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「 なぜキリスト教か 、これが、日本において、そして二十一世紀の世界において、神「 」

学が取り組まねばならない問いであります 」( )。 21
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「第二ミレニアムの組織神学は、アンセルムスからバルトとティリッヒに至るまで、キリ

スト教信仰（クレドー）の基盤の上に企てられた神学的思惟でありました 」( )。 24
「 なぜ」という問いは「なに」という問いに還元されているのです。そしてこの「

「なに」の問いは「いかに」という問いをも含意するのであります 」( )。 24
その なぜ という問いは そのコルプス・クリスティアヌムの外に出てしまった ( )「 「 」 、 」 26
「日本の神学が負うところの独自な運命」( )26
「キリスト教の普遍妥当性を問うのであります 「 なぜキリスト教か」という問いは、。」「

この普遍妥当性の問いであり、それを回避しないのです 」( )。 27

「この明治の神学なき近代化政策」( )30
「今日の日本の状況は、近代化政策の失敗によるものであります 」( )。 32

「和魂洋才 、森鴎外『かのように』(1911)」

「啓蒙主義の影響のもとで、神学が取り組んできたリアリティがあいまになっている知的

状況」(39) 「文化プロテスタンティズムが神学の方法として取り入れた「ヴィッセンシ、

ャフト」は学問的な確かさの追求でありましたが、それはかえって宗教的リアリティの確

かさを喪失させる結果となったのであります 」(41) 「その弱点は、神の「リアリティ」。 、

の問題であります 」(41)。

「日本近代の虚妄性」(42)

「 無」が逆説的に日本の中に神学的問いを惹き起こすのではないでしょうか 」(43)「 。

「日本に神学がない、そのこと自体神学の取り組みを誘うのであります 」(45)。

「神学が問うべき問いが変わってきた 「神学が過去志向から将来志向へ転換すること」、

は、その転換点である現在をどう確保するかということが重要になります 「形成的課。」

題 「政策的課題」(49)」

「 、 。」なぜ神学か この問いは神学的実存の成立とからんではじめて現時的な問いになります

「日本における神学的実存」(49)

「それは日本における神学的実存というならば、明らかに「日本」を場としております。

それは、たしかに宗教多元的状況の中であります。しかし、その中で更に特定して日本に

おける「教会」を場とするのです 「神学的実存の確立は、宗教多元的状況における教。」

会をどう踏まえるのかという、現実的かつ神学的努力を必要とするのであります 」(50)。

「教会がそこにおかれている社会的状況が異なる」(52) 「そのようなものとしてアメリ、

カの教派的教会は社会経済的基盤が違うのであります 」(54)。

「歴史的方法 「それは、トレルチが区別する「教義学的（ドグマーティシュな）方法」」、

と「歴史学的（ヒストーリシュな）方法」との対立のいずれかに還元できない、第三の、

つまり両者を止揚する方法論的立場であります 」(55)。

「近代性の背後にある宗教的なものの関わりの認識」(59)

「そもそもアメリカ社会は本質的に神学的構造をもっている」(63) 「契約神学」(63)、
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「ピューリタニズムにあった 「聖書的伝統と共和主義的伝統」の神学的統合」(65)、

「 和魂洋才」的近代化の破滅」( )「 69
「今日の近代社会の契約化」( ) 「世界の「歴史化 」( )71 73、 」

「プロテスタント的状況 「 コルプス・クリスティアヌム」とは異なる方向に向かうも」、「

のであり、この中世体制を崩壊させて行くような変動過程」( )77
「ルターは、福音の発見に先行して、聖書を発見し、それを深く読んだ 「福音の発見」、

は、開かれた聖書という「場」で起こった」( )79
「 聖書がそこにある」という状況 「神学は 「聖書がそこにある」ということへの驚「 」、 、

きから始まる」( )81
「新しい人間の発見 「カントが教えるような理性によって立つ啓蒙主義的人間の自立」、

（自律）とは異なる自立、聖書によって立つ人間の自立」( ) 「聖書による人間主体性83 、
の確立」( )84
「その限りにおいて聖書ポジティヴィズムということは可能」( )88
「 」 、「 「 」 」中世のノミナリズム的な意味 ( ) ただ 指し示す ( )ことしかできない88 supositio
( )89
「 そこに聖書がある」という＜そこ＞も初めからあった状況ではない、＜そこ＞は、聖「

書によって作り出された状況であります。その意味で、聖書はプロテスタント状況の実在

根拠であります 」( )。 90
「 。」、「 、聖書のテクストはこの状況のコンテクストの中で読まれねばなりません 近代化は

聖書の刻印を帯びている」( ) 「聖書の存在が、近代世界のプロテスタント的状況の認95 、
識根拠となる 」( )、 96

「欧米の神学者が出発するところからわれわれは出発することはできない、だからスター

トラインをもっと手前に下げねばならないのであります 」( )。 97
「バルトの「啓示」論よりも手前に「そこに聖書がある」という事実への驚きから出発し

ようと思うのであります 「そのことへの驚きが、日本の知性を神学へと向かわせるこ。」、

とになるのであります 」( )。 99

「 なぜ」の問いは、ひとを深い神秘の闇に直面させます 「 かがやける闇」というか、「 」、「

ある別種の合理性のかがやきを帯びている 「神学への入り口」( )」、 101
「 」、「「 」 、一見偶然と見えることに含まれている必然性の問い なぜ の問いが直面する闇は

