教会史における
“新しい歌”
ー賛美と礼拝の歴史神学的考察ー

キリスト教会の歴史において「新しい歌」がどのような背景の
中で生まれてきたかを学び、今日における「新しい歌」を模索
します。

空知太栄光キリスト教会 牧師

銘形 秀則

目 次
序 論

―新しい歌を主に向かって歌えー
１. 新しい歌のさまざまな定義
２. 本講義の視座(歴史神学的考察の方法論)について
キリスト教礼拝の二つの傾向…＜預言者的傾向＞と＜祭司的傾向＞
―付録① 「礼拝様式の変遷」

本論①

―旧約聖書における＜新しい歌＞と礼拝様式の変遷―
04
１. ダビデ以前の＜新しい歌＞・・主の力ある歴史的な勝利を心に刻み込む歌
２. ダビデの幕屋・ソロモンの神殿における＜新しい歌＞
３. シナゴーグ礼拝・・バビロン捕囚による＜新しい歌＞
４. エルサレム帰還後の神殿礼拝の復興
５. 旧約時代の＜新しい歌＞としての詩篇

本論②

－新約時代における＜新しい歌＞ルカの福音書の預言的賛美―
１. 「詩と賛美と霊の歌」について
２. ルカの福音書にある４つの賛美
３. ルカのイエスの誕生にまつわる４つの＜新しい歌＞の特質
４. 新約聖書に散在する＜新しい歌＞の断片
－付録② 「神に対する賛歌とキリスト(御子、神の小羊)に対する賛歌」

07

本論③

－初代教会における礼拝とその特徴―
０. ＜初代教会＞ということばの定義
１. 初代教会における礼拝様式
① ユダヤ教の礼拝様式の継承・・会堂でのシナゴーグ礼拝
② 新しい礼拝様式・・・・・・・パンを裂くことと愛餐
２. 初代教会の礼拝の特徴
３. 初代教会における春から夏へ

13

本論④

―使徒教父時代からローマ帝国公認宗教となるまでー

01

16

１. 使徒教父時代の教会が当面した問題
２. 新しい時代への移行の準備
① 会衆による唱える賛美から、より高度な聖職者による賛美への移行
② ギリシャ語からラテン語への移行

本論⑤

本論⑥

－創作賛美歌(賛歌)の流れー
１. 聖アンブロシウスの貢献
２. 教父たちの音楽観 ―音楽のもつ誘惑―
―付録③ 「Veni Creator Spiritus」(来てください 創造主なる聖霊よ)
―中世のローマ式式典の概要とその特徴―
i

19

22

１. ミサの概要の概説
２. ミサの構成と特徴
３. 聖務日課
４. 記譜法について
－附記 「修道院運動」

本論⑦

－グレゴリオ聖歌と教会旋法―
１. グレゴリオ聖歌について
① カトリック教会の祈りの歌
② 現代人にとっての癒しの響きとしてのグレゴリオ聖歌
２. 教会旋法とその特色
３. 芸術性と大衆性の二律背反の関係

26

本論⑧

－マルチン・ルターと＜コラール＞ー
１. マルチン・ルターという人物
２. ＜新しい歌＞の必要性
３. ルターのコラールを作る上でのコンセプト
① わかりやすさ
② 改作の能力
４. コラール集の出版
５. ドイツ・ミサについて
６. ルター自身のコラール

31

本論⑨

―フランスおよびスイスの宗教改革期に生まれた詩篇歌―
１. ジャン・カルヴァンと＜新しい歌＞としての詩篇歌
① カルヴァンの詩篇観
② ジュネーヴ詩篇歌
２. 日本語によるジュネーヴ詩篇歌

36

本論⑩

―１７世紀の敬虔主義運動とその流れにおける＜新しい歌＞―
１. ドイツ敬虔主義運動
２. モラヴィア派に至る流れ
３. 敬虔主義の賛美歌
４. モラヴィア派の賛美歌

38

本論⑪

－１８世紀の英国のメソジスト運動における＜新しい歌＞―
44
１. チャールズ・ウェスレーの信仰体験
① 兄ジョンとの関係
② チャールズの信仰経験 ―自律時代、自己崩壊時代、自己確立時代―
２. 近世讃美歌の歴史におけるチャールズ・ウェスレーの位置
① 英語ジュネーヴ詩篇歌
② 英語賛美歌
３. チャールズ・ウェスレーの賛美歌の特質
ii

① 特徴
a.

個人の強調―賛美歌における主観性の問題―

b.

感情の発露―歓喜の基調―

② 神学的内容
a.

キリストの福音の普遍性

b.

救いの確証

c.

キリスト者の完全

４. メソジスト運動における賛美歌の機能
５. チャールズ・ウェスレーの賛美歌の宗教的意義
―＜理解された信仰＞から＜体験された信仰＞へー
－付録④ チャールズ・ウェスレーの年譜 ―付録⑤ 本論⑪の参考文献

本論⑫

－１９世紀のリバイバル運動における＜新しい歌＞―
69
１. １８世紀のメソジストのリバイバル・・＜大衆伝道の先駆け＞
２. アメリカのリバイバル運動
① 1st グレート・アウェィキング(18 世紀の中頃)・・教派ごと
② 2nd グレート・アウェィキング(19 世紀)・・・超教派による
３. クルセード(超教派的大衆伝道)の先駆け・・・ムーディとサンキーの名コンビ
４. アメリカの福音唱歌(Gospel Song)という＜新しい歌＞
① 特 徴
② 福音唱歌第一人者、アイラ・D・サンキー
③ ファニー・クロスビー

本論⑬

－英米圏における賛美歌の二つの潮流―
74
１. 伝道的賛美歌の流れ―英国非国教会系―
① １８世紀メソジスト運動 ジョン・ウェスレー&チャールズ・ウェスレ－
② １９世紀リバイバル運動 ムーディー&アイラ・D・サンキー
③ ２０世紀初頭
ビリー・サンディ&ホーマー・ロードヒーヴァ
④ ２０世紀中葉
ビリー・グラハム&ベヴァリー・シェイ
⑤
同
ビル&グロリア・ゲイザー夫妻の果たした役割
２. 礼拝、典礼主義的賛美歌の流れ―英国国教会系―
① １９世紀中葉
オックスフォード運動 「古今聖歌集」(1861)
② ２０世紀中葉
ヒム・エクスプローション(創作賛美歌の爆発)

本論⑭

－プレイズ & ワーシップの起源とその流れ―
１. プレイズ& ワーシップの定義
２. ワーシップ・ソングの起源
① ジーザス・ムーヴメントとの関わり
② ペンテコステ・カリスマ・ムーヴメントとの関わり
③ レストレーション・ムーヴメントとの関わり
３. ワーシップ・リーダーの存在と役割
４. 会衆賛美における＜洗練性＞と＜大衆性＞
５. 新しい歌としての預言的賛美・・＜霊の歌＞
iii

78

① 新しい歌とは・・
② 預言的賛美とは
③ 預言的な歌を解き放つための三つのステップ

本論⑮

－ゴスペルを生み出したアフロ・アメリカンの人たちの歴史と信仰―
１. The Sprituals(黒人霊歌)の歴史的背景

84

① Hush habor (ハッシュ・ハーバー) 奴隷たちの唯一の避難所
② ハッシュ・ハーバー的黒人霊歌からコンサート・パフォーマンスとしての
黒人霊歌へ
２. 信仰の歌としての黒人霊歌
３. 黒人霊歌から黒人ゴスペルへ
① 女モーゼ、ハリエット・タブマン
② 都会での貧困と疎外という社会的背景
③ 公民権運動(M.L.キング牧師の非暴力運動)とフリーダム・ソング

本論⑯

－テゼ共同体における日ごとの祈りの歌―
１. ブラザー・ロジェの夢・・キリスト者同士の和解の実現
① 和解の夢の実現
② テゼ共同体の始まり
③ テゼ共同体の現在
２. テゼ共同体の日ごとの祈りの歌の特徴
３. テゼの歌の今日的意義とは何か
① 「日ごとの祈りと賛美」の見直し
② 祈りを支える単純で素朴な、新しい歌を生み出すたゆみない模索
③ 沈黙という祈りの力を経験すること
４. テゼの祈りの歌の中から

本論⑰

－歌と踊りを伴うイスラエル・ジュイッシュ・ソング―
97
１. １９世紀、東ヨーロッパのユダヤ人の間に勃興したハシディズムの流れ
① 離散の歴史
② 二つの方向
２. イスラエル・フォークソングの源流としてのハシディズム
① シディズムの特徴
② ハシディズムのメロディー
３. シオニズム運動(ユダヤ人国家建設運動)とその主題歌「ハクティバ」
① シオンをたたえる歌
② 今日のシオニストの賛美―メシアニック・ジュイッシュの賛美の高まりー
４. メシアニック・ダンス
① 用語
② 現代におけるダンスの回復
③ 踊りと歌をもって喜びを表現する＜クレズマー音楽＞
④ 終末論的賛美

結 論

―＜新しい歌を主に向かって歌う＞今日的課題とは何かー
iv

91

103

序 論
―新しい歌を主にむかって歌えー
＜はじめに＞◆聖書の中には「新しい歌を主に歌え」という命令が多く記述されている。注
神の民である教会はその最初から歌う共同体であった。賛美なしにキリスト教礼拝は考えられな
い。キリスト教会はこの伝統をその母胎であったユダヤ教、ないしは旧約聖書の詩篇から受け継
いだ。詩篇は賛美の源泉である。その詩篇の中に「新しい歌」という表現が見られる(聖書では９
のうち６までが詩篇にある)。詩篇に発した「新しい歌」は、キリスト教会の歴史の初期から現代
に至るまでの各時代に作られ、今日まで歌い続けられてきている。本講義においては、教会史に
おける｢新しい歌｣がどのようにして生まれ、それがどのように受け継がれ、また、新たな歌を必要
とする状況を生み出したかを検証する、
「新しい歌」の歴史神学的考察である。
１. 新しい歌の様々な定義
① 「新しい歌」とは、その時代その時代に神が用いられる賛美のこと・・・ルターの宗教改革、
ウェスレーのリバイバル、アメリカのリバイバル運動等、その時代時代
に新しい歌が生まれ、歌われた。
② 「新しい歌」とは、いわゆる新作の歌という意味ではなく、神への救いの鮮烈な驚き、感謝、
感動をいま新たな思いで歌う歌のこと。
③ 「新しい歌」とは、その都度、その都度、神から与えられる歌のこと。
④ 「新しい歌」とは、主に贖われた者(救われた者)にしか歌えない歌(賛美)のこと。
⑤ 「新しい歌」とは、絶えず心をリニューアルされ、新しい気持ちで歌う歌のこと。
⑥ 「新しい歌」とは、新作、あるいは最近流行している歌ではない。
⑦ 「新しい歌」とは、人間がこれまで歌ってきた歌とはまったく質の異なる歌のこと。
⑧ 「新しい歌」とは、神がなされた、驚くべき御業を語り、その神の救いの御業によって新しい
生き方を許されるに至った人々の驚き、感動、また感謝を歌いだしたもの。
⑨ 「新しい歌」とは、新しい心によって歌われる新しい心の歌のこと。
⑩ 「新しい歌」とは、待ちに待った救いが来たという歓喜の叫びと共に歌われる歌のこと。
⑪ 「新しい歌」とは、この地上で以前一度も歌われたことのない歌のこと(預言的賛美)。
つまり、他の人の歌ではなく、預言的に即興で与えられる自分しか歌えな
い新しい霊の歌のこと。
⑫ 「新しい歌」とは、終末論的な賛歌のこと。つまり救いの完成を見つめながら歌う歌である。
⑬ 「新しい歌」とは、救いの感謝と喜びの歌、愛の交わりの歌、信仰と希望の歌のこと。
(1) ｢新しい歌｣を歌う目的
◆「新しい歌を主に向かって歌え」と命じられるのは、神ご自身が私たちのうちに、絶えず
新しいことをなそうとされているからである。
(2) 「新しい歌」の今日的必要性
◆私たちは、今を生きるために神への「新しい歌」を必要としている。なぜなら、生きた
賛美は、新しく造られた民が、新しい心によって歌われるべきだからである｡
◆主に向かっての｢新しい歌｣の特徴は、喜びに満ちあふれた賛美と祈りであり、主体的な信仰
の告白でもある。そしてそれは聖霊によって日々新たにされる必要がある。私たちのために、
私たちのうちになされる主の奇しいわざを発見しつつ、私たち自身が日々新たにされるとき、
そこに「新しい歌」が生まれると信じる。しかもそれはその都度、神から与えられるのである。

注

詩篇３３篇３節、４０篇４節、９６篇１節、９８篇１節、１４４篇９節、１４９篇１節、イザヤ４２篇１０節、黙示録
５章９節、１４章３節・・の９回。
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２.

本校義の視座(方法論)について・・・＜キリスト教礼拝の二つの傾向＞

◆本講義におけるテーマの視座として、由木康著『礼拝学概論』(新教出版社、1961、復刊 1998)
の中で用いている方法論を援用しながら、
「新しい歌」の歴史神学的考察を試みたい。その方法論
とは、キリスト教礼拝において対立し交錯する二つの著しい傾向―「預言者的傾向」と「祭司的
傾向」－である。これら二つの傾向は、キリスト教のうちに初めて発生したものではなく、その
母胎である旧約のイスラエルの歴史から受け継いだものである。
◆預言者的および祭司的傾向とはどのようなものであろうか。以下の記述は『礼拝学概論』の序
論からのノートである。

A 預言者的傾向

B

祭司的傾向

直接的、瞬間的、即興的、改革的(新しい創造) 間接的、持続的、伝統的、
前進的、将来的(展望的)
存続・継続、回顧的
―現状を打破し、局面を展開しようとして迫
―現在に失望して、過去の黄金時代を描くー
害を受けるー
流動的、進歩的
固定的、保守的
―伝統にとらわれず、将来を望むー
―伝統を尊重し、制度を維持して預言者を
迫害するー
外面的
内向的
倫理的
祭儀的
宗教の孤立を警戒する
宗教の分散を警戒する
◆上記のような相違は、原理的なものであって、歴史的には多くの交流や錯綜があったことはい
うまでもない。すなわち、一方には祭司的傾向を多分にもつ預言者がいた。モーセやエゼキエル
などは、両者を兼ねていた人物である。また他方には、預言者的事業を遂行した祭司もいた。し
かし、だいたいにおいてこの二つの傾向は、互いに対立していたとみなしてよい。とはいえ、こ
れは全く相容れないものの異質的、相殺的な対立ではない。基盤を同じくするものの補足的、牽
制(けんせい)的な対立である。したがって、その解決も、一方を取って他方を捨てることにあるの
ではなく、それらの双方を緊張関係におき、その一方に重圧を加えて、全体を力強く推進させる
ことにあるのである。
◆ゆえに、預言者的傾向と祭司的傾向とが対立しているからといって、ただちにその一方を取っ
て、他方を捨て去る一面主義に陥ることを、極力警戒しなければならない。それは私たちをイス
ラエルの宗教の深い理解から遠ざけ、聖書の宗教を救いがたい貧困と枯渇とに追いやる以外の何
ものでもない。なぜなら、二つの傾向は、どちらも聖書がみずからのうちに内蔵しているもので
あり、イスラエル宗教のそれらの対立と交錯とによって、その生命と活力とを常に保持してきた
からである。預言者的精神は宗教を振起し、祭司的精神はそれを持続する。祭司的精神に生気を
与えるのは、預言者的精神であり、預言者的精神をつなぎ合わせるのは祭司的精神である。前者
がなかったならば、宗教の生命を失ったであろうし、後者を欠いたならば、それは断絶していた
であろう。生きた永続的な宗教は、それらのどちらをも失ってはならない。双方をみずからのう
ちに含み、両者を妥協させないで、緊張させ、前者に重点を置くことによって、全体を螺旋的に
推進させなければならない。そして、これこそ、新約の秩序において、イエスが実現されたもの
であった。預言者的傾向と祭司的傾向とは、イエスの新しい秩序において、はじめて生ける統一
を得たのである。
◆イエスは古代イスラエルの宗教、特に、礼拝における二つの傾向を統一して、それを弟子たち
に伝達された。しかし、原始教会をはじめとして、その後の教会は、果たしてイエスの精神を理
解し、それを彼らの礼拝のうちに正しく具現化したであろうか。この問題をできるだけ公平に観
察し、事実に即して検討していきたい。

2

礼拝様式の変遷

〔付録①〕
(祭司的礼拝)

モーセの幕屋礼拝

(祭司的礼拝)

旧

ソロモンの神殿礼拝

約

ダビデの幕屋礼拝

時

(預言者的礼拝)

ヒゼキヤの改革

代

ヨシヤの改革(神殿から律法の書を発見)

の
新

神殿破壊(バビロン捕囚)

神殿の再建(ゼルバベル)

し
い
歌
は

シナゴーグ礼拝
(預言者的礼拝－みことば中心)

詩
篇
と
し

エズラによる宗教改革

て

(律法と神殿礼拝の融合―預言者的、祭司的礼拝の回復))

結
集
さ
れ

イエス・キリスト

る
(イエスは神殿祭儀や律法を絶対視しなかった。それゆえ当時の祭司や律法学者たちから反感を
招いた。イエスにおいて預言者的傾向と祭司的傾向とが新しい秩序においてはじめて統一を得て、弟
子たちに伝達された。)

みことば礼拝&パン裂(聖餐)礼拝

神殿破壊(AD70)

(預言者的・祭司的礼拝)
(伝統的な詩篇と、新しい歌である賛歌、自由な霊の歌が歌われた。)

修道院における礼拝

中世におけるローマ式典礼(ミサ)
(祭司的礼拝―聖職者によって完璧に演出されたミサ)

(預言者的礼拝)

ラテン語によるグレゴリオ聖歌

ルターの宗教改革と礼拝
(預言者的礼拝、会衆賛歌―コラールの誕生)

１７世紀の敬虔主義の流れ
(預言者的礼拝)

１８世紀の英国メソジスト運動
(預言者的礼拝―チャールズ・ウェスレー

改革派教会
(賛美においては詩篇歌のみ)

英国国教会
(賛美においては詩篇歌のみ)

の主観的な創作讃美歌)
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本 論①
―旧約聖書における「新しい歌」と礼拝様式の変遷―
＜はじめに＞◆旧約聖書の時代における｢新しい歌｣とその変遷について概観してみよう。
１.

ダビデ以前の「新しい歌」・・・主の力ある歴史的な勝利を心に刻みこむ歌

(1) ミリアムの歌 (出エジプト記１５章)
◆ダビデの時代以前において、神の民が主に対して歌った「新しい歌」があった。それは出エジ
プト記１５章にある「ミリアムの歌」として知られている。リーダーのモーセは歌を導き、その
姉の女預言者ミリアムはタンバリンを打ち鳴らして、女たちの踊りの先頭に立った。
「主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ
込まれたゆえに。主は、私の力であり、ほめ歌である。主は、私の救いとなられた。この方
こそ、わが神。私はこの方をほめたたえる。私の父の神。この方を私はあがめる。」(１、２節)
◆エジプトの奴隷であったイスラエルの民は，その時代最も強力なエジプトの軍隊と海との間に
挟まれて、どうすることもできない恐れと絶望の中にいた。ところが、人間の思いをはるかに越
えた、驚くべき出来事が起こった。海は二つに割れ、民はその乾いた地を歩いて渡った。そして
追っ手は海に投げ込まれたのである。イスラエルの民は新しい歌を歌った。なにゆえに歌うのか。
王である主がすばらしいことをしてくだったからである。その内容は、神がこれこれのことをし
て下さったという神の偉大な御業のストーリーを語り、主に向かって感謝と賛美をささげること
が彼らの礼拝であった。そして、この時代の歌はリズム楽器によって伴奏された。
(2) デボラの歌 (士師記５章)
◆シセラに率いられたカナン軍に対するイスラエルの戦いにおいて、主が介入されたときに歌わ
れている。しかし具体的にどのように歌われたのかは知ることができない。
「聞け、王たちよ。耳を傾けよ。君主たちよ。私は主に向かって歌う。イスラエルの神、主
にほめ歌を歌う。・・キション川は彼らを押し流した。」(３節、２１節)
◆カナン軍は進歩した装備を持っていた。また軍隊は職業軍人によって率いられていたのに対し
て、イスラエルは戦車もなく、率いていたのも武器さえもたない女性デボラであった。しかし戦
いが起こったとき、川の水があふれ、土手か破れた。そのため敵の戦車の車輪は動かなくなり、
敵は徒歩で逃げなければならなかった。イスラエルはこの哀れな敵を打ち破った。イスラエルの
勝利は力のない者たちの勝利であり、自分たちを守ってくださった主を信頼する勝利であった。

２. ダビデの幕屋・ソロモン神殿における「新しい歌」・・・賛美の中に臨在される主
(1) モーセの幕屋礼拝
◆モーセの幕屋での礼拝において、
「新しい歌」が歌われることはなかった。犠牲による礼拝中心
であり、音といえば、大祭司が身につける服の裾につけられた鈴くらいのものであった。
(2) ダビデの幕屋礼拝
◆旧約時代において、礼拝に初めて音楽が用いられるようになったのは、ダビデの時からである。
音楽はそれまで戦いのために、あるいは、戦勝の祝いのために用いられた。しかしダビデは神を
礼拝するために歌や様々な楽器を用いたのである。詩篇１５０篇を見ると、角笛、十弦の琴、立
琴、緒琴、笛、青銅のシンバル、ラッパなどの楽器で神をほめたたえるべきことを命じている。
現代の楽器で言えば、弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器である。
◆ダビデがイスラエルの王となって最初にしたことは、それまで長い間放置されていた神の「契
約の箱」―モーセの幕屋では至聖所に安置されていたもので、神の臨在を意味したーを敵から取
り戻し、エルサレムのシオンに安置し、そこで賛美リーダーのアサフによって四六時中、絶える
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ことのない賛美のいけにえをささげさせた。これがダビデの幕屋(天幕)である。
◆ダビデの幕屋礼拝の特徴は、喜びにあふれた賛美であり、終わりのない、継続的な賛美であっ
た。また様々な楽器と熟練した者たちによる賛美であり、賛美の担い手は心と声を一つにする訓
練が求められた。また、表現方法もただ一つの表現ではなく、あらゆる可能性を取り入れた。例
えば大声で叫ぶ、手をたたく、手を上げる、踊りながら、頭をたれ、ひざまずいてというように。
◆ダビデの幕屋の礼拝神学の第一の特質は、＜賛美の中に臨在される主＞である。ダビデの幕屋
礼拝においては、動物のいけにえではなく、霊的ないけにえーつまり「賛美のいけにえ」、「従順
のいけにえ」
、
「感謝のいけにえ」
、
「喜びのいけにえ」
、
「砕かれた、悔いた心のいけにえ」
「義のい
けにえ」が、音楽を伴う歌と祈りを通してささげられた。こうした心の多様な感情的表現は、モ
ーセの幕屋礼拝では乏しかった。ダビデの礼拝神学第二の特質は、＜主の臨在こそ、わがいのち
＞である。ダビデは何にもまさって主の臨在を求めた。主の御顔を慕い求め、その麗しさに浸る。
まさに、本質追求である。形式に捕らわれず、主の臨在を大切にした。新しい歌は、新しい皮袋
を必要とした。
(3)ソロモンの神殿礼拝(第一神殿)
◆ダビデはシオンでの礼拝だけでなく、当時、ギブオンにあったモーセの幕屋にも側近の祭司ツ
ァドクを遣わし、そこにヘマン、エタン(エドトン)らの有能な賛美リーダーを遣わした。この事実
は、やがて建てられるソロモンの神殿において、動物の犠牲を土台としたモーセの幕屋礼拝の伝
統を大切にしながら、音楽を伴う賛美を中心としたシ新しいダビデの幕屋礼拝とを統合し、イス
ラエルが神を礼拝する民として、より強化するヴィジョンの実現の準備であった。
◆ダビデの神殿礼拝の構想はソロモンにおいて実現し、定着するが、その組織と制度はまことに
壮大なものであった。ダビデはレビ人３万８千人のうち、４千人を賛美のために選んだ。そこに
見られる音楽は、詩とあいまって最高の芸術的領域にまで高められた。神殿礼拝の中軸は歌うこ
とであり、その奏楽を司ったのが、他ならぬレビ人聖歌隊である。初期においては、聖歌隊自ら
楽器を手にして歌ったと思われるが、後には、歌い手と奏楽がそれぞれを受け持った。組織的、
専門的音楽家集団による礼拝がなされたのである。※注
◆こうした流れの中で数多くの「新しい歌」が生まれ出た。その後、神殿はバビロンによって崩
壊する。バビロン捕囚とエルサレム帰還による神殿再建の経験ーその間、なんと六百年間におよ
ぶ苦難の経験―を通して、新しい歌は生まれ続けた。その結集が後に〔詩篇〕としてまとめられ
た。詩篇は、まさに神とのいのちに満ちた交わりの歌であり、人生の様々な諸相の中で、神への
嘆願、感謝、賛美、信仰告白があり、薄れることのないそのいのちは、今日においても大きな影
響を与えている。
(4) ソロモン神殿礼拝の形骸化とヒゼキヤとヨシヤの改革
◆ソロモン以降のユダ王国において、歴代の王たちの周辺諸国との外交政策によって、神殿礼拝
は次第に空洞化するようになっていく。アッシリアの脅威ゆえにユダの周辺諸国は軍事同盟を結
ぶが、アハズはその同盟に加わらずにアッシリアの援助を求めた。しかしその代償は余りに高く、
神殿と王宮の宝物倉を空にしてしまった。そのために神殿の祭司やレビ人はリストラされてしま
った。アハズ王の子ヒゼキヤが王となったとき、彼はダビデ時代に制定された礼拝を回復した。
◆ヒゼキヤ子マナセ王の治世はユダにとって最悪の時代であった。預言者の空白時代を迎える半
世紀にわたって神の民は神の声を聞くことはなかった。その後、マナセの子ヨシヤが即位し、神
殿の中に律法の書を発見し、宗教改革を断行した。

※注

聖歌隊員たちは、おのおの２５歳から３０歳まで、５年間のトレーニングの期間を経て、通例、３０歳から５０歳ま
での２０年間、神殿の儀式に奉仕した。５０歳で引退するという点は、その年代の声質が一般に衰え始めるころとすれば、
とりわけ不思議ではないが、一人前の聖歌隊員になる時期が３０歳というのは比較的おそい年齢であり、聖歌隊員が、達
人と呼ばれたことを察すると、実際には、その訓練の期間は、きわめて長くけわしいものだったに違いない。口伝で、し
かも大部の複雑な音楽儀式の式次第と内容全体を暗記し、すべてのその詳細をマスターするには、彼らは結局、幼少のこ
ろから父たちについて励み、聖歌隊の正式メンバーになる直前の最後の５年間の徒弟期間で、規定された集中訓練を受け
たと見るのが自然であろう。
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３.

シナゴーグ礼拝・・・バビロン捕囚による「新しい歌」

◆ソロモンが７年の歳月をかけて築いた神殿は、紀元前５８６年に破壊され、多くのイスラエル
の民はバビロンでの捕囚の身となった。当然それまでなされてきた神殿礼拝は終焉した。詩篇１
３７篇１～２節にはこうしるされている。
「バビロンの川のほとり、そこで、私たちはすわり、シ
オンを思い出して泣いた。その柳の木々に私たちは立琴を掛けた。
」とある。神殿を失ったイスラ
エルの民は、異教の地において、神殿の代わりにシナゴーグを建てた。このシナゴーグ礼拝にお
いて人々はモーセ五書を朗読(朗唱)し、祈りを唱え、「新しい歌」としての祈りの歌が生まれた。
それは簡素で純粋なものであった。詩篇の中にみられる「みことば賛歌」(１９篇、１１９篇等)
もこうした歌の結晶と言える。

４.

