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No.15          義⼈は、信仰によって⽣きる 
 

はじめに 
 

●ひとつの聖句を⼼の中に刻みたいと思います。そのひとつの聖句とは、「義⼈は、信仰によって⽣きる」という

ことばです。このフレーズは、へブル⼈への⼿紙では 10 章 38 節にあります。へブル⼈への⼿紙 10 章 35 節〜39

節を読んでみましょう。 
 

35 あなたがたの確信を投げ捨ててはなりません。それは⼤きな報いをもたらすものなのです。 

36 あなたがたが神のみこころを⾏なって、約束のものを⼿に⼊れるために必要なのは忍耐です。 

37 「もうしばらくすれば、来るべき⽅が来られる。おそくなることはない。 

38 わたしの義⼈は信仰によって⽣きる。もし、恐れ退くなら、わたしのこころは彼を喜ばない。」 

39 私たちは、恐れ退いて滅びる者ではなく、信じていのちを保つ者です。 

 

LB 訳では次のように訳されています。 

 
35 すばらしい祝福が待っているのですから、どんなことがあっても、主を信じ続けなさい。 やがて主から受ける報酬を、 

いつも思い起こしなさい。 

36 神様の約束されたものを、そっくりいただきたいと願うなら、神様の御⼼を、忍耐強く実⾏しなければなりません。 

37 キリスト様のおいでになる⽇が、これ以上遅れることはありません。 

38 信仰によって、神様の前に正しいと認められた⼈たちは、どんなことででも主を信じ、信仰によって⽣きなければなりませ 

ん。しりごみするような⼈を、神様は喜ばれません。 

 

●このヘブル⼈への⼿紙を書いた著者の⽬的とするところは、この⼿紙を読む者を信仰に導くことです。特に、信

仰の創始者であり、完成者であるイエス・キリストに⽬を向けさせることでした。39 節に「私たちは、恐れ退い

て滅びる者ではなく、信じていのちを保つ者です。」とありますが、この意味するところはなんでしょう。当時の

迫害において、信仰から離れる者もいましたが、そこまでいかなくても、信仰が弱くなってしまったクリスチャン

がいたようです。現代の⽇本においては、迫害はありませんが、世界でも前例のない稀に⾒る⾼齢化社会を迎えよ

うとしています。迫害はなくても、信仰の意識の薄れは否応なく襲ってきます。別な意味で、信じることの意識の

後退が起こります。しかし、たとえ、そうであったとしても、それは決して「滅びに⾄る」ものではありません。

神の恵みが滅びることを許しません。信じる者の安全は不動なのです。もしこの神の恵みがなかったならば、だれ

も救われることはありません。「義⼈は、信仰によって⽣きる」からです。 

 

1. わたしの義⼈は、信仰によって⽣きる 
 

●「義⼈は、信仰によって⽣きる」というこのことばは、実は、旧約聖書にある預⾔書ハバクク書 2 章 4 節にある

ことばです。新約聖書では以下の 3 箇所に引⽤されています。それぞれ同じ箇所のみことばを引⽤していても、そ
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の強調するポイントが異なります。 

 

(1) ガラテヤ書 3 章 11 節―「義」 

●神の前に義と認められるのは何によってかというところに焦点が当てられます。神の前に義と認められるのは、

律法を⾏うことによってではなく、ただ信仰によってのみ義とされるということ。この場合の「義」とは、神に受

け⼊れられ、神に喜ばれることを意味するかかわりのことです。つまり、「義」とは「正しいかかわり」(関係概念)

という意味です。ですから「義⼈」とは、神から⾒て正しいかかわりをもっている⼈ということになります。しか

し、神から⾒て正しい⼈というのは、道徳的・倫理的に⽴派とか、品⾏公正な⼈という意味ではなく、あくまでも

神を信じる⼈、どこまでも神を信じる者だということです。 

 

(2) ローマ書 1 章 17 節―「信仰」 

●神を信じる信仰―特に「イエス・キリストを信じる信仰」に焦点が当てられます。信仰による救い、信仰による

勝利が強調されています。 

 

(3) ヘブル書 10 章 38 節―「⽣きる」 

●信仰によって⽣きることに焦点が当てられています。特に、旧約聖書に登場する⼈物が取り上げられています。

その頂点にイエス・キリストがおられます。この⽅こそ、信仰の創始者、信仰の完成者として紹介され、その⽅か

ら⽬を離さないように、と勧告しています。ヘブル書が提⽰している「義⼈は信仰によって⽣きる」というみこと

ばは、「⽣きる」というところに焦点が当てられています。11 章では、信仰によって⽣きるとはどういうことかを、

旧約に登場する具体的な⼈物を取り上げながら、信仰によってどう⽣きたかについて記されています。これから私

たちも、その中から幾⼈かの⼈物を取り上げて学んでいく予定ですが、その前に、「信仰によって⽣きる」という

「信仰」とは何か。へブル⼈への⼿紙 11 章 1 節には、その信仰の定義が記されています。まずそこから⾒ていき

たいと思います。ただしこの信仰の定義は、へブル書のいう定義です。パウロならば、「信仰とは、神が遣わされ

た御⼦イエス・キリストを信じる信仰」と定義するでしょう。しかしへブル⼈への⼿紙の信仰の定義は、また違っ

た意味で定義されているのです。 

 

2. ダイナミックなヘブル的信仰の定義 
●ここに同じ⾔葉で訳されている「望んでいる事柄」とは、いったい何でしょうか。私たちがそれぞれ⾃分勝⼿に

思い望んでいることでしょうか。「こうしたい、あれしたい、これがほしい、あれがほしい、こうであったらいい

のに」という類のことでしょうか。これが信仰の定義だとは到底思いません。それは信仰ではなく、利⼰的な願望

です。では、ここでいう「望んでいる事柄」とはどんな意味でしょう。実は、ヒントは 11 章 1 節に記されている

のです。この⼿紙はヘブル⼈(ユダヤ⼈のこと)である著者が、クリスチャンになったユダヤ⼈(へブル⼈)に宛てた

⼿紙です。ユダヤ⼈たちのある特異な表現⽅法というものがあります。詩篇でもそうなのですが、同じ内容のこと

を、別な⾔葉で表現し直す「同義的並⾏法」(パラレリズム)という叙述⽅法があります。たとえば、詩篇 15 篇 1

節に次のような表現があります。「主よ。だれが、あなたの幕屋に宿るでしょうか。だれが、あなたの聖なる⼭に

住むのでしょうか。」この場合、「あなたの幕屋に宿る」ことと、「あなたの聖なる⼭に住む」ことは同義なのです。 
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●へブル⼈の⼿紙 11 章１節も実は同様に理解することができます。

もう⼀度⾒てみましょう。 

「信仰とは、望んでいる事がらを保証する(確信させる)もの」 

「信仰とは、⽬に⾒えないもの(事実)を確信(確認)させるもの」 

つまり、「望んでいる事柄」= 「⽬に⾒えないもの」とは同義です。

「保証するもの」= 「確信させるもの」も同義です。「望んでいる事

柄」と「⽬に⾒えないもの」とが同義であるならば、それは「天に

あるもの」、あるいは「永遠の事柄」ということになります。私たち

の望んでいる事柄は⼤⽅「⽬に⾒えるもの」ではないでしょうか。

使徒パウロは⾔いました。「私たちは、⾒えるものにではなく、⾒え

ないものにこそ⽬を留めます。⾒える者は⼀時的であり、⾒えない

ものはいつまでも続くからです。」(Ⅱコリント 4 章 18 節) 
 

●ヘブル⼈の⼿紙の作者も「⽬に⾒えない永遠の事柄」を保証し、

確信させる、それが信仰だと定義しているのです。さらに、この永

遠の事柄については、11 章 6 節にもその説明がついています。 
 

「信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、 神がおられることと、神を求める者には報いて 

くださる⽅であることとを、信じなければならないのです。」 

 

信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。 

神に近づく者は、神がおられることと          信じなければならない  

神を求める者には報いてくださる⽅であること 
 

●この 6 節の説明の中で、「永遠の事柄」とは、以下の⼆つです。 

(1)神がおられるという事実 

(2)神を求める(・・・)者には(必ず)報いてくださるという事実 

 

この⼆つの事実を永遠に変わらない事柄だと信じなければならないことが挙げられています。信仰とは、まさに、

この「永遠の事実」、つまり、神がおられること、神を求める者には報いてくださるということ、この⼆つを確信

させて⾃分のものとして⽣きることを意味しています。 
 

●「神に近づく者」と「神を求める者」という表現も実は同義的並⾏法です。いずれも⾮常に積極的な神とのかか

わりを述べている表現です。へブル書のいう神に喜ばれる信仰者とは、「神に近づく者」「神を求める者」を⾔って

いるのです。そのような信仰、つまり永遠の事柄を確信して、かつ積極的に、神に近づき、神を求めた者たちの名

前がヘブル書 11 章に挙げられています。そこにはアベル、エノク、ノア、アブラハム、その妻サラ、イサク、ヤ

コブ、ヨセフ、モーセ、遊⼥ラハブ、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、預⾔者たちなど。 



 
ヘブル人への手紙を味わう 

76 
 

3.  信仰によって⽣きたアベル 
 

へブル⼈への⼿紙 11 章 4 節  

信仰によって、アベルはカインよりもすぐれたいけにえを神にささげ、そのいけにえによって彼が義⼈であることの証明 

を得ました。神が、彼のささげ物を良いささげ物だとあかししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によ 

って、今もなお語っています。 

 

●ここには「アベルが義⼈である」と記されています。はじめて神から義とされた⼈物は、アブラハムだと私は思

っていましたが、ここを⾒ると違っていたことに気づかされます。聖書で最初に神から義とされた⼈物は、なんと

アベルだったんですね。アブラハムは信仰によって義とされた、神から受け⼊れられたということですが、アベル

の場合にも、「信仰によって」と 11:4 にありますから、信仰によって義とされたということが分かります。⾏いで

はなく、信仰によって義とされたアベル。信仰によって神から⽬を留められたアベル。彼はどのような信仰をもっ

ていたのでしょうか。その前に、アベルが聖書に登場する箇所を⾒ておきましょう。 
 

【新改訳改訂第３版】創世記 4 章 1〜5 節 

1 ⼈は、その妻エバを知った。彼⼥はみごもってカインを産み、「私は、【主】によってひとりの男⼦を得た」と⾔った。 

 2 彼⼥は、それからまた、弟アベルを産んだ。アベルは⽺を飼う者となり、カインは⼟を耕す者となった。 

 3 ある時期になって、カインは、地の作物から【主】へのささげ物を持って来たが、 

 4 アベルもまた彼の⽺の初⼦の中から、それも最上のものを持って来た。【主】はアベルとそのささげ物とに⽬を留められた。 

 5 だが、カインとそのささげ物には⽬を留められなかった。それで、カインはひどく怒り、顔を伏せた。 

 

●兄のカインのささげものは、地の産物でした。弟のアベルのささげものは、⽺の初⼦でした。なぜ、神である主

は、カインのささげものには⽬を留められず、弟アベルのささげものに⽬を留められたのでしょうか。なぜこのよ

うな区別が⽣じたのでしょうか。それぞれ⾃分の職業にふさわしいささげものであったはずです。もっと厳密に⾒

るならば、聖書には「主はアベルとそのささげ物とに⽬を留められた。だが、カインとそのささげ物には⽬を留め

られなかった。」とあります。「⼈物とその⼈物がささげたささげもの」が密接な関係にあることを⽰しています。

ささげもの⾃体ではなく、それをささげた⼈物の内にある「なにか」が問われているのです。 
 

●ちなみに、アベルのささげものが神に受け⼊れられたことを妬んだ兄のカインに対して、神はこう⾔いました。 

 
「あなたが正しく⾏ったのであれば、受け⼊れられる。ただし、あなたは正しく⾏っていないなら、罪は、⼾⼝で  

  待ち伏せして、あなたを恋い慕っている。だが、あなたはそれを治めるべきである。」(4:7) 

 

ささげものが神に受け⼊れられるのは、ささげものそれ⾃体ではなく、そのささげものをささげた者の⼼なのです。

ささげものはその⼼の外的表現なのです。アベルのささげものが神に受け⼊れられたのは、「⽺の初⼦の中から、

それも最上のものを持って来た」からでした。しかしカインにはそうした記述がありません。ささげものが最上の

ものではなかったということになります。 
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●へブル書では、創世記のアベルのささげものが「いけにえ」と⾔い換えています。しかも「すぐれたいけにえ」

です。創世記では「最上のささげもの」、へブル書では「すぐれたいけにえ」となっていて、いずれも「最上の」「す

ぐれた」という表現があります。アベルがそうしたささげもの、いけにえをささげたその⼼のうちにあるものがど

のようなものであったかが⼤切なのです。「うちにあるもの」その「何か」とは、信仰のことです。アベルの⾏為

は「信仰によって」なされたものであったとするなら、その信仰とはどんな信仰なのでしょうか。しかも、「彼は

死にましたが、その信仰によって、今もなお語っています。」というその信仰とは・・私が思うに、神にいつも⾃

分の⽣涯において、神はいつも良いものを与えてくださっているという信仰ではなかったかと思います。それが神

に対する感謝の表われとして、「最上のささげもの」「すぐれたいけにえ」としてささげられたのではないかと思い

ます。神がどのようなお⽅であるかという信仰が、ささげものにおいて表わされたということでしょう。⾃分の能

⼒とか、⾃分の品性とかではなく、神をどのようなお⽅として信じているかが、神にとっての関⼼事であったとい

うことです。 
 

●ヘブル 11 章 6 節に「信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、

神を求める者には報いてくださる⽅であることとを、信じなければならないのです。」とあります。神に近づく者

は、「神がおられることと、神を求める者に報いてくださる⽅であることを信じなければならない。」とあります。

ここを正しく理解する必要があります。まず、「神がおられることを信じなければならない」というのは、神が存

在するとかしないとかということではありません。存在の是⾮を⾔っているのではなく、神がどのようなお⽅であ

ってくださるのか、ということを知らなければならないということです。たとえば、神がいつも⾃分に良いものを

与えてくださる⽅だということを知り、信じなければならないということです。そしてさらに、「神を求める者に

報いてくださる⽅であることをも信じなければならない。」とは、⾃分が信じたそのとおりの⽅として⾃分に報い

てくださると信じなければならないということです。つまり、神が良いお⽅であると信じるならば、いつもそのよ

うなお⽅として⾃分にかかわって下さるのだと信じなければならないという意味です。アベルのささげものは、そ

うした信仰の表現としてささげられたものだったのです。しかし兄のカインのささげものは、そうした信仰の表現

としてはささげられなかったので、神から⽬を留められなかったのです。 
 

●もう⼀度、11 章 4 節のみことばを読んでみましょう。 
 

「信仰によって、アベルはカインよりもすぐれたいけにえを神にささげ、そのいけにえによって彼が義⼈であることの証明を 

得ました。神が、彼のささげ物を良いささげ物だとあかししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって、 

今もなお語っています。」 

 

「彼は死にましたが、その信仰によって、今もなお語っています。」とはどういう意味でしょう。アベルは正しい

信仰で神にささげものをしたことで、神から⽬を留められたことによって、兄のカインの嫉妬によって殺されてし

まいました。このように、信仰によって⽣きることは、時には不信仰な者によって苦しみを受けたり、迫害を受け

たりすることがあるかもしれません。まさにこの⼿紙が書かれた時代ではそういうことがあったのです。しかし、

知ってください。主なる神は、すべての義⼈の流された⾎を決して忘れません。覚えておられるのです。 

その意味で、「彼は死にましたが、その信仰によって、今もなお語っています。」という表現で、私たちに励ましを
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与えているのです。 
 

●「義⼈は、信仰によって⽣きる」ということばを⼼に刻みましょう。そうしたひとりの⼈物としてアベルを取り

上げました。彼のように、いつも私たちに良いものを惜しみなく与え、注いでくださっている神がおられることを

信じて、その⽅にふさわしいかかわりを表してあらわしていく者となりましょう。神は私にとって良い⽅であると

いう信仰がなければ、いつも感謝をささげていくことはできません。ましてや神に喜ばれるささげものをすること

はできません。信仰がなければ、神と良いかかわりを築いていくことはできないのです。 
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No.16            神とともに歩んだエノク 

 

 

はじめに 
ユダヤ⼈(ヘブライ⼈)の考える「信仰」とは、実に「動的」な捉え⽅(思惟)です。これはギリシア⼈の知的な概念

とは全く質を異にします。信仰とは、永遠の事柄を確信して、かつ積極的に、神に近づき、神を求めることを意味

します。この視点から、⼀⼈の信仰の勇者エノクという⼈物を取り上げていきます。 

まずは、エノクについて記されている 11 章 5 節を⾒てみましょう。 

 

「信仰によって、エノクは死を⾒ることのないように移されました。神に移されて、⾒えなくなりました。移され

る前に、彼は神に喜ばれていることが、あかしされていました。」 

 

1. 「神とともに歩む」という動的、かつ主体的な、⾃覚的信仰 
 

●ここでは、なにやら、エノクという⼈は普通の⼈とは違って、死を⾒ることがないように、神に移されたという

ことが記されています。つまり、⼈間ならばだれもが通る死を通過しないで、神の御許に召し去られたのですが、

今は、そのことはちょっと横に置いて、エノクが「神に喜ばれていることが、あかしされていた」というところに

注⽬したいと思います。これはどういう意味でしょう。他の聖書でもその箇所を⾒ておきたいと思います。 

(新共同訳) 「神に喜ばれていたことが証明されていた。」 

(L.B 訳)  「神様はご⾃分がどんなにエノクを⼤切に思っているかを前々から告げておられました。」 

●彼は神に喜ばれていることが、(多くの⼈々に)あかしされていましたが、なぜ、エノクは「神に喜ばれていた」

のでしょうか。そのヒントは創世記 5 章 21〜24 節にあります。そこを開いて⾒てみましょう。 

 
【新改訳改訂第３版】創世記 5 章 21〜24 節 

   21 エノクは六⼗五年⽣きて、メトシェラを⽣んだ。 

   22 エノクはメトシェラを⽣んで後、三百年、神とともに歩んだ。そして、息⼦、娘たちを⽣んだ。 

   23 エノクの⼀⽣は三百六⼗五年であった。 

   24 エノクは神とともに歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。 

 

●以上の聖書の箇所で特徴的な表現があるのにお気づきでしょうか。それは「エノクは神とともに歩んだ」という

表現です。「神とともに歩んだ」、これが神を喜ばせた本当の理由です。今朝は、この神を喜ばせた「神とともに歩

む」という⽣き⽅がどういう⽣き⽅なのかを⼼に留め、この⼀週間、瞑想し続けることが今朝のメッセージの中⼼

です。「だれが、だれと歩むのか」・・聖書では⼆つのパターンが⾒られます。  

パターン A・・・「主が、彼(固有名詞)とともに」 

パターン B・・・「彼が、主(神)とともに」 

ここで何が違うかと⾔えば、それは主語が違うということです。主語が違うことは⼤きな問題です。 
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パターン A は、聖書の中では数の点でいうならば、パターン B と⽐べてダントツに多いのです。 

 

パターン A の例 
 

(例 1) 

主がヨセフとともにおられたので、彼は幸運な⼈となり、そのエジプト⼈の主⼈の家にいた。彼の主⼈は、主が彼とともに 

おられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを⾒た。(創世記 39:2, 3) 

 

(例 2) 

主はその夜、彼(イサク)に現れて仰せられた。「わたしはあなたの⽗アブラハムの神である。 恐れてはならない。わたしが 

あなたとともにいる。」(創世記 26:24) 

 

(例 3) 

⾒よ。神が私たちとともにおられる。(「インマヌエル」の意味、マタイ 1:18) 

 

●他にも、詩篇 46 篇にあるように「万軍の主はわれらとともにおられる。」というのがあります。それは神の恵み

としてある祝福です。時には、その⼈が意識してもしなくてもある神の恵みです。 

 

パターン B の例 

 
(例 1) 

エノクはメトシェラを⽣んで後、三百年、神とともに歩んだ。・・エノクは神とともに歩んだ。 

神が彼をとられたので、彼はいなくなった。 (創世記 5:22, 24)         

 

(例 2)  

ノアは、正しい⼈であって、その時代にあっても、全き⼈であった。ノアは神とともに歩んだ。 (創世記 6:9) 

        

●実は、このパターンはきわめて少ないのです。旧約ではエノクとノアにのみある表現です。新約では 1 箇所、 

パウロの「私たちは神とともに働く」という表現がコリント書に出てきます。しかし、彼らが「神とともにいる」

ではなく、「彼らが、神とともに歩んだ、働いた」と書かれています。新約の特別編として、ヨハネの福⾳書の冒

頭に、「ことばは神とともにあった。この⽅は、初めに神とともにおられた。」(ヨハネの福⾳書 1:1,2) というのが

あります。「ことば」とは御⼦イエスのことです。ただこの場合には、「ともにある」ことの原初的・かつ永遠のか

かわり⽅を表わす特別な表現として使われています。エノクやノアが神とともに歩んだということを正しく理解す

るためには、神の御⼦イエスがどのように御⽗と歩んだかを学び続けなければなりません。学ぶと⾔っても頭の中

での学びではなく、⽣き⽅(ライフスタイル)として、です。それは「イエスのくびきをともに負うことによって」

です。それを私たちは学ばなければなりません。 

 

●旧約聖書にミカ書という預⾔書がありますが、その書には次のようなことばが記されています。 
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主はあなたに告げられた。 ⼈よ。何が良いことなのか。 主は何をあなたに求めておられるのか。  

それは、・・・あなたの神とともに歩むことではないか。(ミカ 6:8 ) 

 

●神が私たちとともにおられることは神の祝福としてあるのですが、ここでは、むしろ、⼈が神とともに歩むこと

が強調されています。エノク、ノアの場合、「神がエノクやノアとともに歩んだ」のではなく、むしろ、「エノクや

ノアが神とともに歩んだ」のです。この違いはなんでしょう。それは、信仰の「主体的、⾃覚的」なあり⽅が問題

視されているということです。 

 

●ドイツといえば、宗教改⾰者のマルチン・ルター、教会⾳楽家のヨハン・セバスチャン・バッハなどを輩出した

国です。福⾳的教会の伝統ある国ですが、第⼆次世界⼤戦頃には全く信仰のある国とは⾔えない状態になってしま

いました。⽣きたクリスチャンが少ない国となったのです。ナチス時代にナチスに対抗した有名な牧師にボンフェ

ッファーがおりますが、その⼈は⽣きた信仰がなくなった原因を、ドイツの⼈々が神とともに歩むということをし

なくなったからだと述べています。このことばは今もなお現代の教会に対する信仰の危機の警鐘ではないでしょう

か。「神とともに歩む」(原⽂の歩むは、歩きまわるという変化形です)は、普通に歩むのではなく、より意識的、⾃

覚的なイメージです。 

 

●話を元に戻して、エノクが神とともに歩んだことをもう少し詳しく⾒てみましょう。 
【新改訳改訂第３版】創世紀 5 章 21〜24 節 

 21 エノクは六⼗五年⽣きて、メトシェラを⽣んだ。 

 22 エノクはメトシェラを⽣んで後、三百年、神とともに歩んだ。そして、息⼦、娘たちを⽣んだ。 

 23 エノクの⼀⽣は三百六⼗五年であった。 

 24 エノクは神とともに歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。 

 

2.  エノクの⽣涯の転機 
 

●エノクが 65 歳のとき、息⼦メトシェラの誕⽣が彼の⼈⽣を変える神のチャンスとなりました。最初の⼦メトシ

ェラが⽣まれた時から「彼は神とともに歩む」⽣涯が始まりました。ということは、それまでの 65 年間は「神と

ともに歩む」ことを知らなかった⼈⽣でした。 
 

●メトシェラという息⼦の名前は、「メト」はヘブル語の「ムート」で死や死者を意味します。「シェラ」はヘブル

語の「シャーラッハ」で「送る」という意味。つまり、「メトシェラ」とは、「彼の死後に送られる」という意味で

す。そんな名前を息⼦につけるに⾄ったエノク、しかもそれがエノクの⽣涯の転機となることと関係がある特別な

経験があったのかも知れません。私はおそらく神の啓⽰が彼にあったのではないかと思います。というのも、エノ

クは息⼦が死んだのちに起こる何かの出来事が、神から啓⽰されたことによって、彼の⽣き⽅がそれまでとは⼀変

して、神とともに歩むという転機をもたらしたと考えることができます。では、その出来事とはいったい何でしょ

うか。 
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●メトシェラは聖書によれば次のように記述されています。 

「メトシェラは 187 年⽣きて、レメクを⽣んだ。メトシェラはレメクを⽣んで後、782 年⽣き、息⼦、娘たちを⽣

んだ。メトシェラの⼀⽣は 969 年(覚えやすい)であった。こうして彼は死んだ。」 969 歳は聖書に登場する⼈物

の中で最⻑年齢です。そのメトシェラが⽣きている間に、息⼦のレメクは 182 歳のときにその息⼦のノアを⽣みま

す。そのノアが 500 歳になったときセム、ハム、ヤペテという息⼦たちを⽣みます。そしてノアが 600 歳の時に

⼤洪⽔による神のさばきが起こります。 187＋182＋600=969 

メトシェラという名前が意味するところの「彼の死後に送られた神のさばき」は、まさに「⼤洪⽔」というかたち

で起こったのです。 

 

3.  エノクの⽣きた時代 
 

(1) 神の⼦らが、神を信じない娘たちを妻とするようになった。 

(2) 地上では⼈の悪が加速度的に増⼤し、やがて主は⼈を造ったことを悔やまれ⼼を痛められる。 

(3) 地上のものが神によってすべてリセットされるべき運命にあった。 

 

4.  なぜメトシェラの⽣涯は最⻑なのか 
 

●ここで、なぜメトシェラが聖書の中で最⾼齢なのかを考えてみましょう。⼤洪⽔による神のさばきは、メトシェ

ラが死んだ年に起こっています。つまり、神はさばきを⽗エノクにメトシェラが⽣まれた時に啓⽰して、実に、969

年間、忍耐して引き伸ばされたと考えられます。終わりの⽇の裁きはノアの時代のときのように⼤洪⽔ではないが、

神のさばきは必ずあるし、必ず来るのです。今は私たちが神に⽴ち返るチャンスとして引き伸ばされているのです。

神の忍耐は愛なのです。ペテロ第⼆ 3 章 3〜13 節を参照しておきたいと思います。 

 
3 終わりの⽇に、あざける者どもがやって来てあざけり、⾃分たちの欲望に従って⽣活し、 

4 次のように⾔うでしょう。「キリストの来臨の約束はどこにあるのか。⽗祖たちが眠った時からこのかた、何事も創造の初め 

からのままではないか。」 

5 こう⾔い張る彼らは、次のことを⾒落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神のことばによって⽔から出て、 

⽔によって成ったのであって、 

6 当時の世界は、その⽔により、洪⽔におおわれて滅びました。 

7 しかし、今の天と地は、同じみことばによって、⽕に焼かれるためにとっておかれ、不敬虔な者どものさばきと滅びとの⽇ 

まで、保たれているのです。 

8 しかし、愛する⼈たち。あなたがたは、この⼀事を⾒落としてはいけません。すなわち、主の御前では、⼀⽇は千年のよう 

であり、千年は⼀⽇のようです。 

9 主は、ある⼈たちがおそいと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなた 

がたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを望まず、すべての⼈が悔い改めに進むことを望んで 

おられるのです。 

10 しかし、主の⽇は、盗⼈のようにやって来ます。その⽇には、天は⼤きな響きをたてて消えうせ、天の万象は焼けてくずれ 
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去り、地と地のいろいろなわざは焼き尽くされます。 

11 このように、これらのものはみな、くずれ落ちるものだとすれば、あなたがたは、どれほど聖い⽣き⽅をする敬虔な⼈で 

なければならないことでしょう。 

12 そのようにして、神の⽇の来るのを待ち望み、その⽇の来るのを早めなければなりません。その⽇が来れば、そのために、 

天は燃えてくずれ、天の万象は焼け溶けてしまいます。 

13 しかし、私たちは、神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。 

14 そういうわけで、愛する⼈たち。このようなことを待ち望んでいるあなたがたですから、しみも傷もない者として、平安を 

もって御前に出られるように、励みなさい。 

15 また、私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。 

 

5.  エノクの⽣涯の最後 
 

●神とともに歩んだエノクの最後は、「神が彼を取られたので、彼はいなくなった。」 (創世記 5:24) と記されてい

ます。このことは決して驚くことではありません。つまり、キリストにある者はキリストの再臨の時に⼀瞬にして

天に携挙されることが約束されています。その意味で、エノクは神とともに歩む者たちの先取りのモデルなのです。 

 

まとめ 
 

●「エノクは神とともに歩んだ」―その意味するところは、とても深いものがあります。先ほども述べたように、

御⼦が御⽗とともにあることを学ぶことと密接な関係があります。信仰が⽣活の飾りのようであってはなりません。

神のことばを瞑想し、味わい、そのいのちの中に⽣きることを選び取ること。それは決して容易な⽣き⽅ではあり

ません。「努⼒して、狭い⾨からはいりなさい。」とイエスは⾔われました。その⾨はいのちにいたる⾨であり、そ

の道はきわめて狭く、それを⾒出す者はまれだとされています。 

 

●私たちの⽇々の歩みが問われています。仕事に忙しく、⽇ごとのすることで何かと忙しくて、神との⼤切な交わ

りを持てないでいるならば、それはクリスチャンといえども、「神とともに歩む」⽣き⽅とはほど遠いことを⼼に

留めましょう。「神がともにおられる」ことがあっても、⾃ら「神とともに歩む」こととは違います。神が喜ばれ

ること、求めておられることは、ミカ書が語っているように、あなたが、「神とともに歩むこと」を選び取ること

ではないでしょうか。すべてのクリスチャンが、すべてのキリストにある教会が、問われているのです。 
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No.17     主の安息の型 ノア 
 
はじめに 
 

●アベル、エノクに続いて、信仰の模範者として挙げられている⼈物はノアです。わずか 1 節のみです。 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 11 章 7 節 

信仰によって、ノアは、まだ⾒ていない事がらについて神から警告を受けたとき、恐れかしこんで、その家族の救いのため 

に箱⾈を造り、その箱⾈によって、世の罪を定め、信仰による義を相続する者となりました。 

 

●アベルのささげた物が良いささげ物だと神があかししてくださいました。エノクは死を⾒ることなく天に移され

ましたが、彼も神に喜ばれていることがあかしされました。神が「あかしする」とは、信仰によって義と認められ

ることであり、神に喜ばれ受け⼊れられることです。なぜなら、「信仰がなくては、神に喜ばれることはできない」

からです(ヘブル 11:6)。そして、ノアもその信仰による義の相続者となりました。 
 

※「喜ばれる」という動詞は「ユーアレステオー」(εὐαρεστέω)で新約ではヘブル書にのみ 3 回使われています。11 章 5, 6

節、13 章 16 節。名詞の「喜ばれること」を意味する「ユーアレストス」(εὐάρεστος)は、ヘブル書では 1 回(13:21)使われ

ていますが、新約では他に 8 回使われています(ローマ 12:1, 2/14:18、 Ⅱコリント 5:9、エペソ 5:10、ピリピ 4:18、コロサ

イ 3:20、テトス 2:9)。 

 

1. ノアのプロフィール 
 

●実は、ノアも神に喜ばれていました。というのは、創世記 6 章 8 節に「ノアは、主の⼼にかなっていた」とある

からです。直訳では「ノアは主の⽬に恵みを⾒出した」となっています。また、ノアはエノクと同様、「主ととも

に歩んだ」(「歩く」を意味する「ハーラフ」 の強意形ヒットパエル態)⼆番⽬の⼈物です(創世記ָהַל 6:9)。そし

てかつ「正しく」(「ツァディーク」ַצִּדיק)、「完全な」(「ターミーム」ָּתִמים)⼈でした(創世記 6:9)。 
 

●「ノア」( ַֹנח)の語源は、「ヌーアッハ」( ַנּוח)で、「安息、休息、慰め」を意味します。類義語の動詞「ナーハム」

 。のピエル態は「慰める」という意味で、それは「救い」と同義です(ָנַחם)

 

2. ノアが⽣きていた時代 
 

【新改訳改訂第３版】創世記 6 章 1〜6 節 

1 さて、⼈が地上にふえ始め、彼らに娘たちが⽣まれたとき、 

   2 神の⼦らは、⼈の娘たちが、いかにも美しいのを⾒て、その中から好きな者を選んで、⾃分たちの妻とした。 

    3 そこで、【主】は、「わたしの霊は、永久には⼈のうちにとどまらないであろう。それは⼈が⾁にすぎないからだ。 

それで⼈の齢は、百⼆⼗年にしよう」と仰せられた。 
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    4 神の⼦らが、⼈の娘たちのところに⼊り、彼らに⼦どもができたころ、またその後にも、ネフィリムが地上にいた。 

これらは、昔の勇⼠であり、名のある者たちであった。 

    5 【主】は、地上に⼈の悪が増⼤し、その⼼に計ることがみな、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。 

    6 それで【主】は、地上に⼈を造ったことを悔やみ、⼼を痛められた。 

 

●神の⼦らは、⼈の娘たちが、いかにも美しいのを⾒て、その中から好きな者を選んで、⾃分たちの妻としたこと

によって、主は、「わたしの霊は、永久には⼈のうちにとどまらないであろう。それは⼈が⾁にすぎないからだ。 

それで⼈の齢は、百⼆⼗年にしよう」と⾔われました。ノアが⽣きていた時代(洪⽔前の状態)は完全に堕落してい

たことが分かります。 

 

●5 節の「地上に悪が増⼤する」の「増⼤する」は「はびこる」ことで、悪(「ラーアー」ָרָעה)が⼈間の⼼の内部

まで深く染み込み、その悪が熟して溢れるという意味です。⼼の思いによるすべての計画が、常に不信仰に基づく

ものであって、まさに、悪から始まって悪に終わるという状態、神のすべての⽀配(統治)を拒絶し、神からのすべ

ての⼲渉を受けることを嫌う状態です。 

 

●また、11 節には「地は、神の前に堕落し、地は、暴虐で満ちていた。」と記されています。「暴虐で満ちていた」

とは、⼈を損ない奪うことで、殺⼈、強盗、暴⾏、暴⼒が横⾏していたことを意味します。そのことで、神は、「す

べての⾁なるものの終わりが、わたしの前に来ている。地は、彼らのゆえに、暴虐で満ちているからだ。それで今

わたしは、彼らを地とともに滅ぼそうとしている。」と語られたのです。7 節にある「わたしが創造した⼈を地の⾯

から消し去ろう。」という発⾔は、まさに衝撃的な宣⾔です。「洪⽔によるさばき」は、神の声に全く⽿を開こうと

しない時代に対する恐ろしい刑罰です。そのような時代背景の中で、ノアは主の前に恵みを得た唯⼀の⼀⼈だった

のです。 

 

