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使徒信条講解――神を愛するために

＜使徒信条＞

われは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。

われはそのひとり子、われらの主イエス･キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、処女マリ

ヤより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、

よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したま

えり。かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを審きたまわん。

われは聖霊を信ず。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだのよみがえり、

とこしえの命を信ず。 アーメン

「我は信ず」（その１）

はじめに

キリスト教会の三大憲章といえば、使徒信条･主の祈り・十戒です。多くの教会で使徒信

条が告白されているでしょう。ただし、十戒、主の祈りと使徒信条には決定的にちがう点

があります。それは十戒と主の祈りは神のことばですが、使徒信条は人のことば、いやむ

しろ教会のことばであるという点です。信条というものは、聖書は何を教えているのかに

ついて、教会が信じるところを要約し、告白したものです。

聖書は歴史･預言・詩歌・書簡などのジャンルの 66 巻の書物から成っていますが、その

聖書の教え全体を系統的に整理する学問を組織神学といいます。その順序として一番シン

プルなのは、『四つの法則』の＜神・罪・キリスト・救い＞でしょう。また、＜啓示・神・

人・キリスト・救済・教会･終末＞という 7項目の順序も典型的なものです。使徒信条は＜

父･子･聖霊＞という順序です。

系統立てて聖書の教えを学ぶと、バランスよく神とその御心を知ることができるだけで

なく、あの真理とこの真理の関連から新しい光が見えることもあります。この連載では、

使徒信条の三位一体的順序にしたがって、神学をしてまいりましょう。今回は、「われ信ず」

について。

１．使徒信条は洗礼式の告白文として成立した

「われは父なる神を信ず」、「われは、そのひとり子イエス･キリストを信ず」、「われは聖

霊を信ず」と使徒信条は、「われは信ず」という告白をします。このような表現がとられた

理由は、使徒信条というものが紀元二世紀のローマの教会に原型ができ、それが徐々に整

えられて紀元四世紀に西方教会に普及した教会のラテン語洗礼式文の一部として成立した

からです。当時の教会で、求道者は、洗礼式において「私は天地の造り主・・・を信じま

す」と口に言い表したのです。
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すでに当時旧新約聖書が完結していたのに、なぜ聖書以外に信条というものが必要だっ

たのでしょうか？「聖書を信じる」ということを厳密に言えば、聖書全巻を通読し理解し

てからでなければ、受洗できないことになってしまいますが、それでは、ごく一部の人し

か洗礼を受けられません。そこで、聖書のなにをどのように信じているかということを要

点を押さえて確認する必要があったのです。

２．キリスト教信仰は共同体的告白――結び、かつ、分ける

｢我信ず｣ということばには､個人の主体的な信仰が表現されていますが、同時に、そのと

きに口で言い表す信仰は、キリスト者が共通して言い表す信仰ですから、単に個人の信仰

ではなくて、教会としての信仰でもあります。教会という信仰共同体が、いわばひとりの

「我」となって、｢我信ず｣と言い表すのです。民族も時代も超えて教会は｢我信ず｣と告白

してきました。

告白するということばは、ギリシャ語ではホモロゲインといいます。ホモは「同じ」、ロ

ゲインは「言う」という意味ですから、ホモロゲインは「同じことを言う」という意味で

す。教会の兄弟姉妹全員が信仰を告白するとき、声を合わせて同じことを言うのです。こ

のように信条は、信じている私たちを結び合わせます。

「ついに、私たちがみな、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に

おとなになって、キリストの満ち満ちた身たけにまで達するためです。」（エペソ四章十三

節）とあるように、信条において、私たちは結び合わされています。教会の一致は御霊の

一致ですが、御霊の一致は信仰告白の一致として現われてきます。

また、信条には、「結ぶ」と同時に「分ける」働きがあります。｢我信ず｣というとき、そ

う信じない人々と自分を区別します。使徒信条をご覧になると、父と子と聖霊の三位一体

的構造を成していることに気づきますが、父と聖霊についての告白の短さに対して子につ

いての部分はアンバランスなほどに分量が多いことに気づくでしょう。なぜでしょうか。

それは、当時のキリスト教世界において、御子イエス･キリストについて間違った教えを語

る異説が出てきていたからです。だれもがみな「キリストは聖書の言うとおり処女マリヤ

から生まれた」と信じていたならば、あえて告白するまでもなかったのですが、「キリスト

は霊として来たのであって、処女マリヤからは生まれていない」という異説があったので、

「処女マリヤから生まれ」と告白する必要がありました。

このように信条は信じている内容を明瞭にすることによって、教会をしっかりと結び合

わせ、かつ、偽りの説と区別します。使徒信条を学ぶならば、私たちは偽りに惑わされな

くなります。

３．キリスト教信仰は告白的信仰

告白することはキリスト教信仰の特徴です。先に「告白する」とは、「同じことを言う」

という意味だといいましたが、信仰告白という行為は、私が教会の兄弟姉妹と同じことを
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言うことであると同時に、心の中にあるのと同じことを口で言うということでもあるわけ

です。｢花子さん。私はあなたを愛しています。｣と告白するとき、心の中に花子さんへの

愛があってこそ、それは愛の告白になります。もし心に愛がないのに、｢愛しています｣と

言ったら、それはただの冗談か嘘にすぎないでしょう。

キリスト教信仰で「信じる」というのは、単に心の中で思っているのとは違います。心

の中で信じていれば、口で｢信じていない｣と言っても大丈夫ということはありえません。

心の中で「私はイエス様を信じています」と思っているならば、人前で「君はイエスを信

じているのか？」と問われたら、「私はイエス様を信じています」と告白してこそ、生きた

信仰です。そういう信仰しか、最後の審判の日、神様の前では通用しません。主イエスは

おっしゃいました。「ですから、わたしを人の前で認める者はみな、わたしも、天におられ

るわたしの父の前でその人を認めます。しかし、人の前でわたしを知らないと言うような

者なら、わたしも天におられるわたしの父の前で、そんな者は知らないと言います。」（マ

タイ 十章三十二、三十三節）

だからこそ、暗黒裁判が開かれた大祭司カヤパの官邸で、ペテロは「イエスなど知らな

い」と三度も否んだとき、大罪を犯してしまったと激しく泣いたのです。夜明けに響いた

鶏の声はペテロに有罪を宣告する裁判官の声でした。ペテロはあの裏切りゆえに永遠に滅

びるはずでした。赦されたのは、ただ、主イエスのあわれみによります。

私たちは、どんな状況でも「あなたはクリスチャンなのか？」と問われたならば、「はい。

私はイエス様を信じています。クリスチャンです。」と答えましょう。主は私たちのために

命まで捨ててくださったのですから。

使徒信条２「われは信ず」

信仰の三要素

ほんとうの信仰は、知識と承認と信従の三つから成っています。今回取り上げるモデル

は、イエス様に出会った長血の女の信仰です。

「ところで、十二年の間長血をわずらっている女がいた。この女は多くの医者からひど

いめに会わされて、自分の持ち物をみな使い果たしてしまったが、何のかいもなく、かえ

って悪くなる一方であった。彼女は、イエスのことを耳にして、群衆の中に紛れ込み、う

しろから、イエスの着物にさわった。『お着物にさわることでもできれば、きっと直る。』

と考えていたからである。すると、すぐに、血の源がかれて、ひどい痛みが直ったことを、

からだに感じた。イエスも、すぐに、自分のうちから力が外に出て行ったことに気づいて、

群衆の中を振り向いて、『だれがわたしの着物にさわったのですか。』と言われた。そこで

弟子たちはイエスに言った。『群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それ

でも「だれがわたしにさわったのか。」とおっしゃるのですか。』イエスは、それをした人
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を知ろうとして、見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こった事を知り、

イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。」（マルコ五:二十

五-三十四）

１．正しい知識

この記事のなかで、第一にわかることは信仰には正しい知識が必要であるということで

す。27節を見ると「彼女はイエスのことを耳にして」と書いてあります。彼女はイエス様

というお方についての良い知らせを耳にしたのです。イエスさまは神の御子であり、全能

者であり、あわれみ深いお方であられるといういわば福音を聞いたのです。

「信仰は聞くことから始まり、聞くこととはキリストについてのみことばによるのです。」

（ローマ十:十七）とあります。真実の信仰には、普通の場合、まず福音に関する正しい知

識が必要です。信仰には感情的側面もありますが、知識としての面はある意味でそれ以上

に重要なのです。というのは感情はふらふらと揺るぎやすいものですが、真理にかんする

知識というものは感情のようには不安定ではないからです。

多くの人はお天気がいいと気分もよくなり、雨が降ると気持ちが沈みがちでしょう。で

もお天気がよくても悪くても、「３足す４は７」という真理にかんする知識は変わらないで

しょう。「雨模様だからきょうは３足す４は５です」｢お天気だから３足す４は８です｣とい

うことにはなりません。知識というのは感情ほど不安定ではないのです。キリスト教信仰

にはたしかに理性を超えた面はありますが、理性に反してはいないので、知識を大事にす

ることは重要なのです。｢神は創造主である｣という知識、｢すべての人には罪がある｣とい

う知識、「神の御子イエス・キリストは私たちの罪のために十字架でのろいを受けてくださ

った」という教理的な正しい知識が私たちの罪と死からの救いのためには不可欠です。

パスカルは言いました。「理性の服従と理性の運用。そこに真のキリスト教がある。」

また、信仰はまず「聞くことにより、聞くことはキリストについてのみことば」なので

すから、私たちは家族や友人の救いを願うならば、祈るだけではなく、さらに、なんらか

の方法によって、とにかく福音を伝える必要があります。わたしは家庭菜園をしているの

で、お百姓さんに「どんな肥料がいいですか」とか、「株間はどのくらい取ればいいですか」

とか、あれこれ家庭菜園のことを相談すると、「とにかく蒔いてみるだよ。蒔いておけば何

かは取れるよ。」とよく言われます。「風を警戒している人は種を蒔かない。」（伝道十一章

四節）とあるように、あれこれ心配して種を蒔かない限り、決して芽は出ません。ですか

ら、私たちはうまずたゆまず、何度も何度も、自分の心の畑にも、また家族・友人の心の

畑にも福音の知識の種を蒔くことに努めましょう。

２．承認
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しかし、正しい知識があるというだけでは、それはその人を救う信仰ではありません。

信仰の第二番目の要素は「承認」ということ、つまり、耳で聞いた知識について、「ほんと

うにその通りなのだ」と心の中で太鼓判を押すことです。長血の女の記事を見てみましょ

う。マルコ 5:28
「お着物にさわることでもできれば、きっと直る。」と考えていたからである。

イエスさまは全能の神の御子であり、哀れみ深いお方だという知識を彼女は得ました。

その上､彼女は「この噂はきっと本当に違いない」と承認したのです。だから、｢お着物に

さわることでもできれば、きっと直る。｣と考えたのでした。

このように信仰において教理的な知識はたいせつですが、それだけでは不十分です。神

学の専門家であれば、古代から現代にいたるまでのさまざまな神学論争について微に入り

細をうがって知っているかもしれません。三位一体論をめぐるアレイオス説とアタナシオ

ス説はどこがどうちがうかを詳細に説明できるでしょうし、キリスト論でアレクサンドリ

ア学派がどうでアンテオケ学派がどうでこうで・・・と説明できるでしょう。でも、もし

その神学者が「なるほど、この教理こそ真理だ」と承認をしなければ、その神学者は救わ

れません。信仰には知識に加えて、承認ということが不可欠なのです。

３． 信じ従う

信仰の三つ目の要素は、信じて従うことです。つまり、ほんとうの信仰には神様に委ね

てしたがうという意志的な行動が伴ってくるのです。長血の女を見てみましょう。

「群衆の中に紛れ込み、うしろから、イエスの着物にさわった。」（27節）。

長血の女は、まずイエス様についてのよい知らせ――福音――を聞きました。次に、「そ

の知らせはほんとうに違いない」と承認しました。そして、第三に信じて行動したのです。

彼女は出かけて行って実際にイエス様の着物にさわったのです。ヤコブ書 は次のように言

っています。

「あなたは、神はおひとりだと信じています。りっぱなことです。ですが、悪霊どもも

そう信じて、身震いしています。ああ愚かな人よ。あなたは行ないのない信仰がむなしい

ことを知りたいと思いますか。」（ヤコブ 2：19－20）
悪霊は「神様がおひとりの絶対者である」という知識は持っています。そのうえ、悪霊

は「神が唯一のお方だ」という教理をはっきりと承認しています。承認しているからこそ、

身震いしているのです。けれども、悪霊は神がおひとりだと知りかつ承認していながら、

神を信頼し従いません。それどころか、逆に神を憎み、神に反逆し、神を恐怖の対象とし

てしか見ていません。

ですが、私たちを救うほんとうの信仰には、知識という要素と、その知識をほんとうの

ことだと承認するという要素に加えて、信従ということが伴わねばならないのです。
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われは信ず

「我は信ず。」私たちは、信仰によって神様に立ち返り、信仰によって神様に結ばれ､信

仰によって神の民､キリストのからだである教会のうちに入れられて、御国への歩みをする

者です。さらに、キリストに信頼し、キリストの福音を宣べ伝えてまいりましょう。

使徒信条３

新しい理性で神を知る

１． 神の啓示

「聖書も自然も、ともに神のことばから出ており､前者は聖霊の述べ給うたものであり、

後者は神の命令によって注意深く実施されたものだからであります。」近代天文学の父ガリ

レオ･ガリレイのことばです。中世ローマ教会から異端審問を受けて、「それでも地球は回

る」と言ったという事件が印象深いので、ガリレイが神を信じていたというのは新鮮な驚

きかもしれません。ガリレイは、神は聖書と被造物という二つの書物を通して、人間にみ

こころを啓示していらっしゃるというのです。被造物である自然を通しての啓示は、ふつ

う「自然啓示」と呼ばれます。

「なぜなら、神について知りうることは、彼らに明らかであるからです。それは神が明

らかにされたのです。神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の

創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、

彼らに弁解の余地はないのです。」（ローマ 1:19､20）
神は私たちにみこころを聖書を通して語っておられると同時に、自然というご自分の作

品を通して、メッセージを送っていらっしゃいます。神学用語で｢自然｣という場合、内的

自然としての人間理性と、いわゆる自然界、つまり、天体が見事に秩序だって運行してい

るマクロの世界や、動植物の絶妙な仕組み、さらに分子や原子の構造などのミクロの仕組

みといった外的自然とを意味しています。理性も自然界も神の作品であり、その作品を通

して作者は語っておられるのです。

人間の目は、水晶体と呼ばれる凸レンズによって光を集めて網膜に映し出す精巧なカメ

ラです。この光は、網膜にある一億二千万個の視細胞がロドプシンという感光物質によっ

て電気信号に変換され、脳に送られて映像化されます。その光の量は虹彩と呼ばれる絞り

で調整し、ピントは凸レンズである水晶体の厚さを瞬時に調整することによって合わされ

ます。

鉄くず、アルミくずと、ガラスやプラスチックなどが、偶然適当に削られ組み合わされ

て精巧なカメラができるでしょうか。そんなことを信じる人は正気ではありません。正常
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な知性の持ち主ならば、知恵のある人が設計したと考えます。しかし、その精巧なカメラ

が発明されるはるか昔から、人間は神の作品であるその眼でものを見ていたのです。

自然啓示はあまりにも明白なので、最後の審判のとき、無神論者が「わたしは創造主が

いるとは知りませんでした」と弁解しても通用しないのです。

２． 腐敗した理性の新生

しかし、不思議なことに多くの人は神を認めようとしません。神がこのように明白にご

自身の知恵と存在を啓示なさっているにもかかわらず、創造主に代えて被造物を神々とし

て仕立て上げて拝んでいます。真理そのものである創造主に背を向けたので、人間の理性

はまともに機能しなくなっているのです。この世界は神が創造なさったものであることは

歴史的事実であり、神はそれについてメッセージを送っていらっしゃいますが、アダムの

堕落以来、人はそのメッセージを受信できなくなってしまったのです。

では、人間の理性はどんなふうに腐敗しているのでしょうか。一つには神を決して認め

ず、神ぬきですべての自然現象を説明し尽くせることが「科学的」で立派なことだと考え

る奇妙な癖がついていることです。無神論はかっこよくて、神を信じるなんていうのはか

っこ悪いという価値観に縛られているのです。

もう一つは、神に背を向けて、人間はさまざまな被造物を神々に仕立て上げて拝んでい

ることです。「それゆえ、彼らは、神を知っていながら、その神を神としてあがめず、感謝

もせず、かえってその思いはむなしくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは、自

分では知者であると言いながら、愚かな者となり、不滅の神の御栄えを、滅ぶべき人間や、

鳥、獣、はうもののかたちに似た物と代えてしまいました。」（ローマ 1:21－23）とあると

おりです。

ローマ書が書かれた時代、ソクラテスやプラトンたちの流れを引く哲学者たちがギリシ

ャ･ローマ世界にはいました｡それほどすぐれた文化を誇ったギリシャ･ローマ世界の人々

なのに、こと宗教のことになると、大理石を刻んで作った神々の像を拝んで、｢私を美人に

してください｣とか「おれに知恵をください」とか｢カネがもうかるように｣とか言って拝み、

それに香を焚いていました。霊的な暗闇のなかに暮らしていたのです。

考えればたいへん不思議なことです。しかし、そうしたありさまは、現代の日本でも変

わらないでしょう。たとえば超難関大学をめざすような人たちが、学問の神という菅原道

真を祀る北野天満宮のお守りをもって受験場に赴いたりしているではありませんか。創造

主に背を向けて人は、自分は頭がよいと誇りながら、動物や木や石ころや鏡などを怖がり

拝むようになってしまいます。偶像の背後にいる悪魔や悪霊たちは、拝まれながら悦に入

っていることでしょう（1コリント 10:19-21）。
「理性が腐敗していると言うけれど、神様を信じていなくても頭の良い人はいっぱいい

るではないか」と言う人もいるでしょう。たしかにクリスチャンでなくても数学や天文学
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や医学や音楽やいろいろな分野で優秀な人がいるのは事実です。けれども、創造主を知ら

