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「研究そのものに潜在する課題に取り組む」 

西岡義行 ＴＭＲＩ総主事、東京聖書学院教頭、日本宣教学会理
事、日本ローザンヌ神学委員、川越のぞみ教会牧師 

東京ミッション研

究所では、この年

から所長に東條隆

進氏が立ち、前所

長の金本悟氏から 

引き継がれました。ロバート・リー博士によって

はじめられた当研究所は、日本の宣教の課題

を単に方法論ではなく、その宣教の在り方や

神学を大きく左右する、その前提や無意識の

領域に掘り下げた研究を目指して発足いたし

ました。この方向性の象徴的な著作となったの

が、デイヴィッド・ボッシュの『宣教のパラダイム

転換』でした。カトリックやNCC系と福音派の宣

教学者と共に、エキュメニカルな訳者の協力に

よって出版され、その作業で形成されたネット

ワークがさらに発展して、日本宣教学会が発足

しました。こうした、組織の展開は、もちろん大

切ですが、求められているのは、具体的な研

究の継続です。 

さて、研究者の前提が研究の方向性や性格、

さらには研究の結論すら大きく左右することは、

多くの社会科学の領域でも伝えられています。

例えば、エドワード・サイードは東洋研究の背

後には、西洋と東洋を対置させ、後者に対して

前者の支配的地位を前提とする文化的ヘゲモ

ニー、すなわち「オリエンタリズム」が存在すると

述べました（『オリエンタリズム（上下）』平凡社、

1996 年／原版 1978 年）。それは、西洋文化と

いう特定の文化の中に存在する者が、それ以

外の文化（たとえば西洋にたいする東洋）を他

者として対象化して、カテゴリーに当てはめるこ

とに他ならず、それは、いわばある一定の枠組

みの中に封じ込めようとする、認識における「文

化装置」なのだと主張したのです。 

最近の文化人類学では、帝国主義や植民

地主義のみならず、学問的研鑽の根底にも、

このオリエンタリズムという「文化装置」が潜在し

続けてきたという批判に、どう対峙するかが議

論されています。こうしたことは、神学や宣教学

の世界でも同様ではないかと思われてなりませ

ん。神学の営み、具体的には教会論や宣教論

なども含め、どう取り組むかについて真剣に問

わなくてはならないのです。 

今問われているのは、研究者の持っている

一定のカテゴリーそのものの背後にある、文化

的前提も意識をした研究です。そして、その前

提を持たない別の視座からの捉え直しによっ

て、新たな発見がなされるのではと思えてなり

ません。昨今の物語思考による聖書の捉え方

は、まさにこうした方向と言えるでしょう。では、

宣教の課題は、どのように展開されうるのでしょ

うか。研究そのものに潜在する課題への新たな

模索は、始まったばかりであり、現場での取り

組みと切り離されてはならないでしょう。 
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まず初めにウェスレーのさまざまな要素、