3.  「恐れかしこんで」箱⾈を建造したノア 
 

●ノアは、神から箱⾈を建造することを命じられました。箱⾈の建造は神のさばきと同時に、救いをもたらす唯⼀

の道です。どんな洪⽔にもあっても、決して沈むことの許されない巨⼤な箱⾈の建造に当たって、途⽅もない多く

の時間と忍耐があったはずです。また、多くの知恵と技術を要したはずです。しかも、造るのは、⾃分と三⼈の息

⼦たちだけです。 

 

●「恐れかしこんで」と訳された「ユーラベノマイ」(εὐλαβέομαι)は、この箇所にのみ使われている語彙です。

救いをもたらす箱⾈の建造は、失敗の許されない⼤事業である。それゆえ、そのプロセスにおいて慎重でなければ

ならなかったはずです。全体と細部にわたるすべてにおいて細⼼の注意を払わなければならなかったはずです。箱

⾈の建造による救いへの道を委ねられたノアは、洪⽔後の新しい時代を委ねられた⼈物です。そして、その責任は

常に、重くのしかかったに違いありません。そのような意味において、ノアは「恐れかしこんで」その任に当たっ

たと考えられます。 
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4 . 箱⾈を造ったノアはメシアの型 
 

【新改訳改訂第３版】創世記 5 章 28〜29 節 

28 レメクは百⼋⼗⼆年⽣きて、ひとりの男の⼦を⽣んだ。 

   29 彼はその⼦をノアと名づけて⾔った。「【主】がこの地をのろわれたゆえに、私たちは働き、この⼿で苦労しているが、 

この私たちに、この⼦は慰めを与えてくれるであろう。」 

 

●アダム⇒セツ⇒エノシュの系譜では、「〇〇は〇〇年⽣きて、〇〇を⽣んだ」という定型句で記されていきます

が、ノアのところでは、〇〇を⽣んだというところに、その名前がなく、「レメクは百⼋⼗⼆年⽣きて、ひとりの

男の⼦を⽣んだ。」(5:28)と記されています。29 節ではじめて「その⼦をノアと名づけた」と記しています。他の

⼦どもとは異なり、ノアは「ひとりの男の⼦」として特別な意味で強調される書き⽅をしています。原⽂では「ベ

ーン」(ֵּבן)とだけ記されています。ノアの誕⽣は、セツの系譜にある⼈々、およびレメクの家族にとっても、「慰

めを与えてくれる」特別な存在として期待されたのです。その期待が「ひとりの男の⼦」を⽣んだという⾔葉に表

されているように思います。 
 

●この「ひとりの男の⼦」、「ベーン」(ֵּבן)は、メシアの型です。まさに、ヨハネが指し⽰している「ひとり⼦」を

⽰唆しています(ヨハネ 1:14, 18/3:16, 18/Ⅰヨハネ 4:9)。また、やがて神のひとり⼦として来られるイェシュア

を予表しています。「ノア」という名前の語源となっている「ヌーアッハ」( ַנּוח)は、⼈々に真の安息と慰めをもた

らすイェシュアをも予表しています。堕落した⼈々を洪⽔によって滅ぼされる神のさばきの中で、ノアは神のみこ

とばに従って箱⾈を造ることによって家族を救い、安息を与えました。ノアの家族以外には神のみことばを信じる

者がいなかったからです。 
 

●やがて来られる再臨のメシアも、終わりの⽇に神が世を⽕でさばかれるとき、主を信じる者たちを救い、真の安

息である永遠の御国へと導かれるのです。 
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No.18 

  

堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んで⽣きた 

アブラハム 

 

はじめに 
 

●信仰をもって⽣きた旧約時代の⼈々の中から、今回は、神によって称賛されたアブラハムを取り上げます。そし

て、彼がどのような意味においてその信仰が称賛されているのかを考えてみたいと思います。さらに、それが私た

ちにとってどのような励ましとなるのかについて考えてみたいと思います。へブル⼈への講解説教ですから、テキ

ストをまずお読みするところですが、今回は、最後に開きたいと思います。 
 

1. アブラハムの故⼈略歴 
 

●アブラハムという⼈物は「信仰の⽗」と呼ばれ、ユダヤ⼈にとっては⾃分たちのルーツとなる⼈物です。このア

ブラハムの年譜というものをさらっと⾒てみたいと思います。葬儀の時に語られる「故⼈略歴」のようなものです。 
0 歳 

⽗テラ(ご先祖はノアの⻑男セム) 70 歳の時、三⼈兄弟の⻑男としてウルで⽣まれた。 

75 歳  

⽗テラ 145 歳(11 章 26 節)がハランで死亡。その後(と⾔っても 10 年後)、主がアブラムに現われた。「わたしが⽰す地へ⾏け」 

との主の声に従ってハランを出る(創世 12 章 4 節)。妻サラ (当時サライ)65 歳(17 章 17 節)。 

86 歳 

妻の⼥奴隷ハガルによってイシュマエル⽣まれる(16 章 16 節)。 

99 歳 

主、アブラハムと契約を結び、アブラハム及びすべての男⼦が割礼を受ける(17 章)。イシュマエル 13 歳。主が⼆⼈の御使い 

とともにアブラハムに現われ、翌年に妻サラ(89 歳)に男の⼦ができると告げる。 

100 歳 

妻サラがイサクを産む(21 章 1〜7 節)。 サラは 90 歳。 主の命令により愛するひとり⼦イサクを、モリヤの⼭で全焼のいけに 

えとしてささげようとする(22 章 1〜4 節)。アブラハムの⼈⽣最⼤の危機。 

137 歳  

サラが死ぬ。127 歳(23 章 1 節)。 

140 歳  

イサク 40 歳でリベカを妻としてめとる(24 章,25 章 20 節)。 

160 歳 

イサク 60 歳の時、リベカ双⼦の兄弟エサウとヤコブを産む(25 章)。 

175 歳  

アブラハム死す(25 章 7 節)。イサク 75 歳。エサウとヤコブ 15 歳。 
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※イサクが 75 歳。その年はかつてアブラハムが神の召命によってカナンに⾏った同じ歳である。また、三世代が

⼀緒に⽣存していた期間は 15 年。 

 

●以上、簡単に、アブラハムの⽣涯を⾒てみましたが、なぜ、へブル⼈への⼿紙の作者がこのアブラハムのことを

取り上げたかったのでしょうか。それは、彼が神の約束を信じてその⽣涯を⽣き抜いたからです。彼の故⼈略歴を

⾒てみると、彼がある事業を起こして、○○○○の業績を残したという記録はなにひとつありません。ただ「信仰

によって⽣きた」という事実だけです。 
 

●私たちは信仰が与えられたなら、その信仰によって、なにかある偉⼤なことをしなければならないように考えま

す。信仰によって、会堂を建設したとか、信仰によってこれこれの奇跡的な働きをしたいと考えやすいものです。

信仰によって、⼈々からあっと思われるような働きをしたいと考えやすいのですが、アブラハムが称賛された信仰

とは、ただ神が与えるものを受けるという意味での信仰です。 
 

●彼はある時期から経済的にも豊かになります。それはエジプトの王から富を与えられたことによりますが、それ

は彼が信仰から逸脱した結果、与えられたもので、彼の努⼒でもなんでもありません。彼にとっては失敗の遺産で

した。その結果、甥のロトとの間に争いが起こるようになり、とうとう別れなければならない⽻⽬になりました。

決して成功談ではありません。彼が⾃分でなにかをしたときはすべて失敗しています。そして神がその都度、尻拭

いをしているのです。 
 

●そのような事実を知るにつれ、神の約束を素朴に信じて⽣きるということは、そう簡単ではないということを彼

の⽣涯を通して学ぶことができます。彼は「信仰の⽗」と⾔われますが、むしろ、アブラハムが神を信じることを、

神が彼の⼈⽣の折々で助けなかったならば、「信仰の⽗」という賛辞は決して与えられはしなかっただろうと思い

ます。 
 

2. 信仰とは・・(定義) 
 

●さて、へブル⼈への⼿紙 11 章 1 節には信仰の定義が記されていました。パウロなら、「信仰とは、神が遣わされ

た御⼦イエス・キリストを信じる信仰」と定義するところでしょう。しかし、へブル⼈への⼿紙の信仰の定義は少

し違っています。前回にもお話ししたように、信仰とは⾮常にダイナミックで、⽣きたものです。つまり、⾔葉で

は簡単に⾔い表すことができないものです。しかしあえて⾔葉に⾔い表すとすれば、次のようになります。 

 

(新改訳) 

「信仰は、望んでいる事がらを保証し、⽬に⾒えないものを確信させるものです。」 

(新共同訳) 

「信仰は、望んでいる事柄を確信し、 ⾒えない事実を確認することです。」 
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●ここに同じ⾔葉で訳されている「望んでいる事柄」とはいったい何でしょうか。私たちがそれぞれ⾃分勝⼿に思

い望んでいることでしょうか。「こうしたい、あれしたい、これがほしい、あれがほしい、こうであったらいいの

に」という類のことでしょうか。これが信仰の定義だとすれば、「いわしの頭も信⼼」となんら変わりません。そ

れは聖書のいう信仰ではなく、私たちの⾃分勝⼿な利⼰的な願望です。信仰とは、神を⾃分の味⽅に引き⼊れて、

神の助けのもとに何か⼤きな事業をするということでもありません。ここでいう「望んでいる事柄」とは、「⽬に

⾒えないもの(事実)」のことで、いずれもそれを保証し、確信(確認)をさせることです。ここはヘブル語の修辞法

である同義的並⾏法で記されています。 
 

●アブラハムの場合にそってここを解釈するならば、ここでいう「望んでいる事柄」とは、神がアブラハムに対し

て語られた約束を意味します。原⽂では「望まれている事柄」と受動態になっています。なぜなら、アブラハムが

神の語られた約束を信じて望みを抱いたわけですから、神の約束こそがアブラハムによって「望まれている事柄」

(「望んでいる事柄」)ということになります。ただし、「望まれている事柄」と「⽬に⾒えないもの」とが同義であ

るとするならば、それは「天にあるもの」、「永遠の事柄」ということになります。それは、必ずしも、アブラハム

の⽣涯だけで実現されるような事柄ではないということです。 
 

●私たちの「望んでいる事柄」とは、⼤⽅「⽬に⾒えるもの」です。つまり、⾃分の⽣活、あるいは⼈⽣の中で実

現されるような事柄を考えてしまいます。しかし使徒パウロは⾔いました。「私たちは、⾒えるものにではなく、

⾒えないものにこそ⽬を留めます。⾒えるものは⼀時的であり、⾒えないものはいつまでも続くからです。」(Ⅱコ

リント 4 章 18 節)。ヘブル⼈の⼿紙の作者も、信仰とは「⽬に⾒えない永遠の事柄」を保証させ、確信させる、そ

れが信仰だと定義しているのです。そのような意味において「信仰の⽗」アブラハムが取り上げられているのです。 

そこで実際に、アブラハムが神からどのような約束を与えられ、その約束に対して彼がどのように受け⽌め、⽣き

ようとしたのかを⾒てみたいと思います。 

 

3. アブラハムに対する神の約束 
 

●神がアブラハムに対して語った約束は事柄としては以下の三つです。 

 

① ⼟地賦与の約束 

② ⼦孫繁栄の約束 

③ 万⺠祝福の約束 

 

●この三つの約束が、繰り返し、繰り返し、彼の⽣涯の中で語られ続けます。まず第⼀に、彼の⽗テラがハランで

亡くなってから 10 年後に語られた最初の約束です。 

 

(1) ハランで語られた主のことば (12 章) 
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●「わたしが⽰す地へ⾏きなさい」と⽰されたその地は、カナン⼈の住む地でした。アブラムは主のお告げになっ

た通りに、妻のサライと甥のロト(弟の⼦)を連れて出かけました。75 歳の時です。アブラムがシェケムというとこ

ろに来た時に主が現われたのです。 
 

(2) カナンで語られた主のことば (12 章) 
 

●「あなたの⼦孫に、わたしはこの地を与える。」 (12:7) そこで、彼は主の祭壇を築き、主の御名によって祈り

ました。その後、南の⽅へと下って⾏くのですが、最初の試練が訪れます。それはパンの試練です。飢饉があり、

彼は⾷べ物を求めてエジプトに⾏ってしまいます。神の導きではありません。飢饉に対応した⾏動でした。そこで

彼は、⾃分の妻が美しかったために、⾃分の妹だと偽り、⾃分のいのちを守ろうとします。その結果、彼の妻はエ

ジプトの王パロに召し⼊れられ、アブラムにもよくしてもらったために、経済的にはかなり豊かになりました。し

かし、彼はそこに閉じ込められてしまいました。救いの担い⼿として召されたにもかかわらず、飢饉という問題に

対して神のみこころを求めることなく、⾃分の考えで⾏動したその結果、本来の神の召しから離れてしまったので

す。そこで主は介⼊されます。主はアブラムとその妻のことで、パロとその家にひどい災害をもたらしました。そ

の原因を知ったパロは彼らをエジプトから追い出します。そこで彼らは再び、かつて主に祭壇を築き、天幕を張っ

たところーベテルとアイの間ーに戻ってきます。 

 

●主のあわれみによって、彼が本来いるべきところに戻されましたが、富が増した結果、ロトとの間に争いが起こ

ります。周囲には敵がいます。内部で争えばどちらも命取りです。ですから、アブラムはこの際、互いに分かれて

住むようロトに申し出ます。ただしそのとき、彼は不思議な選択をします。その選択の優先権を甥のロトに与えま

した。本来ならば、叔⽗であるアブラムに優先権がありますが、譲ったのです。アブラムが⾃分で選ばずロトに選

ばせたことは、神にそれをゆだねたと⾔えます。これはエジプト⾏きの⼀件で彼が学んだのだと思います。案の定、

ロトは⾃分の⽬で⾒て、潤った肥沃な⼟地を選び、そこへ移動しました。 

 

(3) ロトと分かれた後に語られた主のことば(13 章) 
 

① 「さあ、⽬を上げて、あなたがいる所から、北と南、 

東と⻄を⾒渡しなさい。この地全部(※)を、永久にあなたと  

あなたの⼦孫に与えよう。」 ※(この地の範囲とは、ユーフ

ラテス川からエジプトの川まで) 

② 「わたしは、あなたの⼦孫を地のちりのようにならせる。」 

●「あなたの⼦孫を地のちりのようにならせる」という約束

をいただきましたが、⼀向に⼦どもが与えられません。 

そこで、アブラムの妻サライが⼥奴隷を通して⼦どもをもうけましょうと提案して、不幸にも⽣まれた⼦どもがイ

シュマエルです。それから 13 年間、神はアブラムに対して沈黙されました。この沈黙はなんでしょう。不信仰に

対する沈黙でした。アブラムが 99 歳になり、妻サライが 89 歳になったとき、主は彼に現われて、「わたしは全能
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の神である。あなたはわたしの前を歩み、全き者であれ」と⾔って語られた約束の内容がこれです。 
 

(4) アブラハム 99 歳の時に語られた主のことば(17 章) 

●「あなたは多くの国⺠の⽗となる」、「わたしはあなたの⼦孫をおびただしくふやし、あなたをいくつかの国⺠と

する」、「カナンの全⼟を、あなたとあなたの後のあなたの⼦孫に永遠の所有として与える。」 

●アブラムも妻のサライも年を重ねて⽼⼈になっていて、特に妻のからだは⼦どもを産むことができないようにな

っていました。にもかかわらず、主と⼆⼈の御使いが彼らを訪れてこう⾔います。「来年の今頃、サラには男の⼦

ができている」と。 
 

(5) 主と⼆⼈の御使いが訪問した時に語られた主のことば (18 章) 

●「アブラハムは必ず、⼤いなる強い国⺠となり、地のすべての国々は、彼によって祝福される。わたしが彼を選

び出したのは、・・主が、アブラハムについて約束したことを、彼の上に成就するためである。」と主の思いが記さ

れています。そして、彼らが訪れたちょうど⼀年後に、イサクが⽣まれたのです。はじめて神が訳された⼦どもで

す。イシュマエルはすでに 14 歳になっていましたが、彼は神が約束された⼦どもではありません。イシュマエル

は現代のアラブ⼈です。アラブとイスラエルに戦いが絶えないのは、アブラハムが⾃分の思いで⼦どもを設けたか

らです。 

●イサクが与えられて、彼らはどんなに喜んだでしょうか。しかし、イサクが⽗のあとについて旅ができる年齢に

なったころ、最⼤の試練がやってきます。その試練とは、イサクを神のために「全焼のいけにえとしてささげよ」

というものでした。この試練にアブラハムは応答します。そしてイサクを殺そうとしたとき、御使いの声がかかり

ました。「あなたの⼿を、その⼦にくだしてはならない。今、わたしは、あなたが神を恐れることがよくわかった。」

と⾔って、代わりのいけにえとして、⼀頭の雄⽺を備えておられました。アブラハムはその⽺を取って全焼のいけ

にえとしてささげました。それから主は、再び、彼に対して次のように約束を繰り返されました。 

 

(6) 試練の後に語られた主のことば (22 章) 

●「あなたの⼦、あなたのひとり⼦を惜しまなかったから、わたしは確かにあなたを⼤いに祝福し、あなたの⼦孫

を、空の星のように数多く増し加えよう。そしてあなたの⼦孫は、その敵の⾨を勝ち取るだろう。あなたの⼦孫に

よって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたがわたしの声に聞き従ったからである。」 

●このように、なんどもなんども繰り返される三つの神の約束ー①⼟地の賦与の約束、②⼦孫繁栄の約束、③万⺠

祝福の約束ーは、アブラハム、イサク、そしてヤコブに対しても語られ続けていきます。イサクもヤコブも、この

約束を信じることが試みられます。そしてヤコブから⽣まれる 12 ⼈の⼦ども(男⼦のみ)たちにも引き継がれてい

くのです。 
 

(7) アブラハムの⽣涯で実現したもの 

●神がアブラハムに対して約束されたこれらの事柄のうち、アブラハムがその⽣涯で実現したものはどれだけであ

ったでしょう。 

①〔⼟地賦与の約束に対して〕、⼿にした⼟地は、妻サラの墓地として買ったマクぺラの畑地だけ。しかし、「⾜の
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踏み場となるだけのものさえも、相続財産として与えられなかった。」とあります(使徒 7 章 5 節ーステパノの説教)。 

②〔⼦孫繁栄の約束に対して〕、与えられた⼦どもはイサクのみ。サラの死後、アブラハムはケトラと再婚します。

6 ⼈の⼦供が与えられましたが、彼の⽣存中に彼らをイサクから遠ざけています。なぜなら、彼らは神の約束を受

け継ぐ⼦どもではないからです。 

③〔万⺠祝福の約束に対して〕、得たものはまだ何もなかった。この約束は、いくつかの例外はありますが、本格

的には、キリスト以降に実現する約束です。 

 

●アブラハムの⽣涯を通して語られた神の約束、そのほとんどは彼の存命中には与えられませんでした。彼の存命

中に与えられたのは、⼦のイサクと孫のヤコブのみです。果たして⼦孫繁栄となるのか、彼はそれを⽬にすること

はありませんでした。しかし彼は、神の約束を望んで、⽬に⾒えないことを、信じて⽣きたのです。このことは「⾒

えない事柄」、すなわち、神の約束の実現を確信して⽣きることの型です。アブラハムはこの「型」を私たちに⽰

してくれた信仰の⽗なのです。その意味において、いつの時代においても称賛されるべき⼈物なのです。神とのか

かわりにおいて最も称賛されるべきあり⽅なのです。 
 

●信仰とは、私たちが⾃⼰実現するための⼿段ではありません。⾃分の願っている⽬標を達成するための⼿段では

ありません。信仰は、この世的な成功、勝利を得るための道具でもないのです。いまだ⽬に⾒えない神の約束に対

して、アブラハムのようにどこまでも信じて⽣きることです。⽬に⾒えるなにかを達成できなくてもいいのです。

⾃分の⽣涯においてひたすら神の約束の中に⽣きること、そこにいつも⾃分の⾝を置くこと。これが信仰の完成で

あり、信仰の勝利なのです。 
 

●神の約束は、この世的に⾒るならば不確かな事柄に⾒えるのですが、その不確かなことに進んで⽣きること、こ

れが聖書の⾔う信仰なのです。この⼿紙が書かれた時代のユダヤ⼈クリスチャンは、現実に起こっている迫害(そし

りや苦しみ、財産が奪われるという現実)によって、神の確かな事柄を受けとめることができずに、信仰から離れて

いく者が多くいたようです。そうした者たちに向かってこの⼿紙を書いた作者は、今⼀度、「義⼈は信仰によって

⽣きる」という真理を伝えて、恐れ退くことがないようにと警告しているのです。 

 

 

最後に 
 

●そこで、最後に、今朝のへブル書のメッセージのテキストを開いてみたいと思います。へブル 11 章 8〜12 節。 
8 信仰によって、アブラハムは、相続財産として受け取るべき地に出て⾏けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに⾏く 

のかを知らないで、出て⾏きました。 

9 信仰によって、彼は約束された地に他国⼈のようにして住み、同じ約束をともに相続するイサクやヤコブとともに天幕⽣活 

をしました。 

10 彼は、堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。 

11 信仰によって、サラも、すでにその年を過ぎた⾝であるのに、⼦を宿す⼒を与えられました。彼⼥は約束してくださった⽅を 

真実な⽅と考えたからです。 
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12 そこで、ひとりの、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海べの 数えきれない砂のように数多い⼦ 

孫が⽣まれたのです。 

13 これらの⼈々はみな、信仰の⼈々として死にました。約束のものを⼿に⼊れることはありませんでしたが、はるかにそれを⾒ 

て喜び迎え、地上では旅⼈であり寄留者であることを告⽩していたのです。 

 

●「信仰によって」ということばと、「約束」ということばが繰り返し書かれています。「信仰によって」とは、私

たちがなにか苦労して与えられるものではなく、ただ神から与えられることを期待することです。ですから、信仰

のあかしを⽴てようとか、なんらかの⽬に⾒える結果を出そうなどと焦る必要は全くありません。神はそのような

ことを求めてはおられません。「今年のヴィジョンはこうです。そのヴィジョンに向かって前進しましょう。」「私

はこんなヴィジョンをもって頑張っています。」ということばを聞くことがありますが、それは聖書の信仰とは異

なるものです。神から与えられるヴィジョンは、神ご⾃⾝のヴィジョンでなければなりません。あるいは、それに

沿ったものでなければなりません。神のヴィジョンとは神のご計画の変わることのないマスタープランです。それ

は私たちが頑張って実現できるものではありません。神が実現してくださることを知り、それを信仰をもって忍耐

深く待つことなのです。そのためには、神のヴィジョンを、聖書を通してより深く知り、その中に溶け込んで⽣き

ることです。それがどのような⽣活スタイルとなるのかが私たちに問われているような気がします。 
 

●今回取り上げたアブラハムをはじめとする旧約聖書の信仰者たちは、この世においては旅⼈であり、寄留者のよ

うに⽣きたとあります。この世において何かを実現したいと考えるのは「旅⼈」や「寄留者」の考えることではあ

りません。本当に実現されるべきものは、私たちの⽬に⾒えないところにあるからです。⼟地が与えられるという

約束を与えられながらも、アブラハムはその⽣涯において「⾜の踏み場となるだけのものさえ」与えられることは

ありませんでした。にもかかわらず、彼がイサクやヤコブとともに天幕⽣活に⽢んじ、忍耐することができたのは、

彼が堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。しかも、その都を設計し、建設されるのは神だと信

じていたからです。 
 

●もう⼀度、信仰とはいったいどういう信仰なのか、神を信じる信仰が与えられているとすればそれはどういうこ

となのか、「信仰によって」⽣きるとは、今の⾃分にどうかかわってくるのか、そのようなことを⽇々思い巡らし

ながら、この世を旅していく必要があるのではないでしょうか。 
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No.19 

 

苦しむことを選び取ったモーセ 

 

はじめに 

●「義⼈は信仰によって⽣きる」というテーマのもとに、神によって称賛

された⼈々の中から、神のしもべと⾔われたモーセを取り上げます。彼が

どのような意味においてその信仰が称賛されているのか、そしてそれが私

たちにどのような励ましとなっているのかを考えてみたいと思います。 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 11 章 23〜28 節 

23 信仰によって、モーセは⽣まれてから、両親によって三か⽉の間隠されていました。彼らはその⼦の美しいのを⾒たからで 

す。彼らは王の命令をも恐れませんでした。 

  24 信仰によって、モーセは成⼈したとき、パロの娘の⼦と呼ばれることを拒み、 

  25 はかない罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の⺠とともに苦しむことを選び取りました。 

  26 彼は、キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝にまさる⼤きな富と思いました。彼は報いとして与えられるもの 

から⽬を離さなかったのです。 

  27 信仰によって、彼は、王の怒りを恐れないで、エジプトを⽴ち去りました。⽬に⾒えない⽅を⾒るようにして、忍び通した 

からです。 

  28 信仰によって、初⼦を滅ぼす者が彼らに触れることのないように、彼は過越と⾎の注ぎとを⾏いました。 

29 信仰によって、彼らは、かわいた陸地を⾏くのと同様に紅海を渡りました。エジプト⼈は、同じようにしようとしましたが、 

のみこまれてしまいました。 

 

1. モーセの両親の信仰 

 
●ヘブル書 11 章 23 節には、主⼈公のモーセではなく、モーセの両親の信仰が称賛されています。 「信仰によっ

て、モーセは⽣まれてから、両親によって三か⽉の間隠されていました。彼らはその⼦の美しいのを⾒たからです。

彼らは王の命令をも恐れませんでした。」とあります。モーセの誕⽣において、モーセは両親から他の者とは異な

る、なにか特別な存在のように感じられていたふしがあります。 

 

●当時のエジプトは奴隷によって⽀えられていた国でした。その奴隷として仕えていたのがイスラエル⼈でした。

かつてはそうではなかったのですが、ヨセフを⾸相にした王が失脚して「ヨセフのことを知らない新しい王がエジ

プトに起こった」のです。もともとイスラエル⼈は多産であったので、おびただしく増えたことを恐れたエジプト

の王が、その脅威を取り除くために、⽣まれた男の⼦をみなナイル川に投げこんで殺すという政策を打ち出しまし

た。ところが、男の⼦の両親は⽣まれたその⼦がかわいいのを⾒て、三か⽉の間⽣まれた⼦を隠して置きました。
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「隠しておく」ということは、⾒つかれば⼤変なことになります。殺されるに違いありません。しかし両親は「信

仰によって、信仰に促されて」⼤胆にも、その⼦をかくまったのでした。しかし次第に隠しきれなくなったので、

パピルス製のかごに⼊れ、⽔が⼊らないように樹脂を塗って、ナイルの川の岸の葦の茂みにそっと置きました。 
 

●興味深いことに、幼⼦を⼊れた「かご」はヘブル語で「テーヴァー」(ֵּתָבה)です。これはノアの「箱⾈」と同じ

⾔葉です。さて、幼⼦の姉(ミリアム)がどうなるかその成り⾏きを⾒ようと、遠く離れて様⼦をうかがっていた時、

はからずも、そこにパロの娘が⽔浴びにやってきて、その篭を⾒つけました。そのとき、姉のミリアムはすかさず、

パロの娘に⾔いました。「あなたに代わって、その⼦に乳を飲ませる乳⺟を呼んできましょうか。」と⾔うと、パロ

の娘は「そうしておくれ」と⾔ったので、乳⺟ではなく、本当の⺟親を呼んできました。そのようにして、その男

の⼦は、エジプトの娘の守りの中で、実⺟の⺟乳によって育てられたのでした。本来ならば殺されてしかるべき男

の⼦が、エジプトの最も内奥の宮殿で、しかも⾃分の⺟親によって育てられたのでした。モーセという名前はエジ

プト王の娘がつけた名前で、「⽔の中から引き上げる」(「マーシャー」ָמָׁשה)から来ています。やがてこの男の⼦

がエジプトの権⼒に⽴ち向かい、奴隷であったイスラエルの⺠を連れ出すことになろうとは、だれ⼀⼈として知る

者はおりませんでした。壮⼤なドラマ(His story)です。 
 

●へブル書では、モーセの両親の信仰がたたえられています。それは、彼らが、エジプトの王を恐れることなく、

モーセをかくまったからですが、その理由として書かれていることが⾯⽩いです。 

(1) その⼦の美しいのを⾒たから (新改訳、フランシスコ会訳) 

(2) ⼦供のうるわしいのを⾒たから(⼝語訳) 

(3) その⼦の美しさを⾒たから (新共同訳) 

(4) その⾚⼦の愛らしさを⾒て (柳⽣訳) 

(5)  その⼦の綺麗なのを⾒て (塚本訳) 

(6) その⼦どもが⾮常に美しかったのを彼らが⾒たから (詳訳聖書) 
 

●これだけを⾒ると、単にかわいいからかくまっていたように思えます。どんな親でも⾃分の⼦どもはかわいいに

決まっていると思いますが、わざわざ聖書が「その⼦が⾮常に美しい」と記しているわけですから、尋常なかわい

さではなかったように思います。ここに使われているギリシア語の「アステイオス」(ἀστεῖος)ということばは

新約で 2 回しか使われていないことばです(使徒 7:20, ヘブル 11:23)。いずれも、⽣まれたときのモーセのこと

を表現するのに使われています。この「アステイオス」とは、都会的センスのある上品さを意味することばです。

尋常ではない、普通ではない、並ではない、英語では no ordinary child と訳されています。つまり、モーセに

しか使われていないことばということが驚きです。 
 

●他の訳を調べてみると、さらにイメージが少し変わります。 

(7) 神の⽬にかなった⼦どもであったから (尾⼭訳) 

(8)  その⼦の(顔⽴ち)が上品であると⾒たから(エマオ訳) 

(9) 優秀な⼦供が授けられたことを知ったから (LB 訳) 
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●少々、意訳的な感じもしないではないですが、へブル書ではわざわざ「信仰によって」と頭にあるので、両親は

⾃分たちの⼦であるこのモーセのかわいらしさの中に、何か特別な、神からのサインを感じたのではないかと想像

してしまいます。並ではない no ordinary child であったがゆえに、エジプトの娘の⼦として養育されたのか

も知れません。並ではそうはいかなかったでしょう。特上、いや、極上の⼦だったのです。 

 

2. モーセの信仰 
 

●モーセはエジプトのパロの娘の⼦として成⻑していきます。モーセの実の⺟は乳⺟ですから、いつまで⼦育てに

かかわったのかは記されていませんが、おそらく⺟乳を与えながら、モーセのために祈ることしばしばだったと思

います。モーセは⺟に祈られながらいのちを育まれたと⾔えます。 
 

●乳離れしてから成⼈になるまで、彼はエジプトの王⼦としてあらゆる学問を教えられ、最⾼の教育を受けたので

す。そのモーセには「ことばにもわざにも⼒があった」とキリスト教会の最初の殉教者ステパノは語っています。 

そして 40 歳になったころ、「⾎は⽔よりも濃い」ということばがありますが、⾃分の体の中に流れているイスラエ

ル⼈の⾎のゆえに、パロの娘の⼦と呼ばれることを拒み、ヘブル⼈として⽣きる意思をはっきりと持つようになっ

たことを⽰しています。いつ、⾃分がイスラエル⼈であるということを知ったのかは聖書に記されていませんが、

それは定めというか、運命というか、どんなエジプトの王⼦として育てられたとしても、「⾎は⽔よりも濃い」わ

けですから、⾃分のルーツを無視できなくなるのは⽬に⾒えています。ただ、モーセの場合は与えられていた環境

が、⼈間的にはだれもがうらやむような地位と⽴場を有していただけに、⾃分が「パロの娘の⼦と呼ばれることを

拒んだ」ということは⼤きな決断があったことと思います。 
 

●へブル書 11 章 24〜27 節では、モーセの信仰がいかなるものであったかをうかがい知ることができます。少し

まとめてみましょう。以下の(1)〜(5)はすべて密接につながっています。モーセが、成⼈したとき(成⼈したあと)、 

信仰によって (信仰に⽬覚めて) 

 

(1) パロの娘の⼦と呼ばれることを拒んだ 
―なぜ、彼は拒んだのか、拒む意図は何だったのかといえば、それは、彼がエジプトのー 

(2) はかない罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の⺠とともに苦しむことを選び取った  
彼が同胞とともに苦しむことを選び取ったのは、良く考えてのことでした。つまり、それまでのエジプトの 

華やかな、安定した⽴場を捨てて、あえて⾃ら同胞とともに苦しむことを選び取らせたのはなぜなのかーそれはー 

(3) キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝にまさる⼤きな富 (価値あるもの)と思った 
「キリストのゆえに受けるそしり」とは何を意味するのかは後で説明します。ともかくここでは、⾃分がイスラエル⼈で 

あるということで受けるであろう「そしり」を、エジプトに勝る価値あるものとみなしたということです。 

(4) 報いとして与えられるものから⽬を離さなかった 
ここでの「報い」とは、⽬に⾒える報いではなく、⽬に⾒えない永遠の事柄に属するものです。そこから彼は⽬を離さない 

という信仰がありました。彼がやがてイスラエルの⺠たちを導いていきますが、⼈々の不信仰に悩まされます。そのために 

彼らとともに 40 年間、荒野をさまようことを余儀なくされます。アブラハムに与えられた神の約束―それは①「⼦孫繁栄」 
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②「⼟地の賦与」(しかも広⼤な⼟地) ③「万⺠祝福」－現実には、⼦孫は確かに少し増えましたが、星の数ほどではあり 

ません。数えられる数ですから。⼟地も何ひとつ与えられていません。万⺠の祝福に⾄っては、うなじのこわい⺠たちから 

想像できないような現実の中で、モーセは忍耐を強いられました。 

(5) ⽬に⾒えない⽅を⾒るようにして忍び通した 
モーセはたびたび謀反を起こされます。リーダーとしてはとても孤独でした。多くの問題にいつも対処しなければならない 

緊張の連続でした。忍耐を強いられたのです。そんな中で彼は、「⽬に⾒えない⽅を⾒えるようにして」－親しい交わりを 

もってー忍び通したリーダーでした。 

 

3. この世の宝に勝るものへの気づき 
 

●へブル書 11 章では、神によって称賛されたモーセの信仰を 5 つのポイントで記していますが、今回はこの中か

ら⼀つ、モーセがなぜ苦しむことを選び取ったか、その理由について注⽬してみたいと思います。 
 

●その理由は、(3) の「キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝にまさる⼤きな富 (価値あるもの)と思っ

