「コロナ禍」を真正面から
受け止める神学を模索する
講義Ⅰ
クリスチャンは。コロナ禍にどのように
向き合ったらよいのか
（ページ 1～ページ 12）

講義Ⅱ
トム・ライトの『神とパンデミック』に学
ぶ
（ページ 13～ページ 40）

講義Ⅲ
ジョン・パイパーの『コロナウィルスと
キリスト』を考える
（ページ 41～ページ 42）

世界の神学者や教団・教派、著名人達は「新
型コロナウィルス」について、どのような観点で
語ってきたのか。

講義Ⅳ
「コロナ禍」を真正面から受け止める
「被造物管理の神学」
（ページ 43～ページ 58）

JWTC での講義を通じて探ってみた。本書は
その時の講義資料と、参考著書をまとめたも
のである。

講義Ⅴ
「被造物管理の神学」とは、どのよう
な神学なのか
（ページ 59～ページ 60）

JWTC 特別講義（2020 年 6 月 10 日～7 月 29 日）
大 野 キリスト教 会 宣 教 牧 師

中澤啓介

講義Ⅰ クリスチャンは、コロナ禍にどのように向き合ったらよいのか
2020 年 6 月 10 日、ＪＷＴＣ特別講座
本日（6 月 10 日）のＪＷＴＣの特別クラスにご参加いただき、ありがとうございます。今日は、「コロナ禍」の問題につい
て話させていただきたいと思います。
自粛生活中は、Stay Home が求められていました。すると、ほとんどの人は、テレビにくぎ付けの生活を送っておら
れたのではないかと思います。マスコミは、朝から晩まで、コロナウイルスに関して報道していますので、皆さんは、「コ
ロナ問題」に関しては、超一流の知識人になっていらっしゃるのではないかと思います。
皆さんが、そのような中にあることを百も承知しながらも、改めてＪＷＴＣのクラスにおいて、「コロナウイルス問題」につ
いてご一緒に考えてみることにしました。

１．教会の中で聴くことのできるメッセージ
教会には、多くの教派や宣教団体から、それぞれのグループの「機関紙」が届きます。普段は、その内容のほとんど
は、活動レポートや祈りの要請です。むろん、献金のお願いもあります。ところが、最近のレポートを見ると、どの頁にも、
「コロナ」という言葉が踊っています。厳しい制約下の生活に置かれているクリスチャンに対して、「励まし」や「慰め」に
満ちたメッセージが届けられています。
１）「連合通信」より

たとえば、私たちの教会は、日本バプテスト教会連合という教派に属しています。年に数回、「連合通信」という
機関誌が発行されています。その最新号は、教会の皆様には、近日中に郵送されるかと思います。その「連合通
信」は、どの頁も「コロナウイルス」関連の記事に満ちています。特に、次の箇所を読んでいただきたいと思います。と、
お願いしても、私の経験では、ほとんどの方は、読まないのではないかと思います。そこで今日は、次の箇所を読んで
いただきましょう。お読みするメッセージは、どの教派や宣教団体であっても、ほとんど変わらないと思います。「連合通
信」に掲載されているものは、ごく普通の、「平均的な」あるいは「標準的な」ものと言ってもよいでしょう（以下、資料１
「連合通信」をご覧ください）。
☆ 1 頁、2 段目終わりから 3 行目より、終わりまで
☆ 3 頁、倉嶋理事長による、「特別コラム、コロナ禍を捉える」の全文
☆ 7 頁、「コロナウイルスとアメリカの教会」の全文
☆ 16 頁、編集後記、全文
２）「新型コロナ時代に生きる」（日本福音同盟神学委員会）より
日本福音同盟（JEA）神学委員会は、「新型コロナ時代に生きる」というパンフレット（2020 年 5 月出版）を出版しまし
た。そこには、8 つのエッセイ的小論文がまとめられています。Ａ4 一枚の枠に収められているものですが、福音派のク
リスチャンたちにとっては、「コロナ問題」に関する有益な情報が盛り込まれています。普通のマスコミでは取り扱われな
い、クリスチャンならではの問題提起も含まれています。数人のクリスチャン仲間が、読書会のテキストとして、ワイワイ、
ガヤガヤと論じながら学ぶテキストとしては、面白いかなと思います。八つの小論の題名及び提唱者名を紹介しておき
ます。その内容については、資料２（心を一つにして、福音の信仰のために）をご覧ください。
①「我、教会を信ず」（篠原基章）
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②「『いっしょに』集まる幸い～愛と善行に励まし合うことにこそ～」（赤坂泉）
③「聖書（特に旧約聖書）における律法の柔軟な運用」（千代埼備道）
④「インターネットを用いて『礼拝するとは』」（山田泉）
⑤「遠隔礼拝における聖餐」（青木義紀）
⑥「感染症とキリスト教会の歴史から」（吉川直美）
⑦「ＡＩ技術の成熟と教会を考える～30 年後を見据えて」（能城一郎）
⑧「コロナ禍におけるみことばの励まし」（宮崎聖輝）
３）「日本宣教ニュース」より
東京基督教大学、宣教センターは、「日本宣教ニュース」18 号（2020 年 4 月号）を発行しました（資料 3「日本宣教ニ
ュース」をご覧ください）。そこには、日本のキリスト教界の各教派が発表した「コロナウイルス対策」の資料が、かなり詳
しく紹介されています。教会の役員会（執事委員会）や運営会議の皆様にとっては、広い視野に立って各個教会を運
営していくために、役立つのではないかな、と思わされます。
まず巻頭言には、北上聖書バプテスト教会佐々木真輝牧師が「この状態の中で神を信頼する」というメッセージを掲
載しています。特に、コロナ禍に不安を感じているクリスチャンたちに、「神が共におられることに信頼し、神が召してく
ださった働き（神を愛し、人を愛すこと）にいそしむように」と、励ましています。それぞれのクリスチャンが、時々このメッ
セージを開いて、自らの信仰の原点を振り返ってみてはどうか、と思います。
続いて、改革派神学校の吉田隆校長による、「ウイルス禍についての神学的考察」という、本格的な神学論文が掲載
されています。私たち福音派の牧師は、ともすると、現場で起こって来ることに一喜一憂し、右往左往してしまう傾向が
あります。そんなとき、このような本格的な学びを積み重ね、信仰者としてぶれない歩みをすることが大切でしょう。
それ以降の記事は、キリスト教界の各教派の代表者たちから、コロナ禍に「薄気味悪い不安」を感じているクリスチャ
ンに対し、大きな励ましのメッセージが届けられています。
まず、カトリック中央協議会の「教皇フランシスコ、2020 年 3 月 22 日『お告げの祈り』でのことばと、 新型コロナウイ
ルスの感染拡大にあたっての呼びかけ」というメッセージが記されています。
そしてさらに、日本カトリック司教協議会髙見三明大司教（長崎大司教区）会長が、「新型コロナウイルス感染拡大の
ただ中で」という談話（2020 年 4 月 3 日）を発表しています。
続いて、日本基督教団石橋秀雄総会議長及び秋山徹総幹事は、「新型コロナウイルス感染症に伴う注意喚起につ
いて（第二信）」を、日本基督教団各教区、各教会・伝道所、関連施設（付属幼稚園、保育園センターなど）に送ってい
ます（2020 年 3 月 27 日）。そこには、「コロナ禍」に対する八つの基本方針が明確にされ、その後次のような文章をも
って締めくくられています。
日本基督教団は、「日本基督教団信仰告白」を告白し、「教憲教規」を守ること以外は、各人と各個教会・伝道所によ
る“自由な証し”を大切にして来ました。その信仰を、このたびの感染対策にも生かしたいと思います。一人ひとりが、諸教
会・伝道所が、諸教区（支区 地区 分区）が、神に向かって真摯に祈り、最も良い答えを見出させていただき、この“試
練の時”をご一緒に乗り越えたいと願います。
その後続けて、＜新型コロナウイルス感染に対する取り組み例＞という題名で、「コロナ禍」に対する、きめ細かな注
意事項を述べています。教会数も多く、関連施設なども数多いので、詳細かつ的確なアドバイスがなされています。
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日本聖公会東京教区フランシスコ・ザビエル髙橋宏幸主教は、「主教教書（８）―新型コロナウイルス感染症対応のお
願い」という文章（2020 年 4 月 7 日）を、掲載しています。
日本キリスト改革派教会川杉安美（草加松原伝道所）大会議長は、「日本キリスト改革派教会の皆様」と題した文書
（2020 年 3 月 6 日）を発表しています。
日本同盟基督教団では、理事会より、「新型コロナウイルス感染への教会の対処のために」という文書（2020 年 3
月 27 日）を配布しています。
日本ナザレン国際援助委員会（JNCM）江上環委員長（青葉台教会牧師）は、「新型コロナ ウイルス肺炎
（COVID-19）への対応」という文書（2020 年 2 月 27 日）を、公表しています。
日本ホーリネス教団島津吉成委員長は、「新型コロナウイルスの感染拡大を受けてのお願い」（2020 年 2 月２８日）
を、全国の教団所属牧師に送付しています。
日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド（JAG）理事会は、「新型コロナウイルス（COVID-19）への JAG ガイドライン（第
二版）」（2020 年 3 月 25 日）を発表しています。
世界教会協議会（WCC）は、「今こそ、キリスト教の牧会的、預言者的、実践的な使命を果たそう」という文書（2020
年 3 月 26 日）を、WCC および各地域エキュメニカル組織による共同声明として、発表しております。
世界福音同盟（WEA）は、「新型コロナウイルス・グローバル・タスクフォース」のデイビッド・ボーアン議長は、「地域
の信仰共同体による危機緩和のためのガイドライン」（2020 年 3 月 29 日）を発表しました。その「あとがき」の部分を引
用させていただきます。
それにしても、このような目に見えないウイルス禍によって、会堂で何も気兼ねなしに礼拝を献げることができないような事態
は、古来から共に集まることが大前提であった教会（エクレシア）にとっては、余り想定していなかったことであり、大袈裟に
言えば従来からの教会観や礼拝観の根底が揺さぶられる事態だとも言えるのではないかと思います。
現在諸教会では、礼拝のインターネット中継や動画配信などの対策を急ごしらえで整えたり、郵便や電話などを用いて、
公同礼拝出席に準じた霊的養いができるような工夫と配慮を今まで以上に行うなど、その対応に苦心されているのが現
状かと思います。
このような事態は一時的なものとして、短期間で終息して欲しいと心から願うばかりですが、しかし、たといそうではなく今後
長期化したり、或いは毎年常態化するようなことにならないとも限りません。そのような事態に備えて、キリスト教界全体とし
ても、今後教会としての共同体性の維持や、「見える教会」の「見えない教会」化の拡大への対応策、或いは隣人や社
会への宣教や奉仕を、目に見える具体的な形で表すことが難しい状況の中で、どのようなことをなしたらよいのか、さらな
る対応策を考えていく必要があるように思います。
14 世紀にパンデミックを起こしたペストの流行は、従来の価値観に大きな変化をもたらし、暗く息苦しい中世から明るく自
由な社会への転換、すなわちルネッサンスや資本主義をもたらしたと言われています。今回の「新型コロナウイルス」によ
る外出自粛要請が、テレワークやネット授業を急速に普及させています。このような日本社会の構造変化に対応して、
「キリストの体」なる共同体としての教会の在り方、或いは礼拝や宣教の在り方も、否応なしに変化せざるを得ないように
思います。（初穂）

3

４）福音派の学者たちの発信より
「コロナ禍は、100 年に一度起こるか起こらないかの感染症である」と述べる人もいます。あるいは、「今後、毎年のよ
うに、このような感染症は起こるだろう」と予測する人もいます。それは、私たちには分かりません。ただ、私たちの人生
において、何が起こってもおかしくないと、覚悟しつつ生きていく必要があるでしょう。このような状況を踏まえ、英語圏
では、クリスチャンの立場から、いくつかの「コロナ禍」に関する書物が出版されています。
一つは、ジョン・パイパー著、『コロナウイルスとキリスト』 John Piper. Coronavirus and Christ です。もう一つは、
日本でも、最近ポピュラーになっている NT ライトの、『神とパンデミック：コロナウイルスとその余波に関するクリスチャン
の熟考』 Wright, Tom. God and the Pandemic: A Christian Reflection on the Coronavirus and its

Aftermath, SPCK, 2020 です。これらの本は、7 月初めには手元に届くと思います。届きましたら、JWTC のクラス
でご紹介できるでしょう。期待して、お待ちください。
本日は、ジョン・レノックス著、『コロナウイルスの世界において神はどこにいるのか？』 John C. Lenox. Where is

God in a Coronavirus World? good book co, 2020 を紹介します。著者は、オックスフォード大学教授、その世界で
は知らない人はいないという「超有名な数学者」です。しかしそれだけでなく、キリスト教弁証学者としても有名です。イ
ンターネットで、「you tube John C. Lenox」と検索するなら、彼の講演を数多く聞くことができます。ぜひ、アクセスし
てみてください。好々爺という風貌のこの学者は、顔を見るだけでも、心温まる思いがするでしょう。
この書物は、コロナ問題の真っただ中にあったイギリス、しかも人影の消えたロンドンの街中で、書かれたものです。
彼は、「コロナ禍は、神を信じるのに妨げにならないばかりか、神から与えられた人生に勝利をもって歩み続けることが
できる“最大のチャンス”になる」と、断言します。しかもそれは、神の平安と守りの約束をうすっぺらに説くものでも、安
易に終末預言に結びつけるものでもありません。自然と社会と人生をこの上なく愛し、何にもまさって神を畏れ敬い、人
生にいかなる問題が生じても、微動だにしない信仰から出て来る「神からのメッセージ」に、私には響いてきました。
それは、次のような 6 章より構成されています（6 章の部分は、最後の「メッセージ」において、ふれます）。
1 章 不安感に満ちた世界
2 章 大聖堂と世界観
3 章 惨事を克服するのに、無神論は役立つのか？
4 章 神が愛であるなら、どうして、コロナウイルスが存在するのか？
5 章 愛の証拠
6 章 神が備えられた異常事態にどう対応するのか
ところで、インターネット上には、「コロナ問題」に関係する動画がたくさん掲載されています。中身は、玉石混交の感
があります。あらゆる偏見を排除して、賢明な見分ける力をもちながら、注意深く情報を集めることが必要でしょう。例え
ば、全米の保険機構の代表者フランシス・コリンズ（バイオロゴスの創設者）とティム・ケラー牧師（ニューヨークの教会の
牧師であり神学者）の対談を見ることができます。また、先週の金曜日（6 月 5 日）には、「科学は、あなたの教会の信仰
をどのように強めることができるのか（How SCIENCE can strengthen the Faith of your CHURCH）」という Web
会議が開かれました。朝の 9 時半から午後の 3 時（日本時間では、夜中の 11 時半から 6 日の朝 5 時）までの講演や
分科会の討論会はとても有益なものでした。もともとは、コロナ問題がテーマだったわけではありませんが、講演者の
皆さんは、当然、この問題にふれていました。
クリスチャンにとっても、時流に流されず、信頼できる「正確な情報」を手に入れることは、何よりも大切です。聖書を
たくさん引用しているから、もっともらしく聖句が組み立てられ理論化されているから、確信に満たされて語られている
から、多くの信望者がいるから等は、「正しいことの理由」にはなりません。私たち一人一人が、心低くして聖書の神の
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前にひれ伏し、聖霊の導きのもとに御言葉を聞いていくことが大切です。疑問がありましたら、ご自分の牧師に尋ねる
ことも、とても大切です。