エルサレム帰還後の神殿礼拝の復興(第二神殿の建設)・・祭司・律法学者エズラの改革

(1) 第一次帰還 (BC538, 約５万人―成人男子のみ)
◆エルサレムのソロモン神殿はバビロンによって崩壊したが、神はペルシャの王クロスによって、
イスラエルの民をエルサレムに帰還させて神殿を再建させようとした。そのときのリーダーは総
督ゼルバベルと大祭司ヨシュアであった。彼らは神殿の基礎を築くが、困難のゆえに中断する。
１５年の空白の後、520 年工事は再開され、516 年に第二神殿が完成する。
(2) 第二次帰還 (BC458, 1200 人)
◆大祭司アロンの直系であり、律法学者としてひいでていたエズラは、礼拝をかつてのソロモン
神殿時代に回復させ、また、シナゴーグによって培われた律法による教育によって神の民を再建
させるべく改革した。このとき以来、人々は偶像礼拝をしなくなったのである。
◆エズラは「歴代誌」の著者だとされている。神の民を礼拝する民として、そのアイデンティテ
ィを確立させるために、ダビデの幕屋礼拝の精神に立ち返るべくこの｢歴代誌｣を記したと思われる。
(3) 第三次帰還 (BC444)
◆ネヘミヤはエルサレムに帰還し、城壁の再建を成し遂げた。ネヘミヤはエズラと共に、律法と
神との契約を更新することにより、神の民の再建に力を尽くした。

５. 旧約時代の「新しい歌」としての詩篇
(1) 詩篇の編集形成の過程
◆旧約時代の｢新しい歌｣はすべて詩篇として集約されている。そうした形に至るまでには何度かの
編集作業を経たと考えられる。その多くは、ダビデ・ソロモンの時代に集成されたものと思われ
る。またヒゼキヤ王やヨシヤ王の礼拝改革の際に補充され、捕囚後に現在の形に編纂されたと考
えられる。この間、少なくとも６世紀の年月が費やされている。
〔初期段階〕

〔中間段階〕

〔後期/最終段階〕

追加がなされた

神殿再建

587

538

バビロン捕囚

エルサレム帰還

シナゴーグ礼拝様式
1300

1000

700

622

モーセ時代 ダビデ・ソロモン時代 ヒゼキヤ時代

ヨシヤ時代

幕屋礼拝

律法の書発見

賛美による礼拝様式

ダビデ礼拝の回復

新しいいけにえ

458―444
エズラ・ネヘミヤ時代
礼拝の民としての再建
(歴代誌に見られるダビデの賛美礼拝の回復)

(2) 詩篇の奏楽の様式と形態
◆神殿で歌われた｢新しい歌｣として詩篇の、その旋律と歌の形式、歌い方については、残念ながら
今日何も知ることができない。歌と楽器の関係も想像の域を出ない。記録がないからである。
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本 論②
新約時代における「新しい歌」―ルカの福音書の預言的賛美
１. 「詩と賛美と霊の歌」について
◆使徒パウロの獄中書簡(エペソ書、コロサイ書)において、三つの賛美のタイプー「詩と賛美と霊
の歌」―について記している。初代教会のキリスト者たちは、集会の中でこのような「詩と賛美
と霊の歌」を歌ったのである。
〈詩〉
〈ギ〉◆プサルモスは旧約の詩篇を指すと考えられる。初代教会はユダヤ教のシナゴ
ーグ礼拝における詩篇唱の慣習を受け継いだ。主イエスが弟子たちと歌われた
（マタ26：30）のは、過越祭の詩篇(113～118篇)であった。また、パウロとシ
ラスが獄中で賛美したのも詩篇であったと考えられる。
◆旧約時代の捕囚以後、エルサレムに帰還したエズラによって神殿礼拝が復興さ
れダビデの時代以降からの新しい歌は、
「詩篇」という形で編集された。それは
神殿礼拝においても、また捕囚時代にはじまった新しい礼拝の型としてのシナゴ
ーグ礼拝において用いられた。
◆詩篇は、神に対する感謝と喜びに満ちあふれた心からの賛美であり、それはキ
リスト教がユダヤ教から受け継いだ＜大いなる遺産＞であった。詩篇はいつの時
代においても、古くして新しい歌の源泉である。クリュソストモス(347-407)は、
彼の時代における詩篇歌唱の普及について次のように述べている。「われわれが
教会で徹夜の祈りをするときは、ダビデ(詩篇のこと)が最初で最後で中間である。
早朝に讃美の歌を歌うときにも、・・修道院でも、乙女が家で糸をつむいでいる
ときにも、・・人々が神と語ろうとする荒野でも、ダビデは最初で中間で最後で
ある。なんという驚くべきことか。・・ダビデは神を賛美する心をかき立てる。」
〈賛美〉 〈ギ〉◆ヒュムノスは初代教会の頌栄。必ずしも説が一定ではないが、だいたいは、
聖書中にある詩篇以外の、ある型を整えて残された賛美の歌とされている。た
とえば，マリヤの賛歌（ルカ１章４６～５５節）、ザカリヤの賛歌（ルカ１章
６７～７９節）、御使いたちの歌（ルカ２章１４節）、シメオンの賛歌（ルカ
２章２９～３２節）等は、キリスト教会の最初の賛美である。これらの歌は、
伝統的な詩篇をかたどって作られながらも、その内容はキリスト教独自のメッ
セージが含められた新しい歌である。
◆キリスト教の賛美の歴史に見られる＜創作賛美歌＞と言われるものは、この部
類に入る。
〈霊の歌〉〈ギ〉◆オーデーは、パウロが「霊の」と形容することで「詩篇」や「賛美」と区別
している。それは、聖霊によって啓発され、あるいは信仰的感動の表現として
生れた即興的な歌であろうと考えられる。「感謝にあふれて心から神に向かっ
て歌いなさい」（コロ３章１６節）というのは，神の恵みに促されて（鼓舞さ
れて）積極的に歌いなさい、とそのたましいの霊的な状態が「歌う」という行
為を誘発した時の方向性を示したものと解釈できる（エペ５章１９節）。今日
的用語でいうならば、御霊の衝動から湧き出たカリスマ的賛美(異言による歌も
含めた)といえる。

２. ルカの福音書にある４つの＜賛美＞
◆ここでルカの福音書にある降誕物語の４つの賛歌を取り上げてみたい。それらは、いずれも旧
約と新約の橋渡しとしてふさわしい「新しい歌」である。しかもそれらはいずれも預言的である。
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(1) マリヤの賛歌（１章４６～５６節）
①

これは冒頭句のラテン語訳から「マグニフィカ

1:46 マリヤは言った。「わがたましいは主をあがめ、

ト」と呼ばれる。旧約，特に詩篇の聖句がちり

1:47 わが霊は、わが救い主なる神を喜びたたえます。

ばめられており、ザカリヤの賛歌（６８～７９

1:48 主はこの卑しいはしために目を留めてくださっ

節）と共に「新約聖書の詩篇」と形容される。

たからです。ほんとうに、これから後、どの時

まさに新約時代の黎明期を飾るにふさわしい喜

代の人々も、私をしあわせ者と思うでしょう。

びと感謝の賛歌といえる。
②

1:49 力ある方が、私に大きなことをしてくださいま

この賛歌には「・・してください」という嘆願

した。その御名は聖く、

は一切ない。典型的な純粋な賛美であり、「力

1:50 そのあわれみは、主を恐れかしこむ者に、代々

あるお方が、私に大きなことをしてくださった」

にわたって及びます。

と主をたたえている。
③

1:51 主は、御腕をもって力強いわざをなし、心の思

「大きなこと」とは第一に、｢聖霊によるみわざ｣

いの高ぶっている者を追い散らし、

である。｢聖霊があなたの上に臨み、いと高き方

1:52 権力ある者を王位から引き降ろされます。低い

の力があなたをおおう｣ということである。これ

者を高く引き上げ、

はマリヤのみならず、「主を恐れかしこむ」す

1:53 飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何

べての者の上に注がれる神の恵みである。マリ

も持たせないで追い返されました。

ヤの経験はそのひな型である。
④

1:54 主はそのあわれみをいつまでも忘れないで、そ

「大きなこと」の第二は、逆転をもたらす神の

のしもべイスラエルをお助けになりました。

みわざである。高ぶっている者を追い散らし、

1:55 私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語

低い者が高く引き上げられる。また、飢えた貧

られたとおりです。」

しい者が良いもので満たされ、豊かにされると
いう神の恵みである。
⑤ 「大きなこと｣の第三は、あわれみによる神のみわざである。約束された神の救いは神のあわれみによる
ものである。あわれみとは神の具体的なーそれは腸が痛むようなー行動を意味する。それは神の御子イ
エスによって実現する。

(2) ザカリヤの賛歌（１章６７～７９節）

① この賛歌は〈ほめたたえよ〉のラテ

1:67 さて父ザカリヤは、聖霊に満たされて、預言して言った。

ン語から「ベネディクトゥス」と呼

1:68 「ほめたたえよ。イスラエルの神である主を。主はその民

ばれる．詩篇の並行法というヘブル
的構文と旧約からの豊富な引用が

を顧みて、贖いをなし、

特徴的で、神の「契約」と「あわれ

1:69 救いの角を、われらのために、しもべダビデの家に立てら

み」を主軸にメシヤによる「救い」

れた。

の到来を歌う。旧約最後の預言的賛

1:70 古くから、その聖なる預言者たちの口を通して、主が話し

美にして，新約最初の預言的賛美で

てくださったとおりに。

ある。

1:71 この救いはわれらの敵からの、すべてわれらを憎む者の手
②

からの救いである。

この預言の特徴の第一は、「顧み
て」「贖いをなし」「立てられた」

1:72 主はわれらの父祖たちにあわれみを施し、その聖なる契約

とあるように、救いにおける神の

を、
1:73 われらの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、

主権である。すべてのことが神か

1:74 われらを敵の手から救い出し、

ら始まり、神により、神へと至る

1:75 われらの生涯のすべての日に、きよく、正しく、恐れなく、

という事実を示唆している。
③

主の御前に仕えることを許される。

第二の特徴は、この救いは敵から
の解放であり、その目的は生涯の

1:76 幼子よ。あなたもまた、いと高き方の預言者と呼ばれよう。

すべての日において「主の御前に

主の御前に先立って行き、その道を備え、
1:77 神の民に罪の赦しによる救いの知識を与えるためである。

仕えること」、すなわち真の礼拝者

1:78 これはわれらの神の深いあわれみによる。そのあわれみに

となることである。

より、日の出がいと高き所からわれらを訪れ、
1:79 暗黒と死の陰にすわる者たちを照らし、われらの足を平和

④

第三の特徴は、マリヤの賛歌と同様
に、この救いが神の深いあわれみに
よるということである。

の道に導く。」
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(3) 天軍賛歌(２章１３～１４節)
① この賛歌は〈いと高き所に，栄光が〉のラテン
語訳から「グロリヤ・イン・エクセルシス」と呼
ばれる．いと低き姿におけるメシヤの誕生におい
て〈いと高き〉神の〈栄光〉が現されるという逆
説と、〈軍勢〉が〈平和〉を告知するという逆説
⑤

2:13 すると、たちまち、その御使いとい
っしょに、多くの天の軍勢が現われ
て、神を賛美して言った。
2:14 「いと高き所に、栄光が、神にある

の賛美である。

ように。地の上に、平和が、御心にか

平和とは、イエスによって成就する完全な救いを

なう人々にあるように。」

意味する。共観福音書において「平和」という語は
ルカで最も頻繁に使われている(１３回)。ザカリヤ
の賛歌、シメオンの賛歌に用いられている。

(4) シメオンの賛歌（２章２５～３８節）
2:28 すると、シメオンは幼子を腕に抱き、神を
① シメオンが聖霊に満たされて歌った(語った)

ほめたたえて言った。

預言的賛美。冒頭句〈今こそ……去らせてく

2:29 「主よ。今こそあなたは、あなたのしもべ

ださいます〉（29）のラテン語より「ヌンク・

を、みことばどおり、安らかに去らせてく

デュミティス」と呼ばれる。

ださいます。

② 第一の預言は「救いの普遍性」である。神の救いは〈御
民イスラエル〉のみならず〈異邦人〉をも含む全人類
の〈救い〉の主となるということである。これは当時
のユダヤ人には理解できないことであり、しかも受け
入れにくいことであった。

2:30 私の目があなたの御救いを見たからです。
2:31 御救いはあなたが万民の前に備えられた
もので、
2:32 異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエル
の光栄です。」

③ 第二の預言は、「(幼子)イエスが多くの人々の反抗の
しるしとなる」ということである。その意味するとこ

2:33 父と母は、幼子についていろいろ語られる
事に驚いた。

ろは、イエスの存在によって「多くの人の心の思いが

2:34 また、シメオンは両親を祝福し、母マリヤ

表わされた」ということである。人はこのイエスに対

に言った。「ご覧なさい。この子は、イス

する態度によって「倒れ」も、
「立ち上がり」もする。

ラエルの多くの人が倒れ、また、立ち上が

まさにこのイエスはつまずきの石とも，救いの礎石と

るために定められ、また、反対を受けるし

もなる試金石なのである。

るしとして定められています。
2:35 剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。
それは多くの人の心の思いが現われるた
めです。」

３.

ルカのイエスの誕生にまつわる四つの「新しい歌」の特質

◆新しい歌は、神の救済史的展開の中で新しく開かれる神の啓示や真理の新しい側面をその内容
とする。ルカのイエスの誕生にまつわる四つの「新しい歌」もそうした内容を持っている。
(1) 神のあわれみという基調
①低い者が高くされ、貧しい者が豊かにされるという救い。それはイエスの公的活動開始に
おける最初の宣言(４章１８～１９節)で再度強調される。他にも、１６章１９～３１節、１
２章１６～２１節。また１５章の三つのたとえは、失われた者に対する神の憐れみを示す、
優れた事例と言える。単なる社会的次元にとどまらず、むしろ罪のもとにある人間をその
悲惨から解放することを究極的な本質としている。
②女性に対する評価も神のあわれみに基づくものである。男性を中心とした当時の社会状況
を考慮するならば異例とも思えるこうしたルカの執筆姿勢はすばらしい。
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(2) 預言的賛美
①マリヤ、ザカリヤ、そしてシメオンの賛美には預言的特質がみられる。これから神がな
されようとしておられる計画が歌われている。この預言的賛美は聖霊に導かれ、聖霊に
よって与えられたものである。
②万民、神のイスラエルのみならず、異邦人も含めた普遍的救いが預言される。
(3) 頌栄的賛美―御父、御子、御霊をたたえる歌―
①父なる神、御子(幼子)、そして聖霊なる神による新しい啓示が記されている。特に、シメ
オンの賛美においては顕著である。後の三位一体なる神としての「父、御子、御霊」とい
うまとまった形での賛美(頌栄)ではないが、間接的に、三位一体の神によって与えられた
賛美といえる。ユダヤ教の神には、こうした三位一体の神としては信じられていない。従
って、頌栄はキリスト教礼拝においてきわめて重要な賛美といえる。
②ルカは今始まろうとするイエスの生涯を、聖霊による新しい創造、神が約束したあがない
の成就として提示する。そのためルカは、特に公的活動開始前のイエスと聖霊の関係を強
調し(誕生、洗礼、試み)、イエスの活動の源を明らかにする。その活動を完成する十字架
において、イエスが自らの霊を父に委ねるとき、それは聖霊の働きのもとで誕生したイエ
スの生涯を完結するのみでなく、その霊が再び父のもとから送られる新しい霊の時代を開
始する。
(4) 語る賛美
① ルカ福音書に記されている新しい賛美は、
「歌った」という表現はなく、いずれも「言っ
た」と記されている。
②キリストにある「神のストーリー」を語る賛美。新約聖書には他にもそうした賛歌の断
片が多く見られる。

４. 新約聖書に散在する「新しい歌」の断片
(1) 神に対する賛美
①使徒の働き
４章２４節～２６節
②ローマ人への手紙
１１章３３節～３６節
③コリント人への手紙第二 １章 ３節～ ４節
④エペソ人への手紙
１章 ３節
⑤コロサイ人への手紙
１章１３節～１４節
⑥ペテロの第一の手紙
１章 ３節～ ５節
⑦ヨハネの黙示録
４章 ８節、１１節
(2) キリストに対する賛美
①ピリピ人への手紙
②エペソ人への手紙
③コロサイ人への手紙
④ヘブル人への手紙
⑤テモテへの手紙第一
⑥ヨハネの黙示録

２章 ６節～１１節
５章１４節
１章１５節～２０節
１章３節
３章１６節
５章１０節

◆これらの「新しい歌」の断片を分析することによって、新しい啓示の内容がなんであるかを知
ることができる。それは新しい時代に、神の真理の新しい啓示が、しばしば、歌の中にコンデン
スされているからである。上記の聖句を手掛かりとして、新約聖書に見られる「新しい歌」の断
片が、きわめてはっきりとした焦点をもっていることに気づかされる。 確認してみよう !
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【付 録】

A

新約聖書に散在する「新しい歌」の断片

神に対する賛歌

◆初代教会において、神に対する「新しい歌」は、単なる神に、ではなく、キリスト(御子)との関
わりにおいて、そのなされたみわざのゆえに神をほめたたえている。その歌は信仰告白であり、
教育的なものであった。
□使徒の働き ４章２４節～２６節
これを聞いた人々はみな、心を一つにして、神に向かい、声を上げて言った。「主よ。あなたは天と
地と海とその中のすべてのものを造られた方です。あなたは、聖霊によって、あなたのしもべであり私
たちの先祖であるダビデの口を通して、こう言われました。『なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの
民はむなしいことを計るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは、主とキリストに反抗して、一
つに組んだ。』
□ローマ人への手紙 １１章３３節～３６節
ああ、神の知恵と知識との富は、何と底知れず深いことでしょう。そのさばきは、何と知り尽くしが
たく、その道は、何と測り知りがたいことでしょう。なぜなら、だれが主のみこころを知ったのですか。
また、だれが主のご計画にあずかったのですか。また、だれが、まず主に与えて報いを受けるのですか。
というのは、すべてのことが、神から発し、神によって成り、神に至るからです。どうか、この神に、
栄光がとこしえにありますように。アーメン。
□コリント人への手紙第二 １章３節～４節
私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神がほめたたえられますように。
神は、どのような苦しみのときにも、私たちを慰めてくださいます。こうして、私たちも、自分自身が
神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。
□エペソ人への手紙 １章３節
私たちの主イエス・キリストの父なる神がほめたたえられますように。神はキリストにおいて天にあ
るすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。
□コロサイ人への手紙 １章１３節～１４節
神は、私たちを暗やみの圧制から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。こ
の御子のうちにあって、私たちは、贖い、すなわち罪の赦しを得ています。
□ペテロの第一の手紙 １章３節～５節
私たちの主イエス・キリストの父なる神がほめたたえられますように。神は、ご自分の大きなあわれ
みのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさ
せて、生ける望みを持つようにしてくださいました。
また、朽ちることも汚れることも、消えて行くこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。
これはあなたがたのために、天にたくわえられているのです。
あなたがたは、信仰により、神の御力によって守られており、終わりのときに現わされるように用意さ
れている救いをいただくのです。
□ヨハネの黙示録 ４章８節、１１節
この四つの生き物には、それぞれ六つの翼があり、その回りも内側も目で満ちていた。彼等は、昼も
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夜も絶え間なく、叫び続けた。「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられる主、万物の支配
者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。」・・・
「主よ。われらの神よ。あなたは、栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創
造し、あなたのみこころゆえに、万物は存在し、また創造されたのですから。」

B

キリスト(御子、小羊)に対する賛歌
□ピリピ人への手紙 ２章６節～１１節
キリストは、神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご
自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。
キリストは人としての性質をもって現われ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも
従われたのです。それゆえ、神は、キリストを高く上げて、すべての名にまさる名をお与えになりまし
た。それは、イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、ひ
ざをかがめ、すべての口が、「イエス・キリストは主である。」と告白して、父なる神がほめたたえら
れるためです。
□エペソ人への手紙 ５章１４節
それで、こう言われています。「眠っている人よ。目をさませ。死者の中から起き上がれ。そうすれ
ば、キリストが、あなたを照らされる。」
□コロサイ人への手紙 １章１５節～２０節
御子は、見えない神のかたちであり、造られたすべてのものより先に生まれた方です。
なぜなら、万物は御子にあって造られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見
えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって造られたのです。万物は、御子によって
造られ、御子のために造られたのです。御子は、万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っ
ています。また、御子はそのからだである教会のかしらです。御子は初めであり、死者の中から最初に
生まれた方です。こうして、ご自身がすべてのことにおいて、第一のものとなられたのです。なぜなら、
神はみこころによって、満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をつ
くり、御子によって万物を、ご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、
ただ御子によって和解させてくださったのです。
□ヘブル人への手紙 １章３節
御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現われであり、その力あるみことばによって万物を保
っておられます。また、罪のきよめを成し遂げて、すぐれて高い所の大能者の右の座に着かれました。
□テモテへの手紙第一 ３章１６節
確かに偉大なのはこの敬虔の奥義です。「キリストは肉において現われ、霊において義と宣言され、
御使いたちに見られ、諸国民の間に宣べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに上げられた。」
□ヨハネの黙示録 ５章１０節
彼らは、新しい歌を歌って言った。「あなたは、巻き物を受け取って、その封印を解くのにふさわし
い方です。あなたは、ほふられて、その血により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のた
めに人々を贖い、私たちの神のために、この人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治める
のです。」
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本 論③
―初代教会における礼拝とその特徴―
０.

＜初代教会＞ということばの定義

◆「初代教会」と言っても、その言葉の意味するところ、その範囲は人によって異なっている。
(1) 迫害されてきたキリスト教がローマ帝国の国教となった３９２年まで。注１
(2) キリスト教の主要な教義が確立する４５１年のカルケドン会議まで。注２
(3) 新約聖書の最後の文書が書かれた、ほぼ１００年まで。原始教会とも言われる。
◆本講義では、(3)の理解に基づいて講義を進めたい。注３
かなり狭い範囲ではあるが、そこには他の時代には見られない原初的な、しかもいのちに満ち
溢れた教会の姿が見られるのである。

１. 初代教会における礼拝様式
◆初代キリスト教会における礼拝がどういうものであったのか、きわめて興味深い。ところが、
結論的にいうなら、パウロの時代から少なくとも２世紀中頃までの礼拝についての著作による証
言は乏しく、総合することは困難である。ユダヤ教会の礼拝の影響を多く受けながらも、イエス
の復活と昇天に続いて与えられたペンテコステの出来事、この聖霊経験の一事から、初代キリス
ト教会の礼拝が独自のものであったことは明らかである。

(1) ユダヤ教の礼拝様式の継承・・・神殿(宮)、会堂での伝統的な＜シナゴーグ礼拝＞
①イエスと初代教会時代、ユダヤ教礼拝には二つの場所と制度があった。その一つはエルサ
レムの神殿であり、もうひとつはシナゴーグである。エルサレムの神殿は長い歴史と伝統
を担った建物であり、そこには大祭司の下に祭司長たちと多くのレビ人たちが働いていた。
その神殿はユダヤ人にとっては宗教のみならず、全生活の中心であった。その礼拝では、
詩篇の交唱と一定の祈りと犠牲が献げられていた。特に、三大祝祭、過越祭、ペンテコス
テ祭、仮庵祭には、ユダヤ・ガリラヤ地方から、さらに遠く異邦の各地から、多くのユダ
ヤ人が群れをなして参集してきた。しかし多くのユダヤ人は、いつもこのエルサレムに集
まることができなかった。しかしいずこにもシナゴーグがあった。ユダヤ人は幼い日から
そこに通い、律法を学びながら成長し、安息日には礼拝に集まっていた。
注１

迫害されていたキリスト教が国教化されることによって、キリスト教が社会を支配する。すべての人がクリスチャ
ンでなければならない、と法律で規定される社会となった。しかし多くの人は名目だけのクリスチャンとなり、それ
までの熱烈な宣教は行なわれなくなった。１８世紀のメソジスト運動の創始者ジョン・ウェスレーは、信仰と豊かな
力に満ちた初代教会の時代は終わったと嘆いている。つまりキリスト教が合法化されたことによって、教会は決定的
に新約聖書から離れた、と理解している。

注２

４５１年のカルケドン会議まで教会は異端との戦いにおいて、さまざまな神学論争で揺れていた。つまり教義―教
理・神学―の面においては未成熟な教会であったといえる。

注３

キリスト教の伝統がまだ形成されていないこの時代の教会の姿こそ、あらゆる時代の教会刷新運動のモデルである。
例えば、１６世紀のアナバプテストは、徹底的な｢教会の回復｣を求め、「初代教会に帰れ」というのが彼らのモット
ーであった。イスラエルの預言者が絶えず「出エジプトとシナイ契約」の出来事に戻るように訴えたように、キリス
ト教会は、イエス・キリストという原点に立ち帰ることが、教会の活力をよみがえらせる道だと信じた。特に、初代
教会の姿の中に、親しい交わりとしての教会、イエスに従う弟子の教会、迫害されながらも平和の福音に生きるクリ
スチャンの姿をみようとしてきた。また、初代教会を学ぶことによって、さまざまな教派の人々との共通の基盤が与
えられ、そこに対話が成立し、共通の理解に近づく道が開かれる。まさに今日、それが必要な時代といえよう。
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②シナゴーグは、礼拝時間、祈りとその姿勢、男女の区別など多くエルサレムの神殿の影響
を受けていた。特に、そのリタージー(礼拝)は神殿の礼拝から多くを取り入れ、詩篇の使用、
律法の朗読と「イスラエルよ、聞け。われわれの神、主は唯一の主である。」というシェマー
の朗読、伝統的な祈り、そして会衆のアーメンなどがある。
③シナゴーグでは聖書の朗読とその解き明かしが中心的位置を占めていた。犠牲のないかわり
に祈りが重んじられ、会衆の自由な聖書の解き明かしと共に会衆の自由な祈りもなされて、
その集会は豊かであった。かくて紀元７０年、ローマ軍によってエルサレムの神殿が破壊さ
れた際、ユダヤ教はシナゴーグの集合体として歴史の中に残っていったのである。
(2) 新しい礼拝様式・・パンをさくことと愛餐(家の教会)
①初代教会の礼拝様式はシナゴーグの礼拝に多くよりながらも、その内容に新しいものが見ら
れた。キリストにある新しい創造は、当然新しい共同体と新しい礼拝を要求したのである。
a. 場所・・・・神殿、シナゴーグから家の教会、および野外での集まりへの移行
b. 安息日・・・ユダヤ教の安息日から主の復活された日曜日への移行
c. バプテスマ・ ユダヤ教の異邦人のための改宗のバプテスマから「イエスの御名によって」
「父と子と聖霊の名によって」授けられる全く新しい意味をもったバプテスマ。
d. 会食・・・・ユダヤ的伝統の会食から「主の晩餐」―いわゆる後の聖餐と愛餐が一つにな
ったもの。これが初代教会の礼拝の重要な要素であった。
②「そして、彼らは使徒たちの教えを堅く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。
」
(使徒の働き２章４２節) 「そして毎日、心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜び
と真心をもって食事をともにし、神を賛美し・・」(同、４６節)、
「週の初めの日に、私たち
はパンを裂くために集まった」(使徒２０章７節)。言い換えれば、主の日ごとに礼拝するため
にキリスト者が集まった集会は主の晩餐(後の聖餐式)のためであった。当時の「パンさき」は
普通の食事、すなわち、アガペー(愛餐)の一部であった。しかし、この愛餐の方は、まもなく、
聖餐式そのものから分離されて、教会生活から姿を消し、ただ儀式的な食事だけが残るよう
になった。
③初代教会の礼拝は時と場所によって、それぞれの生活の座に応じた様々な相違があり、決し
て一様ではなく、多様性があったようである。しかし、礼拝の主要な要素は、＜み言葉の礼
拝＞と＜パン裂き礼拝＞という二つからなっている。
④このように、キリスト教礼拝はシナゴーグでの＜みことばの礼拝＞と「二階座敷」ではじま
った＜パン裂き礼拝＞とが溶け合った、特色のある固有なものとして生まれたのである。少
なくとも、第二世紀の礼拝までは、このふたつの要素が均衡を保っている。ところが次第に、
聖餐式はみことばの説教を行なうことなく執行されるようになる。その欠けを補うべく生ま
れたのが、修道院における「聖務日課」である。それは祈りと賛美、そして聖書朗読である。
この聖務日課は二つの焦点をもっている。一つは、週に一回ずつ規則的に詩篇を朗誦するこ
と、他の一つは一年を通じて旧約聖書を一回、新約聖書を二回読み通すという聖書の連続的
朗読であった。

２

初代教会の礼拝の特徴

(1) アクティヴ
初代教会の礼拝の様式からその内容に重点を移してみると、その特徴は何か。イエスの弟
子やいわゆる使徒、預言者、教師たちがすべての準備をして行なうものではない。会衆は受
動的ではなく、すべてにおいてアクティブであった。
(2) エクスタシス ―聖霊に酔う経験/自由、流動的、いのちに溢れた感動、即興的―
初代教会礼拝の著しい特徴として、エクスタシスをあげたい。エクスタシスとは、我を忘
れ、我を脱している姿である。それは、我を忘れて恍惚とした状態になることで、様々な形
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で人々に経験されている。神に酔う、聖霊に酔うという経験である。初代キリスト教会には
初めからこのエクスタシスの経験があった。使徒の働き２章のいわゆる「ペンテコステ」の
出来事である。人々がペンテコステによって御霊に満たされ、異言で語るようすを見た人々
は「酒に酔っている」と言った。聖霊に満たされた礼拝、霊に燃やされた礼拝、これこそ初
代教会の礼拝を特徴づけるものである。
(3) 霊の祈り(賛美)と知性の祈り(賛美)
コリント教会のある人々は、神秘宗教と同じくエクスタシスをもって最高最深の宗教体験
となし、それを誇り、これのない信者を軽んじたようである。そのために礼拝の中に混乱が
生じた。それは異言による霊の祈り、霊の賛美が強調されたからである。そのため使徒パウ
ロは自分の徳の建て上げだけでなく、むしろ他者の徳を高めるために異言による祈りや賛美
や感謝を抑制し、知性による祈りや賛美、そして感謝を勧め、行き過ぎた振り子をもどして
いる。そして教会の混乱を正し、秩序あるものにしようと教えている。しかしそれは決して
生き生きとした霊に燃えた礼拝を阻むものではない。パウロは誤った熱狂主義を警戒しなが
らも、他方で「御霊を消してはならない」(Ⅰテサロニケ５章１９節)「霊に燃え、主に仕え
よ」(ローマ１２章１１節) と勧告している。
(4) 自由な聖霊の流れの優先
初代教会の礼拝には一定の形式はみられない。そこには自由があり、感動的で、流動的で
あった。祈りや賛美は単純な新鮮な、生き生きとした即席のものであった。これはすべて、
イエスの復活と昇天に続いて与えられた聖霊によって可能となったものである。教会がユダ
ヤ教の遺産にどんなに多くを負っているとしても、この聖霊経験の一事から、新約聖書の礼
拝が独自のものとなったことは明らかである。

