りにおいて支え助けます。特にミサを

はじめとする典礼が大切です。厳しい現実を生きる信者の生きる支え、慰
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め、励ましとなる典礼(説教)が求められます。また、主日の福音と朗読箇

所を事前に学び、あるいは分かち合う機会を設けることが極めて有益です。

日の福音の分かち合い、ということが静かに浸透しつつあるのは喜ばしい

ことです。

(3 ) 分かち合い・共生の広がり

第二回福音宣教推進全国会議は「分かち合いJを推奨しました。分かち合

いは御言葉の分かち合いだけでなく、病気、障害、災害、差別、人権侵害な

どの深刻な問題で苦しむ人々との分かち合い、共感であり、彼らに寄り添っ

てともに生きる「共生」ということでもあります。東日本大震災は大変悲惨

な出来事でしたが、多くの人が救援活動に参加し、ボランテイアのグループ

が多数誕生しました。これは「共生Jのよい模範であると思います。

(4 ) 結婚式とその準備の充実

日本ではキリスト教はいたって少数ですが、例外的に多くの人々に歓迎さ

れている部分があります。それは結婚式です。多くの日本人は教会の聖堂で

結婚式を挙げることを希望します。日本の司教協議会は聖座から特別な許可

を頂き、条件付で、非キリスト者同士が聖堂で結婚式を挙げることを認めて

います。しかしそのためには、カトリック教会の結婚についての基本的な教

えに関する「結婚講座」を受講していただくことが条件になっています。

信者の結婚の場合はもちろん、結婚前のカテケージスが非常に重要です。

結婚の前に、結婚の意味、いのちの尊さを十分に学んでいただくことが極め

て重要であります。結婚準備のカテケージスは家庭における福音宣教の、不

可欠の重要な司牧の課題です。

結婚式には信者でない多くの家族と関係者が出席しますから、その折の説

教は福音宣教のよい機会となります。

またクリスマスは多くの信者でない人がミサに参加し、司祭の説教を聞き

(聖体拝領はできないのですが)司祭から祝福を受けて喜んで帰ります。

(5 ) 冠婚葬祭と福音宣教

東洋の文化では、冠婚葬祭の通過儀礼が大切です。日本で死者のための儀

式は社会の儀礼として重んじられています。カトリック葬儀にも多くの非キ
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リスト者が参加し、葬儀の典礼はよい評判を受けています。葬儀は「死」の

意味を教会外の人に説く貴重な機会です。そのための準備を大切にしたいも

のです。

さらに亡くなったかたがたのための追悼のミサも、また成人式の際の祝福

もあります。このような種々の通過儀礼のインカルチュレーション

inculturationを推進することは日本の福音化のために大いに益する所がある

と思います。

(6 ) 婚姻手続きの簡素化を

離婚者・再婚者のための司牧、そして法的な救済手続としての「無効宣言」

などの手続が簡略化されることを日本の司教協議会としてお願いします。日

本ではカトリック教会で行われている90%の結婚式が異宗婚(カトリック受

洗者と未受洗者の結婚)です。このような結婚ゆえに、結婚前には①自分の

信仰を守ること。②生まれてきた子どもに洗礼を授け、カトリック教育を施

すことを書面上だけで約束しでも、結婚後には教会のミサに来ることさえ難

しいことになり、子どもが生まれでも、結婚相手が未受洗者の場合には、子

どもの洗礼のことを言い出すことさえ難しくなってゆきます。このような約

束が果たせない状況にさらされており、まして離婚となった場合には、無効

宣言の手続きのために相手方を召喚したり出廷させたりすることなどは、ほ

とんど不可能な状態です。勿論のこととして、可能な限り、相手方へもこの

手続への協力を求めるべきですが、家庭内暴力があっての離婚や相手が精神

的な病気のために、そもそもそれに応じることが出来ない場合など、無効宣

言の手続きを担当する教会裁判所の裁量に任せて欲しいと思います。このよ

うな「カトリック信者同士の結婚を前提とした手続」を、異宗障害の免除と

同じように、必要な手続きからの免除を行う、という権限を司教協議会に与

えて欲しいと願っています。

(7 ) 教会が砂漠のオアシスとなる

著しく世俗化の進んだ日本の大都市でも、自分を越える偉大な神への思い

を心に秘めている人が少なくはありません。大都会に生きる人々は静かに祈

り、人生について考えるときと場所を必要としています。祈りの集いを企画

すると多くの人が参加します。信者でない人でも聖堂でしばらくゆっくり過
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ごす人が少なくはありません。大都市のカトリック教会は、できるだけ「開