人間の不可能性の暗黒であり、その闇はそこから視点を転換させる可能性の暗示なのであ

ります 」( ) 「新しい知性」( )。 、103 104
「そこに別様にする他者からの関わりがなければならない」( ) 「神から世界と人間を111 、
対象として見るという可能性」( ) 「パスカル」の「火の経験」( )112 112、

「歴史神学的方法」

「 二つの近代」を区別する 「ドイツの神学史研究は思想史研究の一つでありま「 」、

す」( )116
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「 、 」、「「 」その間に亀裂が生じるのは まさにドイツの近代神学的発展においてである 契約

という点で聖書原理と信仰原理とは結合している」( )121
「 」アングロ・アメリカ的近代性とドイツ的近代性というこの二つの近代性の由来となる＜

分岐点＞を求めて歴史を遡れば、三十年戦争とピューリタン革命との違いに至るのであり

ます 」( )。 125
「三十年戦争 「コルプス・クリスティアヌムを量的に分割したが、質的には変革」、

するものではありませんでした 」。

「政教分離」は 「コルプス・クリスティアヌムを破壊する原理となります 「政治、 。」

における絶対主義を破壊した 「人権の確立」( )」、 125

「その区別なしには、日本の神学一般、とくに組織神学を、無反省にドイツの神学史とみ

ずからを結びつけようとすることになり、神学を神学として確立することなく、それを思

（ ） 。」想史研究という一種の歴史研究 ヒストリエ に変質させることになるからであります

( )129

「 プロレゴーメナとしての聖書論」という言い方は、それ自体が自明ではなくなってい「

る状況の中で、なおもこのようなトレルチの見解に反して言おうとしていることでありま

す 」( )。 136
「トレルチは客観性の立場から脱却できないのであります 「対象化」( ) 「それ。」、 、140

はヨーロッパ的であり科学的なものであるとしても、日本における神学的実存の成立とか

かわる なぜキリスト教か という問題と取り組むことはできないものであります ( )「 」 。」 141

ヒストリエ ゲシヒテ ゲシェーエンという歴史の三相を区別しなければならない ( )「 、 、 」144
ゲシヒテは フッサールの言う 生活世界 の現実次元で捉えられる歴史である ( )「 、 「 」 」 150

「啓示が「聖書」を「生み出した」という認識は聖書の証言の論理であって、認識論的つ

まりプロレゴーメナとしては、聖書論が先行しなければならないはずであります 」( )。 157
「「 」 「 」 、 「 」 、神のみ心にかなう時と所で 聖書では ない ものが 聖書 以外 の人間の言葉が

神の言葉に「なる」ということもあり得てよいのではないか、という疑問を惹き起こすの

であります。こうして滝沢が西田幾多郎の「絶対矛盾の自己同一」の哲学とバルトの啓示

論との同一を言うことになるのであります 」( ) 「なぜナザレのイエスか、というこ。 、157
とであります 」( ) 「聖書や教会のもつゲシヒテの次元を解消してしまうという疑い。 、158
を招くのであります 」( )。 159
「ゲシヒテの次元は、トレルチのヒストリエによって隠蔽され、バルトのゲシェーエンに

よって解消されているのであります 」( )。 159
「バルトは、啓示の出来事から出発しました。しかし、啓示の内容は、聖書なしには規定

することができないのであります 」( )。 164

「イエス・キリストと使徒たちとの出会いと交わりを＜原関係＞と呼ぶ」( )170
「この聖書正典によって規制された流れであるかぎり、教会的伝統は拡散をまぬかれてき
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。 、 。」たのであります 聖書正典がその＜原関係＞ ＜原伝統＞を守っているからであります

( )171
「早まって歴史哲学化することなく、世界史的現実を読むことができるようになる神学的

訓練を求めるのであります。それが「歴史神学」となるのであります 」( )。 172
「なぜ聖書と伝統という二重真理は否定されねばならないのか、それは聖書が伝統だから

であります 」( )。 173

「近代哲学の発展過程において発生したことは、神中心から人間中心への＜逆コペルニク

ス的転回＞であったのであります 」。

「これが近代的人間の自己絶対化の基礎づけとなったのであります。それは政治的

にも絶対主義として現れました 「その結果が、個人化と内面化であります 」( )。」 。 182
「この「逆」性を、もう一度逆転させ＜神から＞の視点を取り戻す＜ひるがえり＞の踏み

台となる、そこで神学の回復が始まります 」( )。 182
「他者性の回復 「他者の発見、絶対他者の発見」( )」 186
「絶対的他者なる神は、相対的他者の他者性の根拠であります 」( )。 187
「歴史的批評的研究における人間中心的見方から、神中心へと神学的に転回しなければな

らない」( ) 「聖書によって神の主性あるいは主語性を発見し」( )190 190、

「聖書論の支えなしには、上からの思惟は確立しないのであります 」( )。 191
「キリスト教的社会（コルプス・クリスティアヌム）における神学 「しかし、コルプ」、

ス・クリスティアヌムが崩壊すれば、下からの道は成り立たないのであります 」( )。 193

「二つの「場」の違い」( )197
「歴史的研究と組織神学との間にある違いは、方法論的異質性ということであります」

「聖書正典論の課題は、歴史的研究によって破壊された正典性の回復ということでありま

す」( )198
「歴史的な人間がそこに居ることによって、そこは歴史的な場となるのであります 「そ。」

れは出会いの場となります 「場は、出会いによって打ち開かれます、そして人間的世。」

界となるのであります 」( )。 201
「場の二重性」( )202

「高次な次元に対するセンスを必要とします 「霊性の次元の回復の必要」( )」 206
「啓蒙主義的理性の問題 「霊性の次元の喪失から、理性の専横を結果する」」

「理性が「メタノイア」をもつ可能性と関わる」( )207
「心の転回は、覚醒に似ております 」( )。 208

「正典的場と歴史的場の違い」( )211
「聖書を重んじる教会的伝統 「 正典」への関心が復興」( )」「 212
「正典的批評 「サンダースとチャイルズ 「それは、歴史研究の同一平面における発展」 」