３. 初代教会における春から夏へ
(1) エクスタシスの鎮静
パウロの時代以降、聖霊によるエクスタシスは鎮静し、俗悪なものに流れていく傾向にあ
る、第二、三世代の教会の現状に対して、秩序を保って信仰の闘いを戦い抜かせるための健
全な教えが強調されるようになる。そのために「監督」
「長老」
「執事」といった職が前面に
出てくるようになる。(牧会書簡参照)。それによって、礼拝は次第に形式化し、固定化して
いった。これは決して衰退でも堕落でもなく、次の段階の必然的なプロセスなのである。第
二世紀ともなると、教会の礼拝は固定化、式文化の一途をたどる。そしてその傾向は時代が
進むにつれて一層はなはだしくなる。第二世紀の前半から第四世紀の後半にかけては＜礼拝
様式形成の時代＞となっていく。
(2) エクスタシスの継承
初代教会の礼拝がかなり自由であったことはすでに述べた。礼拝の準備をするが、彼らは
神が集会で自由に働いてくださるということをいつも期待していたのである。しかし、３世
紀初めになると、教会指導者のある人たちはこの自由に不安を感じ、疑問を抱くようになっ
た。それは教会の中に異端や無秩序が生まれるのを恐れたからである。自由な集団を＜モン
タノス主義＞注４と名づけた。モンタノス派の礼拝では、失われてしまった初代教会の礼拝の
特徴をとどめていたといわれる。

注４

「モンタノス主義はキリスト教初期の預言者的情熱の再現と、約束の聖霊の来臨思想と、終末信仰が結合した運動で
あった。これは異端として退けられたが、歴史の中に再三再四現れる聖霊運動の走りであり，古代教会に制度化を促
す一つの運動となった」 (新キリスト教事典)。
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本 論④
―使徒教父時代からローマ帝国公認宗教となるまで―
＜はじめに＞◆本論④では、その範囲を使徒教父注１時代からキリスト教がローマ帝国において公
認(313 年)されるまでの時代を扱う。この間(２５０年間)は、キリスト教会において迫害の嵐をく
ぐりぬけた時代であり、まさに十字架を忍んだ時代である。その中で、教父たちは自らの生命を
賭けて福音を伝え、ひとたび伝えられた福音を正しく伝承し、これを当時の人々に理解できる形
で表現しようと努めた。教父たちは使徒たちから継承した信仰をヘレニズム文化の土壌で伝達し
ようとしたのである。そのために、教父たちがその神学的な思索にしばしば援用したのはギリシ
ア哲学であった。当時の文化の中心がギリシャ哲学であった以上、ギリシャ哲学の概念を用いる
ことなくしては、理性ある人々に訴えかけることはできなかったのである。彼らは聖書を自分の
心に持ち、ギリシャ哲学をその手足として使ったのである。それゆえ、聖霊に導かれた初代教会
の自由でエクスタシスな傾向は、第二世代以降においては消滅せざるを得なくなったのである。
１. 使徒教父時代の教会が当面した問題
◆１世紀末から２世紀中頃まで、一般に使徒教父時代と呼ばれている。使徒教父たちは、使徒た
ちの生き証人とも言える弟子たちであり、キリスト教的伝統遵守の傾向をもっている。すでにキ
リスト教会においては、ユダヤ教との戦いは過去のものとなり、それにかわって、異教徒が理解
し得るために、彼らに対するキリスト信仰の弁証の必要が生じてきた。この時代における教会の
最大の関心事は、使徒の教えを正しく継承して宣べ伝え、それを教会内外の分派や異端からいか
に守るかということにあった。
(1) 教会内の問題・・・グノーシス主義という異端との戦い
◆キリスト教を脅かす内部からの危険は、グノーシス主義という異端であった。これは極端に二
元論的な教えで、グノーシス(知恵)を得ることによって肉体から解放された魂が救われると説いた。
物質を創造した神を悪神とみなしてイエスの受肉、十字架、復活の教理をすべて否定する教えで
あった。このような異端に対して、使徒的教会は正しい信仰告白をもって対抗しなければならな
かった。
「使徒信条」はその代表的なものである。これは従来、１２使徒がそれぞれの告白を持ち
よって作ったと信じられ、使徒信条と呼ばれたものであるが、その起源は使徒後時代のローマ教
会の洗礼式における受洗者の信仰告白にあったと言われている。「我は・・・信ず」(クレド)。そ
の告白の内容は「天地の造り主」から「からだのよみがえり」に至るまで、グノーシス主義など
の異端に反対する大胆な信仰の告白である。このように、使徒教父の時代にはエクスタティック
注１

◆１２使徒の教えを忠実に代弁し、また、きよい生活を送り、１世紀から５世紀にかけて初代教会の主教(司祭、監督)
として活躍した人たちを、教父―公式な教会の称号は５世紀以降から使われたーと呼ぶようになった。なお、１世紀
末から２世紀中頃にかけて正統的文書を記した教父を、特に「使徒教父」と呼んでいる。
①

クレメンス

使徒ペテロの三代目の後継者、ローマの監督。

②

ボリュカルポス(69～156)

使徒ヨハネの弟子、スミルナの監督。殉教。

③

イグナティウス(67～110)

使徒ヨハネの弟子、アンテオケの監督。殉教。

④

パピアス(70 頃～115)

ヒエラポリスの監督。著者「主の説教の釈義」。殉教。

⑤

ユスティノス(100～167)

著者「キリスト教弁証論」、ローマで殉教。

⑥

エイレナイオス(130～200)

リヨンの監督。殉教。

⑦

オリゲネス(185～254)

学者。獄死。

⑧

テルトリアヌス(160～220)

ラテン・キリスト教の父。

⑨

エウセビウス(264～340)

教会史の父。

⑩

ヨハネ・クリュソスモス(345～407)

⑪

アウグスチヌス(354～430)

大説教家、注解者。流刑。

神学者、ヒッポの監督。
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な霊の活動はほとんど消滅してしまった。それにかわってある種の教会統一を作り出す信仰基準
が登場するようになった。異端との戦いを通して、教会は使徒的伝承を保持する戦いを余儀なく
された、きわめて重要な時代と言えるのである。
(2) 教会外の問題・・・迫害
◆初代教会の歴史はまさに殉教の歴史であった。ローマ帝国による迫害の前には、ユダヤ教から、
そして世界各地の異教からも迫害されてきたが、ローマ帝国からの迫害が本格的に始まったのは、
ネロ帝治世の AD64 年からである。そしてこの迫害はコンスタンティヌス帝の寛容令(313)の発布
まで、約２５０年間にわたって続いた。この間、１０回にわたる大迫害が行なわれ幾百万のキリ
スト教徒が殉教の栄光を受けたのである。しかし、２世紀の教父テルトリアヌスが言ったように、
まさに「殉教の血は、教会の種子」となったのである。注２
①＜迫害の理由＞
a. 皇帝礼拝の拒否
b. 祭儀関係者の反感 c. 平等意識への目覚め
②＜キリスト教公認となった背景＞
◆ところで、なぜコンスタンティヌス帝がキリスト教に対して寛容令を出すことになったのか?
帝国内には、武力をもって教会を屈服させるか、あるいは、教会と盟約を結びそれを利用するか、
二つの政策を主張する勢力があった。コンスタンティヌス帝は後者の融和政策を取っていた。そ
して 312 年の 12 月、迫害政策と融和政策との決定的な戦いが起った。
◆一説によれば、決戦前夜、コンスタイティヌスは夢で一つのしるしを見、
『このしるしにより勝
利を収めよ!』とのお告げを受けた。そのしるしは、ギリシヤ語でキリストを意味する「クリスト
ス」の最初の二文字、X と P との組み合わせであった。翌朝彼は、自軍の兵士のかぶとや盾にこ
のしるしを塗り、決戦で大勝した。この決戦の意義は大きい。なぜなら、ローマ皇帝がキリスト
教の神、キリストの加護によって勝利したこと、つまり、迫害政策の失敗が万人の心に印象づけ
注２

61

パウロ、ローマに滞在。

62 主の兄弟ヤコブ(エルサレム教会の柱、使徒会議議長)が殉教
64

ローマの大火、ローマ帝国の第１回大迫害

ネロ帝はキリスト教徒をローマ大火の放火の犯人と仕立て上げ、大迫害

を行い、キリスト教徒は猛獣の餌食にされたり、体に油を塗られた松明代わりにされたり、残忍な処刑にあい、多く
の者が殉教した。この後この方式に倣って全土に迫害が拡大した。
67 パウロはローマで斬首され殉教 ペテロもローマで逆さ十字架にかかり殉教。
70 エルサレムの陥落と神殿の崩壊(64 年、ヘロデ王によってエルサレム神殿が完成した)
81～96 ドミチアヌス帝による第２回目の大迫害。皇帝礼拝を拒否したためであった。この間に、ヨハネは福音書を執筆、
95 年バトモス島に流刑となるが、ネルヴァ帝(96～98)により釈放されて、エペソで黙示録を執筆。100 年頃、ヨハネ
はエペソで 94 才の天寿を全うする。
98

トラヤヌス帝による第３回目の大迫害。告発による処罰した。アンテオケ教会の二代目監督イグナチウスは猛獣に投
げ与えられて殉教。

156 スミルナ教会の監督ポリュカルポスが殉教。
161 第４回目の大迫害(アウレリウス帝)
193 第５回目の大迫害(セベルス帝)
235 第６回目の大迫害(トラクス帝) 特に教会の指導者たちが殉教。
249 第７回目の大迫害(デキウス帝)
251 第８回目の大迫害(バレリアヌス帝)

ローマ帝国の人口４０%がキリスト教徒になり急増中。

270 第９回目の大迫害(アウレリアヌス帝)

この頃、エジプトでは修道院運動が起こる。

303 第１０回目の大迫害(ディオクレチアヌス帝)

１０年間で約５０万人が殉教する。会堂破壊、聖書の没収、教職者の

東国、神々へのいけにえの強制等の迫害が帝国全域においてなされた。
313 コンスタンチヌス帝、ミラノで「寛容令」を発布、帝国全域でキリスト教公認。
325 第一回ニカイア会議が開かれ、アリウス主義を異端と定める。
380 テオドシウス帝、キリスト教を国教とすることを勅令で発布。
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られたからである。
◆「新しい歌を主に歌え。主は、奇しいわざをなさった。その右の御手と、その聖なる御腕とが、
主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に現わされた。
」(詩篇
９８篇１、２節) この聖句は、最初の教会史家エウセビオスが、コンスタンスティヌス帝によっ
て、キリスト教の神がついに勝利を収めたと感慨を込めて、著書『教会史』の最終巻の冒頭で引
用した詩篇である。勝利の賛美を歌う教会―これは４世紀の教会の姿を見事に表現している。つ
いに、日の目を見た教会、それまで異端と戦い、迫害に甘んじてきたキリスト教会がローマ帝国
において公認を勝ち取った。そんな教会を想像してみると、賛美と喜びの声はどのように響いた
ことだろうか。
「新しい歌」とは象徴的である。それは４世紀の教会がそれまでの歴史の中で経験
したことのない新しい状況の中に置かれたことを意味する。しかしそこに至るまで、キリスト教
会は、まさに迫害の嵐をくぐり、十字架を忍ばなければならなかったのである。

２. 新しい時代への移行の準備
(1) 会衆による唱える賛美から、より高度な聖職者による賛美への移行
◆２世紀初頭(112 年ごろ)、ビテニヤの総督に任じられたローマの政治家プリニウスは、当時の皇
帝トラヤヌスとの往復書簡の中で、当時のキリスト教徒の信仰生活の様子を報告している。それ
よれば、キリスト教徒は一定の日の夜明けに集まり、キリストに対し、神に対するように、応答
唱形式で賛美歌をとなえた、と記している。歌ったのではなく、唱えたとある。確かに、新約聖
書のルカを見ると、
「新しい歌」はみな「歌った」ではなく「言った」という表現が使われている。
◆しかし、４世紀になって礼拝形式が整備されてくるにしたがって、礼拝式文を歌うための音楽
が発達し始めてくる。その発達とともに礼拝の中で一般会衆が唱和することが技術的にも次第に
困難なってきたためか、４世紀には早くも会衆歌唱は聖職者にとってかわられる。
◆この時期に、賛美歌と教会音楽に関して重大な決定がなされた。それは、367 年のラオデキヤ
公会議で、礼拝の中で楽器を使用することと、会衆が歌唱に参加することが禁止されたのである。
当時の民衆的賛美歌が手拍子や打楽器などを用いて歌われ、ダンス的要素が濃くなり、それが礼
拝にも持ち込まれる傾向が起こったことに対する教会側の防止策であった。その結果、会衆歌唱
が阻害され、その後、約１１００年間、教会の聖歌隊が独占するようになった。宗教改革者ルタ
ーによって再び道が開かれる時が来るまで、長い長いトンネル(会衆が歌えない)に入るのである。
◆この決定の結果、聖歌隊による無伴奏斉唱の聖歌様式(グレゴリオ聖歌がその代表的なもの)が、
表面に現れてくる。なお、この会議では創作賛美歌の使用も禁じ、聖歌として聖書の句だけを用
いることを命じた。この結果、一時的に賛美歌創作が阻害されるが、この決定はあまり長くはそ
の効力を持ち得なかった。後に、ミラノの大主教アブロシウス注３が自ら手で創り、みなに歌わせ
たからである。
(2) ギリシャ語からラテン語への移行
◆初期のギリシャ語の優位性は、３世紀の終わりまでに次第に弱まり、４世紀初頭、つまりロー
マ皇帝コンスタンティヌスのキリスト教公認の頃から、ラテン語がギリシャ語にとってかわるよ
うになる(ただし、東方教会はギリシャ語を公用語とする)。中世の教会におけるミサはすべてラテ
ン語によってなされ、会衆はただ参加し、見るだけとなる。
◆ヒエロニムスのウガルダ聖書(ラテン語訳聖書)が完成したのが５世紀で、６世紀には、当時のヨ
ーロッパ世界全域に用いられるようになり、西方教会の典礼や賛美家のラテン語使用が確立する。

注３

聖アンプロシウスは、音楽が人間の情緒に与える影響を良く知っていた。そのうえで彼は賛美歌をつくった。これ
はキリスト教の教会音楽における一つの大改革であり、彼によって創作賛美歌の道は開かれたのである。彼は教父時
代における賛美の貢献者である。なお、聖アンブロシウスの影響によって回心に導かれ洗礼を受けたのがアウグスチ
ヌスである。
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本 論⑤
―創作賛美歌(賛歌)の流れー
＜はじめに＞◆キリスト教会の賛美の歴史において二つの大きな流れがある。それは＜詩篇歌の
流れ＞と＜創作賛美歌の流れ＞である。コロサイ 3：16 の「詩」（〈ギ〉psalmois）は，会堂礼
拝等で常に歌われていた詩篇であり、「賛歌」（〈ギ〉humnois）は，それまでなかった全く新し
い種類の賛美歌で，自由詩で書かれたキリストをあかしし伝える歌である．キリストの死と*復活
によって贖われた者の「新しい歌」である。しかし、367 年のラオデキヤ公会議で聖書のテキス
トではないすべての創作賛美歌の使用は礼拝で使用することが禁止された。正統も異端もこうし
た賛歌は当時非常に人気があり、グノーシス派の偽りの教義を広める上でも効果を発揮したから
であった。
１. 聖アンブロシウスの貢献
◆ラオデキヤ会議において創作賛美歌が禁じられたにもかかわらず、ミラノの大司教アンブロシ
ウス注１はそれを自らの手で創り、皆に歌わせたのである。これは教会音楽における一つの大改革
であり、彼によって創作賛美歌の道が開かれたのである。そうした意味において、聖アンブロシ
ウスは教父時代における教会音楽の最大の貢献者といえる。
◆この創作賛美歌の流れは、後に、１８世紀英国におけるメソジスト運動を根底から支えたチャ
ールズ・ウェスレーの賛美歌において引き継がれていく。チャールズ・ウェスレーは、その当時、
詩篇歌のみが認められ、歌われていた英国国教会において、主観的で、感情豊かな「新しい歌」
をもたらした。
◆そもそも賛歌は東方教会で起こり、礼拝の中で大きな位置を占めていた。統一したしきたりは
無く、即興的に、メリスマ風に歌われることが多かった。聖アンブロシウスは、東方のやり方に
倣って、賛歌をミラノで、しかもラテン語で歌うようにしたのである。その最も古いものは４世
紀後期のものである。彼の賛歌はラテン語による賛歌の原型となった。彼の創作した賛歌 <Redde
Mihi> (わたしに返してください)は、詩篇５１篇の１２節、１節に従っている。注２
この賛歌の特徴は、ことばの数よりも音の数(動き)が多いことである。つまり、メリスマ的賛歌で
ある。

２.

教父たちの音楽観

－音楽のもつ誘惑―

◆そもそも教父時代においては、基本的に、音楽はことばのしもべであった。音楽はみずからの
魅力を押しつけることなく、キリストの教えに向かって心を開き、魂が神聖な考えに向けるよう
な音楽だけが良い音楽とされた。ことばの伴わない音楽にはそのようなことはできない。したが
って器楽は公の礼拝から排除されたのである。しかし信者が家庭や非公式の礼拝では詩篇や賛歌
を歌うときに、リラで伴奏することは許されていた。この点において教父たちは、詩篇にはたく
さんの楽器の使用に関する言及があることに困惑した。彼らはこれをどのように説明したのか。
おそらく、彼らは寓喩的な手段でそれを説明したと思われるが・・・なぞである。
注１

注２

339 年頃―397 年．ガリアに生れ，ミラノ行政区の執政官となる．35 歳の時，ミラノ司教となる．彼の作った賛
歌は，ローマ*典礼に大きな影響を及ぼした。彼は賛美歌を自ら創作してその用い方や唱法を発達させた。
カール・パリシュ著『初期音楽の宝庫』に収録されている第一曲目の曲。
歌詞の内容は「あなたの救いの喜びをわたしに返し、自由の霊をもってわたしをささえてください。
神よ あなたのいつくしみによってわたしをあわれみ、あなたの豊かなあわれみによって、わたしのもろもろの
とがをぬぐい去ってください。
」である。
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◆西方教会で用いられた歌のほとんどは、東方教会からの影響である。しかも東方の教会の賛歌
は個人的な感情を表現する傾向があり、一方の西方の教会はそれに比べて、客観的、公共的、形
式的なものが求められた。
◆聖アンブロシウスの影響によって回心に導かれ、洗礼を受けたのが有名なアウグスティヌスで
ある。アウグスティヌスによって、音楽は神学的な位置付けがなされた。彼によれば、
・・・・
(1) 音楽はことば(歌詞)と音(メロディー)の二つの要素から成っているが、まず、はじめに飛び
込んでくるのはことばではなく、音である。耳を通して聴覚がまず働き、それからことば
が心に届いて、初めてその音楽が理解できる。それゆえ良い音楽はことばも音もすぐれて
いて、調和が保たれていなければならない、と主張した。
(2) 良い音楽は、信仰の弱った者に勇気を与えて、もう一度信仰に立ち上がらせることができ
るものであり、教会において、そのような音楽は欠かすことのできない、という考えを明
らかにした。
◆しかし同時に、アウグスティヌスは、音楽の持つ官能的で情緒的な性質に対し、聞くことによ
って喜びを味わってしまうのを恐れていた。彼は『告白録―10 巻 30』の中でこう述べている。
「・・しかし、歌われる内容よりも、歌そのものによって一層心が動かされるような時、私は大
きな罪を犯したことを告白し、むしろ歌を聞かなかったほうが良かったと思う。私の現在の状
態はこのとおりである。
・・・あなたの御目の前では、私は自分自身が謎のようになってしまい
ますが、これが私の弱さなのです」と。
◆このように、キリスト教の初期においては、旋律そのものに喜びを見出したり、楽の音の美し
さそれ自体を楽しんだりという、この種の感情は、おそらく異教的で、非キリスト教的な音楽に
伴ったものと考えられていた。
◆しかし、聖アンブロシウスは、音楽が人間の情緒に与える影響をよく知っていた。その上で彼
は賛美歌を作ったのである。アンブロシウスは「賛歌の旋律によって、私が人々を誘惑したと主
張している人たちがいる」と言ったあと、誇らかに「私はそのことを否定しない」と付け加えて
いる。当時、西方教会にはキリスト教会には音楽をさげすみ、事実、すべての異教的な芸術や文
化を宗教に対して有害だと見なす傾向を持っている人たちがいたことは明らかである。もっとも
こうした傾向は西方教会の人々に多かった。一部の人たちが極端までに禁欲的なところに線を引
いたのは、当時の歴史的状況があったといえる。というのも、ヨーロッパ中の人々をキリスト教
に改宗させるという事業を成し遂げるために、教会は、回りの異教社会から画然と切り離された
キリスト教的共同体を確立する必要があった。
◆西方教会において、音楽の分野における＜創造力の芽生え＞はやがてグレゴリオ聖歌において
見ることができる。そのグレゴリオ聖歌における賛歌を以下に取り上げてみよう。
◆Veni Creator Spiritus(来てください 創造主なる聖霊よ)は、すべてのラテン語による賛歌のう
ちで最も有名なものである。各時代の数多くの作曲者たちがこの賛歌を用いた新しい歌を作って
いる。たとえば、ルターはドイツ・コラールにこの旋律を用いたし、ルターの音楽に関する相談
相手であったヨハン・ヴァルターは、この旋律を用いて多声音楽を作曲している。他にもパレス
トリーナは彼のミサ曲の中でこの旋律を定旋律として使っているし、ルネサンス時代のイギリス
の作曲家たちはこの旋律に対して、特別な関心を払っていた。

〔本論⑤の参考文献〕
●D・J・グラフト著(服部幸三/戸口幸策訳)『西洋音楽史―上』(音楽之友社、1969)
●カール・パリシュ著『初期音楽の宝庫―中世・ルネッサンス・バロック時代の音楽―』
(音楽之友社、1975)
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Veni Creator Spiritus
来てください

創造主なる聖霊よ

１. 来てください 創造主なる聖霊よ
あなたの信者の心に 訪れてください
満たしてください 超自然の恩恵をもって
あなたのお造りになった この胸を
２. あなたは 慰め主と呼ばれます
きわめて尊い賜物
いのちの泉 火 愛
そして 聖油を注ぐおかたとも呼ばれます
３. あなたは ７つの賜物をくださいます
全能である神の賜物を
御父の約束は まことに救いと共に
わたしたちのはかないことばを 豊かにしてくださいます
４.

あなたの光を五官に 照らしてください
愛を心に 注いでください
わたしたちの身体の 弱さを
絶えることのない力で 強めてください

５.

敵を遠くに 追いやってください
今すぐ平安を 与えてください
わたしたちを このように導いて
すべての悪から 逃れさせてください

６.

御父を あなたの力で知らせてください
御子を 見分けさせてください
その上に両位から出た 霊なるあなたを
いつまでも 信じさせてください

７.

父である神に 栄光がありますように
また死からよみがえられた 御子にも
そして聖霊にも とこしえに
アーメン

カール・パリシュ著『初期音楽の宝庫―中世・ルネッサンス時代の音楽―』
(音楽之友社、昭和 49 年)
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本 論⑥
―中世のローマ式典礼の概要とその特徴ー
＜はじめに＞◆AD313 年に、コンスタンティヌス帝がキリスト教会を公認(ミラノ勅令)したこ
とによって、キリスト教会は確固たる教会を目指して、最初の偉大な時期に入ることとなった。
そしてキリスト教会の標準的な典礼の形式が成立していく。６世紀頃にはローマ大司教のもとに、
キリスト教会の典礼のスタイルは統一され、さらに強化されていく。そして１１世紀頃までには
この統一は完了する。以後、1960 年代の第二バチカン公会議まで、実に９００年以上にわたって
それは受け継がれていく。
◆ローマ式の典礼の内容を考えるとき、そこにはキリスト教会がユダヤ教から受け継いだものと、
キリスト教独自のものが見事に調和され、より深遠で神秘的な方法で表出されていく。ここでは、
中世ローマ・カトリック教会の礼拝の全体的な概要を見てみよう。
１. ミサの概要の概説
A

みことば礼拝(シュナクシス)

B

会堂

聖 餐

個人の家庭

ユダヤ教の伝統

キリスト教独自

(信者および信者以外の者にも公開された)

(信者のみの神への感謝)

３～４世紀にかけて以下のような礼拝を形成する
A シュナクシス・・・(みことば礼拝)
１.

長老によって挨拶がとなえられ、会衆がそれに応答する。

２.