ないと、そうしたさまざまな知識の究極の目的がわかりません。数学にせよ天文学にせよ

生物学にせよ物理学にせよ、いろいろな分野で真理を探求する本来の目的とは何でしょう

か。それは数の世界であれ、宇宙の世界であれ、生物界であれ、その探求を通して、造り

主のみむねを知り、神を愛し、隣人を愛することにほかなりません。「主を畏れることは知

識のはじめ」なのです（箴言１：７）。

けれども、神を認めない多くの学者たちは、この目的を知らず、認めたくもないのです。

むしろ、神があがめられるよりもむしろ、すばらしい理論を打ち立てた頭のよい自分が人々

からあがめられることを望むのです。知識は人を高ぶらせるのです。

３．理性にも新生が必要

創造主を正しく知るためにはなにが必要なのでしょうか。それは、創造主に背を向けて

しまったために、霊的に暗くなってしまった理性が新しくされることです。空しくなった

心に聖霊が注がれるならば、理性は新しくされます。そして、理性が新生すると、人は自

分の罪を知り、キリストを信じます。そして、人間本来の、神をあがめ、隣人を自分自身

のように愛するという目的を取り戻して、働き始めるのです。

信仰によって理性が再生されるとき、この世界が創造主のみことばによって創造された

という事実を悟ることができます。悟って、創造主をほめたたえることができるようにな

るのです。「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。

昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって、私たちは、この世界が神の

ことばで造られたことを悟り、したがって、見えるものが目に見えるものからできたので

はないことを悟るのです。」(ヘブル 11：1－3)

使徒信条４「天地の造り主を信ず」

三位一体の神と被造物

創世記第一章に描かれた天地創造の記事は、近代の自然科学の用語や表現で記述された

わけではありませんが、創造者が人格的な存在であることと、その創造における統一性と

多様性の原理について啓示しています。

１．三位一体の自存の神

創世記の最初に「はじめに、神が、万物を創造した」、「神は仰せられた。『光があれ』と
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おおせられた」とあります。「神は光とやみを区別された」とあり、また｢名づけられた｣と

あります。また、神は、作品の出来上がるにしたがって「よし」と満足なさったようすで

す。神は、単なる原理や法則といったようなモノではなく、知性と創造力を持ち、行動し、

名づけ、区別し、語る、知情意をそなえた人格であるということを知ることができます。

しかも、神は人間を創造するにあたって、次のような不思議なことばを語られました。「そ

して神は、『われわれに似るように、われわれのかたちに、人を造ろう。そして彼らに、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させよう。』と仰せ

られた。」（創世記 1:26）「われわれ」ということばは、おひとりの神のうちに複数の人格の

交わりがあるということを示唆しています。新約聖書のみことばから、私たちはこれが父

と子と聖霊の三位一体なる神が、万物の創造について相談なさっていたのだということを

知るでしょう。このように、創造主は、生ける無限の人格であり、そのうちに完全な愛の

交わりがある三位一体のお方なのです。

さて、神は世界ができる前、そしてこの世界が終わっても、永遠から永遠に存在してお

られます。主イエスは、天の父に向かってこう祈られました。｢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、ごいっしょにいて持っていました

あの栄光で輝かせてください。｣（ヨハネ 17：５）私たちは空気、水、太陽、他の動植物、

家族、地球などさまざまなものに依存して生活しています。けれども、神は被造物に依存

せず存在しています。これを神の自存性といいます。

このことは、汎神論と呼ばれる世界観と区別される点です。汎神論というのは、ヒンズ

ー教、大乗仏教、ニューエイジなどの「すべては一つ、すべては神」という世界観です。

汎神論の考え方によれば、世界イコール神ですから、神は世界に依存して存在しているの

です。けれども、まことの神様は、世界が存在していようといまいと、永遠から永遠に自

存するお方なのです。

２．多様で統一的な被造世界

また、創世記第一章から、被造世界は、作者である聖三位一体の影が落とされた多様で

統一的な作品なのだと気づきます。

まず動植物の創造にあたって繰り返されたことば、「種類にしたがって」に注目しましょ

う。「神が、『地は植物、種を生じる草、種類にしたがって、その中に種のある実を結ぶ果

樹を地の上に芽生えさせよ。』と仰せられると、そのようになった。」（創世記 1:11ほかに

21,24 も）事実、この生物界はなんと多様なことでしょう。それぞれの種は、決してみなず

るずるとつながってはいません。「種類にしたがって」造られています。環境変化に適応す

ることができるように、それぞれの種の遺伝子プールには多様性が用意されていますから

種の中での多少の変化はありますが、種を超える変化つまり「進化」はけっして起りませ

ん。たとえば犬という種のなかにはチワワからセントバーナードにいたるまでいろいろな
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品種はありますが、どんなに品種改良をしてもイヌはイヌであって、決してネコにはなり

ません。リンゴはリンゴであって、ミカンにはなりません。創造主が、「種類にしたがって」

すべての生物をお造りになったからです。

さらに驚くべきことは、この広大無辺の宇宙と、地球の物質界と植物界と動物界が統一

的システムを成しているという事実です。太陽エネルギーは光のかたちで地上に降り注ぎ、

地球は自転と公転をして太陽エネルギーを地表にまんべんなく配分しています。傾いた地

軸と公転によって地球には春夏秋冬が訪れます。地球は自転するからこそ、地表は全体と

して気温がバランスよく保たれています。もし地球が自転しなければ、回し忘れた豚の丸

焼きみたいに、片面は黒こげで、片面はナマになってしまうでしょう。

地球の大気と水は、太陽エネルギーの作用によって循環しています。雨が降り、その水

は大地を潤した後に川に流れ込み､海に注ぎ、海水は太陽に温められて蒸発し、上空にのぼ

ると冷やされて雲を形成し、これが大気の循環で内陸部の上空に運ばれて、また雨として

大地を潤します。「川はみな海に流れ込むが、海は満ちることがない。川は流れ込む所に、

また流れる。」（伝道者の書 1:7）
植物は、日光と二酸化炭素と水によって、光合成をおこなって成長します。動物たちは

植物が出してくれる酸素を吸い、植物を食べて生命を保ち､二酸化炭素を植物に提供し、そ

の排泄物は土中のバクテリアによって分解されて植物の栄養となります。また、多くの植

物は昆虫によって受粉させてもらってこそ、子孫を残すことができます。果樹はおいしい

実をならせて鳥や動物を養い、かわりに、種を遠くに運んでもらいます。太陽エネルギー、

地球の自転と公転と地表温度の安定、大気と水の循環、さまざまの植物と動物とバクテリ

アの助け合い、この天地の万物は実に多様で統一的なシステムを成しているのです。

３．神のかたちとして創造された人間

神は自然界をこのように造ったのちに、人間を創造なさいました。しかも、人間をご自

分の似姿として造ってくださいました。つまり、知性と義(道徳性)と聖(宗教性)とを持ち合

わせた存在として(エペソ 4:2４、コロサイ 3:10参照)。また、ご自身が人格的な存在として、

父･子･聖霊の交わりをもっていらっしゃるので、私たちをも神と隣人と人格的な交流を持

つ存在として造ってくださったのです。

神は、ご自分の似姿に造られた人間に、この自然を託されました。私たちは、この自然

を知恵と愛をもって治め､世話をする務めが与えられています。人間は、自然に対して暴君

となってはいけません。神がそうであられるように知恵に満ちた謙遜な王であるべきです。

「われは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。」と告白する私達は、御父から託されたこ

の世界を利用し、かつ、これを正しく世話をして、神様のご栄光をあらわしたいものです。

地球は、いま、ゴミ問題とか、温暖化とか、空気や河川の汚染、戦争による環境破壊な

どに直面しています。すでに地球温暖化の影響で、グリーンランドやパタゴニアの氷河は
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融けはじめ、巨大なハリケーンが発生しています。また、このせまい日本の各地に造られ

た原子力発電所が、近々、南海―東南海―東海地震によって破綻し、原発震災をもたらす

と警告する人々もいます。堕落して暴君となってしまった人間によって、神の作品である

地球はボロボロにされています。私たちはこの世に派遣された持ち場・立場において、神

の作品であるこの地球を正しく利用し、かつ保全して神の愛と正義のみこころを行ないた

いものです。「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 8:19

使徒信条５－２「全能の父なる神を信ず」２

摂理の神

全能の父なる神は、父としての御手をもって万物を保持し、統治し、特に神の子どもで

ある私たちのために配慮してくださいます。この神のご配慮を摂理と言います。

１．保持

神は世界を造った後は、それ以上手出しをしないので、世界は自動機械として動いてい

るという主張があります。これは理神論（デイズム）という非聖書的神観です。理神論を

もう一歩進めれば無神論になります。理神論はシャフツベリー、ヴォルテール、ニュート

ンらの神観で、デカルトも本質的に同じ神観でした。

しかし、聖書によれば、神は万物を創造なさった後、これを保っていてくださいます。

そうでなければ、この世界はたちまち大混乱に陥ってしまいます。神は大洪水の後に、ノ

アに対して「保持の契約」のしるしとして虹を見せて、おっしゃいました。

「わたしとあなたがた、およびあなたがたといっしょにいるすべての生き物との間に、

わたしが代々永遠にわたって結ぶ契約のしるしは、これである。わたしは雲の中に、わた

しの虹を立てる。それはわたしと地との間の契約のしるしとなる。わたしが地の上に雲を

起こすとき、虹が雲の中に現われる。わたしは、わたしとあなたがたとの間、およびすべ

て肉なる生き物との間の、わたしの契約を思い出すから、大水は、すべての肉なるものを

滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、わたしはそれを見て、神と、

すべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。」（創世記９：

13－16）

２．統治
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摂理のもう一つの面は「統治」です。それは、目先、サタンがやりたい放題に悪事をな

しているように見えても、結局は神がご自分の正しい目的を達成なさることを意味してい

ます。

ヨブ記の一章を読むと、悪魔は神に敵対しているとはいっても、神の許容なしに悪事を

働くこともできないことがわかります。私たちの目に、悪魔･悪霊どもがどれほど好き勝手

に振舞っているように映ったとしても、究極的には、神が支配していらっしゃるのです。

神はしばしばサタンの悪行を逆手にとって善に転じてくださいます。エルサレム教会へ

の弾圧が世界宣教に役立ったのはその一例でしょう（使徒８：１－４）。御子イエスが呪い

の十字架にかけられたという出来事はその典型です。悪魔は、律法学者・祭司長たちを焚

きつけて、イエスをなきものにしようと企て、ユダの心にまで入り込んで悪事を行いまし

た。御子が呪いの十字架にはりつけにされた時、悪魔は高笑いをしたにちがいありません。

しかし、そこに神の知恵がありました。神は、御子の十字架によって、私たちを罪と死

から解放してくださったのです。復活の朝、自分の悪事の結末を知った悪魔はどれほど歯

ぎしりしたことか。神は悪魔による史上最大の悪事を人類の救いに転じられたのです。全

能の知恵に満ちた摂理の神を、わが父としていることはなんと幸いなことでしょう。

３．配慮･配剤

摂理ということばは、配慮・配剤とも訳されます。配剤とは医者が、患者の病状に応じ

て、さまざまな成分を調合して薬を用意することを意味しています。そのように神は、私

たちの罪という病のいやしのために、嬉しいこと、悲しいこと、恐ろしいこと、すばらし

いこと、さまざまな出来事を人生のうちに調合してくださいます。「良薬口に苦し」といま

すが、神はしばしば苦い薬によって、愛する子どもをご自分に似た者、聖なる者へと成長

させてくださるのです。ヘブル書１２章５節以降から試練の配剤について三つのことを学

びましょう。

第一は、試練は御父の愛の証ですから、試練の中でもあくまで神の愛を信じるべきであ

るということです。天の父が試練を配剤なさるのは、私たちを憎んでいるからではなく、

逆に、私たちをご自分の子として愛しておられるからです。「『主はその愛する者を懲らし

め、受け入れるすべての子に、むちを加えられるからである。』訓練と思って耐え忍びなさ

い。神はあなたがたを子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子が

いるでしょうか。」（ヘブル 12:６－７）

第二に、父から試練を受けたときは逃げ出さず、服従することです。良薬が苦いからと

いって呑まないで捨ててはいけません。胃薬が苦いからといって、オブラートで包んでは

効き目がありません。胃にはあの苦味が効くそうです。そのように、私たちの人生に起っ

てくるさまざまな苦々しい出来事も、これを与えてくださる父の愛の意図を信じるのです。

服従してごっくんと飲みこむのです。「さらにまた、私たちには肉の父がいて、私たちを懲
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らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちは

すべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。」（ヘブル 12:9）
第三に、試練の目的は聖化です。父なる神が摂理のうちに、試練をくださる目的は、私

たちを父ご自身のきよさに与からせ、平安な義の実を結ばせるためです。「なぜなら、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。す

べての懲らしめは、そのときは喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものです

が、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。」（ヘブル

12:10-11）

結び

最後に『ハイデルベルク信仰問答』の 27-28を味わって結びとしましょう。

「問 27 神の摂理とは何であると思いますか。

答え それは、神の全能なる、今働く力であります。その力によって、神は、天と地と、

そのすべての被造物をも､御手をもってするごとくに、保ちまた支配してくださり、木の葉

も草も､雨もひでりも、実り豊かな都市も実らぬ年も、食べることも､飲むことも、健康も

病気も、富も貧しさも、すべてのものが、偶然からではなく、父としての御手によって、

我々に来るのであります。」

「問２８ 神の創造と摂理を知ると、どのような利益が、われわれにあるのでしょうか。

答え われわれは、あらゆる不遇の中にも、忍耐深く、幸福の中には、感謝し、

未来のことについては、われわれのより頼むべき父に、よく信頼するようになり、もはや、

いかなる被造物も、われわれを神の愛から、離れさせることはできないようになるのであ

ります。

それは、すべての被造物は、まったく御手の中にあるのですから、みこころによらない

では、揺るぐことも動くこともできないからであります。」

使徒信条 5「全能の父なる神を信ず」

「全能の父なる神」

１．神―-全能･全知・遍在

神が「全能」でいらっしゃるということは、神には善も悪もなんでもおできになるとい

う意味ではありません。正しくは、神はご自分がお望みになることは、なんでもおできに
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なるということです。神は知ろうと望むことのすべてを知る「全知」のお方であり、ご自

分が存在しようとされるならば、アンドロメダの彼方にもあなたの隣席にも同時に存在す

ることができる「遍在」のお方なのです。神は、時間も空間も超越して、いずこにもいら

っしゃることができるのです。

詩人ダビデは、神が、自分についてすべてをお見通しで、どこにも逃げ隠れすることが

できないことを実感して歌いました。「主よ。あなたは私を探り、私を知っておられます。

あなたこそは私のすわるのも、立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られま

す。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。こ

とばが私の舌にのぼる前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。

あなたは前からうしろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識

は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて、及びもつきません。私はあなたの御

霊から離れて、どこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れて、どこへのがれましょう。」

このあと詩人は心の思い、ことば、行動のすべてをお見通しの神が恐ろしくなって、逃

げ出そうとします。若い日からの罪の記憶が心を責めたからでしょう。しかし、やがて詩

人は悟ります。神からは決して逃げおおせず隠れおおせない、と。そしてこの全能・全知・

遍在の神こそ、私を母の胎で造ってくださり、今日までの苦難に満ちた人生のなかで見守

ってくださったお方なのだとわかってくるのです。

「それはあなたが私の内臓を造り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は

感謝します。あなたは私に、奇しいことをなさって恐ろしいほどです。私のたましいは、

それをよく知っています。私がひそかに造られ、地の深い所で仕組まれたとき、私の骨組

みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物に

すべてが、書きしるされました。私のために作られた日々が、しかも、その一日もないう

ちに。」

そして、詩人はむしろ、自分の歩んできた傷だらけの道を洗いざらい、全能・全知・遍

在の神に知っていただこう。そして人生をとこしえまでも導いていただこうと決心します。

人間は限られた知識とかぎられた力しか持っておらず、時間と空間に束縛された弱弱しい

者です。この世のことでさえ、十分に知ることも治めることもできません。まして、死後

の永遠のことなどどうにもなりません。けれども、全能・全知･遍在の神は、この世におい

てばかりか、永遠の世のこともご存知であり、すべてを導いてくださるでしょう。ここに

至ってダビデは祈ります。

「神よ。私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってくださ

い。私のうちに傷のついた道があるか、ないかを見て、私をとこしえの道に導いてくださ

い。」

全能･全知･遍在の神に自分の人生を委ねきれるとはなんと幸いなことでしょう。（以上、

詩篇１３９篇から）
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２．父なる神

「父なる神」ということばは、一つには、永遠から永遠に御子イエスの父でいらっしゃ

るということを意味しています。イエス様は十字架にかかられる前夜、父に向かって祈ら

れました。「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、ごいっしょにいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。」（ヨハネ 17:5）光も