た。」ということです。このことを考える前に、まず、ことばの説明をしておきたいと思います。「キリストのゆえ

に」という部分です。モーセの時代にはまだキリストが現われていないはずなのに、なぜ、ここで「キリストのゆ

えに受けるそしり」とあるのでしょうか。「キリスト」とは「油注がれた者」という意味で、神の働きを担うため

に特別に神から与えられる⼒であったり、祝福であったり、権威であったり、⽴場であったりしますが、ここでは

「神の⺠」のことを指しています。とすれば、「キリストのゆえに受けるそしり」とは、「イスラエルの⺠としての

受けるそしり」を意味することになります。 
 

●イスラエルの⺠は神の救いのご計画の担い⼿として、神をこの世に⽰すために、辱しめや困難に遭うという運命

を背負わなければならなかったのです。これは神の計画に組み込まれた宿命です。なぜなら、神と神の⺠は⼀体だ

からです。神に敵対する勢⼒が存在するということは、神と⼀体となっている神の⺠がそのあおりをうけるのは⾄

極当然です。実は、神の⺠がやがて⼤きな苦しみに会うということは、すでにアブラハムに対して神が語っていた

ことです。神の救いのご計画の中で神の⺠が苦しむ。それはとりもなおさず神が共に苦しまれることでもあるので

すが、その預⾔を⾒てみましょう。 
 

【新改訳改訂第３版】創世記 15 章 13〜16 節 

 13 そこで、アブラムに仰せがあった。「あなたはこの事をよく知っていなさい。あなたの⼦孫は、⾃分たちのものでない国で 

寄留者となり、彼らは奴隷とされ、四百年の間、苦しめられよう。 

 14 しかし、彼らの仕えるその国⺠を、わたしがさばき、その後、彼らは多くの財産を持って、そこから出て来るようになる。 

 15 あなた⾃⾝は、平安のうちに、あなたの先祖のもとに⾏き、⻑寿を全うして葬られよう。 

 16 そして、四代⽬の者たちが、ここに戻って来る。それはエモリ⼈(※)の咎が、そのときまでに満ちることはないからである。」 

 

※「エモリ⼈」・・「アモリ⼈」とも表記されますが、原語は「エモーリー」ֱאמֹוִריです。イスラエルの⺠がカナンを征服する前

の「カナン」の地に住む者たちの総称です(創世記 14:7/15:16 参照)。このエモリ⼈のことを、主は「彼らの背たけは杉の⽊の

ように⾼く、樫の⽊のように強かった」と述べています。「杉」も「樫の⽊」も⼒ある存在の象徴です。しかし、主は彼らを滅ぼ



 
ヘブル人への手紙を味わう 

98 
 

して、カナンの地に神の⺠が住むようにされたのです。 

 

●このような⽂脈の中にあって、モーセが、「キリスト、すなわち、油注がれた神の⺠であることのゆえにうける

そしり、あるいは苦しみを、エジプトのどんな宝よりも価値あると彼は値づもりしたのです。それは神のご計画の

中に⾃分も神の⺠の⼀⼈として⽣きること、その価値を⾒出したということです。神の⺠として⽣きることのすば

らしさを知るならば、たとえそしりを受けたり、苦しみを受けたりすることがあったとしても、それはエジプトの

宝にはるかに勝るものであるということを値づもり、そこに⾝を置くことを決断したということです。このことが、

「キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝にまさる⼤きな富 (価値あるもの)と思った。」という意味です。

この決断によって、モーセは神のしもべとして尊く⽤いられたと⾔えます。以下の箇所には、使徒パウロの天秤思

考が綴られています。 
 

【新改訳改訂第３版】ピリピ⼈への⼿紙 3 章 7〜9 節 

 7 しかし、私にとって得であったこのようなものをみな、私はキリストのゆえに、損と思うようになりました。 

  8 それどころか、私の主であるキリスト・イエスを知っていることのすばらしさのゆえに、いっさいのことを損と思っていま 

す。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらをちりあくたと思っています。それは、私には、キリストを得、 

また、 

 9 キリストの中にある者と認められ、律法による⾃分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち、信仰に基 

づいて、神から与えられる義を持つことができる、という望みがあるからです。 

  

最後に   
 

●イェシュアは、「わたしについてきたいと思うなら」、「わたしの弟⼦となりたいと思うなら、」と⼆つの譬えを通

してイエスの弟⼦になりたいと思う者に対して、よく計算するようにと要求されました。  

(1) 塔を築こうとするとき、資⾦が⼗分にあるかどうかを計算せよ。 

(2) 戦いをするとき、勝つ⾒込みがあるかどうかを考えよ。 
 

●そして、そのあとに「イエスの弟⼦となるための条件」を述べています。ルカ 14 章 26〜27 節「わたしのもと

に来て、⾃分の⽗、⺟、妻、⼦、兄弟、姉妹、そのうえ⾃分のいのちまでも憎まない者は、わたしの弟⼦になるこ

とができません。 ⾃分の⼗字架を負ってわたしについて来ない者は、わたしの弟⼦になることはできません。」 
 

●確かに、弟⼦になることは楽なことではなく、苦しいことも多いのです。しかし、祝福ははるかにそれに勝るも

のなのです。「キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝にまさる⼤きな富 (価値あるもの)と思った。」モー

セの信仰とつながるのではないでしょうか。主は、私たちに主の弟⼦となることを願っておられます。その証拠に、

復活の主が 11 ⼈の弟⼦たちにこう⾔われました。「わたしには天においても、地においても、いっさいの権威が与

えられています。それゆえ、あなたがたは⾏って、あらゆる国の⼈々を弟⼦としなさい。そして、⽗、⼦、聖霊の

御名によってバプテスマを授け、また、わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教

えなさい。⾒よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。」(マタイ 28 章 18〜20 節)。 
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No.20 

 

命を賭けた遊⼥ラハブ  

 

 

はじめに 
 

●へブル⼈への⼿紙の講解説教、「義⼈は信仰によって⽣きる」というテーマのもとに、神によって称賛された⼈々

を取り上げてきました。これまで、 

①すぐれたささげものをしたことで神に称賛されたアベル。 

②息⼦が⽣まれてから、⾃ら、⾃発的に神とともに歩んだエノク。 

③主の安息の型となったノア。 

④神の約束を信じ続けて⽣きたアブラハム。 

⑤この世の富や栄光を捨てて、神の⺠とともに⽣きることを選び取ったモーセ。 

―を学んできました。今回はひとりの⼥性を取り上げます。結論を先に⾔いますと、その⼥性は命を賭けた⼤胆な

信仰によって称賛されているのです。 

 

●旧約聖書には、神のためにすぐれた働きをした信仰の⼥性が多くいます。「聖書の⼥性たち」という本(旧約篇、

新約篇)では、旧約だけでも 50 ⼈ほどの⼥性が取り上げられています。ところが、なぜか、ヘブル⼈への⼿紙の

11 章の信仰の偉⼈たちのカタログの中には、アブラハムの妻サラとラハブの⼆⼈の名前だけしか記されていませ

ん。しかも後者の⼥性は、「遊⼥」という肩書きまで記しています。「遊⼥」とは、決してすぐれた肩書きではない

ことは⾔うまでもありません。むしろ裏の⽣活をしていた⼥性です。新共同訳では「娼婦」と訳しています。「売

春婦」の意味です。そんな彼⼥でありながらも、その信仰が称賛されているのです。その箇所をまず読んでおきま

しょう。聖書のテキストはヘブル 11 章 31 節です。 

 
「信仰によって、遊⼥ラハブは、偵察に来た⼈たちを穏やかに受け⼊れたので、不従順な⼈たちといっしょに滅びることを免れ

ました。」(新改訳)  

 

●「穏やかに」と訳されたギリシア語の平和を意味する「エイレーネー」(peace, welcome)。「ねんごろに」(フ

ランシスコ会)、「ねんごろにもてなした」(柳⽣訳)、「敵意を持たずに」(詳訳) とも訳されています。しかし実際

は、「穏やか」ではなく、命を賭けるほどのリスクに満ちた⼤胆なものでした。彼⼥のこの⼤胆さを通して、その

結果「不従順な⼈たちといっしょに滅びることを免れた」ということが記されています。信仰によってした彼⼥の

⾏為が、滅びを免れさせたということです。―これだけでは、話の内容がわかりません。遊⼥ラハブとは何者であ

り、偵察に来た⼈たちとは何者であり、彼らを受け⼊れたとありますが、なにゆえにそうしたのか。そしてそのこ

とがなぜ滅びを免れることになったのか・・よくわかりませんので、これから 31 節の背景になっている出来事を

お話ししたいと思います。 
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1. 危険を顧みず斥候を匿ったラハブの⼤胆さ 
 

●神のしもべモーセが率いてきたイスラエルの⺠は、荒野で 40 年間過ごしたあと、モーセの後継者となったヨシ

ュアが、神の約束された地－カナンーに侵⼊し、そこを征服し、占領してい⾏きました。そのことを記録している

のが「ヨシュア記」です。指導者のヨシュアは、40 年前にモーセがカナンの地に偵察隊を遣わした 12 ⼈の中のひ

とりです。12 ⼈の偵察(斥候)隊はカナンの地に⾏って、⾒てきたことをモーセに報告しました。12 ⼈のうち 10

⼈が、「すばらしく良い⼟地ですが、私たちよりも⼤きな⼈たちが住んでいて、とてもじゃありませんが、そこへ

⼊っていくことはできません。」とレポートしました。他の⼆⼈は「確かにそうだとしても、神が与えようと約束

されたのだから、⼤丈夫」と報告しました。その⼆⼈―ヨシュアとカレブーだけが、カナンの地に⼊ることができ

ました。第⼀世代の者たちはみな荒野で⽣き絶え、⼆代⽬の世代が指導者ヨシュアに率いられて、約束の地に⼊っ

て⾏くことになります。 
 

●しかしヨシュアはすぐには出発せず、⽤意周到な準備をします。なぜなら、カナン侵攻の前哨戦ともいえるエリ

コの町の攻略は重要な最初の戦いだったからです。そのひとつに彼は⼆⼈の斥候(スパイのこと)を予めそこに遣わ

して、情報を収集させようとしました。遣わされた⼆⼈の斥候は、まずどこに⾏ったのでしょうか。ヨシュア記 2

章 1 節によれば、「彼らは⾏って、ラハブという名の遊⼥の家に⼊り、そこに泊まった。」とあります。なぜそんな

所に泊まったのでしょうか。⼆つの戦略がありました。それは・・・ 

 

(1) よそ者が⾏っても怪しまれない場所だから 
 

●この第⼀の戦略はみごとに失敗しました。 

 
【新改訳改訂第３版】ヨシュア記 2 章 2〜3 節 

2 エリコの王に、「今、イスラエル⼈のある者たちが、今夜この地を探るために、⼊って来ました」と告げる者があったので、 

  3 エリコの王はラハブのところに⼈をやって⾔った。「あなたのところに来て、あなたの家に⼊った者たちを連れ出しなさい。 

その者たちは、この地のすべてを探るために来たのだから。」 

 

とあるからです。ここで、ラハブが⼆⼈の斥候を差し出せば⼀件落着というところです。しかし、そうはなりませ

んでした。ラハブが彼らを渡すならば、当然、⼆⼈は殺されるに違いありません。まさに⼆⼈の斥候の命は、ラハ

ブの⼿にかかっていたのです。⼆⼈の斥候は不安でいっぱいだったと思います。ところが神の助けは全く予想しな

いところから来ました。これは今⽇でも変わらない真理です。なんと遊⼥ラハブが王の命令に逆らって、敵である

はずの彼らを匿ったのです。 
 

●本来ならば、斥候の者を連れ出すように⾔われた時、ラハブは直ちに敵である彼らを⼿渡すべきでした。それは

エリコに住む者として当然なことでした。ところが、その時、ラハブは⼆⼈の斥候を匿ってこう⾔ったのです。こ

こをリビングバイブルで読んでみましょう。 
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「2:4 ああ、あの⼈たちならとっくに帰りましたよ。 ここにいたんだけどねえ。 そりゃ、まさかスパイだなんて、思いも 

よらないもの。2:5 町の⾨が閉まるころ、⼣やみにまぎれて町から出て⾏ったみたいよ。⾏き先までは知らないけど。 

急いで追いかけりゃ、捕まえられるかもしれませんよ。」(2:4〜5) 

 

●これは真っ⾚な嘘。実際は、彼⼥はふたりを屋上に連れて⾏って、屋上に並べてあった亜⿇の茎の中に隠してい

ました。斥候を逮捕しに来た者たちは、ラハブの⾔葉を聞いて、信⽤してあとを追いました。もしここで斥候たち

を連れ出すように⾔われた時、ラハブが少しでもためらっていたならば怪しまれて、斥候たちは逮捕されてしまっ

たでしょう。しかしラハブは少しもためらうことなく、確信を持って話したので、彼らは騙されたのです。ラハブ

の演技がなかなかのものだと褒める箇所ではありません。あるいは、嘘をつくことは良いことか悪いことかという

こともここでは問題にはなりません。なぜなら、彼⼥がこのような⾏動に出たことは、へブル⼈への⼿紙によれば

「信仰によって」そうしたのであり、いわば命を懸けた、危険を顧みない信仰の冒険だったのす。というのも、も

し彼⼥が斥候たちを匿ったことがばれたなら、彼⼥だけでなく彼⼥の家族もみな殺されてしまったかもしれないか

らです。⼆⼈の斥候が、遊⼥ラハブのところに⾏ったのは、「よそ者が⾏っても怪しまれない場所だから」と踏ん

でいたはずですが、すぐにばれてしまい、第⼀の戦略はみごとに失敗しました。ところが、遊⼥ラハブが「信仰に

よって」、危険を顧みず、命を賭けて彼らを匿ったために事なきを得たのです。 
 

(2) 情報収集の格好の場所だから 
 

●第⼆の戦略についてはどうだったでしょうか。それは⾒事に成功しました。それもこれもみな、遊⼥ラハブのお

かげでした。神は彼⼥を通して彼らを助け、彼らが願っていた情報をラハブから得るようにしてくださったのです。

その情報とは何だったのか。⼀⼝に⾔うならば、敵が「恐れ」に襲われて震えおののいていること、みな、⼼がし

なえて、勇気がなくなってしまっていること。つまり、「敵が恐れに捕えられている」という情報。この情報が斥

候を通してヨシュアのもとに届けられたのでした。 
 

●40 年前、カデシュからカナンの地へ偵察に遣わされた斥候たちは、外側だけを⾒て、⼈々の⼼の動揺を⾒抜け

ませんでした。しかし今、エリコに進⼊した斥候たちは、ラハブから、⼈々の恐れについて聞かされます。イスラ

エル軍が戦う前に、神はすでに敵の⼼をゆさぶっておられたのです。ですから、この情報は戦いを前にしたヨシュ

アと神の⺠イスラエルにとって⼤きな励ましを与えたはずです。 

 

2. ラハブの信仰とその報いとして期待したもの 
 

●ラハブが命を賭けてまで⼆⼈の斥候を守ったことには理由がありました。それは彼⼥がカナンの者であったにも

かかわらず、イスラエルの⺠を導いた神こそが、本当の神だと信じるようになっていたからです。神を信じる信仰

があるというのは実に不思議なことで、謎に満ちています。なぜ信じることができたかといわれても、できたから

できたとしか答えられません。私の場合も、特別な奇跡を経験したわけではありませんし、神を信じる信仰の家に

育ったわけでもありません。いろいろな状況を引き合いに出したところで、同じような状況にある⼈はごまんとい

ます。なぜこの私が・・、という世界です。 
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●なぜ、エリコの町でラハブだけが信仰をもって救われたのか。本⼈もただ信じられる気がしただけ、という答え

しか返ってこないかもしれません。では、彼⼥の信仰とは、どのような信仰だったのでしょうか？ 充分な信仰の

知識があったとは思いません。彼⼥の知っていたことはごく僅かでした。ただ噂により、「イスラエルの神が葦の

海（紅海）の⽔をからされたこと、そしてイスラエルの⺠がシホンとオグを聖絶したこと」を聞いて知っていたの

です。彼⼥は「聞いて、信じたのです。」ヨシュア記 2 章には彼⼥の信仰告⽩が記されています。 

 

(1) 天と地を造られた創造主と⽀配者なる神 
 

●第⼀に、彼⼥は「あなたがたの神、主は、上は天、下は地において神であられるからです。」と創造主なる神と

そのご⽀配について告⽩しています。これはカナンの⼈々が信じている偶像とは根本的に違います。偶像は⼈の⼿

によって造られたので死んだ神に過ぎません。決して救いを与えることはできません。なぜなら、偶像はあくまで

も⾃分のために造られるものだからです。⾃分に都合の良い神であるために、⾃分の欲望を無限に肯定してくれま

すが、⼈⽣の根本の問題を解決してはくれません。ラハブが信じた神様は天と地を造られた創造主なる神様であり、

すべてを⽀配しておられる神でした。彼⼥はまた、その神が、この地(エリコの町を含むカナンの地)を与えられた

ことを信じていました。 
 

(2) 裁きと救いの神 
 

●彼⼥はまた、斥候のために来た者にこういいました。「どうか、私があなたがたに真実を尽くしたように、あな

たがたもまた私の⽗の家に真実を尽くすと、今、主にかけて私に誓ってください。そして、私に確かな証拠を下さ

い。私の⽗、⺟、兄弟、姉妹、また、すべて彼らに属する者を⽣かし、私たちのいのちを死から救い出してくださ

い。」彼⼥は罪を裁かれる神様を信じました。彼⼥は神様がイスラエルを通してカナンの地を裁かれることを知っ

ていました。ラハブは裁きの神様を信じただけではなく、⾃分のような罪⼈も悔い改めて信仰によって出て⾏けば

救ってくださる救いの神様を信じたのです。そしてその確証をもらいました。その確証とは、やがてイスラエルの

⺠が侵⼊してきたときに、窓に⾚いひもが結び付けられている家を救うという約束でした。ヨシュア記 2 章 17〜

21 節にはラハブと斥候たちが契約を結ぶ場⾯です。斥候たちはラハブに⾃分たちの誓いを守るために⼆つのこと

を頼みました。 
 

①⼀つは、⾃分たちをつり降ろした窓に、⾚いひもを結びつけておくことです。 

②もう⼀つは、ラハブの⽗と⺟、兄弟、また、彼⼥の⽗の家族を全部、彼⼥の家に集めておくことです。 
 

●⾚いひもは出エジプトの時にイスラエル⼈が家の⾨柱のかもいに塗った過越の⽺の⾎とイエス様の⾎を象徴し

ます。エリコが裁かれる時、窓に⾚いひもが結び付けられている家を救うという約束は斥候たちとラハブが結んだ

契約です。ラハブはこの契約に基づいて⾚いひもを窓に結び付けました。そして、イスラエル⼈はそれを⾒てラハ

ブとその家族だけを救ったのです。 
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3.  遊⼥ラハブの背景にある神のドラマ 
―マタイに登場する 4 ⼈の⼥性― 

 

●神を信じるという神との新しいかかわりは、私たちの⼈⽣において、

神のすばらしいみこころがなるという実に不思議なドラマが始まりま

す。どんなドラマが展開していくのかはだれにも分かりません。しかし

それは確実に、神の栄光と恵みを照らしだす⼈⽣を歩むというドラマな

のです。遊⼥ラハブがもった信仰は、彼⼥の思いや願い、望み、あるいは夢をはるかに越えて実現されていきます。

遊⼥ラハブはそんな神のドラマがあるとは全く予想だにしなかったことでしょう。ここで、マタイの福⾳書の冒頭

にある系図を⾒てみましょう。聖書をはじめて開く⼈はここでつまずいてしまいます。聞いたこともないような⼈

物の名前が羅列されているからです。しかしこの系図には、とんでもない、驚くべき事実が秘められているのです。 
 

●ユダヤ⼈たちは系図(⾎のつながり)をとても重んじます。バビロン捕囚から解放されていたユダヤ⼈たちは、神

に選ばれた⾃分たちのアイデンティティを再確認するために⾃分たちの系図を確認します。それが歴代誌という書

物に記されています。 
 

●マタイの福⾳書を書いたマタイは「神の恵み」という意味ですが、ユダ

ヤ⼈である彼がイエス・キリストの系図の中になんと 4 ⼈の⼥性の名前を

⼊れています。本来ならば、系図は男性側のみ記されます。しかし、どう

いうわけかその系図の中に⼥性が⼊っていること⾃体、不思議なのです。

しかも、その 4 ⼈の⼥性たちはみないわくつきで、普通ではありません。 
 

(1) カナン⼈タマル 

●タマルはユダの息⼦(⻑男)の嫁です。ユダはカナン⼈の⼥性と結婚し、三⼈の息⼦を設けました。⻑男エルの嫁

として迎えたタマルもカナン⼈だと思われます。ところが⻑男が神の怒りに触れて死んだので、⼦孫を残すために、

弟息⼦オナンと結婚させます。しかし、次男のオナンは⻑男の⼦孫をつくりたくないということで⼦どもをつくり

ませんでした。そのことも神の怒りに触れてオナンも死にました。そのためにタマルは⼦どものいない嫁だったの

です。舅であるユダは気の毒に思って三番⽬の息⼦が成⼈するまで、実家で待っているようにと帰しました。しか

しその息⼦が⻘年になっても、ユダは息⼦を彼⼥に与えませんでした。そこで、あるとき、彼⼥は遊⼥(娼婦)に変

装して舅のユダを誘惑して⼦どもを宿しました。明らかに、これは不義による⼦どもたちでした。ユダはだまされ

てタマルと関係をもったのですが、後で、⼈から⾃分の息⼦の嫁であったタマルが売春しているらしいということ

を聞いたとき、「焼き殺せ」と⾔ったのです。しかし、そのタマルの胎に宿った⼦どもが⾃分の⼦どもだと知った

とき、⾃分が彼⼥に三男の息⼦を与えなかった⾃分の⾮によるものだと認めたのです。タマルは双⼦を産みました。

その⻑男のペレツからやがてサルモンが⽣まれます。もし、タマルが⼦どもを産まなかったとしたら、ユダには⼦

孫がいなかったのです。だとすればダビデもソロモンもそしてイエス・キリストも存在していないのです。 
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(2) 遊⼥ラハブ 

彼⼥はカナン⼈(異邦⼈)でしたが、悔い改めて、イスラエルの神こそ本当の神と信じて救われます。やがて不思議

なことに彼⼥は⼀⼈のイスラエル⼈と結婚しますが、その結婚相⼿というのがなんとサルモンだったのです。しか

も、サルモンとラハブの間にできた⼦どもがルツ記の主⼈公、つまり、モアブ⼈であるルツの夫となるボアズなの

です。 

 

(3) モアブ⼈ルツ 

●ボアズとモアブ⼈ルツが結婚した後に⽣まれたのがオベデでした。オベデからエッサイが⽣まれ、エッサイから

ダビデが⽣まれました。 

 

(4) ウリヤの妻バテ・シェバ 

●さらに、このダビデとウリヤの妻バテ・シェバの間にできたのがソロモンです。そして、その系図はイエス・キ

リストへとつながっていきます。 

 

●このようにカナン⼈、モアブ⼈といった異邦⼈の⼥性たちが、イエス・キリストの系図の中に⼊ってきているの

です。本来ならば、そうしたことは隠しておきたいところでしょうが、聖書は包み隠さずはっきりと記しているの

です。その意図はなんでしょうか。それは、ひとえに、神の恵みの豊かさを⽰すためにほかなりません。この系図

を記したマタイもかつては取税⼈であり、ローマの⼿先となって同胞の⺠を苦しめていた⼈物でした。そんな彼が

イエス・キリストに出会って全く新しい⼈⽣を歩んだのです。 

 

 

最後に 
 

●最後を締めくくる前に、少し⾯⽩い話をしたいと思います。今回の取り上げた⼥性の名前は「ラハブ」でした。

正確には「ラーハーヴ」と表記されなければなりませんが。聖書で「ラハブ」と訳されている名前は、⼆つの意味

で使われています。⼀つは、ָרָהב(rahav)。もう⼀つは、ָרָחב(rachav)です。似ているようですが、どこか少し

違います。その違いが分かりますか。真ん中の⽂字が違っています。(1) の⽅

は「ヘー」(ה)というへブル⽂字、(2)の⽅は「ヘット」(ח)というへブル⽂字

です。 

 

●(1)のラハブ、実は「エジプト」を意味することばです。詩篇 87 篇に出てき

ます。「へー」という⽂字のあるラハブは、本来、「⾼ぶる」という動詞から来

ています。つまり、エジプトは⾼ぶる象徴として使われています。(2)の⽅は固有名詞の⼥性の名前の「ラハブ」

です。真ん中に「ヘット」のある「ラハブ」の意味は、「幅を広くする、太い、⼤幅で、ゆとりがある」という意

味。痩せた感じではなく、むしろ太っているというイメージです。「太め＝ラハブ」。聖書の中で最初に出てくる箇

所は創世記 6 章 15 節の⽅⾈の「幅」という意味で使われています。それ以後、町の「広場」という意味になった
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り、幕屋の「横幅」や宮やその備品の「横幅」に関しても使われています。それもかなりの幅広の物に使われてい

ます。ですから、名は体を表わすということばがあるように、もしかしたらラハブはかなり太めの⼥性で、そのあ

だ名が「太め」と⾔うことが⾔えたかもしれません。仕事は「遊⼥」で、⾝体は「太めタイプ」。多少、軽蔑され

ているような感じがしないでもありません。この⼥性が、唯⼀、エリコの町で神様に選ばれ、しかもイエス・キリ

ストの先祖として聖書に名を残しているということが重要なのです。イエス・キリストの系図の中には、このよう

なとんでもないことが、驚くべき秘められた事実が隠されているのです。神の不思議なドラマが、この系図の中に

隠されているのです。 
 

●さて、ラハブの命を懸けた信仰の決断を正しく受けとめましょう。11 章 31 節「信仰によって、遊⼥ラハブは、

偵察に来た⼈たちを穏やかに受け⼊れたので、不従順な⼈たちといっしょに滅びることを免れました。」(新改訳) 

「穏やかに」という意味は、⼼優しくという意味ではありません。敵であるイスラエルの斥候を受け⼊れ、匿った

ということは、「神の側についた」ことを意味します。その結果、同胞であるカナン⼈とたとえ敵対関係になって

しまったとしても、です。彼⼥は悔い改めて、神を信じて⾃分とその家族だけが救われました。その信仰のあかし

として、つまり、⾃分の命を賭けてでも神を信じようとした⾏為が称賛されているのです。 

 

●⾃分の命を懸けていない信仰は、いざというとき、もろくも崩れ去っていきます。ここで命を懸けるとは、⾃分

の⼒で頑張るような信仰ではありません。神に完全にゆだねる信仰、まかせる信仰のことです。そんな信仰をもっ

て⽣きているかどうか、私たちは、たえず、いつも問われているのではないでしょうか。 
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No.21 

 

 信仰の馳せ場を⾛る 
 

 

はじめに 
 

●今回は「信仰の馳せ場を⾛る」と題して、ヘブル⼈への⼿紙 12 章 1 節のみことばからそれが意味することは何

かを共に考えてみたいと思います。「信仰の馳せ場」という⾔い⽅をよく教会ではするのですが、この⾔葉⾃体は

聖書の中にありません。「馳せ場」ということばもありません。「馳せる」(つまり、⾛ること)ということばは国語

辞典にありますが、「馳せ場」という⾔葉は、国語辞典にもない、教会専⽤の⽤語のようです。その意味するとこ

ろは、⾛るべき道のり、⾛るべき道程のことです。 

 
【新改訳改訂第３版】ヘブル 12 章 1 節 

こういうわけで、このように多くの証⼈たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも、いっさいの 

重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競⾛を忍耐をもって⾛り続けようではありませんか。 

 

●この 1 節の最も中⼼となる「ことば」は何でしょうか。それは「⾛る」ということばです。「⾛り続けようでは

ありませんか。」 Let’s go ならぬ Let’s run です。「⾛り続ける」とは「信仰⽣活を完⾛する」、「キリストを

信じる⽣涯を貫く」ということです。信仰の⽣き⽅を⾛り抜くということ、⼈⽣の最後まで信仰を貫き通すという

ことです。これは決して容易なことではありません。神の助けがなければ、途中で脱落してしまう危険がいつでも

あるからです。 

 

●私たちに神を信じるという信仰が与えられているのは、信じている者にとっては当たり前のように思っているか

もしれませんが、実は、奇跡中の奇跡です。それは⼈間の⼒で与えることはできないからです。しかも、ひとたび

与えられた信仰の馳せ場を⾛り抜き、信仰の⽣涯を全うすることはなおのこと容易なことではないのです。この⼿

紙が書かれた当時は、信仰に⼊った者たちがさまざまな困難、迫害、試練に会うことによって、信仰の道から離れ

て⾏った者が少なくありませんでした。ですから、ヘブル⼈への⼿紙の作者は 12 章 1 節のように⾔わなければな

りませんでした。もう⼀度、読んでみましょう。「こういうわけで、このように多くの証⼈たちが、雲のように私

たちを取り巻いているのですから、私たちも、いっさいの重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれ

ている競⾛を、忍耐をもって⾛り続けようではありませんか。」 

 

●オリンピック競技の最終種⽬はいつでもマラソンです。きわめて過酷なレースで競技場に 42.195Km を⾛り抜

いて戻ってくる。そして、⼤勢の観客が⾒守る中で決勝点(ゴール)のテープが切られる。観衆はその姿をたたえる

わけです。実は、信仰⽣活もマラソンと同じです。 

ところで、聖書が書かれた当時のスポーツと⾔えば、第⼀に、「競争」、「拳闘」(ボクシング)、そして「レスリング」

でした。他もありますが、この三つが主な花形スポーツでした。ですから、新約聖書には信仰をスポーツの競技に
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たとえている箇所があります。 

 
(1) キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、⽬標を⽬指して⼀⼼に⾛っているのです。 

(ピリピ 3:14) 

(2) 私は勇敢に戦い、⾛るべき道のりを⾛り終え、信仰を守り通しました。(Ⅱテモテ、4:7) 

「競争」のたとえによって教えられている⼤切な真理は・・・ 

① だれでも決勝点に到達できること。 

② 到達した者には神からの栄冠が与えられること。 

③ 途中であきらめてはならないこと。 

④ 決勝点に到達することに集中すること。 

 

 

1. 「⾛る」(⾛り続ける)とは 
 

●さて、「⾛る」ということばに抵抗感を⽰す⽅がいるかもしれません。⾜の速い、⾛ることが得意な⼈にはなん

でもない⾔葉ですが、⾛ることが苦⼿な⼈である場合、「⾛ろうではないか」と⾔われると、そのことばだけで疲

れてしまうような⼈もいると思います。でもご安⼼ください。聖書の⾔う「⾛る」とは、必ずしも動いたり、⼀所

懸命何かをしたり、働いたりすることではありません。聖書の⾔う「⾛る」とは、体を動かすような活動を意味し

ていません。 
 

●詩篇 119 篇には「⾛る」という動詞が使われている箇所があります。 

「私はあなたの仰せの道を⾛ります。あなたが私の⼼を広くしてくださるからです。」(32 節) 

ここにある「⾛ります」(「ルーツ」רּוץ)ということばは、「情熱を傾ける」という意味です。なぜ、情熱を傾ける

ことができるのかと⾔うならば、それは「あなたが私の⼼を広くしてくださるからです」と述べています。「⼼を

広くしてくださる」とは、英語で⾔うと、set my heart free つまり、あなたが私の⼼を⾃由にしてくださった、

私の⼼を解放してくださったという意味です。主の教えに従うことが、強制されて、強いられてというのではなく、

むしろ⾃発的に、⾃ら進んでそうしたくなるようにしてくださった。それが「⼼を広くしてくださる」という意味

です。「広くする」というヘブル語では「ラーハブ」(ָרַחב)いう動詞が使われています。前に、遊⼥ラハブ、太め

のラハブということで、このことばについてお話しました。押し込められていた⼼が⾃由に解き放たれる、そのこ

とによってはじめて情熱を傾けることができるようにされるという、⾃発的な求道性を表わすことば、それが「⾛

る」ということばが持っている意味です。 
 

●情熱をもって⽣きている⼈は、なにかしら輝いて⾒えます。⽣きる意欲がみなぎっています。精⼒的です。枯れ

果てた姿には⾒えません。絶えず、何かを求めているからです。そんな「⾛りの⽣涯」を私は⽣きたいと思います。

どうせ⽣きるならば、やっとのことで⽣きているのではなくて、むしろ輝いて⽣きたいものです。こうした⽣き⽅

は、何かをすることによって与えられるものではありません。主イエスとの霊的な命の関係を豊かに保ち続けるこ

とによって、つまり⾃分が神から愛されているという経験を豊かにすることによって⽣み出されるものだと思いま
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す。そのようにして、信仰の馳せ場を⾛ることができるのではないでしょうか。 

 

2.  信仰の馳せ場を「⾛る」ための提⾔ 
 

●そうしていくための提⾔を、ヘブル⼈への⼿紙の作者は、消極的な⾯と積極的な⾯の⼆つの⽅⾯から述べていま

す。  

 

〔A. 提⾔その 1〕  いっさいの重荷とまつわりつく罪とを捨てる 

⾛る⼈にとって必要なことは、⾝軽になるということです。これがなかなか難しいのです。⼤きな荷物を持ったま

まで、抱えたままで、⾛ることは出来ません。 
 

(1) 思い煩い 

●私たちは、思い煩いという荷物を担ったままで、⾛ることはできません。使徒ペテロは「あなたがたの思い煩い

を、いっさい神にゆだねなさい。神があなたがたのことを⼼配してくださるからです。」(5 章 7 節)と述べています。

ペテロがこのことばを述べた前後関係を⾒ると分かるように、堅く⽴って悪魔に⽴ち向かわせるためです。「思い

煩い」「⼼配事」を⼼にもったままで、悪魔に⽴ち向かうことはできないからです。 
 

(2) ⾃⼰中⼼的な願望 

●あるいは、⾃⼰中⼼的な願望という荷物を抱えたままでも、⾛ることはできません。神様が私たちを選んだとい

うならば、神さまのご計画があるのです。そのご計画からはずれて私たちが⾃分中⼼的な願望を満たそうとすれば

するほど、神との軋轢は増し、やがて信仰の道から離れていく危険があります。⾃分の⼈⽣において最⾼のものを

備えてくださる神様にゆだねなければなりません。明け渡さなければ、神が私たちに与えようとしておられる良い

ものを受け取ることができません。私たちの神は備え主です。My God is provider 私たちの将来も、⽣きる⽬的

も、幸せも、喜びも、⽣存と防衛にかかわる⼀切の保障を備えておられるのです。神のみこころを理解する⼒も、

洞察⼒も、神の働きをする⼒も、愛する⼒も、すべてです。 

●「ゆだねることの⼤切さ」・・神さまの⼦どもとされても、神の御声が聞こえないという⽅がいます。⼀度も聞

いたことがないという⽅もいます。なぜ聞こえてこないのでしょう。私たちの神は語る神さまなのに。その原因は

私たちの側にあります。それはその⼈が神の前に静まり、神からの⼼の平安を与えられていないからです。⾃分の

考えがあって、それをしっかり握ってそれを⼿放すことも、変えることをしようとしない状態では、神の御声を聞

くことはできませんし、従うこともできません。ましてや、⼼を尽くして神を尋ね求めるという新しい⽣き⽅は起

こり得ません。 

 