聖書からの三つの節が引用され、朗詠のかたちで歌われ、
その節の間で詩篇が応唱のかたちで歌われる。
①

第一朗読 モーセ五書から

②

第二朗読 預言書から

③

第三朗読 新約聖書から

詩篇の選定は、これらの朗読の内容にしたがって決められた。
３. 司祭や司教が説教を行なう。
４. 参会者の中のキリスト教信者でない者はここで退散となる。

B

聖 餐・・・(パン裂き礼拝)
１. 信者たちが祈祷を行なう
２. 祭壇にさまざまの奉献をなす。聖職者がささげものに対する祝福の祈りをささげる。
３. 聖体拝領が行なわれる。すなわち、パンとぶどう酒の分餐かなされる。
４. 前後の祈りがあり、その後に参会となる。

◆中世に確立したローマ・カトリック教会の典礼は、聖餐(ミサ)をクライマックスとした精巧な企
画された完成度の高いドラマである。ミサのはじめからある主の雰囲気が人間の五感のすべてを
通して伝わる仕組みになっている。
①

神にささげられる賛美と聖書朗読を聞く・・・・・〔聴覚〕

②

司祭の象徴的な動きを見ること・・・・・・・・・〔視覚〕

③

聖体拝領で与えられるパンとぶどう酒の味わい・・〔味覚〕
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④

空気をきよめる香りの匂いを嗅ぐ・・・・・・・・〔臭覚〕

⑤ 主の平安を互いに祈るための握手や抱擁を交わす・〔触覚〕
◆このように、ミサという行為を通して、会衆(礼拝者)は深遠で神秘的な方法で新しくされるので
ある。特質すべきことは、中世におけるミサは経験することに意義があった。何かを得るために
人々はミサに来るわけではなかった。千年以上にわたって、人々はミサの内容は理解できなかっ
た。なぜなら、ほとんどの人々はラテン語を理解することができなかったからである。ミサは五
感を通して神の存在を呼び起こす聖なる時間だったのである。注１

２. ミサの構成と特徴
通常文(O)
〔前半〕

固有文(P)

歌う形を取る賛歌(S)

シュナクシス

抑揚をつけて唱える形を取る賛歌(I)
〔後半〕

―志願者のためのミサ―

聖

餐

―信者のためのミサ―

Introitus (PS)
②キリエの賛歌 Kyrie
(OS)
Gloria (OS)
③栄光の賛歌

①序 誦

④集祷文

(PI)

④平和の賛歌 Agnus Dei

(PI)

⑤聖体拝領唱

①入祭唱

⑤書 簡
⑥昇階唱
⑦アレルヤ唱
⑧福音書朗読
⑨信仰告白
⑩奉納唱
⑪密 誦

Graduale (PS)
Alleluia
(PS)

②感謝の賛歌
③カノン

Sanctus

(OS)

Commmunio (PS)

⑥聖体拝領後の祈り
注２

(OS)

(OI)

(PI)

⑦終祭唱 Ite Missa est (イテ・ミサ・エスト)

(PI)

あるいは

Credo
(OS)
Offertorium(PS)
Secreta (PI)

主をたたえまつらん
(Benedicamus Domino)

◆各々の祝祭日の重要な礼拝としてのミサは、常に同一の歌詞を持つ不変の部分、つまり通常文
(Ordinarium)と、機能は変わらないがそれぞれの日に応じて変化する歌詞を持つ部分、つまり固
有文(Properium)とを使用して、その日の特別な性格をあらわしている。
◆また、一定の法則にしたがって抑揚をつけて唱えられ、他は、特定の旋律で歌われる。この後
者こそ、音楽史においては最も重要なものとなる。なぜなら、この部分において演奏家や作曲者
の才能は十分に発揮できるからであった。
◆固有文と通常文という二つの範疇は音楽上の特性からも異なっている。固有文は、スコラ・カ
ントール、つまり専門の歌手養成の学校で教育された独唱者、ならびに聖歌隊を対象にした歌で、
通常文よりずっと優れた技巧を要するものである。それに引き換え、通常文は、はじめ、会衆一
同や司式を行なう聖職者によってふつう歌われていた。しかし聖歌隊が通常文も歌うようになっ
てからは、この区別は次第になくなっていった。また、固有文の歌詞はふつう聖書に基づくもの
であり、特に大部分が詩篇によっているが、通常文の歌詞は聖書以外のものに基づいている。
◆初期に行なわれた固有文の歌い方は二種類に分類できる。
(1) 交唱 (アンティフォナ) で歌われる聖歌・・入祭唱、奉献唱、
交唱は、聖歌隊の半分が他の半分に答えるという方法。
注１

注２

言うなれば、仏教のお経を聞くようなものである。そこに参列している人々はお経の意味が全く分からなくても、聖
なる空間と時間を共有している。
すべての聖歌の中でアレルヤ唱は、力いっぱい音楽上の表現ができるという点で最適なものである。中世の作曲家た
ちにとっては、つまり魂の恍惚を感動的に表現する箇所であった。したがって、この聖歌はカタルシスを暗示する点、
つまり魂の浄化を教えるという点から、典礼の中で特殊の位置を占めていた。このカタルシスは、歌詞から生まれる
ものではなく、音楽とその効果から生まれてくるものであった。
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(2) 応唱 (レスポンソリウム)で歌われる聖歌・・昇階唱、アレルヤ唱
応唱は、聖歌隊が訓練された独唱者もしくはそれ以上の数の先唱者に応じて歌う方法。

３. 聖務日課
◆中世カトリック教会には、ユダヤ教の祈りの習慣を受け継いで（詩編１１９・１６４参照）
、詩
篇を用いて一定の時刻に祈りながら生活全体を神に奉献していくために、５世紀から６世紀にか
けて形成され発展してきた「聖務日課」という祈りの形式(時課とも言う)がある。この聖務日課は、
教会が日々継続していく祈りとして、ミサに次いで大切にしてきたもので、聖職者や修道者には、
毎日、この聖務日課を行う務めが課せられていた。注３
◆聖務日課は通常、聖書朗読(一年間、朝課を通じて旧約を 1 回、新約を 2 回通読できるようにさ
れている)、および詩篇朗誦(一週間の朝課と晩課で全体を読み通すこと、また、詩篇１１９篇が毎
日の１、３、６、９時課の四つに分けて朗誦される)や賛歌(これは平日ではなく、祝日に歌われる)
の歌唱、祈祷とで構成され、式順は一様ではなかった。これらの中で賛歌(Laudes)と晩歌(Verpers)
は、古い時代の会堂内での礼拝に由来し、そこで行なわれた朝と晩の礼拝とほぼ一致していた。
◆すべての聖務日課に一般の会衆が参加することは、最初、認められていた。しかし 592 年のベ
ネディクトゥス(480～543)による南イタリヤのモンテ・カッシーノにベネディクト修道院が設立
されてからは、聖務日課が行なわれる場所は修道院ということになり、朝課と晩課だけが広く教
会で行なわれる礼拝として残された。このような理由から、後の時代の作曲者たちは、これら二
つの聖務日課に集中して多声音楽書法による作品を作るようになった。
◆聖ベネディクトゥスは聖務日課を、一年を通して毎日８回ずつ行なう礼拝の制度を定めた。そ
れは、一日を「オクターヴの法則」に従って７つの間隔で８つに分けたものである。ここには中
世の音楽理論の特色が見られるのである。注４ そして日々の礼拝はほぼ以下のような輪郭を持つも
のに標準化されていった。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

朝課・・・・・夜中とその終わり
賛歌・・・・・夜明け
第一時課・・・午前六時頃
第三時課・・・午前九時頃
第六時課・・・正午
第九時課・・・午後三時頃
晩課・・・・・午後六時頃
終課・・・・・日没後

４. 記譜法について
◆キリスト教会の初期の年代には、記譜法の問題について頭を悩ますようなことはほとんどなか
った。というのは、保存する必要に迫られるほど、典礼や音楽が複雑なものではなかったこと、
また、口伝えによる伝統の中で、容易に伝えられるものであったからである。
注３

修道院の聖務日課の中で詩篇は毎日歌われた。ベネディクト修道院の会則には次のように定められている。

「毎週１５０篇ある詩篇をすべて歌い、日曜の前夜の礼拝ではまた新しく歌い始めること。自ら誓約した礼拝において、
詩篇全曲と慣習的に定められた賛歌を一週間で歌えないような修道士は怠惰だと見なされる。歴代の教皇たちは、こ
の仕事を一日でこなしていたようだ。私たちはそれに比べるとだいぶ生ぬるいが、せめて一週間でやり遂げようでは
ないか」と。第二ニカイア公会議(587)は、詩篇を全部暗誦しなければ、司教に叙任されないことを規定した。またト
レド第 8 公会議(653)では、
「今後、詩篇の全部を暗誦しないものは高位の聖職に昇任することができない」という法
令を公布した。このように詩篇を暗誦することは聖職に叙任される条件として要求されたのである。
注４

これについては、キャサリン・ル・メ著『癒しとしてのグレゴリオ聖歌』(柏書房、1995)の第二章「中世の世界観と
音楽」の項を参照。
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◆しかし、教会が諸地域にできて、高度に組織立てられた典礼が急速に発展するにつれて、記譜
法の問題は次第に急を要するものとなっていった。特に、ローマ式典礼と一体になって、西洋の
すべての地域にその手段を広めようとした段階では、ますます重要な要求となっていった。一地
域から他の地域へ聖歌を伝えようとする場合、音を書き記すいくつかの形式が絶対的に必要とな
った。

〔本論⑥の参考文献〕
●A・スィー著(村井範子・藤江効子訳)『中世社会の音楽』(東海大学出版社、1973)
●キャサリン・ル・メ著『癒しとしてのグレゴリオ聖歌』(柏書房、1995)
●岸本羊一・北村宗次編『キリスト教礼拝辞典』(日本基督教団出版社、1977)

〔附 記〕

修道院運動

◆三世紀の終わりごろから、修道院運動がリバイバル運動の様相を呈して発展していく。修道士
たちは神への全き献身、祈りと学びと瞑想の生活を強調し、社会的霊的退廃の暗黒の時代(５００
～１３００年)とも言われているこのころに、霊的に光り輝いた存在となった。制度的教会で失わ
れてしまった聖霊の超自然的賜物も、修道院運動の中には見られ、多くの修道士が祈りの力を得
ようとし、いやしや悪霊の抑圧からの解放や他のしるしや奇跡を生ずる霊的力を受けようとした
という。レオン・ジョゼフ・スエネンズは、
「修道院運動は事実、その始まりにおいて一つのカリ
スマ運動であった」とも言い切っている。
◆修道院運動では、
①アントニー(251～356、修道院運動の創始者とも言われている)
②パコマウス(292～346)
③アタナシウス(295～373)
④ヒラリオン(305～385)
⑤アンブロシウス(340～397、彼のメッセージはアウグスチヌスを真理に導く役割を果たし、
アウグスチヌスに洗礼を授けてもいる)
⑥ジェロメ(347～420、聖書のラテン語訳で有名)
⑦アウグスチヌス(354～430、387 年に回心し、後に北アフリカのヒッポの監督となり、教会教
父の中でも最も偉大な人物としてしばしば言及される)
⑧ベネディクト(480～547、529 年にモンテカシーノで修道院を設立し、後の中世の多くの修道
院革命運動の原型ともなる)
―などが活躍した。
尾形 守著『リバイバルの源流を辿る』(１８～１９頁)
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本 論⑦
―グレゴリオ聖歌と教会旋法ー

Graduale Triplex
１.

より

In Nativitate Domini Ad Missam In Nocte/Introitus

グレゴリオ聖歌について

(1) カトリック教会の祈りの歌
◆グレゴリオ聖歌はカトリック教会に 1500 年にもわたって伝えられてきたラテン語によるもっ
とも大事な祈りの歌である。その源泉は古く、キリスト教誕生以前のユダヤ教の聖歌などから発
展してきたと考えられている。もちろん作曲者の名前はひとつも残されておらず、そもそも特定
の時に誰かの手によって作られたものなのか、長い歴史のなかで歌われるうちに発展してきたも
のなのか、それさえもはっきりとはわからない。
◆かつて教会での典礼はほとんどの部分が歌で成り立っていた。聖書朗読や単純な祈祷などは、
同じ高さの音で朗唱されるが、賛美の歌は複雑で、芸術的にも高度に洗練されている。一般的な
音楽の通念と異なるのは、グレゴリオ聖歌が楽器などの伴奏なしに歌われる単旋律の歌である。
ふたつ以上の旋律を同時に奏でることによって和音が誕生したのはヨーロッパでもやっと１２世
紀頃になってからである。
◆なぜ「グレゴリオ聖歌」と呼ばれるのか、それは聖歌の成立に貢献したといわれる７世紀初頭
の教皇グレゴリウス１世（590～604 在位）にちなんで名付けられたからだと言われている。注１
「グレゴリオ聖歌」というのは一種のニックネームであって、正確には「ローマ聖歌」というの
が正しい名称である。つまり、グレゴリオ聖歌はローマ典礼に固有な歌として、キリスト教の伝
統を 2000 年にわたって守ってきたカトリックの最高指導者であるローマ教皇が正式に認めた聖
歌なのである。
◆ところで、グレゴリオ聖歌は「ネウマ譜(Neuma)」という独特の楽譜で記されているが、現在
知られる一番古いネウマ譜でも８－９世紀と言われている。また、初期のネウマは旋律の上行、
注１

4 世紀以降、キリスト教の強化と急速な普及により、各地の大司教区や修道院は、ローマから比較的独立していた。

その典礼音楽は土地固有の音楽の影響を受けて、スペインのモサラベ聖歌、ミラノのアンブロジオ聖歌、南フランスの
ガリア聖歌、アイルランドのケルト聖歌、エジプトのコプト聖歌などといった独自の聖歌が生まれていく。これに対し
てローマ教皇グレゴリウス一世（在位 590-604）は、中央の権威を強めるため、行政と教会法、次いで典礼と聖歌の統
一を目指した。その作業が何時どのようにして行われたかははっきりしていないが、8,9 世紀には完成したと思われる。
その出来上がった聖歌をグレゴリウス一世の権威と結びつけてグレゴリオ聖歌と呼ぶ。
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下行は示しているが、音程やリズムまでは明示されていない。やがて１１世紀までにグイード・
ダレッツォの考案した４線譜によるネウマ(↑上記のネウマ譜参照)が記さ
れるようになってもリズムは不明確なままである。したがってその歌い方
も様々であるが、１９世紀にグレゴリオ聖歌の正確な歌い方を研究してそ
の復興に貢献したフランスのソレム修道院による「ソレム唱法」が最も有
名である。その他にもいろいろな唱法が各地の教会に伝承されている。
(2) 現代人にとっての癒しの響きとしてのグレゴリオ聖歌
◆このように、カトリック教会の典礼の中核をなしていたグレゴリオ聖歌
も、1960 年代に開催された第２ヴァチカン公会議（1962～1965）による、
教会を現代社会の要請に適合させようとした改革の影響を受けて、次第に各国語による新しい聖
歌にその地位を奪われるようになった。今では日曜日ごとのミサでグレゴリオ聖歌が聴かれる教
会は欧州でも少数派となり、聖務日課を含むすべての典礼をラテン語で歌っている修道院は数え
るほどしかなくなってしまった。注２
◆フランス人の内科医であり、耳の専門家として国際的に知られているアルフレッド・トマティ
ス博士は、1960 年代、第二バチカン公会議があった直後にフランスのベネディクト派修道院を訪
ねた。公会議では、日々の礼拝でラテン語を使い続けるべきか、その土地の言葉であるフランス
語などを採用するべきかで議論が行なわれていた。これは最終的に後者に決まった。また、聖歌
の歌唱を続行すべきか、それともより実質的と思われる活動を優先させ、聖歌を廃止するべきか、
も討議の対象となっていた。これらは、聖歌を聖務日課からはずすことで決着がついた。
◆ところが、決定からほどなくして修道院に変化が起き始めた。それまで一日、３～４時間の睡
眠時間でも元気に生活していた修道士たちが非常に疲れ、病気にかかりやすくなった。修道院長
は寝不足が彼らの身体の不調の原因だと考え、睡眠時間を増やした。しかし事態は改善されなか
った。それまで７００年間続いてきた菜食の掟を破り、肉とジャガイモを中心にした食事に変え
てみたが、望ましい効果はなかった。状況は悪化するばかり。そして 1967 年の２月に、トマティ
ス博士はこの問題の解決を依頼され、再び、修道院に呼ばれたのである。
◆彼が修道院に着いてみると「90 人の修道士のうち、70 人までもが、独居房の中で濡れ布巾のよ
うに落ち込んでいた。検査してみると、彼らはただ疲れているだけではなく、聴力が落ちている
ことが分かった。彼はこの問題を解決するために、ある装置を考案し、それを何か月かの間、使
用することによって修道士たちの聴力を回復させようと考えた。また、もう一つ別の処置も行な
った。それは毎日聖歌を歌うことを修道士たちにただちに再開させたのである。
◆その後、９か月の内に、修道士たちは聴力においても身体の健康全般においても、著しい回復
を見せたのである。彼らのほとんどは、長時間の祈りと、短い睡眠、計画に従った労働という、
何百年も修道院内で普通に行なわれていた生活に戻ることができたのである。いったい何が起き
たのか?
◆トマティス博士は次のように言っている。
「耳は、脳の活動を刺激するのに重要な役割を果たし
ている。特に、大脳皮質の電位を高めるのに効果的である。したがって、音がよく聞こえないと、
耳から脳に向かうエネルギーを十分に得られなくなってしまう。」と。
◆トマティス博士は、
「グレゴリオ聖歌の音をオシロスコープにかけると、それが声の音響スペク
トルが持つおよそ 70～9000Hz の周波数をすべて含んでおり、普通の会話などとは非常に異なっ
た包絡線を示す」と言っている。修道士たちは中音域、つまりバリトンの音域で歌うが、音の調
注２

そのような教会側の消極的な態度とは対照的に、近年グレゴリオ聖歌に対する関心は欧州各国で次第に高まりつつあ

る。本来は教会の典礼のなかでしか歌われなかったグレゴリオ聖歌がコンサートホールでも聴かれるようになってきた。
また、いわゆるクラシック音楽の作曲家のみならず、いろいろなジャンルの音楽家がグレゴリオ聖歌を自分たちの音楽
に取り入れるようにもなっている。そのような流れもあってか、数年前にはスペインのシロス修道院の修道士が 80 年
代に録音した CD が全米ヒットチャートにランクインした。この CD はその後世界各国でベストセラーとなった。魂の
渇きを潤す癒しの音楽として歓迎されているのである。
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和と共鳴によって、その声がより高い周波数の上音をたくさん生み出す。脳を活性化するのは、
これらの高音の、主に 2000～4000Hz の範囲である。前に引き合いに出した修道士たちは、聖歌
を歌わなくなったときに、毎日のエネルギー補給ができなくなっていたわけである。彼らの感じ
た疲労感は容易に理解できるのである。
◆聞く側の視点からもう一つ特筆すべきことがある。私たちは聖歌を聞くことでエネルギーを得
るが、それと同時に、落ち着きや平穏さも感じるのである。これは私たちが、修道士や修道女が
グレコリオ聖歌の長いメリスマの楽句を歌うときの、深くやすらかな息づかいに同調するからで
ある。

２. 教会旋法とその特色
◆教会旋法とはグレゴリオ聖歌の音階のことである。すなわち、根音に対してどんな音程関係に
ある音を旋律の音として用いているかという相対的な構造を指す。バロック以後の音楽の旋法に
は 長音階（ドレミファソラシド）と 短音階（ラシドレミファソラ）しかないが、グレゴリオ聖
歌ではこの 2 つとは違う旋法が用いられていた。
（以下ドレミで階名、CDE で音名をあらわすもの
とする）
◆その旋法とは、以下の四つである。
① ドリア旋法（レミファソラシドレ）

◆「いわゆる短調（近代短旋法）に類似した旋法であるが、 導音のないことがその相違を明確にしている。」
「これは、厳粛、優雅、つつましやか、控えめであるが、常に平穏、静寂の旋法である。観想の旋法、とも
いわれるが、 とりわけ平安の旋法、という評言にふさわしいものである。」（水嶋良雄著「グレゴリオ聖歌」）
◆教会旋法の中で最もスタンダードといえる旋法で、 落ち着いた安定感のある旋律を作る。
「平安の旋法」 と
いう表現はまさに的確といえるだろう。 その反面とりわけ際立った特徴もなく、やや平凡な 印象を受ける
こともある旋法である。

② フリギア旋法（ミファソラシドレミ）

◆「近代調性からもとも遠く隔てられた旋法ということが できよう。この旋法は和声学者をもっとも難渋せ
しめている。というのはほとんどの旋法がその終止音を『いわゆる主音』のごとく考えているのにもかかわ
らず、この旋法だけは そのように考えられないからである。」 「『天と地の間に浮かびながら停止する旋法』
という（中略） 評言はそこからでている。」 「これは、甘美、神聖、恍惚、永遠の旋法である。」
（水嶋良雄著「グレゴリオ聖歌」より）
◆近代調性に最も結び付けにくいために、逆に最もグレゴリオ聖歌らしい印象を受ける旋法である。 終始フ
ワフワしたような独特の甘美な旋律を生み出す。
「ファ->ミ」という上方からの解決を特徴として持っており、
この終止はバロック以降も「フリギア終止」としてその面影を残すことになる。

③ リディア旋法（ファソラシドレミファ）

◆「『諸音程の配列具合』および『基音の下が半音』という ことから、しばしば近代長調（長旋法）をしの
ばせる旋法である。 とはいえ、黄金時代のかつての作曲家たちは、 きわめて卓越した諸作品をこの中から
作り出している。」 「本旋法による我々の古曲は、流麗、端然、確固たる特徴が あるとともに、軽妙敏速、
快活さをあわせ持っている。 爽快、新鮮、すがすがしさを感じさせることもある。」 「各種の多様な感情表
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現に不足することのない旋法と いうことができよう。」 （水嶋良雄著「グレゴリオ聖歌」より）
◆引用にある通り、リディア旋法はグレゴリオ聖歌そのもの にとっては重要な旋法のひとつである。しかし
ルネサンス期の 音楽の中では、旋律的・和声的理由のために 大抵「シ」が「シ－フラット」に変化してし
まったために 近代長音階（イオニア旋法）と全く同一になり、その個性は失われていくことになる。

④ ミクソリディア旋法（ソラシドレミファソ）

◆「充分な響きの旋法、大きくひろげられた音程の旋法、そして特にブールゴオル・デュクードレが評した
＜超長旋法＞である。」「明快・熱烈・感動を表現する旋法、喜悦にみちた飛翔、熱狂的な飛躍、凱歌にふさ
わしい躍動的なものを表現しうる旋法であるが、Lauda Sion の旋法ということは以上の諸特徴のよき象徴で
ある。」「またとりわけ低い諸音符においては、確信、荘厳にして断固たる確信を示すものであり、完全で申
し分のない喜びの旋法、 要するに、充満、充全の旋法である。」（水嶋良雄著「グレゴリオ聖歌」）
◆基音の「ソ」に対し、その下の「ファ」および その上の「ラ－シ」がすべて全音の間隔で並んでいるため
に、非常に明るい開放的な旋律を生み出す。「超長旋法」とは名言といえよう。
◆1525 年になって、この 4 つの旋法に エオリア旋法（現在の短音階）とイオニア旋法（現在の長音階） が
加えられて全部で 6 つの教会旋法ができることになる。注３

⑤ エオリア旋法（ラシドレミファソラ）

⑥ イオニア旋法（ドレミファソラシド）

３. 芸術性と大衆性の二律背反の関係
◆「あちらをたてれば、こちらがたたず」ということばがあるように、音楽における芸術性と大
衆性もこの二律背反の関係にある。ここではグレゴリオ聖歌の歴史から(少し繰り返しになるが)、
また、後に取り上げるドイツ・コラールの歴史を通観してその問題を考えてみたい。
(1) グレゴリオ聖歌の場合
◆紀元４世紀頃までの初期のキリスト教会において礼拝で歌われる歌はきわめて単純であった。したがって、
だれでも神を賛美することができた。ところが礼拝で歌われる歌がだんだんと整備され、複雑化されてくる
ようになるーそれは礼拝をより神聖なるものとするために、という願望からであるがー。そしてそれが精緻
化されることにより、一般大衆には手に負えないものとなっていった。
◆６世紀後半に活躍したグレゴリウス一世により、それは決定的なものとなった。彼はそれまでに礼拝で歌
われてきた歌を集大成し、グレゴリオ聖歌を誕生させた。そして彼はまたスコラ・カントルムという音楽学
校を作った。そこは、すでに複雑化、精緻化した礼拝音楽を学ぶ場であった。楽譜というものが整備されて
いない当時、音楽を学ぶということはすなわち膨大なるグレゴリオ聖歌を暗譜、暗誦することであった。ス
コラ・カントルムは卒業までに９年間かかったと言われている。すべてのグレゴリオ聖歌を頭にたたきこむ
のにはそれだけの年数を必要としたのである。
注３

なお実際には、この 6 つの旋法それぞれに正格旋法と変格旋法 というものが存在し、全部で 12 の旋法ができる
わけだが、正格と変格の区別は中世以後の音楽では次第に意味を失っていくので、 ここではその違いについては触
れないことにする。
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◆こうして複雑化した礼拝音楽ではもはや一般大衆は沈黙するほかはなくなった。礼拝で歌うことができる
のは専門的なトレーニングを受けた聖歌隊に限られるようになった。また礼拝そのものも、中世ヨーロッパ
では既に死語となっていた一般人には理解できないラテン語で行われたために、一般大衆は礼拝に参加して
もいったい何がなんだかわからない状態となっていったのである。礼拝をより神聖なるものとするために、
また、グレゴリオ聖歌の芸術性をより高めるために、大衆性は逆にどんどん失われていったのである。

(2) ドイツ・コラールの場合
◆さてこうした状態を打破しようとしたのがマルチン・ルターであった。彼は礼拝をより大衆的なものに戻
そうとした。そして民衆の言葉であるドイツ語で礼拝をおこない、グレゴリオ聖歌の代わりにコラールとい
う概念を導入した。コラールとはドイツ語で歌われる単純な単旋律の歌で、そのメロディーはできるだけ民
衆に歌いやすく、なじみが深い曲から作られた。
◆こうしてドイツのルター派においては礼拝の大衆化に成功したわけであるが、反面その芸術性は失われて
しまったといってよい。だれにでも気軽に歌える曲というのはどうしてもその芸術性は低いものとならざる
を得ない。そのためかどうかはわからないが、コラールの多声化（現代でいうハーモニーをつけること）が
すぐになされるようになった。コラールを使ったさまざまなジャンルの音楽が現われ始めた。単純なコラー
ルを使って芸術的な作品を作るということが作曲家の創作意欲を刺激し、それぞれ個性的な作品を作り始め
たのである。
◆こうしてコラールの多声化やこれを使ったさまざまな芸術作品があらわれるにつれ、またしても大衆は礼
拝音楽においてつんぼさじきにおかれる結果となってしまった。コラールの多声化により、メロディーは現
代と違ってテノールにおかれるようになったため、大衆には他の声部が邪魔になり、いったい自分がどんな
曲を歌っているのかさえわからなくなり、歌を聴いてもメロディーがさっぱりわからなくなってしまった。
またコラールを使用した複雑な曲が教会のオルガンで演奏されるようになり、結局民衆はそれらを黙って聞
いているよりほかなくなってしまったのである。
◆こうしたコラールの芸術化を究極のものとし、コラールの大衆性にとどめを刺してしまったのがかの有名
なヨハン・セバスチアン・バッハである。彼が礼拝で弾くオルガン曲はコラールを用いているとはいえ、複
雑すぎて大衆にはさっぱり理解できなかった。今でこそバッハは音楽の父と言われ、あがめられているが、
彼と同時代の大衆からすれば大衆のためのコラールを、かつてのグレゴリオ聖歌のように芸術化してしまっ
た張本人であった。このようにして、コラールもまたグレゴリオ聖歌と同じ運命をたどったのである。

(3) 二律背反を打破することは可能か
◆音楽における芸術性と大衆性の二律背反性－これはまさに古くて新しい課題といえる。だれもが参加でき
て、なおかつ芸術性の高いものというのは可能なのであろうか。
〔本論⑦の参考文献〕
●キャサリン・ル・メ著『癒しとしてのグレゴリオ聖歌』(柏書房、1995)
●水島 良雄著『グレゴリオ聖歌』(音楽之友社、1966)

〔付録〕

◆一つの角型ネウマが一つの八分音符に置き換えられている。しかしこれは単に便宜上そうして
いるだけで論理的な根拠は何もない。ネウマ譜はその時価については何も語っていないのである。
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本 論⑧

マルチン・ルターとコラール
１.

マルチン・ルターという人物

◆キリスト教が４世紀にローマの国教として制定されてから、約千二百年を経た１６世紀の前半、
1517 年から 1524 年にかけて、カトリックの最も真面目な司教の一人であったルターは、乱脈の
きわみに達していたカトリックの世界をなんとか是正したいという気持ちから、大胆にも、教皇
庁に対して一投石を放った。その一投石とは、
「９５箇条の提題」を書いた板をヴッテンベルグの
城教会の扉に打ち付けた事件であった。この事件は、ルターが自分でも予想だにしなかった歴史
的事件、すなわち、＜宗教改革＞へと発展してしまった。注１
1483
1501 (18 歳)
1505 (22 歳)

1507 (24 歳)

注１

●ルター誕生
●ェルフルトの大学に入学(法律を学ぶため、父親に従って)
●ルターは優等な成績で修士の学位を受ける。父親の願いに従って立身出世の道

に励んだ。しかし＜落雷の体験＞による死の恐怖からの突然の回心。その際に
誓いを立て、このとき初めて父に反抗し、父の許可なく大学を辞めて修道院に
入る決心をする。彼は修道院に入ることによって死の問題の解決が与えられる
と期待した。ルターが入ったアウグスチヌス派修道院は、最も厳格な戒律と訓
育をもって知られた修道院であった。彼はそこで壮絶な苦悶をしながら、模範
的な生活を続けた。しかし良心の平安はなかった。
●司祭となる。聖歌隊で歌っているときに発作を経験。突然、床に倒れ、何かに
とりつかれたように、とりとめのないことをわめき、うなった。しかしこの発
作は、父親からの亡霊からの新しい夜明けを意味する経験であった。

◆中世カトリック教会の腐敗ぶりを見て宗教改革をしなければならないと考えたのはマルチン・ルターが最初では
ない。それ以前にも同じ志を抱く人はいた。ボヘミア （チェコ） 生まれのプラハ大学教授ヤン・フスもその一人で
あった。しかし当時の社会情勢では教会の迫害がこわいため、フスを表立って支持する人はなく、フスは１４１５年、
教会会議で異端と宣告されて火刑に処せられた。 ルターの宗教改革 （1517） に先立つこと約１世紀であった。
◆もしルターがフスの時代に登場していたら、 だれからも支持の声は上がらなかっただろう。 では、フスがなし
えなかった宗教改革を、 なぜルターがなしとげることができたのか。 政治情勢の変化もあったが、 最大の理由は、
印刷術が普及していたことである。 フスの刑死から４０年後の１４５５年に、ドイツのグーテンベルクが鉛活字によ
る活版印刷術を発明した。それから約６０年、ルターの時代には低価格で大量の印刷物を作り、 配布することができ
るようになっていた。ルターがウィッテンベルク城内の教会の扉に張り出した 「九十五ヵ条の論題」 の原文はラテ
ン語であったが、ただちにドイツ語に翻訳されて、 知識階級の間に配布された。ルター支持の世論は高まり、神聖ロ
ーマ帝国の政治に参画する諸侯―選帝侯―にも影響を与えた。また、危害を防ぐためにルターの身柄をかくまう領主
もいて、バチカンはついにルターを処刑することはできなかった。
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1513 (3 歳)

1517 (34 歳)

1521 (38 歳)
1522(39 歳)

●神学博士になり、聖書を地道に学ぶ中で「塔における啓示」を経験する。それ

は学究的な経験で、
「信仰による神の義」という真理に目が開かれる経験であっ
た。その経験をしたヴィテンベルグ大学で詩篇の講義をするようになる。この
ころから人々の告解を聴き、民衆が免罪符を買うことを強いられてひどく苦し
められていることを初めて知った。
●ヴィンテンベルグの教会の扉に｢９５か条の提題｣を打ち付ける。同時に、ドイ
ツの大司教にも書簡として送った。この日が１０月３１日で、現在の宗教改革記
念日となった。
●絶対的な力をもつ教会を批判したとされ、ルターは教皇庁の審問を受ける。そ
して彼はそこで「我ここに立つ。神よ、我を助けたまえ。アーメン」の言葉で
絶句する。１５２０年には教会から破門、翌１５２１年には帝国から帝国追放
刑（事実上の死刑）を宣告される。
●その後、ルターは、ザクセン選帝候のフリードリッヒの計らいで誘拐され、ヴ
ァルトベルグ城の中にかくまわれ、その保護の下で聖書の翻訳に取り掛かる。
●その時、１１週間と言う速さで新約聖書をドイツ語に、次いで１５３４年には
旧約聖書全体を翻訳する。このことにより、ラテン語の解らない一般の大衆に
聖書を読む機会を与えたばかりでなく、結果的に、各地の方言に分かれていた
ドイツ語を統一するのに大きな貢献をすることとなつた。また、人々が歌いや
すいような讃美歌を数多く作った。そのようにしてルターは、物心両面でイエ
ス・キリストの福音を人々に分かりやすく、また身近なものとしたのである。

ヴァルトベルグ城

２.

