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2020年 聖書週間（11月15〜22日）
テーマ：あなたはたたえられますように　LAUDATO SI’

わたしの生まれたところはボストン市です。大西
洋沿岸の町ですが、一年中、海は氷のように冷たく、
灰色です。沖縄に来るまではエメラルドグリーンに
かがやく美しい東シナ海を見たことがありませんで
した。沖縄に来てから四十年たったいまでも、よく
青い海を見るために、景色がよい場所に車を止め、
海岸で海を見ながら黙祷します。しばらくすると、
心に聖書の言葉が浮かんできます。「海と川よ、主
を賛美し、代々にたたえ、あがめよ」（ダニエル書
補遺、三人の若者の賛歌より）。海は沖縄を育んだ
母です。ですから海を母とする沖縄の人は海人「う
みんちゅ」とも言えるでしょう。戦争で沖縄全体が
壊滅したとき、食物がなかったので、海の幸が多く
の人のいのちを救いました。主よ、母なる海によっ
て、あなたはたたえられますように！

聖書の観点から考えると、人間だけではなく海や
山なども神さまを賛美しています。人間にはその賛
美の声が聴こえていませんが、神さまには聴こえて
います。「とどろけ、海とそこに満ちるもの　世界
とそこに住むものよ。潮よ、手を打ち鳴らし　山々
よ、共に喜び歌え　主を迎えて」（詩編 98：7-9a）。
また「いのちを愛される主よ、すべてはあなたのも
の、あなたはすべてをいとおしまれる」（知恵の書
11：26）とあるように、神さまがすべてのものを愛
してくださったから、すべてのものは神さまを賛美
しているのです。

ところで「いのちを愛される主」は人間を創造さ
れたとき、特別な任務を与えました。「神は、ご自
分にかたどって人を創造され」（創世記 1:27）、その
かたどりである人間を被造物の管理者として任命
し、これを委ねました。「神は彼らを祝福して言わ

れた。『産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。
海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配
せよ』」（同 1：28）。この任命の意味は、すなわち愛
そのものである神さまのように、愛する者となるた
めに、必要な自由をもって、すべての存在・いのち
あるものをいつくしむという使命を与えたというこ
とです。 

イエスさまは自然をいつくしみ、自然を通して多
くのことを語り、教えられました。野の百合、空の
鳥、木とその実、100 匹の羊などのたとえ話が新約
聖書に書かれているとおりです。教皇フランシスコ
もイエスさまの模範に従って、自然を通して多くの
ことを教えます。

「川は自分の水を飲みません。
木々は自分の実を食べません。
太陽は自分自身を照らしません。
花々はその香りを自分自身に向けて流しません。
他者のために生きることが自然界の法則です。
私たちは皆、互いに助け合うために生まれてきま
した。」

すべての生きているものはいのちの光と死の影の
合間を歩んでいます。聖書の一貫した教えは、すべ
てのものが神さまの御手によって生かされ、存在し
ているということ。そして人間があらゆるものの存
在といのちを育むことは神さまの御心に適うという
ことです。神さまは「いのちを愛される主」だから
です。

巻 頭 言

カトリック那覇教区司教
ウェイン・フランシス・バーント

　いのちを愛する主よ

聖書に親しむ
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御受難修道会司祭

テーマに選ばれているフレーズは、フランシスコ
教皇の環境保護の回勅のタイトル（ラウダート・シ）
です。これを「環境の観照」を勧める言葉として考
えてみたいと思います。

環境保護に関しては、かならずといっていいほど、
「人間中心主義からの脱却」が訴えられます。もと
もと、これは教会外からのキリスト教批判でした。
つまり、この宗教の持っている人間中心主義が近代
の物質文明を生み、それが地球環境の放

ほう

埓
らつ

な搾取を
生んだのだという批判でした。ある時期からは、教
会自身が現代文明に向けて、「人間中心主義」とい
う批判をするようになりました。「ラウダート・シ」
でもそれは強調されています（同回勅 115 以降）。

しかし、わたしたちキリスト者は、キリスト教と
いう宗教にはもともと「人間中心主義」が内在して
いるという自覚を持つべきだと思います。根本的に
は神中心主義ですが、人間は被造物の精華であり、
頂点です。神以外のすべての事物を、フラットに平
等の価値のあるものと見るわけではありません。そ
もそも、どんなに環境保護に目覚めても、スズメバ
チは容赦なく駆除しています。アゲハ蝶とゴキブリ
を同じように美しいと主張する人はまれでしょう。
地球温暖化が深刻な問題なのは、母なる地球という
より、やはり人間自身の生存が脅かされているから
です。わたしたち人間は、有益か有害か、美しいか
醜いかを、まずは人間の視点で判断しています。そ
れは間違いではなく、そうあるべきなのです。ただ
し神は、人間たちが「自分たちの視点」を常に深め、
広げていくことを求めておられると思います。よく
使われる「管理者」という言葉は、神が人間に期待
されている自主性や創造性を、まだ十分には表現で
きていません。

