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キリスト教学研究室紀要 

第 6 号 2018 年 3 月 53~65 頁 

 

R.R.リューサーのフェミニスト神学における教会をめぐる考察1 

 

張 旋 

 

問題設定 

フェミニスト神学は、フェミニズム運動2の一つとして、フェミニズムの問題意識を共有

しつつ、新しいキリスト教の形成を目指す神学運動として展開されている。フェミニスト

神学はその初期から、聖書の男性言語、特に神を「彼」で表わす伝統に、女性を抑圧する

社会を合理化する影響力を見て、批判を続けている。それは、一九七三年のメアリー・デ

イリーのマニフェストとも言える命題「もし神が男性なら、男性が神になる」に顕著であ

る3。デイリーは、1973 年の著作『父なる神を越えて』以後、キリスト教は本質的に父権

制的であるとして、聖書と教会の男性中心主義と訣別することを宣言する。1979 年の『ガ

イン／エコロジー(Gyn/Ecology)』において、デイリーは自分自身がもはやキリスト教徒で

はなく、ポスト・キリスト教徒であるとし、キリスト教とは別の女性中心の宗教や哲学の

追求へと向かうと公言している4。キリスト教を離れるに至ったデイリーとは異なり、ロー

ズマリー・ラドフォード・リューサー(Rosemary Radford Ruether, 1936－)は、キリスト

教内にとどまり続け、キリスト教的伝統への批判から、キリスト教的伝統の再構築を試み

るという道に向かった5。リューサーはキリスト教会内部における改革を目指し、キリスト

教の歴史的な教会や支配的な家父長主義的な教会の問題、教会の父権制と階層制をフェミ

ニズムの視点から批判する。そして、真の解放の教会、あるいは、メシア的社会としての

教会を肯定もしている。 

本稿は、そのリューサーのフェミニス神学思想を取り上げ、彼女のフェミニスト神学の

視点から、キリスト教会に関する諸問題を考察する。リューサーのキリスト教教会に対す

る批判は、リューサー独自の教会理解に基づいているために、彼女の教会論にこそ、リュ

ーサー神学の特徴が現れている。リューサー自身の研究の方法論は、キリスト教的伝統形

成の初期の段階から始まる歴史学である。聖書的伝統、そして初期キリスト教的伝統から

登場する様々な主要な物語を、当時の諸伝統や、それ以前の宗教的伝統に現れた様々な物
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語と比較考察をしている。聖書はもちろんのこと、そうした様々な文献を再読することで、

男女の関係性や神と世界と人間の関係性の意味を再考察しようと試みるのである6。 

このようにリューサーの研究対象は多岐にわたるのであるが、本稿では紙幅の関係上、

キリスト教教会と神、女性と関係のある特徴的な聖なる結婚の図式、あるいは「花婿―花

嫁」の図式を整理して、リューサーが想定する真の解放の教会、あるいはメシア的社会と

しての教会を理解する。 

 

 