(3) ⼈を恐れる 

●また、⼈を恐れるというまつわりつく罪が私たちを⽀配しているかもしれません。⼈を恐れるとわなに陥るとい

う聖書のことばがあります。神が私を全責任をもって愛し、導いてくださるという確信を持っていないときに、私

たちは⼈を恐れるのです。恐れると⾔ってもびくびくしているわけではありません。⼼の仕組みとして、⼈から疎
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外されないような態度をとってしまうということです。そのために⾃分の⼼を偽り、表⾯的な⼼でかかわろうとし

ます。⼀⾒、これは罪ではないように思えますが、神に従って⼈とのかかわりを失うことを恐れる⼼が隠されてい

ます。このような⼈を恐れる⼼も、信仰の馳せ場を⾛ることを難しくしてしまいます。 

●他にも、⾃分の弱さ、悪習慣も「⾛る」ことを妨げてしまいます。そのようにいろいろな邪魔物に纏（まつ）わ

り付かれるようであっては、信仰の馳せ場を⾛ることが出来ません。私たちが、信仰の歩みにおいて、遅々として

前に、なかなか進まない場合は、いろいろな重荷を持っているからかもしれません。 

 

(4) 不信仰・・すべての根源にあるもの 

●纏わりつくものの中で、⼀番根底にあるものは不信仰です。神さまを信頼できないということです。不信仰のも

たらすしるしは、⼼の中に平安がないということです。いつもなにかを⼼配している。将来を⼼配してしまう、⼈

を恐れてしまう、これが不信仰のしるしです。このような不信仰が⼼の中を⽀配していては、前進どころか、かえ

って後退してしまうに違いありません。私たちは、⾃分⾃⾝、振り返ってみて、纏わり付くものはないかを調べ、

それを、勇気をもって捨てなければなりません。そうでないと、神によって与えられた祝福への信仰の馳せ場を⾛

り通すことはできません。ましてや、全⼒を尽くして⾛ることなど到底できません。不信仰の罪から来るまつわり

つく重荷―思い煩い、⼼配、不安、恐れ―を神のもとに明け渡すことをしながら、私たちは信仰の馳せ場を⾛って

⾏くのです。 

 

〔B. 提⾔その 2〕  ⾒物⼈の激励を知る 

 

●第⼆の提⾔は、「⾒物⼈の激励」です。１節に、「このように多くの証⼈たちが、雲のように私たちを取り巻いて

いるのですから・・・⾛り続けようではありませんか。」とありました。 

 

(1)「多くの証⼈たち」の励まし 

●この「多くの証⼈たち」とは、この前の 11 章に記録されている信仰の勇者たちのことです。聖書の中に登場す

る⼈々の信仰を学ぶことを通して、私たちはいつも信仰の励ましを受けます。運動会などで、私たちが⾛る元気が

出るのは⾒物⼈の声援です。たとえ、⾛ることが遅くても、最後まで投げだすことなく完⾛した⼈に対して、多く

の⾒物⼈は拍⼿するのではないでしょうか。そうした励ましの⾒物⼈が、神を信じる⼈の回りに⼤勢いるのです。 

●さまざまな時代において、さまざまな状況の中におかれた神を信じる者たちが、いかにして信仰の馳せ場を⽣き

抜いたか、その記録が聖書の中に記されています。そうした⼈々から私たちは学ぶことができます。彼らの存在は、

すでに信仰の馳せ場を⽣き抜いた⼈々であり、彼らの⼤きな声援を聞くことを通して励ましを受けることができま

す。ヘブル⼈の⼿紙の作者は、11 章でそうした⼈々を取り上げて励ましているのです。 
①アベル・・・神の喜ぶささげもの、神の⼼にふれるささげものをしました。 

②エノク・・・⾃分の息⼦が⽣まれてから、⾃発的に神とともに歩みました。 

③アブラハム・・神のヴィジョンである永遠の神の都を待ち望みました。 

④モーセ・・・この世の富や栄光を捨てて、神の⺠とともに⽣きることを選び取りました。 

⑤遊⼥ラハブ・異邦⼈でありながらも、命懸けで神の側につきました。 

⑥ヨシュア・・信仰によって難攻不落と⾔われたエリコの町を攻め落としました。 
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⑦ギデオン・・⽯橋を叩いて渡るような⼩⼼者が戦いの戦⼠として尊く⽤いられました。 

●⼿本がないと信じるということがどういうことなのか、なかなかわかりません。11 章にあげられている⼈々は、

「多くの証⼈たち」と記されていますように、彼ら⾃⾝、⾛った経験、信仰⽣涯を最期まで完⾛した経験を持って

いる⾒物⼈なのです。つまり、私たちの信仰の⼿本となるべき⼈々なのです。そうした⼈々が、「さあ、私たちが

⾛ったように⾛れ」と激励してくれているのです。これは、励ましではないでしょうか。 
 

(2) 共に⽣きる信仰の家族 

●さらに、かつて⾛り続けて信仰の馳せ場を完⾛した信仰者たちの存在だけでなく、今、共に信仰の馳せ場を⾛っ

てくれる信仰の家族の存在も、私たちに励ましを与えてくれます。 

●当教会が開拓した当初、80 歳になる姉妹―すでに天に召されていますがー上⽥季⼦さんが私たちをとても励ま

してくれました。1999 年、クリスマスが近づいた 12 ⽉ 20 ⽇に彼⼥は天に召されました。その知らせを受けた私

は練⾺神の教会で⾏われる葬儀に参列できませんでしたので FAX を送りました。その⽂章をお読みしたいと思いま

す。 
上⽥季⼦姉妹の召天の知らせを聞きました。今年の夏、静岡の御殿場でもたれる牧師会の前に、上⽥姉妹を訪問してお会い

する際に、この地上でお会いできる最後のチャンスかもしれないと思いながら、(鎌倉にある病院の)病室に⼊りました。その

訪問は、私どもの思いを超えた⼤きな(ある意味で衝撃的な)励ましを与えてくれました。痴呆が進んでいると聞かされていま

したので、私のことを本当にわかってくれているのか正直⾔ってわかりませんでしたが、分かっても分からなくても、彼⼥が

⼤好きだった讃美歌を⼀緒に歌おうと思い、家内ともう⼀⼈の教会の姉妹(及川姉)との三⼈で、ベッドの傍らで讃美歌を歌い

始めました。そのとき、上⽥姉妹ははっきりと、しかも綺麗な声でいっしょに歌い始めたではありませんか。・・なんとも表現

しえない驚きと感動がその場を⽀配しました。 

多くの⼈の死をみとったクリスチャンの精神科医が、「⼈は⽣きてきたように死んでいく」と話されたのを思い起こします。 

上⽥季⼦姉妹の信仰の歩みは、その若き時代に、⾃由学園の学園⻑であった⽻仁もと⼦さんの影響を受けながらも、信仰の⽬ 

が⼤きく開かれたのはご主⼈を亡くされてからのことでした。洗礼を受けてからというもの、⽣まれた乳飲み⼦のように、 

彼⼥は聖書のみことばを慕い求め続けました。その姿は私ばかりでなく、多くの⽅々に、「⾃分が年をとったら、あのような⽣ 

き⽅をしたい」と思わせるような良い影響を与えました。北海道での開拓伝道が始まってから、彼⼥はしばしば空知太の教会 

を訪れ、また、私ども牧師家庭の家族の⼀員のように共に過ごして下さいました。彼⼥は⾃ら「枯れ⽊も⼭の賑わい」と⾔っ 

ておりましたが、彼⼥の存在は私どもの家族にとってどんなに⼤きな励ましを与えてくれたことでしょう。また彼⼥は朝早く 

起きては、毎朝⽋かさず近くの公園に⾏っては賛美と祈りの時を持っておられました。その主を慕い求める彼⼥の顔は、モー 

セが 40 ⽇間、主との交わりを通して与えられた輝きにも似た光を放っていました。 

今ここに、彼⼥が受洗される際に書き記したあかしの中にしるされた讃美歌の歌詞を紹介したいと思います。彼⼥の信仰の 

歩みは、正に、この讃美歌の中に要約されているように思います。 

 
1.   

いつくしみ深き  主の御⼿に引かれつつ 

この世の旅路を  歩むぞうれしき 

いつくしみ深き  主の友となりて 

御⼿に引かれつつ 天にのぼりゆかん 

2. 

世の旅果てなば  死の川波をも 

恐れなく進まん  主の助けあれば 

いつくしみ深き  主の友となりて 

御⼿に引かれつつ 天にのぼりゆかん 

●このように、私たちが共に⽣きた信仰の家族、信仰の友、あるいは今共に⽣きている信仰の家族、信仰の友を通

しても励ましを与えられ、励まされているのです。 
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(3) 忍耐をもって⾛り続ける 

●最後の提⾔は、忍耐をもって⾛り続けるということです。信仰を与えられたからと⾔って、⾃分の思うどおりに

なるわけではありません。むしろ反対のことが多くなることでしょう。それは私たちにとって最善がなにかを私た

ちが知っていないからです。神を信じる信仰の馳せ場を⾛り抜くためには、確かな希望が必要です。使徒パウロは

こういいました。「神を愛する⼈々、すなわち、神のご計画に従って召された⼈々のためには、神がすべてのこと

を働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。」(ローマ 8:28) 

●私たちは知らないことが多くあります。わからないことだらけです。しかし、はっきりていることは、「神がす

べてのことを働かせて益としてくださる」という事実です。そこに私たちの信仰と希望を置くことによって、私た

ちを愛してくださった神を、⼒を尽くして愛していくことができます。希望があるとき⼈は耐えることができます。

そこに何かの意味を⾒出す信仰があるとき、⼈はどんな苦しみをも耐えることができるのです。 

 

むすび 
 

●今回のキーワードは「⾛る」でした。私たちに与えられた信仰の道のり、信仰の馳せ場を⾛り抜くこと、それは、

なにか⼀所懸命に⾝体を使って活動したり、成果を上げたりすることに躍起になったりすることではありません。

むしろ、それとは逆のこと、つまり、⼼を尽くして、神のうちにとどまるという求道性を意味します。 

しかしそれを阻むものがあります。それは、思い煩いという重荷であり、⾃分本位の罪、不信仰な罪といったもの

です。それをひとつひとつ私たちの⼼から捨て去らなければなりません。放っておくならば「⾛る」ことができな

くなります。 
 

●信仰の励ましを聖書を通して学び、また⾝近な⼈の信仰から謙虚に学ぶことです。最終的には、私たちの主イエ

ス・キリストから学ばなければなりませんが、それについては、次回にゆずりたいと思います。今朝は、「私たち

の前に置かれている競⾛を、忍耐をもって、⾛り続けよう」という決意を新たにすることです。そして神がそのこ

とを助け、導いてくださるように祈りましょう。いつも神に望みを置く歩みができるように。また信仰の持つ⼒が

私の⽇々の歩みの中に現わされるように祈りましょう。 
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No.22 

 

良い死を迎えるために 
―キリスト者の「アート」― 

 

はじめに 
 

●前回は、ヘブル⼈への⼿紙 12 章 1 節 
 

「こういうわけで、このように多くの証⼈たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも、いっさいの 

重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競⾛を、忍耐をもって⾛り続けようではありませんか。」 

 

という聖句から、「⾛る」というキーワードを選んでお話をいたしました。「⾛り続ける」とは「信仰⽣活を完⾛す

る」、「キリストを信じる⽣涯を果たす」ということです。信仰の⽣き⽅を⾛り抜くということ、⼈⽣の最後の最後

まで信仰を貫き通すということです。 

 

●今回は、同じく「⾛る」のですが、永遠に⾛り続けるのではなく、競争には必ず決勝点、ゴールがあるという事

実があります。マラソンでも、それ以上に過酷なレースと⾔われる「トライアスロン」(⽔泳、⾃転⾞、マラソン)

という競技がありますが、そうしたレースでも、必ず、ゴールがあります。そのゴールに向かって選⼿はひたすら

⾛り続けるわけです。もし、ゴールがなかったとしたらどうでしょう。考えるだけでも恐ろしいことです。ゴール

があるからどんなに過酷なレースであっても⾛ることができるわけです。ゴールがなければ苦しいレースを永遠に

することになります。ゴールがあるということは、ある意味で恵みだと⾔えます。ところが、私たちの決勝点、つ

まり⽬指すべきゴールは「死」を意味します。どんな競技にもゴールがあります。そのゴールを⽬指してひたすら

⾛り続けるわけです。ゴールがないと思う⼈は誰もいません。必ず、ゴールという到達点があることを信じて⾛っ

ているわけです。 
 

●私たち⼈間だれにでも、死というゴールが間違いなくあります。たとえそのゴールの地点が多少、近かったり、

遠かったりすることはあっても、です。ところが、多くの⼈々はこの死という現実を太陽と同様、直視しようとは

しません。謎です。なぜ、死という事実に⽬を向けようとしないのでしょうか。それは、「死」を恐れているから。

死の先に何があるかが分からないからです。 
 

●⼈間の死に⽅も実に様々です。若くして死ぬ⼈もいれば、年をとってから亡くなる⽅もいます。急に亡くなる⽅

もいれば、徐々に死を迎える⽅もいます。⾮常に安らかな死もあれば、壮絶に苦しみ悶えてなくなる⽅もいます。

病気で亡くなる⽅もいれば、思わぬ災難で亡くなる⽅もいます。このように死に⽅は様々でも、確実なことは、⼈

間必ず死を迎えるということです。果たして、百パーセントの確実さで訪れる⾃分の死に対して、あなたは備えを

持って⽣きているかということです。 
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1. 死という現実に直⾯した⼀⼈の医師 
 

●今回のテーマは「良い死を迎える」というタイトルにもありましたように、「死」です。「死の現実にしっかりと

向き合う」ということは、「いかによりよい⽣を⽣きるか」という問いと密接なかかわりをもっているのです。「良

い⽣を⽣きる」ことと「良い死を迎える」こととはイコールなのです。 
 

●⽇野原重明という医師をご存じだと思います。聖路加病院(キリスト教、ミッション・ホスピタル)の名誉院⻑、

理事⻑(つまり経営最⾼責任者)、且、現役医師。 1911 年⽣まれ (104 歳) 牧師家庭に育つ。著書『死をどう⽣き

たか』 ー私の⼼に残る⼈びとー(中央新書)― 
 

●⽇野原重明⽒が 72 歳の時に書かれた「死をどう⽣きたかー私の⼼に残る⼈びとー」という本(中央新書）があり

ます。彼が臨床医として務めた 40 年余りの間に、死をみとった 600 名の中から、印象深かった⼈たち 21 名の死

を取り上げて、⼀冊の本にしています。その最初に登場する⽅の死を通して、⽇野原⽒が医師としてどのように死

という現実と真剣に向き合うようになったか、その契機ともなった 16 歳の少⼥のことが取り上げられています。

それをご紹介したいと思います。 
 

ちなみに、医師の⽇野原重明⽒は医学の道を進み、京都⼤学の医学部を卒業して最初に勤務した病院で最初に受け持った患者

が 16 歳の結核を患った少⼥でした。⽗親がなく、⺟親がこの娘の⼊院費や⽣活費を稼ぐために、娘の病気の世話に来院して付き

添うことが難しく、⼆週間に 1 回くらいの割で、それも⽇曜⽇に⾒舞いに来るのが精⼀杯でした。 

 

主治医の⽇野原⽒は、⽇曜⽇は教会の礼拝のために、⽇曜だけは医師の仕事を休んでいました。ところが、この 16 歳の娘は、 

よく⽇曜⽇になると不思議と⾼熱と腹痛になっていたのです。あるとき⽇野原⽒は、彼⼥が「⽇野原先⽣は⽇曜⽇だけはいつも

病院に来られないのよ」と寂しそうに話していた、ということを同僚の医師から聞かされました。 

 

ある⽇曜の朝、彼⼥の容態は早朝からひどく悪化し、嘔吐が続き、⽇野原⽒が連絡を受けて病棟に駆け付けた時には、腸閉そ

くを起こしてひどく苦しんでいました。彼⼥の苦しみを⽌めるにはモルヒネ注射しかないと判断して、普通の⼆倍の量を注射し

ました。―当時、痛みに対して、モルヒネ剤を注射すると習慣性になり、いざというときに、きかなくなるという理由で、あま

り効果のない鎮静剤を注射していた。これは当時の常識であったようで、病気がいよいよひどくなって死が迫っていても、医師

は、あたかも患者があと何⼗年も⽣きる望みがあるかのように、モルヒネ剤の注射をくりかえすことを拒むことが多かったとい

います。― 

 

彼⼥の苦しみが収まるのを願って、彼⼥の脈拍を数えながら、「今⽇は⽇曜⽇だから、お⺟さんが午後から来られるから頑張り

なさいよ」と激励しました。モルヒネが効いて、彼⼥の苦しみは軽くなったとき、少⼥は⼤きな⽬を開いてこう⾔いました。 

「先⽣、どうも⻑い間お世話になりました。⽇曜⽇にも先⽣に来ていただいてすみません。でも今⽇は、すっかりくたびれてし

まいました。」といって、しばらく間をおいた後、またこう続けました。「私は、もうこれで死んでゆくような気がします。お⺟

さんには会えないと思います。・・・先⽣、お⺟さんには⼼配かけつづけで、申し訳なく思っていますので、先⽣からお⺟さんに、

よろしく伝えてください。」 

 

彼⼥はそのように頼んで、医師である⽇野原⽒に向かって合掌しました。⽇野原⽒は、弱くなっていく脈を気にしながら、死
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を受容したこの少⼥の私への感謝と訣別の⾔葉に対して、どう答えてよいかわからず、「安⼼して死んでいきなさい」などとはと

ても⾔えず、「あなたの病気はまたよくなるのですよ。死んでゆくなんてことはないから元気を出しなさい。」と⾔いました。そ

の途端に、彼⼥の容態は急変し、⾎圧はひどく下がり、眠ったようになりました。彼は彼⼥の⽿元に⼝を寄せて⼤きく叫びまし

た。「しっかりしなさい。死ぬなんてことはない。もうすぐお⺟さんが⾒えるから。」と。しかし、彼⼥は無呼吸になり、永遠の

眠りにつきました。 

 

⽇野原⽒が 40 年余り、臨床医として 600 名余りの死をみとった患者の中で、これが彼にとっての死と向き合った最初の経験

でした。後に、彼は次のように述懐しています。なぜ、「安⼼しなさい」と⾔えなかったのか。「お⺟さんには、あなたの気持を

⼗分に伝えてあげますよ。」となぜ⾔えなかったのか。脈をみるよりも、どうしてもっと彼⼥の⼿を握っていてあげなかったのか、

と。 

 

この経験から、⽇野原⽒は⾃分が担当する患者が重い場合には、⽇曜⽇でも、必ず、病院に出かけて患者を⼀度診ることが習

慣化したそうです。彼は⾔います。「死を受容することは難しいと思う。しかし 16 歳の少⼥が、死を受容し、私に美しい⾔葉で

訣別したその事実を、私はあとから来る若い医師に伝えたい。」 

 

医学・看護が「アート」(芸術)であるということは、このような死に対決できる術を、医学や看護に従事する者が持つことを

いうのではなかろうか。ここでいう「アート」というのは、いのちの質を⼤切にすることを意味している。19 世紀以降、サイエ

ンス(科学)が突出してきたため、医学はサイエンスの学問だと思われているが、本来の医学はアートなのだというのが彼の主張

です。彼の⾔う「アート」とは、⼈のいのちを延ばすだけの医学ではなく、いのちの質を問う意味での医学のことです。救命、

延命の医学を、もう⼀度いのちの質を問う医学、看護として再発⾒すべきだというのが医師である⽇野原⽒のテーマともなって

いますが、そうしたことへの気づきを与えたのが最初に経験した 16 歳の少⼥の死だったのです。 

 

癒すことはときどきしかできなくても、和らげることはできる。病む⼈の⼼の⽀えとなることは、いつでもできることではな

いか。それを私たちはやっているのか。そのための時間を患者に与えているのか。・・・という⾃問が記されています。その⾃問

は、同時に、良い⽣とは何なのか。良い死を迎えるとはどういうことか。・・という問題意識へと発展していきます。 

 

 

2. 死を意識した⽣ 
 

●「良い死」を迎えるためには、「良い⽣」を⽣きる必要がありますが、その「良い⽣」を⽣きるためには、「良い

死」を迎えることです。では、「良い死」を迎えるためには、どうすればよいのでしょうか。⼀⾔で⾔うならば、「死

を意識した⽣」ということばで表わすことができます。聖書の箇所(ヘブル 12 章 2 節)は、ゴールを⽬指して⾛る

⽣き⽅について今⽇の私たちにひとつのヒントを与えてくれそうです。 
 

信仰の創始者であり、完成者であるイエスから⽬を離さないでいなさい。イエスは、ご⾃分の前に置かれた喜びの 

ゆえに はずかしめをものともせずに、⼗字架を忍び、神の御座の右に着座されました。 

 

●この 2 節には、「死」という⾔葉はありませんが、「⼗字架」ということばが死を意味することばです。ちなみに、

今回(今更ながら)、はじめて知ったのですが、ヘブル⼈への⼿紙にはなんと 22 回、「死」という⽂字が出てきます。
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しかもキリスト者の死⽣観に⼤きく与えるものがその中にあるのです。 

 

●「私たちの前に置かれている競⾛を、忍耐をもって⾛り続けようではありませんか。」と書いたヘブル⼈への⼿

紙の作者は、そのモデルとして、「信仰の創始者であり、完成者であるイエスから⽬を離さないでいなさい。」と勧

めています。ここで「⽬を離さないで」と訳されたもともとのことば「アフォラオー」は、とても重要で、このヘ

ブル⼈への⼿紙全体のキーワードです。その意味するところは、「イエスだけを⾒つめながら、私たちの⽬をイエ

スに固定して、⽬を注ぐ」ということです。私たちの⼼を散らす⼀切のものに⽬をそむけて、ただ、イエスにのみ

⽬を注ぐという⽣き⽅です。 
 

●「⽬」というのは、私たちの体の⼀部分ですが、聖書において「⽬」という場合には、存在の全体を表わします。

イエスは⾔われました。「からだのあかりは⽬です。それで、もしあなたの⽬が健全なら、あなたの全⾝が明るい

が、もし⽬が悪ければ、あなたの全⾝が暗いでしょう。」(マタイ 6:22〜23)。ですから、私たちの⽬をイエスに注

ぐということは、私たちの存在すべてを持ってイエスとかかわるということです。 
 

●ところで、私たちが⽬を注ぐべき当のイエスが、どんな⽣き⽅をしたかということが問題です。そもそもそ主イ

エスは⾃分の死をどのように受け⽌めておられたのでしょうか。⼀⾔で⾔うならば、イエスはまさに「死ぬために

来られた」ということです。死ぬために誕⽣されたということです。⾃分の死が意味あるものとなるために⽣きら

れたということです。だれのために? というならば、それは「私たちのため、いや、あなたのため」です。 
 

●さて、いよいよヘブル書の「死」について⾔及されているところを引かなくてはなりません。その第⼀にあげた

い箇所はヘブル⼈への⼿紙 2 章 14〜15 節です。 
 

14 ⼦たちはみな⾎と⾁とを持って いるので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これは、 

その死によって、悪魔という、死の⼒を持つ者を滅ぼし、 

15 ⼀⽣涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた⼈々を解放してくださるためでした。 

 

●上記の聖書箇所には、イエスがなぜ受⾁されたか、⼈となって来られたかという⽬的が記されています。「⼦た

ちはみな⾎と⾁とを持って いるので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました」、・・・これは

〔受⾁の事実〕です。その受⾁の意味するところは、「その死によって、悪魔という、死の⼒を持つ者を滅ぼし、

⼀⽣涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた⼈々を解放してくださるためでした。」 
 

●別の箇所では、イエスが私たちと同じ⾁体をとってこの世に来られたのは、「多くの⼈のための、贖いの代価と

して、⾃分のいのちを与えるためなのです。」と記されています。ここにいう「贖いの代価」とは、買い戻すため

の代価です。その代価とは、「イエスご⾃⾝のいのち」です。神の独り⼦なるイエス・キリストの命と引き換えに、

敵である死の⽀配者であるサタンの⼿から奪い返すそのために来られたのです。 

私たちは神に対して罪を犯したために、その結果、死が私たちを⽀配するようになりました。 

「⼈間には、⼀度死ぬことと死後にさばきを受けることが定まっている」(ヘブル 9 章 27 節)とするこの歴然とし
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た事実、聖書がいうこの事実を私たちは信じなければなりません。この事実はなんと恐ろしいことでしょう。⼀度

死ぬことはだれでも分かっています。しかし、死後に⾃分のしたことすべてにおいて神によってさばかれるときが

来るのです。その裁きの時にだれが弁護してくれるのでしょうか。死後のさばきのときに私たちのすべての罪を訴

えようとするサタンの告発に、だれが弁護⼈となって⽴ってくれるでしょうか。「この者は神が送られた唯⼀の救

い主イエス・キリストを信じたので、すでにいのちの書に名が記されています。この者の罪はすべて清算されてい

ます。」と弁護してくれる⽅がいるのです。この⽅こそ、イエス・キリストです。ですから、死という現実に直⾯

しても恐れることがないのです。死の向こうになにが待っているか、知っているのです。永遠の死ではなく、永遠

のいのち、つまり神との永遠の愛の交わりが待っているのです。死はそのスタート点なのです。では、この世での

⼈⽣はなにを意味するのかというならば、その予⾏演習をしているようなものです。 
 

●⼈によってどのくらい⽣きるか、その寿命は分かりません。しかし、私たちはやがて迎える本当のいのち、つま

り死の向こうにある新しい歩みのために備えることができます。それがこの世での当てられた⼈⽣です。死という

ゴールは、私たちがどのように⽣きてきたかの総決算であると同時に、死を越えたところにある世界に⽣きるため

のスタート地点なのです。イエスはそのことに⽬が開かれていたので、12 章 2 節にあるように、「ご⾃分の前に置

かれた喜びのゆえに はずかしめをものともせずに、⼗字架(の死)を忍ぶことができたのです。そしてその結果とし

て、「神の御座の右に着座されました。」これを別のことばで表現しています。 

「イエスは、死の苦しみのゆえに、 栄光と誉れの冠をお受けになりました。」 (ヘブル 2 章 9 節) 「神の御座の右

に着座されました」とは、「栄光と誉れの冠をお受けになりました。」と同義です。このことは、イエスの死によっ

て、悪魔という、死の⼒を持つ者が滅ぼされ、⼀⽣涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた⼈々を解放してくだ

さったことの確かな結果なのです。これはものすごい「グッドニュース」です。「死を恐れることなく⽣きる」者

と「死の恐怖につながれて⽣きる者」その違いは、イエス・キリストの事実を信じるかどうかにあります。 
 

●先⽇、NHK で物理学の領域で⼤発⾒をしてそれまでの定説を翻した⽅が、志半ばにしてガンになり、死を突き付

けられたドキュメタリーが放映されました。科学では絶対に解明されない死という現実、それに直⾯して無⼒さに

打ちのめされた科学者の記録でした。輝きはありませんでした。そこに神の放つ輝き、神の救いのアートはありま

せんでした。 
 

●どんなに頭が良くても、死という⼒に呑み込まれます。無⼒なのです。それに勝利することはできません。それ

に勝利することのできるのは、イエス・キリストを仰ぎ⾒る者です。イエス・キリストを信じる者にのみ、死に対

する勝利が与えられます。 

 

3. キリスト者のアート(神の作品) 
 

●私たちはイエス・キリストの⾎潮によって、すでに、死を司る⽀配者から解放されています。すでに死の恐怖か

ら救われています。私たちはキリストにすでに贖われた者、神の所有の者とされたのです。神の所有ですから、神

が⽀配権をもっています。神が責任をもって⽣かしてくださるのです。ですから、神によって、「今、私は神によ
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って⽣かされているのだ」ということを徹底的に意識して⽣きることです。 

 

●「神によって⽣かされている⼈⽣」ということを、⼼から信じている⼈ならば、神が私をいつどのような形で召

されたとしても、それが⾃分にとって最善のことなのだと確信できるのです。ヨブ記の有名なことば、「私たちは

裸で⺟の胎から出てきた。また裸で私は帰ろう。主は与え、主は取られる。主の御名は ほむべきかな。」(1:21) 

このような信仰をもっていることが、「良い死」につながる要件です。⽇野原重明⽒は「医学、看護のアート」と

いうことばを使いました。それは、「いのちの質を問うこと」だとしましたが、イエス・キリストを信じる私たち

もそれを⽂字っていうならば、「⽣きることはアート」であり、また「死ぬこともまたアート」と⾔えるのです。

そんな⽣き⽅ができることをイエスは私たちに保障してくださったのです。ですから、「キリストを信じて⽣きる

ことは、アートだ」と⾔えます。 

 

●「死を意識した(死を⾒据えた)⽣を⽣きるアート」、神を信じる者として、そのアートの描き⽅は⼈それぞれかも

知れませんが、そこには必ずやいのちの輝きがあると信じます。 

⾃分の「死をどう⽣きたか」、それは⾃分では語れませんが、残された者たちの⼝を通して語らせるような、⼈の

⼼に残るような⽣き⽅を⽬指して⽣きたいと思います。 
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No.23 
神の⽗性的教育 (1)  

 

 

はじめに 
 

●今回の主題は、神の訓練、神の⽗性的教育についてです。この⼿紙が書かれた時代では、クリスチャンになるこ

とでさまざまな苦難を余儀なくされていました。そのために折⾓、信仰の道を歩み出した⼈々がひとりふたりと信

仰から離れて⾏ったのです。そした状況の中で、主にある者たちを励ますために、ヘブル⼈への⼿紙が書かれまし

た。ヘブル⼈への⼿紙では信仰による⽣涯をレースにたとえて、最後まで⾛り抜くようにと勧告しています。信仰

の世界でのレースはある意味で、障害物競争です。レースの中でさまざまな障害があって、それをクリアしつつ、

⾛ることが求められています。そこには隠された意味があるのです。障害もなく、整備された平坦な道を⾛るので

はありません。神は深い配慮の中で、多くの困難、苦難といった障害物を置いているのです。当時のクリスチャン

たちが経験した迫害もその障害の⼀つですが、聖書はそうした障害を神の訓練として捉えているのです。私たちも

こうした視点を持つことなしに、信仰の道を⾛り抜くことはできません。 

 

●クリスチャンになったら、神の⼦になったら、なんの問題もなく過ごせるというようなことは決してないのです。

もしそう思って信仰の道に⼊ったなら、早かれ、遅かれ、信仰の道から逸脱することは⽬に⾒えています。私たち

の⽗なる神は、⼦となった私たちに、次から次へと新たな課題を与えて訓練し、神の⼦どもとして成⻑させていく

のです。そのことを、再発⾒、再確認したいと思います。今回はある意図をもって「⼝語訳聖書」で読みたいと思

います。 

 
5 また⼦たちに対するように、あなたがたに語られたこの勧めの⾔葉を忘れている、／「わたしの⼦よ、／主の訓練を軽ん 

じてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはならない。 

6 主は愛する者を訓練し、／受けいれるすべての⼦を、／むち打たれるのである」。 

7 あなたがたは訓練として耐え忍びなさい。神はあなたがたを、⼦として取り扱っておられるのである。いったい、⽗に 

訓練されない⼦があるだろうか。 

8 だれでも受ける訓練が、あなたがたに与えられないとすれば、それこそ、あなたがたは私⽣⼦であって、ほんとうの⼦ 

ではない。 

9 その上、⾁親の⽗はわたしたちを訓練するのに、なお彼をうやまうとすれば、なおさら、わたしたちは、たましいの⽗に 

服従して、真に⽣きるべきではないか。 

10  ⾁親の⽗は、しばらくの間、⾃分の考えに従って訓練を与えるが、たましいの⽗は、わたしたちの益のため、そのきよさに 

あずからせるために、そうされるのである。 

11 すべての訓練は、当座は、喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによって鍛え 

られる者に、平安な義の実を結ばせるようになる。 

12 それだから、あなたがたのなえた⼿と、弱くなっているひざとを、まっすぐにしなさい。 

 

●このテキストにはとても特徴的なことばが繰り返して出てきます。最後の 12 節を除いて、各節に⼀度は登場す
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る⾔葉です。そのことばは「訓練」ということばです。「訓練」、神の教育としての訓練です。ギリシア語の動詞「パ

イデノー」と名詞の「パイデイア」の両⽅が使われています。全部で 9 回。 

新改訳・・・・・・・訓練、懲らしめ 

⼝語訳・・・・・・・訓練 

新共同訳・・・・・・鍛練、鍛える 

回復訳・・・・・・・取り扱い、訓練 

フランシスコ会訳・・訓練 
 

●⼝語訳を取り上げたのは、「訓練」ということばで統⼀されていて分かりやすかったからです。神の訓練、御⽗

の訓練、これを忘れたり、軽んじたり、ないがしろにしてはならないというのが、今回のメッセージです。 

 

1. 訓練のインストラクター 
 

●訓練を施されるのは誰でしょうか、そうです。私たちの「霊の⽗」です。私たちには両親がいて、⽗と⺟がいて、

それぞれ補い合いながら、⾃分たちの⼦どもを育てていきます。⽗には⽗なりの、⺟には⺟なりの役割があります。

⺟性的役割は⼦ども包み込むことです。お袋という⾔い⽅がよくそれ表わしています。⺟と⼦とは特別な関係があ

って、ふとしたはずみに泣きだすと、⺟親が登場しない限りおさまりがつかない場⾯がしばしばあるあります。⽗

親の割り込むすきなどほとんどありません。この特別な関係は、⽣後、お乳を飲ませ、常に⼿をかけてもらわない

と⽣きていくことさえおぼつかない状態が⼀年以上も続くからです。このようにしてめいいっぱい⼿をかけてもら

うことで、そうした基盤があってはじめて⼈は独⽴した存在になれるようにプログラムされているのです。神によ

って周到に⽤意された計画によっているのです。発達の⼤部分を⺟親に依存している時期を過ぎて、いよいよひと

り遊びができる時期を迎えても、⺟親への依存度は⼤きいのです。お⺟さんがトイレなどで姿を消したとしましょ

う。⼦どもは不安を感じます。お⺟さんの姿が⾒えなくなっても平気でいられるようになるまでには、「お⺟さん

は必ず姿を表わす」と確信できるようになってからです。時にはそれができても、またできないで不安になって泣

き出してしまうということがありますが、次第に、そうした不安に打ち勝っていくなら正常な成⻑ですが、そうで

ない場合には⼤⼈になることができません。⼤⼈になっても、⺟親との⼼理的親離れができていないと、⾃⽴した

⼤⼈になっていくことはできません。 
 

●このように⺟親の役割は⼈との信頼関係の基本的部分を担っていると⾔えます。そのあとに⽗親的な役割が必要

になってきます。⽗親的存在は、⼦どもにいろいろなことを挑戦させ、冒険させて、⾃⽴⼼を養うという役割です。

困難なことにも⽴ち向かわせる訓練を与えるという役割です。こうした押し出しの訓練がないと、⼦どもは⺟親か

ら⾃⽴していくことができません。 
 

●私たちの神は『⽗なる神』と⾔いますが、⼈間の⽗性と⺟性を併せ持った神なのです。今朝のヘブル⼈の⼿紙 12

章は、⽗性的な⾯がとても強調された箇所と⾔えます。⼦どもに訓練を施す⽗なのです。訓練は、ときには懲らし

めであり、厳しい取り扱いであり、厳しい鞭をふるうことでもあるのです。あるいはあえて苦難の中に放り込むよ



 
ヘブル人への手紙を味わう 

120 
 

うに訓練を与える⽅でもあるのです。 

 