であり」( )214
「重要なものはテクストのオリジナルな形態ではなく、そのファイナルな形態である 」。
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( )216
「チャイルズの「正典批評」における正典への回帰は、依然として歴史的研究の地平にお

けるＵターンではないでしょうか 「編集史 「それは様式史の大枠の中での視点変更で。」 」

した 」( )。 220
「正典性への復帰には方法論の問題があるということです。方法論的転換なしには不可能

であります 」( )。 221
「正典論の次元への立ち返り」( )222
「正典とは、規範性の次元の概念」( )224

事実問題の次元から権利問題の次元への上昇は 質的飛躍であります ( )「 、 。」 223
「 聖典」として受け入れるのは教会的制定であります 「教会的制定」とは、ウエスト「 。

。」「 。」ミンスター信仰告白にあるような規範化であります これが教会的正典化であります

( )226

「その聖書の枠の中で、世界は別な光景となります 「聖書正典の枠内で、コスモス（宇。」

宙）は世界史( )に変容するのであります 「 そこにある聖書」とは、そのWeltgescjichte 。」「

。 。 「 」 、場の標識であります 近代世界のそこに聖書がある そこで ユダヤ人化 する近代人は

そこに「ふるさと」を発見することができるのであります 」( )。 227

「聖書の中に含まれたそれぞれの書物、またその中の章節や個々の言葉は、この場におい

てイエス・キリストの証言としての意味を表すからであります。それは歴史的場において

もっていた意味と、その正典的場の中に入れられることによって賦与された意味とは異な

るものであります。この正典の場の中で、それぞれの文書や言葉は、イエス・キリストへ

と証言性を新しく賦与されているのであります 「その聖書の統体性は正典性と裏腹の。」

関係 「この正典の枠組みは、一個のゲシュタルトをなしており 」( )」 、 229

「 正典の場」は新しい発見であり、しかも日本的な発見であり」( )「 230

「出会いとしての真理は、真理の別の相をあらわします 」( )。 234
「その真理は科学的探究の対象ではなく、出来事の証人となったという関係によって発見

された真理であります 「関係の中で理解される真理 「捉えられていることは聖霊経験。」 」

であり」( )235
「神学的理性は、この真理との関わりにおける理性であり、それは理論理性と同時に実践

理性であり、また美的理性でもあります。真善美を統合する「聖」に関わる理性でありま

す 「その垂直とは聖性の次元であります 「メタノイア（回心、考え方の転換）を経。」 。」

た理性 「そのゲシューエン( )とゲシヒテ( 」の交叉によって開示され」 Geschehen Geschichte
る視界こそ、そこで神学的理性が働く場であります 」( )。 236
「「 」 。」聖書のゲシヒトリッヒなキリスト としてのイエス・キリストとの出会いであります

「正典的場とは、そこで垂直次元が立つ場」( )237
「正典とはその中に諸文書が教会の制定によってひとつにまとめ置かれた場」( )239
「正典は聖霊の働く場であります 「歴史的場から現代へと結び付けるのは、正典にお。」
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いてであり、正典的場がその媒介の場となるからであります 」( )。 241
「正典性の回復という課題を無視した解釈学は、神学的リベラリズムの影響の残影とみる

ことができます。ドグマの拒否であります 」( )。 243
「証言的性格 「詩とは異なる」( )」 245
「証言される出来事によって創出された言葉」( )246
「証言の諸特質」

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

「 外」から触発された言葉 「与えられた言葉 「イエス・キリストの出来事によって、「 」 」

使徒たちがもつに至った言葉 「イエス・キリストと使徒たちの《原関係》において獲得」

した独特の性格をもつ言葉」( )248

「トレルチの歴史的相対主義 「人間の事柄をどこまでも歴史的に見る態度」( )」 253
「 ヨーロッパ文化圏」という限定された圏内で 「トレルチの議論は転回を始めます」「 」

「 歴史学の限界を踏み越える 」( )「 」 255
「哲学的課題へ」( )256
「歴史的方法を、世界観問題と絡めて提示しています 」( )。 257
「カント的コペルニクス的転回の継承発展 「キリスト教的確信を宗教史へと解消するこ」

と」( )258
「キリスト教を近代的に改造しようとする、しかしわれわれは、のちにのべる神学的相対

主義をもって歴史的相対主義を相対化し、キリスト教をもって近代性を改造しようとする

のだ」( )259
「彼は、歴史主義の源泉をドイツ・ロマンテックの中に探求することに関心があり、トレ

ルチの「科学的神学」は、リッチルの「価値判断」の神学と結びつくことによって、その

歴史主義は、ひそかにドイツ・ナショナリズムと結びつくのであります。それが第一次世

界大戦のときに出てまいります 」( )。 261-262
「トレルチの文化相対主義は、第二次世界大戦前日本で逆用され、日本的視点からキリス

ト教的ヨーロッパを逆相対化し、ヨーロッパ文化圏に対して「大東亜共栄圏」なるアジア

文化圏構想が出てきたからであります。すべてを相対化することは、密かなる絶対性なし

には可能ではないのであります。トレルチにおいて隠れていたことが日本のトレルチ主義

者において露呈したのであります 」( )。 262

「Ｈ・リチャード・ニーバー 「信仰の相対主義」( )」 264
「人々は自己の相対性を前にして、三つの可能性をもっているように思われる 」( )。 265
「トレルチの歴史相対主義」は「第一と第二の間に動揺する隠微な絶対主義を含意してい