一 旧約聖書における花婿の神と花嫁の教会 

聖書には、古代オリエント世界に共通のシンボルや祭儀、それらを内包する制度が様々

に登場する。古代中近東世界において、女神と王との聖なる結婚はひとつの重要なテーマ

である。神話のなかでは、力強い女神が暗黒の力を打ち破り、彼女の愛人を死者の中から

引き上げ、黄泉の国から生還させ、その人間の夫を神の列に加えて王座に据えている7。こ

のような神話において、女神は出産から連想されるような生産力としてのみ捉えられてい

るのではない。そうではなく、宇宙的調和を回復する者、また宇宙的調和の守護者として

登場する8。母なる女神への信仰は、イスラエルでは信仰対象としては次第にその姿を消し

ていったが、女神のイメージは隠喩やたとえの形式のなかで生き残った。それに対して、

家父長制に基づく男性的な一神教は、神を天なる父とイメージする傾向を持つようになる。

「聖なる結婚」の古代神話はヤハウェの宗教にも引き継がれたが、その際に、家父長的な

神が女性的なシンボルに対して優位に立つようになった。例えば、キリスト教では、神は

花婿として表象される。それに応じて、神に従属するイスラエルやエルサレムは、神の「配

偶者」（spouse）や「花嫁」（bride）などと呼ばれる。そうした経過をたどって、キリスト

教会は「キリストの花嫁」という特徴的なシンボルとして定着するようになった。 

リューサーによると、キリストの花嫁にして信徒の母なる教会というイメージは、キリ

スト教における女性的シンボルのうちで、男女の関係を考える上で最も重要な役割を果た

している。確かに、そうしたシンボルの起源は、旧約聖書における神の妻としてのイスラ

エルに、そのモチーフの源泉を見ることができよう。しかしながら、旧約から新約に引き

継がれる際に、「神の花嫁」という思想に重要な変化が起こったのである9。 

旧約聖書続編も含めた旧約聖書の中に登場する妻（側女、未亡人）としての女性像は多

様であり、忠実な妻もいれば、夫を裏切った妻もいる。そうした女性像に対応して、旧約
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聖書の「神の花嫁」のイメージも、模範的な妻という形象に限られない。例えば、ホセア

書二章が描いたような、理想的ではない妻という形象も含んでいる。ホセアやその他の預

言者にあって、このモチーフは否定的で裁かれる対象として展開されてきた10。神とその

民の契約においては、「イスラエルが神に対して忠実であり、社会に正義と調和が満ちてい

れば、土地全体に豊かな実りと恵みが約束される」11ことになる。しかし、イスラエル人

は古くからカナンにある神々を礼拝し、不実な妻のような「淫行」をおこなったとされる。

遊牧民の家長ヤハウェよりも、カナン人の神である五穀豊穣と雨に関連付けられたバアル

をイスラエルの民が好んだことについて、預言者ホセアはその民を「売春婦」と激しく非

難している。その際に、ホセアは結婚のシンボルを批判の道具として用いている。ここで

ヤハウェは、不貞の花嫁を即時の離婚をもって罰する夫として描かれる12。このような旧

約聖書の見方はもともと、バアル宗教に見られる結婚の比喩に対抗するための手段だった

と思われる。いずれにせよ、このような「聖なる結婚」あるいは「神の花嫁」は、単に理

想的な表象ではないのである。 

旧約聖書の中で、結婚を手放しに肯定しているのは雅歌だけである。雅歌に関しては

様々な研究と議論が積み重ねられてきたが、その起源としては、おそらく王と女神の愛を

たたえた古代の詩歌にまでさかのぼると推定される。確かに、雅歌に登場する女性は女神

ではないが、カナン的宗教の特徴である官能の悦びを美化する点は、雅歌の中にそのまま

残っているようである13。紀元一世紀にラビ・アキバは、雅歌がヤハウェとイスラエルの

愛であると主張してそれを弁護し、最終的に雅歌は正典のひとつとして残ることとなった

のである14。 

 

 

二 新約あるいはキリスト教における諸表象の変化 

三世紀初頭にオリゲネスは、花婿であるキリストと花嫁である教会との愛の交わり、あ

るいは神的ロゴスと信仰者の魂との愛の交わりに関する書として雅歌を解釈した15。キリ

スト教教会はこの解釈を採用して、キリストと魂の神秘的愛というシンボルを支持する。

キリストの花嫁、恵みの泉、霊的再生の母体としての教会においてのみ、魂は神のロゴス

すなわちキリストと結合できると主張されるようになる16。 

新約聖書においては、当時の家父長制に基づいた結婚のアナロジーが誇張されて用いら

れている。キリスト教教会とそれに対する神の支配は、キリスト教徒の実際の婚姻生活に
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おいて、従順な妻と彼女に対して家父長的に振る舞う夫という関係に大きな影響を与える。