２．一般の書物からも、多くのことを学び、考えねばならない
これまでは、「クリスチャンの間で交わされている情報」を紹介してきました。しかし、「コロナ禍」の問題を考えようとす
ると、それだけでは不十分です。一般社会に出回っている「コロナウイルス関連の情報」を、できる限り広く、たくさん集
め、その中で自分が直面している問題を解決するのに必要な情報を選んでいく必要があります。
１）私の失敗は、絶対に繰り返さないでほしい
私は、高校 1 年の時にクリスチャンになりました。高校を卒業し、直ぐに神学校に行き、神学校を卒業してすぐにキリ
スト教の牧師になりました。以来 55 年間ずっと、キリスト教会の中で人生を過ごしてきました。それは、本当にすばらし
い人生でした。失敗ばかりの歩みでしたが、この歩みそのものを後悔したことはありません。後悔していることは、別の
ところにあります。
私は、世間知らずで、社会性や常識の乏しい人間であることは、牧会の現場で日々感じさせられてきました。私の場
合は、とにかく、「この世は悪と罪に満ちており、神によって裁かれるべきもので、何一つよいものはない」、と頭から叩
き込まれていました。「神の言葉である聖書を読んでいれば、すべてのことは分かるはずだ」と教えられ、本当にそうだ
と思い込んでしまいました。そのような考えが打ち砕かれ、一般の学問や社会の常識に目を向けるようになるには、そ
の後、多くの時間が必要でした。
クリスチャンは、一般的に言って、この世界で起こる出来事を真正面から捉えようとしない傾向があるように思います。
私たちは、この世から選び出された者で、この世のものではない、と確信しています。従って、一般社会の人たちが問
題にしている事柄など、相手にする必要はない、と考えがちです。神の国や霊的な世界、信仰の目から見ると、「この
世は過ぎ去っていくものであり、真面目に取り組むべきものではない」となるわけです。このような姿勢は、明らかに間
違っています。このような過ちから解放されるのに、私自身は、何と 40 年の歳月が必要でした。厳密に言えば、残念な
がら、今でも完全に解放されているのか、疑わしいところがあります。
社会に出回っている情報には、何がしかの真実と何がしかの曲げられた部分があるものです。それを見分けること
は、自分自身が努力し、多くの知識を蓄え、経験と訓練を積み重ね、多くの失敗をして初めて可能になります。クリスチ
ャンは、そのようなプロセスをバイパスし、神、聖書、聖霊、教会の伝統、その他尊敬する人物（牧師など）や有名人等
を持ち出す癖があります。そうなると、問題の本質を見抜けず、大事なことを見落としてしまう危険性があります。
JWTC の受講生の皆さんには、私のような失敗を、絶対に繰り返さないでいただきたいと思います。
２）「ファクトフルネス（先入観からの解放）」はたいせつである
最近、FACTFULNESS（ファクトフルネス）という言葉が流行っています。人は、物事を考えるとき、事実に基づか
ず、先入観から判断しやすい、という危険性を指摘した言葉です。この点に関して、クリスチャンは特に注意しなけれ
ばなりません。牧師である先生方にはぜひ、ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド著、上
杉周作、関美和訳、『FACTFULNESS（ファクトフルネス）：10 の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る
習慣 』、（2019 年）という書物を読んでいただきたいと思います。さらに、プレジデント 2020 年 5/29 号誌、『真実(ファ
クト)が見える。不安が消える 最新ファクトフルネス FACTFULNESS』も参考になります。このような書物を通して、偏
見をもって人の考えや言葉を聞いたり、マスコミ報道を受け取らないように、訓練を受ける必要があります。
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「コロナ禍の問題」を考える場合にも、FACTFULNESS は大切です。もしこのような見方を踏まえるなら、コロナ禍
は、神の裁きである、キリストの再臨のしるしである、黙示録の預言の成就である、などと簡単に決めつけることはできま
せん。そのような聖書の読み方は、私がクリスチャンになったばかりの 1960 年代に聴いたメッセージとほとんど変わり
ません。人は何か災害が起こると、この種の話を持ち出したがるものです。御言葉を多角的に捉え、総合的に組み立
てていかないと、同じ間違いを繰り返すことになります。
私自身は、今この世界で通用している学問的真理と言われるものは、基本的にすべて受け入れ、活用していくのが
よいと思います。人間の学問が探求している真理は、被造物の中に貫かれている「神の法則（原理）」です。その「原理」
がすぐ見つかることもあれば、なかなか到達できない場合もあります。学問が手にした「原理」は、初めは「仮説」です。
しかし、その内、その領域の専門家たちが認めるようになり、「定説」となります。「定説」が確立されるまでは、とりあえず
「一番良いと思われる仮説」を用いる以外にありません。
神は、「神の法則（原理）」に基づいて被造物を保っておられます。人間は、「神のかたち」に造られています。人は、
その「神のかたち」によって、「神の法則（原理）」を発見しようと努力しています。この「神の法則（原理）」を発見する作
業は、すべての人間に期待されています。最初に造られた人間も、その後に堕落した人間（一般の人たちを指す）も、
堕落から贖われた人間（クリスチャンを指す）も、そして、地上の生涯を終わり、新天新地の神の国で復活する人間も、
です。なぜなら、すべての人は、神が創造された被造物を管理するために、造られたからです。確かに、すべての人
は、堕落によって神から切り離されました（創世記 3 章）。それでもなお、堕落後も「神のかたち」を保持し続け、「神の法
則（原理）」を発見する作業を続けているのです。このような人間理解は、キリスト信仰にとって極めて重要です。福音
派のクリスチャンの間では、この点が曖昧であるため、福音を「自分の魂や心の出来事」に閉じ込めてしまうのです。
３）「コロナ禍」の問題は、ウイルスそのものに対して正しい理解をもつことから始まる
「コロナ禍」の問題を扱おうとするのであれば、クリスチャンはまず、「コロナウイルス」そのものについて、基本的な事
柄を学ぶことから始めねばなりません。実は、このことは、未だ専門家でも分かっていないことがたくさんあります。しか
し、次第に分かってきつつあることも事実です。それを正しく認識することなく、コロナ禍対策を講ずることはできません。
牧師であれば、病原菌などに関する基礎知識を全く持たないで、「コロナ禍」に対して、表面的な対応に終始するよう
な愚かなことをすべきではありません。自分が、責任をもって教会を導くためには、これまで分かっていることを、信頼
できる専門家の平易な解説書を読む以外にありません。この点について、特に次の 3 冊をお勧めします。
まず、岩田健太郎の二つの啓蒙書、『新型コロナウイルスの真実』、（ベストセラーズ、2020 年 5 月 30 日）と、『感染
症は実在しない』、（集英社、2020 年 4 月 28 日）です。さらにもう一冊、トム・クイン著、『新型コロナウイルス、制圧に向
け歴史に学ぶ教訓と希望』、（朝日新聞、2020 年 5 月 30 日）は、近代に入ってからの感染症対策を詳しく紹介してい
ます。今の「コロナ禍」の対策にも、大きなヒントを提供してくれます。
（コロナ禍、及びその言葉づかいについては、資料４の「世界保健機関から発行されている、インターネット上の情報」
をも参照してください）。
４）「コロナ禍」対策には、感染症の歴史を学ぶことが重要である
この問題に関しては、4 冊の書物を紹介したいと思います。それぞれの著書は、ある部分には詳しく、他の部分には
弱い、ということがあります。従って、どれか一冊だけというのは、正確な判断を妨げます。広い視野から物事を眺める
ことは、教会を導く牧師にとっては、極めて重要です。
石弘之著、『感染症の歴史』、（角川書店、2020 年 5 月 20 日）と、池上彰、増田ユリヤ著、『感染症対人類の世界史：
感染症との戦い方は歴史から学べ』、（ポプラ社、2020 年 5 月 20 日）は、色々な角度から感染症を見るのに、とても役
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立ちます。特に増田さんは、高校の世界史の先生だったそうですが、緻密な歴史研究家です。それに加えて、分かり
やすく説明するのに長けています。
島崎晋（すすむ）著、『人類はパンデミックをどう生き延びたか』、（青春出版社、2020 年 6 月 1 日）は、パンデミック
が起こったときに、その裏側ではどんなことが起こったのかを、詳しく扱っています。他の書物にはない情報も数多く掲
載されています。現在私たちが直面している問題を考えるのに、とても役立つ、必読の書です。
サンドラ・ヘンペル著、竹田誠、竹田美文、関谷冬華訳、『ビジュアル、パンデミック・マップ：伝染病の起源・拡大・根
絶の歴史』、（日経ナショナルジオグラフイック社、2020 年 3 月 16 日）は、様々な感染症を四つに分類し、それが、世
界的にどのように広がっていったのか、その裏側には、人々のどのような動きがあったのかを考察した、貴重な資料で
す。この種の研究の積み重ねがあって、専門家の間では今日の感染症対策が講じられていることもよく分かります。
（感染症の歴史に関しては、資料５の「世界保健機関から発行されている情報」をも参照してください）。
５）今回の「コロナ禍」発生の問題等は、今後の世界秩序に大きな影響を与えるだろう
今回のコロナウイルスの問題の発生や、初期対応の問題に対しては、未だ明らかにされていない事実がたくさんあり
ます。しかも、その問題は、WHO と中国マネーの問題、中国のヨーロッパやアフリカ諸国への覇権問題、アメリカの人
種差別問題、中東和平の問題、ひいては国際連合の将来などに至るまで、ありとあらゆる国際関係の政治的・経済的
問題が関わってきます。決して、「コロナ禍」だけの問題に終わらないことは、既に皆さんが見聞きしているとおりです。
様々の謀略説が流布されている状況を見極め、日本の福音派が誤解されるような言動は慎まなければなりません。
このような問題を考えるきっかけとして、黄文雄（コウブンユ）著、『新型肺炎、感染爆発と中国の真実：中国五千年の
疫病史が物語るパンデミック』、（2020 年、徳間書店）と、五味洋治著、『新型コロナ感染爆発と隠された中国の罪』、
（バリューブックス、2020 年）等は、役立ちます。しかし、最終的な判断や見通しを立てるには、現状況の情報では、不
十分です。冷静に状況を見極める知恵は、不可欠です。また、見通しが見えてきたとしても、私たち日本人牧師が、何
かを発言することには、慎重の上にも慎重であらねばなりません。謙虚になり、祈りつつ、その道の専門家の意見を幅
広く聞きながら、私たちに託されている教会を導く責任があります。
６）「コロナ禍」が影響を与えるであろう「あらゆる分野の問題」に視野を広げていく
コロナウイルスの問題は、私たちの生活のあらゆる分野に影響を与えていきます。「BC 及び AC 問題」という言葉を
御存知でしょう。Before corona, After corona の略です。そんな問題を扱っている書物としては、次の 2 冊を紹介する
にとどめておきます。
一つは、『新型コロナ、19 氏の意見：われわれはどこにいて、どこに向かうのか』、（農村漁村文化協会、2020 年 5 月
10 日）です。この書物は、寄稿された意見を 5 つに分類して掲載しています。
最初の巻頭言は、「恐怖の報酬 『気持ち悪さ』の向こうに見えるもの」（哲学者、内山節）です。
つづいて、一つ目は、「ウイルスと人間の関係から見る」の表題の下に、「ウイルスとは何かを知れば、向き合い方が
見えてくる」（ウイルス学、高田礼人(あやと)）、「過去のパンデミックに学ぶウイルスとの共生」（国際保健学、山本太郎）、
「新しいウイルスとどうつきあうか」（小児科医、山田真）、の三つの論文が掲載されています。
二番目は「日本の対応について考えてみる」のテーマの下に、「日本社会の失敗の構造：未来の失敗への想像力が
欠落している」（哲学、内田樹(たつる)）、「パンデミックはこれから始まる地獄の序章である：大恐慌と世界食糧危機に
備えよ」（社会工学、藤井聡(さとし)）、「弱者からの悲痛な声に耳を傾けよ（作家・活動家、雨宮処凛(かりん)）、「不要不
急とは何か」（医療人類学、磯野真穂）の四つの論文が掲載されています。
三番目は「日常の食生活と教育からみる」のテーマの下に「予測不能なリスク社会に必要なのは『食べるスキル』で
は？」（食生活研究家、魚柄仁之助）、「まずは免疫力を高めることから:食事と咬み合わせの改善」（歯科医師、丸橋
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賢）、「コロナ禍を『学校の閉塞感』をやぶるきっかけとするために」（学校と地域の融合教育研究会、宮崎稔）の 4 つの
論文が掲載されています。
四番目は、「歴史と世界に視点を広げてみる」というテーマの下に、「生命と人類の歴史から『目に見えない天敵』の
意味を考える」（探検家・医師関野吉晴）と、「『イラク水滸伝』から見たコロナ禍」（ノンフィクション作家、高野秀行）の二
つの論文が掲載されています。それに、「ドイツに見る民主主義と政治の責任：メルケル首相が言葉と行動で示したこと」
（児童文学作家、那須田淳）、「コロナ禍の向こうに見えるフランス社会変化の兆し」（フリージャーナリスト、羽生のり子）、
「病気はまだ、継続中です：分割/連帯を生み出すために」（文化人類学、猪瀬浩平）の三つの現地レポートが加えられ
ています。
五番目は、「パンデミック後の社会に希望をみる」というテーマの下に、「新型コロナ禍は行き過ぎたグローバル資本
主義への警告」（経済アナリスト、森永卓郎）、「逆転した産業ピラミッドを正し、第一次産業を基本とした自然共生社会
へ：グローバルから『グローカル』への構造変革」（環境社会経済学、古沢広祐）、「新型コロナでわかった田舎暮らしと
小農の強さ確かさ」（農民・作家、山下惣一）の三つの論文が掲載されています。
クリスチャンであるお互いは、この世界に生きている人々が、自分の見聞きしたことを自分の人生の中で真正面に受
け止め、取り組んでいることに、大きな拍手を送るべきだと思います。皆、悪戦苦闘しながら、試行錯誤を繰り返しなが
ら、「コロナ禍」の問題とその延長線上にある問題に取り組んでいるのです。神が被造物管理権を人間に委ねられ、キ
リストの贖いはその使命を回復することにあるとすれば、このような人々が、キリストの主権のもとにある「神の国」の使命
を、知らずして果たしているのではないでしょうか。
もう一冊は、『現代思想』5 月号の「感染／パンデミック：新型コロナウイルスから考える」特集号です。
この雑誌は、十種類に分類し、一番目の「パンデミックの思想」の項には「監視と処罰ですか？ いいですねー、お
願いしま―す！」、「コモン／ウイルス」、「恵まれたる者、呪われたる者」の三つの論文が掲載されています。
二番目の「医療の現在地」の項には、「感染までのディスタンス」、「感染症の疫学とアウトブレイク対応」、「国際共同
臨床試験の倫理」、「へき地や離島での感染症対策と保健活動」の四つの論文が掲載されています。
三番目の「生政治のゆくえ」の項には、「戦争・権力・感染」、「フーコーにおける感染症と安全」、「COVID-19 時代
のリスク」の三つの論文が掲載されています。
四番目の「対策をめぐって」の項には、「予防接種をめぐる決断と責任」、「感染予防とイベント自粛の倫理学」、「『科
学』的『占い』に抗う大衆動員の予防について」、「広範囲の都市化を通じたウイルスの伝播」の四つの論文が掲載され
ています。
五番目の「感染を描く世界史」には、「感染と文明、その中国的文脈について」、「13-14 世紀アフロ・ユーラシアにお
けるペストの道」、「コロナから発せられる問い」の三つの論文が掲載されています。
六番目の「日本感染症史」には、「二世紀の疫因論」、「ハンセン病『隔離』とは何か」、「清潔の指標」の三つの論文
が掲載されています。
七番目の「感染をとらえる＜ことば＞」には、「コレラ、放射能、流言」と、「新型コロナ騒動から日本エイズ文学を考え
る」の二つの論文が掲載されています。
八番目の「感染をめぐる人類学」には、「鼻口のみを覆うもの」、「エイズ・パンデミックと生き方の変容」、「『人間以上』
の世界の病原体」の三つの論文が掲載されています。
九番目の「暮らしの危機から考える」では、「パンデミックで人びとを破滅させてはならない」、「グローバリゼーション
と『危機』の経済的位相」、「終わりなき点検と調整」の三つの論文が掲載されています。
十番目の「病とともにある『日常』」には、「なぜ病んだ人たちが謝らないといけないの」、「病者のユートピア」、「パン
デミックに侵食される『日常』」、「たったひとりにさせない／ならないために」の四つの論文が掲載されています。
以上、執筆者の名前と肩書を伏せ、30 の論文の題名だけを紹介しました。題名を見るだけで、読みを誘うものもあ
れば、読まなくてもいいかと思わされるものもあります。いずれにしても、自分が読みたいものを読めばよいのです。面
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白ければ、インターネットで執筆者名を検索するなら、関連するたくさんの書物や論文が出てきます。そこから、さらに
問題意識を深めてゆくとよいでしょう。
（教会には、感染症に関する専門的な情報をもっている医療従事者を初め、各分野で「コロナ禍」の問題と専門的に
取り組んでおられる方々がたくさんいます。そのような方々のお話をお聞きする機会があれば、すばらしいと思います。
教育のグループなどが企画していただけないかなあ、と期待しています。なお、小堀兄の大学時代のお友だち、川越
さん（新型コロナによせて）と、IY さん（OB 会の皆様へ）から寄せられた文書を、資料６として添付の資料集に掲載させ
ていただきました。各界で活躍されている方々の経験をお聴きできる恵みを味わっていただければと思います。）

３．「コロナ禍」をどう受け止めたらよいのか
私は、牧師です。「コロナウイルスの問題」を前にして、教会の皆さんに、聖書からどのようなメッセージを取り次げる
のだろうか、と考え続けています。この問いは、「聖書をどのように読むのか」という、より重要で、根本的な問題にぶつ
かります。
１）旧約聖書の「疫病」からメッセージを語るとは
聖書には、どこにも「コロナ」という言葉は出てきません。とすると牧師は、「コロナ禍」の問題については、聖書から説
教することはできないことになります。でも、それでは困ります。これほどの大きな問題にぶつかりながら、そのことを真
正面から話すことのできない牧師の説教など、何の価値があるのでしょうか？
そこで、「コロナ」に関係ありそうな言葉を考えました。ありました。「疫病」です。この言葉は、旧約聖書に 56 回、新約
聖書に 2 回出てきます（資料７をご覧ください）。しかし、このような聖書箇所を引用して説教するとなると、「疫病」＝神
の裁きですから、「コロナ禍は、世界に対する神の裁きです！」というメッセージになります。「終末に近づいての“最後
の裁”き」と、声高に叫ぶこともできます。でも、本当にそうでしょうか？ 「コロナ禍」の現状を見て、そして感染症の歴史
を振り返るなら、私には、そのような説教をすることは、とてもできません。
私は、過去 40 年間、聖書をどのように読み、どのように自分の歩みに当てはめて歩んだらよいのかを考え続けてき
ました。そして、やっと数年前から、結論らしきものが見えてきました。それは、神学のパラダイム・シフトの必要性、聖書
の本性はストーリー性にあること、そのグランド・ストーリーは「創造、堕落、イスラエル、イエス、教会、新創造」の 6 幕よ
り成る「贖いのドラマ」であること、人間が造られた目的は「被造物管理」という使命にあること、「信仰」と「希望」と「愛」の
認識論に立たない限り「聖書的福音」は理解できないこと、「信仰」と「教理」と「神学」の三つを区別するならとても便利
であること、等々です。
これらの一つ一つのことは、とても重要です。しかも、その背景には、語らなければならないことが山ほどあります。
「簡単に 1 時間で説明してください」と言われたことがありますが、それは不可能です。十分な説明には、「死後の世界」
の問題に限ったとしても、週一回（2 時間）の JWTC のクラスであっても、3 年はかかります。
誰も、そんな時間を取ることはできません。そこで、簡単な方法を考えました。ある聖書箇所（神学的問題）を読むと
きに、いつでも次の 6 つの質問を問いながら、その「答えの枠」から、今の自分の歩みに応用して読んでいくのです。
①神は人を「何の目的で」造られたのか？
②「神の贖いのご計画」とはどういうものなのか？
③「キリストによる救い」とは、どういうものなのか？
④キリストの再臨は、「いつ、どのように、何のために」起こるのか？
⑤クリスチャンが、死後に行く天国とは、「どんなところで、何をする」のか？
⑥クリスチャンは、天国に行く前の「今この地上」で、何をすることが期待されているのか？
9

このような問いに対して、聖書が教えている「正解」は、次のようなものです。
①人の生きる目的は、神の栄光を現すとか、礼拝するということではなく、「被造物を管理すること」にある。
②神の贖いのご計画とは、「創造、堕落、イスラエル、イエス、教会、新創造の六幕より成る“贖いのドラマ”」である。
③救いとは、天国に行くことではなく、「堕落前の最初の人間に与えられた使命を回復すること」である。
④キリストの再臨は、すべての時代のクリスチャンが、「自分の生涯が終わる前に起こる」、と期待すべきである。
⑤新創造の世界は、「この地に降りて来る新天新地のことで、人はそこにおいても、新被造物の管理を託される。
⑥「神の国」は既にこの地上に現臨し、クリスチャンは、「神の国の家族」として、神と共に被造物を管理する。
このような聖書のグランド・ストーリーの枠組みに立って、「疫病」の聖書箇所を読むとき、「コロナ禍」の状況にある私
たちへのメッセージが出て来るのです。このような枠組みの中に、「疫病」に関する聖書テキストを置いて、「コロナ禍」
にある人々に「神からのメッセージ」を語るなら、聖書を正しく読んでいることになるのです。「文脈から外れて（out of
context）、説教に利用している」という批判（これは、自分の内に起こってくる良心の響きです）に耐えられる説教となる
のです。むろん、このような「聖書のグランド・ストーリー」に、いちいち言及する必要があるわけではありません。言及し
てもしなくても、このストーリー内で、神の恵みと慰めと平安を語ることができれば、それで十分と言えましょう。
旧約聖書では、「疫病」が「神の裁き」として言及されていることは明らかです。しかし、その神の裁きである「疫病」は、
聖書のグランド・ストーリーから眺めるとき、「主こそ、・・・ 破滅をもたらす疫病から、あなたを救い出される」（詩篇 91:3）
という約束を、全世界に告知することができるのです。そして、新約聖書に出て来る唯一の「キリストの再臨のしるしとし
ての“疫病”」（ルカ 21:11）もまた、このグランド・ストーリーにおいて、大切なメッセージになってくることは、お分かりい
ただけるでしょう。
２）クリスチャンは、コロナ禍にどのように向き合ったらよいのか
私は既に、オックスフォード大学のレノックス教授の書物を紹介しました。その最後の 6 章において彼は、6 つの貴重
なアドバイスを与えて、書物を閉じています。このアドバイスは、牧師が講壇の上から、聖書に基づいて説いている説
教ではありません。超一流の数学者しか到達しえない「神学的な奥義」を展開しているわけでもありません。パトカーが
けたたましくサイレンを鳴らしながら行き通っている、ロックダウンされ人通りが全く消え、無人の死の街と化している「ロ
ンドンの真っただ中」で、多くの友人たちを神のみもとに送るという「悲しみ」に打ちひしがれている 70 代半ばを迎えた
一人の人間が、渾身の思いを込めて叫んでいるアドバイスです。
私は、そのアドバイスを聞きながら、繰り返し、繰り返し、自らに語りかけられている神からのメッセージを聞こうとして
きました。そして、彼のアドバイスを自分の信仰の歩みの中で熟考し、咀嚼してきました。そういうプロセスを経ながら、
自分の言葉で言い直し、本日の受講生の皆様に、「クリスチャンは、コロナ禍にどのように向き合ったらよいのか」という
メッセージを送りたいと思います。特に、「今、コロナ禍から学ぶべきこと」を 6 つにまとめてお話ししたいと思います。
「今、コロナ禍から学ぶべきこと」の第一は、クリスチャンは、コロナ禍の恐ろしさをよく知り、特に、医療従事者たちを
初めとする専門家たちのアドバイスに、謙虚になって耳を傾けよう、ということです。お互いは今、これまで経験したこと
のないような事態に直面しています。誰もが、言葉で言い表せない不安に襲われるものです。そのようなとき、事実を
直視する勇気が必要です。何でも自分は知っている、自分でできるかのような錯覚を捨てる必要があります。自分は、
神の前にも、人の前にも、弱く、愚かで、不十分なものであることを認め、告白することです。
全地よ、主の御前におののけ。国々の間で言え。「主は王である。まことに、世界は堅く据えられ揺るがない。主は公正を
もって諸国の民をさばかれる。・・・主は必ず来られる。地をさばくために来られる。主は、義をもって世界を、その真実をもっ
て諸国の民をさばかれる（詩篇 96：9-13）。
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「今、コロナ禍から学ぶべきこと」の第二は、人生とは、「思いがけない災難」に出くわすものだということを、覚悟すべ
きだということです。すべてのことが順調に運んでいくという人生は、滅多にありません。誰でも、人は死ぬに十分な年
齢に達しています。死は、いつやって来るかは、分かりません。コロナウイルスは、私たちにその現実を示してくれまし
た。それが肉体的なものであれ、精神的なものであれ、「悲惨な状況」の中で死を迎える人は、決して少なくはありませ
ん。クリスチャンだから、そういうことはないと思うのは幻想です。イエスは弟子たちに、「これらのことをあなたがたに話
したのは、あなたがたがわたしにあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。
わたしはすでに世に勝ちました」（ヨハネ 16:33）と語っておられます。
「今、コロナ禍から学ぶべきこと」の第三は、惨事や苦難を覚悟した上で、自分に与えられている人生をできる限り､
有効に、意味あるものとして、喜び、感謝し、楽しみながら生きて行こう、ということです。旅行、スポーツ、ゲーム、音楽、
読書、おしゃべり、団らん、食べ歩き、何でも許されています。神は、世界を創造されたとき、「神はご自分が造ったす
べてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった」（創世記 1:31）と語られています。キリストによって贖われた者た
ちにとって、この世界は「神の国」へと回復されていく途上にあるのです。罪や悪、不義や禍は、キリストが受けた十字
架の贖いのわざによって滅ぼされてしまったのです。クリスチャンとは、そのキリストの解放に与かった者たちです。創
造の最初に「すべてがよかった」と言われる状態に置かれていましたが、その状態を回復されていく歩みへと召された
者たちなのです。父が子に願うのは「幸せ」です。クリスチャンが幸せに生きていないのであれば、父なる神は、どうし
て、お喜びになることができるでしょうか。
「今、コロナ禍から学ぶべきこと」の第四は、神は、私たちに、被造物を管理するように召されている、ということです。
仕事は、堕落によって苦痛と虚しさに変えられましたが、キリストの贖いはそこから解放されたのです。労働とは、本来
最も大きな喜びをもたらすものなのです。「神の国」は、今既にここに来ています。復活されたキリストはこの世界の主権
者です。「コロナウイルス」の問題が起ころうと、東日本大震災が生じようと、キリストご自身は、「わたしには天において
も地においても、すべての権威が与えられています」（マタイ 28:18）と、宣言し続けておられます。この御言葉は、この
世界にどのようなことが起こっても変わることはありません。キリスト者に招かれたということは、「王であり、祭司」へと召
された、ということに他なりません（Ⅰペテロ 2:9、黙示録 1:6、5:10、20:6）。新創造の世界では、神と人とを取り持つ「祭
司」の職務は無くなります。しかし、新創造の世界を治める「王」の職務は、永遠に続きます（黙示録 22:5）。
「今、コロナ禍から学ぶべきこと」の第五は、イエスが語られた「愛の命令」を守ることです。イエスは、「あなたがたの
敵を愛しなさい。あなたがたを憎む者たちに善を行いなさい」（ルカ 6:27）とか、「あなたがたは自分の敵を愛しなさい。
彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい」（ルカ 6:35）と命じました。2 世紀のキプリアヌス帝の支配下
で、ローマを襲った伝染病の話はあまりに有名です。帝国民の 4 分の 1 の人々の生命が奪われるという大惨事の真っ
ただ中で、当時のクリスチャンたちの愛のわざは、後々までも語り継がれることになりました。後世の歴史家たちをして、
「ローマを支配していたのは、ローマ皇帝の権力ではなく、クリスチャンたちの愛であった」と言わしめたほどでした。キ
リストの教会は、「キリストのからだ」としての「愛の業」によって、この世界の至る所でキリストが王として臨在されているこ
とを現していくのです。この世界は、クリスチャンの愛を通して、キリストの王権を認めることになるのです。
「今、コロナ禍から学ぶべきこと」の第六は、人生の勝利者になろう、ということです。パウロは「私が世を去る時が来ま
した。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは、義の栄冠が私のために用意さ
れているだけです。その日には、正しいさばき主である主が、それを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現
れを慕い求めている人には、だれにでも授けてくださるのです」（Ⅱテモテ 4:6-8）と、述べています。クリスチャンは、復
活された勝利者イエスに従っていくことによって、勝利者になるのです。イエスは、「あなたがたは心を騒がせてはなり
ません。神を信じ、またわたしを信じなさい。わたしの父の家には住む所がたくさんあります。そうでなかったら、あなた
がたのために場所を用意しに行く、と言ったでしょうか」（ヨハネ 14:2）と、弟子たちを励ましました。さらに、「わたしはあ
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なたがたに平安を残します。わたしの平安を与えます。わたしは、世が与えるのと同じようには与えません。あなたがた
は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません」（ヨハネ 14:27）、と語られました。
最後に、クリスチャンに約束された世界を仰ぎ見ながら、信仰の歩みを全うしていきましょう。
また私は、新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた、聖なる都、新しいエ
ルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神のみもとから、天から降って来るのを見た。私はまた、大きな
声が御座から出て、こう言うのを聞いた。「見よ、神の幕屋が人々とともにある。神は人々とともに住み、人々は神の民と
なる。神ご自身が彼らの神として、ともにおられる。神は彼らの目から涙をことごとくぬぐい取ってくださる。もはや死はなく、悲
しみも、叫び声も、苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである」（黙示録 21:1-4）。
３）コロナ禍の中で、どのような信仰を働かせたらよいのか（世界福音同盟より）
本日の講義を終わるにあたり、世界福音同盟より、全世界のキリスト者に贈られた励ましの言葉をお聞きし、祈りの時
を持ちたいと思います。私たちは、全世界に散らばっている「神の国」の民の一員なのですから。
まず、神の臨在の中に進み、そこに留まることから始めましょう。
☆信仰をもって神さまを呼び求めるために必要不可欠です(ロ一マ 10:14)。
☆謙遜をもって弱さのうちに、私たちには神さまが必要であることと、神さまとの仕切りとなる罪を告白して(イザヤ 59:1-2)。
☆必死の思いで熱心な祈りは働くと、大きなカがあります(ヤコブ 5:16)。
☆期待をもって神さまは耳を傾け、救い出してくださいます(ミカ 7:7.ゼカリヤ 10:6)。
☆確信をもって神さまは耳を傾け、応えてくださいます(Ⅰヨハネ 5:14)。
☆自覚をもって私たちは孤立していません。私たちは「すべての聖徒たち」の一員です(エペソ 6:18)。
☆感謝をもって目を覚まし、主の最善への感謝をもって(コロサイ 4:2)
☆平安をもって何も思い煩わないで、あらゆる場合に神さまを信頼し(ピリピ 4:6-7)信仰と希望をもって主の前に出ましょう。
共に祈りましょう。
「恐れるな。わたしはあなたとともにいる。たじろぐな。わたしがあなたの神だから。わたしはあなたを強くし、あなたを
助け、わたしの義の右の手で、あなたを守る。」(イザヤ 41:10)
①まず、イエス・キリストにあって受けたあわれみと罪の赦しを神さまに感謝しましょう。静かに主があなたに良くしてくださった
ことに想い巡らしましょう。備えられているキリストの平和を受け取りましょう。
②私たちの家族、友人、隣人に神の守りと祝福がありますように。
③コロナウイルスに感染した人々が癒され、神さまを求め見いだすように。
④医療従事者の方々が守られ、強められ良き働きができますように。
⑤ウイルス学者、疫病学者に知恵が与えられ、1 日も早くワクチンをはじめ、有効な治療薬を開発できますように。
⑥家族のつながりをもっていない人、家族から虐待されている人、強制的に孤立させられている人の不安を取り去り、神
様の守りと救いがありますように。
⑦高齢者、病気の方、障害を持った方が守られますように。
⑧感染爆発の地域で、しかも医療資源が限られている人々のために働いている緊急支援団体の必要が満たされます
ように。
⑨政府、地方自治体、世界リーダーが頭から知恵を与えられ、正しく責任を果たせますように。
⑩全ての人が神さまに立ち返り、より確かな土台、キリスト・イエスという岩の上に人生を建てることができますように。
⑪教会と宣教団体、信仰におけるリーダーたちが神様のみこころに適った判断と行動ができますように。
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講義Ⅱ トム・ライトの『神とパンデミック』に学ぶ
（2020 年 6 月 17、24 日、7 月 1、8 日 JWTC 特別講座）
昨年オックスフォード大学、ウイックリフ・ホールに研究教授として招かれたトム・ライトは、『神とパンデミック：コロナウ
イルスとその余波』という書物（全 76 頁）を、先月緊急出版した。Tom Wright. GOD AND THE PANDEMIC: A