聖書の翻訳をした机

ルターのシンボル

＜新しい歌＞の必要性

◆1521 年、ルター３８歳。ヴィッテンベルグでの改革が活発になっていくにつれて、この派の礼
拝順序、および礼拝(ミサ)をどのように行なうべきかを早急に決めなければならない気運が盛り上
がってきた。ヴィッテンベルグ大学の神学部長カールシュタット(ルターと共に聖書講義をしてい
た)は思い切った改革的な形での礼拝を行なったが、ルターにとってはそれは衝撃であった。ルタ
ーはどちらかといえば保守的性格の持ち主であった。
◆讃美歌は数の上ではすでにボヘミヤ同胞会注２のものもあって不足はなかった。しかしルターが
用意すべきものは、新しい福音教会の理念にかなった内容のものでなければならなかった。
◆また、ルターは教会の中ばかりではなく、会衆の家庭の中まで讃美歌を浸透させることを願っ
た。彼はだれか良い作詞と作曲のできる人物を探し求めたが、適任者が見当たらず、結局、ルタ
ー自身がペンを取ることとなった。そして生まれた「ドイツ宗教詩」という新しい分野が開拓さ
れ、多くの追従者、継承者がこれに倣うようになったのである。注３これが＜コラール＞と呼ばれ
注２

ルターの手によるドイツ訳の「新約聖書」が出版される１世紀前に、ボヘミヤの偉大な殉教者ヤン・フス(1369～1415)

はプラハの教会の牧師となり、チェコ語で説教をし、また歌った。フス自身もまた、多くの讃美歌を作った。彼の亡き後、
彼の流れをくむフス派の一派がボヘミヤ同胞会を組織し、母国語、またはその仲間たちの方言による讃美歌を盛んに歌っ
た。1501、1505 年には、それぞれ 89 曲と 400 曲を擁する全く別々の内容を持つ讃美歌集を出版している。ルターかドイ
ツ語による讃美歌集の作成を急いだのには、こうした刺激があったという見方がある。
注３

ルターには下地があった。彼は少年の頃からラテン語の讃美歌を歌うことを何よりも好んでいたし、また学生時代の
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るものである。注４

３.

ルターのコラールを作る上でのコンセプト

(1) わかりやすさ
◆ルターが新しい歌である＜コラール＞を作るにあたって第一に配慮したことは、聖書の翻訳
のときと同じく、歌詞が誰にもわかることと、メロディーが親しみやすいことであった。また、
従来のカトリック礼拝に歌われていた聖歌の歌詞のすべてはラテン語のものであったため、そ
の中から良いものをドイツ語に翻訳することもまた緊急の仕事であった。
(2) 改作の能力
◆ルターは新作を多く作ることよりも、原則として、できるだけ古くから歌い継がれている歌
詞、およびメロディーを土台とし、それらを一般会衆になじみやすいように改作することに努
めた。

①古い讃美歌のメロディーをそのまま用いた。
②古い讃美歌の歌詞を部分的に手を入れた。
③歌詞によく合うように、グレゴリオ聖歌のメロディーを工夫してつなぎ合わせた。
④古くからドイツに歌い継がれてきた多くの民謡や、当時歌われていた世俗歌の中
から少しでも良いメロディーであればただちに採用して、それに宗教詩をつけ代
えた。これは、一つには民衆に早くなじませて覚えさせるための一方法であった。
⑤すぐれたメロディーは、三つ、ないしは四つの詩をつけることもあった。つまり、
良いものを用いて最善のものを作ることに苦心を重ねた。

◆このように、ルターはカトリックのすべてを否定して新しいものを作ったのではなく、良い
ものは良いとするバリアフリーの態度を持っていたと言える。この意味で、礼拝に対するルタ
ーの基本的姿勢はこのように保守的であったといえる。

４.

コラール集の出版

◆ルターがコラールの製作に力を注いだのは、主に 1523～24 年の両年にかけてである。この一
年間以内に大小４種類の重要なドイツ・コラール集が出版された。
◆1524 年に、ヨハン・ワルターとルター共編によるヴィッテンベルグの＜小讃美歌集＞が出版さ
れた。これには３２の讃美歌に３５の四、五声部に編曲した物が収録されている。この四、五声
部のコラールは聖歌隊用のもので、コラールのメロディーはソプラノのパートではなく、テノー
ルに置かれた。この２年後に、ヴィッテンベルクで出版されたワルターの＜コラール聖歌集＞の
単行本が、本当の意味での＜ドイツ会衆讃美歌集＞の最初のものとなった。
友人たちはルターを音楽家と呼んでいたほどである。また長年、詩篇とのかかわりを通して、人間の魂の根底にある
神への畏敬の念や表現の崇高な美しさなどを吸収していた。無我夢中で論敵と戦うことに没頭していた頃のルターに
とって、まさか自分自身が詩やメロディーを書くことになるだろうとは予想だにしていなかったに違いない。しかし
彼はすでに非凡なものを持っていた。そしてそれが余すところなく表現されるようになったのである。
注４

「コラール」の基本は「単旋律」である。コラールの語源は「群集」という意味の「コロス」から来ており、つまり
みんなで 1 つの旋律を歌うことから来ている。この「コラール旋律」にどのような和音をつけようが、どのような対
旋律をつけようが、その曲はみんな「コラール」と基本的には呼ばれる。その旋律はドイツの民衆のなかにしっかり
と根付くことになった。 聴衆はコラールの旋律を聴くだけでそれがどのような歌であるかすぐにわかったし、その
コラールの歌詞にこめられた感情をもすぐに理解することができた。 コラールの旋律は、聴衆にとって、まさに 「自
分たちの音楽」だったのである。
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◆この歌集では重要な二つの先例を作った。
①歌詞に単声メロディーのついたものと、多声の教会聖歌隊用のものを作ったこと。
②異なった歌詞(テキスト)に、同じメロディーを当てる習慣を作ったこと。

５.

ドイツ・ミサについて

◆1525 年の１０月２９日、ヴィッテンベルグの教区内の教会で、新しい内容による礼拝式をはじ
めて用いるという記念すべき日を迎えた。これまで一般の信徒にはほとんど理解されなかったこ
れまでのラテン語のミサとは違って、自国語によるものであり、深い感動の渦が巻き起こったと
いう。
◆この礼拝での音楽はルターの指示を受けたヨハン・ワルターが書いたものであった。この礼拝
式は当時の人々に歓迎され、その年のクリスマスから正式に教会で用いられるようになった。そ
して翌年の１月に、ルターはこのための序文を書き、印刷し、出版したものが＜ドイツ・ミサ＞
と言われるものである。したがって、この＜ドイツ・ミサ＞はプロテスタント教会最初の自国語
による礼拝式として重要なものであり、グレゴリオ聖歌と共にドイツ・コラールが礼拝の中で重
要な位置を占めるようになった最初のものとして特別の意味をもっている。注５
◆長い間、伝統的に行なわれてきたものを改革する前には、たとえそれが良いものであったとし
ても、必ず多くの反対に出会うのが常である。ルターが礼拝の順序の内容を変えようとしたとき
にもそうであった。その内容は、従来よりもっと自由なものに変えるということであった。礼拝
を行なう時に用いる言葉は、ラテン語でなければならないとか、形式云々とか、ミサにかける時
間は・・等、ルターは「そのときに応じて自由であってよい」としたのである。
◆ちなみに、ルターの＜ドイツ・ミサ＞の順序は以下のようであった。1526 年。注６
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

コラール (詩篇３４篇２～２３節をグレゴリオ聖歌の第１旋法で歌う)
キリエ
(９回ではなく、３回に)
集祷
(牧師は聖壇に向く)
使徒書の朗読 (グレゴリオ聖歌第８旋法で歌う)
コラール (聖歌隊の合唱) 注７
福音書の朗読 (グレゴリオ聖歌第５旋法で歌う)
信条のコラール
説教
主の祈り
聖餐の勧め
聖列・配餐・・この間、コラール注８
特別祈祷
祝祷

注５

コラール(会衆讃美歌)が礼拝に入ることによって、それは牧師の説教、および祈祷や聖歌隊の合唱と同等の地位を
持つようになった。それ以来、福音教会には会衆の歌なしの礼拝というものは全くなくなったのである。改革当時は、
讃美歌の本の中の歌一曲を歌うごとに献金が行なわれた。それはほほえましい感じである。それだけ礼拝が親しみや
すいものとなり、礼拝の中で会衆が讃美歌を共に歌えるようになったことへの喜びの気持ちの現われであった。

注６

ルターが福音教会(プロテスタント教会)のために新しい礼拝順序を定めたときには、伝統を尊重して、キリエ、グ
ロリア、クレド、サンクトゥス、アニュスデイは従来のままラテン語で歌わせている。

注７

ここにしばしばカンタータを置いた。これは説教内容を音で表現する音楽で聴くことであり、これを聴いてから説
教を聴くという趣向であった。

注８

昇階唱の代わりに「我ら今聖霊を求む」というコラールを用いた。また聖餐式のところでは、フスの歌やドイツ語
に訳された「聖なるかな」
「神の小羊」(アニュス・ディ)ガ用いられた。(『キリスト教礼拝辞典』166 頁)
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６.

ルター自身のコラール

◆日本基督教団出版社の『讃美歌』の中では以下のものが収められている。
①「神はわがやぐら」(作詞・作曲)・・・・
〔讃美歌 267〕
②「深き悲しみの淵より」(作詞・作曲)・・〔讃美歌 258〕
◆いずれも詩篇４６篇、１３０篇からのもので、ルターの真摯さ、強さ、特徴が鮮明に出ている。
「神はわがやぐら」
１. 神はわがやぐら
苦しめるときの
己が力 己が知恵を
陰府(よみ)の長も

３. 悪魔世に満ちて
よし脅すとも
神のまことこそ
わがうちにあれ
陰府の長よ ほえ猛りて 迫り来とも
主のさばきは
汝がうえにあり

わが強き盾
近き助けぞ
頼みとせる
など恐るべき

４. 暗き力の
主のみ言葉こそ
わが命もわが宝も
神の国は

２. いかに強くとも
いかでか頼まん
やがて朽つべき
人の力を
われと共に戦いたもうイエス君こそ
万軍の主なる
あまつ大神

よし防ぐとも
進みにすすめ
取らばとりね
なお我にあり

◆この讃美歌は宗教改革の軍歌として知られる。ルターはこれを詩篇４６篇にヒントを得て作っ
た。この歌全体を詩篇と比べるとき、決して詩篇４６篇の忠実な訳ではなく、その一部の発想を
借りた自由なルターの詩篇というべきものである。そしてここで特に注意すべきことは、日本の
翻訳(現行讃美歌)では讃美の主体がすべて「わが」となっているが、原詩では「われら」と複数に
なっていることである。ということは、この時代のコラールは教会的、公同的性格をもっていた
ということができる。宗教改革期のコラールが万人祭司の実現をめざす一端として、まず公同礼
拝への会衆参加を第一の目的として、そのために必要なものが積極的に生み出されたということ
であり、その意義は大きいといえる。注９

〔本論⑧の参考文献〕
●長輿恵美子著『コラールのあゆんだ道―ルターからバッハへの二百年』(東京音楽社、1987)

注９

宗教改革期のドイツ讃美歌には「われ」という第一人称単数代名詞はあまり使われておらず、「われら」という複
数形が頻繁に用いられている。ルターから始まった宗教改革は教会だけの出来事にとどまらず、ルター派とカトリッ
ク派の諸侯の争いに発展し、やがて３０年戦争(1618～1648)で頂点に達する。これを転機にして戦闘的なルター派
の教会も次第に制度化し、形式化して沈滞し、ドイツの人々は教会に対する信頼を失い始める、その反動として讃美
歌も教会的、公同的なものから、個人的な信仰を重視する敬虔主義の時代へと続いていく。この敬虔主義の一躍を担
うことになったモラヴィア派の主観的で情熱的な賛美歌は、後に英国のウェスレ－兄弟に影響を与え、メソジスト運
動を呼び起こす原動力となる。ドイツ讃美歌の歴史は、敬虔主義をもって一応終わりをつげることになる。
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本 論⑨
―フランスおよびスイスの宗教改革期に生まれた詩篇歌―

ジャン・カルヴァン(1509～1564)

１.

ジャン・カルヴァンと「新しい歌」としての＜詩篇歌＞

◆ドイツでルターが指導する宗教改革が進んでいるころ、スイスのジュネーヴではジャン・カル
ヴァン(Jean Calvin,1509～1564、1533 年の 24 歳にパリの大学で神学を学ぶうち突然の回心を
経験)を指導者とする、別な神学的主張を持つ宗教改革(ユグノー派注１)がはじまっており、そこか
ら新しい歌としての＜詩篇歌＞が生み出された。注２
◆カルヴァンの神学的要点は、聖書に示された神の言葉の尊重と、神の至上権に対する完全なる
服従であり、その教義の中心は信仰によって義とされることと、神の救いの予定説である。カル
ヴァンは、中世カトリック教会の非聖書的要素をきびしく排除するとともに、礼拝についても新
しい様式を示し、それにふさわしい賛美の様式を生み出した。
(1) カルヴァンの詩篇観
◆カルヴァンによれば、礼拝において神を賛美する賛美歌として最もふさわしいものは、初期の
教会以来、多くの人々によって書かれてきた創作賛美歌ではなく、
「神の言」の記録そのものの中
にある賛美歌集、つまり旧約聖書にある１５０篇の詩篇こそそれであると考えた。神をほめたた
えるには霊感された神の言をもってすべきであるという彼の明確な神学が根底にあった。
◆カルヴァンにこのことの実行面でのヒントを与えたのは、ドイツのルター派教会のコラールで
あって、彼がストラスブールに亡命中、同地のルター派教会でドイツ人が力強くコラールを歌っ
ているのを聞き、非常な感銘を受け、自分が指導する会衆が神の言である詩篇をその賛美歌とし
て歌うことを願うようになった。そして、ルターと同様、カルヴァンは会衆が死語化したラテン
語によってではなく、彼らの日常語であるフランス語で詩篇を歌うことを望み、彼自ら、詩篇を
フランス語の韻文に訳そうと試みた。しかし彼にとって詩篇の韻文訳化は得意ではなく、後にク
レマン・マロー(1497～1544)や、カルヴァンの弟子テオドル・ドゥ・ベズ(1519～1605)らの詩人
と、作曲家ロア・ブルジョアらの助力によって進められることになる。
◆カルヴァンは、ルター以上に詩篇を愛好し、それを全面的に教会の礼拝に取り入れた。詩篇の
中には人間のあらゆる感情がよみこまれているというのが、カルヴァンの詩篇観である。そこに
は人の心を乱しがちな悲しみ、恐れ、病、望み、心配、思い煩いなど、あらゆる感情のあらしを、
聖霊は示している、と自らの「詩篇注解」の序言の中で述べている。

注１

カルヴァン派は各地に広まり、イングランドではピューリタン（清教徒）、スコットランドではプレスビテリアン
（長老派）
、フランスではユグノー、オランダではゴイセンと呼ばれ、その勢力はルター派をしのぐようになり、ル
ター派以上に大きな影響を残した。

注２

この用語の指し示す範囲は必ずしも一定ではないが，旧約聖書の詩篇に基づくプロテスタント教会の典礼歌のうち，
詩篇そのもののいわゆる「韻律訳」に拍節を持った旋律を付したもの，すなわち〈英〉metrical psalmを指して「詩篇
歌」と呼ぶことが最も多い．類語として「詩篇唱」が挙げられるが，これは一般にローマ・*カトリックの聖務日課
で歌われる詩篇の朗唱を指す．欧米語においては，旧約聖書本文の「詩篇」も会衆歌としての「詩篇歌」も同じ言葉
（〈英〉psalms）で呼ぶのが通例である．また「賛美歌」を意味する単語〈英〉hymn，は，狭義には自由詩による賛
美歌のみを意味し，詩篇歌は通常、除外される．
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(２) ジュネーヴ詩篇歌
◆1533 年に回心したカルヴァンは福音主義に転向したため迫害を受けて、スイスのバーゼルに逃
亡する。そこで彼の神学体系をまとめた『神学綱要』(1536)を出版した。いったん帰国ののち、
再びスイスのジュネーヴに行き、宗教改革を指導するが、余り厳しすぎたため 1538 年に追放され、
一時ストラスブールに逃れ、同地の大学で教えながら各地の宗教改革者と交友を作った。またそ
こでフランス人亡命者教会の牧師を務めた。カルヴァンはその地域で用いられていた『ドイツ・
ミサ』をフランス語訳して用いた。19 曲の詩篇歌と 3 曲のカンティクム（シメオンの歌，十戒の
歌，信仰告白の歌）を出版したが，このうち 13 の詩篇の韻律訳は，フランス王フランソワ 1 世の
宮廷に仕えたクレマン・マロー（Clement Marot）によるものであり，残る 6 篇はカルヴァン自身
の訳であった．これがカルヴァンのストラスブールにおける最初の詩篇歌集である。
◆1541 年ジュネーヴに戻り、その後２０年間、同地で宗教改革を指導し、ジュネーヴに宗教政治
を樹立して刷新を行なったばかりではなく、学校を建て各地から集まった学生の多数を訓練した。
カルヴァンはジュネーヴに帰ってから、もう一つ別の詩篇歌集を 1542 年に出版した。カルヴァン
はマローの死後、カルヴァン弟子のテオドール・ベーザ(1519～1605)にそのマローの事業を継続
させ 1562 年ついに、詩篇１５０篇を全部フランス語の韻文に訳した讃美歌集＜ジュネーヴ詩篇歌
＞を完成させた。これはプロテスタント音楽史上、不朽の偉業とされており、特にカルヴァンの
感化を受けた改革派の教会に多大の貢献をした。
◆カルヴァンは、1542 年に制定された新しい礼拝順序に詩篇歌を取り入れ、1559 年にはフラン
スの改革派教会でも、礼拝に出席する教会員は詩篇歌唱を持参することを規定しており、以後約
２世紀にわたって、カルヴァン主義教会の礼拝に詩篇歌は不可欠のものとなった。
◆詩篇歌について、その形式的な特徴は、まず、歌詞の１音節に対して音符一個の、いわゆる音
節的(シラビック)形式が確立している。曲の中にクライマックスが原則として一箇所だけあること、
各フレーズの最初と最後の音符が長いこと。曲の前半に繰り返しがあること、下降する四つの音
符が旋律のモチーフとして目立つこと、メロディの動き方やリズムが力強い感じのものが多い。
また、どちらかというと重厚にして暗い感じのあるドイツのコラールとは対照的に、明るいメロ
ディーのものが多い。

２. 日本語によるジュネーヴ詩篇歌
◆カルヴァン派のジュネーヴ詩篇歌は、日本伝道が開始された当時、英米ではあまり歌われてお
らず、それが復活してきたのは今世紀になってからである。日本福音連盟の『聖歌』(初版、1958
年)が２０篇以上のジュネーヴ詩篇歌を採用したことは注目すべきことである。注３
◆「悪しきたましいは」(讃Ⅱ110 番)はカルヴァン自身の書いた詩篇歌で、詩篇３６篇のパラフレ
ーズである。1539 年のストラスブールで出版された最初の詩篇歌集に収められている。
◆「めぐみゆたけき主を」(讃 12 番)はマローの詩篇１１８篇のパラフレーズで、曲はルイ・ブル
ジョア(1515～1561)である。ブルジョワはカルヴァンの重要な音楽的協力者である。日本の讃美
歌の頌栄(539 番)「あめつちこぞりて」は特に親しまれている。他にも、讃６番「われら主をたた
えまし」、讃２２６番「地に住める神の子ら」がある。いずれも、ルイ・ブルジョワの作曲である。

〔本論⑨の参考文献〕
●長輿恵美子著『コラールのあゆんだ道―ルターからバッハへの二百年』(東京音楽社、1987)
●由木 康著『讃美の詩と音楽』(教文館、1975)
●原
恵著『『賛美歌―その歴史と背景―』(日本基督教団出版社、1980)

●巻末付録 2 を参照。ジュネーブ詩篇歌の楽譜を掲載。
注３

近年(1996 年)、日本キリスト改革派教会賛美歌検討委員会が 1994 年に『３６のジュネーヴ詩篇歌(日本語による)』
と題して出版したものに基づいて、ミクタムから｢日本語によるジュネーヴ詩篇歌｣(１４編)の CD が出されている。
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本 論⑩
―１７世紀の敬虔主義運動とその流れにおける＜新しい歌＞―

―ヘルマン・フランケー

１. ドイツ敬虔主義運動
◆１６世紀はまさに激動の時代であった。ルターの９５か条の提題から始まった宗教改革は 1517
年から５０年間のあいだに全ヨーロッパ中に拡大されていった。注１しかしそれは半年で膠着状態
に入り、実際に活動が始まったのは１７世紀後半から１８世紀になってからである。特に、この
時代の大きな流れの一つは、ドイツを中心とした霊的体質改善運動―敬虔主義運動―が起こり、
広がって行ったことである。
◆この敬虔主義運動(ピエティスム:Pietism)とは、１７世紀後半からドイツのルター主義の内部にお
こった教会内の改革運動であった。1670 年ルター派教会牧師フイリップ・ヤコブ・シュペーナー
(1635～1705)が，フランクフルトで個人的集会を開いたのがその起源である。この集会が「敬虔
なる者の集い」と呼ばれたため，彼らに対するあだ名としてピエティスト:Pietist（敬虔主義者）と
呼ばれた。
◆シュペーナーは、教会の教理や教義よりも、信者個人の意識的な回心と信仰、心の敬虔さを重
んじ、実践的では禁欲的な信仰生活を強調した。それは３０年戦争の悲惨な体験によって宗教改
革の情熱を失い活力を失ったルター派教会の回復を求めた運動であった。シュペーナー自身はオ
ランダの改革派から影響を受けたようである。
◆１７世紀から１８世紀にかけてキリスト教会は＜啓蒙主義＞や＜理神論＞の影響を受けて変質
していった。教義や聖書よりも理性が優先し、理性で了解される限りにおいてキリスト教を受け
入れるという状態に陥った。超自然的啓示は拒否され、神学は哲学になり、聖書の批判的研究が
注１

各国の宗教改革 ●スイスの宗教改革はツィヴィングリー(1484～1531)ガチューリッヒで起こしたのが先駆となり、
次いでフランス人のジャン・カルヴァン(1509～64)がジュネーヴに移り、司教制を排して長老制の教会組織を設け、改革
主義教会を形成し、ルター派より強力なプロテスタント教会を各国に拡大させた。 ●オランダの宗教改革は、当時、オ
ランダはカトリック教皇の支配下におくスペインからの独立戦争と無縁ではなかった。数万のプロテスタント教徒が一方
的な宗教裁判によって虐殺されたが、1648 年独立を勝ち取った。その後、オランダはは１７世紀には極東と西半球を支配
する強大な帝国を建設することとなる。教会としては、カルヴァン主義の長老制が拡大したが、これに対抗してアルミニ
ウス派ガ現われ、1625 年までカルヴァン派から迫害を受けるが、このアルミニウス主義は１７世紀の聖公会や、１８世紀
のメソジスト運動と救世軍に影響を与えることとなる。 ●フランスの宗教改革は、1559 年に約４０万人の｢ユグノー教
徒｣と呼ばれるプロテスタントがいた。1559 年～98 年まで８回にわたり大虐殺が行なわれた。一時は、信教の自由を獲得
したが、1685 年、ルイ１４世によりそれが剥奪され、５０万人のユグノー教徒はやむなくイギリス、プロシア、オランダ、
南アフリカ、 北米のカロライナ州などの諸国に逃れた。以後、フランスではプロテスタント教徒は少数にとどまった。
優秀な産業人であったユグノーを失ったフランスは国力を失い、やがて、教皇の政治的支配も終焉することとなった。
●イギリスの宗教改革は、ヘンリー８世(1509～47)の時代に議会の支持を得て、1534 年、自らイギリス国教会の主権者で
あるとして教皇からの支配からの独立を宣言した。国教会の信仰箇条にはルターやカルヴァン派の教えが取り入れられて
いるが、司教(監督)制を維持したことや儀式の面で、カトリックとよく似ている。この国教会のあり方に反対し、教会自体
の聖化を求め、そこからピューリタン(清教徒)やメソジスト教会が生まれた。ミルトンの｢失楽園｣、バンヤンの「天路歴程」
は、ピューリタン文学として今でも輝いている。 ●スコットランドの宗教改革は、ジョン・ノックス(1515～1572)を指
導者として行なわれた。この国の宗教改革はフランスからスコットランドの民族の独立を獲得する運動と一つであった。
スコットランドの女王メアリーはフランス国王と結婚し、両国は同盟を結び、フランスと同じくプロテスタントの撲滅を
図った。しかし、イギリスの援助を得て、1560 年、ノックスの指導のもとに、宗教改革は教皇の支配から分離して進めら
れ、1592 年には、長老主義が確立された。後に、スコットランド長老主義者たちは、北アイルランドに移住し、そこから
１８世紀のはじめ数千人の人々がアメリカに移住し、長老主義教会を設立するようになる。
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なされて聖書の権威が軽んじられ、キリスト教のメッセージは単なる道徳になってしまった。こ
のような教会に新たな命を吹き込んだのが敬虔主義運動であった。
◆アウグスト・ヘルマン・フランケはシュペーナーにより回心し、ハレ大学を中心として活動し、
シュペーナー以上にこの敬虔主義運動推進のために労した。彼は神学教育に情熱を注いだばかり
でなく、幅広い活動家として 1694 年には貧民学校を設立、また彼の学校に孤児院、救貧ホーム、
教員養成所、印刷所、書店、薬局および病院を併設した。彼の影響は全ドイツに広がり、貴族た
ちは彼の事業を応援し、その師弟を彼のハレ大学に進ませた。ハレ大学の特徴の一つは外国伝道
への関心であった。フランケは宣教団体を作りインドへ宣教師を派遣した。これはプロテスタン
トで始めての海外（外国）宣教師であった。プロテスタントでは当時、海外宣教に目を向けるも
のは少なかったのが、敬虔主義は内心からの献身的行動を生みだし、愛の業や宣教活動を活発に
行ったのである。敬虔主義の強調点は、①感情的表現の重視 ②生活の純潔と愛を高調 ③万人
祭司の教理の再発見、である。
◆フランケの大学で教育を受けたツィンツェンドルフは、迫害を受けてモラヴィアから逃れて来
たフス派のボヘミヤ（またはモラヴィア）兄弟団を受け入れてヘルンフート兄弟団(1727) と名付
け、霊的指導者となったが、彼らもまた伝道活動、海外（外国）宣教に熱心であったことは言う
までもない。このモラビア派の影響により、イングランドのジョン・ウエスレーはメソジスト派
をおこし、イギリスにリバイバル運動（信仰復興運動）を起こすことになる。そしてこれらの運
動がやがて１９世紀のアメリカのリバイバル運動へとつながっていく。

２.