キリストが教会の主であるように、夫は妻の「主人」である17。その際に重要なのは、キ

リスト教において教会を「神の花嫁」と呼称するとき、その花嫁は「再臨のキリストの妻」

となるに相応しい女性が想定されている。エフェソ五章二十五節以下では、次のように語

られている。「キリストが教会を愛し、教会のために御自分をお与えになった…キリストが

そうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって、教会を清めて聖なるものとし、しみや

しわやそのたぐいのものは何一つない、聖なる、汚れのない、栄光に輝く教会をご自分の

前に立たせるためでした」。ここで想定されているのは罪を贖われ、いわばしみもけがれも

ない（若い）女性が想定されているのである。 

リューサーによれば、キリストと教会の関係を現実に生きる人間の結婚のモデルとする

ことは、奇妙で不自然である。教会がこのような罪のないキリストの花嫁として表象され

るとしても、妻は一点の曇りもない純潔な罪のない存在であるべきだとは直ちには言えな

い18。しかし、実際には、キリストと教会の関係が敷衍され、そうした妻が理想とされて

きたのである。 

教父神学においてもこの表象が引き継がれた。例えば、メトディオスの『シュンポシオ

ン』ロゴス三・八においては、「教会は、十字架上の受難によって受精し、罪と死と超越し

た、贖われた処女たる子を産む。キリストは、教会の母であると共に、新しいアダムであ

り、教会の夫である」19と述べられている。リューサーによれば、このようなキリストと

教会の結婚は、「新しいアダム－新しいエバ」のモチーフを、終末論的に「花婿－花嫁」の

モチーフと混交したものである。キリストを新しいアダムと見るならば、教会は新しいエ

バになる。エバがアダムのあばら骨で作れたように、教会もキリストの脇腹から流れ出し

た血と水から作られた（ヨハネ十九章三十四節）。さらに、その血と水は、教会で行われる

洗礼と聖餐と結びつけられる。キリストと教会の結婚によって、キリストを信じる魂が生

まれることになる。 

教会は「処女」なる母親であり、その子供は童貞と処女である。母が子に飲ませる乳は

知恵であり、聖霊によって身ごもった胎から出た羊水は洗礼の水である。このように花嫁

や母親としての教会という意味合いがあまりにも強調されたため、それが本来は精神的な

事柄であったにもかかわらず、結果として、実際の性生活や出産を拒否するという逆接的

な流れが加速した。永遠の生命を産むべき母なる教会が、実際の母親になることを否定す

る奇妙な事態になったのである20。教会の母である「霊的女性」としての処女マリアの被
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昇天も、終末論的勝利主義の道具になった。男性の終末論は現実の母親の否定の上に構築

されている。性と出産の拒否、性に反感を持つ禁欲主義は、明らかにこのような精神的な

反性的、反母性的枠組みの中で発展したものである。 

ただし、リューサーによれば、ルカは福音書のストーリーを組み立てる際、明白にその

社会的内容、すなわち権力者への裁きの側面を強調している（ルカ四章十八、十九）。ルカ

は神の妻、僕としてのイスラエルの伝統的イメージを変形させた。神に仕える女性の僕で

ある新しいイスラエル、すなわちキリスト教教会は被抑圧者を意味しており、メシアとし

ての神による歴史革命の中で高く持ち上げられる。この発想は、マリアの讃歌（ルカ一章

四十八から五十三）の中で高らかに謳いあげられている21。 

メシア信仰の言葉の意味は、それが引き合いに出される文脈によって変わることがある、

とリューサーは考える。もともと、メシアのイメージの多くは、古代中近東の王政の言辞

から導き出されている。預言者はそれらを批判的に再評価し、現存する王をイデオロギー

的に正当化する要素を切り捨てて、理想化された未来の希望を描くために使用した。預言

者は、メシア的な言辞を現存する王たちに向けられた裁きの言葉とし、異なる社会秩序へ

の期待の言葉としたのである。しかし、キリスト教が帝国の宗教となったとき、この言葉

は、神の王政を表現するもの、地上においてキリストを代表するものとして、現存するキ

リスト教の帝国を神聖化するために使用されるようになった22。 

僕であることを強調する言葉も同様に、それが引き合いに出される文脈に応じて、その

意味が大きく変化する。イエスが僕という言葉を預言者的伝統から借用する際に、その言

葉が意味するのは、神のみが父であり王であるのだから、私たちはこの世の人間の父や王

にはなんの忠誠を誓う義務もない、ということである。神のみに仕える者として、私たち

人間は、この世の権力にそのヒエラルキー構造にしたがって仕えることから解放される。

しかし、帝国の宗教となったキリスト教が、キリストの治世の現れとして人間の権力のヒ

エラルキーを定義するとなると、僕であることを強調する言葉は、征服された人々にキリ

ストの名をもって滅私奉公を強要するために使われることになる23。リューサーが繰り返

して強調することであるが、教会はイエスの「僕であり仕えるもの」という説話を混乱さ

せてきた。女性たち、僕たち、奴隷たちが彼らの人間的な主人に仕えることを、キリスト

信徒としての奉仕の名のもとに、教会が正当化したのである。 
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三 解放された共同体としての教会 

