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キリスト教学研究室紀要 

第 5号 2017年 3月 107～116頁 

 

学会報告：福音主義神学協会 

(Evangelical Theological Society) 

岡田勇督 

 

【概要】 

 アメリカ大統領選挙の結果に世界中が揺れる中、2016年 11月 15 日から 17 日にかけて、

アメリカ中南部テキサス州サンアントニオにおいて、福音主義神学協会(Evangelical 

Theological Society 以降 ETS)の第 68 回大会が開催された。同協会のウェブサイト

(http://www.etsjets.org/)によれば、「ETS は聖書的学者、教師、牧師、学生、そして他の福

音主義的な学問に携わる者たちによる専門的・学問的な団体」であり、「保守的、福音主義

的、聖書的学問を促進することによってイエス・キリストとその教会に仕える」ことを目

的としている。同協会は毎年年次テーマを設定して集中的な議論を試みており、今年度は

「三位一体」(The Trinity)が選ばれて多くの発表が執り行われた。この報告は、本大会の概

要を紹介することによってアメリカにおける福音主義キリスト教の一動向を探ることを目

的とする。 

 

【参加者の数・層】 

運営に問い合わせたところ、正式な数字ではないが、全体での参加人数はおよそ 2600 人

ほどということであった。個人発表やパネルなどの総発表数は 600 ほど、一つの時間帯に

30 もの部会が並行して行われた。これらの数字からだけも、日本の一般的な学会水準から

いうとかなり大規模な大会であったことがわかる。アメリカにおける福音派の層の厚さが

窺われた。 

参加者の出身を見てみると、当然のことであるがアメリカ国内の福音派神学校・大学が

大半を占める。これに加えてカナダ、イギリス、オーストラリア、シンガポールなど英語

圏からの参加者が散見されるが、全体からいえばかなりの少数派といえるであろう。報告

者の出身である日本も少数派であるが、同じアジア系でも韓国からの参加者はかなり多い

印象を受けた(この中には韓国系アメリカ人も含まれているため、もちろんこれは印象論に
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過ぎない)。一つ注目すべき点として、大多数のアメリカ人に混じってスコットランドから

の参加者が比較的多いように思われた。セント・アンドリューズ、アバディーン、エディ

ンバラなどの名前を見ることができる。 

 

【プログラム】 

本大会のプログラムは、ETS のホームページにある以下の URL で閲覧可能である(2017

年 3 月 13 日アクセス)。 

 

http://www.etsjets.org/files/annual_meeting/2016_Program/Complete%20Program%20Lo_

Res.pdf 

 

 発表数があまりにも多いため、個人発表などに関する情報は省略し、各部会のタイトル

を概観することによって大会の大まかな概略を確認しよう。もともとのプログラム上でな

されている区分ではないが、便宜上全体を五つに分けることにする。すなわち、大会テー

マである〈三位一体〉と、神学の一般的な区分である〈聖書〉〈歴史〉〈組織〉〈実践〉の神

学である。なお、全体におけるテーマの広がりを見るという目的のため、重複する部会は

できる限り省略した。したがって、この概略表の量の多さが発表数の多さを意味するわけ

ではない。また人名や所属は、検索の便宜のためできるだけ英語のまま残した。 

 

〈三位一体〉 

福音主義哲学協会(三位一体論)、C.S.ルイスの三位一体論、ピューリタンの三位一体論、二

世紀の文献における三位一体論思想とその発展、美学・倫理・言語、教会史 18-19 世紀、

教会史一般、聖霊論、実践神学、組織神学、初代教会、教会論、旧約・新約研究、三位一

体における服従と従属、三位一体内における関係性、イスラームと三位一体、無誤性

(Inerrancy)と三位一体、二世紀の三位一体論と宣教のコンテクスト、Colin E. Gunton と三

位一体神学の前途、聖書神学：三位一体と神の同一性、旧約聖書神学と三位一体、三位一

体神学：古典的三位一体論における有用な素材、モーセ五書における三位一体、合評会：

Kendall Soulen, "The Divine Name(s) and the Holy Trinity"、三位一体と神学の問題としての

生命倫理 
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〈聖書〉 

解釈学：E.D.ハーシュの聖書解釈学に対する寄与、応用言語学と聖書の言語：ヘブライ語・

ギリシャ語の読解を学ぶ、聖書の文学、解釈における他者の声、聖書神学、七十人訳聖書、

合評会：”Invitation to Biblical Hebrew Syntax”、合評会――Michael Licona "Why Are There 

Differences in Gospels?" 