天も地も造られる前から、永遠の昔から、神は御子との聖霊にある交わりをもっていらっ

しゃるのです。

この神を、被造物にすぎない私たちがどうして心の底からの慕わしさをもって「おとう

さま！」と呼ぶことができるようになったのでしょう。私たちが神を｢おとうさま｣と呼ん

でよいのだよとはっきり大胆に教えてくださったのは主イエスです。旧約時代には、神様

の呼び方として最も一般的だったのは、｢主｣ということでした。もちろん新約時代でも、

神を「主」とお呼びしてよいのですが、新約的な神への呼びかけの特徴は、｢アバ父よ｣「お

とうさま」なのです。

「主よ」とお呼びする時、私たちは自分は神のしもべなのだという立場を意識していま

す。万物の主権者の前で、私はしもべです。けれども、｢父よ｣「おとうさん」という呼び

名で呼ぶとき、私たちは自分は神の子どもなのだということを意識します。神は、芸術家

としての作品に対する愛だけでなく、親としての子に対する愛をもって、私たちを取り扱

ってくださるのです。「この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた者には、神の

子どもとされる特権をお与えになった。」とあるとおりです。

新約の時代に、なぜ信徒は神様のことを｢お父さん｣と呼ぶことが可能になったのでしょ

うか。それは、まず神様の実子であるイエス様が、人となって私たちの兄弟となって、私

たちに神の子どもとしての立場をくださったからにほかなりません。そして、私たちが実

際に神のことを、内側からあふれる慕わしい思いを持って｢お父さん｣と呼ぶことができる

ために、イエス様は私たちにご自分の霊を与えてくださいました。私たちはその御霊によ

って、愛と畏敬に満ちて｢お父さん」と祈ることができるようになったのです。

「神の御霊に導かれる人は、だれでも神の子どもです。あなたがたは、人を再び恐怖に

陥れるような、奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私

たちは御霊によって、『アバ、父。』と呼びます。」（ローマ 8:14-15）
旧約時代の聖徒たちは、たとえあの偉大な預言者モーセであっても、神さまに対しては

しもべでした。燃える柴の個所でモーセはおののきながら、主の御前にひれ伏しています。

主がシナイ山にご臨在を現された時、黒雲に稲妻にかみなりが鳴り響いて、人々は震え上

がったのです。旧約的な信仰の基本は、聖なる主に対する恐れでした。たしかに、新約の

時代にあっても、神様に対してなれなれしくなってはいけません。畏敬があってしかるべ

きです。しかし、神様を恐怖の対象ではなくなったのです。

私たちはモーセや偉大な聖徒たちと比べようもないほど小さな者ですけれども、時満ち
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て神の御子が私たち神の家族の長子となってくださったことによって、神に対して愛と慕

わしさをともなって従うことができるようになったのです。

「放蕩息子のたとえ」の中で、父は豚の糞尿にまみれやせ細った息子が帰ってくるのを

いち早く見つけると、駆け寄って抱きしめ接吻してやみません。息子が「もう私は、あな

たの子と呼ばれる資格はありません。雇い人のひとりにしてください。」と言おうとすると、

父は最後まで言わせず、彼に息子の証である指輪をはめました。神は、あなたのことを雇

っているのではありません。神は、あなたの父ですから、あなたを我が子として慈しんで

くださるのです。あなたが何ができるかできないかでなく、あなたの存在そのものを喜ん

でいてくださるのです。

てんのちちうえさま

てんのちちうえさまと

とのふるなり

八木重吉

使徒信条６「われはその独り子、われらの主イエス･キリストを信ず」

われらの主イエス

１．われらの主

使徒信条の第一段で「天地の造り主、全能の父なる神」に対する信仰を告白しますが、

次に私たちはイエスをも「われらの主」とお呼びするのです。「主」とは、主権者つまり神

ということです。父なる神が神であられるのと等しく、御子イエスもまた神であると信じ

るのがキリスト教信仰です。

世の人々はナザレ村のイエスについていろいろな評判を立てました。ある人々はナザレ

のイエスはバプテスマのヨハネの再来だといい、ある人は預言者の再来だと噂しました。

イエスは弟子たちに問われました。「では、あなたがたは、わたしをだれだと言いますか。」

するとシモンが答えました。「あなたは、生ける神の御子キリストです。」イエスはおっし

ゃいました。「ではわたしもあなたに言います。あなたはペテロです。わたしはこの岩の上

にわたしの教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。」（マタイ 16:15－18
参照）教会は、この信仰告白の上に建つのです。

サタンは「イエスは主である」という教会の土台を壊してしまおうと画策してきました。

たとえば、18世紀、合理主義的な聖書学者たちが登場して、イエスは単なる道徳の先生、

宗教家であったと主張しました。こういう自由主義神学の流れに棹差して、J.G.メイチェン

という神学者は断言します。「キリスト教信仰とは、『イエスが神を信じたように、我々も
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神を信じる』という宗教ではなく、『イエスが神である』と信じる宗教なのである。」と。

ある者は「イエスは革命家である」と言い、ある者は「イエスはスーパースターだ」と

言います。あなたはナザレのイエスは誰だというのでしょうか？二千年前にパレスチナの

ベツレヘムの馬屋に生まれ、大工の家に育ち、貧しさや生きる悩みをなめ、三十歳にして

伝道生涯にはいり、およそ三年間、友なき者の友となって心砕き、福音宣教に励み、最後

にはねたみを受けてはりつけにされた十字架で「父よかれらをゆるしてください」と祈ら

れたあの方。三日目に死人のなかからよみがえって、そのからだを示されたあのお方こそ

わが主である、わが神であると私は信じます。「我はその一人子、我らの主イエス･キリス

トを信ず。」

２．イエスが神であるという証言

福音書には、イエスが神であるという証言がたくさんあります。第一はユダヤ人の証言

です。受験名人を受験の神様、野球名人を大魔神と呼んで神社まで造ってしまう日本人で

はなく、神は唯一であるという信仰に命を賭けるユダヤ人が、イエスは神だと告白したの

ですから、これは異常事態です。復活のイエスが二度目に弟子たちに現れたとき、懐疑主

義のユダヤ人トマスは告白しました。「私の主。私の神。」と。

第二に、イエスご自身が、ご自分は神にひとしい存在であると自覚していました。もし

ユダヤ人であるイエスがただの道徳の教師だったら、トマスの告白を聞いたとたん「とん

でもない。わたしはただの人間です。わたしを神などと呼んではいけない。」と言ったはず

です。けれども、イエスは「あなたはわたしを見たから信じたのですか。見ずに信じる者

は幸いです。」（ヨハネ 21:28､29）とおっしゃったのです。

また、イエスは自分が、天地万物の創造以前から父なる神とともに永遠から存在しておられ

たと、天の父に向かう祈りの中でおっしゃっています。「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、ごいっしょにいて持っていましたあの栄光で輝か

せてください。」（ヨハネ 17:5）
イエスは、ご自分が罪を赦す権威をもつことを自覚していました。ある日、イエスは中風の

男に向かって言いました。「子よ。あなたの罪は赦された。」すると、そこに同席した律法学者

たちがつぶやきました。「この人は、なぜ、あんなことを言うのか。神をけがしているのだ。神

おひとりのほか、だれが罪をゆるすことができよう。」

Aさんが Bさんに対して罪を犯したとき、Aさんに対して「あなたの罪を赦してあげよ

う」ということが出来る人間は、Bさんのほかいません。ところがもし、そこに Cさんが

やってきて、Aさんにむかって「あなたの罪を赦してあげよう」といったら、Bさんは「あ

なたは関係ないでしょう。神以外になんでそんなことが言えるのですか。」というでしょう。

ところがイエスは、人に罪の赦しを宣告なさいました。イエスはご自分が神であるという

ことを、自覚していました。
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第三に、イエスの神性は、行なわれた数々の奇跡が証しています。あるとき、イエスは

ほえたけるガリラヤ湖の嵐に対して｢黙れ。静まれ。｣とお命じになると、嵐はやんでしま

いました。弟子たちは「風や湖までが言うことを聞くとはこの方はいったいどういうお方

なのだろう」と恐ろしくなりました(マルコ 4:39－41)。自然法則さえも支配する権威がある

お方といえば、自然法則を造りかつ維持している創造主以外にはありません。イエスは無

から万物を呼び出された神なのです。

３．イエス――罪からの救い主

そもそも、イエスという名は、父なる神がつけた名でした。いい名づけのマリヤが妊娠

したと知って悩んでいたヨセフに、御使いが告げました。「マリヤは男の子を産みます。そ

の名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。」

（マタイ 1:21）
イエスという名はヘブル語ヨシュアのギリシャ風の発音です。当時のイスラエル社会の

なかではポピュラーな名で、新約聖書のなかにも他に二人出てきます。捜してみてくださ

い。モーセの後継者ヨシュアが、高潔で勇敢な信仰者でしたから、親たちが我が子もあや

かりたいということで人気の名だったのでしょう。今日でもクリスチャンホームの子ども

には、ヨシヤ君（義也君、義哉君、善也君､治哉君）という名前の子どもが多いのですが、

ヨシヤ君とは、なんと畏れ多くもイエス君という意味です！

ヘブル風には｢ヨシュア｣、ギリシャ風には「イエス」、英語風には「ジーザス」と発音す

る名は、｢主は救い｣という意味です。｢いと高き神の御子にいませど 世を救うゆえにイエ

スとは呼びぬ｣と讃美歌で歌うとおりです。父なる神は、地上に御子を派遣なさるにあたっ

て、人の名前のなかで一番適当なものとして｢イエス｣という名を選ばれました。それは、

御子が救い主としてこの世に遣わされたからにほかなりません。

ペテロはイエスの御名にのみ救いがあると断言します。「この方以外には、だれによって

も救いはありません。世界中でこの御名のほかには、私たちが救われるべき名としては、

どのような名も、人間に与えられていないからです。」（使徒 4:12）ナザレのイエスは唯一

の救い主であり、ほかに救い主はいません。シャカの名も、阿弥陀仏の名も、大日如来の

名も、プラトンの名も、マホメットの名も、決して人を救いません。ただ、イエスの御名

だけが救いです。排他的な主張でしょうか。しかし、これは事実なのです。

いったい、なぜイエスだけが救い主だと断言できるのでしょうか。人間が造った諸宗教

は、貧困からの救い、病気からの救い、ストレスからの救いなどを提供すると言います。

けれども、誰が、聖なる神の前で私たちを罪から救えるでしょうか。ただ、神と等しい権

威を持たれる神の御子イエス、十字架にかかって自ら私たちの罪を背負い、よみがえられ

たお方のみが、私たちを罪から救うことのできる神なのです。「この方こそ、ご自分の民を

その罪から救ってくださるお方です。」(マタイ 1:21)



19

使徒信条７『我らの主イエス･キリスト』

キリスト――預言者･祭司･王

１．キリスト＝油注がれた者

人間は本来、「神のかたち」として創造されました。神のかたちとは、「真の知識」と「義」

と「聖」であり（エペソ 4:24、コロサイ 3:10）、人はこの特性をもって神の栄光を現すべき

でした。ところが、アダムは人類の代表として罪を犯し「神のかたち」を損なったので、

もはや人は神の栄光を現せなくなってしまいました。

そこで、神の御子がアダム以来の罪の影響を受けていない本来の「神のかたち」である

真の人となり、十字架にいたる御父への完全な服従の生涯をまっとうなさいました。

キリストとは「油を注がれた者」という意味です。旧約時代、預言者・祭司・王の任職

のとき油を注ぐ儀式がありました。油は聖霊の象徴です。イエスは、バプテスマのとき聖

霊を受けて、キリストとして預言者・祭司・王の職務に就かれたのです。そして、真の知

識をもって預言職を、聖をもって祭司職を、義をもって王職を遂行されました。

２．預言職

預言職とは、神のことばを知り伝える職務です。預言者モーセは自分に匹敵する預言者

が登場すると言いました（申命 18:15）。モーセに匹敵する預言者とは誰でしょうか？諸々

の預言者たちは、イスラエルの民に、「モーセの律法に立ち返れ」と警告しましたが、モー

セの律法を超えたことは語りませんでした。

ところが、イエスはこう言われました。「昔の人々に、『人を殺してはならない。人を殺

す者はさばきを受けなければならない。』と言われたのを、あなたがたは聞いています。し

かし、わたしはあなたがたに言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、だれでもさばき

を受けなければなりません。（後略）」（マタイ 5:21－22）
イエスは、モーセに勝る権威をもって弟子たちを教えられたのです。モーセに勝る預言

者。それはイエスです。

イエスは父なる神のふところにいますひとり子ですから、神について真の知識を持って

おられます。イエスは、そのことばと生き方をもって、神がどのようなお方であり、神の

みこころはなにかを教えてくださいました。「いまだかつて神を見た者はいない。父のふと

ころにおられるひとり子の神が、神を説き明かされたのである。」（ヨハネ 1:18）
また、天の御座に着座されてからは、教会にみことばの教師たちを立てて、神のことば

を教えてくださっているのです「こうして、キリストご自身が、ある人を使徒、ある人を

預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師として、お立てになったのです。」（エペ

ソ 4:11）
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３．祭司職

聖なる祭司は民のためにとりなし祈り、民に代わって牛や羊などのいけにえをささげて、

罪の贖いをしました。罪を犯した人に対する呪いが、いけにえに下されたのです。けれど

も、何度牛や羊のいけにえを捧げても、人々はこれで本当に罪が赦されたという平安は得

られませんでした(ヘブル 1０:3，4)。
新約の時代になり、神の御子イエスが、地上に来られて、祭司の聖なる務めを果たされ

ました。イエスは、自分自身をまことの小羊として捧げてくださいました。

「また、やぎと子牛との血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度、まこと

の聖所にはいり、永遠の贖いを成し遂げられたのです。」（ヘブル 9:12－14）
さらに、イエスはよみがえり天に着座されてからも、私たちのために父なる神にとりな

し祈っていてくださるのです。

「もしだれかが罪を犯したなら、私たちには、御父の御前で弁護してくださる方があり

ます。それは、義なるイエス･キリストです。」（第一ヨハネ 2:1ｂ）

４．王職

王の務めとは、義をもって民を統治し、また敵と戦って民を守ることです。イエスが伝

道生活を始められた時、多くの人々はイエスをローマの圧政を打ち倒し祖国イスラエルの

栄光を復興させる軍事的な王だと誤解していました。弟子たちでさえ、かなり後までイエ

スがこの世の王となると思っていたほどです。

けれども、イエスはピラトから尋問を受けた時、ご自分がこの世の王ではなく、真理の

国の王であるとおっしゃいました（ヨハネ 18:37）。イエスは真理の国の王として、偽りの

王サタンと戦いました。イエスは、ゴルゴタの丘というサタンとの戦場に赴くにあたって、

王の装束をまといます。

「それでイエスは、いばらの冠と紫色の着物を着けて、出て来られた。するとピラトは

彼らに『さあ、この人です。』と言った。」（ヨハネ 19:5）
茨の冠、紫の着物、葦の棒の王勺。なんと弱弱しい姿の王でしょう。しかし、実は、嘲

られ、つばを吐きかけられ､激しく鞭打たれ、その辱めと激痛を忍ばれたイエスこそ、私た

ちの王の王、主の主です。人類の敵サタンに打ち勝ち給う王の王、主の主です。

最初のアダムが善悪の知識の木から取って食べて以来、人の罪の根にあるものは傲慢で

あり、頑ななプライドです。サタンによって「あなたがたは神のようになれる」と唆され

て人は、あの木の実を食べ傲慢と虚栄心の虜になりました。人は時に辱められるくらいで

あれば、死をさえ選ぶものです。それだけに、侮辱を静かに忍ぶということは、人にとっ

て耐えがたい苦しみです。

しかし、主イエスは、第二のアダムつまり人類の代表として、その侮辱をあえて忍ばれ

ました。その苦しみによって私たちの傲慢という罪の根を断ち切るためでした。
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王であるイエスは、呪いの十字架でいのちを捨ててくださいました。ご自分の死によっ

て、死という人類最後の敵を滅ぼしてしまわれたのです。そして、死に対して勝利を収め

て復活した後、父なる神の右の座に着座されました。「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。」とおっしゃったとおりです。そうして､今、主イ