Christian Reflection on the Coronavirus and Its Aftermath, SPCK, 2020。本書は、アメリカのロードアイランド
州 Coventry にある「イギリス国教会（聖公会）」の Simon Barrington-Ward 主教を記念して執筆された。彼は、聖徒
と呼ばれるにまさにふさわしい、賢明で、誰からも愛され慕われた「教区の監督者（1985-1997 年）」だった。しかし、「コ
ロナウイルスの感染」により、2020 年 4 月 11 日、その生涯を閉じた。享年 89 才だった。
本書は、元々TIME Magazine に掲載された「記事」を基に、手が加えられたものである。その記事に対しては、多
くの感謝の辞が寄せられたが、中には厳しい批判もあったという。その掲載後も、世界中は、この「コロナ禍」の危機的
な状況に葛藤しているわけだから、本書に表わされているライト神学の評価を下すのには、早すぎる。事態の収束を見
守るともに、客観的・学問的評価がなされなければならないことは、言うまでもない。しかし、問題の真っただ中で、自ら
の信仰（ライトにとっては、信仰と神学は切り離せない）を表明し、聖書のメッセージを世界中のクリスチャンに語りかけ
ようとするライトの意気込みには、頭が下がる。そういう姿勢自体に共感し、深い感銘を覚える。
私自身は、ライトの主張に必死に食らいつき、彼が言わんとするところを、まずそのまま受け止め、自分の生き方や
聖書理解を振り返ってみることにしている。彼には、自分の考えを絶対化したり、上からの目線で教えようという姿勢は
見られない。聴衆や受講生の疑問や意見、そして批判には、謙虚に喜んで聞こうとする。必要であれば、自説を撤回
することさえ、いとわない。本書においても、多くの人が（私自身も含まれるが）座右の銘にしている「ローマ人への手紙
8 章 28 節」に対し、「新鮮な解釈」を披露している。この論述を読むだけでも、本書を読む価値があるのではないかと思
う。
ある人の書物や信仰を評価することは、慎重にしなければならない。自分と意見の違いがあれば、それを隠す必要
はない。だが、「自分のは良い」、「著者のはダメ」と、頭から決めつけるのは止めた方がよい。両方とも正しい場合だっ
てあるし、両方とも間違っていることもある。見方や視点に左右されることは、少なくない。クリスチャンの間では、論敵
は、仲間のクリスチャンではないはずだ。皆、同じ聖霊をいただいている。皆、「神の家族」ではないか。置かれている
場所は違い、果たしている使命は異なる。優劣の差はあるだろう。しかし、真に相手にしなければならない敵を、見誤
ってはならない。
ライトは、この書物の執筆目的に関し、次のように述べている。
本書は、パンデミックから生じた様々な問題を解決したり、そこから学ぶことや今何をなすべきかを、完全に分析することで
はない。簡単な答えを求めたり、性急に行動するのを避けるため、むしろ、静まり、祈り、共に悲しみ、抑制した行動をとれ
るように準備することを目的としている。
どのような書物を読むときにも、著者の執筆目的をよく踏まえ、そのような流れに沿って読むべきである。そこから逸
脱して、無い物ねだりをし、「この書物は読む価値がない」とか、「誰々の考えは間違っている」等という軽率な発言は、
慎んだ方がよい。聖書信仰を標榜するお互いは、パウロの次の言葉に見習うのがよい。
私は、ユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で、謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきまし
た。益になることは、公衆の前でも家々でも、余すところなくあなたがたに伝え、また教えてきました（使徒 20:19-20）。
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第１章 どこから出発すべきか？
コロナウイルスは、最初中国に発した問題だった。中国は遠い国であるし、私たちは中国人ではないからと、自分と
は無関係だと思っていた。続いてイランに飛び火した時も、遠い国の話だから無関係だと、高をくくっていた。さらにイ
タリヤに広がったときには、イタリヤ人は社交的で触れ合いを重んじる人々だ、自分たちとは無関係だ、という気持ちが
強かった。それがロンドンに移り、ニューヨークに飛び火するに及んで、世界中どこにも逃げ場のない問題なのだと、気
付き始めた。まさに、「パンデミック」と言われる問題であることを知ったときには、自分がその真っ只中に置かれている
ことにあわてた。一体何が起こり、どこまで広がっていくのか、誰も分からない「言い知れぬ不安」に、世界中のすべて
の人々が落とし込まれた。
古代世界においては、地震、火山の爆発、山火事、疫病などの大きな災害が起こると、神々を怒らせたのではない
かという信仰と結びつけられることが多かった。正しく犠牲をささげていないからではないか、祈りを怠ったからではな
いか、何かの罪を犯したことによるのではないか、そんな心配をするのが人の常だった。
このような事態に直面すると、ギリシア哲学は、三つの異なった反応を見せる。「ストア派」は、すべてはプログラム通
りに進んでいることであって、それを変えることなどできない。「エピキュロス派」は、すべてのことは偶然に起こることだ。
それに対し、何かの手を打つようなことはできない。それをただ受け止め、自分を合わせていくだけだ。そして、「プラト
ン主義者」は言う。現実の生活は、本当の世界の陰のようなものである。今この地上で悪いことが起こっても、我々は、
やがて他の世界に行くのだから、思いわずらう必要はない、と。
現代の西洋人は、エピキュロス派的な考え方をする人は少ないが、それでもいる。ストア派的な考え方をする人は、
結構多い。プラトン主義者の考えは、宗教を信じている人々の中に生きている。
クリスチャンの間では、大きな災害に遭うと、神に向かって、“Why、God？”という問いかけをする人々が少なくない。
2004 年のスマトラ地震の際や、東日本大震災の時がそうだった。今回のような「コロナウイルス問題」では、“Where is
God？”という叫びが聞こえてくる。しかし私は、“What God？”と、問うのがよいと思う。
クリスチャンの応答？
イギリスの国家保健機関は、この度の緊急事態のニーズに対応して、様々のボランティア活動に協力してほしいと呼
び掛けた。これに対し、多くのクリスチャンたち（特に退職後の方々）が、何か手伝えることはないかと、応答した。特に、
元医師や、元看護士たち、医療関係者の協力は大きかった。失業者へのカウンセリング、学生への支援、病人へのケ
ア、社会的に恵まれない人々への援助など、様々のお手伝いの申し出があった。
今回のコロナウイルス問題については、中国起源説が騒がれ、アメリカと中国が互いに相手を非難し合っている。犯
人探しは、ゲームとしては面白いが、多くの危険な要素を含んでいる。相手に不信感を抱かせるような情報合戦は、思
いがけない方向に拡散し、経済問題だけでなく、武力戦争にまで進みかねない危険性がある。「コロナ禍」という共通
の敵を前に、覇権主義的な政治的闘争を絡ませることは、絶対に慎まねばならない。これは、感染症の歴史が、人類
に教え続けてきたことである。
クリスチャンの中には、「コロナ禍」の問題を「終末のしるし」と理解し、声高に叫んでいる人たちがいる。ハル・リンゼ
ルの『地球最後の日』や、テイム・ラヘイやジェリー・ジェンキンズの『レフトビハインド』なども、それに含まれる。彼らは、
「クリスチャンはキリストの再臨によって携挙される。その後の世界は、スリル満点の出来事が続く」と、人々を不安に陥
れるような「ベストセラー小説」を発表している。しかしイエスは、それとは正反対のことを話された。「静かに、落ち着い
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て、わたしに信頼しなさい」と、語りかけておられる。
そこでイエスは彼らに答えられた。「人に惑わされないように気をつけなさい。わたしの名を名乗る者が大勢現れ、『私こそ
キリストだ』と言って、多くの人を惑わします。また、戦争や戦争のうわさを聞くことになりますが、気をつけて、うろたえないよう
にしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません（マタイ 24:4-6）。
クリスチャンは、日々「主の祈り」をささげている。そこでは、「御国を来たらせたまえ」とか、「私たちの罪をも赦したま
え」と祈っている。特別な現象や出来事を「キリストの再臨のしるし」と見なすのは、聖書的ではない。「終わりのしるし」と
して、神が何ごとかを用意しておられる、という言明はない。いかなる推測や議論にも、惑わされてはならない。
また、あるクリスチャンたちは、「コロナ問題は、人々が死を考えるときであり、伝道の好機だ」と捉えている。これを機
会に、「人々にイエスのことを話し、天国に導こう」とする人々もいる。このような時は、不安な感情を抱くので、恐れから
神を信じやすくなるかもしれない。また、「神は何らかの理由で怒っている」と、説教する人たちもいる。彼らが引用する
言葉は、次のような聖句だ。
町にわざわいが起こったら、主がそれをなされたのではないか。まことに、神である主は、ご自分の計画を、そのしもべであ
る預言者たちに示さずには、何事もなさらない。獅子が吼える。だれが恐れないでいられよう。神である主が語られる。だ
れが預言しないでいられよう（アモス 3:6-8）。
聖書の言葉を使うときは、常に気を付けねばならない。聖書の文脈を無視し、自分が言いたいストーリーの中で、御
言葉を勝手に利用する人々が多すぎる。人々が不安に駆られて抱く熱心さは、ことが平常に戻ると、瞬く間に冷めるも
のである。教会は、そのような勘違いを繰り返してきた歴史をもっている。「コロナ禍」が過ぎ去ると、何事もなかったか
のような社会に戻るだろう。「コロナ禍」を通して、真に変えなければならないことが何かを、よくよく考えておく必要があ
る。

第２章 旧約聖書を読んで
私たちは、「コロナウイルス」の問題に、痛みと悲しみ、不安と恐れを感じている。そんなときクリスチャンは、「神は、
聖書を通して、何かを語っていないだろうか」と考える。神は預言者アモスに、「神のご計画を、ご自分のしもべの預言
者たちに示さずには、何事もなさらない」（3:7）と語られた。この言葉を悪用するかのように、コロナウイルスの問題を機
会に、「神のご計画を示された」かのような話をする人々が後を絶たない。ところがその多くは、自分が言いたいことを、
神が啓示されたかのような語り方をしているだけに過ぎない。「コロナウイルス」が、あたかも大きなメガフォンのような役
目を果たしているのだ。
地球温暖化、性的犯罪、妊娠中絶、同性愛、人種差別、経済的格差等々、道徳的な問題と「コロナウイルス問題」と
を結びつけて語る人が少なくない。あるいは、「中国は世界保健機関からの情報を隠蔽している」、「イランがコロナウイ
ルス問題を早く把握できた背景は××である」、「イギリスの EU 離脱問題は、コロナウイルス問題と関係している」等々、
フェイク・ニュースまがいの情報が、世界中を駆け巡っている。
旧約聖書における最悲劇的な出来事は、「バビロン捕囚」である。イスラエルの預言者たちは、「この捕囚は、イスラ
エルの民が神の律法を守らず、異教の神々に心惹かれ、背信の道をたどったことに対しての神の罰である」、と語って
いる。預言者エレミヤも預言者エゼキエルも、この点では変わらない。哀歌という書物は、その悲惨な状態を、繰り返し
嘆いている。「コロナ禍」で苦悩しているクリスチャンにとっては、その叫びを聴くことは大きな慰めになる。
私の目は涙でかすみ、はらわたはかき回され、肝は地に注ぎ出された。私の民の娘の破滅のために。幼子や乳飲み子
が都の広場で衰え果てている。彼らは母親に言い続ける。穀物とぶどう酒はどこにあるのかと。町の広場で負傷した者の
ように衰え果てたときに、母親の懐で息絶えそうなときに（2:11-12）。
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乳飲み子の舌は渇いて上あごにへばり付き、幼子たちがパンを求めても、割いてやる者もいない（4:4）。
主よ。あなたはとこしえに御座に着かれ、あなたの王座は代々に続きます。なぜ、いつまでも私たちをお忘れになるのです
か。私たちを長い間、捨てておかれるのですか。主よ、あなたのみもとに帰らせてください。そうすれば、私たちは帰ります。
昔のように、私たちの日々を新しくしてください。あなたが本当に、私たちを退け、極みまで私たちを怒っておられるのでなけ
れば（5:19-22）。
詩篇にも、たくさんの嘆きの歌が出て来る。詩篇の三分の一は、「人生における悲劇」を歌っている。「コロナ禍」で苦
悩する私たちには、共感できる「嘆きの詩篇」がたくさんある。ほんの一例をあげておこう。例えば、詩篇 73 篇の前半に
は、「良い人には、良いものが与えられ、悪い人には、悪いものが与えられる」という原理（詩篇 37:25 参照）とは真逆の、
理不尽な状況が歌われている。
それは私が悪しき者が栄えるのを見て誇り高ぶる者をねたんだからだ。実に彼らの死には苦痛がなく、彼らのからだは肥え
ている。人が苦労するときに、彼らはそうではなく、ほかの人のように打たれることもない（3-5 節）。
彼らは嘲り、悪意をもって語り、高い所から虐げを言う（8 節）。
見よ、これが悪しき者。彼らはいつまでも安らかで、富を増している（12 節）。
しかし、後半では、「悪しき者が栄え、正しい者が苦痛を味わっている」という状況は、正されていく。神は、決して、
沈黙され続ける方ではない。
まことにあなたは彼らを滑りやすい所に置き彼らを滅びに突き落とされます。ああ彼らは瞬く間に滅ぼされ突然の恐怖で滅
ぼし尽くされます（18-19 節）。
見よ、あなたから遠く離れている者は滅びます。あなたに背き不実を行う者をあなたはみな滅ぼされます。しかし、私にとっ
て神のみそばにいることが幸せです。私は、神である主を私の避け所としあなたのすべてのみわざを語り告げます（27-28
節）。
詩篇 88 篇全体は、神に見放され、苦しみのどん底の中で神に叫び求める言葉が、記されている。悲劇に見舞われ、
苦しいときに、神に嘆きをぶつけることができるのは、神の民の特権である。
私のたましいは苦しみに満ち、私のいのちはよみに触れていますから。私は穴に下る者たちとともに数えられ、力の失せた
者のようになっています。私は死人たちの間に放り出され墓に横たわる刺し殺された者たちのようです。あなたはもはや彼
らを覚えてはおられません。彼らはあなたの御手から断ち切られています（3-5 節）。
主よ、なぜあなたは私のたましいを退け、私に御顔を隠されるのですか。私は苦しんでいます。若いころから死に瀕してき
ました。あなたの恐ろしさに耐えかねて、私の心はくずおれそうです（14-15 節）。
あなたは、私から愛する者や友を遠ざけられました。私は、暗闇を親しい友としています（18 節）。
ところが続く 89 篇では、神の恵みと真実が貫かれることが、声高く叫ばれている。神は、神の民の中で、神の恵みと
真実を貫く方である。
私は、主の恵みをとこしえに歌います。あなたの真実を代々限りなく私の口で知らせます。私は言います。「御恵みはとこ
しえに打ち立てられ、あなたはその真実を天に堅く立てておられます」（1-2 節）。
ある人たちは、「コロナ禍」の中にある人々に向かって、「ヨブが直面した苦難の物語」を読むようにと、励ましている。
気持ちは分からないでもないが、ヨブ記を今の私たちに当てはめて読むのは、注意深さが必要である。ヨブの友人た
ちは、「ヨブの苦難は、ヨブが罪を犯したからだ」と詰め寄った。だが、それは見当違いの行為だった。ヨブにとっては、
苦しみが増すばかりの「余計なおせっかい」だった。クリスチャンは、同じような間違いをしてはならない。ヨブは、降り
かかってくる禍の原因が分かり、その結果問題を解決できたわけではない。むしろ、万物の創造者である神から、「万
物を支配している“絶対的な神の主権”」を示され、ただ神の御前にひれ伏す以外になかった。この結末は、「苦難の
問題」に対し、重要なメッセージを語っている。
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イスラエルが苦難に遭うときは、悔い改めて神に立ち返らねばならない。そのとき、神はイスラエルを回復してくださ
る、それが旧約聖書のメッセージである。そのことを、最もよく表しているのは、ダニエル書 9 章である。
そこで私は、顔を神である主に向けて断食をし、粗布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願をもって主を求めた。私は、私の神、
主に祈り、告白した。「ああ、私の主、大いなる恐るべき神。あなたを愛し、あなたの命令を守る者には、契約を守って恵
みを下さる方。私たちは罪ある者で不義をなし、悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れました。私たちはまた、
あなたのしもべである預言者たちが、御名によって私たちの王たち、首長たち、先祖たち、民衆すべてに語ったことばに、
聞き従いませんでした（3-6 節）。
まことに、私たちは神に逆らいました。私たちは、私たちの神、主の御声に聞き従わず、しもべである預言者たちによって神
が私たちに下さったみおしえにも、従って歩むことをしませんでした（9-10 節）。
私の神よ。耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちの荒れすさんださまと、あなたの御名がつけられている都をご覧く
ださい。私たちが御前に伏して願いをささげるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなるあわれみによ
るのです。主よ、聞いてください。主よ、お赦しください。主よ、心に留めて事を行ってください。私の神よ、あなたご自身のた
めに、遅らせないでください。あなたの都と民には、あなたの名がつけられているのですから（18-19 節）。
このようなダニエルの祈りに応え、神は、イスラエルの民にメシアの到来を約束された（20-27 節参照）。
イザヤ書 40-55 章は、旧約聖書の中で、最も希望に溢れた「約束の書」である。捕囚という暗闇を通して、「神の贖い
のドラマ」が進展していく。神は、バビロン捕囚の真っただ中に苦悶するイスラエルの民を癒し、救い、復興し、新創造
の物語へと導かれる。つまり、新約聖書のイエス・キリストの到来へとつながっていく。苦悶は、救いへ、解放へとつなが
っている。このストーリーの展開を念頭に置き、旧約聖書の禍を読み解かねばならない。

