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「ＴＭＲＩが継承していく道」 

東條隆進 東京ミッション研究所新所長、キリスト兄弟団弥生台
教会牧師、早稲田大学名誉教授 

東京ミッション研

究所初代所長ロ

バート・リー博士、

前所長金本悟博

士の後を受けて、 

当研究所所長職を継承することになった東條

です。ロバート・リー博士によってグローバル時

代の宣教学のあり方を求めてミッション研究所

が立ち上げられました。世界水準の宣教学の

あり方を追求して、現代の最高水準の研究者

を招聘して研究会を開催しました。そしてボッ

シュの「宣教パラダイム転換」をはじめとする宣

教学の古典となる著書を翻訳しました。 

金本悟前所長はポスト・モダンの宣教学のあ

り方、教派神学の現代化を追及しています。東

條の使命はアジアの福音宣教学の前進に貢

献することだと思っています。神戸ルーテル神

学校、東京基督教大学と共に東京聖書学院

が協力してアジア神学大学院（ＡＧＳＴ/Ｊ）を設

立しました。２１世紀はアジアの世紀であるとい

われています。コンスタンチヌス体制以降のキ

リスト教神学は終焉を迎えていると言われてい

ます。ホロコウスト、アパルトヘイトのイデオロギ

ーを提供した神学は終焉を迎えました。 

ロバート・リー博士は日本宣教の不可避の

課題は天皇制問題であると指摘しました。文明

の衝突の中心問題は「明治憲法」に規定され

た天皇制のあり方でした。５：１５、２：２６事件か

ら太平洋戦争の根底に天皇制の権力のピラミ

ットハイラルヒー、統帥権問題がありました。こ

の絶対的権力のピラミット体制は戦後の日本

の教会の戦争責任問題に引き継がれ、教会の

ピラミットハイラルヒーに転換しました。コンスタ

ンチヌス体制の問題点を日本の教会がそのま

ま抱え込みました。靖国問題、従軍慰安婦問

題は今でも教会の最大問題です。それに広

島・長崎原爆投下問題、福島原子炉問題が加

わります。しかしこれらの諸問題はすでに国際

政治問題化し権力闘争のイデオロギーとして

戦争・紛争の道具にされています。 

 キリスト者は神・罪・救いの神学でこの罪の問

題を克服しなければならない事態に追い込ま

れています。すでにボン・ヘファーが「安っぽい

恵み」信仰に沈み込んだ教会が「高価な恵み」

としてのナッハフォルゲ・クリスティの群れにされ

る以外、残された者にされることは不可能だと

預言した通りです。 

 この問題はカトリック、プロテスタント双方の課

題です。日本宣教協力のために「日本宣教学

会」が立ち上げられました。まず教派神学間の

協力を進めることを通して日本宣教に貢献す

るという使命から「日本宣教学会」がカトリック、

プロテスタントの１６世紀以来の対立を乗り越え

る試みを続けています。 ６頁につづく 
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Ⅰ 渡辺善太全集との出会い  

 

今日ここに渡辺善太の全集を持参しまし

たが、この中には「聖典論」、「解釈論」、「神

学論」の３つが入っております。私は３０歳

少し前に聖書解釈学を勉強したいと思いアズ

ベリー大学に留学しました。そこで発見した

のは、自分が既に渡辺善太の著作集から学ん

でいたことだったということでした。 

 聖書解釈には二つありまして、一つは世

の中から借りてきた方法論による極めて科学

的なものです。山に例えれば色々なものを観

察しながら頂上まで登っていくというもので

す。しかし、渡辺善太師はそれだけでは駄目

だというのです。頂上まで登ったら、今度は

頂上から全体を見渡して帰納法的な学びをす

るようにというのです。つまり部分的な学び

ではなくて全体を観察する方法です。 

解釈学においては、全体を見渡して解釈を

するという後者の方が重要です。学問に関し

て言えば、批判が必要です。各々がどう思う

かという率直な意見の交換が大切なのです。

私はアズベリー神学大学院での講義に満足が

いかず、持参した渡辺善太全集の「聖典論」、

「解釈論」、「神学論」の３冊を読破しました。

自分は何のために留学したのか、これだけの

学者が日本にいるのに自分は一体何を考えて

いたのだろうかと自問自答しました。 

 

Ⅱ 「聖書的説教とは」の定義 

 