エスは王として鉄の杖をもって歴史を統治し(黙示 12:5)、後の日に、再臨なさって、王とし

て世界を審かれるのです。

使徒信条８、マルコ 15：1－15
「ポンテオ・ピラトの下に苦しみを受け」

１．歴史の事実である十字架

「ピラトは、積極的にイエスを処刑したわけではないのに、なぜ使徒信条は『ポンテオ・

ピラトの下に苦しみを受け』とわざわざ言うのでしょう。

第一に、主イエスが現実の歴史の中に人となって来られ、十字架で罪の贖いを成し遂げ

たことを明らかにするためです。当時グノーシス主義という異端が、キリストは霊として

来たといい、受肉を否定していたからです。イエスはギリシャ神話中のゼウスや、浄土仏

教の阿弥陀仏のような架空のヒーローではなく、歴史の中に来られた実在の救い主なので

す。それが紀元 26年から 36年までパレスチナを治めた総督ピラトの名で確認されている

のです。

２．キリストと国家権力

さらに聖書全体を読みますと、「ポンテオ・ピラトの下に苦しみを受け」ということばは、

キリストと国家権力の問題性を示していることがわかります。

イエスは、伝道生活の中で、ご自分がこの世の権力者に捕らえられ、殺されると三度予

告なさっています（マルコ 10:33）。
さらに、『使徒の働き』は、メシヤ詩篇である第二篇を引用して、世俗の権力者たちが結

託してイエスに敵対したことは、神のご計画なのだと語っています（使徒 4:25 －28）。黙

示録 12章は、キリストに敵対するローマ帝国の背後には竜サタンがいたと告げています。

（黙示録 12:4）
イエスは復活なさった後、多くの弟子たちに現れて世界宣教命令をお与えになり、天に

戻り、教会に聖霊を注ぎます。教会が宣教を始めたとき、教会を迫害したのは、やはり、

世の権力者たちでした。まずユダヤ当局が迫害しました。ついで、1世紀後半になり、急速



22

にキリスト者の数が増えてくると、今度はローマ帝国当局による教会への迫害が起こりま

す。有名なのは皇帝ネロによる迫害でしょう。彼は自らローマの都に火を放っておいて、

その罪をキリスト教徒に着せて、多くのキリスト教徒を処刑します。さらに、彼の後も、

デキウス帝、ドミティアヌス帝といった皇帝たちによる迫害が続きます。なぜ皇帝たちは

キリスト教徒を迫害したのでしょうか？キリスト教徒が皇帝礼拝を拒否したからです。

その迫害の中でキリスト教徒は爆発的にふえて行きます。そして、313年にコンスタンテ

ィヌス皇帝によってミラノ勅令が発せられてキリスト教はようやく公認されます。キリス

ト教会はこれで一安心したのです。

ところが、その後のヨーロッパの歴史を見ますと、今度は、ローマ皇帝や、帝国滅亡後

のヨーロッパの国王たちは、キリスト教を国民を統治するための手段として利用するよう

になります。

キリスト教会と国家の歴史にかんする教訓を簡単にまとめると、次のようになります。

国家は、教会が小さい時代にはこれを無視しています。しかし、教会が成長し影響力が出

てくると、国家は教会を迫害する傾向があります。キリスト者が国家を神としてあがめよ

うとしないからです。しかし、さらに教会が大きくなり社会的影響力が強くなると、今度

は国家権力はキリスト教を利用して国民をまとめようと企てます。もし教会が、それに安

易に同調すると、キリスト教は御用宗教に成り下がってしまいます。

ですから、教会としては、国家ではなくキリストのみが、教会のかしらであることを常

に決して見失わないようにしなければなりません。

３．キリスト教会と国家権力

では、聖書は国家についてどう教えているでしょうか。簡潔に、二つのことをお話して

おきます。

第一は、国家の権威は、本来、世俗社会が無秩序になってしまわないために、神が用い

る「神のしもべ」ですから、キリスト者である私たちは、王や総督、総理大臣や裁判官な

どに敬意を払い、従いなさいということです（ローマ 13:1―７、Ⅰペテロ：13,14）。
第二は、国家は「神のしもべ」ですから尊ぶべきですが、神ではないので、国家を神格

化してはいけないということです。言い換えると、国家が私たちの信仰のことがらに口出

しすることには、従ってはいけないということです。

国家はえてして、宗教を利用して国民を治めようとします。明治以降の国家神道政策は

その典型でした。政府は、現人神天皇を頂点とする国家神道によって、国民を総動員して

富国強兵政策を進めました。天皇のための戦死者を神々として祀る靖国神社は、国家神道

の中核でした。多くの兵士たちが、「死んだら靖国で会おう」ということばを合言葉に戦場

に死にました。

国家は天皇を神格化し、国民の信仰まで支配しようとしました。かつて朝鮮半島をはじ
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め日本軍が侵略した国々には、多くの神社が建てられ、神社参拝が強制されました。教会

の礼拝のなかで皇居遥拝を強制し、君が代斉唱を求めました。朝鮮半島では 2000人のクリ

スチャンが投獄され、200人の牧師たちが殉教しました。

結び

今日、国家主義化しつつある日本はどうでしょうか。私たちは目を覚まして、祭司とし

て祈り、預言者として警告し、王として勇気をもって行動しなければなりません。

主イエス・キリストは「ポンテオ・ピラトの下に」苦しみを受けられました。ですから、

キリストのからだである教会が、キリストに忠実であろうとすれば、国家権力があやまち

を犯しているときには、彼らから苦しみに遭わされることも覚悟する必要があります。し

かし、主イエスがその苦しみを通して、人類を救済し、神の栄光を現わされたように、私

たちもその苦しみを通して、神様のご栄光を現わすことになります。

国家の権力者がサタンの影響を受けるとき、国家は国家宗教を創設し軍国主義化してい

くということを歴史の中で繰り返してきました。私たちはキリスト者として、神の道具で

ある国家に対しては一定の敬意を払うべきです。しかし、また同時に、キリスト者として、

この国が滅亡に向かって暴走せぬようにとりなし祈り、警告を発する責任もあります。

使徒パウロは言いました。

「あなたがたは、キリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのため

の苦しみをも賜ったのです。」ピリピ１：２９

使徒信条９ 十字架につけられ

１．十字架の死であったわけ

人の死に方にもいろいろありますが、主イエスの死はどうして十字架刑の死でなければ

ならなかったのでしょうか。

世に聖人と言われる人たちの死を思い返してみると、主イエスほどむごたらしい死を遂

げた例はほかにありません。シャカは、弟子たちが周囲に集まって泣き悲しむなか説教を

垂れてから静かに死を迎えたそうです。哲学者ソクラテスは、不当な裁判で死刑に定めら

れた点では主イエスに似ていますが、その方法は自ら毒杯を仰ぐという方法で、従容とし

て死に臨みます。

主イエスの死はむごたらしく不名誉なものでした。まず愛弟子によって売り渡され、他

の弟子たちにも見捨てられてしまった点で惨めです。さらに、ローマ兵による残酷な鞭打
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ちで背中の皮も肉も裂けるほどの激痛を味わわされ、その上、目隠しをされて嘲られ、殴

りつけられ、つばまで吐きかけられ、公衆の面前で着物を剥ぎ取られ、いっさいの人とし

ての尊厳を無視されました。その挙句、主イエスは十字架に手足を釘付けにされ、野次と

怒号の中で処刑されたのです。

そして、なによりも悲惨なことは、主イエスは最期のときに十字架の上で「エリ、エリ、

レマ、サバクタニ わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか。」と叫

ばれたことです。これほど惨めな死がほかにありえるでしょうか。

弟子たちに捨てられ、最小限の尊厳も奪い去られ、耐えがたい肉体と精神の激痛にさい

なまれ、そして、これまで懸命に自ら説いてきた愛の神に見捨てられてしまったという絶

望の叫びを上げて、主イエスは死んでいかれたのです。

このように、主イエスの死は、己の信念に殉じた聖人たちのような格好よい死とは、ま

ったく異質の死でした。また、主イエスの死は、ローマ帝国のコロセウムで神を賛美しな

がら死んでいった殉教者たちの輝かしい死とも異質の死です。主イエスの死は絶望の死で

あり呪われた死でした。主イエスの死が十字架刑によらなければならなかったのは、その

ためです。ガラテヤ 3章 13節に次のようにあります。「キリストは、私たちのために呪わ

れた者となって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、『木にか

けられる者はすべて呪われた者である。』と書いてあるからです。」

また、ハイデルベルク問答書は次のように言っています。

問３９ 主が十字架につけられたということは、他の死に方をなさったということよりも、

さらにほかの意味があるということでしょうか。

答 そうです。なぜなら、それによって、わたしは、主が、私の上にかかっていた呪いを、

自らの上に担ってくださったことを確信するからであります。十字架の死は、神によって

呪われたものだからであります。

２．呪いの暗闇

一説によると主イエスが十字架につけられたのは、紀元三○年四月七日午前九時。そし

て、午後三時に十字架上で死を迎えます。注意深く読むと、この六時間は、前半の三時間

と後半の三時間とで様子が異なっていることに気づきます。

前半の三時間、ゴルゴタの丘は、人々の罵声で満ちています。「おお、神殿を打ちこわし

て三日で建てる人よ。十字架から降りて来て、自分を救ってみろ。」「他人は救ったが、自

分は救えない。キリスト、イスラエルの王さま。たった今、十字架から降りてもらおうか。

われわれは、それを見たら信じるから。」（マルコ十五：２９－３２抜粋）

けれども、この前半、主イエスは辱めを受け、激痛にさいなまれていても、なお余裕が

あったように見えます。主イエスは隣の犯罪人に福音を伝え、彼に「まことに、あなたに

告げます。あなたはきょう、わたしとともにパラダイスにいます。」と約束をお与えになる
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ことさえおできになりました。

ところが正午になると、太陽は光を失い、暗闇が三時間にわたって主イエスの十字架を

包み、沈黙が支配します。暗闇と沈黙のなかに主イエスは捨て置かれます。そして三時間

が経とうとするとき、闇の底から主イエスの「エリ、エリ、レマ、サバクタニ！わが神わ

が神どうしてわたしをお見捨てになったのですか。」という絶叫が響きました。

あの暗闇は一体何を意味したのでしょうか。聖書は、しばしば暗闇を神の審きの表象と

して用いています。エジプトへの裁きとして三日間の暗闇がありました（出エジプト

10:22）。また預言者たちは終末的な審きを暗闇だと言っています「 その日は激しい怒りの

日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、やみと暗黒の日、雲と暗やみの日」（ゼパニヤ 1:15）
ゴルゴタの丘を覆ったあの暗闇は、終末的な呪いの暗闇でした。暗闇の中で主イエスは

絶望しています。イエスが「わが神、わが神！」といかに呼んでみても、神はお答えにな

りませんでした。御父は、御子を罪人の代表として呪いのうちに、見捨てたのです。

ゴルゴタの十字架につけられた御一人子をご覧になっている父なる神の痛みはいかばか

りだったでしょう。その胸は、御子へのいとおしさのあまり、張り裂けてしまわれたでし

ょう。

３．呪いと祝福の交換

御子イエスは本来、天の祝福に満ちたお方です。宗教改革者ルターは、主イエスがくだ

さった救いを｢交換｣ということばで説明しています。私たちは罪に対する呪いを主イエス

にお渡しし、そして、主イエスから祝福を受け取ったのです。呪いと祝福を交換したので

す。

なんと虫のよすぎる話でしょうか。けれど、それ以外に私たちが神の前に罪をゆるされ、

呪いを解かれる方法はなかったのです。私たちは罪を後悔しても取り返すことはできない

し、後悔しながらもさらに罪を重ねてしまう情けない存在であるからです。

しかし、不思議です。そんな私たちを神は愛してくださいました。なんとかして呪いか

ら助け出してやりたいと思ってくださいました。それで、御父の命を受けて御子イエスは

人として地上に降り、あの十字架において私たちから呪いを受け取り、私たちに祝福をく

ださいました。

この神の愛を拒んではなりません。拒んであえて滅びの道を選んではなりません。あな

たも己の罪を認め、主イエスを信じて祝福を受けてください。
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使徒信条１０

「死にて葬られ」

１．イエスの死の事実

使徒信条はなぜ「主は死なれ」といわずに、わざわざ｢死にて葬られ｣と告白するのでし

ょう？四福音書もイエスの葬りの記事を残しています。私たちが葬式をするのは、公にそ

の人の死を宣言するためです。イエスが葬られたのは、イエスの死を告げ知らせるためで

す。

復活を信じられなくてイエス仮死説を唱える人がいますが、イエスの死は歴史の事実で

す。イエスが午後三時に息を引き取られたとき、総督ピラトは驚きました（マルコ 15:44）。
通常、十字架に六時間ほどかけられただけで人が死ぬことは珍しかったからです。けれど

も、イエスが受けた苦しみは、ただの十字架刑の苦しみではなく、神の全ての罪人に対す

るゲヘナの呪いが凝縮された苦しみでした。死がすみやかに訪れたのは当然のことでした。

しかし、総督の下問を受けて、死の事実を確かめるために、兵士がイエスのわき腹を一

突きにします。「すると、ただちに血と水が出て来」ました（ヨハネ 19:34）。ふつう死体

の場合、心臓は血を送り出していませんから、血が噴き出ることはありません。ある医学

者は研究の結果､イエスは心臓が破裂して死んだのだと診断しています。心臓が破裂し、血

液が赤血球と無色透明の血漿に分離して胸腔の中にたまっておりましたところを槍で突い

たために、血と水が流れ出たと見えたのです。

心筋梗塞の発作を体験した知人が「分厚い鉄板で胸を前後から押しつぶされるような、

苦しさでした。」と話していたのを聞いたことがあります。けれども、それも譬えにすぎま

せん。また、私たちは「胸が潰れるような悲しみ」というような表現をしますが、それも

譬えにすぎません。しかし、イエスは実際に心臓が破裂してしまったのです。イエスが背

負われた悲しみは、いったいどれほどのものだったのでしょう。「わが神、わが神、どうし

てわたしをお見捨てになったのですか。」という悲嘆で、主の心臓は文字通り押し潰されて

しまったのです。

イエス仮死説は実にばかげた主張です。心臓が破裂した人がどうして生きていられるで

しょう。イエスの死はまぎれもない事実でした。

２．主とともに死ぬ

『ハイデルベルク信仰問答』の第四三問答４３には、次のようにあります。

問 キリストの十字架の犠牲と死とから、さらに、どのような益が得られるのですか。

答 そのみ力によって、われわれの古き人は、主とともに、十字架につけられ、殺され、

葬られて、肉の悪い欲は、もはやわれわれのうちに、支配することなく、われわれは、自
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分自身を、感謝のしるしとして、主にささげるようになるのであります。

イエスの十字架の死と葬りという出来事を、御霊に導かれて正しく理解するならば、私

たちの生き方そのものが変わるというのです。イエスを葬ったアリマタヤのヨセフをその

実例として見てみましょう。

ヨセフは、相当の資産家で最高議会の有力議員でした。彼はイエスを信じていましたが、

ユダヤ人を恐れ、富や社会的地位を失うことを懸念して、その信仰を隠していました(ヨハ

ネ 19:38)。
数日前イエスは、ついに都エルサレムに入城し、エルサレム神殿に寄生する商売人たち

を追い散らして、神殿礼拝を管理する祭司連の欺瞞を非難しました。また、律法学者たち

をことごとく論破し、宗教権力者たちの面目を潰してしまいました。ヨセフはイエスの大

胆さに、ハラハラしていたにちがいありません。

果たして、過越し祭の小羊がほふられる日の深夜、最高議会の緊急招集がかけられまし

た。イエスを殺すための裁判ですから、文字どおりの暗黒裁判です。当然、有力議員であ

るヨセフも招集されたはずです。マルコ伝は法廷は「全会一致で」イエスを死刑に定めた

と記しています(マルコ 14：64)。ところが、ルカ伝は、ヨセフは「議員たちの計画や行動

には同意しなかった」という微妙な表現でことがらを記録しています（ルカ 23:51）。ヨセ

フは同意しなかったのだけれども、明確に反対を表明することができなかったので、法廷

としては｢全会一致で｣イエスを死刑に定めたということになってしまったのでしょう。ヨ

セフは、臆病さから、心ならずもイエス死刑という判決に加えられてしまったのです。

次いで最高議会は、総督ピラトから無理やりイエスの死刑判決を取り付けます。ピラト

はユダヤ人のごきげんを取るためイエスに鞭打ちを課します。イエスは血まみれの背に重

い十字架を背負い、黙々とドロローサの石畳を進んで行かれます。そして、ゴルゴタで十

字架に磔にされてしまいます。十字架の下の人々はイエスを口汚く罵りました。しかし、

イエスは罵り返さず、かえって、傍らの罪人に天国の約束を与えました。正午になると、

にわかに闇があたりを覆い尽くし、午後三時、イエスは闇の底から｢エリ、エリ、レマ、サ

バクタニ｣と叫び、｢父よ。わが霊を御手に委ねます。｣とおっしゃって果ててしまわれたの

でした。

アリマタヤのヨセフは、ことの次第をつぶさに見ていました。十字架のイエスを見つめ

ているうちに、ヨセフの胸のうちに勃然とイエスへの信仰と愛がよみがえってきたのです。

「私はイエス様を裏切ってしまいました。でも、イエス様は神の御子として『父よ。彼ら

をゆるしてください。』と、この私をも赦してくださるのですか。・・・私も主の愛にお答

えしたい！」そこで、ヨセフは思い切って総督ピラトに申し出ます。「イエス様の亡骸を私

に引き取らせ、私に葬らせてください。」

この行動は、ヨセフの公然たる信仰告白でした。彼は最高議会の敵を引き取り、その上、

自家用の墓に迎えたのです。ヨセフは世に対して死にました。富も社会的地位も、ヨセフ
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にとっては、もはやちりあくたに過ぎません。彼の古い人はキリストとともに十字架につ

