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責任性の年代 1（2） 
 

ウィリアム・Ｌ. ヘンドリックス 
 

 
（続き） 
人はただキリストにおいてのみ、神を知るのか？  神はいかなるお方で、人間のために何

をなそうと願っておられるのか、キリストがたしかに それを十全に示してくださっている。しかし
ながら、「神を慕う思い（desire for God）」というものがそもそも人間自身の内にも存在する。〔こ
れはつまり、内なる空虚さに起因するもので〕人間の内なるこの空虚感は、神がキリストにおいて人

と対面される その予備的備えとなっている。この生来の宗教的傾向は人間に定まったものと言えよ
う。それは、神がその愛をもって満たされる心の穴であり、また虚しさである。が、なんとも皮肉な
ことに、人はこの生の空虚さを他の物事で埋めようとする。これは悲劇である。なぜなら、ただ神の

みがその所を満たせるからである。 
 また、人間の生における宗教的空虚さに加え、人はこの世界の見事さとひどさの両方に気づかされ
もする。すなわち、世界のあれこれは人が創出しえないほどに素晴らしくもあれば、同時に、人が耐

ええないほどにひどくもあるということである。そして、こうした意識が人の思いを神に向けさせる
ようになる。ただし、それはここでもまた、予備的なあり方でしかないが・・・。 
 加えて、同様に見過ごしてならないことがある。イスラエルにおける一連の特別な出来事がキリス

トの到来にまで繋
つな

がり、神について多くを物語っていることである。これらの出来事を記録したの
が旧約聖書である。キリスト教の信仰は、以下のような理由から、旧約聖書を堅持するものでなけれ
ばならない。（1）旧約聖書は、この世界を創造された方がその贖

あがな

いの業にも携わっていることを

認めている。（2）旧約聖書は、そのお方がしかるべき人々や出来事を選び、〔それを通して〕より
広範な目的を示されることを明言している。そして（3）旧約聖書は、より充分かつ完全なる神の啓
示の約束はいまだ実現途上にあると主張している。つまり、こうした信仰を抱

いだ

いていたという意味

で、旧約時代の人々は贖われるべき者として神に結び付いていたと言えよう。望み見る信仰によって
である。 
福音を告げ知らされ、そこでキリストに向き合うということが一度もない人々について

は どうなのか？  神との完全なる贖いの関係は、キリストを別にして知られていない。これは、
物議を醸

かも

しかねないほどに キリスト教の信仰が特徴的に主張するところである。（マタイ 11：27 
参照）すなわち、キリストと向き合うことのない人たちは、生の宗教的空虚さが適切に満たされるこ

とがない。そうした人々は 同様にして、この世の意味するところについて、誤った結論を下してし
まう。また、人生とその行

ゆ

く末
すえ

がいかなるものなのか、これついても同様である。人間とその行く
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末をめぐる複雑な事柄にもっぱら人間的答えを出すだけで、神を否定するかたちで これに関わるか

らである。これは一種の「迷える」存在状態と言える。そうしたなか、人が万一 キリストのことを
知り、かつこれを拒むようなことがあれば、その者はその責任を完全に負い、その罪をもっぱら咎

とが

められるところとなる。これは、キリスト教の宣教活動につきものの懸念と言えよう。 

 しかしながら、福音を耳にしたことのない人たちに関しては、次のような 3 点の洞察から、キリ
スト教の教えと思いやりとがそこに向けられていると考えられる。（1）キリストにあって神を知っ
ている者たちはこれを伝える責務を負っていること、それが神の明確の御旨

みむね

である（マタイ 28：19

～20 参照）。（2）裁きには、つまり（この世とかの世における）人生の最終的あり様
さま

には、幾つか
レベルが存在する。例えば、ティルスやシドンのほうが 結局のところ、キリストに相対

あいたい

し しかも
これを拒んだファリサイ派の人々よりはまだ良いであろう（マタイ 11：22 および並行箇所 参照）。

そして（3）究極的には 人の定めは誰も例外なく神の御手
み て

の内にあり、その知と義とは人のそれに
勝
まさ

って偉大である（イザヤ 40 章、ヨブ 38～41 章、ローマ 14：12、ヨハネ 5：22、Ⅰコリント 
1：18 参照）。 

子どもたちはいつ、キリストと向き合うのか？  この問いに対しては、本章7 のより大枠の
検討事項について考察を深めて後

のち

 初めて、充分な答えを提示することができる。この時点で示唆し
うるのは、以下の諸点である。（1）子どもたちは、その周囲の人たちからキリストのような行動や

態度を経験したとき、そこでキリストと向き合う。（2）子どもたちは 同様に、キリストの福音を告
げ知らされ、そこで教え養い育まれるとき、キリストと向き合う。そして（3）子どもたちは、その
環境を支える価値観と〔それらの具体化としての〕その様がキリスト教的見識によって形成されると

