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聖書信仰と世界観 

2009 年 10 月 22 日 聖書信仰同盟北海道 北海道聖書学院にて 

 

序 聖書信仰と世界観との出会い 

 高校を卒業して浪人生活をしていたとき、私は友人の紹介で増永俊雄牧師とお会いする

機会が与えられました。生意気盛りの私は、たとえ牧師といえども答えられまいと思うよ

うな疑問を 10 ばかりメモしてお会いしたのです。中世の魔女狩りや十字軍について教会は

どう考えているのかなどといった、意地の悪い質問です。ただ非常に印象に残ったのは、

三つのことです。 

 一つは、魔女狩りに触れたときの返答ですが、きっといろいろな自己正当化のための言

い訳をするのだろうと思っていたら、そうではなく、「そのとおりです。神を信じるといい

ながらも、大きな罪を犯してしまいましたから、私たちはただ神の前に懺悔するほかない

のです。」と言われたことです。 

二つ目は、増永先生は何を質問しても、ただ聖書からお答えになったことです。そして、

聖書に書かれていないことについては、「それは聖書に書かれていないのでわかりません。」

とおっしゃったのです。この人には自分の意見というものはないのかといぶかりながらも、

ほんとうにこの人は聖書を神様のことばだと確信しているんだなあと感心し、聖書とはど

んな本なのだろうかと興味をもったことです。 

三つ目は、増永先生が「私の生きる目的は、神様の栄光を表すことです。わたしが神様

を信じることも、神様の栄光をあらわすためなのです。生活の全領域において神様の栄光

をあらわすことが人生の目的です。」とおっしゃったことでした。「神の栄光をあらわす」

ということばの意味は私にはよくわからなかったのですが、当時、私は生きる目的とはな

んなのだろうと考えあぐねていたので、闇の中に一条の光を見る思いがしたのです。 

その半年後、私は教会に通うようになり、イエス様を受け入れました。イエス様を信じ

た私に、増永先生は一冊の本を貸してくださいました。それは、岡田稔『カルヴィニズム

概論』という本でした。アブラハム･カイパーというオランダの神学者の『カルヴィニズム』

の要約版です。当時絶版だったので、プレゼントできなくて残念ですと先生がおっしゃっ

た本を、私は大学ノートにアウトラインをとりながら読みました。もう３０年以上前に読

んだものですが記憶が正しければ、その内容は、異教主義、近代主義、ローマ主義と比較

対照してキリスト教有神論的世界観とはなんであるのかをあきらかにするものでした。 

後に知ったのですが、聖書信仰と世界観ということは、必ずしもつながらない人たちも

多いようです。信仰理解が、魂の救済ということに集中しているからでしょう。ですが、

私の場合は、その発端から、聖書信仰とそれに基づいた世界観をもって生きるということ

を、罪赦された最初のときに植えつけていただいたのでした。聖書は一言一句にいたるま

で神のことばであると私は信じています。そして、聖書を啓示された神は万物の創造主で

あり、これを摂理しておられるお方です。聖書は、この神のことばですから、たましいを

救われて天国に行く救いの道だけでなく、世界をどのような者としてみるか、人生をどの

ようなものとしてみるか、そして、この世界で神の栄光をあらわして生きるかについて教

えていると信じてそのように読んできました。今回は創世記 1 章―3 章を中心として、世界
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観の話をいたします。 

 

１．三位一体の自存神 

 