渡辺善太師によれば、「聖書的説教とは、

徹頭徹尾『聖書に始まり、聖書により、聖書

に終わ』説教」である。そして構造的にいえ

ば、そのテキストが聖書の聖句からとられる

だけでなく、そのテキストが示している主題

が、首尾一貫し、一つの論理によって貫かれ、

そして高められ、深められ、広げられて、そ

の全体が上昇的にまたは下降的に、あるいは

帰納的にまたは演繹的に発展させられ、そし

て全体が徐々にしぼられて、聖書的に結論付

けられる説教である。しかしこの言葉通りに

できている聖書説教というものは、一説教者

それぞれが望んではいるが、 それが本当に

できることは一生涯に何回と数えるほどしか

ないだろう。」ということです。 

納得のできる説教が一生のうち果たして

何回あったろうか。渡辺先生でも一度もない

そうです。それほど説教は難しいのです。 

「聖書的説教の性格について」「聖書的説

教の構成について」加藤常昭師が書いておら

れるが、かつて先生が銀座教会の牧師をして

おられた時、第３日曜日だけは渡辺善太師が

説教されたので私も３回ほどメッセージをお

聴きしました。それは人々を笑わせる説教で

した。そして一度聴いたら忘れられない説教

をされるのでした。渡辺先生の説教は感動す

るだけでなく、頭にバチッーと入ってしまう

のです。それほど論理的、印象的なのです。

なるほど、こういう説教が「説教ができた」

というものかと思いました。第３の聖日だけ

は超教派の集まりでした。やはり色々な人の

説教を聴くことが必要なのではないでしょう

か。そうすると自分の説教がどの程度の説教

かよく分かり、自分も発奮して頑張ろうとす

るのではないでしょうか。 

 

 

2015 年 2 月 23 日（月）東京ミッション研究所 冬季フォーラムより 

        聖書的説教の一方法 
 

    齋藤孝志 （東京聖書学院名誉教授、東京ミッション研究所理事） 

      レスポンダント： 金本悟 （練馬神の教会牧師・ＴＭＲＩ理事（前所長） 

      ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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Ⅲ 長年追及してきた説教 

 

ＴＭＲＩの働きや使命についていえば、や

はり外国の先生方のものを単に真似するので

はなく、独創的なものを考え生み出すことが

必要だと思います。 

私自身は他の人がやらないこと、考えない

ことをするということをモットーとしており

ます。私の説教はレジメにありますように、

まず主題です。次が中心聖句。私が一番力を

入れているのは構造です。全体を理解するた

めには構造をまず知らなければならない。構

造とは何かといえば聖書全体の内容をはっき

りとさせることです。その第一は緒論です。

緒論はこれから語ることの問題点は何かを明

らかにすることです。その次は本論です。本

論の役目は緒論によって提示された問題を更

に展開していくものです。そして最後は結論

です。皆さん驚くかもしれませんが聖書６６

巻全体は極めて論理的です。起承転結がはっ

きりしています。 

私の聖書解釈の第一の特徴は構造ですが、

もう一つは「諸関係」ということです。その

中には「前後関係、相互関係、時代との関係、

現代との関係、私との関係、意味」などが含

まれます。 

そういう関係を大切にして読んでまいり

ますと聖書がよく分かります。最後に、み言

葉と私との関係を考える必要があるのではな

いかと思います。そして一つ一つの言葉の意

味を深く考える必要があるのではないかと思

います。マルチン・ブーバーは「関係の神学」

ということを考え出した人です。私の聖書解

釈においては、この関係ということが非常に

重要な言葉になっております。 

以上が私の聖書解釈学の原則となってい

ます。私たちにとっては自分で考えることが

大切です。そのためにも、この渡辺善太著作

集Ⅱ『聖書的説教とは？』をお薦めします。 

  

Ⅳ 渡辺善太師の根底にあるもの 

 