き、そこでキリストと向き合う。とはいうものの、これらの対面は予備的かつ準備的なものと言える。
完全なる責任性という意味でキリストが個々人と向き合うのは、それが誰であれ、福音が告げ知らさ
れて 聖霊の力が働くときであり、キリスト教の福音が告げるメッセージとその意味合いを その個人

が知って意識しているときだからである。 
 

聖書に見る 2つの洞察 
 聖書の信仰は 常に、個人と信仰共同体の双方と関係している。これら両者の強調が、神が人と関
わるあり方の その 2 つの柱となっている。聖書においては、両方が強調されているのである。例え
ば、モーセをはじめ、詩編の作者やパウロといった者たちは、個々人に対する神の顧慮を物語る一例

と言えよう。一方、アブラハムやイスラエルとの契約合意、神の国への集合的関心、またキリストの
体なる教会という新約聖書の概念は、神が信仰の共同体を用いる そのあり方を示す例と言える。す
なわち、御自身の御業

みわざ

の器として、またその恵みの証人としてそれを用いるあり方である。 

 こうした個と集合〔の二重性〕は、聖書がアダムについて語る記述に具体的によく現われている。
アダムは個人たる一人の人間だが、しかしまた間違いなく、すべての人間を表わす象徴でもある。ア
ダムの罪は、アダムが犯したものである。それは、人類史上初のものだった。が、同時にそれは、誰
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もが例外なくなすことを表わしたものでもある。このアダムにおいて、すなわち すべての人間の

所業
しょぎょう

を象徴するこのアダムにおいて、人は死に、また罪を犯すのである。人は誰もが確かに、神に
対する自

みずか

ら自身の反抗をその内に結晶化させる。本来そうあるべきあり様
よう

によって裁かれるとき、
一人として良き者はいない。キリスト者が断言するのは、人間のあるべき姿はただキリストの内にの

み真実見られるということである。 
 〔これと関連する問題として〕原罪（original sin）をめぐって繰り返されてきた最大の誤りの一つ
が、我々とアダムがどのように関係しているのか、これを明らかにせんとする試みだった。原罪につ

いて、歴史的にありとあらゆる説が出されてきた。ある人々は、罪が目の色のように、遺伝によって
受け継がれると考えている。他方、子どもたちにも生来、罪への傾向性があると述べる〔にとどめ
る〕人たちもいる。 

 これ以外にも さらにいるのが、子どもが負の継承をその先祖から負わされることなど いっさいな
いと、これを強く否定する人々である。こうした見解に立つ場合、人は、自分でイエスかノーか 賛
否を決めるようになるまで、事の責任を問われないことになる。 

 しかしながら、以上のような諸説は興味をそそりはするものの、聖書というよりはむしろ、我々の
好奇心に由来するものと言えよう。聖書は人間の生をあるがままに見て、描き出している。個々に見
るとき、人はたしかに違っている。にもかかわらず、集団としても個人としても、人は共  々同じ境

遇にあるのである。人間は罪ある存在である。そうあることを選んでいるからである。聖書の描く人
間像として、次の２つのことは間違いない。（1）人はいかにしても、避けがたく罪を犯す。（2）
贖罪
しょくざい

の完全なる関係にあずかるためには、人は罪にある個々人として、キリストにおいて示された

神の恵みに応答しなければならない。聖書は要するに、人間がどうして罪人なのか、結局のところ 
語ってはいない。人は罪人であると、ただ厳然と告げるのみである。 
 〔子どもたちについて言うなら〕古代のイスラエルでは、子どもたちは神に選ばれた共同体の内に

あって、神の契約に覆
おお

われていると受け止められていた。これはすなわち、自
みずか

らの反抗によって 
神に従わなかったり 契約の子となることを拒んだりするまでは、子どもたちの一人ひとりが神の保
護のもとにあると考えられたということである。 

 今日
こんにち

の世界に目をやるとき、いわゆる福音派のクリスチャンに共通して見られるものに、その幼
い子どもたち全般についての、また彼ら各人の現状についての尋常でない、時に的外れとも言える不
安がある。この点については、次項でより詳しく検討することにする。が いずれにせよ、古代のイ