 世界観は＜神と人と自然＞の関係として表現することができます。まず、神について。 

 創世記 1章１－3節。 

「初めに、神が天と地を創造した。地は茫漠として何もなかった。やみが大水の上にあり、

神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。「光があれ。」すると光があった。」 

 新約聖書の光を当てると、この箇所には三位一体の神による創造が記述されていること

に気づくでしょう。神は確かに唯一である。しかし、ここには主宰者としての「父なる神」

「神の霊（聖霊）」そして、「ことばなる神（御子）」が表わされています。 

 同じく創世記 1章 26節に 

「神は仰せられた。「さあ人を造ろう。われわれのかたちとして、われわれに似せて。彼ら

が、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地をはうすべてのものを支配するように。」 

 とあります。神は唯一のお方ですが、そのお方が、「われわれ」と自らのことを呼ばれま

した。それは、神のうちに三位一体の人格的な交流があることを暗示しているのでしょう。 

イスラエルをエジプトの縄目から解放せよとモーセに命じたもうた神は、「わたしは『わ

たしはある』という者である」（出エジプト 3:14）とモーセに自己紹介なさいました。古来、

教父たちは、ここに神は、自存的なお方であるという真理を読み取ってきました。自存性

というのは、他の何者にもよらず自分で存在するということです。神以外の一切のものは、

自存的ではありません。たとえば、私という人間は、家族、食べ物、水、空気などの環境、

そしてこれらを備えてくださった神に依存して存在しています。しかし、神は他の何者に

も依存しないで自ら「ある」。そして、他の者をあらしめているお方なのです。 

 しかも、この唯一の神のうちには、父と子と聖霊という三つの人格の愛の交流がありま

す。神のうちに多様性とまったき統一性があり、愛の交流があります。「父と子と聖霊の御

名」（マタイ２８：１９）というとき、「御名」にあたる名詞オノマは単数形が用いられて

いるが、これは三位一体の神秘を示しています。また、御子イエスは世界の存在する前か

らの御父との愛の交流について、御父に向かって次のように祈っていらっしゃいます。「今

は、父よ、みそばで、わたしを栄光で輝かせてください。世界が存在する前に、ごいっし

ょに持っていましたあの栄光でわたしを輝かせてください。」（ヨハネ１７：５） 

 真の神は三位一体の自存的な神です。それは、神は唯一絶対のおかたであり、かつ、そ

の神のうちには愛の交わりがおありなのだという意味です。 

 

 12 世紀の神学者サン・ヴィクトールのリチャードは愛の分析から三位一体について美し

く説明しています。 

 「最高善、まったく完全な善である神においては、すべての善性が充満し、完全な形

で存在している。そこで、すべての善性が完全に存在しているところでは、真の最高の愛

が欠けていることはありえない。・・・しかるに、自己愛を持っている者は、厳密な意味で

は、愛をもっているとはいえない。したがって愛情が愛になるためには、他者へ向かって

いなければならない。それで位格が二つ以上存在しなければ、愛は決して存在することが
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できない。 

 もしだれかが自分の主要な喜びに他の者もあずかることを喜ばなければ、その人の愛

はまだ完全ではない。したがって愛に第三者が参与することを許さないことは、ひどい弱

さのしるしである。もしそれを許すことが優れたことであれば、それを喜んで受け入れる

ことはいっそう優れたことである。最も優れたことは、その参与者を望んで求めることで

ある。最初に述べたことは偉大なことである。第二に述べたことはいっそう偉大なことで

ある。第三に述べたことは最も偉大なことである。したがって最高のかたに最も偉大なこ

とを帰そう。最高の方に最もよいことを帰そう。 

 ゆえに、前の考察で明らかにしたあの二人の相互に愛し合う者(父と子)の完全性が、

充満する完全性であるために、相互の愛に参与する者が必要である。・・・ 

 もしだれかが他者を愛するとき、一方だけが他者を愛するならば、そこには愛はある

が相互愛はない。また、もし二人が互いに愛し合い、相互に心から愛し合うならば、甲の

愛情は乙へ、乙の愛情は甲へ向かい、いわば二つの異なった対象へ向かっているとき、彼

らは二人とも愛情はもっているが、そこには共通な愛は存在しない｡共通な愛は、二人が一

心同体となって、第三者をともに愛するところに存在する。すなわち、二人の愛は、第三

者への愛の炎で一つにとけてしまうところに存在する。そこから次のことが明らかになる。

すなわち、もし神に二つの位格しか存在せず第三の位格がないとしたら、神において共通

な愛は存在しないであろうということである。なぜなら、私がここで問題にしている共通

の愛とは、ありきたりの共通な愛ではなく、創造主が被造物に対して決して持ち得ないほ

ど最高の共通の愛であるからである。」 

 