●⼀昔、「巨⼈の星」というアニメがありました。星⼀徹という⽗、そして星⾶雄⾺という⻑男、そして⺟はなく、

姉の星明⼦が⺟親的存在。⾶雄⾺は⽗⼀徹によって、幼年時から野球のための狂気じみた英才教育を施されます。

たとえば、⽣来右利きでありながら箸や鉛筆を左⼿に持たされたり、筋⼒増強を⽬的とした⾝体装着型器具を常に

使⽤して⽣活させられたりと、⽗は息⼦の⾶雄⾺に数々の試練を与えました。まさに“野球の⻤”のような存在。そ

んな⽗に対して息⼦の⾶雄⾺は野球と⽗を恨みながら育ちます。しかし次第に、野球の素晴らしさを知り、読売ジ

ャイアンツ⼊団を⽬指す決意をする。そしてライパルの存在によって、さらに⾶雄⾺は⾶躍していくわけです。 

もちろん、これは架空の話です。しかし、⽗性的教育というものがなにかをよく表わしていると思います。そんな

⽗親が現代滅多に⾒られなくなりました。というのもそんな強い⽗親がいなくなったということでしょうか。 

 

●聖書の神は訓練を施される神です。申命記 8 章 2〜5 節参照。 

 
8:2 あなたの神、【主】が、この四⼗年の間、荒野であなたを歩ませられた全⾏程を覚えていなければならない。それは、 

あなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの⼼のうちにあるものを知るためであった。 

8:3 それで主は、あなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを⾷べさせられた。 

それは、⼈はパンだけで⽣きるのではない、⼈は【主】の⼝から出るすべてのもので⽣きる、ということを、あなたに 

わからせるためであった。 

8:4 この四⼗年の間、あなたの着物はすり切れず、あなたの⾜は、はれなかった。 

8:5 あなたは、⼈がその⼦を訓練するように、あなたの神、【主】があなたを訓練されることを、知らなければならない。 

 

●特に 5 節。「あなたは、⼈がその⼦を訓練するように、あなたの神、【主】があなたを訓練されることを、知らな

ければならない。」とあるように、その訓練とは、荒野での「苦しみ」を通して神の⺠として育成するためのもの

でした。ここではっきりしたいことは、私たちが信仰的な⾃⽴をはかることができるように、神はご⾃⾝の⼦であ

る私たちを取り扱われるということです。これは神の⼦である者に対する、⽗の必然的な育成プログラムなのです。 

申命記のメッセージとは、神が選んだ者に対してどこまでも真実をもって愛するということと、その無条件の選び

の愛(これは⺟性的な愛にたとえられます)を⼟台としながら、神に対して、⾃発的、主体的、⾃⽴した信仰をもつ

よう決断を迫るメッツセージを記したのが申命記です。ですから、8 章 5 節のみことばもそうした視点から理解し

なければなりません。つまり、そのような⾃⽴的信仰を育むための厳しさを伴う訓練なのであり、その厳しさの背

後にある⽗の愛を理解しなければなりません。⽗性的な愛は、通常、⺟性的な愛よりも理解しにくいことなのです。 

ちなみに、ヘブル⼈への⼿紙の中で、「主を仰ぎ⾒る」というキーワードの他に、もう⼀つのキーワードがありま

す。そのキーワードとは「成熟」です。「成熟を⽬指して進もうではないか」という勧めのことばがあります。こ

の成熟は、⽗性的教育が施されることなしにはあり得ません。 

 

 

 

2. ⽗性的教育を受けた旧約のモデル(ダビデとヨセフ) 
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●さて、ここから、実際に神の「⽗性的教育を受けたモデル」を⼆⼈紹介したいと思います。⼀⼈はダビデ、もう

ひとりはヤコブの息⼦のひとりであるヨセフです。 

 

(1) ダビデ 
 

●最初のモデルとして取り上げるダビデの⽗性的教育は、不条理な現実、⾃分と関わったものが殺されるという現

実の中での取り扱いでした。ダビデは愛される者という意味ですが、ダビデがイスラエルの王となるという預⾔を

サムエルを通して与えられますが、ダビデの苦難はそこからはじまります。これはダビデがやがて神の代理として

の王としてふさわしく整えるための神の訓練が始まったということです。 
 

●サウル王の嫉みによって、⾃分に対する殺意が確認された後、彼は早急に⾝⼀つで放浪の旅を余儀なくされまし

た。その逃避⾏、おなかが減って、アヒメレクという祭司のところに⽴ち寄ります。そして怪しまれないように、

嘘までついて、いくつかのパンと武器を⼿にします。ところがそこにエドム⼈ドエグという⼈物がいて、そのやり

とりを⾒聞きしていたのです。ドエグがなぜそこにいたのかは記されていませんが、ダビデがそこにやってきて、

パンと剣をもらっていったという事実をドエグはサウル王に告げるわけです。それを聞いたサウル王は、アヒメレ

クの⼀族を(ひとりを除いて)皆殺しにします。 
 

●反勢⼒となりうる疑いがある者に対して粛清するというのが普通の王のやり⽅です。⾰命を起こした指導者が最

初にすることはしばしばこのことです。祭司アヒメレクはダビデが訪れたことで、⾃分にはなんにサウル王に対し

て反抗的な⼼がなくても、ダビデとかかわったというだけで殺されてしまいました。ドエグがどうように報告した

のかは記されていませんが、本当の事実を伝えず、誤解したままを報告したのかもしれません。あるいは、ドエグ

の得になるような意図で伝えらたれのかもしれません。あるいは、ダビデとアヒメレクはなにかたくらんでいると

いうような・・。あるいは、サウルの嫉妬が、ダビデとかかわる者はすべてこうなるという⾒せしめとしての⾏為

だったのかもしれません。いずれにしても、そこには、悪を誇り、欺く者の破滅を図る⾆、善よりも悪と偽りを愛

する座向きの⾆がありました。 
 

●しかし、この現実はダビデに対する神の訓練であったのです。その神の訓練に対してダビデはどう受け⽌めたの

でしょうか。詩篇 52 篇によればこう記されています。「神の恵みは、いつも、あるのだ。」(1 節後半)と。なんと

いう強い驚くべき確信でしょう。表⾯的に考えているだけならば、到底、出てこない告⽩です。 
 

●さらに続いて、ダビデは神を⼒とせず、⾃分の富や、⾃分の悪に強がる者たちが威勢を上げている現実の中でこ

う⾔います。 
「しかし、この私は、神の家におい茂るオリーブの⽊のようだ。私は、世々限りなく、神の恵みにより頼む。」(8 節) 

 

●そして、極めつけは、「いつくしみ深いあなたの御名を待ち望みます。」です。なんというダビデの霊性でしょう。

不条理とも⾔える現実を乗り越えて、それに気落ちせず、神に失望することなく、「神の恵みは、いつも、あるの
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だ。」 あなたはこのように告⽩できますでしょうか。この告⽩を呼び覚ま

すことこそ、神のきびしい⽗性的な訓練の⽬的なのです。 

 

(2) ヨセフ 
 

●神の⽗性的訓練を受けたもうひとりのモデルを紹介しましょう。それはヤ

コブの篇愛した息⼦ヨセフです。⽗ヤコブの愛した妻はレアではなく、ラケ

ルでした。そのラケルから⽣まれたヨセフをヤコブは他の兄弟に勝って寵愛しました。そのことがほかの兄弟にと

っては⾯⽩くありません。そのためにヨセフは兄たちの計らいによってエジプトに売られてしまいます。 
 

●エジプトに売られたヨセフは主⼈のポテファルの寵愛を受け、家の管理を任されますが、ある時、ポティファル

の妻は若いヨセフを誘惑しようとします。しかしヨセフはそれを断固として拒絶したために、その事実を隠ぺいし

ようとしたポテイファルの妻の計らいで、ヨセフは牢屋に⼊れられてしまいます。濡れ⾐を着せられてしまいます。

何年もの間、事実は明⽩になることなく、時が過ぎています。 
 

●兄たちによってエジプトに売られたこと、あたかも⾃分がご主⼈の妻を誘惑したかのように濡れ⾐を着せられて

牢獄にいれられたヨセフ。神はいったいどこにおられるのでしょう。ところが、そこにも神の恵みは、いつも、あ

ったのです。神の⽗性的訓練が隠されていたのです。やがて、ヨセフはエジプトの王に信任されて、国の政策を実

⾏する⾸相に抜擢されます。しかしそれがこのヨセフの物語の結論ではありません。ヨセフ⾃⾝が神の⽗性的訓練

の意図を明らかにしている箇所がありますので、そこを読みたいと思います。 
 

●その箇所は、実は、兄たちがいるカナンの地が飢饉に襲われ、エジプトに⾷料を求めてやってくるはめになりま

した。その⾷料を頼む相⼿が、かつてエジプトに売った弟のヨセフだったのです。そんにことが明らかになったあ

とで、ヨセフは⾃分に起こった苦難の意味をこう⾔いました。創世記 45 章 4 節以降 
 

4 ヨセフは⾔った。「私はあなたがたがエジプトに売った弟のヨセフです。 

5 今、私をここに売ったことで⼼を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神はいのちを救うために、あなたがたより 

先に、私を遣わしてくださったのです。」 

 

●なんという霊性でしょうか。神の⽗性的訓練であったとしっかりと受け⽌めているのです。これが信仰の成熟で

あり、⾃⽴なのです。この信仰をヨセフのうちに確⽴させるために、神はヨセフを苦難の中に放り込みました。こ

うした例をみても、⽗性的訓練を理解することはなかなか難しいということが分かります。 

 

●ここにひとつの写真があります。織物の表と裏の写真です。⇒次ページ 

 

 

●美しい織物の表は、神のご計画ですが、その織りなす裏地はなにがおられているのかわからない状態です。私た
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ちが神の訓練の中にあるときは、右のようにしかみえません。しかし。信仰によってのみ、あるいは後になって、

左の織物をみることができます。 

 

●今回のヘブル⼈への⼿紙のテキストで、ヘブル 12 章 11 節の「すべての訓練は、当座は、喜ばしいものとは思わ

れず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによって鍛えられる者に、平安な義の実を結ばせる

ようになる。」とありますが、「平安の義の実」とは何でしょう。平安とは単に平安という意味ではなく、神の祝福

の総称を意味する「シャーローム」です。それが神との正しいかかわりの結

実によってもたらされていることを意味する表現だと思わせられます。神と

の正しいかかわりとは、神への信頼の姿です。取り上げたふたりのモデルに

あったように、「神の恵みはいつもあるのだ」というダビデの確信、それに

ヨセフの「神はいのちを救うために、あなたがたより先に、私を遣わしてく

ださったのです。」という受け⽌め⽅です。これが⾃分のうちに築かれてい

るかが問われています。 
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No.24 

 

神の⽗性的教育 (2)  
 

はじめに 
 

●今回の主題は、前回取り上げた神の⽗性的教育(⽗性的訓練)についての第⼆弾です。クリスチャンになったら、

神の⼦になったら、なんの問題もなく過ごせるというようなことは幻想です。そんなことは決してありません。 

もしそう思って信仰の道に⼊ったなら、遅かれ、早かれ、信仰の道から逸脱することは⽬に⾒えているのです。 

私たちの⽗なる神は⼦となった私たちを、むしろ、次から次へと新たな課題を与えて訓練し、神の⼦どもとして成

⻑させていくのです。そのことを今朝、再度、確認し、そうしてくださる神をますます求めて⾏きたく思います。 

ヘブル⼈への⼿紙 12 章のある部分を今回は取り上げたいと思います。12 章 10 節のことばです。 
 

10 ⾁の⽗親は、短い期間、⾃分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の⽗は、私たちの益のため、 

私たちをご⾃分の聖さにあずからせようとして、懲らしめるのです。 

 

●この節には、⾁親の⽗と霊の⽗が対⽐されています。⾎のつながった⽗親は、当然のように、⾃分の⼦を懲らし

める(つまり訓練する)ということが前提となって語られています。しかし、このような前提は⽗権というものが確

⽴されている時代のことです。現代はそういう⽗権があってないような時代なのです。⽗親なき時代です。「いい

え、家には⽗親がおります。」と⾔うかもしれませんが、そういう意味ではなく、⽗権というものがよく分からな

くなってしまった時代、⽗権を発揮すればしんどく、疲れる時代なのです。⽗性が弱い家庭に育った⼦はいじめに

遭いやすいと⾔われています。 
 

●⽗権、すなわち、⽗の役割とは、責任を持って、家族を統合させ(まとめ上げる能⼒)、理念をかかげ、社会のル

ールを教えて、かじ取りをしていくことにあります。それゆえ、⼦どもに対してもある厳しさをもって養育します。

⼦に対して何の⼝出しもしない優しい⽗親というのは、ある意味で、⽗権の役割を果たしていないと⾔えます。教

会においても⽗権は必要です。特に、牧師、あるいはリーダー的存在となるべき⼈はこの⽗権が必要です。理念を

はっきりとかかげ、それを伝え、そこに⽣きるように促し、どうすればいいのかを具体的に指導できる存在です。

何の理念もなく、何の信念もない家族には、⺟性はあっても、⽗権というものがありません。家庭においても、社

会においても⽗権は必要不可⽋なのです。 
 

●とはいえ、すばらしい⽗権が、家庭、あるいはひとつの団体(学校、社会、教会など)で発揮されていたとしても、

その基準となるものは、「⾃分が良いと思うままに」でしかありません。「⾃分が良いと思う」とは、限られた経験

と限られた知識に基づいたものでしかないということです。それでもないよりはいい。それに⾃信がない⽗親ほど

家で威張りちらすというようなことが起こり得ます。独善的な権威をもった⽗権ではなく、健全な権威を備えた⽗

がいつの時代にも必要なのです。 
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●さて、私たちの神は⽗なる神と呼ばれます。⺟性を深く秘めつつ⽗性の権威を持った⽅です。この「霊の⽗」、

すなわち神の⽗権は、より⾼いレベルをもって、⼦である者たちにかかわります。もちろん、⾁の⽗親と同様、ご

⾃分の⼦どもに対して益となるためのいろいろな訓練を施すわけですが、その⽬的は「ご⾃分の聖にあずからせる

ため」と書かれていることに注⽬しましょう。そもそも「ご⾃分の聖にあずからせる」とはどういうことなのでし

ょうか。これが私の頭を悩ませている問いです。⾃分への問いかけ、突っ込みのゆえに苦しんでいるのです。この

「ご⾃分の聖にあずからせる」ということばは、簡単には⽚付けられない内容をもっているように思うからです。 

 

1. 霊の⽗の訓練の⽬的を悟り、「まっすぐにせよ」!! 
 

●その問いかけ(突っ込み)に⼊って⾏く前に、私たちが、今の段階で、できる限り、神とのかかわりを正しいもの

にしておく必要があります。あるいは、正しいかかわりをしていこうという決断が必要です。もし今、それができ

なければ、この先もできないからです。 
 

●ヘブル⼈への⼿紙の著者は、霊の⽗親である神が、愛するゆえに、⼦どもに訓練を与えることを述べていきます

が、⼿紙を受け取った⼈々の中には、神の訓練を訓練と受け取らずに、間違った対処の仕⽅によって信仰の歩みか

ら離れて⾏った者たちが少なくなかったのです。愛すべき⼦たちに対してなされる神のすべての訓練は、決して喜

ばしいものではない、気持ちいいものではないと記されています。むしろ、かえって悲しく思え、傷つけられたと

感じるものです。しかし、あとになれば、それが⾃分の益となり、神の聖にあずかっている⾃分を⾒出すのです。 

ですから、作者は、「⾃分が傷つけられた」と思っている者に対して、次のように戒めています。 
 

12 弱った⼿と衰えたひざとを、まっすぐにしなさい。 

13 また、あなたがたの⾜のためには、まっすぐな道を作りなさい。⾜なえの⼈も関節をはずすことのないため、 

いやむしろ、いやされるためです。」 

 

●12 節、13 節にある「まっすぐに」、「まっすぐな」という⾔葉がとても印象的です。どういう意味でしょうか。

「まっすぐに」と訳されたギリシア語は「アノルソー」(ἀνορθόω)と⾔って、新約聖書では 3 回しか出てこない

ことばですが、本来の意味は「伸ばす」という意味です。どんな箇所に出てくるかと⾔いますと、 

①18 年間、病の霊につかれて腰がまがり、全く伸ばすことができなかった⼥性に対して、イエスが⼿を置かれる

と、たちどころに腰が伸びたという話がルカ 13 章でありますが、「曲がっていた腰が伸びた」という⾔葉が「アノ

ルソー」です。13 節の「まっすぐな」と訳されたことばは「オルソス」(ὀρθός)と⾔って親戚に当ることばです。 

②もうひとつの箇所は使徒 15 章でエルサレム会議の席上、議⻑のヤコブが預⾔を引⽤した箇所に、「わたし(神)は

帰って来て、倒れた幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、ダビデの幕屋を元どおりにする。」・・

ここの「元どおりにする」「元どおりに回復する」ということばに、「伸ばす、まっすぐにする」という意味の(「ア

ノルソー」ἀνορθόω)という⾔葉が使われています。 

③ヘブル⼈への⼿紙の作者は、神の訓練の中にある者たちに対して、あるいは、そこを通過した者たちに対しても、

今⼀度、神との関係を「元どおりに回復し、まっすぐにするように」と戒めているのです。⾃分が｢傷ついた｣「傷

つけられた」と思うような経験の中にこそ、神が愛する者たちを｢神の聖にあずからせようとして｣なさったことだ
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として、正しく受け⽌める必要があることを⽰唆しているのです。 
 

●神の訓練(懲らしめ)は、⾃動的に、私たちに益をもたらすものではありません。神の懲らしめによって益がその

⼈にもたらされるかどうかは、私たちの側でそのことに対する正しい態度を取るかどうかにかかっているのです。

だれかれが私にどうしたという問題のレベルで終わっているならば、益は何らもたらされません。もし、私たちが

神のみこころから外れて誤った受け取りをするならば、信仰の歩みからはずれていく可能性もあるのです。ないし

は、信仰の成⻑が⽌まってしまう可能性があるという警告です。「弱った⼿と衰えたひざとを、まっすぐにしなさ

い。また、あなたがたの⾜のためには、まっすぐな(オルソス)道を作りなさい。」 このことばを正しく受け⽌め、

⾃分に向かって、神とのかかわりが「まっすぐ」であるかを点検し、そのようにする必要があるのです。 
 

●このように、「まっすぐにする」とは、第⼀に、神の訓練を正しく受け⽌めること、そして第⼆は、悔い改めて、

神とのかかわりを回復することです。18 年間、腰の曲がった⼥のように、⻑い間、神の訓練であったことを正し

く受け⽌めなかった者に対して、ここでもう⼀度、主がふれてくださって、「元どおりにせよ」と悔い改めを迫っ

ているのです。神の側にはなんら⾮はなく、⾃分を傷つけた者も、神の視点からもう⼀度、静かに、⾒直してみる

必要があるのです。そうするならば、⾃分を傷つけた相⼿が不思議と愛すべき敵、神が私の益のために⽤いた道具

として⾒えてきます。 
 

●「燃え尽き症候群」ということばを聞いたことがあるでしょうか。⼀⽣懸命やっている⼈が、ある時から、なに

もすることができなくなってしまうのです。聖書の中にも、そうした⼈物がいます。預⾔者のエリヤがそうでした。

異教の神と極限的な戦いで勝利した後で、敵の元締めであったイゼベルという王妃がなんら変わっていないことを

知ったエリヤは、燃え尽きて何もできなくなりました。特に、主のために頑張っている牧師や伝道者の中にも、そ

うした経験に近いことが少なからずあるのではないかと思います。頑張ることをしない⼈は、燃え尽きることは決

してありません。燃え尽きた者の特徴は、エリヤもそうだったのですが、⾃⼰憐憫に陥ることです。⾃分だけが頑

張ってきたのに、何も依然として変わっていない、私のあの努⼒、頑張りはいったいなんだったのか、と⾃分を悲

劇の主⼈公のように思ってしまうのです。そして、⾃⼰憐憫の罪に陥ります。⾃⼰憐憫の罪―これはやっかいな罪

です。それはなかなか⾃分で罪だと認められないからです。この⾃⼰憐憫の罪は、私たちが神の懲らしめを必要と

する罪⼈であるという事実を認めようとしないことにあります。⾃⼰憐憫に陥る⼈は、⾃分が神に懲らしめられて

いること、⾃分が神に訓練されていることに気がつかずに、不平をもらし、⾃分と神との間に壁を作り、⾃分の罪

に正⾯から向き合うことをしなくなってしまいます。いうなれば、⾃⼰憐憫の罪は⾃⼰中⼼的な罪なのです。⾃分

は神からの訓練を多く必要としている者だということを認めることなしに、この⾃⼰憐憫の罪から解放されること

はありません。 

 

2. 神の聖さにあずからせるための訓練とは・・ 
 

―注⽬すべき⼆つのことば(1, 4 節)― 

●私たちは実に多くの神の訓練を必要としているのではないでしょうか。そのことを認める者は幸いです。霊の⽗
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の訓練は⾁の⽗親以上の⽅ですから、その訓練のレベルは同じではないはずです。もっとレベルの⾼いものだとい

うことは容易にうなずけます。⾁親の⽗のレベルをはるかに凌ぐ⽅でなければなりません。つまり、訓練が厳しい

と感じられなければならないのです。というのは、神との私たちのかかわりを妨げるパン種(ふくらし粉)が、多く、

そして私たちの⼼の奥深くに潜んでいるからなのです。 
 

●ヘブル 12 章でこれまであまり⽬を留めなかった部分に、今回は注⽬したいと思います。それは、ヘブル 12 章 1

節、4 節です。ゆっくりと読んでみましょう。信仰のレースを⾛る上で、「まつわりつく罪を捨てて、私たちの前に

置かれている競争を、忍耐をもって⾛り続けようではありませんか。」ということばが 12 章 1 節にあります。また、

「あなたがたはまだ、罪と戦って、⾎を流すまで抵抗したことがありません。」と 4 節でも記されているのです。

実は、この流れの中に神の訓練のことが語られているのです。 
 

●つまり、⾔わんとすることはこうです。 

霊の⽗は、私たちが「まつわりつく罪を捨てさせるために」訓練(懲らしめ)を与えるということです。霊の⽗は、

私たちが「罪と戦って、⾎を流すまで抵抗したことがないので」訓練するということです。この「まつわりつく罪

を捨てさせる」「罪と戦って、⾎を流すまで抵抗する」というこの⼆つのことばを外して、今回の主題である神の

「きよさにあずからせる」というみことばを解くことはできません。つまり、そのみことばを正しく理解すること

ができません。「まつわりつく罪を捨てさせる」「罪と戦って、⾎を流すまで抵抗する」ことがどういうことかを、

問わなければならないのです。 
 

●たとえばもし、私たちが、あることが思ったように運ばない時、あるいは⼈に⾃分の気にさわるようなことを⾔

われた時、怒りっぽく反応することはないでしょうか。別にそれが悪いことだと思わず、当然の反応だともし思っ

ているならば、霊の⽗は「ご⾃分のきよさにあずからせるために」、何度も同じようなことを経験させるはずです。 

この罪の問題に鋭く光が当てられるような訓練を御⽗から受けていないとすれば、あなたは真の神の⼦どもとはい

えないかもしれません。霊的に⽬覚めるとは、⾃分がもしかしたら、砂上の楼、つまり、砂の上に楼閣を築いてい

るかもしれないと気づくことです。そのことに気づくために、神は今も愛する者を、⾃分の罪に気づかせ、それを

捨てさせ、罪と戦うことができるように懲らしめるのです。 
 

●果たして、こんな⽗性の役割を果たしてくれる⽅がこの世にいるでしょうか。この世の⽗は「⾃分が良いと思う

ままに」懲らしめますが、霊の⽗は、「私たちをご⾃分の聖さにあずからせようとして、徹底的に懲らしめるので

す。」 それはとりもなおさず、「私たちの益のため」なのです。⽗の⼦に対する愛のあかしなのです。御⼦イエス

に対する御⽗はそのモデルです。「神が多くの⼦たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を、多くの苦しみを

通して全うすることは、万物の⽬的であり、また原因でもある⽅として、ふさわしいことだったのです。」このみ

ことばには深い意味が隠されていると思います。⼈間の背後で罪の中にいる私を喜んでいるサタンに対して、その

⼒から私たちを救い出す⽅は、罪との戦いと無縁な⽅ではありえません。御⽗は御⼦を天から遣わし、この世の罪

にまみれたただ中に置くことによって、その戦いに勝利することを求められました。キリストにある私たちも罪と

の戦いから解放されたわけではありません。「まつわりつく罪を捨てさせ」「その罪と戦って抵抗する」課題がある



 
ヘブル人への手紙を味わう 

128 
 

のです。この戦いに⽴ち向かうことができるために、御⽗は私たちを訓練されます。 
 

●現代のバシリア・シュリンクという⼥預⾔者は、『変えられたいあなたに』という本の中で、鋭く、⼈間の内に

潜む罪に光を当てています。主イエス・キリストの⼗字架の⾎潮がなければ、とても⾒つめることができない罪ば

かりです。 
 

1. 無頓着・なまぬるさの罪 / 2. ⽴腹・いらだち・怒りの罪 / 3. 利⼰主義・けちの罪 / 4. 抑圧・ゆううつの罪 / 5. ぼんや

り・空想の罪 / 6. 不信・不信仰・落胆の罪 / 7. 不和・苦々しい思いの罪 / 8. 不従順の罪 / 9. ひやかし・あざけりの罪 / 10. 

批判・さばきの罪 / 11. ⼈の関⼼をひき、認められたいという願いの罪 /12. おしゃべりの罪―⼈の関⼼と注⽬を引きたいとい

う願いがその根にあります。ですから、すでにイエスから引き離されているのです。おしゃべり好きの⼈はイエスとの交わりが

希薄になっている証拠です。主との交わりが希薄であればあるほどおしゃべりがしたくなるのがこの罪です。 /13. 卑怯の罪 / 

14. 反抗の罪 / 15. 妬み・嫉妬の罪 / 16. ⾁欲の罪 / 17. 短気の罪 / 18. 軟弱・怠惰・安逸な⼼・無気⼒の罪 / 19. 貪欲・

むさぼりの罪 / 20. 多忙の罪 / 21. 情け知らず・愛の⽋如・あわれみの⼼の⽋如の罪 / 22. ⾼ぶり・傲慢の罪 /23. 独善・⾃

⼰正当化の罪 / 24. 中傷・ゴシップの罪 / 25. 尊敬の⽋如の罪 / 26. 詮索の罪/ 27. ⼗字架・苦しみを避けようとする思いの

罪 / 28. 神経過敏の罪 / 29. 思い煩いの罪 /30. この世への愛と隷属の罪 / 31. 分裂をもたらす⼝論の罪 / 32. 権⼒欲・⽀配

欲の罪 /31. 偽善・ごまかしの罪 / 32. 我意・わがままの罪 / 33. 感謝の念の⽋如の罪 / 34. エゴイズム・⾃⼰中⼼の罪 / 35. 

うぬぼれ・虚栄⼼の罪 36. 嘘・虚偽・隠し事の罪 / 

 

おわりに 
 

●私たちの信仰が砂上の楼閣とならないために、今回の 12 章 1 節と 4 節にあるみことばを今朝、⼼に刻みつけま

しょう。聖霊は私たちに神との間に障害となっているものを、不必要なものを取り除くべく教えてくださいます。

ゆっくりと⾃⼰を⾒直し、聖霊の導きに従うなら、私は神にあって新しくされたものだという意識がより鮮明にな

ってくるものと信じます。⾃分がクリスチャンなのかどうかわからなくなるときは、すでに神の訓練の中にありま

す。神は障害となっているものを私たちに気づかせようとしておられます。⾃分の信仰がどこか違っているのでは

ないかと思わせます。その気づきから訓練ははじまります。聖霊様は紳⼠な⽅なので、強引で、強制的なやり⽅で

はなく、私たちが気づいて認め、新しくなることを助けてくださいます。 
 

●紳⼠な⽅だからといってそれに胡坐をかいていると、サタンが喜びはじめます。聖霊様が真に紳⼠な⽅なのは私

たちが弱い存在だからです。⼈には優しく、しかし⾃分には厳しくあることからはじめて⾏きましょう。ひとたび

私たちの｢⼼｣が神のみことばによってきよめられ始めるならば、⼼に「楽しみ」が湧き出し、⼈⽣に新しい喜びと

⼒が与えられるのです。 
 

●罪との戦いを決定するのは⼀回⼀回の勝利や失敗ではなく信仰による忍耐です。ですから「まつわりつく罪を捨

てて、私たちの前に置かれている競争を、忍耐をもって⾛り続けようではありませんか。」と 12 章 1 節にあります。

「忍耐をもって、⾛り続けること」、つまり、信仰によって戦い続けることが求められています。そのようにして

罪による要塞は崩され、罪の鎖から解き放たれることができるのです。そのことを信じましょう。 

 



 
ヘブル人への手紙を味わう 

129 
 

No.25
                        

                           平和を追い求める 

                         

                                                                                   

はじめに  
 

●今回の聖書のテキストはヘブル⼈への⼿紙 12 章 14 節です。この 1 節のみを取り上げます。 

「すべての⼈との平和を追い求め、また、聖められることを追い求めなさい。」 

このテキストを良く⾒ると、「平和」(Peace)ということば、「聖められること」(Holiness)ということばが⽬に着

きます。それにもう⼀つ、「追い求める」ということばが「平和」と「聖められること」の双⽅にかかっています。 

前回でも神の⽗性的教育(⽗性的訓練)について 2 回にわたって学んだように、今回と次回では、「追い求める(追求)」

というテーマで、私たちが追い求めるべき⼤切な⼆つの事柄ついて順に学びます。「平和」にしても、また「聖め

られること」にしても⼤きなテーマです。今回は前者の「平和」というテーマに絞って考えてみたいと思います。 

 

1. 追い求めるという⽣涯 (受動から能動へ) 
 

(1) 「追い求める」⽣き⽅は、成⼈したキリスト者のしるし 
 

●テーマそのものに⼊る前に、「追い求めなさい」ということばに注⽬してみましょう。クリスチャンの⽣涯はす

べて神から与えられるものに依存しています。愛も、救いも、永遠のいのちといったすべてのものは神から与えら

れるもので、私たちが努⼒して得られるものではありません。ただひたすら受けるのです。アブラハムの息⼦イサ

クという⼈は、⽗に与えられる神の祝福をただ「受け取る⽣涯」でした。⽗アブラハムに与えられた約束、祝福を

そのまま受けるということに特徴づけられた⽣涯でした。ちなみに、イサクの息⼦ヤコブはそうはいきませんでし

た。多くの取り扱われる⽣涯でした。 
 

●「受けること」に特徴づけられるイサクの⽣涯は、また神の御⼦イエス・キリストの⽣涯の型(たとえ)でもあり

ます。⼦は⽗のしていることをなし、⽗の語ることばを語り、すべて⽗から与えられたものによって歩みました。

⽗が与えるものを⼦はそのまま受け取るということは⼀つの秘密(シークレット)なのです。⽗は与えることを喜び

とする存在です。それに対して⼦は、⽗のもつているものを受け取ることを喜びとする存在です。 
 

●私たちキリスト者は、神の御⼦であるイエス・キリストを通して、イエス・キリストの⽗が与えるものを信仰に

よって受け取った存在ではないでしょうか。ですから、神が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは空しいの

です。あなたが⼀⽣懸命働いて、糧を得ることも空しいとされるのです。なぜなら、神はその愛する者に、眠って

いる間に、そのようなものを備えてくださるからです。では怠けていいのかというとそういうことではありません。

イエスが⾔われたように、「神の国とその義とを第⼀とするならば、私たちに必要なものはすべて神が備えてくだ

さる」という世界なのです。 



 
ヘブル人への手紙を味わう 

130 
 

●「受け取る」という信仰の世界―その秘密。それと同時に、「追い求める」という信仰の世界、それもまた深い

秘密なのです。キリスト者は「神から受け取る」者だけでなく、積極的に、⾃発的に、主体的に、「追い求める」

べきものがあるのです。使徒パウロが⾃分⾃⾝のことを例にあげてそのことを述べています。 
 

【新改訳改訂第３版】ピリピ⼈への⼿紙 3 章 12 節 

 12 私は、すでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕らえようとして、追求しているのです。 

そして、それを得るようにとキリスト・イエスが私を捕らえてくださったのです。【新改訳改訂第３版】 

13 兄弟たちよ。私は、⾃分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ、この⼀事に励んでいます。すなわち、うしろ 

のものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、 

14 キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、⽬標を⽬ざして⼀⼼に⾛っているのです。 

15 ですから、成⼈である者はみな、このような考え⽅をしましょう。もし、あなたがたがどこかでこれと違った考え⽅を 

しているなら、神はそのこともあなたがたに明らかにしてくださいます。 

 

●ここには使徒パウ⽬の追求する⽣き⽅、何かを追い求めて、ひたむきに前のものに向かって前進している姿があ

ります。しかも、パウロは「成⼈である者はみな、このような考え⽅をしましょう。もし、これと違った考え⽅を

しているなら、神はそのこともあなたがたに明らかにしてくださいます」と述べています。信仰をもって神から「受

け取る」という⽣き⽅も⽣涯にわたっての⼤きな課題なのですが、と同時に、「追い求める」という⽣き⽅はキリ

ストとしてある程度、成⼈した者の課題だということになるかと思います。 
 

●ところで、使徒パウロは何を「追い求め」ているでしょうか。それは、すでにキリストにあって与えられている

ものです。しかし、さらにその深みを得るようにとキリストが⾃分をとらえてくださったのだと述べています。そ

の追い求めるべき何かとは、⼀⾔でいえば、「復活のいのち」という⾔葉で要約できるものです。換⾔すれば、「永

遠のいのち」です。これは死なないいのちという意味ではなく、神との親しい愛の交わりを意味することばです。

神との⽣きたかかわりです。それを使徒パウロは⽇々、「追い求めていた」のです。これはダビデが「ただひとつ

のことを求めた」ことと同様です。こうした「追い求める」⽣き⽅は、成⻑したキリストの姿なのです。私たちは

何を追い求めて⽣きているでしょうか。⽇々、何を追求して来ているでしょうか。 

 