第３章 イエスと福音書
ローマ人への手紙 3 章 21 節は、「しかし今や」という言葉で始まっている。この聖句は、それまでの 3 章 20 節まで
のイスラエルの時代から、新しいイエスの時代への転換点を強調している。同じことをイエスは、「時が満ち」（マルコ
1:45）と語られたし、パウロもまた、「しかし時が満ちて」（ガラテヤ 4:4）と述べている。つまり、これらの言葉は、「神の贖
いのご計画の新しい段階」が始まったことを示唆する。旧約聖書のドラマは、捕囚という悲劇で終わっているのだが、新
約聖書のドラマは、イエス・キリストの到来という出来事で始まる。
ところであるとき、律法学者やパリサイ人はイエスを訪ね、「天からのしるし」を求めた。それに対しイエスは、「ヨナの
しるし」について言及された。
そのとき、律法学者、パリサイ人のうちの何人かがイエスに「先生、あなたからしるしを見せていただきたい」と言った。しかし、
イエスは答えられた。「悪い、姦淫の時代はしるしを求めますが、しるしは与えられません。ただし預言者ヨナのしるしは別で
す。ヨナが三日三晩、大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩、地の中にいるからです（マタイ 12:38-40）。
このような問答は、イエスと当時の宗教的な指導者の間では、度々繰り返されていた。マタイは、そのすぐ後の 16 章
でも、同じような出来事を伝えている。
パリサイ人たちやサドカイ人たちが、イエスを試そうと近づいて来て、天からのしるしを見せてほしいと求めた。イエスは彼らに
答えられた。「夕方になると、あなたがたは『夕焼けだから晴れる』と言い、朝には『朝焼けでどんよりしているから、今日は
荒れ模様だ』と言います。空模様を見分けることを知っていながら、時のしるしを見分けることはできないのですか。悪い、
姦淫の時代はしるしを求めます。しかし、ヨナのしるしのほかには、しるしは与えられません。」こうしてイエスは彼らを残して去
って行かれた（マタイ 16:1-4）。
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これらの箇所の「ヨナのしるし」とは、イエスが十字架上で命を落とし、墓に葬られ、三日目に復活された出来事を指
している（マタイ 16:4、マルコ 8:11-12、ルカ 11:29）。このような「しるし」の他に、イエスが罪人たちと食事を共にしたこと
を、「罪の赦しのしるし」として描いている。さらにヨハネは、「イエスによる七つの奇跡」を「イエスがメシアであることのし
るし」として、福音書に記述している。例えば、ヨハネの福音書 9 章は、イエスが生まれつきの盲人をいやされた記事を
載せている。
さて、イエスは通りすがりに、生まれたときから目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。「先生。この人
が盲目で生まれたのは、だれが罪を犯したからですか。この人ですか。両親ですか。」イエスは答えられた。「この人が罪
を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神のわざが現れるためです（1-3 節）。
この箇所で弟子たちが問題にしたのは、「この禍は、誰の罪がもたらした罰なのか」ということだった。この問いは、
「コロナ禍」に直面している人々がしばしば口にする。私たちもまた、同じように、「誰かが罪を犯したからではないか」と、
疑問符を投げかける。では、このような議論をしている弟子たちに向かい、イエスは何と答えられたのか。「誰の罪でも
ない。この人に神のわざが現れるため」、と言われたのである。「犯人探しは止めよ。神がそのことを通して、未来に行
われることに目をとめよ」と言われたのだ。「一つの罪を犯したら、一つの罰が下る」、人々はそのような「安易な考え」を
好む。こういう考えを「自動販売機の神学（vending-machine）」と、私は呼んでいる。
ヨハネの福音書 11 章は、イエスがラザロをよみがえらせた出来事を伝えている。その記事の中でマリアは、「主よ。も
しここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに」という言葉を、2 度も繰り返している（21 節と 32 節）。
私たちは、同じような言葉を、現在の「コロナ禍」の状況で、何度聞いたことだろう。それに対しイエスは、何と言われた
だろうか。イエスは、ご自分の到着が遅くなったことを弁解しなかった。ラザロが死んだ理由を説明したわけでもない。
むろん、その場にいた誰かに、「悔い改めよ」と、迫ることもしなかった。ただ、「その石を取りのけなさい」（39 節）、「信じ
るなら神の栄光を見る、とあなたに言ったではありませんか」（40 節）、「ラザロよ、出て来なさい」（43 節）と言われたので
ある。後ろ向きの議論は止め、前を向いて何をなすべきかを告げたのである。
といっても、イエスは、ラザロの家族や友人たちの気持ちを理解されなかったわけではない。ラザロの死を前にして、
イエスは「涙を流された」（35 節）のだ。ある人たちは、この言葉を、「マルタとマリアに対するイエスの同情を示すもので、
実際にそのような感情になったわけではない」と解釈する。本当にそうだろうか？ イエスは、マリアと一緒にいたユダ
ヤ人たちも泣いているのをご覧になり、「霊に憤りを覚え、心を騒がせ」ていた（33 節）。そのユダヤ人たちは、イエスの
涙を見て、「ご覧なさい。どんなにラザロを愛しておられたことか」（36 節）と叫んでいる。イエスは、言葉通り、「涙を流さ
れた」のである。
パンデミックに直面して、後ろ向きになり、「主よ。もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに」
と言うことは止めよう。むしろ、ラザロの死を前に、「涙を流されたイエス」に目を留めよう。イエスは、苦悩の真っただ中
にある私たちに、涙を流してくださっている。しかし、それだけではない。墓の石を移動させ（39 節）、「ラザロよ、出て来
なさい」（43 節）と、大声で命じたのである。
人々は、このようなパンデミックの状況に陥ると、「神はいったいどこにいるのか、何をしているのだ」と問う。そのよう
に問うこと自体は、非難すべきものではない。イエスは、問う人たちの気持ちを理解してくださっている。私たちと共に、
涙を流しておられるはずだ。このような問いは、「神がこの世界の支配者であり、あらゆる出来事の主権者である」という
信仰があるからこそ、出て来るものだ。「神も仏も、あるものか」とあざ笑う人には、自分の嘆きを訴える神さえ、存在しな
いのだ。
クリスチャンであっても、地震や津波、パンデミックや戦争のうわさに心が騒ぐ。クリスチャンとは、そういう禍から免れ
得る“特殊な人種”というわけではない。だからイエスは、最後の晩餐の説教において、「あなたがたは心を騒がせては
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なりません。神を信じ、またわたしを信じなさい」（14:1）という言葉で話し始めた。そして、「わたしはあなたがたに平安
を残します。わたしの平安を与えます。わたしは、世が与えるのと同じようには与えません。あなたがたは心を騒がせて
はなりません。ひるんではなりません」（14:27）と語られた。そして、「これらのことをあなたがたに話したのは、あなたが
たがわたしにあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。わたしはすでに世
に勝ちました」（16:33）と、最後をまとめている。
イエスの説教の中心テーマは、「神の国」だった。この点では、異論はない。私は、『驚くべき希望』という書物の中で、
聖書は「人が死ぬと、魂は天国に行く」とは教えていないことを明らかにした。このような「救い」に対する考えは、霊的
敬虔さを装ってはいるが、抑えがたい「現実逃避主義」に由来する。聖書に根拠をもつものではない。むしろパウロは、
「キリストにあって、“天にあるもの”も“地にあるもの”も、すべてが集められる」という「新創造の世界」を明らかにしてい
る。
みこころの奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになったみむねに
したがい、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも、一切のものが、キリストにあって、一つに集め
られることです。またキリストにあって、私たちは御国を受け継ぐ者となりました。すべてをみこころによる計画のままに行う方
の目的にしたがい、あらかじめそのように定められていたのです（エペソ 1:9-11）。
このテキストで言及されている「御国」とは、やがて到来する「新創造の世界」のことである。ところが、実に不思議なこ
とがある。イエスは、この「神の国」が、「今、既に、この地上」で始まっていることを明らかにされた。イエスは弟子たちに、
「まことに、あなたがたに言います。ここに立っている人たちの中には、神の国が力をもって到来しているのを見るまで、
決して死を味わわない人たちがいます」（マルコ 9:1）と語られた。
パリサイ人たちが、神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。「神の国は、目に見える形で来るもの
ではありません。『見よ、ここだ』とか、『あそこだ』とか言えるようなものではありません。見なさい。神の国はあなたがたのた
だ中にあるのです。」（ルカ 17:20-21）
イエスは、「神の国はあなたがたのただ中にある」と言われている。しかり、イエスの弟子たちの内に、「神の国」は既
に始まっているのだ。どのようにしてか？ 十字架と復活を通して、イエスが死とサタンを滅ぼされ、全世界の支配者と
なったことによってだ。イエスの頭の上には、「ユダヤ人の王」という罪状書きが掲げられていた（マタイ 27:37、マルコ
15:26、ルカ 23:38）。そのイエスは、死んだ後、三日目に復活され、「神の国」の王として即位された。ここに、イエスに
よる「神の国」が始まった。「神の国」は、いつか、遠い未来に、やって来るのではない。「今、ここに」現臨するのだ。
この「神の国」は、キリストの十字架と復活を通してもたらされた。復活後イエスは、「わたしには天においても地にお
いても、すべての権威が与えられています」（マタイ 28:18）と宣言している。パウロは、「御子は、肉によればダビデの
子孫から生まれ、聖なる霊によれば、死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イ
エス・キリストです」（ローマ 1:4）と、述べている。確かに「神の国」は、既に始まっている。と同時に、「神の国」は、未だ
完成途上にある。パウロは、次のようにも述べている。
しかし、それぞれに順序があります。まず初穂であるキリスト、次にその来臨のときにキリストに属している人たちです。それか
ら終わりが来ます。そのとき、キリストはあらゆる支配と、あらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。す
べての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは、死
です（Ⅰコリント 15:23-26）。
多くのクリスチャンは、「イエスは、“人間の魂を救う”ために十字架に架けられた」と思っている。しかし、そのような理
解は不十分である。もっと正確に、「イエスは、“神の国をこの世界にもたらす”ために十字架に架けられた」と言うべき
である。では、その「神の国」の性格は、どのようなものか？ 次の逸話がそのことをよく示している。
ある時、イエスの弟子のヤコブとヨハネが、「あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左
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に座るようにしてください」（マルコ 10:37）と願い出た。神の国における最上席を要求したのである。それに対しイエス
は、「あなたがたは、自分が何を求めているのか分かっていません」（マルコ 10:38）と言われ、次のように教えられた。
しかし、あなたがたの間では、そうであってはなりません。あなたがたの間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさ
い。あなたがたの間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。人の子も、仕えられるためではなく仕えるため
に、また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に来たのです」（10:43-45）。
イエスが説かれた「神の国における王の姿」は、「支配する力を行使する者ではなく、自らの命を他の人のために差
し出す者」である。もしあなたが、「神の救い」を真剣に求めるのであれば、イエスの十字架がもたらした「御国」、「支
配」、「主権」の概念を、根本から考え直さねばならない。イエスによる「神の国」とは、サタンが、イエスの十字架によっ
て滅ぼされた時から始まっている。そのときから、全人類を「神の国」へと招かれる業が始まめられたのである。
今、この世に対するさばきが行われ、今、この世を支配する者が追い出されます。わたしが地上から上げられるとき、わた
しはすべての人を自分のもとに引き寄せます（ヨハネ 12:31-32）。
最後に二つのことを確認しておきたい。一つは、西欧の神学では、「神は、この世界に起こる事柄のすべてを絶対的
に支配しておられる」という教理と、「イエスの死によって我らの罪は赦される」という贖いの教理を、別物として切り離す
傾向がある。しかし、この両者は、切り離すことはできない。両者は、裏表一体の関係にある。
二つ目は、旧約聖書の預言はすべて、キリストの受肉、死、そして復活に集約されていく、ということである。イエスは、
ユダヤ人に約束されたメシアであり、苦しみ、死んでよみがえり、昇天された方である。やがて、栄光のうちに戻られ、
「神の国」を完成される方である。