けられて死にました。ヨセフの人生は、彼のために命を捨ててくださった神の御子イエス

を信じる信仰によるものと変えられました。

「私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キ

リストが私のうちに生きておられるのです。いま私が肉にあって生きているのは、私を愛

し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。」（ガラ

テヤ 2:20）。

使徒信条１２「三日目に死人のうちよりよみがえり」

復活

１．空虚な墓

「イエス様は十字架にかけられて死んでしまいました。けれども、やがて弟子たちの心

の中に愛に満ちたイエス様の思い出がよみがえりました。そこで彼らは、イエスの教えを

世界に広め始めたのです。」ある子どもむき偉人伝『イエス・キリスト』は、こんなふうに

結ばれていました。そこでいう復活とは、弟子たちの主観的な回想にすぎません。

けれども、イエスの復活とは時間と空間のなかに起こった客観的事実であって、主観的

な思い出ではありません。復活が単なるイエスの思い出にすぎないならば、当然、墓には

イエスの亡骸があったはずです。ところが、イエスの死から数えて三日目の早朝、女たち

が出かけると、墓はもぬけの空でした。

イエスのからだはどこに行ったのでしょうか。ユダヤ当局は、イエスの弟子たちがその

死体を盗んだと主張しました。もしそうだとすると、イエスの弟子たちは、復活などなか

ったことを誰よりもよく知っていたことになります。ところが、弟子たちは「イエスはよ

みがえった」と伝道を始め、その伝道ゆえに迫害され殉教していくのです。誰がばかげた

嘘をついて、わざわざ命を捨てるでしょうか。ありえないことです。

では、ユダヤ当局がイエスの死体を隠したのでしょうか。だとしたらイエスの弟子たち

が「イエスは復活した」と宣伝したとき、当局は「イエスの死体ならここにあるぞ。」と、

群衆の前に死体を持ち出したにちがいありません。そうすれば当局が望んだとおり、初代

教会はすぐに消滅したでしょう。しかし、ユダヤ当局はイエスの死体を持っていませんで

したから、そうできませんでした。

では、イエスの死体はどうなったのでしょう。イエスは事実よみがえったのです。しか

も霊だけでなく、からだをともなってよみがえったのです。霊だけなら亡骸は墓に残って

いたはずです。弟子たちもイエスが現れたとき、幽霊だと思いましたが、イエスは腕まく
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りし、着物の裾をたくし上げてすねを見せ、その上、焼き魚まで食べて見せて、ご自分の

復活は、霊だけでなく、からだをも伴ったものであることを示されました。

イエスの復活は主観的な夢や回想でなく、客観的事実です。神が人となられたことも奇

跡による事実ですが、イエスの復活もまた私たちが住むこの時間と空間の中に起こされた

神の奇跡です。私たちの救いはイエス・キリストの十字架の死と復活という歴史上の事実

に基づいています。

２．キリストの復活の意義

では、イエスの復活という事実はわたしたちにとってどういう意義があるのでしょうか。

第一にイエスの復活は、わたしたちが神様の前に義とされ罪赦されたことの保証です。

「また私たちのためです。すなわち、私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた

方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは、私たちの罪のため

に死に渡され、私たちが義と認められるために、よみがえられたからです。ですから、信

仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス･キリストによって、神との平和を

持っています。」（ローマ 4:24－5:1）
もし私がなにか罪を犯して実刑判決を受けて服役して刑務所に収監されたとすると、私

が収監されている間は「あの人の罪はまだ償われてない」といわれるでしょう。けれども、

刑期満了して出所すれば「罪の償いは終わった」ことが明らかになります。

イエスは私たちの罪のために死んでしまわれましたが、罪の償いを果たし終えたのでよ

みがえられたのです。ですから、死んでよみがえられたイエスを信じる私たちは自分の罪

の償いが終わったという保証をいただいているのです。

（２）私たちの復活の保証

イエスの復活は私たち自身の、後の日の復活の保証です。イエスの復活は私たちの復活

の初穂なのです。

「しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。

というのは、死がひとりの人を通して来たように、死者の復活もひとりの人を通して来た

からです。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによって

すべての人が生かされるからです。しかし、おのおのにその順番があります。まず初穂で

あるキリスト、次にキリストの再臨のときキリストに属している者です。」（第一コリント

15:20－23）
キリストが私たちにくださった救いとは、肉体は滅びるが、霊魂は生きていて天国に行

くという中途半端なものではありません。キリストの復活が成る前の旧約時代の聖徒たち

は、死後についての望みが曖昧でした。彼らにとっては死後、よみ（シェオル）は薄暗が

りのような印象があったようです。たとえば、詩篇６：５には次のようにあります。「死に
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あっては、あなたを覚えることはありません。よみにあっては、だれが、あなたをほめた

たえるでしょう。」

けれども、キリストは死者の中からよみがえられて、死後について素晴らしい祝福を用

意してくださいました。キリストがくださった救いとは霊魂だけの救いにとどまりません。

キリストを信じる私たちは、主イエスの再臨のときに、新しいからだを与えられて霊肉と

もに完全に祝福されてよみがえるのです。そうして、正義が支配する新しい天と新しい地

に永遠に住むことになります。キリストにある究極の救いは、霊魂だけの救いではなく、

全人的な救い､全宇宙的な救いなのです。すべてが結局は死で終わってしまうならば人生は

むなしいものですが、キリスト者の人生は新天新地につながる永遠の人生なのです。

このように、私たちは、振り返ればキリストの復活のゆえに罪赦されて、神様との平和

をすでに持っていますから、神をびくびくと恐れる必要はありません。また、未来を見る

ならば、キリストが復活されたので、新しい天と新しい地、完成した御国に復活するとい

う約束が与えられています。私たちは神との平和のうちに､永遠の希望をもって今を生きる

のです。神がキリストの復活によってくださったキリスト者の人生は、なんとすばらしい

ものではありませんか。

使徒信条１２「天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり」

王なるキリスト

１．ダビデ契約の成就

イエスは復活の後、地上にとどまって弟子たちに「神の国」について教えました。そし

て 40日目、天に昇り父なる神の右つまり、御父から全権を委ねられた座に着座されました。

イエスの昇天と着座はダビデ契約の成就でした。

ダビデは、イスラエルを平定して王宮を建てたとき、次に神殿建築を志しました。しか

し、神はそれを許さず、ダビデの子孫が神殿を建て、その王国は永遠に揺るがないと約束

なさったのです（サムエル記第二 7:12）。
ダビデ契約は約千年後、イエスによって成就します。イエスは茨の冠をかぶり葦の王勺

を持つ王として、死との戦いに赴き、十字架の死で死を滅ぼし、復活し、御父の右に着座

されました。こうしてダビデの王座は地上から天に移されました。

では、王イエスが建てた神殿とはなんでしょうか。それは新約の教会です。「あなたがた

は神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らないのですか。」（１

コリント 3:16）
では、ダビデの子イエスが建てるといった永遠の王国とはなんでしょうか。それは「神
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の国」です。「国」とは王国を意味しますから、「神の国」とは「神の王的な支配」を意味

します。世界に神のみこころがなされていくならば、そこにすでに「神の国」は始まって

いるのです。その完成は再臨を待たねばなりませんが。

２．王なるイエスのわざ

イエスは王として、世界と教会をどのように支配するのでしょう。まず、イエスは天か

ら教会に対して約束の聖霊を注ぎました。それは、地の果てまで福音を宣べ伝えさせるた

めです（使徒 1:8）。大宣教命令を受けた弟子の多くは普通の人たちでしたが、聖霊に満た

されて、この使命を果たしました。

イエスは世界の王です（エペソ 1:20‐21）が、同時に、再臨の前まではサタンがこの世

の王として振舞って｢空中の権を持つ支配者｣と呼ばれ(エペソ２：２)、イエスの支配を妨害

しています。しかし、イエスは最終的にすべてのことを働かせて、悪魔の仕業さえも利用

して、みこころを遂行します。ですから、たとえどんな苦境にあっても、キリスト者は絶

望する必要はありません。確かな希望があります。

イエスは、教会に対してはもっと直接的な意味で王です(エペソ 1：22)。ですから、教会

では、人間の都合でなく、キリストのみこころが成ることが重要です。また教会史を見る

と、サタンが国家権力者を背後で操って、教会を支配しようともくろんできました(黙示録

13章)。そのとき、教会は偽預言者になってしまいました。しかし、教会のかしらはイエス・

キリストであって、国家ではありません。キリスト者はよい国民として納税などの義務は

果たすべきですが（ローマ 13：7）、信仰の事柄については、人に従うより神に従うべきで

す(使徒 5：29)。
王なるイエスはみことばと聖霊とによって、教会を統治するために、御霊を注ぎ、みこ

とばを宣べ伝えるしもべたちをお立てになっています。「キリストご自身が、ある人を使徒、

ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師として、お立てになったのです。」

（エペソ 4:11）ですから、説教者には、人のごきげんを取るのでなく神のみことばを宣べ

伝える大使としての任務があります。また、信徒のみなさんには、牧師が大胆に正しくみ

ことばを宣べ伝えることが出来るように祈る務めがあります（エペソ 6:19－20）。
また教会は「キリストのからだ」と呼ばれます。頭とからだが生命のつながりがあって

密接に結びついているように、キリストと教会は密接に結びついています。初代教会の執

事ステパノが福音を宣べ伝えたとき、ユダヤ当局は彼を石打ちにしました。この時、ステ

パノが天を見上げるとイエスが見えました。ステパノは叫びました。「見なさい。天が開け

て、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。」(使徒 7：56)父なる神の右に着座す

るイエスが、ここでは立っておられます。イエスはステパノの危機を見て、もはや王座に

すわってはいられず立ち上がられ、手を差し伸べられたのです。

初代教会迫害の急先鋒はサウロでした。しかし、主はダマスコ門外でサウロに出現した
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時におっしゃいました。「サウロ、サウロなぜわたしを迫害するのか？」(使徒９：４）教会

に対する迫害は、イエスご自身に対する迫害です。教会が苦しむ時、主イエスご自身が苦

しんでいてくださるのです。教会が痛むとき、主イエスも痛んでおられます。

王なるイエスは、これほど親身になって教会を知っていてくださいます。そうして、私

たちのために今日もとりなし祈っていてくださるのです。なんとありがたいことでしょう

か。

私たちはこの世にあっては戦いがあります。この世が、また肉とよばれる私たちの古い

性質が、サタンが、私たちに挑んできます。しかし、王なるイエスは私たちとともに苦し

み、痛み、そして、ともに戦い、勝利を得させてくださるのです。教会は迫害の時代を超

えて、今日にいたるまで歩んできました。そうした迫害を受け非国民呼ばわりされたとき、

聖徒たちはイエスの御名のために迫害を受けるに値する者とされたことに喜び踊りながら

殉教してゆきました。

今も厳しい迫害下にあって、信仰のゆえに苦しむ諸教会があります。また、我が国でも

三年後の国民投票で政教分離条項（憲法 20条）改変が実現すれば、首相の公式参拝だけで

なく、早晩、公教育でも神社参拝が強制される日が来るでしょう。そのとき、「きさまは非

国民だ」と呼ばれ「おまえはキリスト狂徒だ」と罵られるならば、喜んで辱めを受け、主

にいのちをささげうるお互いでありたいと思います。

結び

今、イエス・キリストは王として、この世界を治めておられます。サタンが跳梁するこ

の世ですが、主は万事を働かせて益となしてくださいます。また、王なるイエスはみこと

ばをもって教会を支配します。教会は、みことばに服従し、神の国の福音を宣べ伝えて、

この世界に神のご支配が成るように自分自身をささげましょう。

｢御国が来ますように。みこころが天で行なわれるように、地でも行なわれますよう

に。｣

使徒信条１３「かしこより来たりて生ける者と死にたる者とを審きたまわん」

再臨と審き

今夜戻られたら

「主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下っ

て来られます。それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、次に、生き残っ

ている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会

うのです。」（１テサロニケ 4:16-17）
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使徒パウロは、自分がこの世に生き残っている間に主イエスが再臨されると信じて日々

生きていました。ですがパウロの時代からすでに二千年近くが経とうとしているのに、主

イエスはまだいらしてません。パウロは間違えたのでしょうか。いいえ。「思いがけない時

に来るのだから、常に用心をしていなさい。」という主イエスのことばに、パウロは忠実だ

ったのです(マタイ 24:44)。
あなたは、自分の生きている間に主の再臨を迎えるつもりで日々の生活を送っているで

しょうか。今夜、主が来られたら「よくおいでくださいました。」とお迎えできるでしょう

か。

終わりの日には、主の再臨を否定する偽教師が現われますが（2ペテロ 3:4）、再臨は創造

の事実と並んで、明確な約束です（使徒 1:11）。歴史を始めた主は、歴史の最後に決着をつ

けるために必ず戻って来られます。

再臨の前兆

主イエスは弟子の質問に答えて、再臨の前兆を話されました。世界の前兆・教会の前兆・

直前の出来事の三つに整理してみましょう。世界の前兆は、偽キリストの出現（マルコ

13:6）・民族紛争の頻発（マルコ 13:7－8）・地震と飢饉の頻発・不法の蔓延（マタイ 24:12）・
疫病の蔓延(ルカ 21:12)です。

教会に関する再臨の前兆は、国家権力による教会迫害（マルコ 13:9）・背教（マルコ

13:12）・福音が全民族に宣べ伝えられること（マルコ 13:10）です。

そして直前の前兆は「荒らす憎むべき者」「不法の人」「滅びの子」の出現です。彼は世

界の危機的状況に解決を与えるので、世界中の支持を集めますが、治世半ば自分を神と宣

言し、反対者を弾圧します（２テサロニケ 2:4）。
イエスは前兆を「産みの苦しみ」と表現しましたが、これには二つの意味があると考え

られます。一つは、出産の苦しみが、赤ちゃんが生まれた瞬間、喜びに変わるように、教

会は主の再臨の前に苦しみを経験しなければなりませんが、その苦しみ喜びに変わります。

愛と正義に満ちた主が全てを支配してくださる世が訪れるのです。

「産みの苦しみ」という表現には、もう一つ意味があると筆者は理解しています。陣痛

が寄せては返す波のように訪れつつ、徐々にその波が大きくなって、ついに出産にいたる

ように、再臨の前兆は、歴史に繰り返し現われ、ついに再臨が来ます。民族紛争･自然災

害･疫病・偽キリスト・迫害・反キリスト的権力者というしるしは、古代から近現代にいた

るまで幾度も現われました。たとえば近代ではヒトラーの背後にサタンの影が見え隠れし

ていました。彼はあの「不法の子」の型です。反キリストは、歴史上の独裁者をまとめた

ような人物でしょう。

惑わされるな

再臨を告げるとき、主イエスは繰り返し｢惑わされるな｣と警告しました（マルコ 13:5－
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6）。では、どのようにして偽キリストと本物のキリストを見分けることができるでしょう