スラエルでは 神の慈しみが契約として約束され、それがその子どもたちにも注がれると見なされて
いた。イエスもまた、子どもたちに対する御自身の愛情を明らかにされ、彼らの内にある暗黙の信頼
を 聖書の信仰に必要な姿の模範として用いられた（マタイ 18：2～6）。したがって、個々の幼い子

どもについてあまりに不安になるのは 賢明ではなかろう。我々は実際、そうなりかねないのである。
幼い子どもを、神の恵みというものを理解し これに適切に応答することがいまだできない者の一人
として見るのを忘れてしまうほどに、である。 

 〔つまり、要約すれば〕我々は個と集合の聖書的バランスを保持せねばならないということである。



ヘンドリックス（矢野訳）「責任性の年代」（2） 

 4 

〔洞察の一つは、こうである。〕子どもはどの子も、罪ある人間性の中へと生まれる。そして、すべ

ての者が結局、個々の人間として、自身を確かに罪人と認めるのである。すべての人を救うのが神の
御旨
みむね

である。しかし、神はその仕方として、個別に人に関わるという方法をとられる。聖書に基づく
この二重の洞察が維持されなければならない。回心の以前から、これを堅持するのである。すなわち、

子どもたちはその人間性のゆえに罪ある存在だが、自
みずか

ら自身の選択のゆえに罪人となると言うこと
ができよう。〔そして、あと一つの洞察である。〕我々はまた、回心のその時にあたり、さらにその後
にあたっても、個人と集団 両方の視点を保持しなければならない。人はたしかに、個々人として 神

と出会う。けれども それは、信仰の共同体たる教会がなす福音の証言があってこそである。さらに
は、共同体が福音の証言を告げ知らせ、そのより大きな枠組みの中で、各人一人ひとりがそれぞれの
証
あか

しをなすのである。これは聖書的考察に不可欠な洞察と言えよう。要するに、人間としてのその

共通の境遇から切り離して個々人を見ることも、またその身が信仰共同体の内にあることを看過して
そうすることも、どちらも聖書的ではないということである。 
 

聖書の時代以降に生じた諸事の様相 
 「聖書に帰る」と言っても、我々自身の現在の関心や興味を多少なりとも携えずしてそうするのは
不可能である。人は誰しも、その時代の眼鏡

めがね

をかけ、その時勢のものの見方をする。実際、聖書の時

代以降、幾つかの点で 事に推移が生じ、そのため、子どもたちに関する我々の見方や 彼ら自身の宗
教的経験とその表現を複雑なものにしてもいる。〔その主なものを挙げれば、以下のとおりである。〕 
ヒューマニズム（人間中心主義）  ヒューマニズムは〔一つに〕、西ヨーロッパで 17 世紀、
18 世紀に生まれた。ヒューマニズムとは人の生を見る その一つのあり方で、人間をもってすべての
事柄の尺度とする（man is the measure of all things）8 ものである。ヒューマニズムの信条とキリ
スト教の信仰との間には たしかに、一定の類似性がある。どちらも、個人を強調する。また いずれ

も、人間とその力を重く見る。しかしながら、ヒューマニズムと伝統的なキリスト教信仰を比べると
き、類似の点以上に 異なる点のほうがより明白に見て取れる。すなわち、キリスト教は人間を被造
物の冠（the crown of creation）と見はするものの、万物の尺度とは考えない。また、キリスト教

は その人間観として、人間の価値を認めはするものの、同時に その弱さについても充分承知してい
る。さらに、ヒューマニストにとっては、人間自身があらゆる価値の判断基準となっている。が キ
リスト者にとっては、神が価値判断の基準なのである。 

 現代の西洋人は、公式にも非公式にも、人間をもってすべてのことの尺度とする考えに多大な影響
を受けている。人間とその特質を扱う近代の諸科学も、こうした信念から発展したと言えよう。例え
ば、心理学、人類学、社会学がそれである。実際、これらの諸研究において、また人間の諸事象との

究極的関係において 個人とその発達が大きく強調されるあまり、時に、人間を一つのまとまりとし
て集合的に捉

とら

える考え方が見失われることもあった。 
心理学  近代心理学の勃興

ぼっこう

とともに、内観（内省）の時代が始まった。以来、自我の発達、意識
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の高まり、罪責感の発生源という観点から、人間の研究がなされてきた。こうして、各種のコンプ

レックス（観念複合体）や神経症の診断がなされ、自己理解の援助に有能な人々によって、それらを
解消する取り組みが進められている。今日

こんにち

、教会も両親も、その子どもたちの発達を見るとき、こ
れらから得られた識見をそこに重ねて そうしている。これはたしかに、必ずしも悪いことではない。

ただし、注意をしなければならない。人類全体について、また他の被造物に対する人間の関係や神に
対するその責務について、聖書にはより広範な関心事があるのを忘れないように、である。キリスト
を信じる者たちは、人の最も深奥