るように思われる 」( )。 266
「人間を超絶する「絶対他者 （バルト）としての神のもとで、自己を相対化する道であ」

。」「 、「 」 。」ります 信仰の絶対化ではなく キリストにおける神 を絶対とすることであります

( )267
正典的場は ニーバーの 内的歴史 の中に開かれる場であります ひるがえり 革「 、 「 」 。」「 」「

命的な価値転換」( )269
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「われわれは、ニーバーの信仰の相対主義を神学的相対主義にまで突きつめ、そのことに

、 、よって歴史的相対主義を相対化して 近代における逆コペルニクス的転回を更に逆転回し

そうすることによって啓蒙主義的近代性を克服し、新しく組織神学の方法論を確立しなけ

ればならないと考えるのであります 」( )。 270
「神学的相対主義をもつ理性、つまり神学的理性 「神学は徹底して神学的に自己を相対」

化するのであります 」( )。 272

「出来事の証言」( )274
「キリストによって捉えられているから 「神が主語、人間がその述語であるというひる」

がえりの経験から起こる」( )275
「 、 、旧新約聖書が一冊の正典であるということは 聖霊を抜きにした客観的一体性ではなく

霊的現実としてそこに生起する」( )276
逐語霊感説 を引き出すことは正しいとは思わない と解する 正「「 」 」、「 」、「total inspiration

典的場は、そこで神学的思惟が起こる場であります 」( )。 281
「 、 。」神学的相対主義とは この正典の場でおいて可能になるひるがえりの論理であります

( )282
「ゲシヒテを神の視野のものに見る」( )283

「 外」で語られる神の言葉という問題」( )「 285
「 教会の壁の外」での神の啓示の可能性 「その「外」はおくまでも聖書正典の「中」「 」、

で認められることであって、それを聖書原理と並び立つもう一つの原理のように見なすこ

とはできないのであります 」( )。 286

「神学的相対主義は、バルトとニーバーとの結合を可能にする道を開きます 」( )。 287
「近代的知性は、科学によって対象世界を相対化しますが、その背後にある自己を相対化

することはできません。その結果自己絶対化を生み出します。政治的絶対主義と知的絶対

主義とはどちらも近代的現象であります 「自己相対化は、恩寵の支えなしには可能に。」

ならない」( )289
「正典的場は、現象学的還元が取り戻した生活世界を別の角度から捉え直す視座となるの

であります 」( )。 293
「この自己相対化は、正典的場において証示されるイエス・キリストなしには、起こり得

ないからであります。それはキリスト中心的相対主義であり 」( )、 293

「人間の次元を越えた次元を知ること」( )300
「ユーモア」( )302
「その人間のしぐさが、神の笑いを誘うのであります 「しかし神の笑いは、単純な審」、

きではなく、つまり人間を絶望に陥れるだけであるような審きではなく、むしろ絶望から

反転する＜ひろがえり＞を促す雰囲気をつくり出すのであります 」( )。 304
「ユーモアがインコングルイティに対する神の対応として信仰の前段階となるのでありま

す 「不信仰から抜け出すことは、自分の「不信仰」さえも真面目に取らないユーモア。」
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によって可能となるのであります 「信仰は、自分を笑うことができるための命綱のよ。」

うなものだからであります 」( )。 305
「信仰によって支えられたユーモア、それは神学的相対主義の人間学的現象なのでありま

す 」( )。 307

「聖書と伝統との関係を、ノルマ・ノルマンスとノルマ・ノルマータという秩序において

統一的に捉えることにより」( )314
「＜原関係＞は、啓示の出来事と使徒たちの信仰告白とを含む＜結構＞であって、もはや

それを分解できないのであります 「 原関係》に基本的なゲシュタルトを見、そこから。」《

組織神学のゲシュタルト化へと行くのであります 」( )。 316
「啓示のゲシューエンが特定のゲシュタルトへと構造化される、それが組織神学の形成と

なり、さらに組織神学の形成は教会形成へとゲシュタルト化します 」( )。 317
「証言のゲシュタルトは、相互に関わり合う五つの相において構成される」( )319
「出来事としての真理は、証言を必要とします 」( )。 319
証言とは法廷用語であります 法廷とは＜真実＞を巡るたたかいの場であります ( )「 。 。」 320
「そのイエスが実にキリストであるという同一性によってのみ保証される」( )321
「この証言のゲシュタルトは、ゲシェーエンが旧約聖書のメシア待望を否定媒介的に成就

したという認識を含んでいます 」( )。 322
「逆説性 「論理的ギャップがあること」( )」 324
「真理の御霊が 「である」ことと「でない」こととの間にあって不確実さにおののく証、

人の主観的手をとり、客観的に「である」ことの確かさへと引き上げるのであります。人

間の証言は、それゆえ聖霊によって＜証言＞として確立されなければならないのでありま

す そうでない イエスはキリストであるからそのように証言したのであります ( )。」「 、 」 325
その＜ずれ＞は 歴史の中では終末論的にしか乗り越えられないものであります ( )「 、 。」 326
「聖霊論の中には現在において実現された終末論の契機があります 」( )。 327
「超越的聖霊の可能性 「しかし、その証しは、人間的合理性の境界を超えて導くのえあ」