第４章 新約聖書を読む
イエスがエルサレムに赴き、十字架に架けられたのは、「過越の祭」の時だった。「過越の祭」とは、「神がイスラエル
の民をエジプトの奴隷状態から解放したことを祝う祭り」である。イエスが「神の国」をこの地にもたらすのに、これほど
「ふさわしい時」はない。イエスは、過越の祭の食事を、弟子たちと共に祝われた。しかしそれは、過去の「出エジプトの
出来事」を記念するためだけではなかった。その翌日に、十字架上で成し遂げようとする新しい「神の贖いのみわざ」を
予表するものだった。
「過越の食事」は、イスラエルの民がエジプトから解放されることを祝う「祭り」だった。しかしここで、忘れてはならない
「大切なこと」がある。イスラエルの民にとって、「民のエジプト滞在が罪の故であった」という認識は全くなかった。族長
ヤコブとその子供たちは、「罪なきすばらしい人たちだった」等とは、お世辞にも言えない。といっても、エジプトにおけ
る 400 年の長い奴隷状態の生活を、彼らの罪と結びつけて理解することはなかった。中近東に飢饉が起こったとき、
「ああ、これは私たちが罪を犯したからだ」と、理解されることはなかった。創世記も、そのようなことを暗示する箇所はな
い。彼らは、「エジプトには食物がある」と聞き、「そこに買いに行こう」と考えただけである。族長たちが国家的な飢饉と
いう危機に直面したとき、後ろを振り返り、自分たちが罪を犯したかどうかを調べるようなことはしなかった。ただ前に向
かって、何をしなければならないのかを考えた。
初期教会においても、このようなこのような行動パターンは受け継がれている。使徒 11 章のアンティオキア教会は、
エルサレムから北方 300 マイルも離れたところにあった。賑やかな国際都市であり、交通の要所だった。国籍の違う大
勢の民族が出入りする町で、そこに建てられた教会は、賜物豊かな人々の集まりだった。
そのころ、預言者たちがエルサレムからアンティオキアに下って来た。その中の一人で名をアガボという人が立って、世界
中に大飢饉が起こると御霊によって預言し、それがクラウディウス帝の時に起こった。弟子たちは、それぞれの力に応じて、
ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援の物を送ることに決めた。彼らはそれを実行し、バルナバとサウロの手に託して長老
たちに送った（使徒 11:27-30）。
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私たちは、他の記録文書から、クラウディウス帝（41-54 年）の時に、大きな飢饉があったことを知ることができる。アン
ティオキアのクリスチャンたちは、「再臨のしるし」とか、「誰かの罪の故だ」とか、「全世界は悔改めるべきだ」等とは、言
わなかった。町の文化を否定することも、町の指導者たちの責任を問うことも、ローマ皇帝を批判することなども、彼らの
仕事ではなかった。むしろ彼らは、3 つの質問をした。「誰がリスクを払うべきか」、「何か助けることはないか」、「誰を遣
わすべきか」の 3 つを。この 3 つの問いは、神学的というより、具体的な問題だった。
アンティオキアのクリスチャンたちは、多民族、多言語、多文化の背景をもつ教会だった。このような教会が、ユダヤ
人中心のエルサレム教会をサポートしようとしたのである。この模範から、現代のクリスチャンは学ぶ必要がある。世界
中のクリスチャンは、「コロナウイルス」問題をきっかけに、助け合っていかねばならない。イエスは弟子たちに、「平安
があなたがたにあるように。父がわたしを遣わされたように、わたしもあなたがたを遣わします」（ヨハネ 20:21）と言われ
た。神は、イエスをこの世界に送られた。それと同じように、イエスは、クリスチャンを全世界に派遣されたのである。
神は、どのような人を遣わすのか？ 私たちは、神に遣わされるような人物になることが大切だ。神は、どのような人
を用いられるのか？ 神は、神を愛する者とともに働かれるのだ。神は、クリスチャンの内に、ご自身の御霊を注がれた。
そのクリスチャンを、必要なところに遣わし、用いられるのだ。
イエスが、山上の説教で言及された人物像を思い浮かべていただきたい。「心の貧しい者」、「悲しむ者」、「柔和な
者」、「義に飢え渇く者」、「あわれみ深い者、「心のきよい者」、「平和をつくる者」、「義のために迫害されている者」（マ
タイ 5:3-10）だった。多くのクリスチャンは、これらの言葉を、信仰によって到達すべき「人物像」あるいは「品性」だと考
えている。クリスチャンが求めるべき「理想的な姿」で、そこに向かって進むべき「努力目標」にしている。しかし、そうで
はない。イエスは、そのようなことを言われたのではない。これらの人格は、「キリストによって招かれたクリスチャンの内
に、聖霊が働かれ、生まれ・育ってくる品性」を指している。クリスチャンは、聖霊がそのような人格を生み出してくださっ
ていることを自覚しながら、「神の国」の働きに従事していくのである。
使徒の働き 17 章は、パウロが、アテネの街アレオパゴスの中央で（22 節）語った説教を、記している。彼は、アテネ
の人々を非難することなく、「知られていない神に」と刻まれた祭壇を見つけ、「あなたがたが、知らずに拝んでいるもの
を教える」という言葉で、説教を始めた（23 節）。この説教でパウロは、ユーモアを込め、すばらしいコミュニケーターと
して語っている。聖書の言葉を一度も引用せず、むしろ、「あなたがたのうちのある詩人たち」の言葉を引用している
（28 節）。そしてパウロは、「すべての人に悔い改めを命じて」いる（30 節）。さらに、よみがえられたキリストがこの世界
を裁かれる、と宣言した（31 節）。では、その結果は、どうなったか？
死者の復活のことを聞くと、ある人たちはあざ笑ったが、ほかの人たちは「そのことについては、もう一度聞くことにしよう」と言
った。こうして、パウロは彼らの中から出て行った。ある人々は彼につき従い、信仰に入った。その中には、アレオパゴスの
裁判官ディオヌシオ、ダマリスという名の女の人、そのほかの人たちもいた（32-34 節）。
パウロは、この説教で、飢餓の出来事や社会の悪を語らなかった。偶像崇拝や宗教問題、哲学的な議論も避けてい
る。むしろ、「神は日を定めて、お立てになった一人の方により、義をもってこの世界をさばこうとしておられるからです。
神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになった」（31 節）と語って、説教を閉じ
ている。これが、エピクロス派やストア派の哲学者たちが、「新しい教え」（19 節）と問題にしていた「パウロの語った説教」
だった。
私たちは今、「コロナ禍」の真っただ中にいる。ところで、「災害」について、新約聖書はほとんどふれていない。ただ、
黙示録だけは、例外的書物だと見なされている。特に 8-9 章には、多くの「災害」が描かれている。その多くは、出エジ
プトの際にモーセがファラオの前で行った「災害」に類似している。これらの災害の描写は、この世界と人類が悔い改
めて神に立ち返らない状況に対し、警告したものである。しかもそれは、バビロン（1 世紀のローマ帝国の象徴）の崩壊
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の「前兆（prelude）」として、象徴的に描かれている。
確かに黙示録には、風変わりで象徴的な描写が数多く出て来る。しかし、このような記述の第一の目的は、イエス・キ
リストご自身に関する啓示（1:1-16）を際立たせることにある。それは、1 章 1 節の言葉から明らかである。
イエス・キリストの黙示。神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは、御
使いを遣わして、これをしもべヨハネに告げられた。
キリストは、ユダ族から出た獅子であり、神の御前に屠られた子羊である。イエスは、十字架上で屠られた子羊である
が、勝利者でもある。従って、全被造物から崇められ、礼拝されている（5:5-6）。
彼らは大声で言った。「屠られた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です」。また私
は、天と地と地の下と海にいるすべての造られたもの、それらの中にあるすべてのものがこう言うのを聞いた。「御座に着い
ておられる方と子羊に、賛美と誉れと栄光と力が世々限りなくあるように」（5:12-13）。
しかし黙示録は、イエスを啓示するだけにとどまらない。イエスの弟子たちについても、多くのことを啓示している。彼
らは、「神のことばと、自分たちが立てた証しのゆえに、殺された者たち」（6:9）であり、「大きな患難を経てきた者たちで、
その衣を洗い、子羊の血で白くした」（7:14）者たちである。さらに、彼らに関する描写は続く。
それゆえ、彼らは神の御座の前にあって、昼も夜もその神殿で神に仕えている。御座に着いておられる方も、彼らの上に
幕屋を張られる。彼らは、もはや飢えることも渇くこともなく、太陽もどんな炎熱も、彼らを襲うことはない。御座の中央におら
れる子羊が彼らを牧し、いのちの水の泉に導かれる。また、神は彼らの目から涙をことごとくぬぐい取ってくださる
（7:15-17）。
ところで、イエスの弟子たちが受けた迫害や艱難は、聖霊によって「イエスが受けた苦難」を追体験している、と見な
してよいだろう。それは、「教会（キリストによって集められた神の家族）が苦難の中を歩んでいるとき、イエスご自身がと
ともにいてくださる」と言い換えることもできる。
ところでパウロは、「今、私は、あなたがたのために受ける苦しみを喜びとしています。私は、キリストのからだ、すな
わち教会のために、自分の身をもって、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです」（コロサイ 1:24）と、謎め
いた言葉を語っている。この言葉は、パウロが自分を、「教会及びキリストとの一体的存在」であると見なしていた、との
前提に立つときに初めて理解できる。同じことをパウロは、コリント人への手紙第二においても、告白している。
私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫
害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちは、いつもイエスの死を身に帯びていま
す。それはまた、イエスのいのちが私たちの身に現れるためです。私たち生きている者は、イエスのために絶えず死に渡さ
れています。それはまた、イエスのいのちが私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。こうして、死は私たちのうちに
働き、いのちはあなたがたのうちに働いているのです（4:8-12）。
私たちは、この務めがそしられないように、どんなことにおいても決してつまずきを与えず、むしろ、あらゆることにおいて、自
分を神のしもべとして推薦しています。すなわち、苦難にも苦悩にも困難にも、むち打ちにも入獄にも騒乱にも、疲れ果て
た時も眠れない時も食べられない時も、大いなる忍耐を働かせて、また、純潔と知識、寛容と親切、聖霊と偽りのない
愛、真理のことばと神の力により、また左右の手にある義の武器によって、また、ほめられたりそしられたり、悪評を受けたり
好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人をだます者のように見えても、真
実であり、人に知られていないようでも、よく知られており、死にかけているようでも、見よ、生きており、懲らしめられているよう
でも、殺されておらず、悲しんでいるようでも、いつも喜んでおり、貧しいようでも、多くの人を富ませ、何も持っていないようで
も、すべてのものを持っています（6:3-10）。
一つ一つの言葉は、実に味わい深い。パウロの歩みは、「苦難のメシア福音書の“歩く例え話”（a walking parable
of the Gospel of the crucified Messiah）」と、いうこともできよう。クリスチャンの苦悩は、キリストの苦難の道を追体験
しているのだ。キリストは、クリスチャンを新創造にあずからせるために苦難の道を歩まれた。クリスチャンもまた、キリス
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トにならって苦難の道を歩んでいる。では、何のためにか？ 自分の解放のためか。もしそうだとすると、「私たちの解
放のための“キリストの受難”は、十分ではなかった」ということになってしまう。それでは、むろん、おかしい。では、何
故か？
答えは、「全被造物のうめきからの解放」ということにある。それは、ローマ人への手紙 8 章に記されている。クリスチ
ャンの苦悩は、クリスチャン自らの解放のためではなく、「全被造物が回復されることにある」、ということなのだ。もし、そ
ういうことであるなら、コロナウイルス問題に直面して苦闘している私たちは、何をさておいても、そのメッセージに聞か
ねばならない。
被造物のうめき
ローマ人への手紙 8 章全体は、「クリスチャンとは、どういう人たちなのか」を、明らかにしている。ここには、たくさん
のことが述べられているが、特に大切だと思われる七つの点だけを指摘しておきたい。
①クリスチャンは、「罪から解放された者」である（1-2 節）
クリスチャンは、「キリスト・イエスにある者」であって、「罪に定められることは決してありません」。その理由は、クリス
チャンは、「キリスト・イエスにあるいのちの御霊の律法」によって、生きている者だからである。「律法」というと誤解が生
じるだろう。「法則」（聖書協会共同訳）の方がよい。クリスチャンは、本当に「罪と死の律法から」解放されているのだ。ど
んなことがあっても（起こっても）、ただ恵みによって「いのちの御霊」の中に置かれている自分を見るようにしたらよい。
②クリスチャンは、「神の御霊に生かされている者」である（9-11 節）
イエスを主と受け入れたとき、「神の御霊」は、その人の内に住まわれる。ということは、クリスチャンは、「肉のうちにい
る」のではなく、「御霊のうちにいる」ことになる。ここでは、「神の御霊」は「キリストの御霊」と同じである。「御霊を内に住
まわせている人」＝「キリストのもの」である。キリストが内に住んでいるなら、たとえからだは罪のゆえに死んでいても、
御霊が義のゆえにいのちとなっている。クリスチャンの内に住んでおられる御霊は、クリスチャンの死ぬべきからだをも
生かしてくださる。その御霊が、イエスを死者の中からよみがえらせたのだから（9-11 節）。
③クリスチャンは、「キリストとの共同相続人」である（14-17 節）
神の御霊に導かれる人はみな、神の子どもである。神の御霊は、恐怖に陥れるような「奴隷の霊」ではない。神を「ア
バ、父」と叫ぶことのできる「子の霊」である。御霊ご自身が、クリスチャンの霊とともにいて、クリスチャンを「神の子」であ
ると、証ししてくださる。子どもであるなら、「相続人」である。神が造られた全被造物を、クリスチャンは、キリストと共に、
相続するのである。従って、「神の相続人」であり、「キリストとの共同相続人」である（14-17 節）。それゆえクリスチャン
は、キリストの栄光と苦難をともにする。
④クリスチャンは、「被造物の解放」に参与している（18-24 節）
被造物は、切実な思いで、神の子どもたちが現れるのを待ち望んでいる。被造物は今、虚無に服している。それは、
被造物自身の意志によるのではなく、服従させた方（神）による。被造物は、滅びの束縛から解放され、神の子たちとと
もに、栄光の自由にあずかる。被造物のすべては、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のだ
（19-22 節）。
⑤クリスチャンは、「御霊とキリストのとりなしの祈り」に与っている（26-27 節、33-34 節）
神の御霊は、弱い私たちを助けてくださる。私たちは、何をどう祈ったらよいのか分からない。だが、御霊ご自身は、
ことばにならないうめきをもって、とりなしてくださっている。人間の心を探る方（神）は、御霊の思いが何であるかを知っ
ておられる。御霊は神のみこころにしたがって、聖徒たちのためにとりなしてくださる（26-27 節）。
神に選ばれた者たちは、神が義と認めてくださっている。だから、訴えられたり、罪ありとされることはない。死んでよ
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みがえられたキリストは、神の右の座に着き、クリスチャンのためにとりなしてくださっている（33-34 節）。
⑥クリスチャンは、「キリストの栄光」に与かる（28-30 節）
神はあらかじめ、クリスチャンたちを、御子のかたちと同じ姿に定められた。御子が、多くの兄弟たちの中で長子とな
るためである。神は、クリスチャンたちを召し、召した人たちを義と認め、義と認めた人たちに栄光をお与えになってい
る。それゆえ、神がクリスチャンの味方であるなら、クリスチャンに敵対できる者はいない。神は、すべてのクリスチャン
のために、ご自分の御子さえも惜しまずに死に渡された。とすれば、御子とともにすべてのものを、クリスチャンに恵ん
でくださるはずである（29-32 節）。
⑦クリスチャンは、「圧倒的な勝利者」となる（37-39 節）
クリスチャンは、クリスチャンを愛してくださった神によって、「圧倒的な勝利者」になる。死も、いのちも、御使いたちも、
支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、そのほ
かのどんな被造物も、主キリスト・イエスにある神の愛から、クリスチャンたちを引き離すことはできない（37-39 節）。
以上が、ローマ人への手紙 8 章全体が述べている「クリスチャン像」である。これらの七つすべてが、クリスチャンに
与えられている特権である。七つのうちの一つが欠けても、聖書が描くクリスチャン像ではない。この点は、強調しすぎ
ても強調しすぎることはない。というのは、実際にクリスチャンと言われる人々のほとんどが、このようなクリスチャン像を
もっていないからである。現実のクリスチャン生活は、ほど遠い状態にあることを実感させられているのだ。
現代の心理学者は、「ほとんどの人のセルフイメージは、とても低い。セルフイメージを高くしなければ、幸せにはな
れない」とのべている。その通りだろう。そして、クリスチャンも例外ではない。パウロが述べているクリスチャン像が、自
分のセルフイメージに反映していなければならない。では、どのようしたらローマ人への手紙 8 章が説く「クリスチャン・
イメージ」を自分のものにすることができるのか。時間のある時、いつでも、クリスチャンが置かれている七つの特権、つ
まり「罪の赦し」、「御霊の内住」、「キリストとの共同相続人」、「被造物の解放」、「とりなしの祈り」、「キリストの栄光」、「圧
倒的な勝利者」を思い巡らしてみるのがよい。
これらの一つ一つは、既に今、キリストの十字架と復活を通して、自分の内に働き始めているはずだ。ピンと来るもの
もあるだろう。理解不能のものもあるかもしれない。今の自分には、ほど遠いと感じられるものもあるはずだ。でもそれは、
大した問題ではない。神が私たちを、このように見なし、取り扱ってくださっているのだから、クリスチャンは、自分をそ
のように捉えることをしなければならない。とても信じがたいと思うかもしれない。しかし私たちクリスチャンは、神が私た
ちを見立ててくださっているように、自分を神の恵みと御愛の内に置き、今日一日、家族と、教会と、この社会に遣わさ
れて行くことを受け止めるのだ。そして、自分に託されている「今日のなすべきこと」を、精いっぱい忠実に果たしていく
ことである。これらの一つ一つの特権は、キリストが再臨されるとき（それは、今日かもしれないと期待して）、新創造の
世界において、クリスチャンの復活のからだにおいて、文字通りに成就していくのだ。
私たちは今、コロナウイルスの問題の真っただ中にいる。そういう状況を踏まえて、もう少し、この 8 章の記述に踏み
込んでみたい。
この 8 章は、罪の赦しに始まり、勝利者としての宣言で終わっている。それは、クリスチャンは聖霊を受け、罪や悪、
すべての暗黒の勢力と闘っていることを意味する。その戦いの真最中にあるクリスチャンは、イエスの死において現わ
された神の愛から、引き離されることはない。だがその間には、多くの困難にぶつかる。旧約聖書では、神はアブラハ
ムに、カナンの地を約束された（創世記 15 章）。しかし、その歩みは、困難や試練の連続だった。イスラエルの民は、
過越の祭を経てエジプト脱出を果たす。彼らは、約束の地を目指し、荒野の旅を続けたが、彼らの歩みもまた、多くの
困難な問題にぶつかった。カナンの地に定住したイスラエルの民の歩みもまた、苦難に満ちたものだった。神はダビ
デに、「全世界を与える」と約束されたが（詩篇 2 篇）、それも、簡単には実現しなかった。民は、バビロン捕囚という、民
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族存亡の危機を経験しなければならなかった。
クリスチャンの歩みも、変わらない。決して容易い歩みではない。困難に溢れている。この 8 章では、相続人であるク
リスチャンは、キリストと共に多くの苦しみを経験し、栄光を受ける、と言われている。しかも、その苦しみは、やがて受け
る栄光に比べると、取るに足りない。ところが多くのクリスチャンは、「相続」するのは「天国」であり、「受ける栄光」とは
「天国の輝き」だと勘違いしている。そうではなく、相続するのは、すべてが完全に新たにされた「新創造の世界」である。
そこは、「涙も、死も、悲しみも、叫び声も、苦しみもない」世界であり、「すべてが新しくされた世界」である（黙示録
21:4-5）。
ダビデは、「ほむべきかな、神である主イスラエルの神。ただひとり、奇しいみわざを行われる方。とこしえにほむべき
かな、その栄光の御名。その栄光が全地に満ちあふれますように。アーメン、アーメン」（詩篇 72:18-19）と歌っている。
栄光が満ち溢れるのは、「全地」においてである。イザヤもまた、「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、滅ぼさない。主を知ることが、海をおおう水のように地に満ちるからである」（11:9）と、述べている。神の栄光は、
全地に満ちているのだ。新創造の世界は、この地から遠く離れた「霊の世界」にあるのではない。この地の延長線上に、
「新しく創造される世界」なのだ。「これまでの世界」と「新しい世界」の間には、連続性と非連続性が同居しているのだ。
では、新創造の世界では、私たちの肉体はどのように新しく造り替えられるのか。残念ながら、聖書はそれについて
何も述べてはいない。私たちは、イエスの復活のお体から推測する以外にない。イエスのお体は、私たちが理解でき
ないものだった。鍵のかかったドアを通り抜けることができた。食べることも、飲むこともできた。手のひらには釘跡があ
り、わき腹には槍跡があった。マグダラのマリアは、イエスが呼び掛けた声を聴き、イエスだと直感した。しかし、クレオ
パとその同伴者は、旅する一人の人としか見えなかった。イエスの体は、栄光の輝きを放ってはいなかった。山上で弟
子たちに顕れたイエスは、「顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった」（マタイ 17:2）と描写されているが、復活
されたイエスの体は、そのようではなかった。
ところで私たちは、今、「コロナ禍」の真っただ中にある。クリスチャンは、異常な現象が起こると、「神はなぜこのよう
な出来事を起こされたのか」と、問いたくなる。「何らかの理由があったのだろう」と考える人もいれば、「神はお許しにな
っているだけだ」と論じる人もいる。その両方だと主張する人たちもいる。どちらであっても、それは神の主権の範囲内
で起こっていることだ。神は、「なさりたいようになさる」権威を、持っている。人があれこれ論じるようなことではない。クリ
スチャンにとっては、このような状況の中で、もっと大切なことを考えなければならない。それは、「被造物の解放」という
テーマである。ローマ人への手紙 8 章 19-31 節を、もう一度探ってみよう。
被造物は切実な思いで、神の子どもたちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは、自分の意志か
らではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神
の子どもたちの栄光の自由にあずかります（8:19-21）。
このテキストは、先の七つの特権の中で、真ん中に位置している。ということは、クリスチャンの特権の頂点にある、と
言ってもよい。それなのに、クリスチャンたちはこれまで、この聖書箇所をほとんど注目してこなかった。長い間、意味不
明の謎に満ちたテキストと見なされ、読み飛ばされてきた。
長い間クリスチャンたちは、キリストの贖いが直接関係しているのは「人間の魂の救い」だと考えてきた。その救いと
は、結局、「死んだら天国に行く」というメッセージに要約される。とすれば、今あるこの地上の被造物は、天国とは無関
係なもので、「燃え尽き、滅ぼされてしまうもの」と見なされた。そのように見なす根拠の聖句は、マタイ 24:35、マルコ
13:31、ルカ 21:33、Ⅱペテロ 3:10、12 等である。しかし、最近になって、「新創造の世界は、この地に降りて来るので
あって、この地は跡形もなく消え去ってしまうわけではない」、と考えられるようになってきた。これは、とても大切な点で
ある。
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この 19-21 節には、被造物に関し、三つのことが言われている。一つは「虚無に服していること」、二つ目は「神の子
どもたちが現れるのを待ち望んでいること」、三つ目は「滅びの束縛から解放され、神の子たちの栄光の自由にあずか
ること」である。その一つ一つについて詳しく説明できないが、一言だけふれておきたい。
被造物が「虚無」に服しているとは、人間が堕落したとき、被造物もその影響を受けた、ということである。それは、創
世記 3 章の記述から明らかである。ということは、人間がキリストによって贖われるとき、「被造物のすべても、キリストに
よって、人と共に贖われる」ということになる。するとキリストは、単に「人間の救い主」であるだけでなく、「被造物の贖い
主」でもある、ということになる。
二番目の、「被造物がクリスチャンの現れを待っている」とは、贖われた神の子たちは、「キリストと共に、全被造物を
管理する」ことを前提にした表現である。このことは、キリストの再臨とともに、クリスチャンの「からだが贖われ」（23 節）、
実現する。被造物は、贖い主であるキリストと共に、キリストと共に支配するクリスチャンの現れをも待ち望んでいるのだ。
被造物にとって、「贖い主であるキリスト」と切り離されることはあり得ないが、「キリストとの共同支配者となるクリスチャン」
とも、切り離されることはない。
三番目の「被造物の滅びの束縛からの解放」は、クリスチャンたちが「栄光の自由」に入ることに結びついている神は、
被造物を人間の管理下に置かれた（創世記 1:26、28、詩篇 8:3-8）。人間と被造物は、運命共同体なのである。さらに、
ヘブル人への手紙 2 章は、この点を取り上げ、キリストと人間と被造物の関係を論じる。人間は、堕落によって、被造物
を完全に管理できる状態から追放された（8 節）。ところがキリストは、十字架の贖いを通して、堕落した人間を、創造時
の人間の位置に回復されたのである（9-10 節）。
以上のことは、次の 22-23 節において、さらに詳しく展開されている。すべての被造物は、贖いを待ち望み、「うめき、
苦しんでいる」。人間も、「体の贖い」を待ち望んで、「うめいている」。
私たちは知っています。被造物のすべては、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ます。それだけでなく、
御霊の初穂をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち、私たちのからだが贖われることを待ち望みな
がら、心の中でうめいています（8:22-23）。
被造物も人間も、今のこの世界では、共に「解放を待ち望んで、苦しみ、うめいている」。両者とも、忍耐をもって待ち
望んでいる。何をか？ それは、この世界とは別の、未だ見聞きしたことのない希望の世界（新創造の世界）である
（8:24-25）。この箇所で、クリスチャンが「御霊の初穂をいただいている」と記されていることに注目していただきたい。
全被造物は、「虚無からの解放」を待ち望んでいる。しかしそれは、神の御霊が、クリスチャンの内にあるうめきに働き、
そのうめきを共有しながら、すべての被造物を解放する、というのである。「新しい天と新しい地」がもたらされるには、ク
リスチャンのうめき、そのうめきを支え続ける神の御霊のうめきが不可欠なのだ。それが、続く文章の中に、明確に表現
されている。
同じように御霊も、弱い私たちを助けてくださいます。私たちは、何をどう祈ったらよいか分からないのですが、御霊ご自身
が、ことばにならないうめきをもって、とりなしてくださるのです。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておら
れます。なぜなら、御霊は神のみこころにしたがって、聖徒たちのためにとりなしてくださるからです（8:26-27）。
この箇所では、クリスチャンは、とても弱い存在で、「何をどう祈ったらよいか分からない」と言われている。クリスチャ
ンの身の周りには、しばしば、説明不可能な支障が生じ、物事がうまく進んでいかない状況が起こる。邪魔が入り、トラ
ブルが発生し、挫折状態になり、崩壊寸前まで追い込まれることもある。事態がどう動いているのか、どこへ向かってい
るのかもはっきりせず、すべてのことが自分のコントロール下にないことを知り、パニック状態に陥る。それは、混乱した
捕囚状態の真っただ中を通過させられているようなもので、「栄光を受ける」のとは真逆の姿である。その責任が自分に
ある、という場合もある。だが、ほとんどの場合、そうとは言えない。
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ここに、人間にとっては理解しがたい、不思議な表現が出て来る。「御霊ご自身が、ことばにならないうめきをもって、
とりなしてくださるのです。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます」という言葉である。この
言葉は、「神が三位一体の存在である」ことを前提に考えるとき、初めてよく理解できる。
人間は、神を直接見ることもできなければ、体験することもできない。しかし、イエスを通して、神を見ることができる。
ヨハネは、「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）とか、「父を見た者はだれもいません。ただ神から出た者だけが、父を見たのです」（6:46）と、述べている。
さらにイエスは、ラザロの墓を前にして、「涙を流された」（ヨハネ 11:35）。12 弟子の足をも、洗われた（ヨハネ 13:6-10）。
私たちは、このようなイエスのお姿に、神の御子であるイエスを見るだけでなく、神ご自身の人間に対するお姿を見るこ
とができる。
聖霊に関しても、全く同じことが言える。私たちは、クリスチャンの内に働かれる聖霊を見るとき、聖霊ご自身のお姿
を見るだけでなく、被造物に対する神ご自身のお姿を知ることができる。その奥義を、ローマ人への手紙 8 章 22-27 節
のテキストが示している。私たちがこの世界を嘆くとき、私たちの内におられる聖霊もまた、共に嘆いてくださっている。
様々の現象に翻弄され、怖じ惑って叫ぶとき、聖霊もまた、怖じ惑いながら叫んでおられる。
今日全人類は、「コロナ禍」の真っただ中に置かれている。クリスチャンもまた、例外ではない。クリスチャンは、言い
知れぬ不安に慄いている。クリスチャンの内に住んでいる聖霊も、言い知れぬ不安に慄いている。そしてその聖霊の
お姿は、神ご自身のお姿を語っている。クリスチャンは、感染源のもとになることを恐れ、自らの感染のリスク、友の死、
失業の悲しみ、暴動の勃発、自己の利益だけを追求する醜い心、多発する犯罪、憎み合い敵対視する感情の対立、
責任のなすり合い、自粛の不満の爆発、差別感の現れ等々に、言い難いうめきを発せざるを得ない。しかしそのとき、
クリスチャンが忘れてはいけないことがある。私たちの内に住まわれる神の御霊もまた、私たちの心の動きに同伴してく
ださっている、ということを。しかもこのような同伴は、神ご自身の同伴でもあるのだ。
神は、完全な支配者である。究極の摂理の御手をもって導いておられる。神は、すべてを「善きもの」として造られた。
それでも、この世界に大きな混乱が生じることがある。人間にとって、「よし」とは言えない現実が露わになることがある。
このようなとき、クリスチャンの内に働き、被造物のすべてを導いておられる聖霊は、何をしているのだろうか？ さらに、
神ご自身はどうなのだろう。えっ、何ということだろうか。聖霊も、神ご自身も、クリスチャンと同じ思いを持たれている!!
「ことばにならないうめきをもって、とりなしてくださっている」（26-27 節）のだ。
イエスは、「支配する」、「王国」、「主権」という言葉を、新しい意味で使われた。聖霊もまた、そのような概念の中で、
自然・全人類・クリスチャンに関わっている。イエスと聖霊とクリスチャンの間には、一連の働きと活動があり、そのような
中で、クリスチャンと全被造物の贖いが完成していく。そのような文脈の中で、29-30 節を理解するなら、このテキストの
真意が明らかになってくる。
神は、あらかじめ知っている人たちを、御子のかたちと同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは、多くの兄弟たちの中
で御子が長子となるためです。神は、あらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人
たちにはさらに栄光をお与えになりました（ローマ 8:29-30）。
ここで、「あらかじめ知っている人たち」とは、前節の「神のご計画にしたがって召された人たち」のことで、クリスチャ
ンを指す。彼らは、「御子のかたちと同じ姿にあらかじめ定められた」のである。続く「多くの兄弟たちの中で御子が長
子となる」とは、キリストが「長兄」で、クリスチャンは皆、「弟」ということになる。人間が「神のかたち」に造られたとは、人
間は「キリストのかたち」に造られた、ということである。では、キリストが「長兄」で、クリスチャンが「弟」であるとは、どうい
う意味なのか。それは、「相続問題」が絡んだ言葉づかいである。キリストが長男としての相続分を、クリスチャンが次男
としての相続分を受け取る、ということである。「相続」というと、所有権の話だと思われるかもしれない。しかし、所有権
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ではなく、使用権・管理権の話である。すべてのものは、神のものであるが（ローマ 11:36）、人にも被造物を支配する
（管理する、あるいは仕える）権限が分与されているのだ。
神は人を、「ご自身のかたち」、つまり「神のかたち」に造られた（創世記 1：27）。多くのクリスチャンは、人間が堕落し
たときに、「神のかたち」を失ってしまったと、考えている。しかし、それは間違いである。創世記 9：6 は、堕落後の人間
に言及しているが、「神は人を神のかたちとして造った」と、述べている。新約聖書でも、「男は神のかたちであり、神の
栄光の現れ」（Ⅰコリント 11:7）と言われている。これらのテキストは、「人は、堕落によって“神のかたち”を失ってしまっ
たわけではなく、損なわれただけである」という事実を示唆している。
さらに重要なことは、「“神のかたち”であるキリスト」（Ⅱコリント 4:4）とか、「御子は“見えない神のかたち”」（コロサイ
1:15）と、言及されていることである。「神のかたち」とは、人間に適用される前は、キリストに適用されていた言葉である
ことを忘れてはならない。
以上のような論議を踏まえた上で、最後に、ローマ人への手紙 8 章 28 節を取り上げてみよう。二つの訳文を紹介し
ながら、問題点をクリアにしてみたい。
神を愛する人たち、すなわち、神のご計画にしたがって召された人たちのためには、すべてのことがともに働いて益となるこ
とを、私たちは知っています（新改訳 2017 年版）。
この訳では、「すべてのことが」が主語になっている。ただし、脚注には、「神がすべてのことを働かせて益としてくだ
さることを」という異本を紹介している。新改訳の 2 版や 3 版では、脚注の訳が採用されている。
神を愛する者たち、つまり、ご計画に従って召された者のためには、万事が共に働いて益となるということを、私たちは知っ
ています（聖書協会共同訳）
この訳においても、「万事」が主語になっている。そして脚注には、「神が共に働いて万事において」と、「霊が共に働
いて万事において」の二つが、別訳として紹介されている。
ところでライトは、パウロの他の箇所や新約聖書全体の教えから、主語は「すべてのこと」ではなく、「神」または「聖霊」
とする方がよい、と論じる。それだけでなく、「すべてのこと」を「すべての人たち」つまり、「聖霊を受けているすべてのク
リスチャンたち」を形容している、と解釈する。そして、「人たち」の与格を、「人たちに対して」ではなく、「人たちと共に」
と訳すべきだと言う。「共に働く（ギリシャ語、スネルゲオー）」は、「一緒に活動する（働きかける、助ける）」の意味だと、
言う。すると、次のような訳文になる。
神（あるいは、聖霊）は、すべての「神を愛する、すなわち神のご計画に従って召された人たち」と共に、益となるよう一緒
に働きかけていることを、私たちは知っている。
このように読むと、クリスチャンは、「神を愛する者」であり、「神のご計画に従って召された者」であるが、それだけで
なく、「神（あるいは、聖霊）が活動していることに対して、皆で共に加わって、活動する者たち」という意味になる。神は、
苦悶する被造世界を解放するために働いているのだが、神に召されているクリスチャンたちも皆、（聖霊の働きを通し
て）神と共に働いている、というのである。クリスチャンは、観客席に座っているのでも、益を受けようと待っているのでも
ない。以上のような訳を推奨しているのは、次の三冊の書物である。
Robert Jewett, Romans: A Commentary, Hermeneia (Minneapolis: Fortress,2007), p. 527
Haley G. Jacob, Conformed to the Image of his Son (Downers Grove: IVP, 2018), p. 245-51
Sylvia C. Keesmaat and Brian J. Walsh, Romans Disarmed (Grand Rapids: Brazos, 2019), p. 377
このような解釈は、次のような聖書箇所によって、指示される。
もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり
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受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより、いのちにあって支配するようになるのです（ローマ 5:17）。
しかし、あなたがたは選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です（Ⅰペテロ 2:9）。
私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ち、また、ご自分の父である神のために、私たちを王国とし、祭司とし
てくださった方に、栄光と力が世々限りなくあるように。アーメン（黙示録 1:5-6）。
あなた（キリスト）は屠られて、すべての部族、言語、民族、国民の中から、あなたの血によって人々を神のために贖い、
私たちの神のために、彼らを王国とし、祭司とされました。彼らは地を治めるのです（黙示録 5:9-10）。
これまでの「神を愛する人たち、すなわち、神のご計画にしたがって召された人たちのためには（for）、すべてのこと
がともに働いて益となることを、私たちは知っています」という訳は、「すべてのこと」が主語となるため、災害や不幸、悪
いことや不都合なことなど、どのようなことが身の回りに起こったとしても、神様は最後にはすべてをよいようにしてくださ
るのだから、心配しなくてもよい、と読むことになる。こういう考え方は、「Stoic Blanket(ストア派的なおおいかけ)」と言
われ、英語では、Never mind, all things work together for good という楽観主義的な生き方を推奨することにな
る。
一方、今回のライトの提案する訳だと、「神（あるいは、聖霊）が、益となるよう一緒に働きかけている」のは、被造物の
解放やクリスチャンのからだが贖われること等を指すことになる。全被造物の贖いに対して、クリスチャンの積極的な貢
献が伴うことによって、益になっていく、という意味になる。神による贖いの最終目標は、クリスチャンの協力によって、
達成されていくのでらう。
このように読むとき 28 節は、前の 26-27 節とも、続く 29-30 節とも、スムーズに展開されていく。全被造物の贖いの
完成のために参与しているクリスチャンたちは、キリストと同じように「神のかたち」に造られ、キリストと同じように全被造
物を管理することによって、キリストの栄光に与かっていくのである。
神は、あらかじめ知っている人たちを、御子のかたちと同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは、多くの兄弟たちの中
で御子が長子となるためです。神は、あらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人
たちにはさらに栄光をお与えになりました（8:29-30）。
クリスチャンに与えられる「栄光」とは、どのようなものか。それを理解する鍵は、詩篇 8 篇にある。そこでは、人間は、
御使いよりわずかに欠けがあるものとして造られたが、「栄光と誉れの冠」をかぶらせられる存在である（5 節）。その「栄
光」とは、被造物を治める権威が授けられていることを指す。ヘブル人への手紙の著者は、この詩篇の言葉を引用して、
キリストの十字架の贖いにより、人間の被造物支配権が回復されたことを論じている。
イエスは死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠を受けられました。その死は、神の恵みによって、すべての人のために味わ
われたものです。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全な者とされたのは、
万物の存在の目的であり、また原因でもある神に、ふさわしいことであったのです（2:9-10）。
被造物の管理権は、創造時に「神のかたち」に造られた人間に、与えられていた。ところがその人間が、堕落したこと
により、その管理権に破たんが生じた。しかし、真の「神のかたち」であるキリストが、十字架上で贖いを成し遂げたこと
により、人間は、元々与えられていた「被造物の管理権」を回復した。そのことによって、本来人間に約束されていた
「栄光と誉れの冠」をいただく者へと、回復されたのである。