【新約聖書関連】――文法、共観福音書、福音書、新約聖書神学とその背景、ルカ文

書、ヘブライ人への手紙、牧会書簡、パウロとその神学、ヨハネ文書：統一性と多様性？、

テクストとテクスト批評、公同書簡の「聖典」的アプローチ、ヘブライ人への手紙：ヘ

ブライ人とあがない、ローマ人への手紙、聖典・テクスト批評・外典、近年の共観福音

書に関する問題、ルカの主要な解釈者たち、新約聖書の背景：ギリシャ・ローマ世界に

おける恵みと信仰、初期ユダヤ文献と聖書：第二神殿時代のユダヤ教文学と新約聖書解

釈、新約聖書聖典・テクスト批評・外典文学：新約聖書において論争されている書、新

約聖書のギリシャ語と釈義：説教におけるギリシャ語の使用、 

【旧約聖書関連】――総論、モーセ五書、聖戦と死、テクスト批評とマソラ、背景と

翻訳、歴史書、ヨブ記と伝道者の書、詩編とヘブライ詩：詩編におけるキリスト論と聖

霊論、預言書と黙示文学、知恵文学：「知恵文学」は死んだのか？、黙示録：預言と終末

論における大地、創造論：時間軸と創世記 5、11 章の系譜学、旧約聖書の物語文学：間

テクスト性と旧約聖書、近東考古学協会：旧約聖書考古学、旧約聖書の背景：古代近東、

ヘブライ語聖書におけるテクスト戦略：書記のテクスト戦略、旧約聖書の背景と古代近

東：古代近東における旧約聖書の協定と契約 

 

〈歴史〉 

バプテスト研究：アメリカにおけるバプテストの牧会神学者、教父・中世史：教父時代に

おける神の省察、ウェスレー研究、教会史：教父時代・15-17 世紀・17-18 世紀・18 世紀・

19 世紀から現在、トランス・ジェンダーと性別違和症候群(Gender Dysphoria) の福音主義

的評価、1700 年以降のキリスト教史と思想：ビリー・グラハムとその周辺、アメリカのキ

リスト教：アメリカのアイデンティティ、キリスト教ナショナリズム、アメリカの立ち位

置、福音主義とジェンダー、アドベンティスト神学協会、進歩的契約主義(Progressive 

Covenantalism)、アメリカのキリスト教：アメリカの歴史神学における論争点、神のモデル：

ジョナサン・エドワーズの神、宗教改革研究：最初期宗教改革、宗教改革の神学：Fred 
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Sanders "The Triune God"への応答、聖公会神学：J.I.パッカーの生涯と神学を称えて、アメ

リカ神学と文化の声：Wendell Berry の教育と召命、メシアニック・ジュウ研究：歴史、神

学、実践、Greg Peters "The Story of Monasticism"における諸テーマの検討、アジア/アジア

-アメリカ神学 

 

〈組織〉 

総論、キリスト論、解釈学、組織神学の方法論：神学的方法論の探求、分析神学と福音主

義神学、イスラームと福音主義キリスト教：生産的な対話は可能か?、分析神学：キリスト

教徒とイスラーム教徒が礼拝しているのは同じ神なのか?、キリスト教倫理：公の存在とし

て: 教会的行動の射程を定める、合評会"Modern Art and the Life of a Culture"、生命倫理、

ホモセクシュアリティ・聖書・教会に関する二つの見解、労働者と賃金：神学的倫理学に

おける諸問題、キリスト教と文化：多様性・移民・受け容れに関する省察、福音主義とジ

ェンダー、創造論プロジェクト 

 

〈実践〉 

カウンセリングと牧会の神学：テクノロジーと関係性、実践神学：説教学・牧会神学・精

神的形成とキリスト教教育、教会論：サクラメントと教会論、聖書的礼拝：福音主義的礼

拝における形式と自由、牧会神学：現代の牧会神学者、精神的形成・聖別：精神的形成の

学校、言葉・意識・方法論、教会・神学校・神学教育の将来、グローバルコンテクストに

おける聖書と神学：グローバルな視点から見た教会論、アカデミックキャリア・セッショ

ン 

 