要因、特に彼の神理解について目を向けてみ

たいと思っている。その中でウェスレー神学

の五つの鍵となることを見ていきたい。最初

の鍵は、イエスの中心性ということだが、ウ

ェスレーが聖書を見るとき、あらゆることが

イエスが中心になっている。つまり彼の神学

は、すべてイエスがなさったことを中心にし

ている。イエスにおいて始まり、次は神を父

として見るのである。 

旧約聖書の初めにおいては神は、また違っ

た形で表現されている。神は創造者であり、

あるいは贖い主であり、裁き主であるという

ように色々な形で出てきている。しかし父と

しての神については、その子が地上に来られ

て初めて明らかにされ、父という緊張関係が

生じた。そして父としての役割を表現するこ

とによって三位一体の背後にあるものが明ら

かにされた。神がどのような方であるのか、

何をなさったのかということを中心としてウ

ェスレーは、彼の神学を構築していったので

ある。この三位一体という神理解を通して神

のなさっていること、そのご性質を明らかに

示している。ウェスレーは、それ以外のさま

ざまな神理解も大切だが、イエスと父なる神

のご支配関係を理解することによって全体を

理解することができるという。まずウェスレ

ーの神理解の歴史的背景について見てみよう。 

まず彼の人生の中でどのように神理解が

なされていったのか見てみよう。その歴史を

見るときに宗教改革者をその時代の子として

見ることができる。その時代の出来事やその

時代の考え方を抜きにして宗教改革者たちの

神学を理解することはできない。マキャヴェ

リの王様理解『君主論』を抜きにしてルター

やカルヴァンというような宗教改革者たちの

考え方を理解することはできないと言える。

彼らにとって王とは荘厳で絶大な権威を持っ

た者として君臨していた。強制とか命令とい

うものは一般的なものではなく王の命令とし

て上から来るものだった。当時の王の荘厳な

る支配というものが宗教改革者たちの神学を

形作ってきた。双方の宗教改革者たちは荘厳

なる権威者として君臨する神イメージを持っ

たのである。そのように荘厳なる神が、ご自

分の恵みを受け入れるに値しない者に赦しと

恵みをくださるという理解である。この宇宙

に君臨する神がこの私に恵み深い義を与えて

くださる。ルターはご存知のように、この救

いと義を与えてくれる権威あるものに対して

戦いを挑んだのである。そして、それに関し

て教会のいうことが正しいのか聖書が述べる

ことが正しいのかという議論となった。その

議論の中でカルヴァンは、神がすベてを支配

する王として君臨されると述べた。この神が

王として支配するということが彼の神学すべ

てに影響を与えた。第二世代のカルヴァンは

牧師である前に法律家だった。カルヴァンは

聖書の中で法律に関する言葉に心を引かれ、

神ご自身がすべてを支配し、裁かれる方であ

ると理解した。 

その後でジョン・ウェスレーやチャール

ズ・ウェスレーが現れたが、彼らはそれまで

に受け継がれてきたルターやカルヴァンの神

学を捨て去ったり無にすることはなかった。

ジョン・ウェスレーは今までの神学と聖書を

2015 年 6 月 22 日～24 日 夏季学校（牧師研修会）より 

        ホーリネスを捉え直す 
ウェスレーの伝統に生きる民 

         アラン・カページ師 ケンブリッジ大学で博士号を取得し、アズベリー神
学校で長年教鞭をとられ、現在は Barnabas Foundation の所長、
Biblical Seminary of Colombia で聖書神学を教えている。 
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充分に理解し、それ全体を貫くものとして神