かれた教会」でありたいと思います。

それは建物である聖堂に関してだけでなく、信者共同体についても同様の

ことが言えます。教会は悩み迷う人の話しに耳を傾ける用意のある人々の団

体でありたいと願っています。

「金がすべて」という価値観が支配的である日本の社会で、日本のカトリッ

ク教会は、主イエス・キリストの復活の光のしるしとなり、常に、地上を越

えた永遠の世界を指し示す、人々のための癒し、慰め、励まし、希望とし

て、歩みたいと願い、祈っています。
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4.総会メッセージ

世界代表司教会議(シノドス)第3回臨時総会メッセージ

2014年10月18日

わたしたち、シノドス参加司教は世界代表司教会議(シノドス)第3問臨

時総会のためにローマで教皇フランシスコと共に集いました。そして、様々

な大陸のすべての家族、とりわけ道であり真理でありいのちであるキリスト

に従うすべての方々にご挨拶申し上げます。皆さんが誠実さ、信仰、希望、

愛をもってわたしたちゃ世界に対して日々、あかししていることに敬意と感

謝の意を表します。

わたしたち、教会の司牧者はそれぞれ、様々な背景や歴史を持った家庭で

育ちました。司祭や司教として様々な家族と出会い、彼らのすぐそばで生活

し、彼らの喜びゃ苦労に満ちた体験談を聞いてきました。

このシノドス総会の準備作業は、世界中の教会に質問事項を送り、その回

答を得ることから始まりました。そして、多くの家族の体験に耳を傾ける機

会がわたしたちに与えられました。シノドス会期中の討議は、互いを豊かに

するものであり、家族が今、直面している複雑な現状に目を向けるのに役立

ちました。

キリストは次のように語っています。「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あける者があれば、わたしは中に

入ってその者と共に食事をし、彼もまた、わたしと共に食事をするであろ

うJ(ヨハネの黙示録3・20)。イエスは、聖地の道を歩まれたときに村々の

家を訪れたように、わたしたちの住む街の通りを今も歩き続けておられま

す。皆さんは、家庭の中で光と影を経験します。課題が生じ、大変な試練と

なる場合もあります。家族の心の中に悪と罪がはびこるとき、影は暗黒の間

へと深まるのです。
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最初に、夫婦の愛に誠実であり続けるという重大な課題について考えま