「神は愛である」という命題は、すでに神の三位一体性を暗示しているのです。神が絶

対者であられる以上、神は唯一です。もし複数であれば、絶対では相対になってしまうか

ら。しかし、神が愛であられる以上、神のうちには複数の人格があることを認めなければ

なりません。なぜなら、真の愛は自己愛ではなく他者に与えるものであるからです。そし

てその愛がもっとも優れた愛であるならば、その愛は第三者の参与を拒むのではなくこれ

に開かれたものです。 

神は愛であると聖書はいいます。この世界の創造主が、愛なるお方であるとはなんと素

晴らしいことでしょうか。そして、その愛なる三位一体の神の影は、被造物にも落ちてい

るはずです。 

 

２．神の作品である世界の構造 

 

（１）世界は永遠ではない 

創世記には創造に関する記事が二つあります。文書資料説をとなえるリベラルな聖書学

者たちは、１章の創造記事はエロヒーム資料、２章はヤーウェ資料だなどと言いたがるの

ですが、わざわざ二つの創造記事があるのには、ちゃんと創世記記者の意図、神の意図が

あると見るというのが、まっとうな聖書の理解の仕方です。 

創世記の最初の聞き手となる人々は八百万の神々に満ちたエジプトで４００年を暮らし

てきたイスラエル人でした。そういう彼らに、1章の創造の記事は、あきらかに、自然界（光、
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天と地、海、植物、天体、鳥、海の生き物、陸の生き物—昆虫から大きな動物までのいっさ

い）が､神の被造物であって神々ではないこと、人間は被造物に支配されるのでなく、神の

代理者としてこれを管理するのだというメッセージを伝えようとしているのです。当時の

オリエント世界においては、これらはみな神々として崇められていました。エジプトでは

ファラオは太陽神の息子とされていましたし、ナイル川も神とされ、蛙も神々とされ、糞

転がしというコガネムシも智慧の神とされていました。出エジプトをした民はそういう世

界に 400年も暮らしてきました。これに対して創世記第一章は NOを突きつけたのです。 

 私どもの住むこの東海の列島でも事情は同じです。「夏草やつわものどもが夢の跡」と芭

蕉が平泉に立って詠んだ句には、はかない人の世と悠久の自然が対照されています。まこ

との創造主を見失った人は、しばしば自然のなかに永遠を見てきました。自然崇拝、自然

宗教で、汎神論、ニューエイジです。 

 しかし、聖書はそうは言っていない。被造物は永遠ではない。永遠者は創造主のみであ

る。この無限の三位一体の人格神が、ご自分の計画にしたがって無から天地を創造された

ので、天地は無限でもなければ永遠でもありません。天地は神が許すかぎりにおいて存在

するものなのです。実際、最後の審判のとき、新天新地の創造に先立って、古い天地は消

え失せます。「大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前か

ら逃げ去って、あとかたもなくなった。」（黙示録２０：１１） 

 創造主のみが永遠であり、被造物はみな時間的で有限なものなのです。被造物の美しさ

や巨大さに心を奪われて、これを拝んではいけないのです。礼拝すべきは創造主のみです。 

 