か。答えは、単純です。主の再臨のありさまは、聖書に啓示されたとおり、天から栄光の

雲を伴って訪れるということを確信していればよいのです。

偽キリストはどのように出現するでしょう？彼は「ここにいる」「あそこにいる」という

ふうに出現します(マルコ 13:21－22)。つまり偽キリストに会いたければ、どこかの大聖堂

や会議場や後楽園での講演会に出かけたり、テレビ中継を見なければならないでしょう。

けれども、本物の再臨の主にお会いするためには、どこにも出かける必要はありません。

主イエスが、私たちが地上のどこにいてもご自分の御許へと集めてくださるからです(マル

コ 13：27、１テサロニケ 4:16－17)。これを携挙といいます。

備え

ですから心配しなければならないのは、「再臨はいつか？」ではなく、「私はイエス様に

携え挙げていただく準備ができているか？」という点です。かりに再臨の日時がわかって

いても、引き上げていただけなければ無駄な知識です。いつ再臨があるか知らなくても、

引き上げていただく備えがあれば大丈夫です。

多くの人々は主の再臨と審判を恐怖と感じるようです。それはもっともです。主が再臨

された時、地に残されたら､その後永遠の滅びが待つのみですから。しかし、主の再臨と審

判は本来、主を待ち望む者にとっては慰めです。神に背を向けた世にあって、キリストを

信じて敬虔に生きていれば、周囲から馬鹿にされたり、迫害されたり、時には命を失うこ

ともあります。けれども、主が再臨されるときは慰められるでしょう。

主イエスの再臨とさばきが慰めである二つ目の理由は、主の再臨と裁きは、正義が貫徹

されるときであるからです。この世では時には悪が正義に打ち勝ってしまったかに見える

ことがあります。しかし、最後の審判においては、この上なく公正なさばきが行われ悪は

滅びます。

主イエスの再臨とさばきが慰めとなる三つ目の理由は、その日、主イエスは私たちの罪

を赦してくださるばかりか、ご自分の御許に召して天の永遠の喜びと祝福の内に入れてく

ださるからです。私たちは、父なる神の養子とされ、主イエスを長兄とする神の家族の交

わりのうちに招かれています。

「かしこより来たりて生ける者と死にたる者とをさばきたまわん。」主の再臨と裁きを迎

えるための備えとは、心を騒がせて仕事が手につかなくなるようなことではありません。

主の来臨と審判とを慰めとして迎えるための備えとは、罪を悔い改めて、主イエスを信じ

ることです。そしてそれぞれの持ち場で、神の子どもとして愛の実りある生活をし、落ち

着いて仕事をし、敬虔に教会生活に励むことです。あなたは今夜、主が来られても喜び迎

えられますか。
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使徒信条１４「我は聖霊を信ず」

「聖霊—内住と聖化」

水草修治

三位一体における聖霊

古代教父アウグスティヌスは三位一体を神秘と呼ばず謎と呼びました。謎と神秘のちが

いとはなんでしょうか。神秘は解きようがないものですが、謎はむしろ解くべきものです。

三位一体の真理は、まず信じて受け入れ、そして解きほぐしていくとき味わい深いもので

す。

聖書は「神はただひとりである」と言い、同時に、「神は愛である」と言います。神が万

物を創造なさる前、神以外のものは何もありませんでした。ところで、真実の愛は自己愛

ではなく他者への愛です。では神以外には何も存在せず、しかも神が愛であるということ

はどういうことでしょうか。それは、神のうちに、愛する主体と愛の対象とが存在してい

たということを意味します。アウグスティヌスは、愛する者は御父であり、愛される者と

は御子であり、そして父と子を結ぶ愛は聖霊であると言います。＜神は唯一であり、かつ

愛である＞ということは、神が三位一体であるということを暗示しています。

さて、御父と御子が生ける人格神ですから、第三位である聖霊も単なる力ではなく、生

ける人格です。たしかに、聖書には「聖霊が臨まれると、あなたがたは力を受けます。」と

あり、聖霊は、油（ルカ４：１８）、水（ヨハネ７：３８，３９）、火（使徒１：３）、風（ヨ

ハネ３：８、使徒２：２）などにたとえられますが、これは聖霊がさまざまな性質を持っ

ていらっしゃることを意味する表現です。激しい人を炎のような人と呼んだり、こだわり

のない人を風のような人と呼んだりするのと同じです。火も風も人格ではありませんが、

人格が火のようであるとか、風のようであると表現されることはあります。そのように、

聖霊が油、水、火、風と表現されるのは、聖霊にはそういう多様なご性質があるからです。

また聖霊が知性と感情と意志を備えた人格であることは、次のようなみことばからもわ

かります。まず、主イエスは聖霊をご自分に代わる「もうひとりの助け主」と呼びました

（ヨハネ 14:16－17）。また聖霊はイエスのことを教えてくださる知性のあるお方です。「し

かし、助け主、すなわち、父がわたしの名によってお遣わしになる聖霊は、あなたがたに

すべてのことを教え、また、わたしがあなたがたに話したすべてのことを思い起こさせて

くださいます。（ヨハネ１４：２６）。また、「神の聖霊を悲しませてはいけません。」（エペ

ソ４：３０）とあるように聖霊は感情のあるお方です。また聖霊は意志をもって行動する

お方です（１コリント 12:11）。実際、新約の時代の爆発的な世界宣教は、聖霊の行動力の

現われです。このように、聖霊は、考え、教え、行動し、喜び、悲しむ、生ける人格でい

らっしゃるのです。

聖霊の内住
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主イエスは、約束どおり、私たちに助け主である聖霊を送ってくださいました。聖霊は、

私たちのうちに住んでくださいます。これは驚くべき恵みです。旧約時代、神が住まわれ

たのは、幕屋の至聖所でした。あの神の人モーセでさえ、輝く栄光の雲が満ちたときには

入ることができなかったのが、至聖所です(出エジプト４０:３５)。ところが、新約時代には

聖霊は信じるすべての人のうちに宿ってくださいます。なんと私たちが聖霊の宮です。

聖霊が内住してくださるということには二つの面があります。一つは、聖霊が信仰共同

体である教会のうちに住まれるという意味です。

「あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らない

のですか。もし、だれかが神の神殿をこわすなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿

は聖なるものだからです。あなたがたがその神殿です。」（第一コリント 3:16－17）
このみことばにおける｢神殿（ナオス）｣は単数形ですから、あなたがた一人一人でなく、

皆で一つの神殿だと言っているのです。信仰共同体である教会が聖霊の住いです。だから、

分派行動を取ることは、神殿破壊者であり神の怒りをこうむることになると、使徒パウロ

は警告しています。聖霊は信仰共同体としての教会のうちに住んでいらっしゃるのです。

同時に、聖霊はキリスト者一人一人の肉体のうちに住んでくださいます。肉体は聖霊の

宮ですから、肉体をけがす性的不品行は聖霊の宮をけがすことです。

「不品行を避けなさい。人が犯す罪はすべて、からだの外のものです。しかし、不品行

を行なう者は、自分のからだに対して罪を犯すのです。あなたがたのからだは、あなたが

たのうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなたがたは、もはや自分自身のも

のではないことを、知らないのですか。あなたがたは、代価を払って買い取られたのです。

ですから自分のからだをもって、神の栄光を現わしなさい。」（１コリント 6:18－20）

聖化

からだは聖霊の宮ですから、汚さないように、壊さないように、きよく、たいせつに管

理し、食べるにも飲むにも仕事をするにも遊ぶにも、神の栄光を現すためにすることです。

また聖霊はこの肉体を宮としてくださっているのですから、これほど身近な存在はほか

にありません。友人よりも、親よりも、兄弟姉妹よりも、配偶者よりも、さらに親しい存

在です。私たちは、時には、祈ることもできず、独りうめくことしかできないような状況

に置かれることがあります。けれども、そういうときにも、聖霊は私たちの代わりにとり

なし祈ってくださいます（ローマ 8:26－27）。
ただし、聖霊は生けるご人格でいらっしゃいますから、あまりにひどく悲しませると、

御霊を消すことになります(１テサロニケ５：１９)。とくに無慈悲、憤り、怒り、叫び、

そしりは聖霊を悲しませます（エペソ４：３０）。そして、あくまでも心をかたくなにして

罪にしがみついているならば、恐ろしいことに悔い改めることも出来なくなってしまいま

す。

聖霊は、私たちをみことばをもって導かれます。また、みことばの剣をもって胸を突き
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刺し、悔い改めなさいとおっしゃるでしょう。ですから、きょうもし御声を聞いたならば、

ただちに罪を悔い改めるましょう。主の平安と喜びが帰ってきます。このようにして聖霊

は、私たちは内に住まわれて、神を愛することに、隣人を愛することにおいてだんだんと

成長させてくださいます。この聖霊の働きを聖化と言います。

使徒信条１５「我は聖霊を信ず」

「聖霊—いろいろなわざ」

水草修治

聖霊というとペンテコステに注がれて、世界宣教が始まったことがあまりに劇的なので、

新約時代に登場したかのような印象を受けるかもしれません。けれども、聖書を注意深く

読むと、聖霊は創造において、啓示において、主イエスの働きにおいて、そして教会の歩

みにおいても、重要な働きをなさっていることがわかります。

＊創造において

「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。」(創世記 1:1，２)
神の霊すなわち聖霊が「動いていた」と訳されることば「ラハプ」は、申命記 32:11 で

「鷲が巣のひなを呼びさまし、 そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に

載せて行くように。」の｢舞いかけり｣と同じことばです。親鳥が羽ばたきして身を宙に保ち

つつ、巣の中で大きく口を開いた雛鳥に餌を与えている姿を思い浮かべてください。その

ように、聖霊は、「大水」の上で身を保ちつつ、父なる神から創造の命令を下されるのを待

っておられたのです。

そして、「光があれ。」「大空が水の真っただ中にあれ。水と水との間に区別があれ。」「天

の下の水が一所に集まれ。かわいた所が現れよ。」「地が植物、すなわち種を生じる草やそ

の中に種がある実を結ぶ果樹を、種類にしたがって、地の上に芽生えさせよ。」「光る物が

天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。しるしのため、季節のため、日のため、年のた

めにあれ。また天の大空で光る物となり、地上を照らせ。」「水には生き物が群がれ。鳥が

地の上、天の大空を飛べ。」「生めよ。ふえよ。海の水に満ちよ。また鳥は地にふえよ。」「地

が、種類にしたがって、生き物を生ぜよ。家畜や、はうもの、野の獣を、種類にしたがっ

て。」そして、「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。」と、父な

る神がみことばを発せられると、聖霊はこの世界に秩序と生命を与えて行かれたのです。

この季節、筆者の住む信州のもみじした木々の豊かな多様性と、みごとな調和を見ると、

聖霊の創造のわざに感嘆しないではいられません。

＊啓示において
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聖霊は啓示でもにおいてもたいせつな役割を果たされます。モーセやサムエルやイザヤ

をはじめとする預言者たちは、聖霊に導かれて神の言葉を語りました。ですが、今日、私

たちが神のみむねを正確に知ることができるのは、なんと言っても聖霊が聖書記者たちの

賜物や性格や置かれた状況のすべてを見事に用いて、言語をもって啓示をお与えになり、

しかも聖書というかたちで保存させてくださったからにほかなりません。これを十全霊感

と言います。

「聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益で

す。」（2テモテ 3:16）
とあるとおりです。確かに「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、

世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであ

って、彼らに弁解の余地はないのです。」(ローマ 1:20)と書かれているように、神は被造物

を通しても啓示をお与えになり、私たちはこれを読み取ろうとします。けれども、それは

言わばジェスチャー･ゲームです。ジェスターを見る側は、えてしてそのメッセージを取り

違えて、神の作品を神々だと取り違えて、偶像礼拝に陥ってきました。自然啓示の限界で

す。

それに比べれば、言語による啓示、しかもそれが書き留められた場合はずっと伝達精度

が高い。それで聖霊は、私たちに啓示を与えるに際して、聖書記者たちに言語霊感という

方法をもってなさったのです。

現代の日本では、私たちは万物の主が霊感されたことばである聖書を一人一人持つこと

ができます。なんという贅沢でしょう。その絶大な価値からいえば、聖書は何億円出して

もなお安すぎます。乳飲み子のように、みことばの乳を慕い求めましょう。

さて、あなたは暗い部屋で聖書を読むときには、照明を付けるでしょう。すると真っ暗

闇の中では見えなかった活字が見えるようになります。同様に、私たちの心が闇に閉ざさ

れているならば、肉眼は聖書の活字を追っていても、悟ることができません。そんな私た

ちの心の闇を照らしてくださる聖霊の働きを、神学の用語で「照明」と呼びます。私たち

は著者である聖霊が霊感してくださった聖書という書物を、著者自身のガイド付きで読む

ことが許されているのですから、これまた贅沢な話です。ですから、聖書を読むときは胸

のうちで「聖霊様、私にお語りください」と祈りつつ読みましょう。

＊主イエスのみわざにおいて

主イエスの地上の生涯の始まりは、厳密にはクリスマスに始まったのではありません。

御使いガブリエルが処女マリアに、神の御子の受胎を告知した時に始まったのです。「聖霊

があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたをおおいます。それゆえ、生まれる者は、

聖なる者、神の子と呼ばれます。」(ルカ 1:35)
神が人となられたという奇跡の中の奇跡は、聖霊がマリヤに臨んで行なわれたのです。

また、イエスが公生涯に入り、ヨハネからバプテスマを受けたとき、天から父なる神の

聞こえ、聖霊がイエスの上に下りました。イエスは、聖霊の格別の力づけを受けて、その
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ゴルゴタに向かう公生涯を歩んで行かれたのです。そして十字架で死なれてから三日目、

御子をよみがえらせたのもまた聖霊です(ローマ 8:11)。
教会

世界宣教が聖霊によることは、｢使徒の働き｣が強調するとおりです。聖霊が私たちを地

の果てまでキリストの証人としてくださいます。

また、聖霊はキリストの体である教会を形成させてくださいます。「平和のきずなで結ば

れて御霊の一致を熱心に保ちなさい」(エペソ 4:3)とあるように教会の一致は聖霊のわざで

す。

また聖霊は、教会がキリストの働きを展開するために、さまざまな賜物をクリスチャン

たちに託してくださっています。賜物と同時に重要なのは、「御霊の実」です。「愛、喜び、

平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制」この御霊の実によって制御されてこそ、様

様な御霊の賜物が活きてくるでしょう。

使徒信条１６

聖なる公同の教会

１． 聖徒の交わり

少し以前のローマ教会の訳では、｢聖徒の交わり｣は｢諸聖人の通功｣とされていました。

この訳語には、ローマ教会の救済観が現われています。

ローマ教会には＜人が救われるのは、神の恵みだけによらず、人の功績が必要だ＞とい

う教えがあります。ところが、凡人は天国に行けるほど立派な功徳は積んでいないから、

諸聖人の功徳のおこぼれを分けてもらってこそ救われるというのです。

けれども、「諸聖人の通功」という教えは間違いです。聖書には、「すべての人は、罪を

犯したので、神からの栄誉を受けることができず、 ただ、神の恵みにより、キリスト・イ

エスによる贖いのゆえに、価なしに義と認められるのです」（ローマ 3:23,24）とあるから

です。ですから、マリヤ、ペテロ、パウロなど聖人と呼ばれる人々も、みな神の前では罪

人にすぎず、彼らが救われたのはただ神の恵みによったのです。彼らにありあまる功徳な

どありません。

また、｢聖徒｣ということばは聖書ではキリスト者一般をさすことばです（1コリント１：

１、２）。キリスト者はみな神によってこの世から聖別された者なので、聖徒なのです。

では、「聖なる公同の教会、聖徒の交わりを信ず」とはどう理解すべきでしょうか。それ

は単に「教会とは神の民の交わりである」と言う意味にほかなりません。聖なる公同の教

会とは、建物や一定の制度を意味しているのではなく、神の民の総体を意味しているので

す。
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２． 教会の始まり

ここでクイズ。教会史において最初の殉教者はだれでしょう？ステパノですか？右に見

た教会の定義からすれば、教会史上最初の殉教者はアベルです。アベルはまちがいなく聖

徒でしたから。

ある人たちはペンテコステに聖霊が注がれた時、教会が始まったと言いますが、正確に

は、ペンテコステは新約の教会の始まりであって、教会の始まりではありません。旧約・

新約両時代の聖徒を合わせた交わりが、「聖なる公同の教会」です。

聖書は、旧約の聖徒と新約の聖徒は一つの神の民であると教えています。パウロはエペ

ソ教会の異邦人たちに向かって「あなたがたは、もはや他国人でも寄留者でもなく、今は

聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。」(エペソ 2:19)と語りますし、新約の民は

旧約の民に接木され一本のオリーブとなったと教えています(ローマ 11:17-24)。ペテロも同

様に、旧約･新約の民を一つの神の民と見なしています（1ペテロ 2:10）。主イエスは、終

わりの日には世界中から異邦人集って天の御国でアブラハムたちと一緒に食卓に着くと教

えられました（マタイ 8:11）。

３． 教会の公同性

「使徒信条」の「公同の教会」は、原語であるラテン語ではエクレシア・カトリカつま

りカトリック教会です。プロテスタント教会の礼拝で「われはカトリック教会を信ず」と

告白しているとは奇妙だなあと思う人もいるでしょう。

｢聖なる｣とは「神に属する」という意味であり、「公同の」とは「普遍的な」という意味

なので、「聖なる公同の教会」とは、ローマ・カトリック教会を意味するのではなく、世の

始まりから終わりまでに集められる神の民の総体を意味しているのです。教会の公同性の

一面は、先に見たように旧約と新約を超えての普遍性です。

また、教会の公同性は天地の境をも超えています。パウロは「天上と地上で家族と呼ば

れるすべてのもの」(エペソ 3:15)と、聖なる公同の教会を美しく表現しています。

教会の公同性のもう一つ重要な面は、民族や国家を超えた普遍性です。主は弟子たちに

「ですから、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」と命令されまし

た(マタイ 28:19、黙示録 5:9－10も参照)。
教会は民族や国家を超えていますから、教会は特定の国家のために存在するものではあ

りません。もし教会が国家に属しているならば、教会は公同性を失うことになります。そ

れは同時に、教会が聖性をも失うことを意味しています。教会の聖性とは、教会は神の所

有として世から取り分けられているということです。もし教会が、神のみことばに逆らっ

て、国家に従うならば、それはもはや神の教会ではなく、国家権力を支配する古い蛇サタ

ンのものに成り下がっているのです。黙示録 13章はサタンに支配された国家権力(海からの

獣)と、その手下となった偽預言者教会(地からの獣)の所業を啓示しています。
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ところが、残念ながら歴史上そういう過ちが繰り返されてきました。教会は国家主義や