を父として理解するところに行き着くのであ

る。皆が知っているように宗教改革において

は聖書に戻り、聖書が何を私たちに伝えてい

るか再発見しようとした。聖書に親しみ聖書

を読むにつれ、聖書が私たちの生活に何を語

っているのかに目が開かれる。ウェスレー兄

弟は聖書に親しむ中で、神は義なる方で世界

を支配されるけれども、その前に神は父なる

方であることに目が開かれたのである。 

こうして新しい神理解がウェスレー兄弟

によってもたらされたが、それには三つのタ

イトルがある。一つは聖書そのものであり、

新約聖書においてはイエスが描かれているが、

イエスが神を表現するときに、まず父なる神

と言われた。第二は、ウェスレー兄弟たちが

どのように生きたかということである。１６

世紀の宗教改革はルターとカルヴァンが推進

してきたわけだが、ウェスレー兄弟はルター、

カルヴァンから２００年後の１８世紀を推進

してきた。プロテスタントの教会は２００年

の間、聖書と共に歩んできたといえる。その

ような中で聖書が私たちにとりどのような意

味を持つのかという多様な面を発見していこ

うと思う。１８世紀は民主主義を初めて経験

する時代である。海を渡った向こうではフラ

ンス革命が起きている。イギリスにおいても

政府に対して新しい民主化の運動が起きてき

た。同じ時代アメリカにおいて、まさに民主

主義による政治が行われた。この時代は人々

が政府に対して影響力を持つということがな

された。そして、この時代人々の頭にあった

のは神が絶対的権力を持って王座に着くとい

う考えだけではなかったのである。第三にエ

プワースという小さな町に住んでいた家族の

影響である。自分の家における母親、父親の

信仰そして愛のサポートの中でウェスレーは

育ってきたのである。 

ここで三位一体に関する彼の著作につい

て考えてみよう。一つは説教についての、一

つは賛美歌について書かれた著作を取り上げ

る。彼の初期の文書の中では長い三位一体に

関する記述は無く、伝統的な教会の考え方や

信仰告白の説明がなされている。教父たちの

伝統の信仰箇条では三位一体が中心になって

いて、そこでは「父なる神を信ずる」とあり、

ウェスレーの三位一体に関する一つの説教が

ある。ウェスレーは三つで一つの神というこ

とを語っている。しかし彼は人々に三位一体

という言葉を主張したり、使うように命令し

たりはしていない。だが三位一体という言葉

は私たちのクリスチャン生活のすべてに関わ

るものである。三位一体の神は私たちの信仰

生活のすべてであり、強力な影響力を持つも

のである。彼の説教においても著作において

も、この三位一体の理解がにじみ出ている。

ウェスレーは一つの説教で三位一体を用いて

神がいかに働かれるか、神とはどのような方

かということを説き明かしている。使徒信条

の三位一体がまさに神とはいかなる方であり、

どのように神は働かれるかを述べていると言

っている。 

 三位一体の神理解は彼の賛美歌の中に

表れている。１７６６年ウェスレーは三位一

体の神への賛美歌集を作っている。この賛美

歌は五つのセクションから成っている。第一

セクションはキリストの神聖で６５の賛美歌

が含まれている。注意して欲しいことは、す

べての賛美歌には一つまたは幾つかのみ言葉

が歌われていることである。イエスと父なる

神との関係こそウェスレーにおいて神理解の

中心を占めている。三位一体を説明するため

に聖書を引用する場合、しばしば二格が使わ

れているが、その全体を三位一体の中で説明

している。父、子、聖霊を入れて三位一体を

説明している場合もあるが、ほとんどの聖書

の引用はそのうちの二格を使って説明してい

る。賛美歌集の第二セクションでは８２の賛

美歌があって、聖霊なる神が取り上げられ、

次のセクションでは三位一体の多様性が歌わ

れ２２の賛美歌がある。四番目では三位一体

における一体性が歌われ２６の賛美歌があり、

最後のセクションは祈りであり５２の賛美歌

が含まれている。ここには三位一体が実際的
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に祈りや賛美において表されている。 