す。信仰の弱体化、価値観の低下、個人主義、人間関係の希薄化、内省を阻

むような激しいストレスが、家庭生活に影響を与えています。多くの結婚生

活の危機は、辛抱強く話し合い、ゆるし合い、和解し、ときには自らを犠牲

にする勇気もなく、簡単に扱われがちです。こうした過ちは、新しい関係、

新しい相手、新しい結びつき、新たな結婚をもたらします。こうして、家庭

状況が複雑になり、キリスト教的生活を選択する際に問題が生じるのです。

これらの課題の中で、わたしたちは生きることが試練となることについて

指摘したいと思います。わたしたちは、障害や重病を抱えた子ども、高齢者

の認知症、愛する人の死によってもたらされる苦しみについて考えます。こ

れらの試練の中で、勇気と信仰と愛をもって生きている多くの家族の方々の

自らを顧みない誠実さに敬意を表します。彼らは、その試練を自分に課せら

れた重荷とは考えずに、自分に委ねられ、自分が差し出すものとして受け止

めています。苦しんでいるキリストを肉体の弱さの中に見ているのです。

「貨幣崇拝と顔の見えない経済制度の独裁J(教皇フランシスコ使徒的勧告

『福音の喜びJ55) という悪しき制度によって生じる経済問題のことを考え

ましょう。この制度は人間の尊厳を侵害しています。失業のために家族の必

需品もまかなえない夫婦、希望もなく空しい日々を送る若者、そして麻薬や

犯罪に陥り、その餌食となってしまうかもしれない若者のことをわたしたち

は考えます。

わたしたちは多くの貧しい家族のことも考えます。彼らは生き残るために

小舟にしがみついたり、希望もなく砂漠をさまよったり、信仰や霊的、人間

的価値観のために迫害されたり、戦争や庄政による暴力の犠牲となったりし

ています。わたしたちは、暴力や搾取のために苦しんでいる女性、人身売

、保護者によって虐待される子どもや若者、侮辱され苦しんでいる多くの

家族のことも考えます。保護者は、本来、子どもを保護し、信頼関係のもと

で育てる人なのです。「繁栄の文化はわたしたちに麻酔をかけ、・・・・・・可能性

を奪われたことで先の見えない人々の生活はただの風景、自分の心を動かす

ことのないものとなってしまうのですJ(同54)。わたしたちは、共通善のた
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めに家族の権利を守るよう政府と国際組織に求めます。

キリストは、教会が、誰も締め出すことなく、いつも扉を聞いてもてなす

家となることを望んでいます。わたしたちは、夫婦や家族の内的、社会的な

傷に寄り添い、介抱する司牧者や信徒団体にも感謝・の意を表します。

さて、夜になると家々の窓の奥には灯りがともります。都会にある家、郊

外や村にあるつつましい家、粗末な小屋でもそうです。その灯りは明るく輝

き、心とからだを温めてくれます。夫婦の出会いによって灯されたこの灯り

には、結婚生活の出来事が映し出されています。これは、たまものであり恵

みです。創世記 (2・18) に記されているように、二人の人聞が互いに「助

け合う者Jとして同じように「向き合ってJいるのです。男女の愛は、真に

自分らしくあるためには相手が必要であることを教えてくれます。男女はそ

れぞれ異なるアイデンティティーを持ち続けながらも、自分を開き、自らを

与え合います。雅歌の中でおとめが歌っているとおりです。「恋しいあの人

はわたしのもの O わたしはあの人のものJ(2 . 16、6. 3)。

この出会いが正当なものであるなら、その道のりは婚約の期間、すなわち

待って準備する期間から始まります。それは、結婚の秘跡によって完全に実

現します。この秘跡において、神はご自分の刻印を押し、自らの現存と恵み

をお与えになります。この道には、性的な交わり、愛情、美しさも伴いま

す。それらは、若者の活力と若さを超えて長く続きます。その愛は永遠に続

き、愛する人のために自分のいのちを捨てることもいとわない所まで至りま

す(ヨハネ15. 13参照)。このように、夫婦の愛は回有で不解消であり、人

間的な限界からくるどんな困難も耐え忍びます。それは、もっとも一般的で

ありながら、もっとも美しい奇跡です。

この愛は、多くの新しいいのちを生み出すことによって広がります。それ

は、子どもを産むことだけでなく、洗礼やカテケージスや教育によって神の

いのちを与えること、いのちゃ愛情や価値あるものを差し出すことを意味し
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ます。それは、子どもを産むことができない人にもできることです。この道