民族主義の道具とされて、国家の戦争を正当化し、国民を侵略戦争に巻き込む宣伝機関と

なってしまったことがあります。日本でもかつて教会は国家神道体制の手先となって、朝

鮮半島をはじめとするアジア諸国の教会を弾圧し、神社参拝に誘惑したのです。

教会のかしらはキリストです。いかなる意味でも、この世の権力者は教会のかしらでは

ありません。教会は聖なるものですから神に属するものであり、教会は公同の教会ですか

ら特定の民族や特定の国家には属しません。もし教会にふさわしい国旗というものがある

とすれば、それは星条旗でも日の丸でもユニオンジャックでもなく、あえて言えば万国旗

以外にはありえないでしょう。教会においてはギリシャ人もユダヤ人もなく、韓国人も日

本人も米国人もないのです（ガラテヤ 3:27－28）
教会は、民族や国家を超えて普遍的なものです。このことは争いが絶えない時代の中で、

実にすばらしいことではないでしょうか。

十数年前、筆者は日本の教会の兄弟姉妹たちと韓国の教会を訪問したことがありました。

過去の歴史の中で、日本国と日本の教会が、韓国とその教会にしたことを思うと、心の重

い旅でした。ところが釜山に到着して最初の集会で、私たちを迎えてくださった韓国の教

会の牧師が、こうおっしゃいました。「聖書には教会は一つの神の家であると書いてありま

す。ですから、みなさんは別の家からこの家を訪ねてこられたのではなく、同じ家の隣の

部屋からこちらの部屋に来られただけのことです。ですから、どうぞくつろいでください。」

胸が熱くなりました。

使徒信条１７ 「罪の赦し」水草修治

１． 救いとは

｢さまざまな宗教が、それぞれ救いを説いているのだから、宗教はなんでもいい｣という

のが、多くの日本人の考えです。「分け登るふもとの道は多けれど、同じ高根の月を観るか

な」と。

たしかにどの宗教も｢救い｣を説くでしょう。けれども同じ「救い」ということばを使っ

たとしても、諸宗教のいう救いと主イエスがくださった救いとは異質のものです。

｢救い｣の内容は、それが｢何からの救い｣であり、｢何を目指す救い｣であるかによって把

握されます。「家内安全商売繁盛」を約束する神社は、病気や事故や貧困からの解放を救い

だといいます。シャカは生・老・病・死を初めとする困難にともなう苦悩からの解放を救

いだと考えました。では、キリストの福音は何からの救いを与えるのでしょうか。御使い

はヨセフに告げました。「マリヤは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この

方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。」（1:21）
キリストのくださる救いとは罪からの救いです。もっと丁寧にいえば、罪とその結果と
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しての死すなわち神なき人生からの救いです。では、何への救いかといえば、神とともな

る人生への救いです。イエスの別名はインマヌエルでした。

罪赦され、神と共に生きるようになって情緒が安定して酒･タバコが不必要になった結果、

健康になるとか、事故を起こさなくなるとか、接客態度がよくなって商売繁盛することは

あるでしょう。けれども、それらは救いの本質ではなく、おまけにすぎません。

クリスチャンでも、事故や病気や家族との別れや事業の失敗に遭って、悲嘆にくれるこ

ともあります。それでも、たしかにその人は救われているのです。神の前で罪が赦されて

いるからです。

２．罪とは何か？

では罪とはなんでしょうか？聖書に用いられている言葉の中で、罪にあたることばは何

種類かありますが、罪の本質を言いあてていることばはハマルティアでしょう。ハマルテ

ィアとは、もともと射撃用語で、「的はずれ」という意味です。＜人間には本来ねらうべき

的がある。しかし、その的から外れた生き方をしている。それが罪だ。＞というわけです。

「人の生きる目的はなにか？」筆者は高校三年生の秋、身近な人の死に直面して、この

問いに捕らえられてしまいました。そして自分が、的を知らぬまま虚空を飛んでいる一本

の矢にすぎないことを知ったのです。目先には大学合格という目標はあり、その先には国

文学者に、などという夢もありました。しかし、それは目標であって目的ではありません。

目標は到達してしまえば、空しくなってしまいます。

的を知らず、まもなく力尽きて落ちてしまう矢にすぎない私たちの有様をごらんになっ

て神は嘆いておられます。「義人はいない。ひとりもいない。悟りのある人はいない。神を

求める人はいない。すべての人が迷い出て、みな、ともに無益な者となった。善を行なう

人はいない。ひとりもいない。」（ローマ 3:10－12）
人間の目的とは、神を愛し、隣人を自分自身のように愛することです。ところが、人は

神など知っても腹の足しにもならないと考え、神に背を向けている。これが罪の本質です。

３． 罪の始まりとその性質

いつどこからこの罪は始まったのでしょうか。聖書は、人類の代表アダムが神から与え

られた「善悪の知識の木」の契約を破ったところに、その始まりがあると告げています。

神は人をエデンの園に置き、ここを耕し守る務めを与えました。そして、園のどの木か

ら取って食べてもよいが、園の中央にある善悪の知識の木からだけは取って食べるなと戒

めを与え、戒めへの服従を条件として祝福を約束されました。

禁断の木が「善悪の知識の木」と呼ばれたのは、人の生の善悪を定める権威を持つのは

神だということを意味したからでしょう。逆にいえば、人があの木から取って食べること

は、「私には神など要らない。私が好むことが善であり、私が嫌うことが悪なのだ。私が私

の神だ。」という神への反逆を意味したのです。

世界の中心であるお方を押しのけて、自分がその王座を奪おうとしたこと、それが人類

の代表アダムの反逆でした。ですから、親不孝・殺人・姦淫・窃盗･偽証･貪りなどあらゆ
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る対人関係の具体的罪の根には､自己中心性があります。神を神としないという罪の根から、

もろもろの罪が生え出ています。そして、実際に犯されたさまざまな罪の結果、私たちの

家庭も社会も悲惨に満ちているのです。

４． 罪の赦し

罪には神と人間の正常な関係の破れという法的側面と、悪を好む汚れという性質として

の側面と、悲惨という側面があります。人がすぐに解決したいと願うのは、病気･事故･貧

困などさまざまな悲惨です。自分の罪深い性質が問題だとは、なかなか認めませんし、ま

して、自分が神に背いていることこそ根本問題であることには気づきもしないのです。

しかし、まず解決されなければならないのは、法的な側面です。つまり、神の前にまず

罪を赦されなければならないのです。罪赦されてこそ神とともに生きる人生が始まり、神

と共に生きるときに、私たちに染み付いた罪の性質も徐々に拭い去られ、さらに、家庭や

社会の悲惨がいやされていくのですから。

人となられた神イエスは、第二の人類の代表として父なる神の前に完全な服従の生涯を

送り、十字架の上でご自分を犠牲にして私たちの罪の償いを成し遂げてくださいました。

主イエスの功績と賠償を根拠として、あなたの罪は赦され、あたかもあなた自身が神の戒

めに完全に服従したかのように、神はあなたを義と宣言されたのです。あなたの信仰とは、

主イエスの功績と賠償を受け取るための空っぽの手にすぎませんでした。

神は私たちを愛して、これほどの恵みを注がれました。この恵みを悟ると、人はもはや

自分のために生きたのでは申し訳ないと感じ、主のために生きるようになります。｢私はキ

リストとともに十字架につけられました。今、私が生きているのは、私を愛し私のために

ご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。｣ガラテヤ２:20

使徒信条１８「罪の赦しを信ず」

罪赦された確信

１．赦しの確信

主イエスを信じたときに与えられた罪の赦しは包括的かつ永続的です。主イエスを信じ

たとき、あなたが生まれてこのかた犯してきたすべての罪、死にいたるまでに犯してしま

う罪までも包括して赦されました。ですから主イエスは「わたしは彼らに永遠のいのちを

与えます。彼らは決して滅びることがなく、また、だれもわたしの手から彼らを奪い去る

ようなことはありません。」（ヨハネ 10:28）と約束されました。

イエスを救い主として受け入れた人は、客観的にはすでに神から罪の赦しを受けていま

すが、主観的には罪が赦されたという確信が揺れ動くことがあります。この確信は、救い

に不可欠な要素ではありませんが、赦しの確信が欠けていては喜ばしく力強い信仰生活は

送れません。今回は赦しの確信の妨げと、その解決について考えてみましょう。
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２．だれが審判者か

罪が赦されたという確信を得るために必要な第一のことは、罪を赦すのは神であって、

人間ではないという事実をわきまえることです。聖なる法廷で、あなたを審くのは誰です

か？神です。あなたは被告席にいます。被告が「私は有罪だ」と主張しても、裁判官が無

罪を宣告したらその被告は無罪です。たとえあなたの良心があなたを責めても、神は、主

イエスを信じるあなたを赦します。

「神に選ばれた人々を訴えるのはだれですか。神が義と認めてくださるのです。」(ローマ

8:33)

３．罪の赦しの根拠

赦しの根拠が何であるかあいまいなために、救いの確信がない場合もあります。あなた

は、何を根拠として神に赦されたのですか？奉仕も礼拝出席も献金も賠償とはなりません。

奉仕するための健康も、献金もみな神様のくださった賜物です。「私がイエス様を信じたか

ら赦された」というのは本当です。でももし「イエス様を信じた私の信仰を根拠として罪

を赦された。」という意味でそう言うのなら間違いです。

もしあなたの立派な信仰が赦しの根拠なら、その信仰が立派でなくなったら、あなたは

不安に陥るでしょう。体調が悪く信じる力も弱ってしまうと、救いの確信もなくなります。

信仰は罪の赦しの根拠ではありません。罪の赦しの根拠はキリストです。人となったキ

リストは、私たちの代表として神を愛し隣人を愛する完全な生涯をまっとうされ、その上、

私たちの罪の報いを十字架で受けて死んでくださいました。ですから、キリストの償いと

功績を根拠として、信じる私たちは神の前で罪の赦しを宣告され、積極的に義と宣言され

たのです。

「すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ、神の恵

みにより、キリスト･イエスによる贖いのゆえに、価なしに義と認められるのです。」ロー

マ 3:23－24
では、罪の赦しにかんする私たちの信仰とはなんですか。それは無一文の人が差し出す

空っぽの手にすぎません。信仰は赦しの根拠でなく、恵みを受け取る手段にすぎないので

す。

４．他の兄弟姉妹との関係

赦しの確信が揺らぐもう一つの場合は、他の人を恨んでいるというケースです。イエス

は「主の祈り」に続いて次のようにおっしゃいました。

「もし人の罪を赦すなら、あなたがたの天の父もあなたがたを赦してくださいます。しか

し、人を赦さないなら、あなたがたの父もあなたがたの罪をお赦しになりません。」(マタイ

6:14-15)
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ここで天父が私たちの罪を「赦さない」というのは、１回限り受けた、あの永続的・包

括的な赦しが奪われることを意味するのでしょうか。いいえ。もしそうなら夫婦喧嘩する

たびに赦しを失うことになります。赦しは永続的でも包括的でもないことになります。

むしろ、ここで主が言わんとされるのは、天父は他者の罪を赦そうとしないからといっ

て、その人を捨てはしないが、御顔を隠されることがあるという意味です。そのクリスチ

ャンは平安を失います。（参照マタイ 5:22-24、マルコ 11:25、1ペテロ 3:7）。
二人息子がいて、兄息子が父親の高価な釣具を壊したとします。でも兄息子が泣きなが

ら「ごめんなさい」というので、父は赦してやります。ところが、数日後、弟息子が兄息

子の大事な模型飛行機を壊してしまいました。弟は「ごめんね」と謝りますが、兄息子は

決して赦そうとしません。すると、父親は兄息子にいうでしょう。「おまえがお父さんの大

事な釣り道具を壊したとき、お前を赦してやったのは間違いだった。おまえを赦すのはや

めた。」父親は兄息子を勘当したわけではありません。子どもであるからこそ、父親は兄息

子に赦すことのたいせつさを悟らせようとするのです。

このように、もしキリスト者が隣人の罪を赦さないでいると、神はその御顔を一時的に

隠してしまわれることがあります。するとキリスト者は平安を失ってしまいます。

回復にはどうすればよいのでしょうか。それは、心のうちで十字架にかかられたイエス

様を見上げ、自分はどれほど神に赦されたのかということを瞑想して祈ることです。御子

を十字架に釘付けにまでしたこの極悪人の私を、神は赦してくださったのだということを

思い出すことです。そうするときに、かたくなになっていた自分の心が解けることに気づ

くでしょう。そうして、赦す心が与えられるでしょう。

「我らに罪を犯す者を我らが赦すごとく、われらの罪をも赦したまえ」と私たちは祈り

ます。それは、逆にいえば「もし、私に罪を犯す者を私が赦さないなら私が人の罪を赦

さないのに比例して、私の罪を赦さないでください。私の赦しの喜びを奪い取ってくださ

い。」と祈っているのです。公平な神は、私たちが人を量るように私たちをお量りになりま

す。ですから、私たちは他の人を計るにあたって、寛容でありましょう。気前よくありま

しょう。「あわれみ深い者は幸いです。その人はあわれみを受けるからです。」（マタイ５：

７）

使徒信条 19
神の子ども

１．奴隷でなく子ども

「クリスチャンとはどういう人ですか？」と質問されたらどのように答えるでしょう。

神に罪を赦された人、神のしもべ、洗礼を受けた人・・・どれも間違っていませんが、新

約聖書全体から、クリスチャンはどういうものかという問いに対する最良の答えは、イエ
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スを信じて神を父として持っている人のことであるという答えでしょう。

子とされた恵みは、使徒信条の「全能の父」の項で一部学びましたが、ここで改めて学

びなおしておきましょう。

聖書には、＜創造主がすべての人の父だ＞という教えはありません。イエスを信じた人々

にとってのみ、神は父です。「すなわち、その（イエスの）名を信じだ人々には、神の子ど

もとされる特権をお与えになった。」（ヨハネ 1:12）とあるとおりです。皆が持っている権

利は特権ではありません。特別に持っているから特権です。神はイエスを信じる人のみを

子としてくださいました。

神の子とされたというのは、最高の祝福です。罪を赦されたことが最高の祝福だと思っ

ていた人があるかもしれません。罪赦されたことは、神との平和をもたらし、それを土台

として神との交流が始まるのですから、たしかに重要ですが、最高の祝福ではありません。

「放蕩息子のたとえ」は、子とされる恵みが赦しに優ることをよく説明しています（ル

カ 15:17-22）。
息子は、父から財産を奪い取るかのようにして町に出かけ、瞬く間に財産を使い果たし

たまさにそのとき、飢饉が町を襲いました。どん底で、彼は我に返ってふるさとに帰ろう

と決心します。彼はつぶやきます。

「おとうさん。私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私は、

あなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人のひとりにしてください。」彼は、罪を赦

してもらい、食いつなぎたいとは思いましたが、まさか親子の縁を回復できるとは思って

いませんでしたから、「雇い人の一人にしてください」と言うつもりでした。

ところが、父親は、息子がとぼとぼと帰ってくるのを見て、走りよって口づけをしまし

た。父との再会に際して、息子が言ったことばに注目してください。息子があらかじめ用

意したことばの最後の一文「雇い人のひとりにしてください。」が抜けています。父親は、

息子が「子どもと呼ばれる資格はありません。」というのに対して、「いや。お前は私の息

子だ。」と言う表現として、｢指輪｣をはめさせました。指輪は相続人のしるしでした。

このたとえ話をもって、イエスは赦しに優る恵みとして子とするという恵みを語ってお

られます。罪赦されただけでは、神と人の関係は主人と雇い人の関係にとどまっています。

神は、私たちの罪を赦したうえ、さらに、ご自分の子としてくださったのです。

そしてこの恵みがよくわかるように、御子の御霊をあたえてくださいました。

「あなたがたは、人を再び恐怖に陥れるような、奴隷の霊を受けたのではなく、子とし

てくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、『アバ、父。』と呼びます。私た

ちが神の子どもであることは、御霊ご自身が、私たちの霊とともに、あかししてください

ます。」（ローマ 8:15－16）

２．神の家族の中で

聖なる裁判官に罪赦されたと意識するとき、あなたは被告として孤独を意識します。し
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かし、信仰にはともに生きるという側面も大事です。子とされたという恵みは、共同体的・

教会的です。

特赦を受けた囚人であるあなたは出所することになりました。しかし「シャバの風は冷

てえだろうな」と不安が胸をよぎります。ところが、刑務所の重い鉄の扉が開くと、そこ

には一人の紳士が子供たちを連れてあなたを迎えに来ているのです。法服は着ていません

が、よく見るとあの裁判官です。紳士は、あなたの肩を抱いて、｢君は、これからわが子。

家族の一員だ。｣いうのです。

これが「子とされた」恵みです。つまり、「子とされた」という祝福において、わたした

ちは主にある兄弟姉妹とともに、父の御腕の中に抱かれるのです。この神の家族が教会で

あり、長子はイエスです。

３．父の愛の表現

父なる神は、御子イエスを愛するように、イエスに結ばれた私たちをも愛し導いてくだ

さいます。また、御子が御父を愛し従ったように、私たちも愛し従うように召されていま

す。

第一に、御子がヨルダン川で洗礼を受けたとき、御父は御子に聖霊を降され、天から声

をかけました。「おまえはわたしの愛する者だよ。お前のことを喜んでいる。」同じように、

御父は私たちが洗礼を受けたとき、私たちに御霊を満たし、「おまえはわたしの愛する者だ。

わたしはお前のことを心から喜んでいるよ。」とおっしゃってくださいました。

第二に、御父は御子を信頼して人類の救いという使命を与えて地上に送られました。同

様に、父なる神様は私たちを子どもとして信頼し期待して、地の塩、世界の光として、こ

の世界に福音をあかしする使命を与えてくださいました。

第三に、父なる神は御子イエスを世に遣わし試練を通されました。主イエスの生涯は十

字架にいたるまで試練に接ぐ試練でした。同様に、御父は私たちにも試練をお与えになり

ます。試練は私たちが私生児ではなく、父なる神の子どもとして愛されていることのしる

しであり、御父はその試練を通して私たちをご自分の子として義の実を結ばせてください

ます。（ヘブル 12:5-11）
第四に、御父は使命を成し遂げた御子を復活させて、相続人としてご自分の右の座につ

かせられました。同様に、御父は地上における使命を成し遂げた後に、私たちをも復活さ

せてキリストの共同相続人として御国を相続させてくださるのです。

「もし子どもであるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと、栄光をともに受

けるために苦難をともにしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相

続人であります。」（ローマ 8:17）
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使徒信条２０

「からだのよみがえり」

１．肉体蔑視の宗教

神の恵みをギリギリに煮詰めたら、すでに受けた「罪の赦し」と、将来いただく「永遠

のいのち」であり、「からだのよみがえり」は「永遠のいのち」に含まれています。しかし、

使徒信条は、あえて「からだのよみがえり」を告白します。なぜでしょう？

信条は、教会が異端的な教えから自らを区別するために生み出されました。使徒信条の

背景には、すでに何度か指摘したようにグノーシス主義という異端があり、彼らが「から

だのよみがえり」を否定したので、教会は「からだのよみがえりを信じる」と言って区別

しているのです。

＜世界は精神と物質で出来ており、父なる神による精神は善だが、デミウルゴス(造物主)
が造った物質は悪であり、本来、両者はかかわりない＞というのが、グノーシス主義の二