モラヴィア派に至る流れ

◆モラビア兄弟団には注目すべき二つの流れがある。一つは、1457 年に組織されたヤン・フスの
流れをくむボヘミヤ兄弟団(ユナタス・フラトゥルム)と、もう一つは、ドイツ敬虔主義運動の流れ
で、その中心はツィツェンドルフである。この二つの流れがヘルンフートにおいて合流し、復興
モラヴィア兄弟団となった。
◆モラヴィア兄弟団の運動として呼ばれる特異なプロテスタントの宗教運動、その五百年のいば
らの歴史の中には三本の大きな柱がある。
〔宗教改革前史における
預言者的傾向〕

ジョン・ウィクリフ
(英国)

ヤン・フス
(プラハの殉教者

1374 ～1415)

ボヘミヤ兄弟団
(ユニタス・フラトゥラム)

●1330 年頃イギリスに生まれる。オックスフォード大学の教
授であったウィクリフは、ことに教皇制度を批判し、教会と教
職の腐敗について攻撃し、霊的権威が失われていることについ
て厳しく追求した。1413 年のローマ会議で、ウィクリフの教
説は誤謬と不正確として異端とされ、聖ペテロ教会の前で、彼
の著書すべてが焼却された。ウィクリフは新約聖書の英語版を
翻訳した。彼の遺体は 1427 年、聖別された墓地から掘り出さ
れて他に移された。

●ヤン・フスはチェコにあるプラハ大学の教授として働いているときに、ウィ
クリフの著作がプラハに持ち込まれた。それはフスの生涯を決定づけるものと
なった。フスは、教会内における聖書の権威を力説し、説教を礼拝における重
要な位置に引き上げた。1415 年、コンスタンツ総会議で彼は、裁判にかけら
れ、彼の見解を説明する機会も与えられないまま火刑を宣告され、処刑された。
●1419 年から１７年間、フス戦争が続いた。こうした時代に 1457 年３月１日
「ユニタス・フラトゥラム」、つまりひとつの宗教運動組織ができた。これは
ルターの宗教改革よりも６０年も前に、世界最初のプロテスタント教会ができ
たことを物語っている。この運動が異色の信仰復興運動として最高潮に達する
のは、１８世紀に入ってからのことで、ヘルンフートを中心としたツィンツェ
ンドルフの人とその事業による。
ドイツ敬虔主義運動

ドイツ敬虔主義運動
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モラヴィア兄弟団
ヘルンフート という共同体を形成 注２
(※1727 年８月１３日、この共同体はペンテコステ経験によって始まった。注３)
ヘルンフートの生活の特徴
１. ＜クワイア＞という群組織(年齢別、性別、既婚、未婚の区別)による
キリスト教育の理想的形態によって、様々な伝道活動を可能とした。
２. 賛美歌集を用いず、すべて暗唱して歌った。
３. 祈祷生活は、２４人の兄弟と２４人の姉妹によって、一人一時間を受
け持ち、とりなしの連鎖祈祷を始めた。この祈りは実に百年近くも絶
え間なく、続けられた。
４. ヘルンフートの生活の一日は、夜明けの礼拝から始まり、賛美礼拝で
その日が閉じられた。聖日にはいろいろな集会(早天祈祷会、種々の
礼拝等)が持たれた。
５. 訓練された生活、労働とかつ祈り深い人々の集団であった。夜の１１
時から朝の４時までは睡眠の時間として残されたが、この時間さえ、
夜警の人々は讃美歌を歌いながら時を告げ、とりなしの連鎖祈祷をす
る者たちは、受け持ちの時間にひざまずいて祈り続けた。
６. 多くの信徒伝道者による海外伝道がなされた。1732 年、開拓宣教師
を派遣するために教会は賛美礼拝による送別会を開いた。そして百曲
以上の賛美歌が歌われた。そのあと、ツィンツェンドルフが按手し、
祝福して旅立たせた。
７. ツィンツェンドルフは貴族出身の才能に恵まれた強力な指導者であ
ったため、一生涯反対者につきまとわれた。
８. ツィンツェンドルフは詩才に恵まれ、二千以上の賛美歌を残したと言
われている。ヘルンフートの賛美歌は、1735 年に出版されるが、こ
れらの歌が後に追放されてアメリカへ移住する人々によって船の中
で歌われ、その賛美歌は、はからずもそこに乗り合わせていたウェス
レー兄弟に大きな感化を与えることとなった。

◆この共同体はだいたい 100 人を単位として、その中から指導者を選ぶ。未婚の男女はそれぞれ
共同生活を行っていた。基本的には自給自活の生活をし、薬や書籍の行商をし、さらに貿易をす
るといったライフスタイルであった。一日に三回集まって礼拝をし、日中は農作業や、手工業、
印刷用の紙を作り、印刷し、出版する作業をして働いていた。

３.

敬虔主義の賛美歌

◆３０年戦争の悲惨な体験を通じて生まれてきた主観的なドイツ人の信仰態度は、１７世紀後半
にかけていっそう明瞭な形をとる。信仰の内面性を強調し、個人的な信仰体験を重要視する新し
い歌が生まれた。有名な讃美歌として以下のものがあげられる。

注２

◆ヘルンフートのヘルンとはドイツ語で主イエス・キリストというときの「主」という言葉である。一般には男の人
を尊敬して呼ぶ、
「様」とか「殿」とか「ご主人様」とか「殿下」とかいう類の名前である。フートは人の集まり、群
れ、共同体を指す。従って、主イエス・キリストを信じる人たちの群れということになる。

注３

◆1722 年、ツィンツェンドルフの領地にモラヴィアから逃れてきた兄弟団の群がヘルンフートと呼ばれる共同体を形
成した。各地で迫害されていた敬虔派やアナバプテストもここに難を逃れてきたが、互いに自分の立場を主張し合う
ことが多く、問題が絶えなかった。1727 年８月１３日の聖餐式に一同は新しい聖霊の力を体験し、その結果として財
産共同体が出発したのである。つまり、救い主への信仰と兄弟への愛が持ち物の共有という形で表されたのである。
多くの差異にもかかわらず聖霊による一致に導かれたことは、共同体が理想主義的な人間の決心のみによって成立す
るものではないことを示している。
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注４

〔讃美歌 No.298〕

１. やすかれ、わがこころよ、
主イエスはともにいます。
いたみも苦しみをも
おおしく忍び耐えよ。
主イエスのともにいませば、
たええぬ悩みはなし。

〔讃美歌

１. わが主イエスよ、愛の御手に
身も魂をも ゆだねまつり、
禍(まが)に幸にわれ言わまし、
「主よ、みこころなさせたまえ」

２.
２ やすかれ、わがこころよ、
なみかぜ猛るときも、
父なるあまつかみの
御旨にゆだねまつれ。
御手もてみちひきたもう
望みの岸はちかし。

注５

No.365〕

３.

３ やすかれ、わがこころよ、
月日のうつろいなき
御国はやがてきたらん。
憂いは永久に消えて、
輝く御顔仰ぐ
いのちの幸をぞ受けん。

憂いの雲
むねを閉ざし、
涙の雨
袖にかかり、
わが望みは 消えゆくとも、
主よ、みこころなさせたまえ。

はかない世を 渡るときも、
あまつ家に のぼる日にも、
ただ御旨に 任せまつらん。
主よ、みこころなさせたまえ。

〔讃美歌第二編

注６

No.37〕

１. 主の深き愛は
知るべき方法(すべ)なく
おぼろの光は
安きを与えず
汝(なが)愛知るまで
わがこころ痛む
２. 主のほか我には
よるべきものなし
主よ、わがこころに
いまやどりたまえ
さらば永遠(とこしえ)の
安きを身に受けん
３. 汚れよ去り行け
罪とが消え去れ
主やどりたまえば
こころは足らえり
すべてをささげて
ただ主にぞ仕えん
４. 主よ、わがこころを
世より解き放ち
恵みのみことば
いま語りたまえ
さらばみこころは
わが心とならん

●曲はウェーバーの「魔弾の射手」、
讃美歌 285 のメロディと同じ。

注４

◆この賛美歌はルター派教会系の
修道女で、カタリナ・フォン・シ
ュレーゲル(1697～?) によるも
のである。この賛美歌は２０世紀
初頭、フィンランドの国民的作曲
家シベリウスの交響詩『フィラン
ディア』の旋律がつけられてから
急速に普及し、アメリカを中心に
広く歌われた。

注５

注６

◆この賛美歌の作者は、ベニヤミ
ン・シャモルク(1672～1737)であ
る。ルター派の牧師で１０００を
越える賛美家を書いている。讃美
歌 365 番の原作は、１１節からな
っており、1704 年＜聖なる炎＞と
いう本の中に発表された。それが
今日では３節だけを取って用いら
れているが、それは原作の１節と
５節と１１節である。
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◆この賛美家作家は、改革派系の
すぐれた詩人で、生涯に１００以
上の讃美家を書いたと言われてい
る。ジョン・ウェスレーはアメリ
カ滞在中にこの歌を情熱をもって
英訳し、その際、原作にない部分
を聖アウグスチヌスノ『告白』か
ら詩想を得て付加している。
『讃美
歌第二編』中の邦訳はこのウエス
レーの英訳によったものである。

４.

モラヴィア派の賛美歌

◆ニコラウス・L・ツィンツェンドルフ(Nikolaus Ludwig Zinzendorf, 1700～1760) は詩才に恵
まれ、２千以上の賛美歌を残した。その作品は敬虔主義的信仰と熱烈な伝道精神を示すものが多
いと言われているが、残念ながら、『讃美歌』においても、『聖歌』においても取り上げられてい
る数はきわめて少ない。
◆讃美歌第二編２８番「やみを照らす主よ」(1721)に彼の賛美歌が掲載されている。しかしこれ
もジョン・ウェスレーの英訳(1738)に基づいて翻訳されている。

１.

やみを照らす主よ、みひかりをしたう
わがたまのなわめ 解き放ちたまえ

２.

けがれし思いを
十字架につけて
きよき主のごとく きよくなしたまえ

３.

荒野ゆく日にも
光を照らせば

４.

わが主にしたがい たじろがず歩まん
主のきよきやまに みちびかせたまえ

主は道を示し
われ恐れあらず
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本 論⑪
―１８世紀の英国のメソジスト運動における＜新しい歌＞―

注０

チャールズ・ウェスレー

１. チャールズ・ウェスレーの信仰体験
兄ジョン・ウェスレー
(1) 兄ジョンとの関係
◆メソジスト運動といえば、ジョン・ウェスレー（1703-1791）が
まず代表的な指導者と見られ、弟チャールズ（1707-1788）の存在が兄ジョンの陰に隠されて無視
されやすい。しかしそれはチャールズがジョンの従者、あるいは、補助者という位置にあったとい
うことではない。ジョンは 1765 年の年会で、「メソジズムの起源は何か」という自問自答の仕方
で述べた中にチャールズとの関係が明瞭に示されている。
◆「1729 年に弟のチャールズと私は、聖書を読んでホーリネスなしには救われ得ないことが分か
ったので、それを追い求め、他の人々にもそうするように励ました。1737 年に、われわれはホー
リネスが信仰によって与えられることが分かった。1738 年に、われわれは人が潔められる前に義
とせられること知ったが、なお依然としてホーリネス―内的、外的なホーリネスはわれらの追求の
」注 1
課題であった。そして神は聖なる民を起こすべくわれわれを押し出したもうた。
◆ウェスレー兄弟はこのように、少なくとも『神聖クラブ』時代から 1765 年まで、同じ体験、同
じ神学的立場に立ち、同じ使命と課題を担っていたといえる。しかしながら、メソジスト運動にお
ける彼らのおのおのの役割と性格と表現形式とは異なっていた。兄ジョンは稀にみる政治的手腕を
もって運動を組織化し、運営して行った。また、神秘主義的思想、理神論などの合理主義的思想、
カルヴァン主義などに対して主体的に対決しながら、論理的、説得的に自らを表現していった。他
方、弟チャールズの方は、その讃美歌によってメソジスト運動の精神をより直接的に、直観的に表
現し、運動それ自体にいのちと情熱と感動を与えた。それによって、運動全体の進展に大いなる役
割を果たしたのである。讃美歌学者 R・G・MucCuthan は「歌う教会」と題する論文の中で、チャ
ールズの讃美歌が、ジョンの語ったことや書いたものよりもメソジズムの福音的神学を維持するの
に、より効果あるものとなったとしてチャールズに優位な評価を下している。注２
◆いずれにせよ、彼らはともにメソジスト運動の有力な指導者であり、その役割と性格、表現形式
を異にしながらも、常に同じ考えに立ち、また同じ使命と課題を担って、宗教的停滞と道徳的退廃
のために国家的危機を迎えていた１８世紀の英国を救ったのである。

注０

講義―本論⑪は、講師、銘形秀則の東京聖書学院卒業論文『チャールズ・ウェスレーの讃美歌―その特質と意義』
(1982.3)からの引用である。

注1

H・D・ワイレー、P・T・カルバートソン著『キリスト教神学概論』386 頁。

注２

Robert .G . MucCuthan ; “A Singing Church”(William K, Anderson ed.“Methodist
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publishing House”1947)

(2) チャールズの信仰経験
◆チャールズ・ウェスレーの讃美歌は根本的には自叙伝である。それらは彼自身の霊的生涯を単純
に、しかも直接的な方法で描いている。チャールズの霊的生涯の中心をなし、彼の讃美歌全体の基
盤をなしているのは、１７３８年５月２１日の福音的回心と言われる体験である。それは彼が３０
歳の時であった。彼の讃美歌を見ていく時、パウロやルターと同様、福音的回心がチャールズの讃
美歌作家としての生涯に対していかに重大な意義をもっているかを知ることになる。その体験以来、
チャールズは５０年以上の長い年月にわたって讃美歌を作り続けた。その作家意図は最初の時と異
なることなく、自分自身の信仰と神学とを表現し、メソジスト運動に生き生きとした会衆歌を提供
することとなったのである。
◆そこで、そのような讃美歌が生まれるに至った生涯と彼に及ぼした影響について一瞥しよう。彼
の生涯をさまざまに区分することができると思うが、ここでは、彼の信仰体験の跡にしたがって次
の三区分にしたい。
(誕生からオックスフォード大学での『神聖クラブ』まで)
①
自律時代
②
自己崩壊時代 (ジョージア伝道往復からペーター・ベーラとの出会いまで)
③ 自己確立時代 (ルターの声、１７３８年５月２１日の福音的回心より晩年まで)
以下、区分した順に従って述べていく。
①自律時代
◆チャールズ・ウェスレーは１７０７年１２月１８日、英国国教会の聖職にあったサムエル・ウェ
スレーと賢母として名高いスザンナ・ウェスレーとの間に生まれた１８番目の子どもであった(子
どもは全部で１９人。ジョンは１５番目である)。エスワープにおける両親の膝元で受けた家庭教
育の遺産として、ヘンリー・カーターは三つの重要な要因をあげている。注３
◆その第一は＜聖書に対する愛＞である。家庭の中で尊ばれた聖書は、後に、チャールズの讃美歌
の中に表されている。彼の最もよく知られている讃美歌を厳密に調べるなら、ほとんどあらゆる行
の中に旧約聖書、新約聖書の語調やエコーがあるのを見ることができる。それは「もし聖書が失わ
れたら、チャールズの讃美歌から多くのものを抜き取ることになろう」と言われているほどである。
◆第二の要因は＜公式祈祷書＞である。それは１６６２年、王政復古以後に第五祈祷書として出版
されたもので、今日でも英国国教会の教えの重要な源泉であるだけでなく、英国国教会の伝統がそ
れによって保たれてきた媒介でもある。それは教会の初期の慣習を紹介するとともに改革者の教え
も紹介した。祈りと感謝と礼拝の形式は絶えずチャールズの思考と判断に影響を与えたと思われる。
◆第三の要因は＜生活態度＞である。特に母親スザンナの峻厳な心・霊的訓育はチャールズに生活
の規律、節度、敬虔さを植えつけた。
◆これらの三つの要因は、後の１７２８年オックスフォード大学での『神聖クラブ』の結成によっ
て更新されていく。チャールズはまことの聖潔を追求するために他の者を勧誘しながら、同志とと
もに正しく生活するための規則を設け、出来る限り睡眠と食事の時間を節約して、祈祷、礼拝にさ
さげた。この規則正しい生活がメソジスト(規律屋さん)と嘲笑された原因である。注４
◆『神聖クラブ』の第一の仕事は聖書の研究であった。それは熱心に、公正に、敬虔に、しかも倦
むことなく続けられた。それだけでなく、囚人や病人の訪問と救助、自分たちの中の良い性質を育
成するための週一度の聖餐式、および教会暦の祭日の厳守を生活規則として持っていた。注５ また
この時期に、ジョン・ウェスレーは絶え間ない読書によって、ジェレミ・テイラー、トマス・ア・
ケンピス、ウィリアム・ローらの書物から多大な感化を受けたことが知られるが、チャールズの場
合には、兄に比べてわずかしか読まなかったようである。
注３
注４
注５

Henry Cater; The Methodist Heritage,1951 14～16 頁。
『戦う使徒ウェスレー』58～59 頁。
野呂芳男著『ウェスレーの生涯と神学』126 頁。
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②自己崩壊時代
◆１７３５年、教職按手を受けた後、兄のジョンと、さらに『神聖クラブ』の他の二人のメンバー
と共に、当時イギリスの植民地であったアメリカのジョージア州に宣教師として出掛けた。チャー
ルズ２８歳の時である。その一行はジョージア伝道に行く目的をインディアンたちに福音を宣べ伝
えることであると考えていたとともに、自分自身のたましいを救うためであると考えていた。注６
◆彼らの伝道は失敗に終わった。チャールズが約半年にして英国に帰ることになってしまった直接
的な原因は、二人の婦人の計略によってオグラソープとの間にトラブルを引き起こしたためであっ
た。しかし背後には二つの誤った考え、即ち、人間に対する楽観的な考え方と自らのたましいの救
いの追求として宗教的エゴイズムが最初から彼らの伝道を失敗させる要因であったといえよう。
「これはまさに『神聖クラブ』の意図そのものであった。即ち、ジョージア行きは『神聖クラブ』
の延長線上にあるそれの拡大されたもの」であった。注７
◆１７３６年１２月に英国に戻ったチャールズは、その後１７ヶ月の間、オックスフォードで過ご
すことになる。その間の１７３８年２月にチャールズはモラヴィア派の牧師、ペーター・べーラー
(Peter Böler)注８と出会い、彼から大いなる影響を受けるのである。
◆チャールズの『日記』にはペーター・ベーラ-との会話が記されている。
「１７３８年２月４日。
・・・私は激痛(拙注:この頃、歯痛と肋膜炎で悩まされていた)で起された。
・・まも
なくしてペーター・ベーラ-が私の傍らにやって来た。私は彼に自分のために祈ってくれるように頼んだ。
最初、彼は気がすすまないようだったが、
・・奇妙な確信をもって私の回復のために祈った。それから彼は
私を抱いて穏やかに言った。
『あなたは今、死にたいと思わないでしょう。』私は内心思った。『朝までこの
痛みに持ちこたえることができない。
でももしそれまで痛みが和らぐなら回復するかもしれないと信じる』。
彼は私に尋ねた。
『あなたは救われたいと望みますか』。『はい』。『では、あなたがそのように望むその理由
は何ですか』。『それは私が神に仕えるために、あらゆる努力を払いたいからです』
。彼は頭を振って、それ
以上何も言わなかった。私は彼が非常に冷たい人だと思った。心の中で、
『どうして私の努力が望みの根拠
注９

として十分ではないのか。他に頼るべきものを持っていないのに。
』」

◆同年の４月２８日の『日記』には次のように記されている。
「・・彼は私の傍らに立って、私のことを祈った。それは少なくとも、今私が神のご計画と、なかなか直ら
ない私の病気との関わりについて知り得るようにということであった。私はすぐに、ベーラ-のいう信仰の
教えを再度考えるべきかも知れないと思った。つまり私自身がその信仰によって立っているかどうかを尋ね
て、もしそうでなかったとしたら、それを尋ねて、それを得るまであくまでも求め続けていこうと決心した。」

◆これら二つの『日記』の記事が明らかにしているように、ペーター・ベーラーとの会話をとおし
てチャールズが自らの救いの確証を自分の義においていたことを知らされ、同時に信仰によっての
み義とされることを自分のものにしようとの努力が見られる。しかし、それが自分のものとなるま
でにはなおも内的な戦いがあった。なぜなら、信仰の教えを受け入れることは今まで自分が拠って
立ってきた基盤が崩れることであり、自己崩壊を意味するからである。しかしそれはすでにジョー
ジア伝道の失敗、病気、ペーター・ベーラ-との出会いを通して始まっていたのである。
③自己確立時代
◆体も精神も疲れ切っていたチャールズ・ウェスレーは、しばらくしてロンドンに住む真鍮細工を

注６

野呂芳男著『前掲書』111～113 頁参照。ジョン・ウェスレーが 1735 年 10 月 10 日に友人の J・バートンに書き送
った手紙の一節に「私のおもな動機は・・私自身の魂を救うという希望です」と書かれている。また『日記』には(1738
年 2 月 1 日に伝道に失敗して英国のディールに戻った)ジョージアに行った目的をインディアンたちにキリスト教の
本質を教えるためであったと記している。

注７

同上。112 頁。

注８

ペーター・ベーラーは 1738 年 2 月 1 日以来。英国に来ていたモラヴィアンの指導者である。彼は 5 月 1 日ロンド
ンに滞在し、5 月 4 日にはカロライナに向けて出発した。その間、チャールズと 2 月 1 日に英国に戻ってきていたジ
ョンに多大の影響を与えた。その時、ベーラーは 21 歳の青年であった。

注９

チャールズの『日記』の第一巻(Baker book House,1980)。
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職業とするジョン・ブレイの家で寝起きするようになった。ブレイは貧しく無学な細工人で、知る
といえばキリストの他は何も知らなかった。しかしキリストを知ることのゆえにすべてをわきまえ
ているといった人物であった。チャールズは１７３８年５月１１日の『日記』の中で、「神は私の
ところにブレイを送ってくださった。・・・彼は今やベーラ-の代理である」と記している。注１０
◆真鍮細工人の家はチャールズのように霊的な確証と平安を捜し求める者たちを招く港であった。
５月１７日、そこへアメリカから帰ったウィリアム・ホーランドがルターのガラテヤ書の注解書を
持ってきたのである。何が起こったのか。チャールズの『日記』に目を留めてみよう。
「・・今日、はじめてルターのガラテヤ書を見た。それはホーランド氏が偶然見つけたものであった。私た
ちは読み始めた。
・・ルターのことを聞いて私の友人はため息をつき、言いようもないうめき声を出すほど、
ひどく心動かされた。私たちをもうひとつ別の福音の方へ、キリストの恵みの中へと招いているルターと私
たちが、あまりにもかけ離れているということに私自身、驚いた。私たちの教会が信仰によってのみ義とさ
れるこの重要な事柄に根拠をおいているということを誰が信じているであろうか。私はこの新しい教理を絶
えず思うべきであることに驚いている。特に私たちの信仰箇条や訓戒が廃止されずにいる間は、知識の鍵は
依然として取り去られない。この根本的真理、すなわち信仰のみによる救いは、一つの思想ではなく、また
死んだ信仰でもなく、愛によって働く信仰である。この信仰に入った多くの友人たちと同じように、このと
きから私もまた、ここに基礎を置くことに努めようと思った。これは、すべての善きわざ、すべてのきよさ
を生み出すに必要なものなのである」。

◆このように、チャールズは高教会的教理の上に立って、神の恵みに支えられたところの人間の善
きわざによって救われると確信していた。ところが今は、明確に、善きわざによっては救われない
ということ、徹底的に神の恵みのみによって人は義とされることを理解した。つまり、福音的回心
の体験以前に、チャールズは論理的に、信仰による救いの教理を正しいものと確信している。
『日
記』はさらに続いている。
「今晩、私は数時間一人でルターとともに過ごした。非常に恵まれた。
ことにその２章の結論が良かった。
『私を愛し、私のためにご自身をお捨てになったお方はいった
。
い誰なのか』
」注１１ を知ろうと努め、待ち望み、そして祈った」
◆チャールズに大きな影響を与えることになったルターのガラテヤ書注解書、第２章の結論には、
キリストが私のため、またあなたのために生き、死に、再びよみがえったというルターの熱心なあ
かしがしるされている。以下それを引用しよう。
「キリストはペテロやパウロだけを愛し、彼らのためにご自身を与えたのではなく、その同じ恵みが彼らと
同様に、この<私>のうちにも把握されるのである。私たちがすべて罪人であること、アダムの罪によってす
べて失われた者であり、神の怒りとさばきのもとに服していることは否定できないように、キリストが私た
ちを義とすることも否定できないのである。キリストが死んだのは義人のためではなく、不義なる者を無罪
とするためである。それゆえ、私がアダムの違反によって罪人であることを私自身が感じ、告白するとき、
理由は分からないが、私はキリストの義によって義とされるのである。とりわけ、キリストが私を愛し、私
のためにご自身をお捨てになったと聞く時はなおさらである。『私を愛し、私のためにご自身をお捨てにな
った方』、この言葉は偉大で力ある慰めに満ちている。それゆえ、それは私たちのうちに信仰を呼び起こす
注１２

力である」。

◆ルターの声はいかに力強くチャールズに語りかけたであろうかは、先の『日記』に記されている
とおりである。ルターのあかしはチャールズにとって、救いのための唯一のキリストに対する信仰
を燃え上がらせることに大きな影響を与えたのであった。
「私を愛し、私のためにご自身をお捨て
になった」というガラテヤ書２章２０節のフレーズは、チャールズの讃美歌の中でも特に重要な表
現であり、讃美歌創作の生命的源泉となっている。どんなに確固たる客観的根拠があろうが、それ

注１０

チャールズがロンドンに来たのは、単純に「魂の安らぎ」を見出した一人の男(J・ブレイ)と接触するためであった
と思われる。

注１１

下線の部分は、実際の『日記』ではイタリック体になっている。

注１２

Henry Cater 前掲書。34～35 頁。
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が依然として、いつまでも単なる客観にとどまるならば、そこには何らの生命的な宗教運動も活動
も期待することはできない。比類のない客観的事実が信仰によって主観的、個人的に把握され、そ
れが人格と生涯とを改変していくことこそ、福音の体験である。それは聖霊による恵みの体験の信
仰的事実である。
◆ところで、チャールズ・ウェスレーがパウロやルターと同じ恵みの確かな経験の中に入るまで、
さらに４日を要したのである。５月２１日、ペンテコステの日であった。午前中、「・・あなたは
偽ることのできないお方です。私はあなたの最も重要な約束に信頼します。あなたの時と方法によ
って実現してください」と祈りながら眠りについた。そのとき、真鍮細工人ブレイの妹は聖霊によ
り、チャールズに語るように導かれた。
「ナザレのイエスの名によって、起き上がって信じなさい。
そうすればあなたの病はいやされます」と言うと、逃げるようにしてそこを立ち去った。その後、
すぐにブレイがやってきて、「幸いなことよ、そのそむきを赦され、罪をおおわれた人は。幸いな
ことよ、主が咎をお認めにならない人。心に欺きのないその人は。
」と聖書を読んだ。チャールズ
はこれを聞くと、信ずることに対する激しい反発と抵抗を感じながらも、単純な信仰をもって救い
を握ることができたのである。
『日記』にはその内的な戦いと救いの確信とが次のように記されて
いる。
◆「しかし依然として、なおも神の霊が私の不信仰の暗闇を追い払うまで、私自身と悪霊に戦った。
私は自分が確信させられたのがわかった。どのようにしてかということはわからなかったが、瞬間
的に、とりなしに陥落した」。そこで聖書を開くと、以下の聖句があった。
「『主よ、今私は何を望
みましょう。私の望みはあなたにあります』
。さらに、
『主は新しい歌をわたしの口に授け、われら
の神にささげる賛美の歌を私の口に授けられた・・』であった。その後、私はイザヤ書４０章１節
のみことばを聞いた。
『あなたがたの神は言われる。慰めよ、わが民を慰めよ、ねんごろにエルサ
レムに語り、これに呼ばわれ。その服役の期は終わり、その咎はすでに赦され、そのもろもろの罪
のために二倍の刑罰を主の手から受けた』。今や、私は自らの神に対して平和を得ていることを思
い出し、キリストを愛することを思って喜んだ。」
◆このようにして、チャールズ・ウェスレーは福音的回心を体験し、ここに新しい歌の霊感を見出
したのである。この体験はチャールズの讃美歌作家としての生涯に決定的な重要性を持っていたと
言わなければならない。この体験によって彼の詩の賜物は最高度に発揮されることになるのである。
◆二日後の『日記』には、
「私はキリストの保護のもとに目覚め、自己放棄して魂も体も主にささ
げた。・・九時に私は自分の回心に関する一つの讃美歌を作り始めた」と記されている。その讃美
歌とは、主がチャールズ・ウェスレーの魂になされたことの最良の注解であり、縮図である。おそ
らくこの讃美歌は、５月２４日にジョンが救われた夜、チャールズとジョンと数人の友人たちが声
を合わせて歌ったものと思われる。

1.

Where shall my wondering soul begin ?

いかに歌うべしや 驚きに満てるわが魂は

How shall I all to heaven aspire ?

いかにわがすべては御国を慕うべしや

A slave redeemed from death and sin,

死と罪より贖いだされし奴隷

A brand plucked from eternal fire,

永遠の火より取り出されし燃えさし

How shall I equal triumphs raise,

いかにわれ 勝ち歌をうたい

Or sing my great Deliverer’s praise ?

わが大いなる救い主をたたうべしや
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2.

3.

4.

O how shall I the goodness tell?

おお父よ、ながわれに示したまいし

Father, which Thou to me hast showed?

我その慈しみをいかに告ぐるべしや

That I, a child of wrath and hell,

怒りと地獄の子たりしわれさえも

I should be called a child of God

神の子と呼びたもうとは

Should know, should feel my sins forgiven,

わが罪、赦されたるを覚え

Blest with this ante past of heaven!

御国の幸を今、味わうとは

And shall I slight my Father’s love?

去るをわが父の愛をみなし

Or basely fear His gifts to own?

愚かにも賜物を受くるを恐れ

On mindful of His favors prove?

み恵みを心に留めずしてあるべきか

Shall I, the hallowed cross to shun,

聖なる十字架を避け

Refuse His righteousness to impart,

神の義を心に秘して

By handing it within my heart?

これを分かち与うるを拒みうるか

Outcasts of men, to you I call,

世人に見放されし者 われ汝らに呼ばわん

Harlots, and publicans, and thieves!

娼婦、居酒屋、そして盗人よ

He spreads his arms to embrace you all!