ります 「証しのもつ超越性 「人間の存在構造は理性の上に霊性の次元があることを開。」 」

示する 「上からの証明 「人間の証しは、この神の証しへとひるがえされるのでありま」 」

す」( )328
「実存的変化を伴う開示経験 「実存的な経験」( )」 330
「転回 「根源にある真理とは人格的真理である」( )」 331
「構造化をもたらす真理」( )333
「証言のゲシュタルトからの組織神学の構造化」( )334

「キリスト論的集中が証言のゲシュタルトの中核構造 「霊の力」( )」 335
「 。 、聖書は全体としてイエス・キリストという一点に集中するのであります その一点とは

聖書全体の多様な内容を統一する一点です 」( )。 337
「上から来た垂直次元の柱 「天から響く言葉 「＜我と汝＞関係の中で起こる主客転倒」 」

の経験」( )338
「聖霊の内的証示」( )339
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「 答え」の来臨 「人間の状況の開示 「人間はみずからをもにつなのちすち知りみずか「 」 」

ら正確な問いと答えを出すことができると考えるのは、人間の浅薄な観察者のみがもつ妄

信」( )341
「 、 「 」 。 、証人がいるならば その証言の光が 闇 を破るからであります そしてこの一点から

歴史と人生の問いへの答えが見えてくるのであります 」( )。 343
「聖書正典の証言のキリスト論的一点集中は「十字架の神学」として言い換えることがで

きる 「組織神学を「十字架の神学」としてゲシュタルト化すること」( )」 344
バルト： 彼は啓示を、十字架に見るのではなく、受肉に見るのであります 「異「 」

なるイントネーション」( )345
バルトがアンセルムスから学んだのは 信仰の対象としての啓示の ラ「 、 「

チオ」すまり「客観的ラチオ」を、そのラチオを主観的ラチオ（理性）

をもって解読するという方法であります 「新しい「科学」としての神」

学を提示する」( )346
「バルトは教義学の独占をもって弁証学の拒否となります 」( )。 347
「勝利主義を「十字軍」を引用しながら語ることは、たとい不用意な発

現であってもその本質を示すものでもあります 」( )。 349
「ウィッシェンシャフト世界に市民権を求めるためであります 」( )。 350

「 神秘と意味の弁証法」とは、限界を媒介した関係の論理であります。それは神秘を意「

味に完全に還元することはできないし、意味を神秘に完全に解読することもできないとい

う限界を示します 「意味と神秘との関係、それは、理性と霊性との関係ということも。」

できます 」( )。 351
「高次の次元 「質的な彼岸 「ポスト啓蒙主義的理性」( )」 」 352
「最後には祈りとなるような知的態度」( )353
「理性の限界の意識を含む論理 「神秘への畏敬 「出会いの経験」( )」 」 355
「十字架の神学は、方法論的には神学的相対主義であり、倫理的には謙虚にして人間にふ

さわしい在り方、政治的には教会と国家の分離によるトレレーションと結びつくのであり

ます 」( )。 356

「キリスト論的集中とは聖書正典の証言がイエス＝キリストの同一化において収斂すると

いう正典のゲシュタルトに支えられているが、それがイエス・キリストと使徒たちとの間

に生起した＜原関係＞においては、聖霊の内的証示なしには現実化しないのであります。

原関係を＜上から＞見れば、それは聖霊論的関係ということができます 」( )。 360
「このイエス＝キリストの一点において、目に見える世界とは逆説的関係において目に見

えない別世界が開けるのであります 」( )。 364
「聖霊の証言が「十字架につけられたナザレのイエスは代々待望されてきたキリストであ

る」という一点に収斂することは、聖書全体を総括統合する構成原理であり 」( )、 365
「証言は、その中に必然的に弁証学を含むものとなる 「聖書によって世界をより良く。」

読むことができるということを通して、その真理性を弁証することになる 」( )。 369
「 なぜキリスト教か 「 なぜ」という問いは、原因や根拠の問いであります 「精神「 」」「 。」
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的・人格的な関係はそのような因果性では説明できない、それを越えた次元へと至らしめ

ます。証言の構造はこのような問いに関わるものであります 」( )。 370
「三位一体はバルトが教えるように啓示の構造でありますが、われわれはむしろそれを証

言の構造として捉え直し、それはキリスト教的現実総体の基礎構造でもあると、拡大して

理解することができると考えるのであります。イエス＝キリストの同一性は、三位一体論

とともに立ちもし倒れもするのです 」( )。 374

「世界に流通している真理観と合致しない真理」( )378
「ひるがえりの論理は、＜原関係＞の中にある本質的秩序に立ち返るための論理でありま

す。本質的秩序とは、内在的三位一体論から経綸的三位一体論へであります 」( )。 379
「内在的三位一体における父と子との間の契約が経綸的救済史的展開を産みだします 」。

「世界史の中に救済史の展開が起こり、聖霊によってそれを認識することができるのであ

ります 」( )。 380
「イエス・キリストなしに神の人格性も聖霊の人格性も明示できません。 なしにFilioque
は、聖霊は諸霊から区別できないのであります 」( )。 383
人格的霊的な アウグスティヌスは 愛 としてそれを理解しました ( )「 」「 「 」 。」"substantia" 385
「聖霊によって成立した関係の中に起こる主客の転回であります 「われわれは、その。」