人間中心主義の批判だけをして事が済むわけでは

ないということは、回勅の中でも指摘されています。
「人間より劣った存在に内在的価値を認めない技術
主義」と同時に、「人間に何ら特別の価値を認めな
いもう一方の極論」を退けようとしています（同
118）。これをきちんと指摘したことは、思想的な文
書としての「ラウダート・シ」の優れた部分です。
しかし、人間自身の生存と美的感覚を重視しつつ、
被造物をただ人間のために存在している手段道具と
はしない生き方は、最終的にはどういうものになる
のか。それは私たちにはまだよくわかっていません。
長い時間を経て、少しずつ身に着けていかねばなら
ないでしょう。

しかし、今ここで出来る努力があります。それは
観照（contemplation）です。人間は人間中心主義
を完全に脱却できるものではないのですが、しかし、
そこから一時的に退く（retreat）ことはできます。
自分を囲む環境を、有益有害や美醜という判断を一
時保留して、「神によって創造されて、そこにある
ものとして見つめる」。私たちが美しいと称賛して
いる景観は、本当に自分自身の目でじっくりと見つ
めたものでしょうか。テレビ番組や風景写真によっ
て脳裏に植えつけられたイメージということはない
でしょうか。この世界は神によって創造されたもの
であることを知りつつ、しかし自分自身の目で、そ
こにあるものをただ見つめる時間を持つべきでしょ
う。美しいとされる里山や棚田だけでなく、都市の
ビル街や工場立地のたたずまいも静かに見つめる。
そういう時間を持つことによって、「創造主である
あなたはたたえられますように」という祈りを魂に
刻んでいくことができます。環境保護の活動が、こ
れまでとは別の人間中心主義（たとえば観光産業）
を導入するだけのことにならないために、「環境の
観照」は必要な時間です。

あなたはたたえられますように
來住　英俊
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みことばを深める

「すべてのいのちを守るため」に聖書を味わう

「すべてのいのちを守るため」をテーマに、昨年
来日された教皇フランシスコは、各地で「時のしる
し」となり、日本と教会の問題もあらわにしてくだ
さいました。「すべてのいのちを守るための月間」
最終日であるアッシジの聖フランシスコの祝日（10
月 4 日）がはからずも主日となった今年、はじめて
の月間を過ごすことができたのは意義あることでし
た。教皇回勅「ラウダート・シ」の黙想は、みこと
ばの良き解説書（導き書）となり、さまざまな現代
社会の問題の中に生きるわたしたちに、イエスの「立
ち位置」を確認させてくれます。人間の利権によっ
て自然がむさぼられている（ローマ 13：9）ことなど、
今の時代に環境破壊への警鐘を鳴らしています。

聖書は、社会の問題をつまびらかに示してくれる
書と、わたしは感じています。言葉の行間を味わう
ために、学びと識別も必要です。「みことば」を神
の言葉として、「盲目的」に向き合うなら、本当の
味わいはないものと考えます。教会員として陥りや
すい「従順」という病に取り憑かれないように、み
ことばを語るリーダーは気をつけねばならないで
しょう。そして時代のしるしとして力強く語らねば
なりません。

神はイザヤに、口に炭火を触れさせ、語らせまし
た（イザヤ 6：6-7）。若いエレミヤは、イスラエル
の民の悲惨さに押しつぶされ、語ることを止めよう
としますが、骨の髄まで沁みた主の言葉は火のよう
に燃えたぎり、「わたしの負けです」（エレミヤ 20：9）
と、慈しみとまことを再び語り出します。わたした
ちは、世の不正に、不義に苦しむ者たちのため、毅
然として語る勇気を持つべきでしょう。神は聖霊に
よって、その力を与えてくれます。そして、神はエ
ゼキエルに、巻物を食べ物として与えた時のように、