大会テーマの三位一体論関連の部会においては、聖書・歴史・組織・実践を問わず多く

の発表がなされた。特にこの会を共催している福音主義哲学協会(Evangelical Philosophical 

Society: EPS)はすべての部会において三位一体に関する個人発表とパネルを開催し、集中

的な議論を行った。 

全体的な傾向として、聖書神学関連の発表が本数としても多く、プログラムの中でも充

実していた。これは聖書に強調点をおく福音派の特徴の現れと言えるであろう。福音派と

いう特徴は特定のテーマとしても至るところに見受けられる。例えば、〈ビリー・グラハム〉

や〈聖書の無誤性〉に関する部会はその典型といえるであろう。その他にも〈性〉や〈イ
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スラーム〉の問題など、アメリカのキリスト教が対話を必要としている課題に関するもの

も散見される。報告者はこれらのセッションに足を運ぶことはできなかったため、どのよ

うな議論がなされていたのかは明らかではないが、これらのテーマが共通の問題意識で論

じられていることは指摘に値する重要な事柄であろう。 

 

【基調講演】 

 基調講演では計 5 名の神学者たちが講演を行った。必ずしもというわけではないが、そ

れぞれの講演は多かれ少なかれ大会テーマの三位一体に関連するものとなっていた。         

Fred Sanders (Torrey Honors Institute, Biola University)は「福音主義的三位一体と神学諸

分野の統一性」というタイトルで講演を行った。「三位一体は偉大(big)である。ゆえに、わ

れわれは三位一体の神を称える(magnify)」を出発点として、三位一体が救済史のなかで持

つ意味、位格内での相互関係から導き出される宣教、弟子性そして終末論など、広範にわ

たる議論が展開された。タイトルとの関係でいえば、Sanders の講演は三位一体論を福音主

義神学の基盤として据えることによって、神学諸分野の統一性を確認するものである。も

ちろんその広がりにおいては彼の議論はスケッチ以上のものではない。しかし彼はこの機

会に自らの三位一体論を出版しており(The Triune God, Zondervan, 2016)、さらにこの著書

は Zondervan 社の「新教義学研究」(New Studies in Dogmatics)の一部をなしており、この

線にそって今後他の神学者との共同作業が続いていくものと思われる。同出版社のウェブ

サイトから一部を引用すると、「新教義学研究は、現代神学を刷新するためにキリスト教教

義学の豊かさをとりもどすことを試みる。G.C.Berkouwerの教義学研究の伝統に沿いつつ、

この叢書は考え抜かれ、簡潔で、読みやすい形で主要な神学的主題を扱い、現代福音主義

の読者に対して聖書的、信条的、教派的なキリスト教教義学の輪郭を表現する」というこ

とである。 

 Gerald R. McDermott (Beeson Divinity School)は「三位一体はどのように世界宗教への取

り組みを統制すべきか」というタイトルで、宗教の神学について論じた。彼はジョン・ヒ

ックなどの宗教多元主義を批判対象として取り上げ、多くの宗教の背後にある究極的実在

へと目を向けることによって諸宗教間の相違を相対化する普遍主義(Universalism)に警鐘を

鳴らす。彼によれば、これに対して強調されるべきはむしろキリスト教の神がもつ三位一

体的特殊性(Trinitarian Particularism)であって、これによって仏教やイスラームなどに対す

るアイデンティティを確認することが可能である。結論として、宗教の神学においてキリ
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スト教は三位一体的特殊性を保持し、むしろこれを基盤とすることによって諸宗教との対