（２）世界は多様にして統一的である 

 また、この天地は多様にして統一的な秩序ある世界として造られたことが、創世記第一

章の天地創造のみごとな記述のうちに表現されています。世界は一つのシステムです。 

 物質界･植物界・動物界は一つのシステムを成していて、どれを欠いても成り立たない。

創造の七日間の「日（ヨーム）」を地質学的な非常な長期間と理解すべきであるという説も

ありますが、もし事実そうだとすると、植物が造られたのが三日目であり、動物が造られ

たのが五日目、六日目ですから、植物だけで何百万年も存在していたということになりま

す。しかし、ほとんどの植物は昆虫に受粉を助けてもらってこそ、次の世代を残すことが

できるし、また、かりに受粉を必要としない植物であっても、植物である以上光合成をし

なければならず、その二酸化炭素は動物から供給されているからです。しばしば温室の中

で石油ストーブを焚くのは、保温のためだけではなく、二酸化炭素を補うためでもありま

す。このように、動物が食べ物としてまた酸素供給源としての植物に依存しているだけで

なく、植物も動物に依存しているのです。ヨームというのを非常な長期間とすると、世界

のシステムは成り立ちません。 

また、養分のことを考えても、鳥をはじめとする動物たちが自然界における養分の循環

に寄与していることが知られています。養分は物理的には、上から下にのみ向かって移動

します。川の流れは森林の根っこにある窒素･燐酸･カリを河口部に運び、そこに昆布など

が育ち、魚たちの住みかとなるわけです。養分はこのように山から川、川から海へ、つま

り上から下へと流れます。このように物理的な力だけであれば、山の養分は失われる一方

でしょう。山は禿山となり大地は砂漠となります。 
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しかし、実際には鳥を始めとする動物たちが栄養分を下から上へと運ぶのです。鳥は魚

を食べ、山の巣へもどっては糞をします。サケは産卵のために川をさかのぼり、そこに産

卵した後は、氷漬けになって春には動物たちのえさになり、動物たちは森林をかけめぐっ

て糞をしてまわり、それが森林の養分となります。カナダ、シベリヤ、北海道の森林地帯

が維持されているのは、川を遡行するサケたちがいて、産卵を終えたサケの死体が凍り付

いているのを熊たちが食べて、糞を森にまいた結果なのだそうです。 

植物の光合成のためには太陽エネルギーが必要です。太陽エネルギーがなければ地上の

温度を、動植物のいきられる適温に保つことはできません。しかし、単に太陽エネルギー

があるだけでは、地球の温度が適温に保たれるわけでもありません。地球は自転している

からこそ、灼熱の砂漠と寒冷地獄の星にはならないのです。さらに、地球は傾いているの

で適温面積が広いのです。さらに、地球には、大気の循環システムがあって、雲によって

水が簡単に内陸部まで輸送されるようにされていてこそ地球の温度は適温に保たれ、動植

物はまた相互にささえあって生命を維持しています。もし大気の循環システムがなければ、

内陸部はとっくに砂漠となってしまっています。 

太陽の運行、地球の自転、大気の循環、植物と動物の相互扶助・・・まだまだ知られて

いないことはたくさんありますが、とにかく地球環境は調べれば調べるほど知恵に満ちた

システムです。 

 神の作品のうちには、三位一体の多様性と統一性が影を落としています。 

 