ホーリネスの中田重治師に導かれた渡辺

善太師はどこで救われたと思いますか。ホー

リネスの中田重治師が説教していた福音伝道

館だったのです。彼は独協の高校にいて酒を

飲んでは喧嘩していたようですが、親戚に伝

道者がいたということです。彼の父は伊豆で

医者をしていたが、その親戚に息子をまとも

な者にしてほしいと頼みました。一番まとも

になる道は教会に行くことだと思うができれ

ば改心にまで導いてほしいと頼んだそうです。

初めはよく分からずに行っていたが、続けて

行くようになり次第にイエスさまはどういう

お方か、その救いとは何かということが分か

ってきたのです。とうとう力強い中田先生の

説教によって見事に救われました。そして自

己反省をして真面目に生きていこうという改

心の経験をしたということです。これは有名

な話です。 

私は留学から帰り、聖書学院の職員住宅に

住んでおりましたが、学院の児童伝道者とし

て有名な野辺地天馬先生と親しくなり、先生

の妹さんのご主人が渡辺善太師だとお聞きし

ました。早速紹介状を書いていただき先生を

お訪ねしました。先生の家の玄関に聖書の言

葉が書いてありました。詩篇 119 編 130 節「み

言葉うち開くれば光を放ち、愚かな者をさと

からしむ」でした。「君、これを知らないのか。

これは聖書解釈学において最も大切な言葉だ」

と先生は言われました。み言葉が打ち開かれ

なければ、「聖書読みの聖書知らず」と同じだ

ということでした。つまり聖書を読んでも聖

書を理解することはできないということです。

また聖書しか知らない人には聖書が分からな

いともいえると思います。 

人の真似をするのでなく、自分の頭で独創

的なことを考え、独創的なものを生み出して

いくことが大切だと思います。人真似に何の

意味があるか、もっとプライドを持ってほし

い。 

痩せても枯れても自分の頭で考え、生み出

していくこと。私は脳梗塞を７回起こし、右

手がきかず足も悪いですが、今でも本を書い

ています。不可能ということはありません。

共に頑張りましょう。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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   レスポンダント： 金本悟氏 

 

まず斉藤先生が渡辺善太著作選Ⅱ『「聖書

的説教とは？』を紹介してくださったことに

感謝します。またこれを機会に、この著作集

を読み直す機会を与えられたことにも感謝す

る次第です。 

最初に先生がお話くださったことの中で

一番大切だと思うことから話させていただき

ます。先生は部分的解釈と全体的解釈という

所で、高みに登って全体を俯瞰する力、まず

構成力の大切さを教えられました。聖書全体

を理解したうえで聖書の個々の部分を見ての

釈義、そしてそこからメッセージをしていく

姿勢ということだと思います。 

先生は渡辺善太師の説教論を語っておら

れますが、私は先生ご自身がその説教に生き

ておられ、そこから説教を語っておられると

いうことを感じております。先生は東京ミッ

ション研究所が創られた当初から東京聖書学

院にロバート・リー師を引き抜いてこられま

したが、先生には人を見抜く力がおありでし

た。全体を見抜く力と同時に、それを行動に

移していく方でした。先生はそれは聖霊の導

きの力によるとおっしゃって、それに従って

説教し行動しておられたと思います。 

この『「聖書的説教とは？』の中で私は以

下のことを学びました。一つは説教者は個人

の救いのために命がけで働かなければならな

いということと、もう一つは悪霊との戦いを

意識しなければならないということでした。

悪霊との戦いは単なる倫理的なものだけでは

なく、社会構造その他全体的なものを見、今

どこに悪が働いているか見抜いた上で、メッ

セージを語っていくということです。 

先生の４つのメッセージがレジメに載っ

ていますが、その中の「イエスの兄弟・キリ

スト論」（ヘブライ人への手紙２章１０－１８

節）を見ますと、渡辺善太師のメッセージが

本当にこういう形で展開するのだなあという

実例という形で読ませていただきました。１.

緒論、２.本論、３.結論というように書かれ

ていますが、１のところでイエスが私たちを

「兄弟」と呼んでくださり、「しもべ」とは呼

ばないというのは「イエスと私たちの関係を

革命的に変える言葉です」と言い表されてい

ます。2.においては「わたしは、あなたの名

をわたしの兄弟たちに知らせ、集会の中であ

なたを賛美します」とあり、ここでは悪霊と

の戦いもさることながら個人の救いというこ

とを語っていると思います。その働きのため

にイエスは私たちを兄弟と呼んでくださって

いるというのです。そして、そのようなこと

を聖書全体の構造の中からしっかり掴み、そ

れをわずか９節の言葉の中で読み説いておら

れます。 

東京ミッション研究所から『聖をめざす旅』

という本を出しています。著者アラン・クラ

イダーは「一書の人＝聖書だけ」と言えると

思いますが、ジョン・ウェスレー同様多くの

人と対話しています。そして、その対話の中

で多くの人が同僚となって一緒に旅をしてい

るのです。私は渡辺善太師がこの本を読み、

著者アラン・クライダーと対話をしたらきっ

と「自分が言いたいことを君は書いてくれ

た！」と言うだろうと思います。まさに時代

を超えて対話している巨人がここにいるなあ

と思いました。また斎藤先生はそれを命を賭

けて紹介してくださり、数度の脳梗塞にもか

かわらず聖霊を信ずれば不可能なことは無い

と皆を励ましてくださいました。 

追加として、渡辺善太著作選Ⅱ『聖書的説

教とは？』に載っている」加藤常昭先生によ

る紹介文がとても素晴らしいことをお知らせ

いたします。    

 