次に、ジョン・ウェスレーが聖書をどのよ

うに見たか、そしてそれが、どのようにウェ

スレーの三位一体の神学の基礎を築いている

かについて見ていきたいと思う。まずマタイ

による福音書においては、三位一体のすべて

の見方について述べられている。初めはヨセ

フに対するイエス・キリストの誕生の告知で

ある（マタイ１：１８～２５節）。続いてマタ

イ２８章を開くと、その一番最後は大宣教命

令と言われているところである。１９節「そ

れゆえに、あなたがたは行って、すべての国

民を弟子として、父と子と聖霊との名によっ

て、彼らにバプテスマを施し」とある。マタ

イによる福音書をずっと見てくると三位一体、

そのことを通してイエスご自身が明らかにさ

れていることが分かる。またイエスが来られ

たことによって新しい神理解が生まれたとい

うことを私たちはマタイによる福音書から知

ることができるとウェスレーは述べている。 

旧約聖書においては神は唯一の神として

言及されている。イスラエルは多神教の国々

に囲まれていた。他の国々は多様な神々を信

じていた。そのような状況の中で三位一体の

神というようなことを語るならば色々な神の

中の三つと理解されるかもしれない。このよ

うな背景の中でイエスがこの地上に来られて

神の子供として父なる神を明らかにされたの

である。そしてイエスがこの地上を去るとき

にペンテコステにおいて聖霊が下るというこ

とを約束されたのである。そして神はどのよ

うなお方で、何をなさる方なのかという再確

認をされた。 

マタイからマルコに目を移すと、そこでも

似たような描写を目にすることができる。マ

ルコ１章９～１１節においてイエスが洗礼を

受けるところでは三位一体の神が背後におら

れる。その時、聖なる神の霊が上から声をか

けられた、「あなたはわたしの愛する子、わた

しの心にかなう者である」と。ルカ１章３２

～３７節にも同じような描写があり、マリヤ

にイエスの誕生の告知がなされる。同じルカ

３章２１～２２節でもイエスの洗礼における

描写で三位一体の神が表されている。ヨハネ

１章１４～１８節でもイエスと父との密接な

関係が見てとれる。また１章２９節と３４節

では聖霊と父が御子を証している。２０章に

なると父とイエスと聖霊について書かれてい

る。続いて使徒行伝１章４～５節ではイエス

と父と聖霊との関係が言及されている。そし

て２章に入ると聖霊が教会の人々に非常にユ

ニークな形で注がれている。２８章の２５～

３１節では三位一体のまとめとして父、子、

聖霊について述べられている。ローマ人への

手紙１章を見ると、そこにおいても父、子、

聖霊の三位一体の神が表されている。またロ

ーマ人への手紙１５章１６節においても三位

一体の神が述べられている。 

これまで、ずっと聖書を見てきたのは三位

一体の神がウェスレー神学の基礎にあること

を示すためであった。そして４世紀経ってそ

れらのことが信条の中で見事に表されてきた

のである。それが教会の歴史にずっと影響を

与えてきた。この神を三位一体の神として見

るというウェスレーの神学がその後どのよう

な影響を及ぼしたであろうか。最初に影響を

及ぼしたのはウェスレーの人間観であった。

ウェスレーは、創世記の１章で人は神のかた

ちに男と女に創られたとあるが、私たちは人

との関係性の中で人格的に創られたという。

そこに私たちは家族を見る。また、イエスと

１２弟子たちとの深い人格的関係を見る。神

の共同体の一員で神の弟子であるということ、

その中で最も重要なのが誰かとの関係性を築

くということである。そのように私たちは創

られたのである。２番目の影響の内容は罪に

関する教理である。ウェスレーにとってはカ

ルヴァンと違い、罪とは律法を破るというこ

とではなかった。むしろ、それは壊れた関係

性であった。神との関係、そして他の人との

関係が壊れることであった。人と人との分離

であり、それが罪理解へと影響を与えた。三

つ目にそれは先行的恩寵に影響を与えるもの

だった。先行的恩寵とは救われる前に神が与



  東京ミッション研究所 所報 2014年  79号  5 

 