（３）＜ドーイウェルトの 15様態の話＞・・・・○○主義は思想的偶像崇拝 

カントを批判して、聖書的な統一的で多様な世界の認識についてまとめたのが、２０世

紀オランダで活躍したヘルマン・ドーイウェルトというキリスト教哲学者でした。彼は、

私たちの世界には十五の様態的側面があることを示しました。すなわち、  （一）数的側

面、（二）空間的側面、（三）延長的運動の側面、（四）物理的化学的側面、（五）生物的側

面、（六）感覚的側面、（七）分析論理的側面、（八）歴史的側面、（九）言語的側面、（十）

社会的側面、（十一）経済的側面、（十二）美的側面、（十  三）法的側面、（十四）道徳的

側面、（十五）信仰的側面、以上です（H.Dooyeweerd,A New Critique of Theoretical Thought

『理論理性の新批判』) 。前の方の様態的側面が後の方のそれの基礎を成していますが、

それぞれの側面には、固有の意味があって、互いに還元してはならないのです。 

 世界のこうした多様な側面を統一する統一極はなにかといえば、この世界は神によって

無から創造され保持されている被造物ですから、当然、この創造主である神をおいてほか

にはありえません。けれども、創造主に背を向けた人間は、創造主を認めたくないので、

創造主以外のものを統一極として世界観を築いてきました。ドーイウェールトの表現によ

れば、これは、「思想的な偶像崇拝」であり、これがさまざまな主義と呼ばれるものの正体

です。人間主義とは人間を統一極つまり擬似創造主として世界を把握しようとする思想的

偶像崇拝であり、唯物主義とは物質を統一極(擬似創造主)として世界を把握しようとする

思想的偶像崇拝であり、唯心主義とは精神を統一極として世界を把握しようとする思想的

偶像崇拝です。国家主義とは国家を統一極とし、個人主義は個人を神と崇める偶像崇拝で

す。芸術至上主義をもって道徳を否定するのは、芸術を神とあがめる偶像崇拝です。 

「母の愛などと言っても、それは幻想である。母の愛という行動は、生物の種の保存本
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能のあらわれにすぎない」と生物学者が言っても納得してはいけません。彼は単に「道徳

的側面」を「生物的側面」に還元する還元主義に陥っているのです。 

早春の福寿草の可憐な黄色い花を見て、その花が黄色いのは虫を呼び寄せて受粉させる

ためにすぎないと生物学者が説明するのに私たちは「なるほど」と納得してはいけません。

彼は福寿草の生物学的側面を説明しただけのことです。しかし、その説明が全てだと考え

たら間違いです。実際のところは、神は雪の中から花を咲かせる福寿草に美しさを与えて

おられるのですし、また、見る私たちに勇気や希望を与えようとしていらっしゃるのです。

そこには生物学的側面だけでなく、道徳的側面の価値や美的側面の価値そして信仰的側面

の価値もあるのです。 

 大事なことは、創造主である神が、この豊かで多様な側面のある世界を造られたのであ

るということを認識し、一側面を絶対視しないことです。牧師は狭義での「信仰的側面」

を絶対化する危険があることに注意すべきでしょう。たとえば献金以外のことにお金を使

うことは、無駄なことであると断じてしまうような狭い考え方です。 

 

３．神の作品である世界は歴史的である 

――堕落前・堕落後・恩恵下・最終的完成―― 

 

（１）歴史意識（螺旋的な時の構造）・・・・・・自然宗教の円環的時とのちがい 

 世界が多様であり、かつ統一的であるということは、実は、ギリシャの哲学者、プラト

ンやアリストテレスも言ったことでした。けれども、ギリシャをはじめ自然宗教を背景と

する世界では、永遠ということはたいせつなこととされましたが、反面、時とか歴史につ

いてはほとんど真剣に考えられた形跡がありません。春夏秋冬、時は繰り返す円環だとい

う見方だったからです。プラトンは永遠のイデアについて論じても、移り行く歴史につい

て論じていないのです。時が繰り返すものであるとすれば、特定の時というものはなく、

特定の意味はないのですから、論じる価値がないと考えられたわけです。 

歴史は聖書においてあきらかにされたのです。なぜかといえば、聖書によれば、時には

始まりがあり、終わりがある線分だからです。時に始点と終点があるならば、2009 年は歴

史の中で一回きり、今日という日は歴史の中にたった一度きりということになります。た

いへん意義深いことになります。そして、創世記の七日間の順序にもあきらかなように、

第一日目の出来事は第二日目の出来事の備えとなり、それはまた第三日目の備えとなると

いう順序があるわけです。 

確かに、創造の記事で「夕があり、朝があった」「夕があり、朝があった」「夕があり、

朝があった」と繰り返されているように、時には繰り返しという面も含まれています。そ

れはレビ記に出てくる安息年の繰り返し七回で、ヨベルの年がやってくるという構造にも

現れています。時は、螺旋構造をしています。繰り返しながら、万物の創造から始まって、

終末の完成に至るまで前進していくというのが、時の構造です。一見同じことの繰り返し

に見えて、実はつねに新しいのです。一回限りだという緊張と、やり直しなさいという慰

めの両方がそこにあります。 

 