 

※ 本稿は、御茶ノ水クリスチャンセンターに

て開催された、冬季フォーラムの録音デ

ータを中川美弥子主事が書き起こし、編

集したものです。 
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東京ミッション研究所の所報が第 80 号を

数えることとなり、この記念号に、長年東京

聖書学院で解釈学を教えてこられた齋藤孝志

師の講演を掲載することが出来たことに、感

謝している。 

さて、日本は世界の中でも最も困難な宣教

地としてしばしば紹介される。真実に福音に

生き、伝えようとしてきたキリスト者の存在

が、社会を変革する力を失い、逆に時代の流

れになびいてしまう脆弱な共同体となってし

まった。今や宣教の在り方も、その動機や目

的なども、混沌の中で方向性を失い、出口を

見出せないと言わざるを得ない。そんな時こ

そ、まず問わなくてはならないことは、聖書

に立ち返り、その聖書をどう理解し、解釈す

るのかということであろう。 

ところが、「聖書に立ち返り、そこから自

らを問う」という課題は、初代教会から現代

にいたるまで、何度も繰り返されてきたにも

かかわらず、この作業自体が、多くの混乱を

招いてきた。聖書が何を言っているかの主張

が、その主張している人の聖書解釈がどうで

あるかの問いの前に立たされざるを得ない事

態が生じてきたことは、歴史が伝えている。

聖書解釈の内容の議論から、聖書解釈の方法

の議論へ、さらには、解釈とはそもそも何な

のかという問いへと突き詰めざるを得ない事

態が起きたのである。こうした解釈学の課題

は、実に幅広い領域と関連しながら展開して

きたが、今やそれらは、聖書だけにとどまら

ず、人が何かを理解し、表現し、それが何ら

かの形で残され、テキスト化されたものが、

その後どのような課程で、読み手によって解

釈されていくかについての総合的な研究へと

展開されている。私たちにとって、いよいよ

重要な領域として、目が離せない。 

今回、渡辺善太の聖書解釈論から、テキス

トそのものの構造を重視し、聖書そのものが

扱っている課題をそのまま現在の読者に響か

せることの重要性を齋藤師は主張した。さら

に、テキストの側からのベクトルのみならず、

受け取る私たちの側の信仰体験の重要性にも

目を向け、両者の関係性において聖書解釈を

見ていくことは、重要な意義を私たちに突き

つける。 

私たちが求めているのは、私たちの側の現

在の問いに聖書から答えを引き出そうとして、

こちら側の論理に引きずられる解釈なのだろ

うか。あるいは、テキストの時代の中で何を

意味していたのかという過去の意味の確定な

のだろうか。むしろ、両者の関係性に何が起

きているかが問われる解釈ではないだろうか。

そうだとすると、当然信じ受け入れ、従って

体験するその私たちの存在自体が、聖書によ

って問われることも含まれるであろう。しか

も、両者に共通する普遍的宗教経験という非

歴史的次元に還元されることでよしとする解

釈でもなく、また、両者の社会的状況の類似

性に目を向けて共通する倫理的意味に集約し

て、傍観者的に提示するというのでもない。

むしろ、そのテキストによって、個人も共同

体も問われ、歴史の中で改革を余儀なくされ、

その具体的服従の中でこそ響いてくるメッセ

ージが、その共同体にも、さらにそれが置か

れている地域にも響いていくことが重要なの

ではないだろうか。社会における共同体の現

実の出来事抜きに、聖書解釈が別個に問われ

ることの問題性に、気付く時がきたのではと

思えてならない。 

こうしたチャレンジは、きっと始まりに過

ぎないのであろう。問われ続ける中でその内

容を語り合い、検証し合うなかで、お互いの

解釈の枠組みの違いや伝統の違いに戸惑うこ

ともあるだろう。しかし、それは避けてはな

らないことではないだろうか。また、置かれ

た社会の中で、聖書のチャレンジに従いつつ

その意味を問う生き方も、戸惑いから解放さ

れてはいない。安住の地をこの地上の世界に

求める宣教ではなく、旅人として真の希望を

指し示す共同体としての使命は、そういうも

のではないかと思わされている。 

西岡義行  

ＴＭＲＩ総主事 

東京聖書学院教頭、 

川越のぞみ教会牧師  
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献 金 者 名 

◇◇◇◇◇◇◇ 東京ミッション研究所からの書籍案内 ◇◇◇◇◇◇◇ 
 

1 『天皇制の検証―日本宣教における不可避な課題』 ロバート・リー編 新教出版社 1700→1400 円 

2 『これからの日本の宣教―発想の大転換』 TMRI 編 いのちのことば社 2200→1500 円 

3 『宣教のパラダイム転換上・聖書の時代から宗教改革まで』 Ｄ．ボッシュ著 7035→6000 円 

4 『宣教のパラダイム転換下・啓蒙主義から２１世紀に向けて』 Ｄ．ボッシュ著 7875→7000 円 
TMRI 訳 新教出版社 （上 7035 円、下 7875 円 上下一括割引 14910→12500 円 