元論でした。

若い日には多く人が、精神が肉体の欲求をもてあまして苦しみ、肉体は重荷だと感じま

す。また年老いてくると、精神は若いつもりでも、からだが思うように言うことをきかな

くなって、若い日とは別の意味で肉体を重荷だと感じます。おそらくはこういう体験があ

るので、肉体を悪とみなし、精神が肉体の束縛から解放されることを願う二元論宗教は多

くの人に受けるのでしょう。

しかし、肉体を悪とする思想は聖書的ではありません。グノーシス主義は、キリストの

受肉と受難と復活を否定します。善である神のキリスト霊が、悪である肉体となるはずが

ないし、善であるキリストが十字架で苦しむこともありえないというのです。苦しみは悪

だからです。

けれども、聖書は神の御子はからだをもって来られたと明言し、からだをもって十字架

で苦しみ死なれたと語っています。そして、キリストが復活されたとき、墓にはキリスト

の遺体は無くなっていました。キリストは霊だけでなく肉体ごと復活されたからです。

またグノーシス主義の理想は、精神が肉体から解放されて、霊の世界で遊ぶことですか

ら、再びからだを得ることはナンセンスです。以上のようにグノーシス主義はキリストの

受肉・受難・復活を否定し、私たちの罪の赦しの根拠も、復活の希望も否定します。

そこでグノーシス主義は肉体から精神を解き放つためと称して、禁欲生活を勧めます。

精神を束縛する肉体を弱めるために、「すがるな。味わうな。さわるな。」と言うのです。

しかし、「そのようなものは、人間の好き勝手な礼拝とか、謙遜とか、または、肉体の苦行

などのゆえに賢いもののように見えますが、肉のほしいままな欲望に対しては、何のきき

めもないのです。」（コロサイ 2:20－23参照）

またグノーシス主義は、苦行をして肉体と精神の分離の境地に到達したなら、今度は肉

欲的生活をしても、精神は汚れないといいます。こういうわけで、下級信者は肉食・セッ
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クスを禁止されて、上級信者は酒池肉林の生活を公認されます。私たちはオウム真理教に

その醜悪な典型を見たでしょう。また、江戸の成田不動には吉原が、京都東本願寺には島

原が、伊勢神宮には古市がそれぞれ遊郭として栄えたのも同じ理由です。修行をしたら、

遊郭で「精進落とし」。男たちは帰り道の遊郭を目当てに参詣し、それで神社仏閣は繁盛し

ました。肉体を蔑視する宗教においては、禁欲主義と肉欲主義が背中合わせなのです。

２．からだのよみがえりを信ず

けれども、キリスト者は、「からだのよみがえりを信ず」と告白します。私たちはからだ

の復活の信仰をどのように具体的生活に生かすべきでしょう。

まず、わきまえるべきことは、肉体は悪ではないことです。そもそも神が私たちをから

だあるものとして造ってくださったのです。ですから、私たちは禁欲主義にも肉欲主義に

も陥らず、神がお許しになる範囲のなかで、「すがり、味わい、さわって」楽しむことは神

の賜物です。「実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の

受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。」(伝道者

5:19)
しかし、許された範囲を逸脱して肉体的欲求を満たすことは罪であって、自他の健康を

害し、家庭を破壊し、死を招くことになります。神は侮られるようなお方ではありません。

私たちのからだは主イエスを信じたとき以来、聖霊の宮となりました。しかし、からだ

にはアダム以来の古い罪の性質が残っているので、聖霊と古い性質の葛藤が生じます。パ

ウロは、たいへん率直に、この葛藤について告白しています。

「私には、自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしてい

るのではなく、自分が憎むことを行っているからです。・・・私は、私のうち、すなわち、

私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつ

もあるのに、それを実行することがないからです。」（ローマ 7:15－18抜粋）

しかし、キリストの復活を信じる私たちは、主の再臨のとき、復活のからだをいただけ

るという希望をいただいています。（ピリピ 3:20－21）
復活の日、私たちは、キリストの栄光のからだと同じ姿に変えられると約束されていま

す。新しい身体は「御霊に属するからだ」と呼ばれるように御霊が支配してくださいます

から、もはや罪に陥ることはありません。常に神を愛し隣人を愛するために役立つからだ

です。そして、それはまた、朽ちることのないからだです。これが、「からだのよみがえり」

の希望です(１コリント１５章参照)。
この希望をもっていますから、私たちはキリストのようにきよい生活を目指しましょう

（１ヨハネ 3:2－3）。また、自分のからだを聖霊の宮として正しく管理しましょう。健康に

留意して暴飲･暴食を避け、寝床を汚さないことです。積極的には、私たちは口先だけでな

く、この体で具体的な行動をもって、兄弟愛を表現します。主イエスは体をもって来られ、

その体私たちのために十字架に苦しんで死なれ、そして体をもって復活して、救いを用意
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してくださいました。

使徒信条 21
「永遠のいのちを信ず」

永遠のいのちには、未来のことであるという面と同時に、現在すでに享けているという

面があります。私たちは、やがて新天新地で生きることに希望を抱きつつ、今すでに主イ

エスにあって永遠のいのちに生きているのです。

＊やがて

「また私は、新しい天と新しい地とを見た。以前の天と、以前の地は過ぎ去り、もはや

海もない。」黙示録 21:1
歴史を始めた神は、歴史に終止符を打たれます。キリストは再臨して、すべて神に背を

向けた者を悪魔の落された火の池に落されます。「いのちの書に名のしるされていない者は

みな、この火の池に投げ込まれた。」（黙示 20:15）この人々はそれぞれのなした罪に応じ

て罰を受けねばなりません。

そして新天新地（黙示 21:1）が訪れます。今の世界も神のご摂理の下にあり、星空や美

しい山々、可憐な花の姿を通して、神の知恵や愛を垣間見ることはできますが、同時にア

ダムの堕落以来、被造物が呪われた状態にあることももう一面の事実です。「被造物が虚無

に服し」「滅びの束縛」の中にあり、「うめいている」のです(ローマ 8:18-20)。太陽の光は

恵みですが、反面、ときには旱魃を起こします。また、生物たちも花とミツバチのように

相互扶助の関係がありますが、反面、弱肉強食の抗争のなかに置かれてもいます。

しかし、新天新地では、全被造物が滅びの束縛から解放されます。「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食べ、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。わたしの聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず、そこなわない。主を知る

ことが、海をおおう水のように、地を満たすからである。」（イザヤ 11:6－9）
救いは、単に人類のみならず、全被造物に及ぶのです。

＊花嫁エルサレム

新天新地の中心に位置するのが聖なる都、新しいエルサレムです。新エルサレムは夫キ

リストのために花嫁のように飾っています。聖なるエルサレムは神の民、教会の住まいで

す。復活し、御霊に支配された新しいからだを与えられた神の民は、至福の状態に置かれ

ることになります。至福とはなんでしょう。
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「そのとき私は、御座から出る大きな声がこう言うのを聞いた。『見よ。神の幕屋が人と

ともにある。神は彼らとともに住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らととも

におられて、彼らの目の涙をすっかりぬぐい取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、

叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものが、もはや過ぎ去ったからである。』」（黙示録

21:３-４）

中心は、「神は彼らとともに住み、彼らはその民となる。」です。これは旧約時代のアブ

ラハム契約、シナイ契約、ダビデ契約に一貫してきたテーマです。エデンの楽園とは神と

人とが共に住む場でした。天国がなぜ幸福なのかといえば、それは神がともに住んでくだ

さるからです。

この世は憂き世と呼ばれるように、この世の人生には、悲しみ、叫び、苦しみ、涙がつ

きものですが、神は手ずからその涙を拭い取ってくださいます。あなたには、誰かに涙を

拭いてもらったという経験があるでしょうか。ずっと幼い日に、お母さんがあなたの涙を

拭いてくれたことがあったでしょう。かの日には、神が私たちの目の涙を拭い取ってくだ

さいます。なんとありがたいことでしょう。

＊勝利を得る者に

また、御座から高らかに宣言がなされます。「事は成就した。わたしはアルファであり、

オメガである。最初であり、最後である。わたしは、渇く者には、いのちの水の泉から、

価なしに飲ませる。」（黙示録 21:6）
御座についているお方は｢アルファであり、オメガである方｣キリストです。いのちの水

とは聖霊です。御国には、聖霊が満ち満ちていますから、そこは御霊の実りが豊かです。「愛、

喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制」。私たちは、この世にあってはこうし

た実りがなかなか得られない自分自身を、神の前に申し訳なく思いますが、やがて、御国

においては、御霊と御霊の実を満喫することができます。

＊厳粛な事実

しかし、誰もがこの新しい天と新しい地における祝福を享けるわけではないという厳粛

な事実を、真面目に受け止めなければなりません。キリストを拒む者には第二の死が待っ

ているのです。「しかし、おくびょう者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不品行の

者、魔術を行なう者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄と

の燃える池の中にある。これが第二の死である。」（黙示録 21:8）
世間体が悪いと言ってキリストを信じようとしない「臆病者、不信仰の者」。神の憎まれ

る罪のなかにどっぷりと浸かっている｣人々は火と硫黄の燃える池に陥ることになります。

私たちは、まず自分自身が悔い改め、次に、滅びに向かっている人々にキリストの福音

を伝えなければなりません。
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＊むすび 「今すでに」

さて、終わりの日に実現する新天新地の祝福とは「神は彼らとともに住み、彼らはその

民となる。」ということです。この祝福は、主イエスを信じ、御霊を受けたことによって、

確かに今すでにここにおいて、ある程度私たちのものになっています。でも、それはデパ

ートの地下食品街の試食みたいなものにすぎません。試食でこれほどおいしいならば、本

物はどれほどすばらしいものでしょうか。私たちは、すでにいただいた御国の味を味わい

つつ、完全な御国の到来を期待しながら、この憂き世に福音をあかししつつ生きていくの

です。

「悲しみ尽きざる憂き世にありても

わが主と歩めば御国の心地す

ハレルヤ 罪とが 消されしわが身は

いずくにありても御国の心地す」

（新聖歌 268番）

神を愛するための神学

水草修治

最終回

とこしえのいのち――至福の都

三途の川といのちの水の川

死後の世界の川といえば、日本人の多くは「三途の川」を思い出します。三途の川とは、

『十王経』に出てくる、この世とあの世を分ける川です。その名は「彼岸に行くのに三本

の道がある川」という意味で、功徳多い者は橋を渡り、軽罪人は浅瀬を歩いて渡り、重罪

人は深い淵のある難所を渡るというのです。

また、三途の川のこちら側の「賽の河原」には早死にした子どもたちがいて、石を積み

上げては鬼に壊されて泣いています。この子たちは親孝行もせず死んだ大罪故に、功徳不

足で成仏できず、死後に功徳を積み上げようとしては失敗を繰り返しているといいます。

他方、ヨハネに啓示された新天新地の都の大通りを流れるのは、「いのちの水の川」です。

水は水晶のようで、両岸にはいのちの木の並木が青々と茂っています。

「御使いはまた、私に水晶のように光るいのちの水の川を見せた。……川の両岸には、

いのちの木があって、十二種の実がなり、毎月、実ができた」

（黙示録 22 章１～２節）
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三途の川といのちの水の川、何という違いでしょう。仏教的迷信のあの世は冥土。文字

通り闇の世界です。これに対して、天の都は何と明るいことか。この違いはどこからくる

のでしょう。

三途の川には、救いは人の功徳によるという思想が表現されています。人の功徳が救い

の根拠ならば、罪業深い人間は救いの確信など持ち得ませんから、あの世は暗くなります。

しかし、キリスト者の救いの根拠は自分の功徳ではなく、ただ、キリストの完全な生涯と

十字架による贖いと復活ですから、救いは確かです。新天新地とその都が神の恵みの光に

満ちているのは当然です。

いのちの木の並木

いのちの水の川の両岸は、緑まぶしいいのちの木の並木です。エデンの園では一本だっ

たのが、ここでは並木であることに注目しましょう。この幻が意味していることは、新天

新地は単にエデンの園の回復ではなく、むしろエデンの園が本来目指していた完成態だと

いうことです。

また、エデンの園にはあったのに、新天新地の神の都にはない木があります。善悪の知

識の木です。もし新天新地にもあの木があるとすれば、まただれかさんが食べる可能性が

あるでしょう。しかし、現実の新天新地には善悪の知識の木はありません。救いが完成し、

サタンも滅ぼされた次の世では、人が罪に陥ることは二度とないからです。

堕落前のエデンの園では、人は「罪を犯し得る罪なき状態」でした。堕落後は、「罪を犯

さないではいられない罪ある状態」に陥りました。しかし新天新地では、「罪を犯し得ない

罪なき状態」にしていただけるのです。

神・小羊・いのちの水

「それは神と小羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた」（同１～２節）。

いのちの水の川の源泉は、「神と小羊との御座」です。いのちの水の川はまず都を潤し、さ

らに全地を潤しています。神とは御父、小羊とはキリストですから、そこから流れ出るい

のちの水といえば、聖霊です。ヨハネが見たビジョンは、都には三位一体なる神が臨在し

ていることを意味しているわけです。

私たちは「御名をあがめさせたまえ」と祈りますが、今の世界では、神の御名は辱めら

れています。無神論教育がなされ、神を礼拝する者が変人扱いされています。また私たち

は、「みこころが行われますように」と祈りますが、多くの人はみこころの実現よりも自己

実現ばかり求めています。

しかし、新天新地は三位一体なる神が王としての支配を完全になしたもう所です。御名

が常にあがめられ、みこころは即座になされているのです。

神の御顔を仰ぎ見る
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三位一体なる神が臨在される新しい都に集う神のしもべたちの祝福は、どんなものでし

ょう。

その第一は「神の御顔を仰ぎ見る」ことです。旧約聖書には神の御顔を見ることはすば

らしいことだが、実際に御顔を見ると死ぬという思想が記されています。

人が神の御顔を避けるのは、最初の夫婦が禁断の木の実を取って食べ、罪に汚れて以来

のことです。それ以前、神の御顔は慕わしいものでした。主イエスは弟子たちを「心のき

よい者は幸いです。その人たちは神を見るから」（マタイ５章８節）と祝福しました。イエ

スを信じる者は、この世でもある程度神の御顔を見るのですが、それは古代の銅鏡に映す

程度のぼんやりしたものです（Ⅰコリント 13 章 12 節）。しかし新天新地では、神の民は完

全に清められて、神の御顔を見ることができます。

新エルサレムでの神の民の祝福の第二は、「彼らの額には神の名がついている」（黙示録

22 章４節）とあることです。名前を記すのは所有の印です。神のしもべたちの額に御名が

記されているのは、彼らが神の所有だという意味です。私たちはサタンのものではなく、

また自分自身のものでもありません。神のものです。神の所有とされているとは、何とい

う光栄、何という平安でしょう。

新天新地の祝福の第三は、神の民は「神のしもべたち」と呼ばれると同時に「永遠に王」

と呼ばれている点です。ルターが『キリスト者の自由』で言うように、キリスト者におい

ては次の二つの命題が両立します。「キリスト者はすべての者の上に立つ自由な王であって、

だれにも従属していない」。「キリスト者はすべての者に奉仕するしもべであって、だれに

も従属している」。

新天新地の王たちは、いばりくさった暴君ではありません。イエスが私たちにそうして

くださったように、私たちは人に仕えられるよりも、仕えることを喜ぶ心を持つ王とされ

ます。

今すでに、私たちは聖霊が与えられ、主に仕え隣人に仕えるという喜びの前味を知って

いますが、時に利己的性質が顔を出し、悩まされることもあります。しかし、全被造物が

贖われた新天新地が到来すると、私たちは古い性質から解放され、御霊に属する体をもっ

て、思う存分に神と隣人にお仕えすることができます。

主は間もなく再臨し、歴史にピリオドを打たれます。その日、「あなたは、わずかな物に

忠実だったから、私はあなたにたくさんの物を任せよう。主人の喜びをともに喜んでくれ」

（マタイ 25 章 23 節）と肩を抱いていただけるように、今日も励みたいものです。御顔の

輝かしいほほ笑みを楽しみにして。マラナ・タ！