（２）人間＝神のかたち・・・・・・・自然宗教との違い 
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 さて、その被造物世界のなかで、人間はユニークな立場を持ちます。それは、神が人間

を「神のかたち」として創造されたからです（創世記１：２６、２７）。「神のかたち」の

意味する内容は、「真の知識」と「聖」と「義」であることがキリストにあって新生した人

のうちに回復する神のかたちにかんする記述からわかるでしょう。新生した人は「真理に

基づく義と聖をもって神にかたどり造り出され」たとあり（エペソ４：２４）、また「新し

い人は、造り主のかたちに似せられてますます新しくされ、真の知識に至る」とあります

（コロサイ３：１０）。 

 「真の知識」とは真の神を畏れる知性、「聖」とは真の神のみをあがめる宗教性、「義」

とは真の神に従う道徳性です。人間は、有限であるゆえに他の被造物と同じく、神の御前

にはちっぽけな存在です。しかし、人間は知性と宗教性と道徳性とを備えた神のかたちと

して造られたゆえに、神に対しては人格的交流を持つことができ、他の被造物に対しては

これを管理・保護する任務があります。人間は無限と有限の中間に置かれています。人間

はたしかに時のなかにある存在ですが、永遠への思いが与えられています（伝道者 3:11）。 

 

＜自然宗教  王の神格化、人民の家畜化＞ 

 自然宗教（汎神論）においては、自然がすべてであるとされます。神々も、人間も、動

植物も無生物もすべてが自然の一部とされるのです。ですから、自然宗教を背景とした社

会においてありがちなことは、人間の中で権力をもつ支配者が神格化され、被支配階級は

家畜のように扱われるということです。 

エジプトにおいてはファラオは太陽神ラーの息子を名乗り現人神とされました。そして

人民は奴隷とされていたのです。東洋的汎神論を背景とした国々ではいずこでも類似の現

象がありました。近代日本でも、天皇は現人神とされ、国民は一旦緩急あれば天皇のため

に命を投げ出して、「水漬く屍、草むす屍」となることが求められました。創造主である神

を見失い、自然がすべてとされるとき、支配者は自らを神と祭り上げ、民を家畜化するの

です。 

 

＜環境問題についての考え方＞ 

 近年の環境問題という文脈のなかで、キリスト教がしばしば非難されるのが、この点で

す。梅原猛のような人々は言います。「キリスト教は人間をほかの自然界とは異なる神の代

理者であると教えた。それゆえに、人間は傲慢になり、それが自然破壊を招いたのである。

自然と人間を一体のものとして見る東洋的宗教こそ、この世界を救うのだ」と。 

 この主張は二つの点で間違っています。 

間違いの第一は、自然宗教文明は環境破壊せず、キリスト教文明は環境破壊するという

主張です。歴史を振り返れば、環境破壊はどちらの世界でも起こってきました。緑豊かな

古代メソポタミアが今はなぜ砂漠なのか。農業用地を求めての森林破壊と灌漑のせいです。

仏教圏である中国で大規模な森林破壊によってゴビ砂漠が出現したのは、万里の長城を造

り、鉄を作ったからです。12 世紀ヨーロッパで森林破壊が起こったのは、農業革命が起こ

って急速に農地の拡張をしたからです。16 世紀ヨーロッパでの森林破壊は、列強の建艦競

争のためです。そして 19世紀からの産業革命。環境破壊は、いずれも経済的理由マモニズ

ムと、これを背景とする戦争によって起きてきたというのが歴史の事実なのです。キリス
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ト教も他宗教も環境問題には無関心であったという責任はあると思います。 