第５章 ここからどこへ行くのか？
では、これまでの話から、クリスチャンは、「コロナ禍」の問題をどう受け止め、どのように対応したらよいのかをまとめ
てみよう。ただし、「コロナ禍」は、未だ「現在進行形」の問題である。事態が一段落し、落ち着いたときに、様々の問題
を振り返り、整理するときが来るだろう。しかし、その時まで待たなければ、「客観的で間違いのない指針や行動の方向
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性を打ち出せない」というのでは、事の渦中にあるクリスチャンの歩みは、その時その時の思いつきや、行き当たりばっ
たりのものになる。事が収束してから見ると、不十分なものであるかもしれないが、それでも、その時その時の状況に応
じて、「とりあえず必要とする、あるいは良い」と思われる道を模索しなければならない。
神学とは、「永遠の“神と被造物に関する真理”」を、客観的・抽象的に論じる学問ではない。神は、歴史の真っただ
中で苦悶し続ける人間に、「永遠的な“贖いの御業のストーリー”」を啓示された。神の民は、その「グランド・ストーリー」
から、自分が派遣されている現実の社会において、自分のストーリーを展開し続ける。それが、「自分の“神学”」である。
「神学」は、従って、「キリストへの“信仰”」の上に、「教会（クリスチャン共同体）による“教理”」を置き、さらにその上に、
自分のストーリーを重ね合わせて、初めて構築されるものである。単に教会の教理をこねくり回しているだけでは、永遠
の真理を扱っているかのように見えるのだが、「神学」にはならない。「死んだ学」に過ぎない。というより、未だ「生まれ
ていない学」である。
①悲しみを共にする
パンデミックを前にして、クリスチャンがなすべき第一のことは、「ともに嘆くこと」である。神の民にとって、そんなこと
はあり得ないと思われる出来事が、しばしば起こってくる。そんなときは、クリスチャンであっても、悲しみに打ちのめさ
れる。その悲嘆さの度合いは、神の愛と全能性を信じているだけに、普通の人より大きい。旧約聖書の詩篇の多くは、
そのような中で作られ、歌われ続けてきたものである。そのキーワードは、「悲しみ」、「怒り」、「フラストレーション」、
「苦々しき思い」、「不平」、「不安」、「疑い」、「苛立ち」等々である。その背景にあった出来事は色々違うのだが、「嘆き
の歌」と分類され、詩篇全体の三分の一に及ぶ。これらの「嘆きの詩編」は、いつの時代の信仰者たちも、綿々と歌い
続けてきたもので、全人類共通の遺産である。
周囲の人々と同じ感情を分かち合うことは、クリスチャンにとって大切である。西洋人には、「悲しむことを恐れるとい
う“文化”」がある。「悲しむ」とは、人生の敗北者の感情だと思っているからだ。しかし、そうではない。「悲しむ」とは、愛
の裏側にある「感情」である。特に、最後の敵である「死」に対し、「悲しむ」のは当然である。「悲しみが悲しみで終わる
ことはない」、それが神を信じる者の特権である。パウロは、「喜んでいる者たちとともに喜び、泣いている者たちととも
に泣きなさい」（ローマ 12:5）と勧めている。その文脈（14-21 節）から分かるのだが、この励ましは、クリスチャンと一般
社会の人々との間で勧められているものである。むろん、神の民の仲間同士においても、このことが重要であることは
言うまでもない。パウロの次の言葉が、そのことを表している。
それは、からだの中に分裂がなく、各部分が互いのために、同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、す
べての部分がともに苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分がともに喜ぶのです。あなたがたはキリストのから
だであって、一人ひとりはその部分です（Ⅰコリント 12:25-27）。
ところで、「嘆きの歌」は、イエスの祈りの中にも見られる。イエスは、友ラザロの墓前で、「霊に憤りを覚え、心を騒が
せて、・・・ 涙を流された」（ヨハネ 11:33-35）。
しかし、それだけではなかった。その後イエスは、「来たるべきメシア」として、エルサレムに入城された。人々は歓呼
の声をあげ、メシアの到来を歓迎した。だがイエスの心は複雑だった。「今わたしの心は騒いでいる。何と言おうか。
『父よ、この時からわたしをお救いください』と言おうか。いや、このためにこそ、わたしはこの時に至ったのだ」（ヨハネ
12:27）と告白している。おそらくイエスは、詩篇 6 編を祈り続けていたに違いない。
主よ、御怒りで私を責めないでください。あなたの憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私をあわれんでください。私は
衰えています。主よ、私を癒やしてください。私の骨は恐れおののいています。私のたましいはひどく恐れおののいています。
主よ、あなたはいつまで─。主よ、帰って来て私のたましいを助け出してください。私を救ってください。あなたの恵みのゆえ
に（1-4 節）。
私の目は苦悶で衰え、私のすべての敵のゆえに弱まりました。不法を行う者たちみな私から離れて行け。主が私の泣く声
を聞かれたからだ。主は私の切なる願いを聞き、主は私の祈りを受け入れられる。私の敵がみな恥を見、ひどく恐れおの
のきますように。彼らが退き、恥を見ますように。瞬く間に（7-10 節）。
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イエスは、弟子たちと共に「過越しの食事」を済ませると、ゲッセマネの園に退かれた。そこで、暗黒の力と葛藤し、極
度の悲しみに襲われた。イエスは、「深く悩み、もだえ始め」た。弟子たちに、「わたしは悲しみのあまり死ぬほどです。
ここにいて、目を覚ましていなさい」（マルコ 14:33）と、言われるほどだった。このような苦痛の中でイエスは、恐らく、古
典的な「嘆きの詩篇（42-43 編）」をつぶやき続けられただろう。そこは、どんな人間も近づくことのできない「至聖所の
世界」だった。このイエスの祈りについて、ヘブル人への手紙は次のように述べている。
キリストは、肉体をもって生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙をもって祈りと
願いをささげ、その敬虔のゆえに聞き入れられました（5：7）。
ほとんどのクリスチャンは、イエスを理解していない。否、イエスの苦悶を理解することはできないのだ。イースターの
喜びが、受難の一週間から始まっていることを、忘れてしまっている。しかし、「コロナ禍」を恐れ、惑っている今の私た
ちこそ、イエスの苦悶の祈りに思いを寄せるべきではないだろうか。
②惑わされないように
「コロナ禍」に苦悶しているクリスチャンが、心に留めるべき二番目のことは、「惑わされないように」ということである。
クリスチャンは、普段であれば、問題にぶつかっても、祈って冷静に神の導きを求めることができる。答えが簡単に見
つからないことも少なくないが、そんなときでも祈り続け、的確な判断ができる。ところが、人は緊急事態に直面すると、
パニック状態に陥り、思考回路が停止する。すると、手っ取り早い答えを信じやすくなる。怒りっぽくもなるし、忍耐深さ
も失われていく。感情の起伏も激しくなって、その人の本性がむき出しになる。
「コロナ禍」を前にするとき、クリスチャンもまた、恐れや不安に襲われる。それは、一般の人と変わらない。ところがク
リスチャンは、普通の人にはない問題を抱え込む。信仰者であるが故の悩みが、あるのだ。クリスチャンが信頼している
神は、全知全能である。では、なぜ、このような「コロナ禍」のような事態を起こさせたのか。これは、簡単な問ではない。
それに対し、「聖書預言の成就である」とか、「終わりの時のしるしである」と騒ぎたてる説教者もいる。神が与えられた
「試練だ」とか、「訓練だ」と説く牧会者もいる。「神の裁きだ」と言わんばかりに、「悔い改めよ」、「神の赦しを祈れ」と、迫
る伝道者さえもいる。
でも、気をつけていただきたい。こういう人たちは、普段から言いたいと思っていることを、「コロナ禍」にかこつけて、
声高に叫んでいるに過ぎない。コロナウイルスが拡声器になっているのだ。神の言葉を語る説教者は、「コロナ禍」現
象を、聖書預言とパレスチナ問題、世界保健機関と国際政治的な問題、人種差別と経済格差の問題、宗教的な制約と
国家間の覇権問題、人権の保障と政治体制の問題、思想信条の自由と公共的制限の問題、テロリズムと国家間の紛
争問題、地球温暖化と自然災害の問題等々を、ごちゃ混ぜにして論じてはならない。後から取り下げなければならな
いようなことを、決してしてはならない。慎重の上に、慎重であってほしい。
これらの問題は皆、重要な課題である。一つ一つの問題に、クリスチャンが真摯に取り組むべきことは、言うまでもな
い。だが、「コロナ禍」と結びつけて論じると、おかしな方向に行ってしまう。いずれの問題も、単独で存在するわけでは
なく、複雑に絡み合っている。ある一つの視点に立ち、単純にすべてを割り切るのは、危険である。そのような取り扱い
方は、既にそこに存在した亀裂をさらに深めてしまう。説教者は、このような誘惑を退けなければならない。と同時に、
神の国の民もまた、説教者にそういうテーマを語らせたいという誘惑に陥らないよう、配慮する責任がある。
イエスは、終わりの時に関し、「偽預言者が大勢現れて、多くの人を惑わします」（マタイ 24:11）と、警告されている。
以来、教会史上には、何人の偽預言者が登場したことだろう。とても、数えきることはできない。「コロナ禍」に直面して、
再び、同じような間違いを繰り返してはならない。
そのとき、だれかが『見よ、ここにキリストがいる』とか『そこにいる』とか言っても、信じてはいけません。偽キリストたち、偽預
言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと、大きなしるしや不思議を行います。いいですか。わたしはあ
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なたがたに前もって話しました。ですから、たとえだれかが『見よ、キリストは荒野にいる』と言っても、出て行ってはいけませ
ん。『見よ、奥の部屋にいる』と言っても、信じてはいけません（マタイ 24:23-26）。
クリスチャンは、「コロナ禍」においても、主イエスが弟子たちに教えた「主の祈り」を思い出すのがよい。「主の祈り」
は、「祈りの中の祈り」であり、すべてのクリスチャンが日々唱えるべき、「模範的な祈り」である。その中に、「御国を来た
らせたまえ」という一節がある。「御国の到来」を待望する祈りである。「コロナ禍」を「終わりのしるし」と見なし、「御国の
到来」を期待するのは、「主の祈り」を日々真剣に祈っていない“しるし”である。
「コロナ禍」を「神の裁き」と見なし、「罪の赦しを求めて、悔い改めよ」と、恐怖感を煽りたてる説教者も後を絶たない。
熱心さのあまり、深く考えず、単純に語っているだけの場合が多いのだが、気をつけないといけない。「コロナだから、
悔い改め、罪の赦しを求めよ」というのは、イエスが教えられたことではない。そのようなクリスチャンは、歴史の中で教
会が犯した失敗から、何一つ学んでいない。「コロナ禍」が過ぎ去ると、世間の顰蹙を買い、神の教会の評判を落とす
だけで終わる。クリスチャンは、日々「主の祈り」を唱えているはずだ。その中に、「我らの罪をも赦したまえ」という祈りが
含まれている。世の中で何が起ころうと、日々自分の罪を認め、悔い改めることは、第一になすべきことである。
③涙、不安、疑いから立ち上がる
最初のイースターの日、それは、あわただしい、混乱した一日だった。四福音書の記者たちは皆、それぞれが違っ
た出来事を報告している。マルコは、「彼女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。震え上がり、気も動転していたから
である。そしてだれにも何も言わなかった。恐ろしかったからである」（16:8）という、いかにも中途半端な記事で、福音
書を閉じている。マタイは、「墓の番兵たちが、自分たちの経験したことを祭司長たちに報告した。すると、祭司長と長
老たちは兵士たちを買収し、『兵士たちが眠っている間に、イエスの弟子たちが遺体を墓から盗んでいった』というスト
ーリーを流布させた」、と報告している（28:11-15）。ルカは、エマオの途上でイエスに出会ったクレオパと同伴者の話
を伝えている（24:13-35）。ヨハネは、以上の三つの福音書とは、全く異なる出来事を描いている。
4 人の福音書記者たちは、「イースターの日の出来事を、一つにまとめよう」とは、しなかった。これは、他のイエスの
出来事の記述と比較してみると、実に不可思議な現象である。そして、それゆえに、それぞれの福音書の信憑性は高
くなる。だが今は、この問題に深入りするのは避ける。ただ、ヨハネの福音書 20 章のストーリーを取り上げたい。そのキ
ーワードは、「死者への涙」、「孤立する不安」、「理解不能の疑い」の三つである。
まず、「死者への涙」である。マグダラのマリアは、安息日が終わるのを待ちきれず、夜明け前、イエスが葬られた墓
を訪れた。ところが、墓のふたが空いていた。それゆえ、何かが起こったことは察知した。でも、実際に何が起こったの
かは、見当もつかなかった。そこで彼女は、とりあえず、自分の見たことを弟子たちに報告した（1-2 節）。弟子たちは、
墓まで出向き、墓が空であることを確認した。誰かが遺体を盗んだに違いない、それ例外には、考えられなかった。彼
らは、黙って墓を後にした（3-10 節）。
マリアは、再び、墓に一人残された。勇気を出し、泣きながら墓の中をのぞき込んだ。ない。やっぱり、イエスの遺体
はない。本当に、誰かが、イエスの遺体を盗んでいったのだろうか。イエスの遺体は、どこにあるのか？ そのときであ
る。突然二人の御使いが彼女に現れ、語りかけた。「女の方、なぜ泣いているのですか」と。彼女は、「誰かが、イエス
の遺体を移してしまった」と答え（12-13 節）、ただ呆然と立ちすくんでいた。そんなとき、ふと後ろを振り向くと、一人の
方が立っておられた。その方は、「なぜ泣いているのですか」と、優しく語りかけた。彼女は、墓の管理人だと思って状
況を説明した（14-15 節）。そんな彼女に、「マリア」、と聞きなれた声が聞こえてきた。彼女は、直感的に、「イエスだ」と
悟った。その方は、「これから父なる神の御もとに戻る」と告げた（16-17 節）。マリアのあふれる涙は止まり、再び、弟子
たちが集まっている場所へと急いだ。そして自分が見聞きしたことを話した（18 節）。
では次に、二つ目のキーワード「孤立する不安」を、考えてみよう。このための舞台役者は、イエスの弟子たちだった。
マグダラのマリアの話を聞いた弟子たちは、その夜ひそかに集まっていた。その日、何かが起こったようだ。薄々では
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あるが、弟子たちは、何となく、分かり始めた。しかしそれは皆、人伝えの話ばかりである。マグダラのマリアを初めとす
る女性たちや、クレオパとその同伴者は、復活されたイエスに出会ったと語っている。ところが、3 年間イエスに従ってき
たと弟子たちは、完全に蚊帳の外に置かれていた。イエスからの直接の知らせは、何もなかった。だから、確実なこと
は何一つ分からない。否、確かなことが一つだけあった。「墓が空だったのは、イエスの弟子たちが遺体を盗んだから
だ」とぬれ衣を着せたユダヤ人指導者たちが、必死になって弟子たちを探していたことだ。だからその夜、弟子たちは
逮捕を恐れ、鍵をしっかりかけ、ひっそり肩を寄せ合っていた（19 節）。ところがそこに突然、全く思いがけないことが起
こった。イエスが部屋に入って来られ、彼らの真ん中に立ち、手と脇腹を示され、語りかけられたのである（20 節）。
「平安があなたがたにあるように。父がわたしを遣わされたように、わたしもあなたがたを遣わします。」こう言ってから、彼らに
息を吹きかけて言われた。「聖霊を受けなさい。あなたがたがだれかの罪を赦すなら、その人の罪は赦されます。赦さずに
残すなら、そのまま残ります」（21-23 節）。
イースターの夜、不安に慄いていた弟子たちにとって、一番必要だったのは、「平安があなたがたにあるように」とい
う言葉だった。それは、単なる挨拶言葉ではなかった。その言葉に続きイエスは、「あなたがたを遣わす。聖霊を受けな
さい」と、弟子たちを、新しい職務に任命された。彼らは、閉じられた部屋から飛び出し、「罪の赦し（つまり、キリストの
福音のメッセージ）を宣言する使命」を、託されたのだ。かつてイエスが、ガリラヤ湖のほとりで、「わたしについて来なさ
い。人間をとる漁師にしてあげよう」と語られた召命の言葉を、再び、エルサレムの誰にも知られない「閉じられた部屋」
の中で聞いたのである。
三つ目のキーワードは、「理解不能の疑い」である。主人公は、弟子の一人トマスだった。彼は、先の仲間から外れ
ていた。何故そのようになったのか。イエスの弟子であることを、止めようとしたのだろうか。元々、仲間とは行動を共に
しない（できない）タイプだったのか。あるいは、何か特別な用事でもあったのか。それとも、他の弟子と一緒にいるのは
危険だ、と考えたのか。真相は分からない。でも、とにかく、彼は別行動をとっていた。
イエスが復活されたその週、イエスの弟子たちそれぞれが、どのように時を過ごしていたのか、詳しいことは記されて
いない。ずっと一か所に留まり、聖霊を待ち望んで、「祈りの時」をもっていたのかもしれない。トマスも、「復活されたイ
エスが他の弟子たちに顕れた」と、うわさに聞くと、居ても立ってもいられなかった。仲間の所に飛んでいったが、心は
遠く離れ頑なになっていた。「イエスがよみがえった」と喜んでいる他の弟子たちを見ると、「私は、その手に釘の跡を
見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じません」（25 節）と、片意地を張った。彼らの
証言は、トマスの「疑い」を消し去るどころか、ますます意固地にさせてしまった。
八日後（つまり、一週間後の日曜日）、イエスは再び弟子たちに顕れた。そして、「平安があなたがたにあるように」と
語られた。しかし今回は、前回とは、ちょっと様子が変わっていた。イエスは、いきなりトマスに向かって、「あなたの指を
ここに当てて、わたしの手を見なさい。手を伸ばして、わたしの脇腹に入れなさい」と、語られたのだ。これは、驚くべき
言葉だった。あたかも、トマスと弟子たちとの間で交わされた会話を、イエスは聞いておられたかのようだった。否、そう
ではない。イエスは、弟子たちと共に、ずっと一緒におられたのだ。彼らの目には見えなかっただろうが、実際には、彼
らの会話・祈りを、その傍らで聞いておられたのだ。だからイエスは、「信じない者ではなく、信じる者になりなさい」（27
節）と、トマスに語られた。トマスは、もはや何も言うことはできなかった。ただ、「私の主、私の神よ」と、イエスの前にひ
れ伏さざるを得なかった。トマスの「理解不能の疑い」は、イエスに直接出会って、完全に消え去っていった。
このストーリーは、最初のイースターの出来事である。あれから、2000 年の歳月が経過している。その後のクリスチャ
ンたちも皆、「死者への涙」、「孤立する不安」、「理解不能の疑い」を味わい続けてきた。この三つのキーワードに代表
されるような危機的状況は、いつでも、どこでも、誰にでも起こってくるものだった。自分の周囲の危機的な状況に目が
奪われ、復活されたイエスご自身を見ることができないとき、三つのキーワードは、牙をむき出して私たちに襲いかかっ
てくる。
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私たちは今、「コロナウイルス」という、未だ得体の知れない問題に直面させられている。世界中の人々が、「死者へ
の涙」を味わっている。自分を含め、親しい身の回りの人たちの死は、私たちを取り囲んでいる。「孤立する不安やスト
レス」は、「ステイ・ホーム」や「ソーシャル・ディスタンス」を求められ、限界点近くに達している。「理解不能の疑い」も、
「世界にコロナウイルスが無くなることはない」と言われ、それに対する「ワクチンの発見も間々ならない」と聞くと、強い
苛立ちを覚える。自分が感染源になる危険性があるので、極度の恐れを抱き続けている。人類が感染症に打ち勝つこ
とができるのは、何時のことになるのか、今後いつ終息するのかは、不透明である。「百年に一度」という認識は、オー
バーではないのだろう。しかし一方では、この種の災害（人災であろうと天災であろうと）は、世界中で、毎年、どこかで
出くわすことになろうと、予測する未来学者たちもいる。こんな状況の中で、神の「愛・希望・真実」は、見えてこない。だ
から人々は、「神は、どこにおられるのか」と、叫んでいる。
しかし、クリスチャンは、すばらしい約束を信じている。このような事態の真っただ中にあっても、よみがえられたイエ
スが、ガリラヤの山上で、弟子たちを前にして語られた「約束」に、固く立っている。イエスは、「わたしには天において
も地においても、すべての権威が与えられています。・・・ 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 28:18-20）、と宣言された。このように語られたイエスは、今は、ガリラヤの山上ではなく、私たち一人一
人の傍らに来てくださり、「××よ」、と名前を読んでくださり、涙をぬぐい取ってくださる。平安を約束し、聖霊を注ぎ、
私たちに課せられた使命を、全うしてくださる。神は実在するのだろうかと、理解不能の疑いに苛まされる一人一人に、
「信じない者ではなく、信じる者になりなさい」と語りかけておられる。
④人間の真相を直視せよ
「コロナ禍」に直面し、人々の意識に大きな変化が生じている。このような災いは、人間の内面奥深くにある「隠され
た姿」を露わにする。家族内の DV、コロナ離婚、若者たちの無軌道な性的暴走、ギャンブルや薬物依存症、いじめや
差別意識の助長、衝動的行動や対立感情の増幅、コミュニケーション能力の欠如、政治家や指導者層の傲慢性、大
衆の暴露趣味の増長、まだまだいくらでも上げることができる。マスコミは、暗いニュースにうんざりし、時々「グッド・ニュ
ース」を流そうとする。ところが、結局は、お笑い番組でお茶を濁す。本質的な解決を提供できない。普段は、解毒剤に
なっている「旅の話」や「グルメの世界」、「娯楽番組」や「スポーツ」、「音楽番組」や「教養講座」は、ソーシャル・ディス
タンスの故に、機能しなくなっている。
このような「コロナ禍」現象を、批判したり、断罪するだけでは、「希望」は生まれて来ない。この種の問題は、もともと
人間が潜在的に抱えていたものであり、何かが起こると、噴き出してくる。それは、聖書が「罪」と呼ぶものに通じている。
神が、贖いの業を通して、そこから解放しようとしている問題である。それらが最終的に行き着く所、それは「死」という
問題であり、「神の裁き」に関わってくる。つまり「コロナ禍」は、人を「罪の問題」、「死の問題」、「裁きの問題」、「永遠の
問題」へと、直面させることになる。
間違ってほしくない。神がコロナウイルスを送られたのは、人類を、このような問題に直面させるためだった、と言い
たいのではない。むろん、それは言い過ぎである。神は、「コロナ禍」問題に直面している人類に、自分たちが抱えて
いる問題を見つめよ、神が用意しておられる「解放の福音」に耳を傾けよ、と語られているのだ。本当のことを言えば、
神は、いつであっても、そうすることを望んでいる。だが人は、とても残念なことだが、「コロナ禍」のような切羽詰まった
状態に追い込まれない限り、自分や神、死や永遠の世界に立ち向かおうとしないものなのだ。
「コロナ禍」は、私たちの人生に、いつ死が訪れるかは分からないことを実感させた。人は、「自分以外の人間は、死
ぬものだ」と思っている。人は、「自分自身の死を直面したくない」のである。人は、自分を永遠に生きる存在である、と
思いたいのだ。そういう錯覚があるからこそ、生きられるのだ、と開き直る人たちもいる。人間以上の「聖なる存在」の前
にひれ伏して歩む、という聖書の死生観と対峙しなければならない。
人類にとって、「コロナ禍」にまとわりつかれている今ほど、人生の意味を考え、死生観を模索し、聖書の福音が何で
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あるのかを、聞くにふさわしい時はない。人々が直面しなければならないのは、「宗教」とか「キリスト教」ではない。「教
会」でも「牧師」でも「聖書」でもない。「キリスト教の教理」や「キリスト教の神学」でさえない。「万物の創造者なる神」であ
り、「全被造物の贖い主であるキリストご自身」である。それは「聖書のグランド・ストーリー」と言ってもよいし、もっとポピ
ュラーに「キリストの福音」と言ってもよい。
1520 年頃から 30 年代にかけ、ルターは、ウィッテンベルグ城内で、いくつかの疫病を経験した。彼が与えているア
ドバイスは、感染症の知識がほとんどなかった時代のものではあるが、500 年経た今日もなお、役立つものが少なくな
い。例えば、伝染病に襲われたら、その地域から逃れようとしてはいけない。そこに留まり、助けることがクリスチャンの
務めである。事態が悪化しないよう、細心の注意を払わねばならない。英雄的な行為に走ることの無いよう、自己節制
をすることの大切さを、訴えている。
神さまの許しを得て、敵が私たちの周りに毒や糞尿を撒き散らした。だから、神さまに、恵み深く、私たちを守ってください、
と祈ろう。そして、空気を清浄にするためにいぶし、薬をやりとりし、むやみに自分を疲れさせないために、また私の不注意
のために、他の人に病気を感染させ、病気をひどくし、彼らの死の原因とならないために、会う必要もない他人と接触した
り、不必要な外出をしたりするのは避けよう。もし、神さまが私を取ろうとされるならば、私を見つけることができるでしょう。少
なくとも、私は神さまが私になすべきこととしてお与えになったことは行いました。私は自分の死に関しても、隣人の死に対し
ても責任は問われません。しかし、もし隣人が私を必要とするならば、私は人も場所も避けないで、自由に彼を訪ね、助け
ます。（T.G. タッパート編、内海望訳、『ルターの慰めと励ましの手紙』、(リトン、2006 年)、304-305 頁。
⑤「善の業」を行なおう
新約聖書の中で最初に書かれたガラテヤ人への手紙の締めくくりの部分で、パウロは、クリスチャンにとって、とても
大切なことを勧めている。
失望せずに善を行いましょう。あきらめずに続ければ、時が来て刈り取ることになります。ですから、私たちは機会があるう
ちに、すべての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう（6:9-10）。
この言葉は、初代教会では、文字どおりに実践されていた。アンティオキア教会は、生まれたばかりの「異邦人中心
の小さな教会」だった。その教会は、生みの親であるエルサレム教会のクリスチャンたちに「支援物資」を送ったのであ
る。この点については既にふれたが、改めて次の聖書箇所を読んでいただきたい。
そのころ、預言者たちがエルサレムからアンティオキアに下って来た。その中の一人で名をアガボという人が立って、世界
中に大飢饉が起こると御霊によって預言し、それがクラウディウス帝の時に起こった。弟子たちは、それぞれの力に応じて、
ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援の物を送ることに決めた。彼らはそれを実行し、バルナバとサウロの手に託して長老
たちに送った（使徒 11:27-30）。
誕生したばかりの異邦人教会が、いかに有能な信徒たちが活発に活動していたとはいえ、母教会にあたるエルサレ
ムのユダヤ人教会に、このような支援活動を展開したことは驚くべきことである。彼らの「愛の善行」が、後のエルサレム
会議（使徒 15:1-35）に影響を与えたかどうかは、分からない。この直ぐ後には、パウロとバルナバ間に意見の対立が生
じ、別行動をとっているので（使徒 15:36-41）、「愛の善行」が教理的な問題に影響を与えるようなことはなかった、と考
える方がよい。それは、エルサレム会議の議論の推移を見るなら、明らかである。初代教会においては、むろん、教理
は重要だった。しかし、キリスト者共同体は「神の愛によって召された家族」であり、教理が「愛の善行」を左右するような
ことは、なかった。これは、真に特筆すべきことである。
ところで、Rodney Stark, The Rise of Christianity (Princeton University: NJ, 1996)という書物は、「コロナ禍」
に葛藤しているクリスチャンにとって、必読の書である。その第 4 章「エピデミックス：ネットワークと改心」は、2 世紀以降
の教会の働きについて詳しく紹介している。中でも、170 年頃の「（マルクス・アウレリウス皇帝を死に至らしめた）疫病
の時代」に起こったこと、250 年頃の「天然痘あるいは、はしかと思われる病」が流行した時代の出来事、4 世紀終わり
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頃の「皇帝ジュリアン時代の疫病の様子」や、「その時のクリスチャン共同体の慈善の業が、当時の社会全体にどれほ
ど大きな光を与えたか」は、見過ごしてはいけない。西欧のキリスト教世界において、病院や医療施設、教育施設等が
発展していく背景には、このような時代のクリスチャンたちによるボランティア活動が大きな影響を与えていたのである。
同じ著者による The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World’s Largest