＜原関係＞の中に、内在的三位一体論と経綸的三位一体論との結合点をもつのでありま

す 」( )。 386
「それは人間が神の立場に立つということではなく、上からの視点をもつことによって徹

底的に自己相対化できるということであり、それがわれわれの言う神学的相対主義であり

ます 」( )。 387
「救済史と三位一体論との関係は、キリスト教にとって本質的なものであると言わねばな

らないのであります 「この同一化が三位一体論の基礎となるのであります 」( )。」 。 389
「日本のような、あるいはアジアのようなところで見える問題」( )390

聖書の証言：聖霊によるイエス＝キリストという同一化と、その中における三

位一体の成立

「聖書正典によって規定された神学的実存は、垂直次元においては神との契約関係に位置

づけられ、水平次元においては神の救済史の文脈に位置づけられるのであります 」( )。 391
「イエス＝キリストの同一化の中には、永遠の三位一体の姿が現れるのであります。三位

一体とは、十字架のキリスト以外のどこにあるものでもないのであります 」( )。 392
「聖書は上から読まれるということは 「聖書が聖書の解釈者」のキリスト論的帰結であ、

ります 「聖書から読まれた世界は 「歴史」としての世界であります。それなしには、。」 、

世界は歴史的世界として見えてこないであろうと思います 」( )。 393
「聖書によって世界史を読むのであります 」( )。 394
「証言の上方に教義学の世界が開け、その下方に弁証学の世界が開けます。そして世界史

がイエス・キリストへ向かう前方に向けて倫理学の課題が出てくるのであります 」( )。 395
「世界史は意味をもっているのであります 」( )。 396

「救済史的展開として「歴史神学」について構想する」( )397
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証言のゲシュタルトから組織神学のゲシュタルトへ：

十字架の神学、三位一体論、救済史的展開、契約神学という証言の諸相

「ティリッヒの神学は存在論的思惟をもって企てられた神学」( )401
「シェリングの枠組みの中に聖書的なものを取り入れる」( )402
「聖書を「資料」として重視するが、それを神学の規範として受け入れることはしない」

( )406
「パネンベルク 「ヘーゲル的な展望の対象世界としての世界史に性格的に類似したゲシ」

ヒテ」( )407
「パネンベルクの普遍史の概念」は 「ヒストーリッシュにも接近できるファクタとして、

理解されるのであります 」( )。 409
「この神学的判断の妥当性について、根拠づけを与えていないのであります 」( )。 409-410
「 二つの分裂」を意識し、その二つを克服するという方法論的作業を自覚的に引き受け「

ます 客観的な普遍史の地平を開く試みによって ( ) 解釈学を包括する地平 ( )。」「 」 、「 」412 413
「われわれ 「 なぜキリスト教か」というラディカルな問いをもって 「聖書正典の回」、「 」

、 、 」復と その正典的場に立って そこからわれわれの歴史神学としての組織神学を構想する

「近代化理解の違い」( )417
「正典の証言は、世界史の中にある教会史の実体的連続をつくり出してきているのであり

ます 」( )。 419

ニーバーとレーヴィット

「信仰を歴史離脱として見ている」( )421
「ゲシヒテのとらえ方に関わる違い 「歴史観は背後に歴史的現実があります。果たし」、

。 、 、て歴史的現実を否定することができるでしょうか 彼は ゲシヒテとしての歴史を否定し

ギリシャ的コスモスとしての世界へ戻ることができるでしょうか。歴史的現実からの脱出

は、コスモス的自然が失われる今日、行く先をもっておらず、それは単なる観念的可能性

でしかないのであります 」( )。 423
「そのリアリズムとは、歴史的現実との取り組みを示しているのであります。歴史的現実

が、そこでニーバーが彼の歴史神学を構想している場なのであります 」( )。 426
「歴史的現実の中での人生は、その苦しみが解決を求めるがゆえに、必然的にメシア待望

をもつのであります 」( )。 427
「聖書が開示されるということは、信仰の発生と相関的であります 「聖書との関係に。」

おける信仰 「それは一般宗教性に還元できない特定の性格をもっているのであります 」」 。

( )428
「垂直次元をもつ人間の在り方をわれわれは「神学的実存」と呼ぶのであります。神学的

展望は神学的実存の確立なしには開けません 「ラインホールド・ニーバーは、それを。」

人間論を媒介してとらえようとしました。それはブーバーの言う「我と汝」関係の成立す

る場、あるいはフッサールの言う「生活世界」としての歴史の次元であります 」( )。 429

「経験 「垂直次元の経験は、正典の証言構造によって支えられた聖霊の内的な経験であ」
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る、ということができます。それをカルヴァンは「聖霊の内的証示」と言い表したのであ

ります 「聖書の言葉が神の言葉となるという経験であります 」( )。」 。 433

「今日のプロテスタント神学は、その聖書を再発見せねばなりません 「この状況で新。」

、 。」しい神学の言葉を把握することは 組織神学が歴史神学として成立することであります

( )436
「神学的実存の成立のための形式的支え（聖書論）と内容的支え（救済論 」( )） 437
「聖書原理の意味をその「他者性」において認めます。支えとは、他者の助けという性格