それは「蜜のように口に甘かった」（エゼキエル 3：3、
詩編 119：103、黙示録 10：9 参照）と語らせるのです。

わたしにとって、時のしるしのような印象的な場
面を紹介しましょう。マルコによる福音書第 3 章で
す。イエスは、安息日に、しかも会堂内で、手の萎
えた人を「真ん中に立たせ」、その手を癒やされま
した。そして、ヘロデの手下に成り下がったファリ
サイ派の人々は、イエスを亡き者にしようと企みま
す。彼らの心には、政治利権と既存する社会治安を
守る思いしかなく、排除と差別の中にある人々が見
えていません。現代の社会は、いかがでしょうか。
コロナ禍の世界にあって、社会の安全性のために、
感染予防として止むを得ない一時的処置が取られま
すが、それが「善いこと」であるかのように、勘違
いされている向きがあります。処置の必要性は一時
的に生じますが、隔離することは、決して良いこと
ではありません。人権を無視して社会の安全を守る
立ち位置に陥りやすいのは、イエスの時代と変わら
ない人の姿です。必要性と善悪は別問題です。イエ
スは慢性的に共同体から引き離されている人を、真
ん中に引き戻します。

他にも、聖書の父権的な解釈や表現も今後の練り
直しなどが必要でしょうか。

みことばを深めたいなら、わたしたちは新しいぶ
どう酒を注がれるために、新しい皮袋となっていく
姿勢を大切にしたいものです。

長崎教区司祭 川口　昭人



良 書 の す す め と 読 み 方

回勅　ラウダート・シ　　ともに暮らす家を大切に
教皇フランシスコ
2016年　カトリック中央協議会	 1400円＋税

教皇レオ十三世の『レールム・ノヴァルム』（1891 年）を嚆
こう

矢
し

とする社会回勅の中で、
初めて環境問題が中心テーマに据えられたのが、この『ラウダート・シ』です。「わ
たしたちは、環境危機と社会危機という別個の二つの危機にではなく、むしろ、社会
的でも環境的でもある一つの複雑な危機に直面している」（同回勅 139）と教皇は説き、

「総合的な（インテグラル）エコロジー」という概念を提唱しています。貧困や南北
格差といった問題と環境問題とは、根を同じくしているのです。そうした考察を踏ま
えて教皇は、行き過ぎた消費主義を反省し、もはや持続不可能であって「将来世代に
瓦
が

礫
れき

と荒廃と汚物を残」す（同 161）現代のライフスタイルを転換するよう、わたし
たち一人ひとりに強く訴えかけています。

今なお終わりの見えないコロナ禍にあってわたしたちは、『ラウダート・シ』に先見
的に示された「あらゆるものはつながり合っている」ということを、身をもって実感
しています。一つのウイルスの流行が、日常生活はもちろん、人間関係にも信仰生活
にも深く影を落としています。そしてまたわたしたちは、人間相互がもろさのうちに
つながっているということも実感しています。ですから、広範で長期に及ぶ脅威に対
するには、何よりも連帯が求められるのです。本書収録の文書を通して教皇は、苦し
みの最中にあっては「無関心なエゴイズムというウイルスに侵される」危険があると
警鐘を鳴らし、各人が責任を負って貢献することで、自分も他者も将来世代も豊かに
なる時代を作り出すよう教えています。

パンデミック後の選択
教皇フランシスコ
2020年　カトリック中央協議会	 500円＋税

2001 年の初版から 16 年後に出された増補新版。「増補」とされるとおり、いのちを
取り巻くさまざまな危機が、いっそう広範に取り上げられています。新たに挙げられ
た項目のどれもが重要であることはいうまでもありませんが、なかでも「格差」に目
を向けたことは、現代の諸問題についての考察として特筆すべきことです。教皇フラ
ンシスコは、格差のある経済は「人を殺します」とはっきり述べ、「排除と格差が取
り除かれないかぎり、暴力を根絶することは不可能」だと言い切っています（使徒的
勧告『福音の喜び』53、59）。ですから、格差を容認することは、殺人に加担するこ
となのです。日本の社会にも深刻な格差が存在しています。それは、連帯をもってわ
たしたちが解決すべき喫

きっ

緊
きん

の課題です。

いのちへのまなざし【増補新版】
日本カトリック司教団
2017年　カトリック中央協議会	 500円＋税
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◆編集後記◆
昨年の聖書週間のテーマは「すべてのいのちを慈しむ」。今年は、教皇フランシスコの訪日テーマ「す
べてのいのちを守るため」を、みことばの黙想を通して準備するものとして選びました。教皇から多く
のメッセージを受けた日本の教会は、今、それを具体的に生きるよう招かれています。わたしたちを取
り巻く自然を通して、環境の観照を通して、みことばを深めることを通して、「あなたはたたえられま
すように」の賛美の祈りをささげ、行動につなげる決意を新たにしていきたいものです。
◆献金のお願い◆
この「聖書に親しむ」は無料で配布しておりますが、諸経費を含め聖書に関する活動のためにご寄付い
ただければ幸いでございます。その際は、下記へご送金くださいますようお願いいたします。

振込先：　郵便振替　00130-6-36546　（宗）カトリック中央協議会一般会計口