しんおう

なる責務は 実のところ、人間の外側から来
きた

ることを、すなわち神

に由来することを感じ取っている。それは単に、人が抱
いだ

く罪責感や不安が内に投影されて生み出さ
れたものではない、ということである。 
加速する 子どもたちの成熟  昨今、「技術革命」や「知識爆発」といったことを耳にする。教

育界では、膨大な量の資料をより速く伝達する方法が完成度の向上を目指して開発されている。また、
教育や娯楽用に設計された機器類が宇宙の様

さま

や人間の本質を子どもたちの眼前に明かしつつある。
実際、テレビ一つを見るだけでも、今日

こんにち

の若者たちが人生について かつてないほど早い年齢でより

多くの情報を得ている理由が充分に知られる。 
 こうしたなか、教会がこれらの進んだ教育方法や教育手段を活用してきたのは賢明だったと言えよ
う。子どもたちは現在、以前より若い年齢で成熟を遂げつつある

．．
。しかも、子どもの注意度や能力を

調べるテストの結果、子どもたちの成熟年齢は様々に異なり、かつ 彼らの個々の能力によっている
ことも明らかになっている。このような事実からするとき、特定の暦年齢を責任性の時点として固定
的に設定しようとするのは全く不可能に思われる。 

 しかしまた、その一方で、こうした技術革新に伴う成熟という事態から 幾つかの問題が露
あらわ

に
なっているのも事実である。すなわち、宗教的な価値や理解といったものが人々の目に適切に提示さ
れているか。子どもはテレビにおいて、「価値観の形成」に資する番組を充分 目にしているか。さら

に言うなら、我々は若い人たちに本来とは違う罪責感を押し付けてはいまいか。キリストにあって示
されたその神を実際に拒むというよりは、我々の社会という特定のそれの決まりを破ることから生ま
れる罪責感である。さらにはまた、子どもたちが告白する「罪」とははたして、神と疎遠なことから

生じる希望のなさから来ているものか。それとも、文化的に条件付けられた一定の生き方を求める人
たちの その気持ちを損ねるのを恐れる思いから生まれているものか。 
 以上の推移はすべて、聖書の時代以降に生じたものである。だからといって もちろん、これらの

ことが間違いというわけではない。また、何らの役にも立たないと言いたいわけでもない。とはいう
ものの、同時にまた、承知しておかねばならないこともある。例えば、ごく幼い子どもの「良心」と
いったものについてこと細かに探求している先例は、聖書には見当たらない。聖書から一貫して読み

取れるのは 要するに、神はその人自身のレベルに応じ、その人自身の所定の時に即して 人に語りか
けるということである。しかしながら、いかなる年齢であっても、救いに不可欠な信仰の核というの
があるのも事実である。新約聖書自

みずか

らがこのことを示している。 
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聖書の信仰に必要なこと 
（続く） 

 
 

訳 注 
1. 原文の英語表記は "The Age of Accountability" で、今風な表現で直訳すれば「説明責任の年代」
とでもなろうか。"accountability

ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ

" とはそもそも "accountable
ア カ ウ ン タ ブ ル

" という語から来た言葉（名詞形）

で、"accountable" の意味合いについては、OED（Oxford English Dictionary）が "liable to be 
called to account, or to answer for responsibilities and conduct" "responsible" と、またOAD
（Oxford American Dictionary）も "required or expected to justify actions or decisions" 
"responsible" と、その解説を記している。つまり、自

みずか

らの責務や行為、決断について しかるべき
説明をなし、それを妥当なものとして弁明することが求められ、期待されているということ。それが 
"accountable" の基本的意味合いであり、"accountability" はこれを名詞化したものとなる。 

 本訳稿では、こうした含意を押さえつつ、と同時に 表現を分かりやすくするため、タイトルを
「責任性の年代」と訳出することにしたい。 
2.〔 〕書きは、説明追加のための訳者の挿入。以下、同様。 

3. 上記「訳注 1」を参照。 
4. 本小論は Clifford Ingle, ed., Children and Conversion, Broadman Press, 1970 に、その第6
章として所収されている。 

5. 新共同訳では、「神にかたどって
．．．．．

・・・」。 
6.「3：16～18」の誤植か？ 
7. 上記「訳注 4」を参照。 
8. 古代ギリシアの哲学者 プロタゴラスの言葉、「人間は万物の尺度である」を援用して表現したも
の。 
	

 
（矢野 眞実訳） 