(2) 「追い求めてはならないもの」と「追い求めるべきもの」 
 

●聖書には「追い求める」と訳された箇所がいくつかあります。少しここで拾ってみましょう。聖書には「追い求

めてはいけないもの」と真に「追い求めるべきもの」、その両⽅について教えています。 
 

A.「追い求めてはいけないもの」 
 

①〔旧約聖書〕から、預⾔者サムエルの息⼦たちを例に取りましょう。 

●彼らは⽗とサムエルと同じく「さばきつかさ」でした。つまり、⼈の上に⽴って信仰的な指導する⽴場にいたと

いうことです。しかし、「彼らは⽗の道に歩まず、「利得を追い求め、わいろ取り、さばきを曲げていた」(Ⅰ サム
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8:3)とあります。これはイスラエルの⺠が王を求めていく伏線ともなりました。 

―⽇本ではこのたびの選挙で政権交代が起こりました圧倒的な数で、⾃由⺠主党に代わって、「⺠主党」が勝利し

ました。「⾃由」という看板が外されてしまった⽅です。これまでの⾃⺠党の経済成⻑はどこまでも経済が豊かに

なることによって幸せがあるという考え⽅に⽴った政策に対して、国⺠はそれを疑問視するようになってきたので

はないでしょうか。経済優先の社会は、ある意味で「利得を追い求める」社会です。そのために、収賄と賄賂は政

治の世界では⽇常茶飯事的ですし、利益を追い求める関係者の癒着構造を⽣みました。 

―サムエルの息⼦たち当然のことながら、神によって裁かれてしまいます。 
 

②〔新約聖書〕から、使徒パウロが愛弟⼦に宛てた⼿紙の中にある例をあげましょう。 

●「⾦を追い求めたために、信仰から迷い出て、⾮常な苦難をもって⾃分を刺し通した」者たちがいることをしる

しています(Ⅰ テモテ 6:10)。あるいは「好⾊にふけり、不⾃然な⾁欲を追い求めたために、永遠の⽕の刑罰を受

けて⾒せしめにされている」者たちがいることをしるしています。 

 

B.「追い求めるべきもの」 

 

①〔旧約聖書〕から、ホセア書の 6 章 3 節を取り上げてみましょう。そこにはこうあります。 

●「私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。」そうすれば主の祝福が現わされるというものです。「追

い求める」ということばの前に「切に」ということばがついています。このことばが意味するのは「熱⼼に」、「そ

のことを優先して」、「この⼀事に」という意味です。これが、神ご⾃⾝が、ご⾃分の⺠であるイスラエルに要求し

た「追い求める」べき事柄です。その他にも、正義、義、愛、善を追い求めるべきことが語られています。 
 

●ちなみに、「追い求める」と訳されているヘブル語(つまり、もともとのことば)は「ラーダフ」ָרַדףというとばが

使われています。本来の意味は、「迫害する」「追い迫る」「追いつめる」「執拗に追いかける」「追いつく」という

意味です。⼀⾒、そら恐ろしい⾔葉です。しかし、中には神の恩寵を意味するものも⼀つあります。それは詩篇 23

篇 6 節です。「まことに、私のいのちの⽇の限り、いつくしみと恵みとが、私を追ってくる」という、神が⼈を「追

い求める」姿がここにあります。得体の知れないものに追い掛けられる障害ではなく、その⽣涯を通して「いつく

しみと恵み」とが、私を追ってくるというのです。そんな神さまに私たちはどう向き合うべきでしょうか。ダビデ

はこう⾔っています。「私は、いつまでも、主の家に住まいましょう。」 
 

②〔新約聖書〕で、とりわけ強調されているのが「平和」です。「平和を追い求める」べきことが強調されている

ということを⼼に留めましょう。 

●これまで、ながながと、私たちキリスト者には「受け取る」姿勢だけでなく、「追い求める」姿勢があることを

お話してきました。「追い求める」ことは成⼈したキリスト者のあかしです。「追い求める」というのは多分に⾃覚

的、意識的、主体的⾏為なのです。 

 

2. 「平和」というテーマ 
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●さて、私たちがキリスト者として⽣涯の追求すべきテーマとして、追い求めるべきこととして「平和」というこ

とに焦点を絞り込みました。「平和」ということばの意味するところを「みんなで仲良くやっていく」という倫理

的な意味として、私たちは単純にとらえているかもしれません。「そんなことは幼稚園から、いやもっと⼩さいと

きから聞かされていました。喧嘩するのはよくないということでしょ。」あるいは、「戦争は良くないこと、決して

してはならないこと」という意味で、戦争と対⽐した平和と考えているかもしれません。核を廃絶して平和な世界

を造ろう。それはすばらしいことです。しかし、聖書の⾔う「平和」は、私たちが考えているよりもずっと深い内

容を意味するものです。私たちが考えているよりもずっと豊かな内容を持っていることばです。 
 

●それは神の「福⾳」そのものを意味したことばです。ここに本をお持ちしました『平和の契約』という 550 ⾴に

もおよぶ分厚い本。副題が「福⾳の聖書神学的理解」となっています。これをここにわざわざもってきたのは、「平

和」というキーワードがいかに重要かということを知ってもらうためです。「平和」が、単に、⼈と仲良くすると

いう意味でなく、神の福⾳そのものなのだということを、特に、新約聖書全体から証明して⾒せた労作です。 

今朝のテキストであるヘブル⼈ヘの⼿紙 12 章 14 節のことばは、どちらかというと「平和」の倫理的な⾯だけが強

調されています。をもう⼀度、味わってみましょう。「すべての⼈との平和を追い求めなさい。」―この意味すると

ころはどういうことでしょうか。⼀般的な意味で、みんなと仲良くやっていくことと、特に家族の中で仲良くとい

うことではありません。 
 

●ルカ 12 章 51 節にイエスが語られたことばがあります。 
あなたがたは、地上に平和をもたらすためにわたしが来たと思っているのですか。そうではありません。 

あなたがたに⾔いますが、むしろ分裂です。 

ここだけを読むと、なにか⽭盾しているように⾒えます。しかしそうではありません。「あなたがたは」というの

はイエスの弟⼦たちのことです。弟⼦の道を⾏くときに家族関係の中でどんな問題が起こるかを覚悟すべきことと

して⽰されたのが、このことばです。つまり、福⾳が家族の中に分裂をもたらすことがあるということを⾔わんと

したのです。イエスに従っていこうとするときには、家族の中で分裂が起こり得ることを⾔わんとしているのです。 

特に、⼥性が信仰の道に⼊るときには、だいだい決まって親が反対します。教会へ⾏くことを反対します。その例

として この教会に奉仕に来ていた N 姉。彼⼥は⺟親から⼤変な迫害を受けたそうです。彼⼥だけでなく信仰をも

ったがゆえに、家族の間に分裂が起こる、争いが起こるというのはほんとうなのです。そうした家族の中に神の平

和がもたらされるのは、そう簡単なことではありません。 
 

●詩篇の中に「都上り」というタイトルでまとめられている詩篇があります。それは 120 篇〜134 篇の 15 篇から

なっています。その「都上り」と題された編纂の意図はなんでしょうか。何をテーマにしてまとめられたのでしょ

うか。この問いに対して私に答えてくれる本はありませんが、私が詩篇を瞑想していくにつれて、この「都上り」

の編纂の意図するところは、「平和への希求―シャーローム」なのだと気づかされました。 

「私は久しく平和を憎む者とともに住んでいた。私が平和を願うと、彼らは戦いを望むのだ」(123:6, 7)という詩

120 篇の平和への希求から「都上り」は始まっています。そして詩 122 篇では「都」である「エルサレムの平和の

ために祈れ」と続いて⾏きます。そして詩 126 篇のイスラエルの⺠が捕囚と⾔う憂き⽬から解放の喜びがしるされ、
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詩 127 篇ではイスラエルが捕囚から解放されたのは、主が再びエルサレムに主の家を建てるためだと続き、詩 128

篇では再び「イスラエルの上に平和があるように」という祈りで閉められます。続く詩 129 篇ではエルサレムの別

名であるシオン、その「シオンを憎む者はみな、恥を受けて、退け」という宣⾔します。なぜなら、詩 132 篇で「主

はシオンを選び、それをご⾃分の住みかとして望まれたからだ」とその理由が語られています。そして有名な詩 133

篇では「⾒よ。兄弟たちが⼀つとなって共に住むことは。なんというしあわせ、なんという楽しさであろう。・・

主がそこにとこしえのいのちの祝福を命じられたからだ」と平和の祝福を述べています。そして「都上り」の最後

の詩 134 篇では、結論ともいうべきことばー「天地を造られた主が、シオンからあなたを祝福されるように。」―

で閉められています。 
 

●最近、気づかされたことですが、「エルサレム」は正しくは「イェルーシャーライム」で、神のヴィジョンが実現されるのを⾒

る(場所)」という意味です。シオンとはエルサレムの別称です。つまり、「シオンからあなたを祝福する」とは、神のヴィション

を実現する場所から神があなたを祝福するという意味になります。神を求めることは、神のヴィジョンが(ご計画)が実現するこ

とを求めることと同義だと⾔えます。 

 

3. 平和の障害となっているものを越えて 
 

●しかし、平和を追い求める者にはその障害となっているものに直⾯します。平和をもたらす障害となっているも

のに私たちは向き合う必要があります。使徒パウロがその伝道の働きにおいて、直⾯したのは「ユダヤ⼈と異邦⼈

との間にある隔ての壁」です。この壁はすべての平和の障害となっているものの象徴的なたとえです。 

そこには、(1) 偏⾒ (2) 独善 (3) 嫉み (4) 憎しみ などがあります。これらの障害はどれ⼀つとっても、す

ぐに解決できるようなものではないかもしれません。簡単に、⾔われたからすぐにということで解決されるもので

はありません。痛みを伴いますから、神の助けが必要です。神の助けなしに、平和を追い求めることはできないの

です。⼈間の努⼒で平和を造りだすことはできないのです。 
 

●ヘブル⼈への⼿紙 12 章 14 節の「すべての⼈と平和を追い求め」とあるのは、神が成熟したキリスト者とならせ

るための指針です。このみことばの前に何が語られていたかを学んできました。そこには「からみつく罪」から私

たちを解放していくための神の⽗権的な厳しい訓練があること、その厳しい実際の訓練が、神の聖さにあずからせ

ようとする御⽗の懲らしめであることを認める者だけが、御⽗の取り扱いを受けることを通して、「すべての⼈と

の平和を追い求める」ことができる者となるということです。「平和を追い求める」ことは神のみこころです。神

がそうできるように私たちを捕えくださったのです。ですから、それを追い求めることが求められています。 

●神が与えてくださっている平和を⾃分のうちに⽀配させるために、それを求めていこうという促しがあるかどう

かを⾃分の⼼に問いかけなければなりまん。もし、「平和を追い求めなさい」という静かな声が、そのような促し

が⼼にあるとするならば、それは聖霊があなたに語りかけ、働きかけておられる証拠です。どうか、その聖霊の声

に従えるように祈りましょう。促しはたとえ⼩さくとも、それが⾃分の⼼の中にあるということが⼤切です。しば

らく、黙想して、平和への希求の促しが⾃分の中にあるかどうかを、⾃分の⼼に聴いてみましょう。もしそれがあ

るならば、平和を妨げているものの正体を悟れるように、そしてそれに正しく対処できるように、神に助けを求め

たいと思います。 
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No.26
  

聖められることを追い求めなさい 

 
はじめに 

 

●今⽇の私たちキリスト者に⽋けている⼒として、追求する⼒、追い求める⼒、追求⼒についてお話したいと思い

ます。それは今⽇の教会、および⼀⼈ひとりのキリスト者が回復しなければならない「⼒」です。聖書を学ぶ⼒、

聖書を全体として把握する⼒―聖書の各部分がさまざまに組み合って、全体がひとつの⽣きた書物として把握でき

る⼒です。なぜこの⼒が失われてしまっているかといえば、その理由の⼀つは、『成果主義』にあります。⽬に⾒

えるなにかの結果を出すことがなによりも優先され、価値あるとされる価値観です。社会の中で、成果をすぐに⾒

いだせないことに⼒を注ぐということは、意味がないと思われている時代なのです。早急な結果主義です。学校、

あるいは神学校でもじっくりと真理を深く探求するということよりも、⽬先の成績や、あるいは教会での奉仕の訓

練ばかりに多くの時間を取られ、真理を追求するという⾯がなおざりにされています。その⾏き尽くところは、語

られるメッセージや⽣き⽅がきわめて浅っぽく、うすっぺらなものとなってしまいます。私たちの霊的な満⾜が得

られず、なにか⾯⽩い話、刺激性のある話を求めるようになっていきます。聖書が書かれた時代にも、そのような

傾向があって、パウロは愛弟⼦のテモテに対して気をつけるようにと勧告しています。霊的な飢饉が覆っている時

代なのです。 
 

●御⼦イエスは天の御⽗から直に流れてくるいのちにいつもあずかっていました。主はこのいのちこそ私たちをい

かすものであると⾔われました。「わたしが⽗によって⽣きているように、わたしを⾷べる者も、わたしによって

⽣きるのです。」(ヨハネ 5:57) このような糧こそ、現代の教会に⽋けているものであり、どうしても取り戻す必要

があるのです。多くの⼈が⾃分の霊的な飢え渇きにさえ気づかず、それを得るために、誤ったものでその渇きを満

たそうとしている時代なのです。そうした時代に対して逆らう唯⼀の⼒こそ、「追い求める⼒」、「追求⼒」なので

す。 

 

●聖書のテキストは前回と同じくヘブル 12 章 14 節です。前回は、前半の「平和」を追い求めることについて取り

上げましたが、今回は、後半の「また、聖められること(=ホーリネス)を追い求めなさい」を取り上げます。 

 

1. 「追い求める⼒」―ゼーテオーという動詞 
 

●聖書はこの追求⼒、追い求める⼒を「ゼーテオー」(ζητέω)というギリシア語の動詞で現わしています。この動

詞は「狩猟的」イメージを持っています。⼈が神を求める場合にも使われますし、また神が⼈を求める場合にも使

われます。また神の敵が執拗に神に敵対する場合にも使われるのです。ここで少しその例をみことばで⾒て⾏きま

しょう。 
①「神の国とその義とを、まず第⼀に求めなさい。」(マタイ 6:33) 
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②「捜しなさい。そうすれば⾒つかります。・・だれであれ、捜す者は⾒つけます。」(同、7:7, 8) 

③「百匹の⽺のうちの⼀匹が迷い出したとしたら、それを捜しに⾏かないでしょうか。」(同 8:12) 

④「天の御国は、良い真珠を捜している商⼈のようなものです。」(マタイ 13:45) 

「⼥の⼈が銀貨を⼗枚持っていて、そのうちの⼀枚をなくしたら、⾒つけるまで、念⼊りに捜さないでしょうか。」(ルカ 15:8) 

 

〔ザアカイとイエスの出会い〕(ルカ 19:1〜10) 

①ザアカイの場合―「彼はイエスがどんな⽅か⾒ようとした。」 

②イエスの場合――「⼈の⼦は、失われた⼈を捜して救うために来たのです。」 

ここでザアカイの「⾒ようとした」、イエスの「捜して」は、実は同じ動詞〔ゼーテオー〕(ζητέω)が使われていま

す。これがかみ合うところに出会いと救いが起こったのです。ザアカイの「⾒ようとした」のは単なる興味本位で

はありません。この「ゼーテオー」という⾔葉そのものが、求めてやまない、執拗さを含んだことばだなのです。 

 

●このゼーテオーがイエスの敵たちに使われる場合、どういうことになるでしょうか。ひとつひとつ調べてみまし

た。そこでは、イエスの敵はイエスを捕えて殺そうとするために、証拠をつかもうと「努め」、機会をうかがって

「ねらっていた」。彼らは相計らって、「懸命に」イエスを殺そうと「つけ狙っていた」という括弧内にゼーテオー

という⾔葉が使われています。新約聖書で最初に登場するのはマタイの 2 章 13 節ですが、そこにはこう⽰されて

います。主の使いがマリヤの夫、ヨセフに現われて語ったことばです。「⽴って、幼⼦とその⺟を連れて、エジプ

トへ逃げなさい。そして、私が知らせるまで、そこにいなさい。ヘロデがこの幼⼦を捜し出して〔ゼーテオー〕殺

そうとしています。」 やがてそのヘロデが死ぬと、主の使いが再びエジプトにいるヨセフに現われて、⾔います。

「⽴って、幼⼦その⺟を連れて、イスラエルの地に⾏きなさい。幼⼦のいのちをつけねらっていた〔ゼーテオー〕

⼈たちは死にました」 

イエスの⽣涯の最初から、敵はイエスのいのちを殺そうと幼⼦を捜し出し、そのいのちをつけ狙っていたのです。

まさにこの執拗さ、追及、懸命さは、獲物を捕える狩猟感覚です。 

 

●敵が神に対してそのような⼒をもっているとすれば、私たちキリスト者はなおさらのこと、敵に勝る狩猟感覚を

持たなければなりません。この模範的モデルは、旧約ではダビデ、新約ではイエスを除いて使徒パウロをあげるこ

とできます。ピリピ 3 章に、使徒パウロの前傾姿勢をもって獲物を獲ろうとする追求⼒の姿を⾒ることができます。 

 
「私は、すでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。 ただ捕らえようとして、追求しているのです。 

そして、それを得るようにとキリスト・イエスが私を捕らえてくださったのです。・・・成⼈である者はみなこのような考え⽅を

しましょう。 

 

●使徒パウロの⾔う「それ」とは、このテキストでは「キリストと復活の⼒」です。それは、神との親しいゆるぎ

ないまじわりをもたらすいのちとも⾔うことができます。「主を知ること」でもいいでしょう。前回、礼拝で学ん

だように「平和」でもいいでしょう。いずれにしても、それらを追い求める⼒、あるいは神とのかかわりにおいて

のあるべき姿を追い求める⼒、その追求⼒こそが、今、求められているのです。 
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2. 「聖められること」を追い求める 
 

(1) 「聖められる」とは 
 

●「聖められること」とは何でしょうか。「聖められること」を「ホーリネス」と⾔います。私が学んだ神学校は

ホーリネス教団の神学校でした。「ホーリネス」をことのほか強調する仁学校でした。四年間そこで学びましたが、

「ホーリネス」はいまいち分からない概念でした。どうして分からないかというと、「平和」と同じように、神が

私たちとかかわるそのかかわり⽅の全貌を表わす概念なので、全体像が⾒えてこないと分からないほど深いものが

そこに横たわっているからです。頭がいいとか、悪いということではなく、そうした総括的な概念を理解できるよ

うになるためには、聖書全体を理解することと⽐例します。今では、探求の結果、以前に⽐べて少しだけですが、

理解できるようになったと思います。 
 

●神が「聖」であるということは、被造物全体とは区別された存在であることを意味します。従って、「聖」(Holy)

ということばを⽤いることができるのは神だけです。神以外には本来使うことのできないことば、それが「聖」で

す。「聖」はヘブル語で「カードーシュ」、ギリシア語で「ハギオス」と⾔い、「区分する」「区別する」」という意

味です。なぜ、「聖書」と呼ばれるのか。それはこの世の書とは異なる書、区別された書だからです。聖書は⼈が

考え出した本ではなく、神ご⾃⾝が⾃らを啓⽰された書という意味で、区別されたものとされているのです。です

から、普通に私たちが本を読むように読んでも理解できません。なぜなら、聖書は神の息吹によって書き記された

ので、同じ神の息吹(聖霊)を受けなければ理解できないようになっているのです。たとえ、⼤学の教授であっても、

神の息吹を受けていなければ、トンチンカンな理解しかできません。光がなくて読むようなものです。ですから、

あてずっぽうで、的を射てはいません。神がそのようにしたのです。 
 

●被造物と区別された聖なる神が、⼈やモノとかかわられる時、はじめてそれらが「聖なるものとなる」というこ

とが可能になります。つまりヘブル 12 章 14 節の「聖なるものとなることを追い求めなさい」というのは、聖なる

神とかかわった私たちが、そのかかわりにふさわしく⽣きることのすべてを意味しているのです。それを別な⾔葉

で表現するなら、「聖別」ということばで表わさます。そこで「聖別」という概念についてお話したいと思います。 

聖別とは、 

① 神の所有を表わす (物、時間、場所、⼈など) 

② 神のための働きをする道具 

③ 神の聖にならった倫理的⽣活 

(きよい⽣活、この世にありながら、この世のものではない⽣き⽅、神のみことばに従った⽣活を意味する) 

これら三つの⾯が含んでいる神とのかかわりです。 
 

●教会の建物は「献堂式」をして神にささげられています。この建物の所有権は神ご⾃⾝ですから、神のために⽤

いなければなりません。ホテルのように宿泊施設として利⽤することはできません。神とのなんらかのかかわりが

なければ泊ることはできません。 伝道的な⽬的で使⽤することはできますが、管理が必要です。楽器も神の所有
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としてささげられています。ピアノもドラムも PA もです。なぜ⼦どもたちが礼拝後⾃由にたたいたり、弾いたり

しているかと⾔いますと、やがてあなたがたもこの楽器をもって神を賛美するという⽬的のために、期待をもって、

触れることができるようにしているのです。外からだれかが⼊って来て、⾃由に楽器を奏することはできません。

あくまでも神のために⽤いられるためにささげられているからです。神との関連なくして、この会堂のどんなもの

をも使⽤することはできないのです。 

 

●献⾦もささげられた神の所有物です。神のためにしか使えません。そこから牧師のおやつ代はでません。 

献児式、これは⾃分に与えられた⼦どもを神にささげる⾏為です。これは⼦を神から授かったこととして受け⽌め、

その⼦の⼈⽣を神にささげる⾏為です。旧約では⻑⼦(最初の⼦どもは)すべて例外なく、神のものとしてささげな

ければなりませんでした。親のために、親の夢の実現のために⼦どもを利⽤し、その⼦の将来を⽀配することは許

されないのです。これが「聖別される」ということです。 

時間についてはどうでしょうか。私たちに与えられている⽇々の時間、その時間はすべて⾃分のもののように考え

ていますが、そうではありません。神との交わりのために、時間を聖別しなければなりません。妻がときおり、「少

し話がしたいので時間をとってくれる」といいます。「いつ?」「いま」「今!、今忙しくしてるの分かるでしょう。」

「・・・・」「分かった。要件だけ⼿短に⾔ってくれる」「そんなんじゃなく、もっとまじめに時間をとってほしい

のよ。」―これは妻だけでなく、神様も私たちに話を聞いてもらいたいと思っているのに、私たちの⽅でその時間

を与えていないことがあるのではないでしょうか。「忙しいから、⼿短に、⾔って」―これでは神様もじっくり語

りたい⼤切なことを話すことができません。私たちに与えられている時間も神のものとして⽣かさなければなりま

せん。時間はまず神のものだということを信じなければなりません。そこで神との交わりを優先させる⽣き⽅こそ、

聖別された者の⽣き⽅です。ましてや、余った時間、疲れて消耗しきった時間だけを神にささげて、「さあ、神さ

ま。どうぞ⾔いたいことがあったらいってください。」では、語りたくても語りたくなくなります。そう思いませ

んか。⾃分のためには多くの時間を使いながら、神との時間のためには、わずかな時間しか割り当てられないとし

たら、神からの良いものを得ることはできません。 
 

●この世とのかかわり⽅ではどうでしょうか。⾃分が神から贖われた存在として、神の所有の⺠として、神が願う

ようにかかわっているでしょうか。この世の価値観ではなく、神の価値観を持って⽣きているでしょうか。神の価

値観が社会の⾵潮と相反するものだと分かっても、その価値観をしっかりと握って⽣きることができるでしょうか。 

神の所有とされた私たちは、海の上に浮かぶ⼩さな船のようなものです。⽔の上をいるかぎりにおいては⼤丈夫で

すが、ひとたび⽔が船に⼊ってくるならば、沈むのは時間の問題です。私たちは⽔の上に浮かぶ⼩⾈のようなもの

です。この世の⽔を⼊れてはなりません。もしこの世と⾔う⽔が⼊るならば、沈むしかありません。私たちはこの

世にあって、この世のものではないという⽣き⽅が求められているのです。その⽣き⽅がどのようなものか、私た

ちは聖書をの歴史を通して学ばなければなりません。 
 

●⼈類が初まってからこの⽅、⽂明は進歩したとしても、⼈間性は変わりません。その⽣き⽅は根本的には変わっ

ていなのです。神がこの世から私たちを召しだしたのにはわけがあります。⽬的があります。その⽬的を知るため

には、聖書を学ばなければ答えは出てきません。聖書の歴史から学ばなければ、知恵を持つことはできません。 
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この世のすべてを越えた聖なる⽅が私たちとかかわろうとするところには、それにふさわしい⽣き⽅が求められて

いるのです。それを私たちは追い求めなければなりません。 
 

(2) 神を⾒えなくするもの 
 

●今回のテーマは「聖められることを追い求めなさい。」です。もしそうでなければ、神を⾒ることはできません。

神が⾒えなくなるのです。なにがそうさせるのでしょうか。 

神を⾒えなくさせるものとは何かについて、聖書からひとつの話をしたいと思います。聖書の中で話をした動物が

⼆ついます。ひとつは「へび」です。創世記 3 章に出てきます。悪魔が「へび」のかたちをとってエバに近づきま

した。そして神のことばを疑わせようとしました。エバはその「へび」の声を信じただけでなく、夫のアダムをも

説得して神の命令を破り、罪に落ちてしまいました。もうひとつの動物は「ロバ」です。「ロバ」が話をしたので

す。いつ、どこで、・・それは⺠数記 22 章以降に記されています。 
 

●イスラエルが 40 年の荒野の放浪⽣活が終りに近づき、いよいよ約束の地カナンに⼊っていく時を迎えていた時、

イスラエルは南のシナイ半島の荒野からカナンの地に⼊るために、ヨルダン川の東の⽅に移動していきました。そ

こには、ヤコブのエサウの⼦孫であるエドム⼈がいる地でした。そこを通り、その北の⽅にはアブラハムの甥のロ

トの⼦孫のひとりモアブ⼈の住んでいる地域を通らなければなりませんでした。そこでイスラエルは「エモリ⼈」

の王シホンに、「国を通らせてください。国境を越えるまでは決して街道からそれたりしません。畑を踏み荒らし

たり、ぶどう園に⼊ったり、⽔を飲んだりいたしません。」とお願いしました。ところが、エモリ⼈の王は承知し

ません。それどころか軍隊を集めて戦いをしかけてきたのです。ところが勝ったのはイスラエルの⽅でした。こう

してイスラエルの⼈々はエモリ⼈の国を占領し、そこに住みつくことになりました。そこにいる間に、北のバシャ

ンをも攻め取りました。モアブの王バラクは、イスラエルの⼈の数があまりに多く、エモリ⼈がひどい⽬に遭った

ことを知って恐ろしくなりました。モアブの国⺠も怖がっていました。ぐずぐずしてはいられません。どうしたの

でしょうか。 
 

●⺠数記 22 章をリビングバイブルで読んでみましょう。 
※バラクとバラム、混同しやすいので気をつけてください。バラクの場合「バラク王」と⾔い、バラムの⽅は「預⾔者バラム」

と意識して読まれる混乱しません。 

 

22:1 さて、⼈々はモアブの平原に移り、ヨルダン川の東側、ちょうどエリコの町の反対側あたりに野営しました。 

22:2 -3 ツィポルの息⼦でモアブの王バラクは、イスラエル⼈の数があまりにも多く、エモリ⼈がひどい⽬に会ったことを知る

と、恐ろしくなりました。 国⺠もこわがっています。 

22:4 ぐずぐずしてはいられません。 すぐ、近隣のミデヤン⼈の指導者たちに相談しました。「いったいどうしたらいいんだ。 あ

の暴徒どもは、まるで⽜が草を⾷い尽くすみたいに、回りの者を全滅させる。 このままじゃ絶対に助からん。」 

22:5 -6 相談の結果、ベオルの息⼦バラムを呼び寄せることになりました。 彼は、ユーフラテス川に近い、王の故郷ペトルに住

んでいます。 「バラムが来ればなんとかなる。」 そう望みをかけて、王は使いをやりました。使いの者は王のことづてを伝えま

した。 「イスラエル⼈とかいう暴徒どもが、エジプトからやって来て、国中が⼤騒ぎだ。 なにしろ連中は、まるで世界中を征

服しそうな勢いだから、⼿のつけようがない。 それが、今にもわが国に攻め込んで来そうなのだ。 すぐ、連中をのろいに来て
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もらえないだろうか。 そうすれば、難なくやつらを追い出せる。 やつらは強すぎて、このままではとてもかなわない。 おまえ

が祝福する者は祝福され、おまえがのろう者は必ず破滅するということだから、ぜひ頼みを聞いてくれないか。」 

22:7 使いの⼀⾏は、モアブとミデヤンの最⾼指導者でした。 彼らは⾦を持って⾏き、⼤急ぎで⽤件を伝えました。 

22:8 「今夜はここにお泊まりください。 あすの朝、神様がお⽰しになったことをお伝えしましょう」とバラムが⾔うので、⼀

⾏はそうすることにしました。 

22:9 その晩、神様はバラムに現われ、「この者たちはいったい何者だ」とお尋ねになりました。 

22:10 「モアブの王バラクの使いの者でございます。 

22:11 暴徒どもがエジプトから来て、国境に迫っているから、すぐ連中をのろいに来てくれ、というのです。 戦いに勝ちたが

っているのです。」 

22:12 「⾏ってはならない。 頼みを聞いてのろってはいけない。 わたしは彼らを祝福しているのだ。」 

22:13 翌朝、バラムは⾔いました。 「申しわけありませんが、お帰りください。 神様は⾏ってはいけないと⾔われました。」 

22:14 使いの者たちは、すごすご王のもとへ戻り、断わられたことを伝えました。 

22:15 しかし、王はあきらめません。 もう⼀度、より位の⾼い者たちを、前よりも⼤ぜい送りました。 

22:16 -17 ⼀⾏が持って⾏った親書には、こうありました。「ぜひともおいでください。 おいでいただければ、⼿厚くおもてな

しし、お望みのものは何でも差し上げましょう。 どうか、イスラエル⼈どもをのろいに来てください。」 

22:18 バラムはなかなか承知しません。 「たとい、⾦銀で飾り⽴てた宮殿を下さると⾔われても、神様の命令には逆らえませ

ん。 

22:19 しかしまあ、この前とは別のお告げがあるかもしれませんから、今夜はここにお泊まりください。」 

22:20 その夜、神様はバラムに命じました。 「彼らといっしょに⾏ってもよい。 だがいいか、わたしが命じることだけをする

のだ。」 

22:21 翌朝、バラムはろばに鞍をつけ、モアブの指導者たちと出かけました。 

22:22 -23 ところが、バラムが乗り気になって出かけたことに、神様は腹を⽴て、途中で殺してしまおうと御使いを送ったので

す。そうとは知らないバラムは、供の者⼆⼈と先を急いでいました。と、突然、バラムのろばの前に、抜き⾝の剣を下げた神様

の使いが、⽴ちはだかったではありませんか。 驚いたろばは急に駆けだし、満道ばたの畑に⼊り込んでしまいました。 バラム

はわけがわかりません。 あわてて鞭をあて、道に戻しました。 

22:24 神様の使いは、今度はぶどう園の⽯垣の間の道に⽴っていました。 

22:25 その姿を⾒るなり、ろばは⾝をもがき、体をぎゅっと⽯垣に押しつけたので、バラムは⾜をはさまれてしまいました。 お

こったバラムは、また鞭をあてました。 

22:26 すると、神様の使いは先に⾏って、道幅の狭い所に⽴ちふさがりました。 これでは、どうにも通りようがありません。 

22:27 ろばは道にうずくまってしまいました。 バラムはとうとう頭にきて、ろばをひっぱたきました。 

22:28 このとき急に、ろばが⼝をききました。 神様がそうなさったのです。 「どうして三度もぶつんですか。」 

22:29 「おれをばかにしたからだ。 剣があれば、切り殺してやるところだ。」 

22:30 「でも、これまでに、私が⼀度でもこんなことをしたでしょうか。」「いや、ない。」 

22:31 その時バラムの⼼の⽬が開き、剣を抜いて⾏く⼿に⽴ちはだかっている神様の使い

が⾒えました。 バラムはびっくりして、その⽅の前にひれ伏しました。 

22:32 「なぜ、ろばを三度もぶったのか。 おまえが破滅の道を進んでいるので、⽌めに来

てやったのだ。 

22:33 ろばはわたしを⾒て、三度ともしりごみした。 そうでもしなかったら、今ごろは、ろばは助かっても、おまえの命はな

かったのだぞ。」 

22:34 「私がまちがっておりました。 お赦しください。 神様のお使いがおいでになろうとは、気がつきませんでした。 これ
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以上進むなと申されるなら、引き返します。」 

22:35 「いや、このまま⾏け。 ただし、わたしが命じることだけを⾔うのだ。」バラムは⼀⾏と旅を続けました。 

22:36 バラク王は、バラムが途中まで来ていると聞いて待ちきれず、わざわざ国境のアルノン川まで迎えに出ました。 

22:37 「なぜ、こんなに遅くなったのかね。 絶対に悪いようにはしないと約束したのに、信じてくれなかったのか。」 

22:38 「王様、おおせに従い、参るにはまいりましたが、残念ながら、神様が命じることしか⾔えません。 申し上げることは

それだけです。」 

22:39 バラムは、王といっしょにキルヤテ・フツォテに⾏きました。 

22:40 王はそこで、⽜と⽺をいけにえとしてささげ、バラムや使いの者たちにも、いけにえ⽤の動物を与えました。 

22:41 翌朝、王はバラムをバモテ・バアル⼭の頂上に連れて⾏きました。 そこから⾒下ろすと、⼤ぜいのイスラエル⼈が集ま

っているのが⾒えます。 

 

●この話の⼤切な点は何でしょう。預⾔者バラムは⼆度⽬の依頼の時に、彼の⼼の中に変化が起こりました。でも

彼の⼼の中のことなので神様以外はだれもしりません。そして出かけて⾏ったのです。その途中で、ロバの前に御

使いが⽴ちはだかりました。それが⾒えたロバは驚いて、駈け出したり、乗っているバラムを⽯垣に押し付けたり、

道にうずくまってしまいました。そのたびにバラムは、ロバに鞭をあててひっぱたきました。そのとき、急に、ロ

バが⼝をきいたのです。「どうして三度もぶつんですか。これまでに、渡しが⼀度でもこんなことをしたでしょう

か。」・・・そのとき、バラムの⼼の⽬が開いたのです。 
 

●⼼の奥深くにあった利得を求める⼼、そのためにバラムは神が⾒えなくなっていました。それが破滅をもたらす

ことだったので、神は御使いを遣わして留めようとしたのです。ロバはその御使いを⾒ることができたのに、預⾔

者バラムは⾒えなかったのです。そのためにロバを三度ひっぱたきました。神が⾒えていないことの姿です。 

私たちも同じです。神が⾒えていない状態の時には、⾃分の思うどおりにならないことが起こると、同じようにな

ってしまうということです。預⾔者バラムはどうして神が⾒えなかったのでしょう。それは利得に⽬がくらんでし

まったからです。私たちも気をつけなければなりません。神が語られることの中に⽣きるようにと私たちは召され

たのです。それが「聖別」されること、つまり、「聖められること」なのです。 
 

最後に 
 

●「聖くなければ、だれも神を⾒ることはできません。そのためには、あなたがたはよく監督して、だれも神の恵

みから落ちる者がないように、また、苦い根が芽を出して悩ましたりしないように・・しなさい。」(ヘブル 12:14

〜15)。とても重い⾔葉です。 
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No.27 

 