話を進めていかなければいけないことが強調された。 

 他の講演者は基本的に福音主義神学
．．

協会の招待であるが、Alister E. McGrath (University 

of Oxford)は福音主義哲学
．．

協会に招かれて、「信仰の合理性：キリスト教によってどのように

物事が理解可能になるか」というタイトルで講演を行った。McGrath の名前は福音派の内

外を問わず、日本でも名の知れた神学者である。彼の著した "Christian Theology: An 

Introduction"と The Christian Theology Reader” (Willy Blackwell)は今年で 25 周年になり、

同書に関連した McGrath 自身の別のレクチャーも後で出版社によって企画されていた。講

演は基本的に、彼が長年追求している「科学的神学」(Scientific theology)の内容を、「合理

性」(Rationality)という概念を軸として語りなおすものであった。R. ドーキンスらに代表さ

れる新無神論が合理性という点において宗教批判を行うことに対して、McGrath はむしろ

キリスト教の世界の見方そのものが合理的であることを指摘し、それを C.S.ルイスなどの

引用を用いてあとづける。自然科学などによって説明される個々の事象が理解可能になる

最良の説明は神の存在を仮定することであり、キリスト教はむしろ合理性という札を積極

的に切っていくべきであることが促され、キリスト教に関わる個々の理論的問題に関して

従事する研究者たちへの奨励が行われた。 

Daniel B. Wallace (Dallas Theological Seminary/Center for the Study of New Testament 

Manuscripts) は ETS の会長として登壇し、「中世写本と現代福音主義：過去からの教訓、

将来への手引き」と題して自らの専門分野である中世の聖書写本学から講演を行った。キ

リスト教初期の写本に見られる福音書の並び方の違いや、スクロール、コーデックスから

グーテンベルクを経て情報化時代に到るまでの聖書の媒体に関する専門家らしい話題を中

心に据えつつ、聖書に向かい合う際に何人も自らの伝統から自由ではないことを彼は強調

する。Wallace 自身は改革派という背景を有しているが、その伝統を絶対化することや、福

音主義神学協会 (Evangelical Theological Society)を福音主義改革派協会 (Evangelical 

Reformed Society)にしてしまわないように彼は自戒する。つねに自らの伝統を自覚しつつ、

主にある兄弟としての他の少数派を尊重しつつ、源泉に立ち返ること(ad fontes)こそ、写本

を扱いオリジナルの原典に迫る仕事から学べることであり、この観点は現代の福音主義も

学ぶことのできるものであると主張した。 

最後の基調講演を勤めるのは Scott R. Swain (Reformed Theological Seminary)。「近年の

思想における聖書と三位一体：批評・分析・建設的提案」という題目で、三位一体の聖書
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における基礎づけ、ないしは関係づけという古典的なテーマを取り扱った。まず、信条に

おいて定式化される三位一体が聖書に含まれているとしたら、それはどのような三位一体

か、そしてどのような形で含まれているのかという問いが立てられ、リチャード・ヘイズ

の議論に依拠しつつ、〈聖書〉と〈三位一体〉の関係は〈実際に話された言語〉と〈文法〉

の関係に似ているということが確認された。そして、具体的に聖書に現われる三位一体に

ついて、出エジプト 3:14 や I コリント 8:6 などにおける神名の考察と結びつけて探求がな

された。そこでは神名の①一神教的パターン(イエスと聖霊をイスラエルの神と同定する)、

②関係的パターン(相互の関係性を語ることによって三者の区別を強調する)、③形而上学的

パターン(キリスト〈によって〉、キリスト〈において〉など、前置詞を用いて表わされる位

格の形而上学的位置づけ)の三つが区別され、それぞれが聖書に現われる三位一体の典型的

なパターンを示していることが主張された。 

 

【全体を通しての所感】 

 既に述べたことではあるが、全体を通した印象として感じたのは、英語圏(特にアメリカ)

における福音派の層の広さと厚さであった。参加者に関していえば、一方で McGrath など

世界の第一線で活躍する神学者から、現場で働く牧師や宣教師などの所属もプログラムの

中には見出せる。余談ではあるが、報告者が発表を行った福音主義哲学協会の三位一体論

に関する部会では、省庁に勤務しながら趣味で神学を学び、この学会で発表を行っている

参加者にも出会った。このような参加者の多様性は、教会・宣教地・大学・神学校などの

広いフィールドにおいて理論と実践を架橋する可能性を提供しているといえる。 

 また多様性という点でいえば、福音派の内部における諸々の立場にも多様性が見られた。

これに関する印象的な問題の一つとして〈進化論〉に対する態度が挙げられる。同大会で

は大きなホールを用いて書店や各種団体・神学校などがブースを出展する展示会が行われ

ていたが、ホールの入口近くにあった出版社 Zondervan ブースの最前列には『進化論：聖

書と自然は肯定している』という新刊書が平積みになっていた (Denis Lamoureux, 

Evolution: Scripture and Nature say Yes, Zondervan, 2016)。しかしその一方で、全く同じ

ホールの別のブースでは逆の立場の団体が出展を行っていた (Answers in Genesis: 

https://answersingenesis.org/)。このように、進化論のようなアメリカ福音派にとって古典

的な問題に始まり、性やイスラームなどの近年特に注目されているトピックに到るまで、

福音派の内部においても右から左までさまざまな立場が混在しており、一言でまとめてし
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まうのは容易ではない。ETS はこのような多様性を内部に確保しつつ、これらが信仰と学