をもちます 「他者性」が支持機構の条件であります 」( )。 。 438
ラーナーとバルト

「 、 。」聖書の他者性と優位性が 神学的実存に垂直次元の秩序を与える支持構造であります

( )440
「おのずから秩序がある」( )443
「教会は聖書をもって世界史と取り組む視座をもつ」( )445
「聖書正典がイエスをキリストとするのではなく、イエスがキリストであるから聖書正典

がその証言となるのであります 「聖書は、教会に対して 「他者」であり、そのような。」 、

他者として教会と共にあるのであります 」( )。 447
「この歴史的発生的な見方のゆえに、そして教会重視の考え方を固執するゆえに、聖書正

典が神からのものであることを認識できなくしているのであります 」( )。 449
「 聖書が聖書の解釈者」であることに服する態度であります 」( )「 。 451
「聖霊によってその証言性を実現する 「特定な場」( )」 453
「トータル・インスピレーション」( )454
「正典の場が聖霊の場であります 」( )。 455
「教派性とは、教会レベルにおける逐語霊感説だと言わねばなりません。つまり、教派的

解釈の自己絶対化ということであります 」( )。 456
「その歴史的秩序を神学的にひるがえして聖書を教会に優越させることが起こるとき、教

会は神学的思惟の根拠と可能性をもつのであります 」( )。 458
「教会の実在根拠はキリストであるということを認識する認識根拠は、聖書でなければな

らないのであります。聖書が教会の基礎であるイエス＝キリストという同一性を証言する

ことによって、教会が聖書に規制される位置に立つかぎり、この命題が成り立つのであり

ます 「聖書を通してしか起こりえない」( )。」 459

「日本においては、古代教会の弁証家たちのような聖書とギリシャ哲学との総合というこ

とは課題になりません。われわれは、近代社会が置かれている状況から出発して別様に考

えるのであります。聖書がイエス・キリスト証言という一点に収斂することは、正典的場

における垂直次元の成立を意味します。その上方に、内在的三位一体論が現出します 」。

「 、 、 。 、 、それは 同時に 信仰の成立であります なぜなら イエス・キリストを信じる信仰は

聖霊の働きによってのみ 」そこに「ひるがえりが起こるのであります 」( )、 。 461
「内在的三位一体論から展望される世界史は、経綸的三位一体論として把握されます 」。

「この構造の中で、人間論は歴史論と結びつきます。歴史の深層構造は、人間論を媒介と
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して開示されるからであります 」( )。 463
「近代世界の中にあって聖書を開くということは、聖書によって世界史を読むことの事始

であります 「近代世界の深層構造」( )。」 464
「世界は 「歴史」であるという認識は、レーヴィットの言うように、もともと神学的な、

議論であります 」( )。 466
「ブローバリゼーションという世界史的社会変動に着目するのであります 」( )。 467
「現実的に世界史のトレンドを見る」( )468
「現代の問題は、神学的解決を必要としています 」( )。 469

「アメリカの伝統の再解釈 「契約神学が神と人間の契約関係における相関性に特質をも」

つものとして」( )472
「契約とは、垂直次元と水平次元との交叉において構造化を可能にします 」( )。 474
「それは、ティリッヒの神学の方法、問いと答えの相関法というような思弁とは異なる切

迫をもつものとなるのであります 」( )。 475
「敗戦後、状況そのものが（神学とは関係なしに）大きく変化しました 「日本国憲法」。」

「国家成立の基礎理論の違い 「 契約原理」の導入 「教会と国家の分離の原理の導入」」「 」、

「 国教会制度」の廃止 「宗教団体の「自由教会化 「国家の世俗化 「 契約化」と「 」 」」、 」、「

か「自由化」という概念を用いて言い表されるような社会変動プロセス」( )477
「神学は日本の「自由社会化」という社会形成に参与し 」イエス・キリストの永遠的妥、

、「 、 。」当性 この特殊歴史的妥当性は 普遍的妥当性を示す一つのケースとなるのであります

( )478

「アメリカがその社会の深層構造において （神の契約的共和国）とGod's Federal Republic
しての「契約」的性格を残しており、それを現代において活性化させる必要があるでしょ

うし 」( )、 484
「動的な性格」( )485
「恩寵に対する応答責任の契機」( )486
「聖書に従って宗教改革を「生活の改革」まで徹底させ」( )487
カルヴァンの神学的論理は、今日ではラインホールド・ニーバーが言う「＜神秘＞と＜意

味＞との緊張関係の論理ということができると思います 」( )。 489
「ひるがえりの論理」は 「契約という人格的な結合の中での可能性であります。神学的、

相対主義ということを言ってきましたが、それもこの神の契約のきずなに支えられて可能

になる自己相対化であります 」( )。 493
「近代人の成立 「自己が神に結ばれているという確信に基づく自己確立 「契約におい」 」

て自己が神に捉えられていることが分かる」( )494
「イエス・キリストと証人との間の＜原関係＞を聖書的な「契約」をもって「ことば化」

するとき、それは契約関係として捉え直すことができるのであります。ここで証言のゲシ

ュタルトの構造化（ゲシュタルトゥング）が起こるのであります 」( )。 498
「契約神学的ゲシュタルトゥング（構造化）は、垂直資源における＜三位一体論的構造＞

と水平次元における＜救済史的構造＞へと構造化されます。その交叉点に立つのがイエス
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・キリストの十字架であります 「このようにしてこの契約神学的構造は、キリスト中。」