リューサーが主張するところによると、イエスは既存の秩序や権力関係に対して批判を

展開し、新しい人間関係を作り直す革命的な変革者であった。しかし、教会は権力と宗教

的支配モデルに対するイエスの批判に大きな解釈を施した。イエスの「神の国」は霊的な

次元に限定され、この世の社会的正義の問題と無関係なものとして切り離された。キリス

ト教教会は、神の従者として世界を回心させ、征服する、彼岸的キリストの名によって、

このようなことを行ってきた24。特に四世紀以後、キリスト教教会は、ローマ帝国と共に

政治の世界を支配することで、奴隷に対する主人の支配、女性に対する男性の支配を後押

ししてきた。そのようにして、キリスト教は新世界の秩序の絶対的支配者となった25。 

 家父長主義に基づいて教会が構築した「正統的」なキリスト教解釈によると、女性は堕

落以前の創造の時点ですでに男性に対して従属的であり、堕落の罪によってよりいっそう

男性から支配されることになる。パウロは次のように信徒に語り掛けている。「すべての男

の頭はキリスト、女の頭は男、そしてキリストの頭は神であるということです。…男は神

の姿と栄光を映す者ですから、頭に物を被るべきではありません。しかし、女は男の栄光

を映す者です。…男が女のためにつくられたのではなく、女が男のために造られたのだか

らです」（一コリント十一章三、七、九）。ここでのパウロのロジックは、次のようにも展

開できる。すなわち、キリストが男の形で受肉しなければならなかったように、男性だけ

がキリストを代表する資格を持つ。教会の長であり花婿であるキリストは、当然、男性で

あるから、彼を代表する聖職者もまた男性でなければならない。こうした考えは、今現在

でも実際に根強く残っており、キリスト教教会の家父長的構造を保存させている。 

それに対してリューサーは、以下のように反論する。制度としての教会はその家父長的

構造を改革し、すべての指導的地位に女性が完全に参加する権利を認めなければならない。

贖われた人間を代表する教会は、特にその機構の中で男女の平等を実現すべきである。性

差別は、人間の罪深さと真なる存在からの疎外とを表現している。家父長制の支配から回

心することで、女性も男性も人間性の新しいヴィジョンに目覚める。したがって、教会は

私たちのすべての関係を作り直すように要求する課題を背負っている26。 

リューサーの経験則によると、多くのクリスチャンにとって、そのための唯一の方法と

考えられているのは、自律的なフェミニスト的基礎共同体を作り、救済を家父長制からの

解放として理解し、この問題について考え行動する、ということである。例えば、経験を

分かちあう意識高揚のためのグループ、それに加えて当該問題の勉強と分析を行うグルー



 