Religion (New York: Harper, 2011) もまた、読み合わせてほしい。
戦後の西欧文明社会では、ホスピス運動が大きく発展した。それは、世俗の医学では届き得ない「永遠の世界への
希望」を示し、新たな「生き方」を提供している。このような専門的な分野に、真に活動できるのは、「新創造の世界」に
希望をもっているクリスチャンだけである。このような働きに召された人々をサポートすることは、教会の大切な使命であ
る。病人を訪問し、病気を癒し、食物を備える。これは、旧約聖書の時代から、神の民が大切にしてきたことである。「住
む場所を追われた人々」に、真のシェルターを提供することができるのは、「神を我が避けどころ」とするクリスチャンの
みである。このような働きも、「新しい創造のしるし」として実践していくべきものである。
クリスチャンは、「コロナ禍」の嘆きの中にあって、「神の国の民」らしく、「神の国の行動原理」に従って、歩んで行くの
だ。18 世紀の啓蒙主義以降、この世界を「悪・汚れたもの」と見なし、神の国を「聖なるもの」と見なすプラトン主義的二
元論が、クリスチャンの間に染み渡っている。その結果教会は、現実逃避的な伝道に熱心になり、自分たちの霊性維
持に専念するのに必死となった。しかし、これは間違っている。イエスは、ヨハネの福音書 16 章において、弟子たちに、
「聖霊による支配原理の歩み」を教えられた。これは、ローマ帝国の支配原理とは、著しく対立している。教会はいつの
間にか、「神の統治原理」を忘れてしまっている。
しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなたがたをすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るの
ではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなたがたに伝えてくださいます。御霊はわたしの栄光を現されま
す。わたしのものを受けて、あなたがたに伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて、わたしのものです。です
からわたしは、御霊がわたしのものを受けて、あなたがたに伝えると言ったのです（13-15 節）。
イエスが弟子たちに、このような「御霊の働き」に関して教えたときは、彼らが「悲しみのどん底」にあったときだった。
イエスは、「あなたがたの心は悲しみでいっぱい」（6 節）である、「あなたがたは泣き、嘆き悲しむが、・・・ あなたがた
は悲しみます。しかし、あなたがたの悲しみは・・・」（20 節）、「あなたがたも今は悲しんでいます」（22 節）、と言われた。
「コロナ禍」に葛藤している私たちもまた、同じような状況に置かれている。それゆえ、イエスがこの箇所で言われた結
論を、しっかり聞く必要がある。
これらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたがわたしにあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。し
かし、勇気を出しなさい。わたしはすでに世に勝ちました（33 節）。
⑥「コロナ禍」後の社会にどう向き合うのか
2008 年に、世界的な規模で金融危機の問題が起こった。そのとき、今後の社会の在り方について、多くの議論がな
された。貧困の問題、移民の問題、社会構造の問題、エネルギー危機の問題、経済格差の問題、食糧危機の問題、
地球温暖化の問題、異常気象の問題、未開発地域の問題、疫病や健康の問題、国際紛争の問題、核軍縮の問題
等々、ありとあらゆる問題に取り組もうとした。にもかかわらず、何一つ変えることができなかった。時の経過とともに、す
べてが忘れ去られてしまった。
多くの識者たちが、「コロナ禍」は、今後の人類の歩みを大きく変えるだろう、と論じている。そうであったらよいと思う。
だが、そう簡単には、うまくゆかない。どんな災害であっても、それに直面した直後は、その後の社会に「ドラスティック
は変化」が起こるだろうと、期待された。たぶん、親切で優しい、思いやり豊かな地球国家が出来上がって来るのでは
ないかと思われた。皆が、復興に力を合わせているときには、そのような期待は大きく膨らむ。しかし、ほどなく、その期
待は裏切られる。それは、時間とともに、幻想の彼方に消えていく。どのような災害であっても、世界がユートピア的国
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家に向かっていくことはあり得ない。どの国家も皆、自国形成の難題を抱えており、歴史と誇りが邪魔をする。自国が他
国より豊かになることを望むのは自然であり、自国ファーストの歩みを乗り越えられない。
結局、「コロナ禍」が過ぎると、生活は元通りになり、何事もなかったかのように落ち着いてしまう。今回のコロナ騒ぎ
は、「百年に一度」の禍だと言われている。「百年に一度」とは、今後の自分の生涯において、これほど大きな災害に見
舞われることはない、という考えである。誰であっても、そうであってほしい、と望む。しかし、残念なことに、ことは、そう
うまくは運ばない。否、これからは、毎年のように、この種の災害に出くわすのかもしれない。地球温暖化の問題一つと
っても、想像以上に深刻度は増している。待ったなしの状況に追い込まれているにもかかわらず、国際社会は、何の
有効な手立ても打てないでいる。それぞれの国家が、自国の主張を繰り返している間に、異常気象の被害は、年々大
きくなっている。
旧約聖書のイスラエルの民は、カナンの地で、しばしば飢饉に見舞われた。そんなとき、国家の窮乏を救い出すこと
のできる国家的なリーダーがいるなら、それは幸いである。アブラハムの孫ヤコブ一族が、飢饉の故に国家存亡の危
機を迎えたとき、エジプトのファラオに仕えるヨセフがいた。彼は、様々の試練に耐え、乗り越えながら、父ヤコブとその
一族 70 人を救出した（出エジプト 1:5）。
現代の国際社会においても、そして教会においても、そのようなリーダーが必要である。この世界は、禍に見舞われ
ると、金（Mammon）の神々に毒されていく。それが破たんすると、戦争（Mars）の神が取って代わる。これが、歴史の
常である。このような状況に陥る危険が迫っているとき、ヨセフのような人物が必要である。彼のように、あらゆる怨念を
振り払い、知恵を絞りだし、国家的危機を克服できる賢明な人物は、どこにいるのだろうか。
ヨセフは言った。「恐れることはありません。どうして、私が神の代わりになることができるでしょうか。あなたがたは私に悪を
謀りましたが、神はそれを、良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように、多くの人が生かされるためだ
ったのです。ですから、もう恐れることはありません。私は、あなたがたも、あなたがたの子どもたちも養いましょう。」このように、
ヨセフは彼らを安心させ、優しく語りかけた（創世記 50:19-21）。
これまでのパンデミックと言われる現象においては見られず、今回の「コロナ禍」において、初めて登場したことがあ
る。「オン・ライン礼拝」である。このような形式の礼拝は、「コロナ禍」以降も、引き続き継続される可能性がある。この種
の礼拝は、これまで、「メガチャーチと言われる教会」が取り入れてきたものだが、この度の緊急事態時には、ごく普通
の教会にも広まっていった。このような礼拝形式について、あるクリスチャンたちは、「神学的に問題がある」と、疑義の
念を表明している。
中には、「教会の中にいれば大丈夫。サタンが近づくことはない」と、叫ぶ人がいる。しかし、これは間違っている。こ
のような狂信的な信仰は、信仰的に見えるが、悪評判をばらまくことになる。教会閉鎖の口実を与えてしまうことにもなり
かねない。そのようなことを言う人は、「クリスチャンは、神が守ってくださるので、病気になることはない」と、主張してい
るに等しい。そういうことはない。どうか、私を信じてほしい。もし信じられないと言うのであれば、私が監督（bishop）だ
ったことを、忘れないでほしい。とにかく、愛をもち、祈りをもって、対応しなければならない。
礼拝堂は、世から「逃れるための場所」ではない。世界への「架け橋となる場所」である。礼拝堂は、公の礼拝をささ
げる場所であって「聖なる場所」であり、全創造を神の栄光で満たす「しるし・道標（signpost）」である。そういう意味で、
町の中心に建てられている礼拝堂は、その町に「神の栄光」の輝きを人々に語っている、と言ってよい。N.T. Wright,

Interpreting Scripture : Essays on the Bible and hermeneutics, (SPCK: London、2020) の 18 章「市内におけ
る聖なる空間」を参照していただきたい。
このパンデミックという事態を迎え、多くの人が、「神はどこにいるのか」という問いを、投げかけている。人々は、「近く
の店に買い物に入ることができても、教会には行けなくなってしまった」と嘆いている。「いつでも祈りに没頭できたチャ
ペルの椅子に、今は跪くことができなくなっている」。礼拝堂は、通りの中心にあり、その町のシンボル的な存在だった
のに、今は扉が閉じられ、他の建物と何ら変わらない、ありきたりの建物に過ぎなくなっている。
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しかし、このような事態だからこそ、もう一つの側面を考えることに価値がある。イエスは、ご自分の働きをなさるのに、
建物を必要としなかった。彼は、湖で、湖畔で、小高い丘で、人通りの多い街中で、個人の家で、道端で、法廷で、神
殿で、「神の国」のメッセージを語り、「解放」の御業をなさった。パウロもまた、同じである。ユダヤ教の会堂を追い出さ
れると、彼は、ピリピの川のほとりに足を運び、普通の家や、町の中心のアレオパゴスの丘で説教をした。獄中の中でさ
え、キリストの福音の証をし続けることができたのである。法廷に引きずり出されたときには、最高の伝道場所へと、変え
てしまった。ピンチをチャンスに変えることのできる人物になりたいものだ。
⑦新創造の世界を待ち望む
ローマ人への手紙 8 章は、「クリスチャンとはどのような人なのか」というテーマを扱っている。しかもその中心ポイント
は、「クリスチャンは、“被造物の解放”に参与している」（8:18-24）ということだった。そして、今日私たちが苦闘している
コロナ禍問題は、「解放を求める被造物のうめきの一つ」として捉えた。「聖書の贖いのストーリー」を全体的に眺めるな
ら、そう読むことは一番自然である。聖書が指し示す「新創造の世界」が「万物の復興」にあるとすれば、「万物の復興」
は、今の被造物の延長線上にあるはずである。
神は、人を、「神のかたち」に創造され、「地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配せよ・・・地を従え
よ。・・・すべての生き物を支配せよ」（創世記 1:26-28）と、命じられた。ところが人は、この神の命令に背き、自分勝手
な行動をとってしまう。いわゆる「エデンの園における堕落事件」（創世記 3 章）である。その後神は、イスラエル史という
長い時間をかけ、人類の救い主キリストをこの世界に派遣された。キリストは、十字架上の死と復活を通して、「全人類
の贖いの業」を全うされた。そのキリストは、再びこの地に顕れ、「新しい天と新しい地」をこの世界にもたらす（黙示録
21:3、エペソ 1:10）。それは、キリストが全人類を裁かれ、すべての人と全被造物が復興される（restoration）ということ
である。
これが、聖書のメッセージ、「キリストの福音」と言われるものである。キリスト教とは、これ以上でも、これ以下でもない。
それは、「聖書の贖いのドラマ」と言われるものだが、類比できるものがない「神のストーリー」である。「コロナ禍」という
厳しい現実に直面し、苦闘している人々にとって、この「聖書のストーリー」は、「夢物語」にしか見えないかもしれない。
しかし、実際にはそうではない。こういう時だからこそ、「新創造の世界」を期待するのである。
この世界は、理不尽に満ちている。善が善ではなく、悪が悪とはならない事象が数多くある。「コロナ禍」をめぐっても、
その点は変わらない。コロナウイルスは、悪しき人々を襲うが、義なる人を襲うことはない、そんなふうに言えるわけでは
ない。実際には、真逆なことがあちこちで起きている。このような経験を通らせられている私たちは、旧約聖書の伝道者
の書のつぶやきが心に強く響く。
私はこの空しい人生において、すべてのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪しき者が悪を行う中で長生きする
ことがある（7:15）。
空しいことが地上で行われている。悪しき者の行いに対する報いを受ける正しい人もいれば、正しい人の行いに対する報
いを受ける悪しき者もいる。私は言う。「これもまた空しい」と（8:14）。
伝道者が、この世界で起こる「すべてのことは、空しい」と繰り返すのは、衝撃的である。この書は、「空の空。伝道者
は言う。空の空。すべては空」（1:2）という言葉で始まる。そして、「空の空。伝道者は言う。すべては空」（12:8）という言
葉で終わっている。「正直者は馬鹿を見る」と、言わんばかりである。では、本当にそうなのか？
決してそうではない。伝道者は、ところどころに、これとは違った教えを忍びこませている。「神は正しい人も悪しき者
もさばく。そこでは、すべての営みと、すべてのわざに、時があるからだ」（3:17）とか、「あなたは、自分の思う道を、また
自分の目の見るとおりに歩め。しかし、神がこれらすべてのことにおいて、あなたをさばきに連れて行くことを知ってお
け」（11：9）、等々である。しかり。神は、正しい人であっても、悪しき者であっても、公平に裁かれる。それゆえ伝道者
は、最後の最後に、次のような結論を宣言する。
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結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は、
善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて、すべてのわざをさばかれるからである（12:13-14）。
パウロもまた、同じ論理を展開している。彼は、「神の裁き」を明確に説いている。「神の裁き」が、地上の歩みに現れ
る、ということはある。しかし、それだけではない。今の世界の総決算の時がある。それ無しでは、理不尽がまかり通っ
てしまう。「神の義」が、全被造物の全歴史を貫いているとは言えない。
私の福音によれば、神のさばきは、神がキリスト・イエスによって、人々の隠された事柄をさばかれるその日に行われるので
す（ローマ 2:16）。
それなのに、あなたはどうして、自分の兄弟をさばくのですか。どうして、自分の兄弟を見下すのですか。私たちはみな、神
のさばきの座に立つことになるのです（ローマ 14:10）。
私たちはみな、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストのさばきの座の
前に現れなければならないのです（Ⅱコリント 5:10）。
「神の裁き」とは、「神が不信者を地獄に投げ込み、永遠の責め苦に遭わせる」というようなものではない。弱者や虐
げられている人たち、不公平な取り扱いを受けている人たちに、「慰めに満ちた解放」が告げられない限り、「神の義が
勝利した」とは言えない。詩篇 72 篇は、この点を明確に述べている。
神よ、あなたのさばきを王に、あなたの義を王の子に与えてください。彼が、義をもってあなたの民をさばきますように。公正
をもって、あなたの苦しむ民を。山も丘も、義によって民に平和をもたらしますように。王が民の苦しむ者たちを弁護し、貧し
い者の子らを救い、虐げる者どもを打ち砕きますように（1-4 節）。
それは、王が、叫び求める貧しい者や助ける人のない苦しむ者を救い出すからです。王は、弱い者や貧しい者をあわれ
み、貧しい者たちのいのちを救います。虐げと暴虐から、王は彼らのいのちを贖います。王の目には、彼らの血は尊いの
です（12-14 節）。
このすばらしい 72 篇は、詩篇集第二巻の終わりである。次の 73 篇は、第三巻の最初である。そこには、現実の世界
の厳しさが歌われている。これが、「神の民のたどっていく道」である。クリスチャンは、72 篇の栄光の王国を仰ぎ見な
がら、73 篇の、「苦しい現実」を歩んで行くのである。
けれどもこの私は、足がつまずきそうで、私の歩みは滑りかけた。それは、私が悪しき者が栄えるのを見て誇り高ぶる者を
ねたんだからだ（2-3 節）。
そして彼らは言う。「どうして神が知るだろうか。いと高き方に知識があるだろうか。」見よ、これが悪しき者。彼らはいつまで
も安らかで、富を増している。ただ空しく、私は自分の心を清め、手を洗って自分を汚れなしとした。私は休みなく打たれ、
朝ごとに懲らしめを受けた（11-14 節）。
神の民よ。苦しくても、諦めてはならない。失望しても、絶望してはならない。周囲を見回し過ぎて、とこしえの岩であ
る「神」を見失ってはならない。「コロナ禍」の嵐に怖じ惑い、尽き果てるようなことがあってはならない。神は、ご自身の
民と共に働いて、全被造物を「解放の道」へと導かれる。
あなたのほかに、天では、私にだれがいるでしょう。地では、私はだれをも望みません。この身も心も、尽き果てるでしょう。し
かし神は、私の心の岩、とこしえに私が受ける割り当ての地。・・・しかし私にとって、神のみそばにいることが幸せです。私
は、神である主を私の避け所とし、あなたのすべてのみわざを語り告げます（25-28 節）。
全世界の神の民よ。
この「コロナ禍」の真っただ中で、主に向かって、叫ぼう。
「主イエスよ、来てください」
（黙示録 22:20）
、と。
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JWTC 講義原稿の参考資料（7 月 1 日配布）