5 『日本と西洋キリスト教―文明の衝突を超えて』 ロバート・リー著 ＴＭＲＩ訳 2940→2400 円 

6 『＜聖＞をめざす旅』 アラン・クライダー著 棚瀬多喜雄訳 東京ミッション研究所 3150→2500 円 

7 『社会を動かす礼拝共同体』 Ｊ．Ｈ．ヨーダー著 矢口以文・矢口洋生・西岡訳 TMRI 2940→2300 円 

8 『愛する者が襲われたら』 Ｊ．Ｈ．ヨーダー著 棚瀬多喜雄訳 ＴＭＲＩ 2100→1500 円  

9 『赦し―新しい人間関係を生み出す』D.アウグスバーガー著 棚瀬多喜雄訳  いのちのことば社 1700 円 

10 『イエスの平和を生きる―激動の時代に読む山上の説教』 グレン・スタッセン、デービッド・Ｐ・ 
ガッシー著 棚瀬多喜雄訳 いのちのことば社 2100→1700 円 

11 『平和の契約―福音の聖書神学的理解』 ウィラード・スワートリー著 東京ミッション研究所訳  
いのちのことば社 特別価格  7140→5000 円 （まとめて買うとさらに割引が可能です。） 

12 『敵対から共生へ―平和づくりの実践ガイド』ジョン・ポール・レデラック著（水野節子・宮崎誉共訳、
解説・片野淳彦、西岡義行）東京ミッション研究所／ヨベル社  1050 円 → 800 円 

13 『ジョン・H・ヨーダーの神学―平和をつくり出す小羊の戦い』 ヨーダー研究会 (中島真実、矢口洋
生、藤原淳賀、マーク・ネイション）東京ミッション研究所／新教出版社  1950 円→1700 円 

14 『神の宣教―聖書の壮大な物語を読み解く』クリストファー・J・H・ライト著 TMRI 訳 いのちのことば社 

15 『イエスの足跡に従う―アナバプテストの伝統』 A.スナイダー著 中川美弥子訳     ↑2940 円 
矢口以文共訳／東條隆進監修、東京ミッション研究所  2000 円 

※ 『ケープタウン決意表明』 日本ローザンヌ委員会訳、いのちのことば社 945 円    
本書は、日本ローザンヌ委員会からの出版ですが、TMRI でも取り扱っています。 

 

 

 
 

◇新人事の報告 

・ 去る５月の理事会で、金本所長が退任し（理事と
して継続）、東條隆進氏が所長に決まりました。

また、新たに岩上敬人氏が理事に加わりました。

こらから新たな体制で働きが進められます。お祈

りくだされば幸いです。 

◇冬季フォーラムの報告 

・ 去る２月２３日の冬季フォーラムで齋藤孝志師が

「聖書的説教の一方法論」と題して講演されまし

た。本号で内容が掲載されています。 

◇夏季学校 

・ 6 月 22 日（月）から 24 日（水）の三日間、夏季学

校(牧師研修会)が開催されます。講師には、（ケ

ンブリッジ大学（Ph.D.）でまなばれ、長年アズベリ

ー神学校で教えておられたアラン・カページ師が

来られます。詳しくはチラシをご覧下さい。 

・・・・・・・・・・・・・巻頭言続き・・・・・・・・・・・・・ 

東京聖書学院は小林和夫、斉藤孝志師によ

る「聖書説教学」の伝統を築いています。聖書の

説教によって教会を立てあげるという宗教改革の

使命を遂行しています。宣教の神学として旧約

神学、新約神学の真の統合による神学的実践を

ラディカル（根源を求めて）に進めていく道を共に

歩ませていただきたいと祈っています。 
 

 

 

2014.11.1～2015.5.20 

◇ 団体： 練馬神の教会、池ノ上教会（グレース
会）、標茶キリスト教会、ＴＡＦＭＣ  

◇ 個人： 斎藤孝志、河野増美、寺内公一、小
林重昭、東方敬信、飯島延浩、小関
謙治、大崎隆一、田中綏子、東條隆
進、水間照弥、金本悟、西岡義行、中
川美弥子 

＊  貴い献金に心から感謝いたします。 