59 
 

プ、共に礼拝を守るグル—プなど、様々な集団が想定できるだろう。しかし、フェミニスト

的な基礎共同体の形成は、必ずしも制度的教会をセクト的に拒絶することを意味しない。

そのようなフェミニスト的共同体に主たる支えを見出す人であっても、制度的教会生活の

諸構造に参画することは可能である。またそれとは逆に、フェミニスト的共同体の一部構

成員は、各個教会の会員または聖職者、宗教的組合のメンバー、神学校の教師、教派に雇

われている人々であることもある。そうした人々は、一方ではフェミニスト的基礎共同体

によって、社会的行動のためのより急進的なヴィジョンを保持すべく、指示を受けること

になるだろう。他方で、このような基礎的グループにおいて開発された新しい礼拝式、神

学思想、社会的行動などが、既存の制度的教会に影響を与える。制度的教会の少なくとも

一部の部門に「解放区」を作ることが、この基礎共同体の使命のひとつとなるのである27。 

ただしそこには重要な注意点がある、とリューサーは指摘する。それは、保守的な一般

信徒が、一般信徒の投票権と資金援助力を行使して、フェミニスト的意識を持つ聖職者が

教会の言葉や社会的使命を変更しようとするのを阻むことである。そのような一般信徒は、

どのような形であれ教会を解放と結びつけて理解することには敵対的である。成人の教理

問答と聖職への参加の新しい制度を作り、解放の共同体としての教会の神学と実践を人々

に教育できねばならない。教会の意味について共通の信念が確立され、信仰と実践のさら

に深い意味が進んで追求されることが求められるのである28。 

リューサーは平等の原則に立つ新しいキリスト教を追求する際に、教会成立期の最初の

百年間に弾圧された「異端」に注目する。リューサーによると、異端のなかには、キリス

ト教が持つ別の可能性が今でも一部見え隠れしている。とりわけ、一世紀から三世紀にか

けての初期の諸集団の一部の思想が、男女の平等主義を理由として異端と見なされたこと

は、注目に値する。例えば、モンタノス主義は、聖霊によって賦与される預言者的才能が、

男性にも女性にも等しく与えられると考えていた。モンタノス主義においては、女性は預

言者としての平等な権威を与えられていただけでなく、通常の聖職にも平等な資格で参加

していたともいわれている。また、グノーシス主義は、初期のキリストの女弟子に使徒的

権威を認めている。キリストによって同じように贖われた男女は、教会の主導権において

も対等であるべきだとも言える29。 

リューサーの見立てでは、リーダーシップからの女性の除外、すなわち教会での聖職叙

任は、人間性と神とキリストに関する見解に従って考えられている。トマス・アクィナス

の主張によると、もしもキリストが、人類の完全性と神の本質の両方を表すために男性で
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なければならないならば、聖職には男性だけが叙任されることになる。女性が完全な人間

性を欠いているという人間学的前提は、公的なカトリック教育によって引き続き強制され

ている。しかも、エペソ五章二十二節以下に書かれている象徴的な類推によって30、女性

を聖職者の役割から排除することが補強されるのである。キリストが教会の頭であるよう

に、夫が妻の頭であり、教会がキリストに従うように、妻もまた夫に従うべきである。こ

のような類推によって人間の男女から一段上に昇格された教会では、男性が女性の上にあ

るように、司祭が信徒の上にある。そうしたヒエラルキー構造に基づき、教会はキリスト

の代表者として、人間の男女関係に規範を与えようとする。そうした権力構造にもとづい

て、教会は女性がリーダーシップを求めることをエバの罪の反復であることとして拒否す

る。教会の基本的な秩序は、司祭、司教、総主教、または教皇の形で家父長的階層構造に

まで拡大されているのである31。 

初期のイエスの運動において、イエスが神をアッバと呼んだのには、血縁からの共同体

の解放や、主人と使用人の関係に基づく人間の支配従属関係からの共同体の解放という理

由があった。福音書の伝統では、イエスの新しい共同体に参加することは、伝統的な家父

長的家族の関係を新しい共同体に置き換えられる。マタイ福音書二十三章一から十節によ

れば、アッバである神と関係することは、イエスの共同体においてすべての父―子、主人

―使用人関係が廃止されることを意味する。「だれも父、主人、主と呼んではならない」の

である。後にアッバとしての神は、帝国主義的な「聖なる父」になり、神の父性と王権を

使って、自らの他者に対する権力の行使を正当化してきた。したがって、「人間ではなく、

神に従え」という呼びかけは、女性の才能が十分実現される新しい共同体をつくることを

求める神の呼びかけである、とリューサーは言う32。 

リューサーによると、フェミニスト的な解放の共同体は、教会を家父長制から解放し、

聖職権主義を廃止しなければならない。「聖職者は、神と一般信徒の間の仲介者の道具を独

占する。聖職者だけが神学的訓練に権威を与えることができる。説教し、教え、教会を運

営する権威を認められている。サクラメントを行う権力を持つ」33。ただし、聖職とは、

新しい形で互いの解放の手段として権力を行使することであると理解されなければならな

い。教会の聖職権主義からの解放は、サクラメントを教会の救いの生活を表現するものと

して取り戻すことを意味する。解放の共同体の聖職は、一部の人々に特別な才能を認め、

それ独自の役割が各自にあることを前提とする。確かに、ある人は教師として、ある人は

運営者として、ある人は礼拝式の詩人または芸術家として、ある人は共同体組織者として、
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それ自身の役割が特化されるが、そのことは共同体全体に権力を与えるためである。聖職

者の活動は、共同体の中の各人の特別な才能を引き出し、他人のためにこれらの才能を開

発するものでなければならないのである34。 

 

 

