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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
「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
「日本近代の虚妄性」(42)

「 、 。」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

「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)。

「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
「聖書による人間主体性の確立」( )84
「近代化は、聖書の刻印を帯びている」( )95
「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

「 二つの近代」を区別する」( )「 116
「 」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

「 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
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
「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
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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

。 、 。」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

「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」( )190

「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
「霊性の次元の回復の必要」( )206
「理性が「メタノイア」をもつ可能性と関わる」( )207

「正典的場と歴史的場の違い」( )211
「 正典」への関心が復興」( )「 212
「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 」。

「正典とは、規範性の次元の概念」( )224

「 、 （ ） 。」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Weltgescjichte
( )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 」( )。 229

「捉えられていることは聖霊経験であり」( )235
「正典は聖霊の働く場であります 」( )。 241
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「証言の諸特質」

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

「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
「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
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
「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

「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

「 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
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
「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
「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
「最後には祈りとなるような知的態度」( )353
「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

「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

「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 」。

「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
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「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

「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」

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

「 、 。」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
「教会は聖書をもって世界史と取り組む視座をもつ」( )445

「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 」。

「グ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
「現代の問題は、神学的解決を必要としています 」( )。 469

「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
「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

・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
「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
「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

「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