                          特権を放棄したエサウ 
 
 

はじめに 
 

●「反⾯教師」という⾔葉があります。その意味は、⼀⾔で⾔うならば「悪いお⼿本」です。普通、教師というの

は模範的な⼈格者で、⾒習うべきものですが、反⾯教師というのは、「悪いお⼿本」の実例を通してそうならない

ようにという意味です。例えば親がタバコを吸う⼈で、親を反⾯教師として、⾃分は吸わないといったように。 

今⽇は、反⾯教師としてのエサウという⼈物を通して、私たちは神から与えられた特権を決して放棄してはならな

いということを学びたいと思います。テキストとしてはヘブル⼈への⼿紙 12 章 14〜17 節です。 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 12 章 14〜17 節 

14 すべての⼈との平和を追い求め、また、聖められることを追い求めなさい。聖くなければ、だれも主を⾒ることができません。 

15 そのためには、あなたがたはよく監督して、だれも神の恵みから落ちる者がないように、また、苦い根が芽を出して悩ました 

り、これによって多くの⼈が汚されたりすることのないように、 

16 また、不品⾏の者や、⼀杯の⾷物と引き替えに⾃分のものであった⻑⼦の権利を売ったエサウのような俗悪な者がないように 

しなさい。 

17 あなたがたが知っているとおり、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが、退けられました。涙を流して求めても、 

彼には⼼を変えてもらう余地がありませんでした。 

 

●なぜ、このような結果になってしまったのか。これは反⾯教師として、私たちもエサウの失敗を犯してはならな

いという警告です。特に、神があなたがたにひとたび与えられた⻑⼦の権利を決してないがしろにしてはならない、

決して疎んじてはならないという警告、それが今回のテキストの⽬的です。繰り返して⾔います。ここで聖書がエ

サウの⻑⼦の特権について述べているのは、⻑⼦の特権のすばらしさに⽬を留めよというメッセージではなく、そ

の特権を失うという危険があることへの警告のメッセージなのです。 

 

1. イスラエルの⻑⼦の権利とはなにか 
 

●そもそも「⻑⼦の特権」とは何で、その祝福とはなにかをまずお話ししておいたほうがよいと思います。ギリシ

ア語原⽂では、「権利」ということばが複数形になっています。したがって、正確に⾔うならば、「⻑⼦としての諸

権利とはなにか」ということになります。その諸権利は三つあります。 
 

(1) 権威ある地位です 
 

●普通、⻑男といえば、男⼦の第⼀⼦、⻑⼥といえば、⼥⼦の第⼀⼦ということになります。⻑⼦とは第⼀⼦のこ

とで、この場合、⼥⼦は含まれません。イスラエルでは⼥⼦は⻑⼦になることはできませんでした。⻑⼦はその家
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庭において、⽗の代理であり、弟や姉妹たちの主⼈的な⽴場にありました。イスラエルの家庭では、息⼦たちは年

齢と⾝分の順によって、「⻑⼦は⻑⼦として弟は弟として」それぞれ定められた⾷卓の席に着いていました。 

 

●以前、沖縄の教会に奉仕で⾏った時、⾦城牧師家庭には 3 ⼈の男の⼦と⼀⼈の⼥の⼦がおりましたが、座る場所

が決まっていました。第⼀⼦の⻑男が⽗親のすぐ隣に座り、順番に第⼆⼦、第三⼦と座っていました。これを⾒た

時、これは沖縄の⾵習なのかと思いましたが、聖書の⾵習だったわけですね。「⻑⼦」という考え⽅には、単に先

に⽣まれたということよりも、⾝分上優れているということの⽅が根本的なことになっているようです。⻑⼦の権

利とは、⽣まれた時間的な順序よりも、むしろ、⾝分や地位による順序に置かれている祝福の順位とでもいうべき

です。 

 

(2) ⼆⼈分の相続の分け前が与えられる 

 

●(1)と関連しますが、権威ある⽴場のゆえに遺産の相続分は⼆⼈分の分け前が与えられました。 
 

(3) 祭司としての務めが与えられている 
 

●家族の中で神との間の⼀切を仕切り、礼拝をし、家族や⼈々を祝福する⽴場にあります。新約に⽣きる私たちは

キリストにあってすべての者が祭司としての務めができるようになっています。ですから神を礼拝しますし、⼈々

のためにとりなしたり、神の祝福を祈ったりすることができます。しかしイスラエルにおいてそれができるのは⻑

⼦のみです。イサクが⾃分の息⼦を祝福し、ヤコブも⾃分の息⼦を祝福できたのは、彼らが⻑⼦という特権を与え

られていたからです。 

 

●祭司は、神にある祝福を⼈々にもたらす通路としての存在でした。私たちの主イエス・キリストが天にあるすべ

ての霊的祝福を私たちにもたらすことができたのはどうしてでしょうか。答えはすでに与えられています。それは

御⼦イエスが私たちの⻑⼦となられたためです。イエスが私たちの⻑⼦でなければ、私たちは天にいる⽗なる神の

祝福にあずかることはできないのです。⻑⼦の権利はこのような務めを持っていることを⼼に留めておきましょう。 

 

●ところで、エサウの話に戻りますが、彼は⻑⼦としての特権を失いはしましたが、依然として⽗イサクの息⼦で

ありつづけたように、新約に⽣きる私たちも、私たちに与えられている特権がたとえそこなわれたとしても、天の

⽗との関係は解消されるわけではありません。キリストによって死から命に移っているからです。しかし、本来、

与えられた⻑⼦としての権利を失うことによって、たとえ神の⼦であったとしても、地上では貧しい⽣活を送って

しまう危険があるのです。この世において、天にある霊的な富が⾃分の中に溢れ流れてくるのを経験しないで終わ

ってしまうかもしれない、⾃分の内からキリストにある豊かさが流れてくるのを経験しないで終わってしまうかも

しれません。贖われた真の喜びも、その輝きも、さほど発揮できないで終わってしまう⼈⽣を送ってしまうかもし

れない。神の⼦であるもかかわらず、そのことのゆえに与えられている楽しみと喜びを知らずに、この世の流れに

押し流されて、それに翻弄される⼈⽣を送ってしまうかもしれない。悔いを残すような⼈⽣を空しく送ってしまう
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ことになるかもしれない、そんな可能性に対する警告なのです。 

 

●私たちはキリストにあって⻑⼦として権利を託されています。そして天にある無尽蔵な霊的な富を味わうことが

できるのです。それなのに、実際には霊的な貧困者となってしまう危険があること、神の王⼦としての権威ある⽴

場が与えられているにもかかわらず、罪の奴隷となり下がってしまう危険があることをヘブル⼈への⼿紙の著者は

警告しようとしているのです。 たとえ、神の⼦としての⽴場はなんとか保たれたとしても、それとは似つかわし

くない姿になってしまう危険があることを警告しているのです。 

 

2. エサウの陥った致命的な過失とはなにか 
 

●そもそもエサウの陥った致命的な過失とは何だったのでしょうか。このことを知るには、創世記を開いてみなけ

ればなりません。創世記 25 章を読むと、そこにはエサウとヤコブの双⼦の誕⽣のことが記されています。 

 
【新改訳改訂第３版】創世記 25 章 25〜34 節 

 25 最初に出て来た⼦は、⾚くて、全⾝⽑⾐のようであった。それでその⼦をエサウと名づけた。 

 26 そのあとで弟が出て来たが、その⼿はエサウのかかとをつかんでいた。それでその⼦をヤコブと名づけた。 

イサクは彼らを⽣んだとき、六⼗歳であった。 

 27 この⼦どもたちが成⻑したとき、エサウは巧みな猟師、野の⼈となり、ヤコブは穏やかな⼈となり、天幕に住んでいた。 

 28 イサクはエサウを愛していた。それは彼が猟の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。 

 29 さて、ヤコブが煮物を煮ているとき、エサウが飢え疲れて野から帰って来た。 

 30 エサウはヤコブに⾔った。「どうか、その⾚いのを、そこの⾚い物を私に⾷べさせてくれ。私は飢え疲れているのだから。」 

それゆえ、彼の名はエドムと呼ばれた。 

 31 するとヤコブは、「今すぐ、あなたの⻑⼦の権利を私に売りなさい」と⾔った。 

 32 エサウは、「⾒てくれ。死にそうなのだ。⻑⼦の権利など、今の私に何になろう」と⾔った。 

 33 それでヤコブは、「まず、私に誓いなさい」と⾔ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の⻑⼦の権利をヤコブに 

売った。 

 34 ヤコブはエサウにパンとレンズ⾖の煮物を与えたので、エサウは⾷べたり、飲んだりして、⽴ち去った。こうしてエサウは 

⻑⼦の権利を軽蔑したのである。 

 

●このあと、⽗イサクが⾃分の余命がいくばくもないことを悟って、⻑⼦であるエサウを祝福しようとします。 

このとき、弟のヤコブを愛していた⺟リベカも⼀枚かんでいるのですが、弟ヤコブは兄エサウが祝福を受ける前に

⽗に獲物をしとめてごちそうするために出かけた兄になり代わって、⽗イサクをだまして⻑⼦としての祝福を受け

てしまいます。この祝福の⾏為は、正式な遺産相続としての⼿続きとしての祝福を意味しており、ひとたびそれが

なされるならば、変更することはできない性質のものでした。⺟リベカがヤコブに「おまえののろいは私が受ける

から、私のいうことを聞いて、そのとおりにしなさい」と⾔い、ヤコブはそのとおりにし、⾃分がエサウに変装し

て祝福を奪ってしまうわけです。 

 

●しかし今回のヘブル⼈への⼿紙のメッセージは、ヤコブのしたことについては⼀切ふれていません。エサウが⻑
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⼦の権利というものをどのように考えていたかということについてのみ触れています。ですから、ヤコブのしたこ

とを今回は取り扱いません。エサウが⻑⼦の権利を失った重⼤な、しかも致命的な過失とは何であったか、それは

キリストにある私たちの問題でもあるのだという警告に終始しています。もう⼀度、エサウが⾔った⾔葉を⾒てみ

ましょう。 
 

30 エサウはヤコブに⾔った。「どうか、その⾚いのを、そこの⾚い物を私に⾷べさせてくれ。私は飢え疲れているのだから。」

31 するとヤコブは「今すぐ、あなたの⻑⼦の権利を私に売りなさい。」と⾔った。 

32 エサウは、「⾒てくれ。死にそうなのだ、⻑⼦の権利など、今の私になんになろう。」と⾔った。 

33 それでヤコブは、「まず、私に誓いなさい。」と⾔ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の⻑⼦の権利をヤコブに売

った。 

34 ヤコブはエサウにパンとレンズ⾖の煮物を与えたので、エサウは⾷べたり、飲んだりして、⽴ち去った。こうしてエサウは⻑

⼦の権利を軽蔑したのである。」 

 

●この会話の中に、エサウが何を重んじ、何を軽んじたかが記されています。「軽蔑した」というヘブル語は「バ

ーザー」(ָּבָזה)です。軽視すること、⾒下すこと、くだらないものとしてみなすことを意味しています。エサウは

⻑⼦の権利というものをくだらないものとみなし、それを、⼀時の満⾜を得るためのものと取り換えたのです。神

の定められた最も尊い永遠の特権よりも、⼀時的な楽しみの⽅を重要視し、ゆずってはならないものをゆずってし

まったのです。 
 

●私たちもエサウのように、⼀時的な益のために、ゆずってはならないものを譲り渡してしまう危険があるのです。

弟のヤコブも⾃⼰本位な点が多々あったにもかかわらず、神が与える永遠に価値あるものに対してはその価値を認

めていたのです。⾃分には決して与えられない⻑⼦の権利の価値に対しては疑いを持つことはありませんでした。 

それゆえ、すべてを⾒越しておられる神は、この⼆⼈の兄弟が誕⽣する前からこう宣⾔しました。「わたしはヤコ

ブを愛し、エサウを憎んだ。」(マラキ 1:2,3、ローマ 9:13)ーこれは、神がエサウに対して敵意や憎しみをもたれ

たという意味ではありません。エサウが⻑⼦となるのを、拒絶し、退けられたという意味です。神が与えた⻑⼦の

権利に対して、彼がそれを軽蔑したために、彼の⻑⼦としての⽴場を退けられたということです。神が「エサウを

憎んだ」というのは感情的な意味で⾔っているのではありません。反対に、神が「ヤコブを愛した」というのも感

情的な意味で⾔ったのではなく、彼に⻑⼦の⽴場をゆだねたという意味です。 
 

●もし、エサウが⾃分に与えられた⻑⼦の権利を「そんな権利がなんになろう」と軽蔑しなかったならば、⻑⼦の

権利はそのまま彼のものとなったはずです。神の救いのご計画はヤコブ、すなわちイスラエルを通してではなく、

エサウの⼦孫を通して実現されるはずです。エサウは、⾃分に与えられた⻑⼦の権利を弟のヤコブに奪われたのを

知って、泣き、嘆き、⽗に懇願します。しかし⽗イサクの態度を変え、事態を撤回することはできませんでした。 

ヘブル書 12 章には、「あなたがたが知っているとおり、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが、退けられま

した。涙を流して求めても、彼には⼼を変えてもらう余地がありませんでした。」と記しています。この最後に記

されている「彼には⼼を変えてもらう余地がなかった」とは、「エサウは⽗イサクに⼼を翻してもらうその余地が

なかった」ということです。また中間にある「彼はあとになって祝福を相続したいと思った」という意味は、「祝
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福、つまり⽗からの遺産の相続をしてもらいたいと思ったが」という意味です。しかしそのときにはすでに遺産相

続の⼿続きは済んでしまったので、「退けられた」―つまり後の祭りであったということです。イサクは聖霊に導

かれ、神の預⾔者として語っています。神の霊感をうけて語ったことは⾃分の考えでそう簡単に「取り消して」撤

回することなどできなかったからです。エサウは泣いて訴えましたが、「⽗の⼼が変わる⾒込みのないのを知った」

のです。しかしその涙は、⾃分の神に対する不敬虔さを悔い改める涙ではなかったようです。その証拠にエサウは

「お⽗さん、祝福は⼀つしかないのですか。私を、私をも祝福してください。」とただ泣くだけでした。 
 

●永遠的な価値あるものを⾒下げ、⽬に⾒える⼀時的なものを求めてしまう⾃分の弱さにエサウは気づいたのかど

うか、もともと彼の弱さがそこにあったわけです。今必要なことばかりを求め、永遠の富につながることを軽んじ

ていたことが、ただ結果として現わされたわけです。私たちはどうでしょうか。永遠につながること、永遠に価値

あることを尊んでいるでしょうか。それを⾃ら⼤切にしているでしょうか。それとも、⼀時的な満⾜、⼀時的な刺

激や快楽、⼀時的な⼈からの称賛を求めることで、霊的に価値あるものと交換する危険を冒すようなことはないで

しょうか。未来のものを犠牲にして、現在の満⾜や⾃分の思いを優先することはないでしょうか。エサウが得たも

のは何だったでしょう。⼀杯のスープです。イエスが⾔われたように、「⾃分のいのちを愛するものはそれを失う」

と。つまり⾃分のいのちを⼤切にしようとするものは、もっと⼤切なものを失ってしまうということです。エサウ

はその反⾯教師です。いのちの道は狭く、それを⾒出す者はまれだ、とイエスは⾔われました。 

 

3. ⾃分の弱点を誇るーキリストの⼒が私をおおうためにー 
 

●エサウの苦い経験をもう少しみてみましょう。彼は「飢えていただけではありません。」「疲れていました。」・・

エサウが⾃分の運命を決する誤った決断をしたとき、彼は「疲れていました。」私たちが忙しいことは良いことだ

と考えます。「忙しい」とは、⼼を亡ぼすと書きます。「忙しい⽣活をし、⼼が疲れているとき」、敵はその弱さを

利⽤して私たちをつまずかせようとします。私たちが弱くなる時、⼈によってその領域や程度は異なります。 

 

①エサウの場合は「飢え、疲れていたとき」でした。その時が危ない時でした。ですから、ヤコブにそこを 

つけ⼊れられたのです。兄は弟ヤコブにその弱さを⾒抜かれていました。 

②最初の殺⼈を犯したカインは⼼に嫉みを抱いたときでした。 

③ダビデは勝利に酔っているときでした。絶好調の時に⽣まれた⼼の⾼慢が、ウリヤの家に悲しむべきことを 

もたらしました。 

④イエスの弟⼦ペテロは⼈を恐れたとき、⼀⼈の⼥中の前でイエスを裏切りました。 

⑤アナニヤとサッピラは⾃分たちの存在価値を⼈から認められたいと思ったとき、献⾦をごまかしました。 

そのことで⾃分たちのいのちも失いました。 

 

●私たちはひとりひとり⾃分の「弱さ」というものを持っています。戦いにおいて、その戦いの第⼀線では、戦列

の最も薄い部分が破れた時、つまり、弱い部分から破れていくと⾔われます。私たちの弱い部分において勝敗が決

まっていくのです。ですから、⾃分の弱い部分を知り、そこにイエス・キリストの助けを求めなければなりません。
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使徒パウロも主から「わたしの恵みはあなたに⼗分である。というのは、わたしの⼒は、弱さのうちに完全にあら

われるからである」と⾔われました。 
 

●⾃分の弱さは、⼈から指摘されている時にはなかなか認めることができないのです。⾃分で気づかなければなり

ません。弱さに気づくことは、敗北ではなく、勝利への道です。使徒パウロは、「私はキリストの⼒が私をおおう

ために、むしろ⼤いに喜んで私の弱さを誇りましょう。」と述べています。「私の弱さを誇る」とはどういうことで

しょうか。それは、⾃分の弱点を知り、それを認め、そこにキリストの助けを求めることによって、⾃分が守られ

ていくのだということではないでしょうか。弱さを隠すことなく、弱さを弱さとして⾃ら認めることで、むしろキ

リストの⼒が私をおおうということを経験していけるのだと思います。キリストにある勝利を勝ち取ることができ

るのは、⾃分の弱点を知り、認めることなのです。 
 

●使徒パウロにとっての「弱さ」というのはどういうものだったのでしょうか。皆さんは考えたことがありますか。

彼はピリピ書 3 章で⼈と⽐べて⾃分が誇るところがあるとすれば、これこれのことだと⾔ってこの内容を記してい

ます。それによれば、彼は、8 ⽇⽬に割礼を受けたれっきとした神の⺠であること、純粋なヘブル⼈で、律法につ

いては厳格なパリサイ⼈。その熱⼼さは教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、だれからも⾮難さ

れるところのない者であることを⾃慢しています。しかしそれはキリストを知る前のことで、「私にとってかつて

は得であったようなものは、みな損と思えるようになった」と告⽩しています。 
 

●彼の弱さは何だったのでしょうか。私は彼が⼈から認められたいという強い思いがあったように思います。⼈か

ら評価されたいという思いであり、それがキリストを知る前に彼を動かしていた弱さであったように思います。⼈

から良く思われたいという弱さはだれにもあるかもしれません。しかしその程度が問題です。それが⼈⼀倍強いと、

偽善に陥っていく危険性があります。⽴派でもない⾃分をあたかも⽴派であるかのようにみせてしまうという弱さ

です。パフォーマンス性の危険があります。それはある⼈にとっては罠となり得ます。⾃分の弱さを知ることは決

して恥ずかしいことではないことを肝に命じましょう。 
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No.28 

          

揺り動かされることのない御国 

 
はじめに 

 

●今回は、天国についてのお話です。近年、キリスト教と関係なくても、死んだ⼈は天国に⾏っていると信じて話

しているのをよく聞きます。仏教式の葬式をしても、故⼈が⾏くのは極楽ではなく、なぜか天国なのです。では「天

国」とはどんなところなのかと尋ねたとしたら、おそらく答えられないと思います。聞いたことがありませんが・・。

キリストを信じて教会にかよっている⼈でも、おそらく天国についてよくわからないのではないかと思います。 

実は、「天国」ということを説明するのはとてもとても難しいのです。まして⼀⾔で説明するのは⾄難の業です。 

 

1. 聖書の⼀貫したテーマは「御国の建設」 
 

●どんなにすばらしいかを説明すると、とてもむずかしくなってしまう、それが天国なのです。イエスが 30 年の

沈黙を破って公の⽣涯へと⼊られた時、その第⼀声は何だったと思いますか。それはこうです。 
 

「悔い改めなさい。天の御国は近づいた」と⾔われました。(マタイ 4:17) 

「時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福⾳を信じなさい。」(マルコ) 

(そして) 

「神の国とその義を第⼀に求めなさい。」(マタイ 6:33) 

 

●「天の御国」「神の国」「その=神の国」「御国」・・⽇本語ではみな違った表現をしていますが、原語のギリシャ

語も英語もひとつの⾔葉です。ギリシャ語では「バシレイア」(βασιλεια)、英語では「キングダム」(Kingdom)と

いう⾔葉です。「キングダム」とは「王国」という意味です。聖書の⾔う天国というのは、王国のことです。 

 

●天の御国とは、天の王国(the kingdom of heaven)、神の国とは、神の王国 (the kingdom of God)のことです。

「神の国とその義を第⼀に求めなさい」と⾔われたイエス様は、この世においては、神の国のことだけを求め、⾃

らそのことについて話されました。その義とは、神の国に⼊るための義、すなわち、神の国の王との義、つまり、

その王とのかかわりは、私たち⼈間の考える義ではだめなのです。どんなに頑張ってよいかかわりを得ようとして

も、それでは神の国の王である⽅のお⼼にとまることはできません。よって、神の国に⼊ることはできません。⼈

間が考える義ではなく、神様が備えてくださる義、つまり、神の最終的な切り札である神の御⼦イエスを信じるこ

とによって与えられるかかわり、つまり、神の義―それが神の国に⼊るための唯⼀の正しいかかわりであって、他

にはありません。その義を神様⾃ら私たちにプレゼントしてくださったというのが「福⾳」なのです。この福⾳と

いうプレゼントを受け取らない限り、私たちは「天国」とはなんらかかわりを持つことができないのです。 
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●死ねばみな⾏けるところが「天国」であるということは決してありません。イエス・キリストという神からのプ

レゼントを信じて受け取った者だけが、イエス・キリストを信じるというかかわりを持った者だけが、天国⾏きの

切符を⼿にするのです。その天国がいかにすばらしいところか、それを得ることはこの世のどんな宝にもまさる価

値あるものであるか、⼀⼈でも多くの⽅にそれを知らせ、それを得るように招くために、イエスは来られ、多くの

たとえ話や多くのみわざを通して、私たちに教えようとされたのです。ですから、私たちはイエスの語ることばに

⽿を傾けなければなりません。イエスのなされた奇しいみわざに⽬を向けなければなりません。 
 

●イエス様が弟⼦たちに教えられた「主の祈り」というのがあります。 

「天にまします我らの⽗よ。」と呼びかけますが、呼びかけて何を祈るかと⾔えば、「御国が来ますように」です。

「みこころが天になるごとく、地にもなりますように」です。「みこころ」とは神の壮⼤なご計画のことです。神

の壮⼤なご計画とは「御国の実現」「御国の完成」です。そのためにイエス様が⽗から遣わされました。神が王と

して君臨し、治め、⽀配するところ、そこが、御国、すなわち、天国なのです。 
 

●その天国(Kingdom)は、イエス・キリストの到来とともにすでに始まっています。神の御国の建設のシナリオに

おいて、ぐっと完成が近づいたということです。つまり、最終段階がはじまったという宣⾔―それが「天の御国は

近づいた」という意味です。聖書はこの最終段階のことを「終わりの時代」と⾔っています。つまり、新約聖書に

記されていることは「終わりの時代」に関することなのです。 
 

●神の国の完成のシナリオによれば、私たちは今、「終わりの時代」に⽣きているのです。このことをよく理解す

る必要があります。 

神の国の完成までのシナリオ 
〔旧約聖書〕 

(1) 天地創造 

(2) 堕落の歴史 

(3) 救いの担い⼿アブラハムの召命 

(4) 約束の地への侵⼊ 

(5) 王制時代 

(6) 捕囚時代 

(7) メシア待望の沈黙の時代 

 

〔新約聖書〕 

(8) イエスの天の御国到来の宣⾔ 

(9) イエスの⼗字架と復活の出来事 

(10) 聖霊降臨と教会時代 

(11) 教会による福⾳宣教の時代 

(12) キリストの再臨と千年王国 

(13) 最後の審判 

(14) 神の国の完成としての新しい天と新しい地 
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●天国(天の御国、神の国)の建設を完成させるために、イエスは 

①すでに 来られました・・⼆千年前に 

②しかし未完成なのです―なぜなら、御国に⽣きる者たちを神は今も捜しておられるからです。 

③そして、やがては完成した御国が来ますーそれは同時に天国の⾨が閉じられるときでもあります。また、完成 

される御国に不必要な⼀切のものをきよめ、さばくための審判が⾏われる時でもあります。でもそれはまだ来 

ていません。しかしその時は必ず来るのです。神が王の王として⽀配する国―それは神のあわれみと恵みが豊 

かに⽀配している王国です。 

 

2. ヘブル⼈への⼿紙が描く「天国の⾵景」 
 

●ところで、今回のヘブル書のテキストは 12 章 18〜29 節までを扱おうとしています。この部分には対照的な⼆

つの絵があります。⼀つの絵は、「シナイ⼭に⽴つ⼈々」です。これはかつてイスラエルの⺠がシナイ⼭の麓で、

神と契約を結んだ時の光景です。彼らはエジプトを脱出して紅海を奇跡的に渡り、荒野を旅し、その旅の中で⽔が

与えられたり、マナという⾷べ物が与えられたり、また、アマレクという敵との戦いにおいて勝利を与えられた

り・・という経験を通して、⾃分たちを導いてくださった神が「⽣存と防衛の保障」を与えてくださる神であるこ

とを経験します。その後に、⺠はシナイ⼭で神と合意に基づく結婚をするわけです。このときに結んだ誓いが「シ

ナイ契約」と⾔われます。もう⼀つの絵は、「(天における)シオンの⼭に⽴つ⼈々」です。これは神の最終的な御国

の完成の時の光景です。この⼆つの光景を対照的にしている「ことば」があります。そのことばは「近づく」とい

うことばです。 
 

第⼀のピクチャー 
 

「あなたがたは、⼿でさわれる⼭、燃える⽕、⿊雲、暗やみ、あらし、ラッパの響き、ことばのとどろきに近づいている 

のではありません。」(12:18〜19) 

 

●イスラエルの⺠がシナイ⼭で神と契約を結んだ時の光景は、とても恐ろしいものでした。それは、モーセさえも

「私は恐れて、震える」と⾔ったほどです。主の臨在は⼈々に圧倒的な恐れを感じさせました。しかしヘブル⼈へ

の著者は「あなたがたは・・に近づいているのではありません。」と断⾔しています。 
 

第⼆のピクチャー 
 

「あなたがたは、シオンの⼭、 ⽣ける神の都、天にあるエルサレム、 無数の御使いたちの⼤祝会に 近づいているのです。」

(12:22) 

●後の⽅のピクチャーには、⽿慣れない⾔葉が数多く出てきますので、読むだけではよくわからないと思います。

後の⽅のピクチャーは 22 節のみならず、実は 24 節まで続いているのです。とても⻑い⽂章で、その内容も多く含

まれているので、脳の容量がいっぱいになってしまうほどです。ギリシア語本⽂では、ここの箇所は動詞が使われ

ているのは⼀つだけです。その⼀つというのは、「近づいている」という動詞です。 
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●『近づく』という歴史観―このことばは、歴史には始まりがあり、終わりがあるということー神の救いの歴史―

救済史観―は、⽇本⼈には全く⽋落しています。循環的な歴史観をもっている⼈もいます。同じことが繰り返され

るという歴史観です。しかし、聖書には歴史の⽬標と⽅向がはっきりとしていて、神のプログラムが⽰されていま

す。聖書を読んでいくと、世界の歴史の運命は神の御⼿の中にあるのが分かるようになります。 
 

●「近づいている」－それは神の御国の完成が近づいているという意味です。聖書の原⽂ではこの動詞の後に⼀体

何が近づいているのか、⼋項⽬が並べられているのです。構⽂が単純です。 
 

 ① シオンの⼭ 

② ⽣ける神の都、天にあるエルサレム 

③ 無数の御使いたちの⼤祝会 

④ 天に登録されている⻑⼦たちの教会 

⑤ 万⺠の審判者である神 

⑥ 全うされた義⼈たちの霊 

⑦ 新しい契約の仲介者イエス 

⑧ アベルの⾎よりもすぐれたことを語る注ぎかけの⾎ 

 

●このように、⽇本の聖書では⼋項⽬も並べられると、途中で何がなんだか分からなくなってしまうからか、内容

を⼆つのグループに分けて、それぞれに「近づいている」ということばを便宜上補っています。しかし、実際に使

われているのは「⼀つ」です。これらが「近づいている」というのです。これらがヘブル⼈への⼿紙が描く「御国、

すなわち、天国」です。よけいに、天国のことが分からなくなってしまいそうな表現が並んでいます。しかし説明

されればきっと理解できる内容だと信じますので、不⼗分かもしれませんが、あえて説明したいと思います。 
 

(1) あなたがたは「シオンの⼭、⽣ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの⼤祝会、 

天に登録されている⻑⼦たちの教会」に近づいている 
 

●前述の①②③④ はそれぞれ密接なつながりを持っています。最初に登場する「シオンの⼭」に「あなたがたは

近づいている」という意味は何でしょう。シオンの⼭は、もともとエブス⼈の要塞でした。B.C.1000 年頃、ダビ

デ王がそこを攻め取り、王の都としました。ダビデはそこに神の契約の箱を据え、そこをイスラエルの宗教的中⼼

としたのです。こうしてシオンは地上における神の臨在の場となりました。「主がご⾃分の名を置くためにイスラ

エルの全部族の中から選ばれた都」(Ⅰ列王 14:21)として聖書に記されています。「主は、・・主が愛されたシオン

の⼭を選ばれた。主はその聖所を⾼い天のように、ご⾃分が永遠に基を据えた堅い地のようにお建てになった。」(詩

篇 78 篇 68, 69 節)ともあります。後に、ダビデの息⼦ソロモンがシオンの北側の丘に神殿を建てて、聖なる都を

据えたとき、シオンの名はそれより広い範囲を含む拡⼤された意味で⽤いられました。そこで、シオンはエルサレ

ムと同義語となりました。そのエルサレムは、毎年三度、イスラエル中から⼈々が神を礼拝するために集まってき

ました。実は、この地上のシオンがイスラエルの部族の中⼼的な集合場所・礼拝の場所であったように、天のシオ

ン、すなわち「⽣ける神の都」、「天にあるエルサレム」は、新しい神の⺠イスラエル(そこには異邦⼈であるキリス
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ト者もキリストを信じるユダヤ⼈も含めた⼈々)が集う中⼼的な場所なのです。それゆえ、詩篇 122 篇では預⾔的

にこう記されています。 

「エルサレム、それは、よくまとめられた町として⽴てられている。そこに多くの部族、主の部族が上って来る。

イスラエルのあかしとして、主の御名に感謝するために」(詩篇 122:3, 4) 
 

●また、その場所は、「無数の御使いたちの⼤祝会」が⾏われる場所です。「無数の御使いたちの⼤祝会」とは何で

しょう。イエスは、御使いが⼤喜びをしている光景のことを話された箇所があります。いなくなった⼀匹の⽺の話、

無くなった⼀枚の銀貨を捜して⾒つけた話がありました。念⼊りに捜して、⾒つけたら、友だちや近所の⼈々を集

めて、『なくした銀貨を⾒つけましたから、いっしょに喜んでください。』と⾔うでしょう。私たちの世界ではそこ

までしないとしても、神の世界ではそうするのです。そして、イエスは次のようにつけ加えて⾔われました。 

「あなたがたに⾔いますが、それと同じように、ひとりの罪⼈が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びがわき起

こるのです。」(ルカ 15:10) 
 

●御使いの存在は私たち⼈間に仕えるように神によって創造されました。ですから、私たちが悔い改めて神のもと

にかえるなら、御使いたちはこぞって天で喜びの声を上げながら⼤祝会を催しているのです。天におけるセレブレ

イト集会です。まして、時が満ちて天国が完成する暁には多くの神の⼦たちがいるわけですが、そのひとり⼀⼈に

仕えている御使いたちも共に喜ぶのは当然のことです。「無数の御使いたちの⼤祝会」という表現の背景には、無

数の神の⼦どもたちが神を礼拝し、神を賛美している光景を意味しています。私たちは間違いなく、そこに近づい

ているのです。 
 

●しかもそこで神を礼拝し、神の⼦であることを永遠に楽しみ、喜ぶのは個⼈的なことではありません。四番⽬の

項⽬にある「天に登録されている⻑⼦たちの教会」とあるように集団的です。⻑⼦ということばの意味は、「神の

ご計画である御国の建設に携わることのできる権利を持つ者」という意味です。エサウはこの権利を低く⾒ていま

した。神のご計画に携わることのできる⾝分と資格を⼀杯の⾷べ物で弟のヤコブに売ってしまうほど、⼤切に考え

ていませんでした。ですから、彼はそれを失ってしまったのです。エサウは地上ではそれなりの祝福を神からいた

だきましたが、神とかかわる永遠の権利を失ったのです。 

 

●天におけるそうした⻑⼦たちが集う教会では、共同体です。そこでは、あの⼈が⾏くなら、私は⾏かないと⾔っ

たレヴェルの低い⼼は存在しません。すべての者が神によってきよめられていますから、この世での敵対意識とか

憎しみといった感情はそこには存在しないのです。ですから、安⼼してください。天国とは、あの⼈がいる天国な

ら私は⾏きたくないと思うようなところではないのだ、ということを。憎しみも、⼼の傷もすべていやされている

ところ、そこが天国です。苦しみも涙も⼀切ないところです。ですから、澄んだ⼼で、永遠に喜びをもって、互い

に愛しながら、神を礼拝することができるのです。そんなすばらしい世界が近づいているのです。地上で⾃分と親

しくしていた⽅と会うことはできるでしょうが、それだけの場所ではないのです。 
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(2) あなたがたは「万⺠の審判者である神、全うされた義⼈たちの霊、新しい契約の仲介者イエス、 