えてくださる恩寵のことである。父なる神が

まだ罪の影響の元にある人々に対して、神に

戻る機会を与えようとして働かれるその恵み

のことである。 

第四にウェスレーの救済理解の影響につ

いてであるが、宗教改革者カルヴァンは信仰

によって義とされると言った。ルターは神の

国に入れられると言い、ウェスレーにおいて

は父なる神の元で新しく生まれるということ

に焦点が当てられた。新しく生まれて神の家

族となることを神は願っておられるのである。

救いとは新しくなって神の前に立つというの

ではなく、私たちの内なるものも生活も神の

前にまったく新しくされ別の人格となるとい

うことである。五番目はウェスレーにおける

救いの確信ということである。神は私たちが

救われているということを知って欲しいと願

っておられる。神はまた私たちと神ご自身と

の正しい関係をしっかり知って欲しいと願っ

ておられる。六番目は、ウェスレーは父なる

神はクリスチャンの生涯が成長することを願

っていると言う。第一ヨハネ２章にあるよう

に、神は私たちが救いを受けて、子どもから

若者そして大人へと成長していくことを望ん

でおられる。ウェスレーはこれをメソジスト

という小さなグループの中で経験してきたの

である。七番目はまったき聖化である。この

ことを表すためにウェスレーは「まったき愛」

という言葉を好んで用いた。神ご自身が、無

条件に愛する神の愛を私たちに注いでくださ

ったのだ。そしてその後、聖化の後の成長を

語っている。クリスチャンの生涯のどの段階

においても、まだ成長する余地は残っている。

そして神は私たちが学び続けることを望んで

おられるのだ。 

またウェスレーの神理解は教会理解にも

影響を与えている。ウェスレーは教会を神の

家族として理解していた。それで私たちもお

互いを主にある兄弟姉妹と呼び合うのである。

それはある組織の一部というよりも、お互い

を神の家族の一部として理解し合うのである。 

 

最後はいわゆる予定論についてである。ル

ターやカルヴァンの予定説では神は王や裁判

官のように各自の救いをあらかじめ定めると

いうが、ウェスレーにおいては神は父である。

各自の予定をあらかじめ定めるのではなく、

救いの道を予知されるということである。救

いは信仰による恵みなのである。 

緒論としてここで述べたかったのは、神は

支配者または裁き主ではなく、父であるとい

うことである。ウェスレーは神は創造者であ

り、王であり、裁き主であり、贖い主であり

牧者であるが、それらのものに勝って神は、

父であり子であり聖霊であるという。この三

位一体の神理解はウェスレー神学のみならず

クリスチャン生涯においてもその根底をなす

ものである。私たちが求めるものの基礎を三

位一体に置くならば、それに反対する者はい

ないだろう。私はアズベリーにおいてもシカ

ゴにあるトリニティー・エバンジェリカル・

スクールでも講師をしていたが、ウェスレア

ンの教師として教えていた。そこではカルヴ

ァン主義や改革派の人たちが大勢、教鞭をと

っておられた。そこで私が神学を教える上で

一番最初に強調したのは三位一体であり、誰

もそれに反対しなかった。三位一体というウ

ェスレーの神学の側面を是非、機会あるごと

に認識してほしいと思う。 

 

 

 

※ 本稿は、去る 6月下旬に開催された夏季

学校の最初のセッションの録音データを

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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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。 

 

 

 
 

◇夏季学校の報告 

・ 去る６月２２日（月）～２４日（水）に、「ホーリネスを

捉え直す」と題して夏季学校が東京聖書学院と

の共催で開催されました。今年はアラン・カペー

ジ氏を迎えて、ウエスレー神学を実際的な教会

の在り方にもふれつつ、学ぶ時となりました。聖

会でも何度も来日された講師でもあり、恵みの時

ともなりました。その一部を今回の所報に載せた

のでご覧ください。 

◇冬季フォーラムの予定 

・ 来る 2 月 22 日（月）午後 2 時半より、お茶の水ク

リスチャンセンターにて冬季フォーラムが行われ

ます。今回は、「地域社会に開かれた教会」の可

能性を具体的に模索してまいります。この課題に、

実際面からは、東京基督教大学国際キリスト教

福祉学科准教授の井上貴詞氏、聖書学の視点

からは、パウロ神学を学んだ岩上敬人氏（このた

び新しく TMRI の理事になりました）が取り組み、

宣教学的視点で、西岡義行総主事がまとめます。

東京ミッション研究所は、2016 年に開催される第

6 回日本伝道会議にプロジェクトとして協力する

ことから、その内容を踏まえた内容となっていま

す。ご期待ください。 

 

 

 

2015.5.21～2015.11.20 

◇ 団体： 練馬神の教会、ＴＡＦＭＣ、上野教会
（サフラン会）  

◇ 個人： 小林重昭、錦織寛、三木勝喜、小関
謙治、鈴木英治、飯島庸江、藤原導
夫、東條隆進、水間照弥、金本悟、
西岡義行、中川美弥子（敬称略） 

＊  貴い献金に心から感謝いたします。 

 