心的であります 」( )。 498
「立体的な構造」( )499
「十字架の上方に仰がれる神秘は、神学的に「内在的三位一体」と言われる三位一体の神

秘であります。十字架の上に仰ぐ三位一体、それは逆に三位一体の上からの十字架を見る

ことへとひるがえされるのであります 」( )。 499
「証言は 「神秘」と「意味」との結びついた出来事から「意味」だけを取り出して理解、

するのではありません。証言は「神秘」を「神秘」としてなお「意味」を指し示すのであ

ります 「非合理的なもの」と「合理的なもの」とが結びついている出来事を合理化する。

こともなく指し示す、それが証言という言葉の能力であります 「非合理的なものを示。」

すために、合理的な思惟を超えるのであります 」( )。 500
「三位一体は「奥義」あるいは「神秘」でありますが、歴史の中では経綸的にその神秘に

ひそむ意味を開示します。その意味の現れとはサクラメントなもので、神秘を隠している

のであります 」( )。 501
「限界知」( )502
「その契約には一種の「ラチオ」があります 「永遠の三位一体の神秘の中にある言葉」。」

( )503
「三位一体の中にある「契約」ということは、その三位一体の＜神秘＞の中に秘められた

＜意味＞を示すものになっております 」( )。 505
「根源に契約がある、それがなければ 「契約社会」は、根拠のない人間の企てであり、、

土台のみちにの意味かにの建築のようなものとなるのであります。根源に契約のある、そ

れが人生と社会の根拠となるのであります 」( )。 507
「不思議なことに他方で、今日近代化の中の「契約化」が進行している」( )503

「われわれの日本国憲法の基本理念は、その歴史の連続する同一の地盤の上に置かれてい

るのであります 」( )。 510
リンゼイ、ピューリタン革命、契約的合意、パトニー討論

「近代化とよばれる世界史的動向」( )513
「イェリネックが言うように、その理念が近代憲法の中に制度化されるということなしに

は、現実的意味をもつことにならない」( )515
「日本国憲法は日本の古いパトリアーカリズムを克服して、家族の原理は一夫一婦制によ

る契約的結合になるのであります 「＜自然＞から＜自由＞への移行つまり「自由化」。」

という変動過程があるということであります 「古い大家族主義から新しい家族主義へ。」

と移行する 「質的な変化」( )」 516
「今日の家族の崩壊は、憲法によって規定された原理による新しい家族形成ができていな

いからなのであります 」( )。 517
「アメリカの契約社会の契約神学的背景を見ている 「新しい「ことば （思想）が必要」、 」

であります 」( )。 518
「すべて契約化する社会は、その指導に神学的訓練をもつ指導者を必要とするからであり

ます 「契約神学は 「聖書による近代性」を産み出しました 」( )。」 、 。 521
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「 恩寵の契約」が分かる知性を要求する」( )「 522

「ニーバーは、理性的コヒアレンスによって合理化されないインコヒアレンスに注目した

神学者でした 「理性は、その限界を越えて神秘を解明しようとして挑戦的になるか、。」

またその限界を受け入れて反省的になるか、二つの場合があること 「一種の理性の内」、

部に起こる選択」( )524
「神学的思惟態度は、哲学的には現象学と通じるのであります 」( )。 525
「たしかに契約とは一種の合理化であります 「 恩寵の契約」が、契約の崩壊のインコ。」「

ヒアレンスを、究極のコヒアレンスへと癒す、それが人生と歴史の中に「意味」を確保す

るのであります 」( )。 526
「十字架の犠牲愛が、究極のコヒアレンスをつくり出す、それが社会のコヒアレンスの原

構造となるのであります 」( )。 527
「それは、二十世紀の偉大な神学者たちが発見した「ゲシェーエン」の次元、垂直次元を

継承しながら、二十一世紀への新しい神学のために 「ゲシヒテ」の次元、水平次元と結、

びつけて、それを契約神学によって捉え直し、そのことによって歴史神学の展望を拓くと

いうことであります 」( )。 527
「日本における組織神学への出発」( )530

＜議論のポイント＞

０ 『組織神学序説』とは？ それをいかに具体化するのか（視点・方法 。． ）

１．現代、日本における神学の可能性

「なぜ」の問い、コルプス・クリスティアヌムの崩壊以降（あるいはその外で）

近代化と宗教的多元性

近代日本批判

２．二つの近代化、プロテスタント的状況

３．神学的実存の確立

逆コペルニクス的転回の逆転、ひるがえりの論理、自己絶対化の否定、他者との

出会い。そこに聖書があることの発見の驚きから。

４．ヒストリエ、ゲシヒテ、ゲシェーエン

５．バルトとトレルチとの批判的な乗り越え

６．啓示論の一歩手前から。聖書論からはじめる。

日本的状況（１と２から）

＜問題点＞

１．普遍的妥当性は成り立つのか。循環論法あるいはつぎはぎ。

２．近代理解に関して。現代世界は契約化・近代化？

神のリアリティの喪失は、文化プロテスタンティズムの責任なのか
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ピューリタニズムに問題はないのか、アメリカの教会は思想的か。

３．日本の近代化批判

日本の契約化？

神学の問題か。神なき近代化政策、では神があればよかったのか。

４．プロテスタント的状況と聖書との関連

日本において 「そこに聖書がある」という状況は、プロテスタント的なのか 「聖、 。

書の発見」？

５．プロレゴーメナの限界

方法の妥当性は構築された体系の内容の検討なしには評価できない

６．文体の問題。議論の飛躍とあいまいさ

啓示から聖書へで、十分か。

さらにもっと手前から

７．個々の思想家の理解の問題性

ティリッヒ、リクール、フッサール、ブーバー