間違いの第二は、自然宗教においては、人間は自然の一部とされ、自然と区別されない

ことの弊害を見落としているからです。人間の人間としての尊厳は見失われます。たとえ

ば現代日本人の性道徳の崩壊と、人間を他の動物と同じように進化論教育は深いところで

つながっているように私は思います。 

しかし、人間と自然はひとつだという主張は、人間の実態を無視した空論にすぎません。

人間は、被造物という点においては確かに他の被造物と共通ですが、「神のかたち」である

点で異なっているのです。つまり、宗教性・知性･道徳性がちがいます。また、人間はそれ

ゆえ自然の中に埋没せず、自然の外に暮らすものなのです。自然界にないものを人間はよ

くも悪くも造ってしまうではありませんか。この事実に眼をつぶっては正しい結論は導き

出せません。 

創世記第二章の創造記事は、第一章とは異なる意図をもって記されています。第一章は

自然崇拝に陥るなと教え、第二章は適切な自然管理について教えています。 

第一は、私たちはこの世界に神が用意された可能性を開発利用してよいのだということ

です。新改訳聖書は 2 章 5 節を「地には、まだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草

も芽を出していなかった。それは、神である主が地上に雤を降らせず、土地を耕す人もい

なかったからである。」と正確に訳しています。ポイントは末尾の「からである」です。人

間が土地を耕してこそ、この世界はそのうちに創造主が秘めたもうた可能性を発揮するこ

とができるという意味の「からである」でしょう。また、2 章 11―12 節に金、ベドラハ、

しまめのうといった地下資源について触れられているのも同じ趣旨です。 

第二は、15 節「神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを

守らせた。」です。神は私たちに、地を耕すとともに、これを守ることを命じていらっしゃ

るのです。被造物世界を耕して作物を実らせてその可能性を引き出すとともに、これを守

ることが私たち人間の任務です。 

 

（３）人間の堕落と原罪・・・ノーマリズムとの決定的違い 

 人間と自然について第二に知っておくべきことは、堕落と原罪の事実です。人間は本来

よき者として神に造られましたが、「あなたは神のようになれる」というサタンのことばに

誘惑されて、善悪の知識の木の実を取って食べて、神に背いてしまいました。善悪の知識

の木は、本来、神の人間に対する主権を表わすものでした。つまり人間は自分で自分の生

き方の、この世界の善悪を定める権威は持っていません。それは神が決定なさることであ

り、人は神の被造物として、この決定にしたがって生きるべきものでした。ところが、こ

の木を犯すということは、「神などいらない。私こそ私の神である。」という態度表明を意

味したのです。以来、人間には神をないがしろにし、自らを神のように世界の中心と考え

て、隣人を手段としようとする利己的な性質を持つようになりました。原罪です。 

しかし、被造物にすぎない人間が、創造主なる神としての実力など持つはずもありませ

ん。そこで人間は、被造物を神としてあがめる者となってしまったのです。 

人間が「かくあるべし」と理想を抱くのは、エデンの園の記憶が残されているからであ

る。人は理想と現実のあいだに釣り下げられているのです。 
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ここに人間を正常なものと見る人間中心主義のノーマリズムと、聖書的キリスト教のア

ブノーマリズムの決定的違いがあります。アブノーマリズムは人間に原罪が宿ることを認

めず、人間の本性を善なるものと考えています。この根本的誤りのゆえに、人間中心主義

はかならず破綻してしまいます。典型的な例を挙げるなら、共産主義。共産主義革命が結

局、失敗してしまったのは、人間が抜きがたく原罪のある利己的な存在であるからでした。

それは二つの面で現れました。一つは、理想を胸に抱いて平等な社会をめざして戦った革

命家たちは、政権を取ると権力を用いて肥やす人となってしまったのです。平等をめざし

た共産主義国家において共産党員たちは特権階級となってしまいました。共産主義の原罪

否定のもう一つの結果は、仕事をしてもしなくても収入が同じ平等原則の結果、人々は働

く気がなくなって生産性が落ちてしまい、資本主義との競争に勝てなくなったことです。 

人間は本来神のかたちとして造られた偉大な存在ですが、神に背いて以来、抜きがたく

利己的な原罪を帯びるものとなってしまっているのです。パスカルは言う。 

「人間にその偉大さを示さないで、彼がいかに禽獣にひとしいかということばかり知ら

せるのは、危険である。人間にその下劣さを示さないで、その偉大さばかりを知らせるの

も、危険である。人間にそのいずれをも知らせずにおくのは、なおさら危険である。しか

し、人間にその両方を示してやるのは、きわめて有益である。」（パスカル、パンセＬ121，

Ｂ418） 

人間の悲惨とは王座から転落した王の悲惨なのです。 

 