問性を基盤として対話を行うことができるような交流のプラットフォームとして機能して

いるということができるであろう。 

 また、福音派の社会や時代に対する姿勢に関しても考えさせられる機会があった。この

学会に先立つ 11 月 8 日、世界が注目するアメリカ大統領選挙において共和党のドナルド・

トランプ氏と民主党のヒラリー・クリントン氏が争い、トランプ氏が選挙人の過半数を獲

得して大統領になることが決定した。この選挙に関してはさまざまな分析が行われたが、

〈人種〉や〈ジェンダー〉の他に〈宗教〉がこの結果を大きく左右することになったのは

統計から見てとることのできる事実である。例えば CNN の出口調査によると、「ボーンア

ゲイン、あるいは福音派のキリスト教徒」の 80%が共和党に票を入れ、「そうではない」人々

が共和党に入れた 34%という数字を大きく上回っていることが明らかになっている

(http://edition.cnn.com/election/results/exit-polls、2017 年 3 月 13 日アクセス)。新大統領の

誕生に、この福音主義神学協会の構成員が指導的な立場をとっている神学校の学生たちや

教会の信徒たちが多くかかわっていたことは間違いない。 

 しかし、アメリカだけでなく世界を揺るがしたこの大統領選挙の結果について、管見の

限りでは今学会中誰一人として口を開くことはなかった。もちろん、半年も前に発表の梗

概を提出していた個人発表者たちがこの結果について語ることができなかったのは当然で

あり、基調講演を行ったアメリカ福音派の指導者たちも、大会のメインテーマである三位

一体論に関連した講演を用意していた以上、そこに政治の話題をすこしでも盛り込むこと

は難しかったのかもしれない。しかし自分たちが望み、作りだした政権について、あえて

話題を避けているかのように口をつぐんでいるのは、少なくとも外国人として参加した報

告者にとって奇異に思われた。 

 この違和感は間もなく確信に変わる。福音主義神学協会の直後、同じ会場においてアメ

リカ宗教学会(American Academy of Religion: AAR)が開催され、報告者もこれに参加した。

AAR は規模も大きく多様であり、簡単に要約することが難しい学会であるが、基調講演に

おける論調は福音主義神学協会のものと大きく異なっていた。講演者たちは二週間前に起

こった大統領選挙の結果を踏まえて書かれた原稿をもとに、会場に集まったアメリカの宗

教研究者たちに対して檄を飛ばした。AAR 会長にしてユニオン神学校の学長である Serene 

Jones は、アメリカがファシスト国家になってゆくとはっきりと宣言したうえで、ジェイム

ズ・ボールドウィンなどの言葉を引用しつつ、宗教研究者がしいたげられたものたちと共
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働する「革命的な愛」(Revolutionary Love)について雄弁に語った。また牧師であり全米黒

人地位向上協会(NAACP)の会長でもある William Barber II は激烈な口調で、今アメリカで起

こっているのは右・左という政治の問題ではなく、暴力に加担するか反対するかというモ

ラルの問題であると叱咤し、会衆を揺るがした。この論調の違いは一体どこに起因してい

るのであろうか。報告者の目には、両学会における選挙結果への態度はアメリカにおける

価値の分断を象徴しているように思われた。 

これらあらゆる点も含めて、今大会はアメリカ福音派の活動・影響力などを確認するの

に良い機会となったといえるであろう。また同時に、神学研究をどう進めるか、社会へと

どう関わるかについて、この学会は日本のキリスト教にとっても問いを投げかけるものと

なる。日本のキリスト教はアメリカの福音派に対してどのような態度をとってゆくのか。 

いずれにせよ、アメリカ福音派という 21 世紀の世界においても重要なこのキリスト教の

動向は、今後も詳細に追跡するに値すると思われる。 
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