主は御手を広げて 汝らを受け入れたまう

Sinners alone His grace receives,

罪人 主の恵みを受くるのみ

No need of Him the righteous have;

正しき者 主を必要とはせじ

He came the lost to seek and save

主は失われし者を探し救わんとて来たり給わん

(1738.5.23 ペンテコステ)
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２. 近世賛美歌の歴史におけるチャーズ・ウェスレ－の位置
◆チャールズ・ウェスレーの賛美歌がどのような傾向・特質を持っているのか、またそれがメソジ
スト運動において果たした機能は何かということを考察する前に、彼の賛美歌が近世プロテスタン
トの賛美歌の歴史の中で、どのような位置にあるのかをまず通観しておきたい。
◆プロテスタントの賛美歌の歴史といえば、ふつうは１６世紀の宗教改革からということになる。
それはルターによる衆賛歌（コラール、Choral）カルヴァンによる詩篇歌（プサーム、Psalm、彼に
関するものをことにジュネーヴ詩篇歌と呼んでいる）などによって始められ、１８世紀の英語賛美
歌（ヒム、Hymn）において開花したとみられる意味での賛美歌の歴史である。
◆それぞれの時代の賛美歌の果たした機能は単一のものではない。またその傾向も性格も多様であ
る。ドイツ語による衆賛歌(コラール)、フランス語によるジュネーヴ詩篇歌についてこれまで述べ
てきたので、ここでは、英語による詩篇歌から見てゆきたい。
(1) 英語ジュネーヴ詩篇歌
◆フランス語圏のスイス、ジュネーヴを中心にカルヴァンによって始められた宗教改革の中で詩篇
歌が作られたのは１５４１年からのことであった。この影響を受けて、これより少し遅れて英国に
おいても会衆の歌唱をめざした英語の韻律詩篇歌が用意され始めた。
◆それはヘンリー８世注１３の宮廷にいたトーマス・スターンホールド(1500 頃～49)が主となってな
された。彼は始め自分の楽しみのために詩篇の英語韻律訳を試みた。ヘンリー８世の皇太子エドワ
ード６世が即位後、スターンホールドに勧めたこともあって、それは１５４９年注１４に“Certayne
Psalms drawen into English metered by Thomas Sternhold”という題で出版された。これが英語詩
篇歌の最初のものであるが、これは教会での歌唱は考えず、個人用として用いられることを考えて
いた。出版は同年のスタンホールドの死後になった。その後、ジョン・ホプキンスが引き継ぎ、二
人の詩篇歌を合わせたものが何回か版を重ねた。ところがローマ・カトリックを信奉するメアリ女
王（在位１５３３－１５５８）の治世になって、新教徒は厳しい迫害を受けた。そのために指導者
たちは海外に亡命を余儀なくされ、多くはスターンホール＝ホプキンス編の詩篇歌集を携えて、ま
ずストラスブールにそしてジュネーヴに滞在した。そこで英国人亡命教徒のために１５５６年に出
版されたのが『アングロ・ジュネーブ詩篇歌』である。注１５
◆１５５８年にメアリが死に、避難していた人々が英国に戻ってくるが、追加されたものも含めて
１５６２年にそれまでのものが全部まとめられて “Whole Book of Psalms” という題で出版され
た。それを通称『旧訳詩篇歌集』
（Old Version）と呼んでいる。これは１６９６年にネイハム・ラ
イトとニコラス・ブレイディが全詩篇をより文学的に、詩的に改訳した。いわゆる『新訳詩篇歌集』
(New Version of the Psalms of David)が出版されるまで国教会、非国教会(ピューリタン教会)を通
じて長く用いられた。
◆さて、２世紀にわたり、本来散文である詩篇を会衆が歌える詩型にふさわしく韻律化した詩篇歌
時代も次第に衰退して、次の創作賛美歌の時代を迎えるようになる。
◆その原因を日本の賛美歌学者、原恵氏は２つあげている。注１６ その１つは、多数の詩篇歌の文
学的価値が低いことであったとしている。『旧約』をはじめ、１６世紀の詩篇歌は詩的、叙情的な
表現においてかならずしも良いものではなかった。当時のシェイクスピアを始めとする文芸華やか
な時代に、これらが見劣りしたのは当然であった。後の『新訳』の出版もこの点を補うのが１つの
注１３

英国がローマ教会の支配を離れたのは 1534 年の英国王ヘンリー８世の時である。

注１４

同じ年に英国における宗教改革の中で生み出された第一祈祷書(The

注１５

ジョン・ノックス(長老派教会)は、ジュネーヴに亡命した英国人教会の牧師を２年間務めた後、1559 年に母国スコ
ットランドへ帰ったが、このとき「アングロジュネーヴ詩篇歌」を持ち帰り、改訂を加えて教会で用いたため、ス
コットランドも詩篇歌の国となった。

注１６

原

Book of Common Prayer)が発行された。

恵著『近世讃美歌の系譜』34 頁参照。あるいは同著『詩篇歌について』(「音楽と礼拝」、1974 年)
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目的であったが、いずれもあまり成功しなかった。
◆その理由として、詩篇歌の限界というべき内容から来る問題点があげられる。それは、詩篇が旧
約聖書の中にあり、もともとキリストの福音を歌ったものではないからである。
(2) 英語賛美歌
◆上に述べたような欠陥が英国における会衆歌唱を著しく不活発なものとしていた時に、代わって
英語の創作賛美歌の時代が開けてきた。その先駆をなしたのが「英語賛美歌の父」といわれる非国
教会のアイザック・ウォッツ（Isaac Watts、1674－1748）である。
◆ウォッツはそれまでの伝統的な詩篇歌に対して不満であった。彼は公式の礼拝の中で使用するた
めの新しいタイプの詩の必要を感じていた。彼の父は、彼が１８歳の時、彼によりすぐれた詩を書
くようにチャレンジしたことから、旧来の詩篇歌の型を破って、ウォッツは自由で新しいユニーク
な創作賛美歌を作り始めた。そしてその最初の試みを夕拝の集会で紹介した。これがウォッツにと
って賛美歌作家の始まりであった。

Behold the glories of the Lamb
Amidst His Father’s throne.
Prepare new honors for His name
And songs before unknown.
◆ヨハネ黙示録の第５章に基づくこの賛美歌は詩篇歌にあきていた人々から大いに歓迎された。そ
のために彼は２年間にわたって賛美歌を提供しなければならなかった。ウォッツが３３歳の時、そ
れらを『賛美歌と霊の歌』
（Hymns and Spiritual Songs、1707）として出版した。
◆また彼は詩篇歌を改革して、1719 年に 138 の現代的な詩篇歌をまとめ『新約聖書の用語法で模
倣したダビデの詩篇』（The Psalms of David imitated in the language of the New Testament）とし
て出版した。これは詩篇のもつ内容的欠点をかなり大胆に補足し、いわゆるキリスト教化（新約化）
を行ったものであった。従って詩篇歌と創作賛美歌の過渡期を示すような作品となっている。注１７
しかし、これは 1707 年に出版した『賛美歌と霊の歌』と同じようには公的な関心を捕らえること
ができなかった。注１８
◆詩篇歌の古い習慣から離れることは異端とみなされる時代にアイザック・ウォッツは 650 の賛
（現行『讃美歌』142「さかえの
美歌を書いたが、注１９その最も代表的な作品の一節を引用しよう。
主イェスの十字架をあおげば」）

When I survey the wondrous Cross
On which the Prince of glory died.
My richest gain I count but loss.
And pour contempt on all my pride.
栄光の君がその上に死にたまいし
驚くべき十字架を われ思うとき
わが最上の利得を損失に過ぎずと思い
わが誇りをも さげすむ

（原

恵訳）

◆この讃美歌はガラテヤ書６章１４節にもとづいて書かれたものである。ここには新約の福音の中

注１７

現行の『讃美歌』にとられているウォッツの詩篇歌は次のとおりである。５番(詩篇１０篇)、８１番(同３６篇)、
５２番(同８４篇１０節)、８８番(同９０篇)、１９６番(同８４篇)、２２０番(同７２篇)、２８６番(同４６篇)など
である。これらの歌はピューリタンの峻厳な神学が反映している。

注１８

James Salle;

注１９

創作賛美歌としては、現行『讃美歌』の６０番、１３８番、１６７番、１８１番、３３０番、４８０番である。

“A History of Evangelistic Hymnology” (Baker Book House Company. 1978,11～12 頁)。

51

心的思想が個人との関係において表現されている。このようにウォッツの偉大な貢献は讃美歌の中
にきわめて多くの福音の主観性と個人的表現をもたらしたことにより、すでに教会の新しい形式の
歌、即ち、福音讃美歌への橋渡しをしたことに見ることができるのである。
◆ウォッツは福音讃美歌において、本質的に次の３つの新しい標準を立てたといわれる。注２０
① 福音的であるべきこと。
② 聖書の正確な翻訳よりも自由な創作であるべきこと。
③ 作詞者の考えや感情を表出したもの。
◆讃美歌の新しい運動はウォッツによって始められた。しかしそれは礼拝を目的とした霊感に満ち
た媒介をキリスト教に与えようとしたものにもかかわらず、英国の伝統に影響を与えるような効果
はすぐにはなかったのである。彼の讃美歌は非国教会おいて、あの韻律詩篇歌に段々と取って代わ
ったが、多くの教会ではなおもまだ詩篇歌を歌い続けていたのである。これが、ウェスレー兄弟が
登場した時の会衆歌の状況であったのである。注２１
◆チャールズはウォッツの『讃美歌と霊の歌』が出版された年、1707 年に生まれた（ちなみにジ
ョンは 1703 年生）
。チャールズおよびジョン・ウェスレーらは、ウォッツによって始められた福
音讃美歌を質においても、量においてもさらに推進させたのである。そして続く、トップレディー
（Augustus Montague Toplady,1740~1778）、ニュートン(John Newton,1725~1807)、クーパー
(Cowper,1731~1800)らを刺激し、やがては１９世紀半ばのアメリカにおける福音唱歌（ゴスペル
ソング）にもつながっていく。
◆いずれにせよ、１８世紀初頭において英語の創作である福音讃美歌は奔流のように流れ出したの
であり、その中でチャールズ・ウェスレーは「英国讃美歌作家の第一人者」として多くの人々から
評価されている。ルターやカルヴァンがそうであったようにチャールズ・ウェスレーおよびジョ
ン・ウェスレーは英国において、会衆歌に清新の気を取り戻したのである。そしてその讃美歌は、
礼拝のためというよりも、伝道と聖徒の霊的向上のために歌われたのである。

３. チャールズ・ウェスレーの讃美歌の特質
(1) 特 徴
①個人の強調 ―讃美歌における主観性の問題―
◆チャールズ・ウェスレーの讃美歌の特質を考察するに当って、まずチャールズ・ウェスレーと彼
以前に活躍した讃美歌作家の代表作の初行を見比べるところから始めたい。どちらもそれぞれ４つ
の讃美歌を取り上げてみよう。
〔チャールズ・ウェスレー以前の讃美歌〕
a.
b.
c.
d.

Before Jehovah’s awful throne（現行『讃美歌』５）
アジソン
The spacious firmament on high（同７４）
While shepherds watched their flocks by might（同１４３）
ブレンディ
サムエル・ウェスレー（チャールズの父）Behold the savior of mankind

ウォッツ

〔チャールズ・ウェスレーの讃美歌〕
a.
b.
c.
d.

A Charge to keep I have（『聖歌』３１７）
Depth of Mercy! Can there be mercy still reserved for me （『讃美歌』２４６）
Arise, my soul, arise（『聖歌』１７７）
Jesus, Lover of my soul（『讃美歌』２７４）

◆ここにあげた目的は、チャールズ・ウェスレーのものが他の者よりも良いことを示すためではな
注２０
注２１

James Salle, 前掲書参照。ウォッツは「ゴスペル・ソングの父」とも言われている。
James Salle; “A History of Evangelistic Hymnology” (Baker Book House Company. 1978,１２頁。
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く、人称代名詞に注意するためである。チャールズ・ウェスレーの讃美歌をみるとき第一人称単数
の使用はきわめて多く、しかも、そのことは彼の讃美歌において重要な事柄なのである。第二章で
述べたように、福音の主観的個人的表現の先駆けをなしたのはアイザック・ウォッツであった。し
かしその推進者となったのはチャールズ・ウェスレーである。
◆初期のメソジストたちは歌う人々であったゆえに、喜びに満ちているといわれてきた。なぜなら、
彼らは福音を個人的な信仰により喜びに満ちて歌っていたからである。当時のカルヴィニズムの客
観主義に対して、また、国教会の儀式化、固定化した宗教に対して、チャールズ・ウェスレーはメ
ソジストの人々に福音を第一人称単数で歌うように始めさせた。このことがチャールズ・ウェスレ
ーの讃美歌をして英国の歴史における大きな転換をもたらすことになったのである。注２２
◆讃美歌学者 R・G・MucCuthan は「すぐれた詩の特質は強烈な個人的経験によって得られるこ
とができるのであって、他のどんな源泉からでもない」と述べている。注２３ 言うまでもなく、チ
ャールズ・ウェスレーの讃美歌における個人の強調は第一章でも考察したように、彼自身の神体験、
福音体験ときわめて密接に関わっているのである。
◆ジャック・デラモッテ（Jack Delamotte）はチャールズ・ウェスレーについてこう語っている。
「私
たちがブレンドンで、特に最後を過した時、
『わがために、わがために死なれたお方（Who for me, for
me hath died）』と歌いながら、彼は自分の魂の中に沁み込むことばを見出した」と。注２４ “Who for
me, hath died”というフレーズは多少語句の順序が変化しながらも、チャールズ・ウェスレーの讃美
歌の中にかなり多く用いられているフレーズである。 たとえば

I felt my Lord’s atoning blood
Close to my soul applied
Me, me. He lobed – the Son of God
注２５
For me, for me He died
O Love divine, what hast Thou done !
Th’ incarnate God hath died for me !
The Father’s co-eternal Son
Bore all my sins upon the tree!
The Son of God for me hath died:
My Lord, my Love is crucified: 注２６
◆キリストによる十字架の贖罪はチャールズ・ウェスレーの心の中にいつもあった。彼は「神が
人を愛し給う」という福音の中核を主観的、個人的に表現しようとする。右にあげた例の一節を
見ても分かるとおり、第一人称単数、I, my, me の数はおびただしい程である。一人称の世界にはあ
る種の激しさがある。はつらつとした感覚の歓喜に近い響きがみられる。

注２２
注２３

Halford. E. Luccock and Paul Hutchinson ;The Story of Methodism,1926.110～111 頁。
R.G.. MucCuthan ; Singing Church. W.K. Anderson 編“Methodism”153 頁。

注２４

R.G. MucCuthan ; 前掲書

注２５

“Hymns and Sacred poems”1739.‘O for a thousand tongues to sing’として知られる詩の原詩の第五節。
「メソジ
スト讃美歌」(1935)１６２番(現行『讃美歌』６２番、
『聖歌』９１番にはいずれも原詩の第七節～第十二節までが
載せられている。

注２６

152 頁。

Hymns and Sacred Poems, 1742.第一節。
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◆讃美歌における「主観性」ということは讃美歌研究上の大きな問題である。注２７

I felt my Lord’s atoning blood
Close to my soul applied
◆贖罪の出来事は決定的に客観的事実である。即ち、AD28~30 年頃、エルサレムの町の外、ゴル
ゴダと呼ばれる丘の上で、イエスといわれた人の身に一度限り起こった歴史的事実である。繰り返
し得ないこと、事実、繰り返す必要のない何事かが歴史の中に生起したのである。それは普遍的な
意義を持つただ一回限りの歴史的事実である。しかしそれが私にとっての救いの意義を持つには、
客観的出来事が「わがために（for me）
」として主観的に個人的に受けとめられなければならない。
罪の出来事が私個人にとって経験の事柄となることが神の目的である。注２８チャールズ・ウェスレ
ーはこの経験の事柄がただ聖霊の御業によってのみ、生かされ、適応されるものであるとしている。

Then with my heart I first believed,
Believed with faith Divine,
Power with the Holy Ghost received
To call the Savior mine. 注２９
◆聖霊は、人をして個人的な信仰の経験によってのみ受けることができる真理の領域へと導くので
ある。しかしこれだけでは前にあげたチャールズ・ウェスレーの讃美歌の一節の中にみられる５つ
も７つも、異常なほどの第一人称単数の多用の意図は説明されない。一人称で表わされる個人をチ
ャールズは如何なる脈絡の中で用いているであろうか。
◆それはマルチン・ブーバーの言う「我と汝」という関わりの中で説明されるであろう。それは生
ける神との人格的関係であり、その関係の成立根拠は神の愛（アガペー）である。そうした脈絡の
中で用いられている第一人称の個人的な表現は、かつてチャールズが『神聖クラブ』ジョージア伝
道時代の楽観的人間観にもとづくものでは最早なかった。それは罪人としての「われ」である。
◆「あまつましみづ」の改訂詩のように、三人称的世界への一般化はたとえ共有された信仰告白で
あろうとも、この罪人を忘れさせ、神との人格的関係をも薄れさす危険性がないとも限らないので
ある。
（事実、
「きみのめぐみは われにこそ」という原詩の二人称が避けられている。
）しかし、
「チ
ャールズ・ウェスレーは決して罪人を忘れなかった。
」注３０
注２７

ここに「主観性」の問題を考えさせるにふさわしいひとつの例がある。それは、 戸田義雄、永藤武編著『日本人
と讃美歌』(桜楓社、135～143 頁参照)にある、永藤武の「讃美歌『天つ真清水』と月―永井ゑい子の伝統的抒情
世界―」と題する論文である。彼はその論文の中で、永井ゑい子の「あまつましみづ」
（１８８４年作）を別所梅
之助が改変した時の諸問題について述べている。まず永井ゑい子の原作の第一節を掲げる。
「あまつましみづ
がれきて

よにもわれにも

あふれけり

ながくかわける わがためよのみずいかで

たりぬべき」。次に別所梅

之助が改変した第一節を掲げる。これは現行「讃美歌」の２１７番にある。
「あまつましみず
ねく世をぞ うるおせる

ながくかわきし わがたましいも

くみていのちに

な

ながれきて あま

かえりけり」
。原詩全文と改訂の

双方を比較検討してみると「われ」、「わが」という言い方が原詩には５回も出てくる。全般として発想が一人称
である点が原詩の特徴である。それに対して改訂詩では「わが」は１回しか出てこない（しかも付加的である）。
．．
永藤氏は「改訂にあたって、彼（別所のこと）には創作であれ、翻訳であれ、歌集には一切、個人を表立って出
したくないとの確固たる編集方針があった。‥‥信仰の歌たる讃美歌の共有性を達成しようとしたのであると考
えられる」と述べている。
注２８

R・H・カルペッパー、中村和夫訳『贖罪論の理解』、189 頁以降参照。

注２９

Hymn and sacred poems, 1739.

注３０

R・G・MucCuthan; 前掲書 153 頁。

O for a tongues to sing‚と知られる詩の原詩の第４節。
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◆「自分の魂の中に沁みこむことばを見出した」といわれる、「わがために、わがために死なれた
お方（Who for me, for me hath died）」というフレーズは第一章でも述べたように、ルターのガラ
テヤ書の註解によって出会ったのであった。ガラテヤ書の二章の終結の部分はチャールズ・ウェス
レーにとって、福音的回心の体験をもたらした一つの契機であったばかりでなく、讃美歌創作の霊
感の源泉となっていると思われる。少し、その箇所の意味する所に目を留めてみよう。
◆ガラテヤ書の終わりの部分（特に２章１９節～２１節）はパウロの福音体験を要約している所で
あり、ガラテヤ書におけるパウロの主張する論点を全体的に支える支点となっている。パウロは２
章１９節で「わたしは律法により律法に死にました」と書いているが、そもそもパウロにとって「律
法」とは何を意味したであろうか。注３１ 「律法は」パウロにとっては価値あるすべてであり、彼の
誇りであり、生きがいのすべてであった。またそれは同時に、イスラエル民族の伝統でもあり、彼
の属していた共同体の価値観の総体と存在根拠そのものであった。パウロはその「律法」の中に生
まれ「律法」を拠り所として生きてきたエリートであった。従って、パウロにとって「律法」は実
にその血肉の一部であったというよりも、彼自身そのものであったと言えるのである。
◆それではなぜパウロの存在根拠であった「律法」に対して激しく「否」と言わなければならなか
ったのであろうか。それは彼がこの「律法」によって神の前に義とされようとする試みの中に、人
間の最大の罪を見せられたからであった。
「律法」それ自体は聖なるものであるが、
「律法」を追求
し、それによって生きることの中に、それが神に対して自己を主張する媒介となってしまっていた
のである。「律法」をも自己正当化の道具としてしまう自らの内なる罪にパウロは目が開かれたと
いえよう。と同時に、罪人である自分のために、自分の罪責を担い、自分の行くべき死の現実を自
分に代わって身に引き受けていて下さっているお方を十字架のキリストにおいて見出したのであ
る。そのことによって初めてパウロは「律法」に死ぬことができ、「私を愛し、私のためにご自身
をお捨てになった神の御子を信じる信仰によって」贖われた新しい自分を受け取ることができたの
である。パウロはこの体験を「御霊によって」
（ガラテヤ書３章２節）と言っている。
◆この福音体験はルターにとっても、またチャールズ・ウェスレーにとっても然りであったといえ
よう。 ⇒第一章を参照。
◆罪の責めに苦しめられ、悩まされた者ほどイエス・キリストの十字架の血による贖いを御霊によ
り、信仰によって、主観的に、個人的に把握される時、そこには一種の強烈な救いの体験がある。
罪の自覚が増し加えられる時、それとは反比例して神の恵みもまたさらに増し加えられるのである。
◆チャールズ・ウェスレーにとって、その讃美歌における第一人称単数によって表わされる個人
の強調は、罪人である私。その私のために死なれたイエス・キリストとの生ける人格関係の中で
考えられなければならないのである。しかもその強調点は、人間の必要の大きさとキリスト・イ
エスにある神の恵みの十分さを指し示そうとしているのである。

What shall I say Thy grace to move ?
Lord, I am sin, but Thou art love.
I give up every plea beside Lord
I am lost, but Thou hast died. 注３２

②感情の発露 ―歓喜の基調―
◆チャールズ・ウェスレーの讃美歌をとおして、全体的に「歓喜」を基調とした「驚き」、
「怖れ」、
「感謝」などの調子が鳴り響いている。特に、初期の作品はそうである。回心した二日後に作られ
た讃美歌をみよう。
注３１

以下の論述は、渡辺英俊著『愛への解放』ガラテヤ書、現代聖書講解説教４(新教出版社 1980 年、40～144 頁参照。

注３２

Hymns and Sacred Poems,1739「メソジスト讃美歌集」201 番４節(原詩１２節)。
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Where shall my wounding soul begin?
How shall I all to Heaven aspire? (1739)
同じく、回心の年に作られたものである。

And can it be that I should gain
An interest in the Savior’s blood?
Died He for me Who cause His pain?
For me Who Him to death pursued ?
Amazing love! How can it be
That Thou, my Lord, shouldst die for me?
‘Tis mystery all! Th’ Immortal dies!
Who can explore His strange design? 注３３
◆一般的に、例にあげた２つの讃美歌のように、疑問詞をもって始まっているものは多くはない。
しかしここにみられるのは疑問の表現ではなく、驚き、怖れの表現である。前者の讃美歌はチャー
ルズ・ウェスレーの魂のうちになされた奇蹟の驚きであり、後者のそれはキリストの死の秘義に対
する驚きと怖れの表現である。疑問詞（how, where, what ?）や感嘆詞（!）によって表わされるこ
うした驚き、怖れはチャールズ・ウェスレーの讃美歌における特徴の１つである。
◆クリフ・バロウは「チャールズ・ウェスレーはアイザック・ウォッツの初期の作品のことを思っ
ていたかも知れない」と述べている。注３４

Alas and did my Savior blood ?
And did my Sovereign die?
Would He devote that sacred head
For such a worm as I ?
Was it for crimes that I have done
He groaned upon the tree ?
Amazing pity ! Grace unknown
And love beyond degree ! 注３５
◆チャールズ・ウェスレーにもアイザック・ウォッツにも同様にみられる「歓喜」を基調とした感
情の爆発的発露は、当時の時代にはきわめてユニークで新しいことばであった。文学的見地から言
うなら、これこそ「同時代の詩人より切り離し、また後に現われるロマン派詩人の先駆けとさせた
ものである。
」注３６
◆しかしながら、当時の「非国教徒集団はそのアルヴィニズムの知的影響から当然にも情意的、感
性的な要素に反感の嫌悪さを示した」のであった。注３７ 他方、理神論も霊的確信や熱情を非難し
た。チャールズ・ウェスレーの讃美歌は当時の人々に強烈なショックを与えたのであり、その反発
も大きかった。
◆チャールズ・ウェスレーにみられるロマン主義的要素はアルミニウス主義の見解が表明されてい

注３３

Hymns and Sacred Poems,1739「メソジスト讃美歌集」229 番１、２節前半。現行『第二讃美歌』230 番「わが

注３４

Cliff Barrows, Billy Graham and the Crusade Musicians; Crusader hymns and hymn stories.1967 年。６１頁。

注３５

現行『讃美歌』138 番、「ああ、主は誰がため」

注３６

園部治夫著『チャールズ・ウェスレーの讃美歌』(「礼拝と音楽」1976 年 9 月号、２０頁)

注３７

矢崎正徳著『１８世紀宗教復興の研究』273～275 頁参照。

主を十字架の」として翻訳されている。
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るところに明瞭に見出される。兄ジョンと共に、彼は個々の魂の至高な価値と、神の視点からその
ユニークな本質をそしてはかることのできない可能性を強調した。つまり、無謀な滅びの教えと、
救いの制限された見解によるカルヴィニズムの狭い教理に反対して、ウェスレー兄弟は神がすべて
の人に関心をもたれ、すべての魂の中にある愛をたえず求められるというアルミニアンの教えを述
べ伝えた。それは抒情的、情意的特質を伴って、メソジズムをいっそう生き生きとさせるのに役立
ったのである。注３８
◆ロマン的特徴は形容詞の用法にみることができる。その具体例をあげてみよう。
「計り知れない」
（Immense, unfathomed）、
「制限のない」
（unconfined）、
「不変の」
（everlasting）、
「至高の」
（sovereign, record）、
「驚くべき」
（wondering, amazing）
、
「あふれるばかりの」
（infinity）
「不動の」（ steadfast ）、「喜びあふれる」（ joyful ）、「勝利にみちた」（ victorious ）、「輝かしき」
、
「言い尽くすことのできない」(unspeakable)などを見ることができる。
（glorious）
◆園部治夫氏は上に掲げた形容詞だけでなく、
「この上もなく多く、豊かに広く」、
「益々高く掲げ
られ」
、
「祝宴にいい尽くせない喜びの灯をかかげて」
、
「喜びで有頂天になる程の勝利」
、
「目もくら
むばかりの歓喜」等の語句にいたるまで、また数量を表わす語では「千」、
「万」等がいたる所で見
出され、そのほか「全ての」、
「どれでも」、
「全然」なども繰り返して使用されていると述べている。
注３９

◆以上のように、「大きさ」、「広さ」、「多量」という概念はチャールズ・ウェスレーの詩情をそそ
り、顕著な特異性を表わしているといえよう。一見、大げさともいえる表現がなされているにもか
かわらず、その内容は他の詩人と比べて驚くほど単純である。園部氏は「詩人のウェスレーは作詞
にあたり、明瞭、実在性、迫力―この三要素は特に魂を救うための讃美歌に不可欠なもの―を表明
する用語をきわめて適切に使い分け、その言いたいことを最も簡明に、率直に実情に則して詩に託
したので大衆の心を強く捕らえた」注４０ と述べていることは卓見といえよう。
(2) 神学的内容
◆チャールズ・ウェスレーの讃美歌は最初から自分自身の信仰と体験を表わしたものであるが、そ
れは何ら教理的な奇抜さをもってはいなかった。彼は新しい発見をしなかったし、新しい説を創案
しなかった。彼の教説の独自性はその強調点（アクセント）にある。即ち古い真理を生きる魂の深
みから語り出された、生ける声をもって宣言したのであった。
◆チャールズ・ウェスレーは一人のクリスチャンの経験が、多くの神学的な理論よりもっと価値の
あることを知っていた。チャールズ・ウェスレーの偉大さは経験によって生命力を与えられた真理
を、彼の讃美歌の中に単純な言葉で表現したことであったといえよう。
◆チャールズ・ウェスレーがその讃美歌の中で強調して歌っている内容を、サムエル・チャドウィ
ックにならって、（１）キリストの福音の普遍性、（２）救いの確証、（３）キリスト者の完全、の
３つに分けてみることにしたい。注４１
①キリストの福音の普遍性
◆「キリストはすべての人のために死なれた」という教えは、１８世紀の英国においては天啓とも
いうべきものであった。チャールズは次のように歌った。

Come, sinners, to the gospel feast;
Let every soul be Jesus guest;
注３８

Frederick C.Gall; The Romantic Movement and Methodism,(A study of English Romanticism and The Evangelical
Revival) Haskell House 1966.31 頁。

注３９

園部治夫著、前掲書。20 頁。

注４０

園部治夫著『チャールズ・ウェスレーの讃美歌』(「礼拝と音楽」1976 年 9 月号、２０頁)

注４１

サムエル・チャドウィック著『キリスト者の完全への招き』１～１９頁参照。
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Ye need not one left behind,
For God hath bidden all mankind.
罪人よ、福音のうたげに来たれ
すべての魂はイエスのまろうどとなれ
ただひとり とり残されることなし
神 すべてのものを招きたまわん