さらに、被造物も人間の堕落のゆえに呪いの下に置かれ、人間に対して敵対する傾向を

持つものとなってしまいました（創世記３：１７－１８）。本来、「非常によかった」と神

がおっしゃるように造られた自然界は、正常ではなくなってしまったのです。 

「 また、人に仰せられた。『あなたが、妻の声に聞き従い、食べてはならないとわたし

が命じておいた木から食べたので、土地は、あなたのゆえにのろわれてしまった。あなた

は、一生、苦しんで食を得なければならない。土地は、あなたのために、いばらとあざみ

を生えさせ、あなたは、野の草を食べなければならない。』」ローマ 3:17,18 

現在、人間も自然界もまた本来の状態ではありません。雤降りはありがたいですが、洪

水になります。お天気はありがたいですが、旱魃になります。作物より雑草のほうが茂り

ます。有用微生物とともに有害微生物があります。有用な家畜もいますが、有害な猛獣も

います。 

「・・・万物をその足の下に従わせられました。」 

 万物を彼に従わせたとき、神は、彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。そ

れなのに、今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいま

せん。」（へブル 2:8） 

被造物は虚無に服していて、新しい天と新しい地、神の子たちの現われを待望していま

す。 

「 今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば、

取るに足りないものと私は考えます。被造物も、切実な思いで神の子どもたちの現れを待

ち望んでいるのです。それは、被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく、服従させ

た方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も、滅びの束縛から解放され、
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神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます。 私たちは、被造物全体が今に至るまで、

ともにうめきともに産みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御

霊の初穂をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、

すなわち、私たちのからだの贖われることを待ち望んでいます。」（ローマ 8:18-23） 

 

 

（５）キリストによる贖い 

 しかし、人間の反逆にもかかわらず、神は人間を愛し御子を人として派遣してください

ました。キリストの福音を信じて、その恩恵の下に入れられた再生者は、利己性から解放

されて、知性も宗教性も道徳性も徐々に聖化され正常なすがた、つまり神のかたちを回復

させられていく。これが地上にあるキリスト者の生活です。 

 キリストそれは魂に始まるが魂だけのことではありません。キリストにある救いは全生

活に広がっていくべきものです。キリストが世界すべての支配者であるからです。 

 

（６）新天新地 

 とはいえ、神による贖いの最終的な完成は、主の来臨と新天新地の創造を待つことにな

ります。そのときには、復活した人は霊のみならずからだも新しくされ、人類の堕落以来、

喪に服していた自然界も栄光に輝くことになります。「新しい天と新しい地」こそキリスト

者の究極の希望です。 

「今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば、

取るに足りないものと私は考えます。被造物も、切実な思いで神の子どもたちの現われを

待ち望んでいるのです。」（ローマ８：１８、１９） 

 かの日には、肉食獣は草食獣となり、自然界にも平和が訪れる。イザヤが語るように、

ライオンのぎざぎざの歯は獅子舞のような四角い歯となるのです。 

「狼は子羊とともに宿り、ひょうは子やぎとともに伏し、 

 子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子どもがこれを追っていく。 

 雌牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のようにわらを食う。 

 乳飲み子はコブラの穴の上で戯れ、乳離れした子はまむしの子に手を伸べる。」 

（イザヤ 11:6-8） 

 

まとめ 

 このように＜神と人と自然＞の基本的関係を、＜創造－堕落－恩寵下－最終的完成＞と

いう救いの歴史の諸段階のなかで把握するところに、聖書的世界観がある。 

 