アベルの⾎よりもすぐれたことを語る注ぎかけの⾎」に近づいている 
 

●後半の部分の説明が残っていますが、今回はこの辺で⼗分でしょう。 

この世におけるシオン、エルサレム、そしてイエス・キリストの教会は、すべて天にある完全な実体のコピーでし

かありません。旧約時代、荒野を移動する地上の幕屋が、天にある聖所の型にしたがって組み⽴てられたように、

この世のエルサレムの神殿も都も、永遠に存在する原型の摸写(コピー)です。ダビデが存命中、息⼦ソロモンに神

殿の仕様書を渡したとき、そこには神殿のありとあらゆる箇所やそこで使われる器具など、またそこに使われる材

料(⾦銀)の⽬⽅に⾄るまで詳細にわたって記されていました。ダビデはこの仕様書のことを「私に与えられた主の

⼿による書き物」と述べています。ソロモンの仕事は、その書き物―すなわち、仕様書―に従って、すべての仕事

を賢く⾏うことでした。 
 

●「よくまとめられた町としての地上のエルサレム」は、実は、その原型は天にあるエルサレムであり、地上のエ

ルサレムは天にあるエルサレムのコピー(摸写)として建てられたのです。私たちに近づいているのは、コピーでは

なく、本体そのものです。神の国、天の御国の本来の完全な姿が近づいているのです。 

キリストが地上再臨される時(千年王国)には、この地上にその本体の 100%ではありませんが、かなりの部分の本

体が実現します。そこでは旧約時代、新約時代を通じて神を信じて⽣きて来た⼈々が死からよみがえります。それ

までは実は眠ったままの状態です。「全うされた義⼈たちの霊」とは、旧約時代、まだキリストに出会わなかった

信仰者たちです。彼らもよみがえります。なぜなら、アブラハムもモーセもダビデも、「堅い基礎の上に建てられ

た都を待ち望んでいたからです。」そこは彼らの本当の故郷であり、その天の故郷にあこがれながら、地上では信

仰の旅⼈として、寄留者として⽣きていたのです。 
 

●また、神は「万⺠の審判者である神」です。完全な神の御国の完成の時には、神の世界にそぐわないすべてのも

のはさばかれ、⽕で焼かれます。神の最終的な審判です。それは千年王国時代を経た後の出来事ですが、それも近

づいています。もし、私たちがキリストという仲介者を持っていなければ、救いの保障はありません。まさにキリ

ストは「新しい契約の仲介者イエス」なのです。そして、イエス・キリストが⼗字架で流された⾎潮は、私たちが

最終的に、完全に贖われる保障なのです。「アベルの⾎よりもすぐれたことを語る注ぎかけの⾎」と表現されてい

ます。「アベルの⾎は復讐を叫ぶ⾎です。」しかし、イエス・キリストの⾎潮は、私たちのすべての罪を赦し、私た

ちをきよめる愛のしるしです。それが完全な形で表わされる時が「近づいている」のです。この確かな確信、確か

な福⾳を信じて⽣きることが、天に国籍を持つ者の希望であり、⽣きる⼒となるのではないでしょうか。 
 

●今回のヘブル⼈への⼿紙のテキストの最後にある箇所を読んで終わりにしたいと思います。新改訳と⼀部リビン

グバイブルを⽤いてお読みします。 

 
「こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。また、きよい恐れ

をいだいて神に仕え、神をお喜ばせしようではありませんか。」 
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No.29 

 

                             恵みによって⼼を強める 
 

 

はじめに 
 

●今回は、ヘブル⼈への⼿紙 13 章 9 節にある「恵みによって⼼を強めることは良いことです。」というみことばを

共に味わいたいと思います。このみことばはこれだけが独⾃に書かれているのではなく、ある事柄と関連性をもっ

て語られていることばなのです。そのコンテキスト(⽂脈)はこうです。「イエス・キリストは、きのうもきょうも、

いつまでも同じです。ですから、さまざまの異なった教えによって惑わされてはなりません。⾷物によってではな

く、恵みによって⼼を強めるのは良いことです。⾷物に気を取られた者は益を得ませんでした。」(9 節) 
 

ユダヤ⼈の『⾷物規定』について 
 

現代も正統派のユダヤ⼈たちは「⾷物規定」を守って⽣活しています。基本的には豚⾁を⾷べません。⾁と乳製品も別に⾷べ

ます(時間をおいてから⾷べるというふうに・・)。確かに、聖書のレビ記には『⾷べてよいものと⾷べてはいけないものが規定

されています。その理由は、「聖なる者となるため」です。つまり、⾷物規定を守ることで、ユダヤ⺠族のアイデンティティが守

られたことは確かなのです。⾷物規定を守ることによって、⾮ユダヤ⼈と⼀緒に⾷卓を囲めなくなります。もっとも基本的な⽇

常⽣活において他の⺠族と交流できません。⻑い離散の歴史の中で⺠族としての個性を失わなかったのは、実にこの⾷物規定だ

と⾔っても過⾔ではありません。 

 

●ヘブル書の 13 章にはキリスト者になったものの、依然とそれまでの⽣き⽅―つまり、「⾷物に気を取られた者た

ち」がいたようです。彼らは益を得ませんでしたとヘブル⼈への⼿紙の著者は記しています。 
 

●クリスチャンのアイデンティティはそうした⾷べ物によってではありません。酒も煙草もすわないのがクリスチ

ャンというならば、それはその⼈に何の益ももたらさないでしょう。クリスチャンのライフスタイル、アイデンテ

ィティはいつも「神の恵みによって⼼を強められていくことです」。なぜなら、私たちの⼼を強くしていくのは神

の恵みだからです。ですから、いつも、私たちは神の恵みに⽬を留め、それを⾒出し、それを⾃分の⼼に向かって

語りかけ、その中にとどまることによって、「神の恵みに⽣きる訓練」をし続けていく必要があるのです。 
 

●神の恵みによって⽣きることを理解せずに、それ以外の道(⽅法)―たとえば、⾃分の忠実さとか、神のためにど

れほど死に物狂いになって(がむしゃらになって)頑張っているとか、義務とか、責任などーで、⾃分の⼼を強めよ

うとするならば、やがてパリサイ⼈のように優越的なクリスチャンになって⼈をさばくか、マルタのように⾃分と

同じくしない者に対して苦々しい思いや嫉みを抱くようになります。「恵みによって⼼を強めることは良いことで

す。」－このことばが意味することは、クリスチャンライフのすべての営みが「神の恵みによって動機づけられな

ければならない」ということです。クリスチャンとしての神を礼拝すること、神に仕えること、神をあかしするこ

と、神の善を施すこと、献⾦することも、・・そのすべての⼒の補給源が、神の恵みから出てくるのでなければ価
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値あるものとはいえないということです。 
 

●キリストのために、他のどんな⼈よりも多く働いた使徒パウロは⾃分のことを次のように述べています。 

「私は使徒の中では最も⼩さい者であって、使徒と呼ばれる価値のない者です。なぜなら、私は神の教会を迫害し

たからです。ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。そして、私に対するこの恵みは、無駄には

ならず、私はほかのすべての使徒たちよりも多く働きました。しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです。」

(Ⅰ コリント 15:9〜10)。この使徒パウロの愛弟⼦であったテモテに対しても、パウロはこう⾔っています。テモ

テは⼈と⽐べると、少々臆病なところがあって、引っ込み思案なところがありました。そのテモテに対して、「さ

あ、くよくよせず、⾃信をもって、積極的になりなさい」とは⾔いませんでした。なんと⾔ったでしょうか。それ

は、「わが⼦よ。キリスト・イエスにある恵みによって強くなりなさい。」でした。 
 

●⽇本の産んだ⼤伝道者、本⽥弘慈師はその全盛期、ある⼈から「あなたはほんとうにすばらしい働きをしていま

すね。あなたは本当にすごいです」とほめられました。ところが神の⼈は違います。⿐⾼々になったり、豚が⽊に

登ったりするようなことはありませんでした。すかさず、⼈差し指を上に向けて⼀⾔、「主の恵みです」私はその

やりとりを傍で⾒ていたのです。これがクリスチャンのしるしでなければなりませんね。「主の恵みです。」この⼀

⾔が⾔える⼈は、最も強いのです。なぜなら、「神は⾼ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる」と聖

書にあるからです。 
 

1. ⾃分⾃⾝の⼼に向かって、神の恵みを告げよ 
 

●さて、詩篇 103 篇では「わがたましいよ。主をほめたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる御名をほ

めたたえよ。」と⾃分のたましいに向かって呼びかけています。なぜ、主をほめたたえるのでしょう。それは、「主

の良くしてくださったこと」があるからです。作者は「それを何⼀つ忘れるな」と⾃分のたましいに向かって呼び

かけているのです。そして、さらには、⾃分だけでなく、他の⼈々に対しても(ここで「あなた」という表現をして

いる)、「主は、あなたの(⾃分のたましいに向かって「あなた」と呼んでいる。「お前の」と⾔い換えても良い)すべ

ての咎を赦し、すべての病をいやし、いのちを滅びの⽳から贖い、恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、その⼀⽣を良

いもので満たされる」と⾔って、神の恵みを語り告げています。 
 

●この詩篇 103 篇の作者のように、まず、⾃分のたましいに向かってこのように呼びかけることが、「恵みによっ

て⼼を強めること」なのです。ここには「頑張れ」とか、「我慢しろ」とか、「あきらめろ」と⾔ったことばはあり

ません。むしろ、神の恵みに⼼を向けているのです。 
 

●詩篇の他の箇所にも、⾃分のたましいに向かって呼びかけているものがあります。たとえば、詩篇 62 篇ではこ

うです。「私のたましいは黙って、ただ神を待ち望む。」と。なぜ! それは「私の救いは神から来るからだ。神こそ

わが岩、わが救い、わがやぐら。私は決してゆるがされない。」と⾃分に向かって語りかけているのです。この表

現はこの詩篇では 2 度登場しますが、変化しているところは、「私の救いは神から来るからだ」が、「私の望みは神
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から来るからだ」となっていて、「救い」の部分が「望み」に置き換えられた点です。このような信仰の呼びかけ

を⾃らすることがとても⼤切なのです。こうした呼びかけができること⾃体に、すでに神の恵みが注がれていると

⾔えます。 

 

●⽇本では、未だに、⾃殺する⼈の数が⼀年間に 3 万⼈以上います。これは警察とか保健所による統計なので、実

際はもっと多いだろうと⾔われています。多くの⼈は神を待ち望まず、死を選んでしまっているのです。「私の救

いは神から来る」という信仰がないからです。 
 

●ヘブル⼈への⼿紙の13章5節以降に、『⾦銭を愛する⽣活をする者に対して、今持っているもので満⾜しなさい。』

と述べた後で、次のように述べています。―⾦銭を愛する者の⼼にあるのは、⾃分の⽣存と防衛の保障は⾃分の⼒

で何とかしなければという不安と恐れです。－神を信じる者の中にもそうした恐れを持っている者がいることを想

定して、次のように述べています。 
 

●まず、「主⾃⾝がこう⾔われるのです。『わたしは決してあなたを離れず、また、あなたを捨てない。』」という神

の恵みの約束を⾒出して、⾃分の⼼に向かって次のように⾔っている⼈のことばを紹介しています。それは詩篇118

編からの引⽤です。「主は私の助け⼿です。私は恐れません。⼈間(様々な環境や、現実の問題もすべて含む)が、私

に対して何ができましょう。」―これは反語的表現法で、「何もできない」という意味です。 

 

●お⾦を多く持っている⼈がみな「お⾦を愛する⼈」ということは⾔えません。また逆に、「お⾦がない」から「お

⾦を愛する⼈ではない」とも⾔えません。お⾦がなくても「お⾦を愛する者」もいれば、多くのお⾦をもっていて

も、お⾦を愛していない者もいるのです。 
 

●お⾦を愛する者の特徴をここで少し話しておこうと思います。 
 

(1) 誤った独⽴⼼を持ちやすい 

⽣存と防衛の保障において、お⾦さえあればなんとかなるという考え⽅をもってしまうということです。地獄の沙

汰も⾦次第ということばがあるように、⾦さえあればなんでも⼿に⼊れることができると考えるようになります。

果たしてそうか。⼿に⼊れるどころかすべてを失ってしまうことさえあるのです。お⾦さえあれば、神様は要らな

いという考え⽅、⽣き⽅をします。 

 

(2) 多くの点で霊的に盲⽬です 

⾦銭を愛する者の特徴は、⽬に⾒えるものだけに⼼を奪われるため、霊的な世界に⽬が開かれることはまれです。 

 

(3) ⼈を利⼰的にし、貪欲にさせます 

塩⽔を飲むとのどが渇くように、⾦銭を愛する者も持てば持つほどさらにほしくなります。持てるもので満⾜する

ということはできません。 
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●イエス・キリストは「あなたがたは、神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。」と⾔われまし

た。そして神は私たちの必要をよく知っておられて、必要なものをあたえることのできる⽅であることを語られた

あとに、こう⾔われました。『神の国とその義とを第⼀に求めなさい。そうすれば、このようなものー⽣存と防衛

の保障―はすべて与えられる』と。その⽅は「きのうもきょうも、いつまでも同じです。」とあります(ヘブル 13:8)。

イエス・キリストがいつまでも変わらないとすれば、この⽅の語られた約束も未だ有効だということです。 

 

2. 神の恵みは⼈を内側から変える⼒です 
 

●『アメージング・グレース』という歌を知っていますか。その歌が好きだという⼈はかなり多いと思います。 

しかしその歌を作った⼈のことはほとんど知らないと思います。 

 

驚くばかりの恵みなりき   この⾝の汚れを知れる我に 

恵みは我が⾝の恐れを消し  まかする⼼(信頼してゆだねる⼼)を起こさせたり 

危険をも罠をも避け得たるは 恵みのわざというほかなし 

御国に着く朝いよよ⾼く   恵みの御神をたたえまつらん 

 

●この賛美歌を作詞したのはジョン・ニュートンという⼈です。彼の⺟親は神を信じる敬虔な夫⼈でしたが、彼が

7 歳になる前に亡くなってしまいました。ニュートンは少年期になって反抗⼼をつのらせ、⾮⾏に⾛り、学校も中

退して、以前からあこがれていた船乗りになりました。また同時に、放蕩にふけるようにもなりました。次々と船

を乗り変えた彼は、奴隷売買という仕事に⼿を染めるようになりました。やがて彼は⾃ら奴隷船の船⻑となり、⾎

も涙もない残忍な男になり果てたのです。ところが、ある時、船でアフリカからイギリスに向かっている時、⼤嵐

に遭い、絶望の淵に⽴たされました。そのときに、彼は初めて本⾳で神を求めたのです。神はそんな彼の必死の願

いを受け⼊れられて、彼を危険から救い出しました。 

 

●ジョン・ニュートンはその後、伝道者となって多くの⼈々をイエス・キリストに結びつけました。彼は 82 歳で

天に召されましたが、その死期が近づいたある⽇のこと、教会の講壇に⽴ってこう⾔いました。「私の記憶はほと

んど薄れましたが、⼆つのことだけははっきりと覚えています。その⼀つは、私が途⽅もなく⼤きな罪⼈であった

こと。もう⼀つは、キリストは途⽅もなく⼤きな救い主であるということです。」と。 

 

●恵みとは、まさに受けるに値しない者に対して与えられる神の⼀⽅的な好意(愛)です。受けるに値しないにもか

かわらず、多くの⽋点や弱さがあるにもかかわらず、⼀⽅的に、しかも無代価で注がれる愛です。これが神の恵み

です。どんな⽴派な教えも、規則も、信念も、その⼈の内側から変えていくことはできません。神の恵みだけが、

私たちを⼼の奥底から変えていくことのできる⼒をもっているのです。 

 

●まさに、ジョン・ニュートンにしても、使徒パウロにしても、彼らが死ぬまで彼らを⽣かし、強め、精⼒的な働

きをさせたものは、ただただ神の恵みであったということです。彼らに注がれた神の恵みは、決して無駄にはなら
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ず、多くの有益な働きを⽣みだしました。私たちはみな⾏いによってではなく、神の恵みのゆえに、信仰によって

救われた者です。ですから、私たちは、いつでも「神の恵みによって強められていく」クリスチャンとなりましょ

う。主は⾔われます。「わたしの恵みはあなたに⼗分である(⼗分すぎるほど注いでいる)。・・わたしの⼒は、弱さ

のうちに完全に現われるからである。」と。ですから、私たちは⼤いに⾃分の弱さを誇りましょう。「私が弱い時に

こそ、私は強い。」という逆説が成り⽴つのは、神の恵みのゆえです。 

 

3. 神の恵みに対する「霊的ないけにえ」のささげもの 
 

●最後に(第三のこととして)「恵みによって強くされた者」がささげるべき「いけにえ」があります。それは神に

喜ばれるささげものです。それは、神に対してささげるものと、⼈に対してささげるものとがあります。 
 

●まずは、神の恵みに対してささげるべきいけにえは、15 節に記されているように「賛美のいけにえ」です。ヘ

ブル⼈への⼿紙では、これを「御名をたたえるくちびるの果実」というふうに⾔い換えられています。ヘブル⼈の

特有の同義的並⾏法の表現ですね。ある表現を別な表現で⾔い直す語法です。 
 

●さて、「賛美のいけにえ」は「霊的ないけにえ」、「霊的なささげもの」です。これは、すでに 1 千年前にダビデ

が⽬指していた礼拝です。ヘブル⼈への⼿紙では「賛美のいけにえ」という「霊的ないけにえ」だけが挙げられて

いますが、それは霊的ないけにえを代表するものとして挙げられているのだと思います。詩篇 22 篇の中に、「あな

たは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられる」という表現があります。「賛美を住まいとしておら

れる」とは、賛美を受けるにふさわしい⽅としてイスラエルの⺠にかかわって下さっているということを表わして

います。 
 

●賛美であっても、「喜びにあふれた賛美」でなければなりません。いつも規則的に、しかも継続的に、「賛美のい

けにえ」がささげられなければなりません。もし、私たちのくちびるにいつも神への賛美があるならば、同じ⼝か

らつぶやきや不満やのろいのことばは出て来ないはずです。 

 

●ダビデの幕屋においては、モーセの幕屋のような動物によるいけにえを通しての礼拝ではありませんでした。そ

れとは別に、霊的ないけにえが重視されました。つまり「賛美のいけにえ」「喜びのいけにえ」「感謝のいけにえ」

「従順のいけにえ」「砕かれた悔いた⼼のいけにえ」、そして「義のいけにえ」です。これらの表現はすべて詩篇の

中に出てきます。これらの霊的ないけにえをささげることが神の恵みに対する正しい応答であり、神を喜ばせます。 

私たち夫婦がこの地に開拓伝道を始めたころ、空知太の町内会の会⻑にお世話になりました。5 ⽉にこの町内会の

懇親会が滝川公園でもたれまして、私もそこに礼拝が終わってから参加しました。すでに⼤⽅、⾷事の⽅が終わっ

て、カラオケが始まっていました。そのとき、顔を出した私に、会⻑が、私になんでもいいから歌えと⾔うのです。

讃美歌でもいいから歌えと。しかし私はとうとう歌いませんでした。というのは、私は、ある時、神様に対して誓

ったのです。その誓いとは「カラオケで歌われるような歌を歌わないということ」です。ですから、私はカラオケ

に⾏きませんし、はやりの歌を歌いません。歌が悪いというのではなく、私のくちびるは主をたたえるためにささ
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げたからです。 
 

●賛美は、歌が好きだから歌うのではありません。私たちの神は賛美を受けるにふさわしい⽅であるゆえに、神に

向かって歌うのです。賛美の中にー喜びも、感謝も、従順な⼼も、砕かれた⼼も、義の⼼もすべて含まれていると

⾔えます。神を愛することが私たちの第⼀義のことであるとするならば、それは神を⼼から賛美することです。い

つでも賛美することです。単に歌を歌うことが賛美だと思わないでください。⼼の中で、主に感謝し、主の声を聞

いてそれに従う、すべて神を愛することなのです。 
 

●賛美は神に対する告⽩でもありますので、告⽩をするときに私たちのたましいは神に開かれ、息づくのです。告

⽩したとおりの⽅として私たちに親しくかかわってくださるのです。賛美のいけにえをささげるならば、次第に、

私たちの⼼が感情に動かされにくくなります。ですから、賛美することはとても⼤切なことです。賛美に輝く教会

を共に建て上げていきましょう。 
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No.30 

 

ヘブル⼈への⼿紙の「祝祷」 

 

はじめに 
 

●2008.11.23 から始まった主⽇礼拝での「ヘブル⼈への⼿紙」の講解説教は、今回をもって最終回となります。

30 回(実際は 31 回)は、丁度⼀⽉分に相当します。多くの霊想の本を書いたアンドリュー・マーレーという⼈の本

のほとんどが「⼀つのテーマ」を 31 回分に分けて記しています。「31」という数にこだわっているわけです。そん

なこだわりが⼀つや⼆つあっても⾯⽩いと思います。 
 

●彼の本の中で私が特に影響を受けたのは、「キリストにとどまれ」という本です。その中でマーレーは⼆つのイ

エスの招きを挙げていて、⼀つは「わたしのもとに来なさい。」という招き、もう⼀つの招きは「わたしにとどま

りなさい。」という招きです。この⼆つの招きをまとめると、「わたしのもとに来て、わたしにとどまりなさい。」

ということになります。これはいつの時代にも⾊あせることのない、意味の深いイエスの招きです。この招きに私

たちが⽇ごとに従うなら、キリストのいのちはその⼈のうちに流れていき多くの豊かな実を結ぶに違いありません。

キリストにとどまることの⼤切さを深く教えられる⼀冊です。このテーマは後にヘンリー・ナウエンの「いのちの

しるし」という本で私のうちにさらに補強されることになりました。このように多くのすぐれた霊想の書物に出会

う(「読む」というよりも「出会い」を強調したい)ことは、私たちに対する神の導きなのです。 

 

1. ヘブル⼈への⼿紙の「祝祷」 
 

●さて今回は、ヘブル⼈への⼿紙 13 章 20, 21 節にあるヘブル⼈への⼿紙における『祝祷』について⽬を留めたい

と思います。まずはそこを⾒てみましょう。 
 

20 永遠の契約の⾎による⽺の⼤牧者、 私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、 

21 イエス・キリストにより、御前でみこころにかなうことを私たちのうちに⾏い、 あなたがたがみこころを⾏うことが 

できるために、すべての良いことについて、あなたがたを完全な者としてくださいますように。 

 

※厳密には、ここまでが「祝祷」―神が⼈々に対して祝福してくださるようにという祈りーです。あとはキリストへの 

賛美がつけ加えられています。 

 

●祝祷という祈りは、礼拝の最後に牧師が⼿を挙げて会衆のために祈る祈りです。私の場合はピアノを弾きながら

ですので、⼿を挙げて祝祷することができませんが、礼拝の最後の『頌栄』―これは三位⼀体である神にささげる

賛美のことですーの後にくる祈りを「祝祷」と⾔っています。普通⼀般に教会で⽤いられている祝祷は、コリント

⼈への⼿紙第⼆の最後にあります。そこにはこうあります。「主イエス・キリストの恵み、⽗なる神の愛、聖霊の

交わりが、あなたがたすべてとともにありますように。」－なぜこの祝祷が教会で⽤いられているかというならば、
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そこに三位⼀体の神のペルソナがすべて登場している完璧な祝祷であるゆえです。他の祝祷を⾒ても、このような

三位⼀体的な祝祷はありません。ちなみに、パウロの⼿紙などにみられる祝祷をいくつかあげてみましょう。 
 

(1) ローマ書では 15 章 33 節に「どうか、平和の神が、あなたがたすべてとともにいてくださいますように。」 

－これ以上簡潔な祝祷はありません。 

(2)コリント第⼀では 15 章 23 節に「主イエスの恵みが、あなたがとともにありますように。」 

－平和の神の部分が「主イエスの恵み」に置き換わったかたちです。 

(3)テサロニケ書では「主イエス・キリストの恵みが、あなたがたとともにありますように。」 

－キリストがつけ加えられています。 

(4)ガラテヤ書とピリピ書では「私たちの主イエス・キリストの恵みが、あなたがたの霊とともにありますように」

となっていて、さらに「霊」ということばが加わった形です。 

(5)コロサイ書、テモテ書第⼀に⾄っては、「主イエス」ということばが省かれて、 

「どうか、恵みがあなたがたとともにありますように」とあるだけです。 
 

●このように⾒て来ると、ヘブル⼈への⼿紙の「祝祷」は少し変わりものです。その変わり種の⼀つは、まず「や

たらと⻑い」ということです。それから、もう⼀つの変わり種は「あなたがたとともにありますように」というフ

レーズがないことです。ヘブル⼈への⼿紙の祝祷はイエス・キリストと神(⽗なる神のこと)の名前が出てきていま

すが、聖霊の名は出てきません。祝福の主語も「平和の神」、すなわち御⽗である神になっています。御⽗はすべ

ての祝福の源である⽅です。この神が「イエス・キリストを通して、あなたがたを完全な者としてくださるように」

というのが祝祷の根幹となっています。他の祝祷と⽐べると、特異な祝祷ということになります。今朝はこの特異

な祝祷について考えてみたいと思います。 

 

2. 神を説明している 3 つのキーワード 
 

●まずは 20 節のみに注⽬しましょう。そこには、「永遠の契約の⾎による⽺の⼤牧者、私たちの主イエスを死者の

中から導き出された平和の神が」とあります。私たちは聖書が神の⾔葉であると信じているわけですが、その神の

⾔葉は、新約聖書の場合はギリシア語によって書かれていますが、このギリシア語は⼀⾒、パズルのような並び⽅

をしています。たとえば、20 節を原⽂の置かれた並べ⽅で、直訳してみるとどうなるか⾒てください。 

どうか 平和の神  死者の中から導き出された⽅  ⽺の⼤牧者 

永遠の契約の⾎によって  私たちの主イエス 

 

●さあ、これを⽂章になるようにつなげて読みなさいということになります。ですから、翻訳する⼈によって、こ

とばの並べ⽅が違ってくるわけです。⽇本語で分かるようにするためにことばをつけ⾜したりしながら、分かるよ

うに訳したりもするわけです。そのようにして出来上がったのが様々な聖書の訳です。もう⼀度、新改訳聖書で⾒

てみましょう。 
20 永遠の契約の⾎による⽺の⼤牧者、 私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、 
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21 イエス・キリストにより、御前でみこころにかなうことを私たちのうちに⾏い、 あなたがたがみこころを⾏うことが 

できるために、すべての良いことについて、あなたがたを完全な者としてくださいますように。 

 

●主語は「神」です。その神についての修飾語がたくさんくっついているわけです。「神」の前にあることばー「永

遠の契約の⾎による⽺の⼤牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の」―これが「神」にかかる

修飾語です。そこには神を説明する 4 つのキーワードがあります。 

 

(1)平和 

(2)永遠の契約の⾎ 

(3)⽺の⼤牧者 

(4)イエスを死者の中から導き出された(復活) 
 

●なにゆえにヘブル⼈への⼿紙の著者はこれだけの修飾することばを「神」につけ加えたのか、あるいは、つけ加

える必要があったのか、という＜問いかけ＞をしながら、これらの⼀つひとつのキーワードを取り上げてみたいと

思います。 
 

(1) 平和 

●まずははじめに「平和」ということばを⾒てみましょう。イエスがこの世に誕⽣された時、最初にその知らせを

聞いたのはだれだったでしょう。そうです。⽺飼いたちです。彼らはいろいろなところを転々と野宿しながら⽣活

していた⼈々でした。その彼らに主の使いが現われ、「恐れることはありません。すばらしい喜びを知らせに来た

のです。きょう、あなたがたのために、救い主がお⽣まれになりました。飼葉おけに寝ておられる幼⼦がそのしる

しです。」と伝えました。その御使いと、さらに多くの天の軍勢が現われて、神を賛美しました。その賛美が聖書

に記されています。 

 
万軍賛歌 

いと⾼きところに栄光が 神にあるように  

地の上に平和が みこころにかなう⼈々にあるように (ルカ 2:14) 

 

●「荒野の果てに・・グローリヤ インエクセルシス デオ」―クリスマスで歌われる有名な歌ですが、今年はじ

めて、この歌が中途半端な歌であることを知りました。なぜなら、万軍賛歌の前半だけしか歌われていないからで

す。後半の「地の上に平和が・・」という部分がとても⼤切なのに省かれているのです。神から遣わされた幼⼦イ

エスは、まさに地の上に平和がもたらされるために遣わされました。神のおられる天と⼈々が住む地に、平和をも

たらすために遣わされたのです。御⼦イエスは平和の福⾳を伝えるために来られたのです。このことによって天に

おいて神の栄光がたたえられるべきなのです。ですから、ヘブル⼈への⼿紙の祝祷に話を戻しますが、「平和の神」

という表現は、神様が「争うことが嫌いで、平和を好む神様だ」という意味ではなく、「御⼦イエスを遣わすこと

によって神と⼈との間に平和を作ろう(築こう)とされた神だ」という意味です。御⼦イエスの存在とその働きによ

って、神と⼈、あるいは⼈と⼈との間に平和を実現された神という意味です。ですから、「平和の神」という表現
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は、御⼦イエスの存在と深く結びついているのです。そこで、この御⼦イエスのことについての説明がつけ加えら

れているのです。 

 

(2) 永遠の契約の⾎ 

●そこで「永遠の契約の⾎」という表現を⾒てみましょう。この表現もイエス・キリストと深い関係があります。

この表現には「永遠の契約」と「⾎」という⼆つの要素があります。前半の「永遠の契約」という表現は、変わる

ことのない契約、永遠に続く契約という意味で、イエス・キリスト以前の「旧い契約」に対して、イエス・キリス

トによって交わされる「新しい契約」のことです。「旧約聖書」と「新約聖書」という意味は、「旧い契約」と「新

しい契約」という意味です。 
 

●新約聖書には「契約」というディアセーケーという⾔葉が 33 回使われていますが、そのうちの 17 回(つまり半

分以上)がヘブル書で使われています。英語でカベナントと⾔いますが、ヘブル書は「新しい契約」について他以上

に語っているからです。その中に 2 回ほど、ディアセーケーを「契約」という⾔葉ではなく、「遺⾔」ということ

ばで訳されています。遺⾔とは、それを作成した⼈が死んで初めて効⼒を持ちます。つまり、「新しい契約」はイ

エス・キリストが死んだのちに初めて効⼒を持つ契約なのです。イエス・キリストが死なない限り、新しい契約は

有効にならないのです。そこでヘブル書はこの「新しい契約」に「⾎」ということばをつけ加えることで、その新

しい契約が永遠に有効となるという意味で「永遠の契約の⾎」と表現しているわけです。最後の晩餐のときにイエ

スが語られたことばを各福⾳書から拾ってみましょう。 

「みな、この杯から飲みなさい。これは、わたしの契約の⾎です。罪を赦すために多くの⼈のために流されるもの

です。」 (マタイ 26:28) 

 

●彼らはみなその杯から飲んだ。 

「これはわたしの契約の⾎です。多くの⼈のために流されるものです。」 (マルコ 14:24) 

「この杯は、あなたがたのために流される わたしの⾎による新しい契約です。」 (ルカ 22:20) 

これらのことばを要約すると次のようになります。 

①杯は、イエスの⾎を指し⽰し、死んでから有効となる新しい契約を意味する。 

②この⾎は「罪を赦すためのもの」である。 

③この⾎は「多くの⼈々のために流される」ものである。 

 

●イエスが⼗字架につけられる前の晩に、杯から飲んだぶどう酒

は、やがて「罪を赦すために多くの⼈々のために流れるべきイエ

スの⾎潮」を、弟⼦たちが信じて受けるべきことを象徴するもの

でした。イエスの流された⾎についての効⼒は、右図にあるとお

りです。 
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(3) ⽺の⼤牧者 

●この表現は⽺と牧者の関係を表わすものですが、単にイエスが⼗字架の上で死んで⾎を流されたというだけでは、

確かに、⼈々の罪を赦す⼒はありますが、平和を作りだしていく能動的な関係ではありません。⼗字架の⾎潮は救

いの消極⾯です。救いのより積極的な⾯は、イエスが死者の中からよみがえらされることによって、私たちと主イ

エス・キリストのかかわりにおいて、永遠に「⽺と⼤牧者」にたとえられる関係となることです。ですから、「⽺

の⼤牧者」という表現と「イエスを死者の中から導き出された」(復活)という表現は密接に結びついているのです。

新約聖書に描かれている⽺と⽺飼い(牧者)のかかわりを⾒てみましょう。⽺飼い(牧者)の⽺に対するこの上もない

熱い思いが記されています。 

 
①イエスは・・・群衆を⾒て、⽺飼いのない⽺のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。 (マタイ 9:36) 

②わたしが来たのは、⽺がいのちを得、またそれを豊かに持つためです。 (ヨハネ 10:10) 

③あなたがたは、⽺のようにさまよっていましたが、今は、⾃分のたましいの牧者であり監督者のもとに帰ったのです。 

 (Ⅰペテロ 2:25) 

④わたしは良い牧者です。良い牧者は⽺のためにいのちを捨てます。わたしは良い牧者です。わたしはわたしのものを 

知っています。また、わたしのものは、わたしを知っています。(ヨハネ 10:11 , 14) 

 

●詩篇 23 篇のダビデの告⽩ 
主は私の⽺飼い。私は、乏しいことがありません。 

主は私を緑の牧場に伏させ、いこいの⽔のほとりに伴われます。 

主は私のたましいを⽣き返らせ、御名のために、私を義の道に導かれます。 

 

●このような偉⼤なすばらしい牧者(⽺飼い)を、私たちは現実に持っているのです。⽺は⽺飼いから離れで⽣きて

いくことはできないのです。そのことさえも知らずにいるのが、⽺の習性です。私たちは弱く、わきまえのない、

愚かな⽺です。⾃分勝⼿な道にいつでも迷い込んでしまうような者です。しかし、そんな⽺をかわいそうに思い、

⽺のためにいのちを投げ出してくださった⽺飼いこそイエス・キリストです。この⽅が私のこれからの永遠の歩み

において、導いて下さるのです。私たちはこの偉⼤な牧者に導かれているでしょうか。ヘブルの著者は、「このよ

うな偉⼤な牧者を私たちのために備えてくださった神が、私たちをして神のみこころの中に⽣かしめて、完全な者

にしてくださるように」と祈っているのです。 
 

●ここに記されている「完全な者」とは、道徳的な意味において、知識的な意味においての「完全さ」ではありま

せん。アブラハムに対して⾔われたような「わたしの前に全き者であれ」と⾔われた意味と全く同じです。その意

味するところの「全き者」とは、「完全な者」とは、神を私たちの牧者である主イエス・キリストを信頼すること

においてなのです。⽇々の歩みにおいて、その信頼の度が益々強められることが私たちにとって、きわめて⼤切な

のです。 
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おわりに 
 

●ヘブル⼈への⼿紙の祝祷の特徴は、イエス・キリストの⼗字架と復活の出来事(その事実)にしっかりと⽴ってい

る祝祷です。イエス・キリストの⼗字架と復活の事実は、神の平和の福⾳を⽣きるきわめて重要な⼟台です。すべ

てはこの事実から出発しているからです。この事実を私たちは決して忘れてはなりません。⼗字架と復活の事実は、

神の永遠の愛が絶えずわき出している泉なのです。イエスが私のために死なれ、三⽇⽬によみがえられたことは、

私たちひとりひとりを、永遠の「新しい契約」の中に⽣かして下さる保証なのです。 

 