Sent my Lord, or you I call;
The invitation is to all;
Come al the world ! Come, sinner thou !
All things in Christ are ready now
主に遣わされし我は 汝らに勧む
主の招きはすべてのものにあり
来たれ世人よ！ 来たれ罪人よ！
すべてのものキリストに備えらるれば

注４２

◆チャールズ・ウェスレーは神学的にはアルミニアニズムの立場に立って、すべての人間が神の前
に平等に救いに招かれていることを強調して歌っている。
◆ワインクープはウェスレーが登場した時代の神学的状況について次のように書いている。「ウェ
スレー兄弟‥が生活したのは、アルミニウスの死後およそ１００年のことであった。彼らは英国の
宗教にあった誤謬の２つの源泉に直面した。ひとつは自由主義的アルミニアニズム。注４３今ひとつ
は冷たい超カルヴィニズムから由来したものであった。注４４両者のいずれも飢え渇いた心の要求に
答えず、また国力を侵食しつつあった大きな社会悪に立ち向かうことができなかった」と。注４５
◆特に後者は、選びと予定の教理に拘束されていた。カルヴィニズムは神の絶対主権にして敬虔な
敬意を払い、強力な生徒たちを作り出した。カルヴィニズムはその最も露骨な形においては独占と
特権と階級制度を意味した。少数の者は選ばれ、あとの者は見放された。
◆ウェスレー兄弟、及びメソジストたちは全力をあげてこのカルヴィニズムと戦っただけでなく、
それ以上に、どこでも普遍的な愛の福音を繰り返し強調し、歌ったのである。
◆社会的背景に目を留めると、この時代は産業的変革期であった。従来の貧弱でそまつな手工業に
代わって様々な機械工業が至る所に取り入れられ、工業、商業の著しい振興を見はじめると共に、
一般下層民衆には底なしの不安と焦燥とが増してゆく時代であった。経済は次第次第に資本主義的
形態へと移行し、資本主義社会特有の貧富間の感情的対立も深刻化して行く産業革命の黎明期であ
ったのである。注４６
◆貧しい大衆が顧みられなかったこうした時代にあって、メソジストたちによって、大衆への霊的
救済の手が伸ばされるようになったのである。

注４２

Hymns for those that seek and those that have Redemption in the Blood of Jesus Christ,1747.ルカ福音
書１４章１６節～２４節にもとづく。原詩の第二節を引用。

注４３

アルミニウスの教えを逆用して、人間を高揚して救い主の必要性を否定する神学的自由主義。人は救い主に信頼し
続けなければならないほどに罪に束縛されているとは考えず、したがって教育し、また社会的不平等を是正するこ
とによって、人々をその窮状から｢救い出す｣ことが可能となる、とする立場。

注４４

ドルト会議の５ヶ条によって定義され、ウェストミンスター信仰告白に詳しく述べられたもの。ある者は救いが予
定され、その他の者は滅びへ予定されている。救いにおいて人間は何もすることができない、とする立場。

注４５

ワインクープ著『ウェスレアン=アルミニアン神学の基礎』９８～９９頁。

注４６

蔦田二雄著『１８世紀英国の危機とウェスレーの宗教運動』1973 年。６頁。
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◆チャールズ・ウェスレーが回心した二日後に作られた讃美歌はこの教えをうたっている。

Outcasts of men, to you I call,
Harlots, and publicans and thieves !
He spread his arms to embrace you all !
Sinners alone His grace receive,
No need of Him the righteous have;
He came the lost to seek and save.
（レジュメ 49 頁を見よ）

②救いの確証
◆すべての人が救われるという普遍性という教理だけでなく、自分がキリストにあって受け入れら
れているということを自覚する「確証の教理」は福音の主観的、個人的体験を支える重要な点であ
る。これは単なる体験理解内の教理としてではなく、「聖霊の証し」の教理と結合させられるもの
である。注４７
◆聖霊による「確証」について、ジョン・ウェスレーは彼の「霊のあかし」という説教の中で、
「御
霊の証しとは、魂における内的な印象であるが、それによって神の霊は直接に私の霊に、私が神の
子であるということ、イエス・キリストが私を愛し、ご自身を私のためにお与え下さったというこ
と、私のすべての罪が抹消し、私、この私が神と和解しているということを証しするのである」と
定義している。注４８
◆救いの確かさの「確証」はまず、チャールズ・ウェスレーの体験の中にその根拠をもっている。
チャールズ・ウェスレーの１７３８年２月２４日、４月２８日の『日記』にはペーター・ベーラー
との会話が記されている。第一章で引用したように、如何に救いの信仰と信仰の確証が得られるの
かという点に集中していた。幾度の内的格闘を経ながら遂に、５月２１日にその体験に到達したと
思われる。
◆当時の『日記』には「私はブレイ氏を呼びにやった。そして自分が信じたかどうか彼に尋ねた。
彼は答えた。私がそれを疑うべきでないことを、それとはキリストが私に語ったことである。彼は
それを知ってともに祈ろうとした。『しかし、まず。』といって、『私が偶然開いた所を読みましょ
う。』といった。『幸いなことよ、そのそむきを赦され罪をおおわれた人は‥‥。』なおも私は信じ
ることに対する激しい反発と抵抗を感じた。しかし依然として、なおも神の霊が私の不信仰の暗や
みを追い払うまで私自身の霊と戦った。私は自分が確信させられたのがわかった。どのようにして
か、またいつということは分からなかったが、瞬間的にとりなしに陥落した。」と記している。

Arise my soul arise
Shake off thy guilty tears
The blooding Sacrifice
In my behalf appears
Before the throne my surety stands
My name is written on His hands
わが魂 怖れを去れ
救い主は み座の前に
この身の名前を御手に書きとめて
あかしを 立てたもう
注４７

この点に関して、小林和夫教授の小論参照。
「ホーリネスの友」１１号。

注４８

野呂芳雄訳『説教

上』(ウェスレー著作集３)新教出版社、270 頁。
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My God is reconciled
His pardoning voice I hear
He owns me for His child
I can no larger fear
With confidence I now draw nigh
And “Father Abba Father” cry
我は聞けり 赦しの声
子とせられて 怖れはなし
はばからず今は御前に進みて
「父よ」と呼ぶなり

注４９

（訳）
『聖歌』１７７番

◆チャールズ・ウェスレーはこの讃美歌の中で、子とせられたことの神の御霊の「確証」につい
歌っている。
「御霊の証は今や子たる者の特権であるとして、すべての福音的な教会で認められて
いるが、それを人々にもたらしたのはウェスレー兄弟たちであった。」注５０ Arise, my soul, arise は
多くのまじめな求道者たちを回心へ導く決定的な媒体であった。
③キリスト者の完全
◆この教理はウェスレー兄弟の生涯の最大の業績であり、独自の貢献であった。ジョンは「ホーリ
ネス―内的、外的なホーリネスはわれわれの追求の課題であった。そして、神は聖なる民を起こす
べく、われわれを押し出し給うた」と述べている。彼はこの恵みが無視されるところには、運動は
必ず衰退するものと見ていた。次の讃美歌には全き愛の賜物を求めてうめいている祈りが歌われて
いる。

O for a heart to praise my God
A heart from sin set free
A heart that’s purified with the Blood
So freely shed for me
私が切望するのは神をほめたたえる心
罪から解き放たれた心
かくまで惜しげもなく私のため流したまえる血潮をもって
洗い浄められた心

A heart resigned submissive meek
My great Redeemer’s Throne
Whose only Christ is heard to speak
Where Jesus reigns alone
神を甘んじて受け、それに服従し、
柔和であってわが偉大な贖罪者の
御座となっている心
キリストのみ言葉だけが聞こえてくる
イエスだけが治めたもう
注４９

Hymns and Sacred Poems 1742「メソジスト讃美歌」211 番。原詩第一節、第五節を引用。

注５０

サムエル・チャドウィック著 前掲書。８頁。
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A humble lowly contrite heart
Believing true and clean
Which neither life nor death can part
From Him that dwells within
へり下り、思いを低うし、悔いる心
信仰あり、真実あり、浄らかな心
胸中に住むキリストからは生
死も離し得ない心

A heart in every thought renewed
And full of love Divine
Perfect and right and pure and good
A copy Lord of Thine
事々に思いを新たにし、
神の愛に満ちている心
欠けなく正しく清く善く
主よ、み心のうつしである心

Thy nature gracious Lord impart
Come quickly from above
White Thy new Name upon my heart
Thy new best Name of Love
さが

恵深き主よ、おん 性 をわかち
速やかに天から来たり臨みたまえ
いと よ

新たなる御名を、新たなる 最 善き愛の
御名を わが心に記したまえ

注５１

（斉藤勇訳）

◆ジョン・ウェスレーは「私は世にあるものでひそかないくつかの誘惑を知った。私の危険は私個
人からのものである」と述べている。さらに、「ここには疑いなく、罪なき安息と聖書的完全の状
態にまで魂を回復する愛を求める福音と祈りがある」と評価している。しかしながら、一般的に魂
に確証を与える明白な第二の経験としての「キリスト者の完全」の教理に反する根深い偏見がある。
◆その例として Love divine all loves excelling.（『讃美歌』３５２番「あめなるよろこび」『聖歌』
１１８番）の原詩の第二節を取り上げてみよう。この第二節は日本の讃美歌においてはその教義的
な問題のために削除されている。

Breath, O breath Thy loving Spirit.
Into every troubled breast !
注５１

Hymns and Sacred Poems 1742.詩篇５１篇１０節に基づいて書かれている。
「メソジスト讃美歌」370 番、現行『讃
美歌』１１番「あめつちにまさる」
。しかし翻訳はこの讃美歌の本意を伝えていない。
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Let us all in Thee inherit
Let us find the promised rest
Take away our bent to sinning
Alpha and Omega be
End of Faith as its beginning
Set our hearts at liberty 注５２
◆その問題の１つは次のとおりである。ジョン・ウェスレーは１７８０年 Collection でこの第二節
を除外したが、１７８６年の Pocket Hymn Book, York で再び取り戻した。
２節の５行目は本来、チャールズは Take away our power of sinning としたが、
ジョンはこの表現は弱いとして、Take away our bent of sinning にした。
bent of sinning が bent to sinning に変更されたといういきさつがある。
さらに１８２９年までに、
問題のもう１つの点は 4 行目の Let us find that second rest が
１９３５年には、Let us find that promised rest に直されているという事実である。
◆チャールズ・ウェスレーが「第二の安息」（second rest）としているのは回心の後にくるキリス
ト者にとって明確な経験であった。それは罪から自由にされた存在の状態である。
◆ある人々のように、第二の経験は「段々に聖くなる。（becoming holy）という成長の事柄ではな
い。それはいかなる場合にも、物事の性質を変えるものではない。ウェスレーによれば、聖めは減
少する過程であり、瞬間的にされるとする。成長ということは人々の理性の感覚に訴えるが、生ま
れつきの傾向が突然除去されることは自然の過程と調和しないとさせる。
◆チャールズ・ウェスレーが「第二の安息」という時、それは回心後に起こる一回的な危機的な体
験である。これはまた７行目にあるフレーズからも理解できる。即ち、回心と聖化の２つの経験は
「信仰の始まり」と「信仰の終わり」として考えられているからである。
◆チャールズ・ウェスレーは「キリスト者の完全」の教理を「安息」とか「自由」、
「解放」という
注５３
いずれにせよ、ウェスレー兄弟や初期のメソジストたちはこ
概念で描くことが特徴である。
の教理に明確な確信をもつことが、彼らの伝道と証しに大きな力を与える結果となったのである。
◆以上、チャールズ・ウェスレーの讃美歌における神学的内容について述べてきたが、最後に彼の
讃美歌には初期メソジストの人々の、生活のあらゆる状況をも描いていることを付記しておこう。
たとえば「家族が使うための讃美歌」と表示された主題を扱った歌集をみてみると、そのことがよ
く分かる。その中には「産気づいた婦人のために」
、
「安産のための感謝」
、
「１人の子どもの洗礼の
時に」
、
「寄宿学校に子どもを送るにあたって」
、
「天然痘から回復した後の感謝」
、
「病気にかかった
子供のための祈り」
、
「息子のための父の祈り」
、
「坑夫の賛美」、
「迫害されている夫のために」
、
「貧
乏な家族のために」
、「お茶の時にうたうため」
、「田舎に休養する者のために」
、「結婚のうた」
。そ
注５４
れに加えて「親と子供たちのため、主人としもべたちのため」などの讃美歌もある。
◆このように、チャールズ・ウェスレーの心がすべての状況の中で神に向けられたという事実は驚
くべきことである。

注５２

Hymns for those that seek and those that have redemption in the blood of Jesus Christ. 1747。原詩の第二節、
「メ

注５３

特に初期に見られる作品には、
「安息」の概念が多い。野呂芳雄訳「ウェスレ著作集」の『説教』にも多く載せられ
ている。

注５４

Halford. E. Cuccock

ソジスト讃美歌」372 番。

and Paul Hutchinson; The Story of Methodism 1926 年。
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４. メソジスト運動にける讃美歌の機能
◆あらゆる大きな宗教運動には必ずといってよいほど讃美歌が相伴っていた。注５５
たとえばワルド派（拙注・1170 年頃南フランスに起こったキリスト教の一派）
、フス派、ロラード
派（拙注・14～16 世紀に英国のジョン・ウィクリフの語った革新的宗教思想）などの改革をめざ
した宗教運動はそれぞれ自分の讃美歌をもっていた。またルターやカルヴァンによる宗教改革にお
いても讃美歌の果たした役割はいくら評価しても過大になるということはない。しかしながら、そ
れぞれの宗教運動の讃美歌についての理解には多様性がみられるのである。
◆「メソジスト運動はより広い範囲に讃美歌についての新しい概念を与えた」注５６といわれたけれ
ども如何なる意味においてであろうか。すでに第二章において近世プロテスタント讃美歌の歴史を
通観したが、そこには讃美歌の理解について大きく２つの相異なる系統があるように思われる。そ
の相違はとりわけ、カルヴィン系とメソジスト系との比較において明瞭に見ることができる。カル
ヴィン系の讃美歌観は「神に向かって賛美する」という傾向が強い。人間の言葉を用いた創作讃美
歌を一切認めず、詩篇のみを音律化して自国語で歌った。従ってその内容は神そのもの、神の統治、
神の救済行為についてうたったものが多い。これは教理にもなる。しかもその役割はあくまでも礼
拝を中心にして考えられている。
◆それに対して、ウェスレー兄弟を中心とするメソジスト系の讃美歌観は福音の真理を主観的に個
人的に表現したもの、つまり救われた人間の信仰体験、及び心情をうたう「救いの心情表明」的傾
向をもっている。この傾向は自己の魂を内省的にうたうドイツの敬虔主義の流れをくむモラヴィア
派の影響を受けたものである。カルヴィン系のように礼拝のために考えられておらず、むしろ伝道
を目的とする霊感に満ちた媒体として考えられている。
◆メソジスト系の「新しい歌」はあらゆる信仰体験が表出された霊の歌（spiritual song）であった。
チャールズ・ウェスレーはその生涯に６５００以上の讃美歌を作ったといわれるが、その多くが
人々をイエス・キリストをとおして神に導くというただ１つの目的のために書かれ、また歌われた。
彼にとっては明らかに福音を知らない無学な男女を、讃美歌を通して悔い改めと信仰に導くのが狙
いであった。それゆえに伝道の武器としての讃美歌は、簡明率直で、しかも迫力に富んだものでな
ければならなかった。
◆さて、ウェスレー兄弟が福音的回心を体験して以来、彼らは人類のしもべとなって福音を伝える
が、１７３９年、英国国教会は彼らに対して門戸を閉ざすようになった。
そのために彼らは、ホイットフィールドの提案もあって、余儀なくブリス
トルでの野外伝道を始めることになった。
◆ジョン・セニック（John Cennick 1718～1755）注５７ という信徒説教者
がブリストル郊外のキングスウッドという町で、炭鉱で働く労働者たちを
相手に伝道した模様を記したその記録が残されている。注５８これによると、
当時の伝道は全く音楽伝道、ないしは讃美歌伝道と称すべきものであった。
セニックは良い声をもった、すぐれた歌い手であって、その天分を発揮して
ホイットフィールド
讃美歌歌唱で伝道集会を助けた。彼の指導によって幾つかのよく知られた
讃美歌が歌われ、その間に祈りが捧げられる。そのあとで新作のチャールズ・ウェスレー讃美歌を
１行ごとに独唱して会衆に唱和させる。その合間になされる解説がそのまま説教になる‥‥という
注５５

例外として、初期クウェーカーは讃美歌を礼拝から排除してしまったが、後に漸次採用するようになった。

注５６

メンデル・テイラー著『伝道の歴史的探求』369 頁。

注５７

ジョン・セニックはブリジストンの郊外のキングスウッドの学校の教師であったが、後にメソジストの信徒説教
者として活躍する。ウェスレーとホイットフィールドが選びの教理に対する立場の相違から分かれた時、セニッ
クはホイットフィールドに従ってウェスレーから去った。その後、間もなくホイットフィールドからも離れてモ
ラヴィア教会に転じた。３７歳で召された。

注５８

竹内信著『讃美歌の研究』からの引用。180～183 頁。349～350 頁参照。
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具合に。
◆当時のキングスウッドという町は、教会もなく祭司もいないところ
であり、そこの住民たちの野卑な日常生活は知れ渡っていた。注５９
メソジストの集会は最初、教会の礼拝として考えられていなかったので、
無教育な炭坑の貧しい労働者たちは不調和だと思うこともなく、自然に
チャールズの讃美歌をうたう習慣を身につけながら、大切な信仰の真理
野外礼拝
が教えられたのである。しかも彼らがうたう歌詞は、彼らの霊を新たにし、
同時に、友人や隣人の心に語りかける、生きたメッセージとなった。こうした伝道がメソジスト運
動の初期の模様であった。
◆チャールズ・ウェスレーの讃美歌は最初から自分自身の信仰と体験を表わしたものであるゆえに、
それをメソジストの人々に、会衆歌として提供することによって、共通の福音の理解と体験を呼び
起こす開示する道具となった。そればかりでなく、共通の情緒的反応を引き起こして、集団を統一
させる道具として機能したのである。
◆最後に、メソジスト運動における讃美歌の効用についてジョン・ウェスレーが果たした貢献につ
いて言及しておきたい。シャッフ博士は「ジョン・ウェスレーは讃美歌の価値を最初に認めた英国
の聖職者の１人であった」と述べている注６０ が、確かにジョン・ウェスレーがメソジズムの伝道
を「うたう伝道」とした貢献は見落とすことができないものがある。その貢献は一般に認められて
いるよりも大きく、また重要なものである。H・E・クッコックと P・ハッチンソンはその貢献を次
のように３つの面において指摘している。注６１
◆その第一の面は、編集者としての貢献である。ジョン・ウェスレーはチャールズや他の初期のメ
ソジスト作家の讃美歌のために編集者として行動した。ジョンは彼らの作品を弱めてしまうと思わ
れる表現の放縦（無節制）から救った。彼は過度に熱狂的なものを良しとせず、修正し、また変更
したのである。
◆第二の面は、翻訳者としての貢献である。彼は最も高い霊的な性質を持った讃美歌をメソジスト
にもたらした。彼はモラヴィア派や他のドイツの敬虔主義的讃美歌から２４の讃美歌を翻訳した。
◆最後の面は、会衆の歌が高められるものであることを強調し、新しい位置にまで引き上げた。そ
れは会衆唱歌を、福音を拡大する新しい方法として用いたことである。その前兆は、すでに１７３
７年、南カロライナのチャールスタウンで出版した最初の讃美歌集 Collection of Psalms and Hymns
にみることができる。そこには国教会の礼拝を思わせるようなものが何ひとつ含まれていなかった
ということは注目すべきことである。注６２ その理由はジョージア伝道に向かう船旅の中で聞いた
モラヴィアンの讃美歌によって、讃美歌の霊的可能性に対して彼の目が開かれたからである。彼は
英国国教会の韻律化された詩篇のまじめな歌い方に反発して、性質を異にする熱情的なタイプの讃
美の歌い方を集会に導入した。１７３８年５月の福音的回心後、ジョンはチャールズと協力して５
４の音楽に関する印刷物を出版した。注６３ そのことはメソジストをして「歌うメソジスト」と言わ
しめるほど、讃美歌の会衆歌唱を重視したことであり、英国の教会でも独特の伝統を作りあげたの
である。

注５９
注６０

野呂芳雄著

前掲書。158 頁。

『戦う使徒ウェスレー』228 頁からの引用。

注６１

以下は、H. E. Luccock and P. Hutchinson; The Story of Methodist, 115～117 頁を参照。

注６２

James Salle; The Evangelistic Hymnody,第一章参照。ウェスレーの最初の讃美歌集、Collection of Psalms and
Hymns には、ウォッツと他の人々の７０篇から成っており、ジョン・ウェスレーによる５つの翻訳を含んでいる。
The works of John Wesley, vol.14, 1892.318～346 頁には、Poetical work が４９篇、Musical work が５篇載せら

注６３

れたリストがある。
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５. チャールズ・ウェスレーの讃美歌の宗教的意義
＜理解された信仰＞から＜体験された信仰＞へ
◆チャールズ・ウェスレーの讃美歌は当時の英国国教会の主流をなしていたピューリタンのカルヴ
ィン主義の啓示的で、力強く、客観的な讃美歌に比べると、主観的、個人的で、救われた人間の心
情および救いを求める呼びかけを直接的に表わした伝道的なものが多い。けれども、原恵氏が述べ
ているように、
「互いの長所はそのまま短所でもあって、それぞれに特色と存在意義をもっている」
注６４
と言えよう。だとすれば、讃美歌に新しい概念を与えたといわれるチャールズ・ウェスレー
の讃美歌は宗教的にどのような本質的存在意義をもっているのであろうか。それを評価するための
方法として、宗教学的宗教哲学的なアプローチが役立つ。なぜなら、それは宗教をして宗教たらし
めている本質を客観的に明らかにしようとする試みだからである。
◆藤田富雄氏はその著書『宗教哲学』の中で宗教の真理概念を＜事実の真理＞と＜認識の真理＞と
して区別できるとしている。注６５＜事実の真理＞とは個人の宗教的体験において把握されるもので
ある。それは他者に認識されなくとも事実として存在し得るのである。しかし、その個人の宗教的
体験が普遍性をもつものであると確信される時、その体験は第三者にも理解できるように、言葉に
表現され、伝達可能なものとされて＜認識の真理＞となる。つまり、人間の理性によって体験が整
理され、神学化され、教理化されて認識可能とされた真理である。これは同時に多様性をもつもの
となる。このようにして<事実の真理>から<認識の真理>への移行がなされるのである。＜事実の真
理＞と＜認識の真理＞の、この二つの真理概念を信仰に当てはめてみるなら、＜体験された信仰＞
と＜理解された信仰＞ということができよう。ここで原始キリスト教会を取り上げ＜体験された信
仰＞から＜理解された信仰＞へと移行する際、この移行がどのようになされたかを概観し、その結
果についてみてみたい。
◆ＡＤ３０年頃、イエス・キリストの十字架と復活に続き、ペンテコステの出来事により福音がユ
ダヤから異邦の国へと拡大されていった。弟子たちはその際に、自ら体験した福音を異教徒にも理
解できるように、異教（ヘレニズム）の諸概念を受け入れ、変化させながら伝達しようとした。テ
ィリッヒは「新約聖書の偉大さとは、宗教史の流れになかに発展してきた語や象徴を受容しつつ、
それを適用してイエスの姿を誤りなく描き出すことができたという。その能力において示されてい
る。
」注６６ と述べている。しかし２世紀には入るとキリスト教会の生活の各分野に組織化、固定化
の傾向が現われてきた。
◆こうした移行の契機となったものは、２世紀に入って著しくなった異端諸派の運動であった。そ
のために教会は組織や教義、信仰箇条を確立する必要が生じた。同時に、外部の異教徒に対してキ
リスト教弁証家といわれる人々は、キリスト教を知的にわかりやすく説明するために、信仰を完全
な知識としてしまった。ここから、キリスト教神学が生じ、聖霊の超自然的な力は減退したのであ
る。神学はキリスト教を理論的に基礎づけるために、ギリシャ哲学を利用し、やがてはアンセルム
スの「知らんがために我信ず」によって代表されるスコラ神学が確立する。それは、信仰を完全に
知識によって基礎づけることを確信する立場である。そこではもはや、個人の宗教的体験が不明確
ではっきりつかめない人であっても、その体験についての合理的な教えの言葉として理解されるよ
うになるのである。
◆ところが、宗教は私たちの認識することのできない超越の世界に関わるゆえに、信仰の立場にお
いては、理解される神はもはや神ではない。波多野精一氏は『宗教哲学序論』の中で、認識論によ
っては、実在を認識することは不可能である旨を述べている。認識という方法によっては、決して
注６４

原

注６５

藤田富雄著『宗教哲学』
。以下の叙述は 195～204 頁の要旨である。

注６６

パウル・ティリッヒ著『キリスト教思想史Ⅰ』(ティリッヒ著作集、別巻２)白水社、1980 年、５３頁。

恵著『賛美歌』―その歴史と背景―152 頁。
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神との直接的体験を得ることができないのである。認識は体験によって深められるものなのである。
◆改革運動は常に固定化した＜理解された信仰＞から＜体験された信仰＞に批判的に戻されなけ
ればならないという形でなされた。チャールズ・ウェスレーの讃美歌は<理解された信仰>から<体
験された信仰>へと戻す改革運動の媒体となった。それは単にチャールズ自身の個人的な宗教体験
を歌うことを目的としたものではなく、キリスト教信仰が真理の知的承認と同一視されていた状況
の中で、彼はキリストとの生きた人格的関係という観点から立て直そうとしたのである。しかも、
それは福音の活力をすべての人の、日常のあらゆる問題に対する力強い関わりによって表現し直す
ということであった。彼の讃美歌において究極的に指向されているのは、＜認識されたキリスト＞
ではなく、＜体験されたキリスト＞であるといえよう。ここにチャールズの「体験的讃美歌」の宗
教的な存在意義を見出すことができるように思うのである。
◆ところで、讃美歌は宗教的にみれば、教理や説教、あるいは信条や祈祷文と同じように宗教的象
徴と呼ばれる。これらはすべてヌミノーゼ的な究極的実在を表現しているといわれるが、藤田氏は
「象徴は生命をもったもののように、状況が熟した時に生まれ、状況が変わると死んでしまうもの
である」注６７と述べている。
◆改革運動といえども、ひとたびある程度の独立性を得た時には必然的にその成功とともに鋭さを
失い、保守的傾向を現わし、その宗教団体の生命的なものは枯渇するのである。それと並行して、
宗教的象徴にも限りがあり究極的なものに対する人間の関係の仕方は変化するのである。ある時期
に、ある特定の場所で、ある宗教集団にとって信仰の真理を表現していたものが全く古い過去の信
仰を思い起こさせるだけになってしまうこともある。そのような象徴は真理の力を失っているので
ある。チャドウィックが言うように「真理は生まれ変わることを必要とする。言語はその内容を変
えたり、その価値を失ったりする」ものなのである。注６８
本論⑪の結論
●それゆえに、私たちの課題はただ単にチャールズ・ウェスレーの讃美歌を数多く歌うことで
もなければ、その特質を単に認識することで満足することでもない。むしろ大切なことは、彼
の讃美歌をして、讃美歌たらしめている本質的源泉、すなわち、主イエス・キリストとの個人
的、直接的体験に絶えず戻らなければならないということである。これが私たちの追求すべき
最も重要な課題であると考える。

注６７

藤田富雄著『前掲書』223 頁。

注６８

サムエル・チャドウィック著『キリスト者の完全への招き』21 頁。
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付録

1707

【チャールズ・ウェスレーの年譜】

１２月１８日、父サムエル・ウェスレー、母スザンナ・アンズリーの第八子として誕生。

1716

ウェストミンスター校入学。

1726

クライスト・チャーチ・カレッジ入学。

1727

オックスフォード大学で『神聖クラブ』を発足。

1735

４月２５日、父サムエルが死去。１０月２１日、兄ジョンと一緒にアメリカのジョージアに宣教師として出発。

1736

２月５日、サヴァンナに到着。３月９日から『日記』を書き始める。８月１１日、アメリカを去って、１２月
に英国に戻る。

1737

ジョン・ウェスレーは南カロライナのチャールスタウンで最初の讃美歌集を出版。

1738

チャールズは５月２１日、福音的回心を経験。３日後、２４日にジョンも同じく回心を体験する。回心後、
刑務所伝道を始める。

1739

英国国教会はウェスレーらに門戸を閉ざす。４月２日、ブリストル最初の野外伝道。１１月１１日、メソジ
スト協会が組織される。兄弟合作の『讃美歌と聖歌集』を出版する。

1740

モラヴィアン、およびホイットフィールドとの訣別(予定論争)。

1742

以後数年、各地で迫害暴動が起こる。７月３０日、母スザンナが死去。

1744

６月２５日、ファンドリーで第一回年絵が開かれる。
『騒動の時に歌われる讃美歌を出版。

1749

８月８日、結婚。

1788

３月２９日、召天。
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