を歩む家族は、すべての人、とりわけ若者にとって、輝かしいしるしとなっ

ています。

この旅路は、疲れや堕落によってしばしば険しいものとなりますが、神は

いつもそこにいて共に歩んでくださいます。家族は、夫婦、親子、兄弟の聞

に存在する愛情と対話の中に、神がおられることを体験します。彼らは、神

のことばに耳を傾け、日々の祈りをささげます。それは、日ごとに心がいや

されるわずかな時間です。福音に従って生きることの素晴らしさ、いのちの

聖性、そして信仰を子どもたちに伝えるとき、彼らは毎日、神を見いだしま

す。祖父母も深い愛情と献身をもってこの努めを分かち合っています。した

がって、家族とは、真に家庭教会です。それは教会共同体の一員である家族

をまとめる家庭として拡大しています。キリスト者の夫婦は、若い夫婦の信

仰と愛に関する教師になるよう求められているのです。

兄弟愛による交わりには、もう一つの表れがあります。それは、「受ける

よりは与える方が幸いであるJ(使徒言行録20・35) という主のことばを思

い起こしつつ、愛すること、与えること、そして悶窮する人、見捨てられた

人、貧しい人、孤独な人、病者、異邦人、危機にある家族のかたわらにいる

ことです。それは、持ち物を与えること、友情を示すこと、愛といつくしみ

を表わすこと、そして、真理と光といのちの意味をあかしすることなので

す。

主日のミサは、神と隣人との交わりにおけるすべての結びつきを集約する

頂点です。ミサにおいて、家族は全教会と共に主の食卓につきます。主は、

最後の出会いに向けて歴史を旅する巡礼者であるわたしたちすべてに、ご自

分をお与えになります。「キリストがすべてであり、すべてのもののうちに

おられるのですJ(コロサイ 3・11)。したがって、このシノドスでは、まず

最初に、離婚者と再婚者への可牧的配慮と聖体拝領が討議されました。

わたしたち、シノドス参加司教は、次回のシノドスにむけて共に歩むよう

皆さんにお願いします。つつましい家におられるイエスとマリアとヨセフの
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家族が、皆さんのもとに留まっています。わたしたちは、ナザレの聖家族と

の一致のうちに、世界中の家族のために御父に祈りを捧げます。

父なる神よ、すべての家族において、勇気と知恵に満ちた夫婦が自由で一致

した家族を築くことができますように。

父なる神よ、夫婦が平和のうちに家族と共に生活する家庭を築くことができ

ますように。

父なる神よ、子どもたちが信頼と希望のしるしとなりますように。若者が揺

るぎない心で忠実に献身する勇気を持つことができますように。

父なる神よ、すべての人の手に食糧が行き渡りますように。すべての人が心

に平穏を感じ、簡の中でも信仰の灯りをともし続けることができますよう

父なる神よ、わたしたちが皆、より忠実で信頼できる教会、公正で人道的な

社会、そして真理と正義とあわれみを大切にする世界の実現を目にすること

ができますように。

(原文:イタリア語)
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あとがき

2015年に行われた世界代表司教会議14回通常総会について、この度本書を

もって、皆さまにご報告することとなりました。今回は、 14年の第3回臨時

総会と合わせて 1冊の報告書としました。互いに関連し合う 2つの総会で

あったためです。 2回分の報告となったこともあり、完成まで通常より時間

がかかりましたことをおわび申し上げます。

臨時総会のリネアメンタ翻訳から始まり足かけ3年ほどの作業となりまし

た関係で、すでに中央協議会のホームページで発表済みの文書と若干変更に

なっているところがあることをお伝えいたします。とくに、通常総会のリネ

アメンタについて、討議要綱で引用されている箇所で若干変更されていると

ころがあります。

昨秋の通常総会の最後に、『最終報告書 (Relazione五nale)jが作成され、

6つの言語(英、仏、独、伊、葡、西)の文書が教皇庁のホームページ上で

公表されました。本来なら、邦訳をすべきところですが、おもに 2つの理由

で、割愛させていただきました。(1)教皇フランシスコがシノドス後に発表

する使徒的勧告が、異例の早さで、今年の復活祭のほぼ2週間後、 4月8日

に公布されたこと、 (2)上記『最終報告書Jの大部分が、教皇の使徒的勧告

の内容と震なること、によってです。

いずれにせよ、この使徒的勧告は、早々に中央協議会から翻訳出版される

予定です。この使徒的勧告がよりよく理解されるためにも、その作成のプロ

セスを伝える本報告書が、皆さまの現場での宣教司牧活動に資するものとな

るよう願います。

長崎教区 高見三明大司教
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