四 フェミニスト神学の未来―むすびにかえて 

フェミニスト神学は、キリスト教の今までの男性中心的なあり方に疑問を投じ、新たな

キリスト教理解を提示する。その思想潮流はすでに看過できないものにまで育っており、

キリスト教における重要な声となっている35。キリスト教が抱える歴史的な問題性は、キ

リスト教自体が初期の段階に有していた様々な可能性を切り捨て、特定の教会制度や神学

思想を正統なものとして選択したことに関連している。それゆえに、フェミニズムの問題

提起は、キリスト教の根本的な批判的検討を要求するのである36。 

そのことによって、キリスト教が過去に捨てたり抑圧したりしてきた可能性の再評価が

果たされ、新しいキリスト教形成の可能性が切り開かれる。フェミニスト神学が、単に否

定的な視座にのみ立脚しているのではない点にも注目しなければならない。フェミニズム

が一枚岩でないように、フェミニスト神学にも、キリスト教の徹底的な否定論から伝統の

再生論まで多様な議論が交錯しており、単純な総括を行うことはできない。デイリーの全

面的なキリスト教批判と比べて、リューサーはキリスト教の再構築の可能性を認める仕方

で独自の神学を形成しており、その議論はフェミニスト神学にとってだけではなく、キリ

スト教教会の改革を論じる際にも示唆的である。リューサーは、デイリーやラディカルな

フェミニストたちと違って、あくまで教会の内部に留まりつつ、その組織の変革を目指し

ている。小松加代子によれば、デイリーのように教会を断罪し、教会から去ることを宣言

し、新しい言葉や神学を創ろうと試みるデイリーの行為は、教会に疑問を持っていた女性

たちに勇気を与えた37。リューサーもデイリーのフェミニストとしての勇気に対して肯定

的な評価を与える。 

 

その激しい怒りへの旅に出る勇気――多少の狂気さえ厭わない――なしに、性

差別の悪の根深さを本当に理解することはない。メアリ・デイリーのようなフェ

ミニスト思想家の重要性は、彼女自身がその旅を深く追求した上で、正直であろ

うとする他の女性も自分の後に続くように主張するところにある。彼女は、男性
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による性差別の十字架に架けられる女性の「受難劇」を私たちの眼前に展開して

みせる38。 

 

リューサーによると、フェミニストの解放の神学は、教会を解放の共同体として理解す

るところから始まる。性差別からの解放に使命を見出す共同体がなければ、聖職などの問

題のすべては無意味になる。性差別からの回心とは、家父長制的イデオロギーや、性別役

割分業から自らを自由にするとともに、このようなパターンから社会構造を解放するため

に努力することをも意味する。歴史的な教会が新しい指導力と神学によって変容する第一

歩にとって、家父長制からの解放として福音をとらえる女性の聖職者の意味は大きい。そ

の聖職者は、包括的な言語を使用し始めるだけではなく、解放への呼びかけを反映するよ

うに礼拝式を変容しようとする。聖職者が主導する各個教会の革命において困難なのは、

聖職者が適切な時に、聖職者としての特権を手放し、信徒と権力を分かち合い、説教、教

育、社会活動を行うことを、めったに進んでしないからである39。 

制度的教会から脱して、フェミニストの基礎共同体に参加するのは、自由な空間を作り

出し、そこから制度的教会に新しい可能性を伝えるためである。歴史的教会の変革という

責任を真摯に引き受けるからこそ、解放された生活を共に育て支える共同体を持つことが

不可欠なのである。その点で、解放の共同体としての教会を作り、聖職権主義を放棄する

必要がある40。教会は、一般信徒から力を奪う支配する聖職者階級ではない。解放された

教会においては、聖職者と共同体は、動的に相互に関係している。教会共同体についての

リューサーのこうした意見は、理想主義的に見えるかもしれない。これまでのキリスト教

教会の歴史を振り返れば、事態は逆であったと言えるかもしれない。そのことは、リュー

サーも自覚している。それと同時に、男性中心主義や聖職権主義に立ち向かう力もまた、

キリスト教はその源泉に持っている。「贖いの共同体としての教会は、伝道において、イエ

スについて危険な証言をし続ける。それは報復の危険を冒すものであり、現存の権力から

の敵意と反撃の只中で、その自由で祝福された動力を維持し続けなければならない。何度

も繰り返して、それに失敗し、支配の協力者になってしまった。しかし、イエスの記憶と

神の知恵の力は、それ［イエスの危険な証言をし続けること］が何度も繰り返されるよう

に力を与える」41。 

教会がもう一度、信頼を取り戻すためには、かつての宗教改革のように、教会全体によ

る深刻な悔い改めが必要になるだろう。そのためにキリスト教共同体は、人類が皆解放さ
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れるまで、どのような教会も、どのような世界も、決して解放されることはないと認める

べきではあるまいか42。 
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