ギリシャ語「スネルゴー」の語句研究
Ⅰ．ギリシャ語の「スネルゴー（共に働く）」は、スン（共に）＋エルゴー（働く）の合成語である。新約聖書には、5 回出て
来る。
マルコ 16:20 弟子たちは出て行って、いたるところで福音を宣べ伝えた。主は彼らとともに働き、みことばを、それに伴うしる
しをもって、確かなものとされた。〕
ローマ 8:28 神を愛する人たち、すなわち、神のご計画にしたがって召された人たちのためには、すべてのことがともに働い

て益となることを、私たちは知っています。
Ⅰコリント 16:16 あなたがたも、このような人たちに、また、ともに働き、労苦しているすべての人たちに従いなさい。
Ⅱコリント 6:1 私たちは神とともに働く者として、あなたがたに勧めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。
ヤコブ 2:22 あなたが見ているとおり、信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました。
Ⅱ．ギリシャ語の「スネルゴス（共働者）」は、動詞「スンネルゴー（共に働く）」の名詞形である。新約聖書には、１２回出
て来る。
ローマ 16:3 キリスト・イエスにある私の同労者、プリスカとアキラによろしく伝えてください。
ローマ 16:9 キリストにある私たちの同労者ウルバノと、私の愛するスタキスによろしく。
ローマ 16:21 私の同労者テモテ、また私の同胞、ルキオとヤソンとソシパテロが、あなたがたによろしくと言っています。
Ⅰコリント 3:9 私たちは神のために働く同労者であり、あなたがたは神の畑、神の建物です。
Ⅱコリント 1:24 私たちは、あなたがたの信仰を支配しようとする者ではなく、あなたがたの喜びのために協力して働く者です。
あなたがたは信仰に堅く立っているのですから。
Ⅱコリント 8:23 テトスについて言えば、彼は私の仲間であり、あなたがたのために働く同労者です。私たちの兄弟たちにつ
いて言えば、彼らは諸教会の使者であり、キリストの栄光です。
ピリピ 2:25 私は、私の兄弟、同労者、戦友であり、あなたがたの使者で、私の必要に仕えてくれたエパフロディトを、あな
たがたのところに送り返す必要があると考えました。
ピリピ 4:3 そうです、真の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは、いのちの書
に名が記されているクレメンスやそのほかの私の同労者たちとともに、福音のために私と一緒に戦ったのです。
コロサイ 4:11 ユストと呼ばれるイエスも、よろしくと言っています。割礼のある人では、この三人だけが神の国のために働く私

の同労者です。彼らは私にとって慰めになりました。
Ⅰテサロニケ 3:2 私たちの兄弟であり、キリストの福音を伝える神の同労者であるテモテを遣わしたのです。
ピレモン 1:24 私の同労者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言っています。
Ⅲヨハネ 1:8 私たちはこのような人々を受け入れるべきです。そうすれば、私たちは真理のために働く同労者となれます。
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講義Ⅲ ジョン・パイパーの『コロナウイルスとキリスト』を考える
2020 年 7 月 15 日 JWTC 特別講座

Ⅰ．前半のクラス（40 分）
１．著者ジョン・パイパーについて紹介する（5 分）
①ジョン・パイパーの牧会者及び神学者としての功績
②アメリカの Converge Worldwide（バプテスト教会連合）における影響
③Desiring God や The Gospel Coalition における働き
④日本での講演とその評価
２．ジョン・パイパーの書物を、簡単に紹介する（15 分）
①第一部 コロナウイルスを支配する神
②第二部 神はコロナウイルスを通して何をしようとしておられるのか
第 1 の答え 道徳的な恐怖を目に見える形で示す（神は、コロナウイルスの大流行によって、ほかのどのような
大災 の場合とも同じく、神を軽んじる罪が、どれほど道徳的に恐怖すべき、霊的に醜悪なものであるかを、目
に見える物理的な形で世界に示しておられる。）
第 2 の答え 神の特定的なさばきを下す（一部の人々がコロナウイルスに感染するのは、その罪深い態度と行
動のために、神から下る特定的な裁きとしてであろう。）
第 3 の答え キリストの再臨に備えて人を目覚めさせる（コロナウイルスは、キリストの再臨に備えさせるために、
神から与えられた警鐘である。）
第 4 の答え キリストの無限の尊さを中心として人生を立て直す（コロナウイルスは、神の雷鳴のような呼びかけ
であって、私たちが皆悔改めて、キリストの無限の尊さを中心に人生を立て直すことを求めている。）
第 5 の答え 危険の中で良いわざを行わせる（コロナウイルスの大発生は、ご自分の民に対する神の呼びかけ
であって、私たちが自己憐憫と恐れに打ち勝ち、勇敢な喜びをもって愛の良いわざを行い、神の栄光を現すこ
とを求めている。）
第 6 の答え 国々に福音を届けるためにこれまでのあり方から解き放つ（コロナウイルスにおいて神は、現状に
根を下ろしてしまっている世界中のキリスト者を、これまでのあり方から解き放ち、何か抜本的に新しい働きを行
わせ、また、世界の未伝の人々のもとに、キリストの福音を携えて送り出そうとしておられる。）
３．受講生の皆さんに、「ジョン・パイパーの書物」の読後感を語っていただき、受講生の間で、自由に討論する（20
分）。

Ⅱ．後半のクラス（40 分）
前半のディスカッションに基づいて、さらに、ジョン・パイパー神学（それは、伝統的なカルヴァン主義福音理解）につい
て、検証する
１．ジョン・パイパー神学が、今日の福音派内において、大きな影響力を与え続けている理由はどこにあるのか
①ジョン・パイパーは、簡単明瞭な語り手であり、極めて有能なコミュニケーターである
②伝統的な考えは、人間の素朴な観察・経験に合致していることが多い
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③伝統的な考えは、新しいものは珍奇なものに見え、懐疑的にならざるをえない
④伝統的な考えは、必要性が無ければ、変わらない
⑤伝統的な考えは、多くの支持者・賛同者を持ち、そのコミュニケィーは多数派で、安定感がある
⑥伝統的な考えは、新しい考えを拒否するための理論武装を準備している
２．大きな挑戦状を投げかけている「福音の再発見運動」は、どこへゆくのか
①聖書批評学は、聖書の「物語性」に収束していく
資料批評→様式史批評→編集史資料→正典批評→物語批評へと発展した
②聖書の無誤性論争は、聖書の「物語性」理解の中で解消されていく
聖書の「本性」は、物語性にある
聖書は、無数のナラティブ（小さなストーリー）の集まりである
聖書のグランド・ストーリーは、6 幕より成る「贖いのドラマ」である
③「オープンセイズム」の着地点は、どこだったのか
ベテル大学（神学校）や、コンバージで起こった論争
アメリカの福音主義神学会で起こった論争
日本で再現された問題提起（大頭眞一牧師、山崎ランサム牧師等）
④伝統的な神学の枠組みの崩壊
神学のパラダイム・シフトの必要性
4 つの伝統的な神学の分類（組織神学、聖書神学、歴史神学、実践神学）の限界
信仰、教理、神学は、同心円状の輪に位置づけられ、その違いを明確に意識する
純粋理性による認識論の不十分性と、信仰、希望、愛の認識論の重要性の確認
⑤「福音の再発見」運動はどこに向かっていくのか
定着しつつある E. P. サンダースによる「パウロ神学に対する新しい視点」
スコット・マックナイト、クラーク・ピノック、ピーター・エンズ等の「福音の再発見」への提言
バイオロゴスなど、クリスチャン科学者たちの活動による聖書理解の貢献
NT ライトの「聖書解釈」とその働きの展開
ファッジによる「死後の世界：神の裁きと罰」に対しての提唱とその後の展開
キリスト者の社会的責任、ローザンヌ宣教会議、クリエイション・ケアなどの動き
自分なりの「被造物管理の神学」を浸透させていく運動
（万物復興の世界に向かって、エキュメニズムを志向して、全学問に対する肯定的評価、人生のすべての
問題に対処できる神学、個々人の召命感、賜物の違いの尊重）
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講義Ⅳ 「コロナ禍」を真正面から受け止める「被造物管理の神学」を
7 月 22 日の JWTC 特別講座
はじめに
以下は、3 日ほど前にいただいた、友人上沼昌雄牧師とのメールのやり取りである。
[上沼昌雄牧師からのメール ]
中澤啓介先生、前にも書いたのですが、N.T.ライトとフランシス・コリンズ医師の対談での方向付けには物足りないので、
今朝届いた N.T.ライトの God and the Pandemic を読みながら、同時に先生からいただいた資料と比較しながら、考
えています。
先生の以下の文章に納得しているのですが、それは先生の思索の結果からなのだろうと推測しています。N.T.ライト
は、Virtue Reborn ではクリスチャンの行動についてしっかりと方向を出していますので、被造物の嘆きと呻きを中心
にまとめているのは、それはクリスチャンには意味があるのですが、クリスチャンが今のコロナ渦でどのように行動して
いくのかは見えてこないように思うので、気になっているところです。
実はローマ書 1 章の神の怒りの啓示のことで、千葉惠教授が｢信の哲学｣でしっかりとその意味づけをしていて、その
視点を入れて、私なりに現行のアメリカの再感染の増加のことを踏まえて文章化に挑戦しています。仕上がるかどうか
分からないのですが、大変なチャレンジです。
以下の先生の文章も使わせていただければと思っていますが、よろしいでしょうか。
それにしてもこの年になってこのようなパンデミックに遭遇することになるとは思っていませんでした。静かに生活で
きるのかと思っていたのですが、コロナ渦の情報を日々確認しながら、考えています。
先生もどうぞ続いてお元気でいてください。
まだすべきことがあるのだと思わされています。
感謝とともに。

上沼

[ 中澤啓介よりの返信 ]
上沼昌雄先生、メールをありがとうございます。
いつも、先生からの「私たち日本人牧師への励ましのメッセージ」を読ませていただき、大きなヒントを頂いておりま
す。メールを受け取りながら、普段あまりレスポンスもせず、感謝の言葉をお伝えしないでいること、申し訳なく思ってお
ります。お許し下さい。
送っていただいているメールを読ませていただきながら、いつも恵みをいただき、感謝しております。
引き続き、先生でなければ語ることのできないメッセージを、私を含めた日本人牧師たちに送り続けてください。皆、
自分の牧会生活に生かしていると、確信しております。
ところで、現在の日本の福音派の教派においても、このところ世代交代が急ピッチで進み、60 歳ぐらいの方々を上
限に、50 才前後の先生がたが中心になって、活発な活動を展開しております。「コロナ禍」の問題は、この世代交代の
スピードを予想以上に早めていると思っております。
先輩の 90 才前後の先生たちの多くは、既にこの世を去られ、私の世代の牧師たちも、集大成を試みている時期に
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入っています。私も今は、教派や神学校、神学会などでは、最前線に立つべきではないと考え、分をわきまえながら、
自分の責任を果たしております。
というわけで、先生にもご尽力いただいた JWTC のクラスでは、3 年かけ「万物の復興」（使徒 3:21）を視点に置いた
「終末論」を講義し続けております。この視点に立つなら、最終的には全人類が神の贖いに含まれない限り、「神の贖
いのドラマ」は失敗したことになります。果たして、聖書全体は、そして聖書のすべての聖句は、そのことを物語ってい
るのだろうか、それを、日本のクリスチャンにどのようにしたら説得できるのだろうかと、日々格闘しております。
これは結局、80 年代半ばから、私が提唱し続けてきた「被造物管理の神学」の最終章ということになります。
「聖書のグランド・ストーリー」的な理解によれば、新創造の世界では、贖われた「キリストとの共同相続人」であるクリ
スチャン（結局、全人類）は、新創造の世界では、キリストと共に、今の世界とは比べることのできないスケールで、「新
創造の世界」を管理していくのだと、確信しております。
私の一番大きな疑問は、「こんな当たり前のストーリー」が、なぜ聖書信仰者の間で認知されないのか、分からない、
ということにあります。JWTC は、その実験舞台ということになります。「ズーム」によって、その実験舞台が各地に広が
っていることが分かってきました。
ところで、トム・ライトの『神とパンデミック』 は、来月初めには、鎌野先生によって翻訳出版されます。
しかし、先生も、先回のメールでご指摘の通り、ライトの『神とパンデミック』を翻訳するだけでは、今の「コロナ禍」のも
とにある日本人には、クリスチャンであっても、さして大きな意味はないかな、と思っております。ライトらしさが溢れてい
る「聖書の読み方とメッセージの巧みさ」に感動する箇所は、多々ありますが、「コロナ禍」という特殊な問題を扱った書
物としては、限界があるでしょう。
私の講義原稿では、「私」と書いてあるところが、「ライト」なのか、「中澤」なのかと迷われるかと思います。原稿を書い
ている段階で、JWTC のスタッフからも、繰り返し質問を受けました。講義の中でも、講義が終わってからも、同じ質問
を受講生から受けております。これから、翻訳された書物が書店に並ぶと、私が紹介しているようなことは書いてない、
と言われることは間違いありません。
そして、このことが、私の講義の最終目的である、「自分で、自分の神学を物語る」ということの始まりにすぎない、と
考えていただくスタート地点に立つことなのだと、分かってもらえるのではないかと思っております。
「聖書の物語」を読むとは、結局、「究極の著者である神の物語」を読むことです。「神の物語」を読むとは、「聖書の
著者（例えば、モーセ、預言者、パウロ、誰でもよい）の物語」を読むことです。「聖書の著者の物語」を読むとは、「聖書
の読者である自分の物語」から読む、ということに他なりません。
まあ、釈迦に説法ということになりますが、私の講義原稿は、すべて中澤啓介が解釈したライトの考えということで、ど
こからでも、ご自由にお用いください。学術論文であれば、そうはいかないのでしょうが、私たちの啓蒙活動の文章で
あれば、ライトの名前も、中澤の名前も出さず（出したければ出していただいて結構ですが）、上沼先生ご自身の言葉
として、自由に利用していただければ、光栄であり、うれしく思っております。
しばらく、「コロナ禍」問題は続くでしょうが、お体には特別気をつけ、先生にしかできない神様の大きな働きを進め
てくださるようにと、心よりお祈りしています。
長いお返事になり、お時間を取らせて、申し訳ありません。
また、日本でお会いできますことを楽しみにしております。
中澤啓介
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それでは、今回の講義は、「被造物管理の神学」（その１）―「舟の右側」（2014 年 11 月号掲載）を読み、以下のよう
な説明を補足して、理解を深めていただきたいと思います（その資料は、本 JWTC のホームページに保管されていま
す。その本文をご自由に印刷して、参照しながら学んでいただきたいと思います）。

1．「舟の右側」（その 1）の補足説明
補足説明 A （以下の文章を、1 頁目冒頭に挿入する）
今から 30 年ほど前のことである。私は、母校の聖契神学校でヘブル人への手紙 2 章を講義していた。そのとき突然、
「みことばの戸が開くと、光が差し込み、わきまえのない者に悟りを与えます」（詩篇 119：130）という、衝撃的な体験を
した。キリストの贖いによって、クリスチャンが「神の子」になったのは、この被造世界を「王なる祭司」として管理するた
めである、と示されたのだ。それは、私にとって、パウロがダマスコ途上でイエスに出会った「目からうろこ」の体験（使徒
9:1-22）に似ている。それまでの私の福音理解は、「キリストが十字架上で死なれたのは私の罪のためである。もしその
ことを信じるなら、私の罪は赦され、神の子になって天国に行くことができる」というものだった。クリスチャンになってか
らずっとそのように教わり、牧師になってからもずっとそのように教えてきた。ところがその時、そのような福音理解が、
私の中で音を立てて崩れていった。
福音とは、私の罪が赦され、私が天国に行けるということではない。聖書全体が明らかにしている福音とは、「十字架
上で死によみがえられたキリストが全被造物を支配する王に即位し、キリストを受け入れる人々（クリスチャンのこと）に
神の御霊を注いで、キリストとの共同統治者に任命する」ということだった。このような新しい福音理解を示され、私はた
だただ呆然と、教壇に立ちつくしていた。それから後のことは、全く何も覚えていない。
補足説明 B （以下の文章を、4 頁が終わったところで、補足説明する）
神は、世界を創造される前から、人をこの世界の共同統治者にしようと計画された（エペソ 1:3-4、ヨハネ 17 章）。そ
れゆえ神は、人を「神のかたち」に造り（創世 1:26-28）、「王なる祭司」としてエデンの園に置かれた。ところが、人は神
の戒めに背き、その使命を果たすことができない存在となってしまった。
創造時の人間は「神のかたち」に造られ、「地を支配せよ」という使命を受けた。「神のかたち」は、古代中近東では
「王」に対してのみ使われた言葉である。戦いに勝利した王は、その征服地が自分の支配下にあることを民衆に周知
徹底させるため、その地の中心に自らの像を建てた。「神のかたち」とは、その建造された像を指す言葉である。という
ことは、人は「神が統治者であることを表すシンボル的な存在」として造られたことを意味する。これは、十戒において、
「神のかたち」という偶像を作ってはならないと命じられている（出エジプト 20:4-5）ことを考えると、極めて興味深い。
人類に与えられた「王なる祭司」という使命は、アブラハムの「世界の相続人」という祝福を経て、イスラエルの使命と
なり（出エジプト 19:4-6、イザヤ 61:6）、最終的にクリスチャンによって引き継がれた（ローマ 4:13-16、ガラテヤ 3:29）。
クリスチャンが御国を継承することは、ダニエル 7 章の「いと高き方の聖徒たちが、国を受け継ぎ、永遠に、その国を保
って世々限りなく続く」（18 節）とか、「聖徒たちが国を受け継ぐ時が来た」（22 節）という預言と深い関係がある。
クリスチャンとは、「キリストの共同相続人」（ローマ 8:17）として、「血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によって
でもなく、ただ、神によって生まれた者」（ヨハネ 1:13）である（ヨハネ 3:3、Ⅰペテロ 1:3、23、ヤコブ 1:18、黙示 14:4 参
照）。彼らは、「新しく造られた者」（Ⅱコリント 5:17）、「新しい創造」（ガラテヤ 6:15）、「キリスト・イエスにあって造られた
者」（エペソ 2:10）と言われている。
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２．「舟の右側」（その２）の補足説明
続いて 「被造物管理の神学」（その２）―「舟の右側」（2014 年 12 月号掲載）を読み、以下のような説明を補足して、
理解を深めていただきたいと思います（その資料は、本 JWTC のホームページに保管されています。その本文をご自
由に印刷して、参照してください）。
補足説明 C （以下の文章を、6 頁 4 段目、最後の行の後に説明する）
神は、この宇宙を創造されたとき、被造物のすべてを、御子キリストに相続させた。この点については、コロサイ人へ
の手紙 1 章ほど、明確に述べられている箇所はない。
御子は、見えない神のかたちであり、すべての造られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるすべてのも
のは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ、支配であれ権威であれ、御子にあって造られたからです。
万物は御子によって造られ、御子のために造られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立って
います。また、御子はそのからだである教会のかしらです。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こう
して、すべてのことにおいて第一の者となられました。なぜなら神は、ご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、
その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって、御子のために万物を和解させること、すなわち、地にあるものも天
にあるものも、御子によって和解させることを良しとしてくださったからです（15-20 節）。
新改訳 2017 年版の「すべての造られたものより先に生まれた方」（15 節）には、「全被造物を治める長子」という別訳
が注に付けられている。この注では、キリストが長男としての「相続権」を与えられていることが、明確に訳出されている。
この箇所で使われているギリシア語「プロトトコス（先に生まれた方）」は、「相続権を有する長子」を指す言葉である。最
初の被造物を指す「プロトキスコス」とは異なる。続く「万物は御子によって造られ、御子のために造られました。御子は
万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています」（16-17 節）という文章も、御子の創造権と支配権が強
調されている。これは、御子の相続権の根拠を示している。
補足説明 D （以下の文章を、7 頁、2 段目、キアスムス構文の説明前に補足する）
ローマ人への手紙 8 章の 18 節から 39 節の終わりまでは、明らかに一つのまとまりをもった文章である。これまで述
べてきた 12 節から 17 節の「クリスチャンは神の相続人である」というすばらしいメッセージを詳細に展開したもの、と位
置づけられる。たぶん、パウロ自身の書いたものと見なすのが一番よいとは思っているが、あるいは、当時すでにクリス
チャンの間に広まっていた賛美歌詩の一つであると見なしても良いのではないか、とも思われる。
今日の聖書学では、ピリピ人への手紙 2 章 6-11 節、コロサイ人への手紙 1 章 15-20 節、エペソ人への手紙 2 章
14-22 節などが賛美歌集からの引用であろうと認める傾向がある。口語訳、新改訳、新共同訳では、いずれの箇所も
散文体で訳されている。1980 年代ぐらいまでは、そのように考える学者はほとんどいなかったからである。しかし、ピリ
ピ人への手紙になると、新改訳 2017 と聖書協会共同訳、ライト訳では詩文体で訳されている。コロサイ人への手紙に
なると、聖書協会共同訳とライト訳のみが詩文体に訳している。ところが、エペソ人への手紙になると、いずれの聖書も、
散文体になってしまう（私は、新約聖書研究者のどなたかが、詩文体に訳すべきだと提唱しているのを読んだ記憶があ
る。だが、その方のお名前を、今は思い出せない）。
ところで、「ローマ人への手紙 8 章 18-39 節も、賛美歌集からの引用と考えてもよいのではないか」と、私自身は、個
人的に考えている。このように考えているローマ人への手紙の研究者がいるのかどうかは、今の私には分からない。丁
寧に探すなら、きっといるのではないかと思う。
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ライト訳は、31-36 節のみ詩文体で訳出している。恐らく、ライトは、31-36 節のみ、クリスチャン共同体で流布してい
たものを用いて、パウロが自分のメッセージを強調するために引用した、と考えたのであろう。
むろん、ローマ人への手紙 8 章 18-39 節が、賛美歌集からの引用かどうかは、大きな問題ではない。どのようであっ
ても、重要なことは、18-39 節が一つのまとまりをもっており、美しいギリシア語で書かれ、キアスムス構文（逆順法）で展
開されている、ということにある。
補足説明 E （以下の文章を、7 頁、3 段目に補足する）
この箇所において、特に目を留めていただきたいことがある。ここでは、クリスチャンとは、「あらかじめ定められた者」
であり、「召された者」であり、「義と認められた者」であり、「栄光を与えられた者」である。この 4 つの動詞は、いずれも
過去形である。ところがこれまでのローマ人への手紙の研究者たちは、この「栄光を与えられた」を「死んで後に与えら
れる栄光の体」と解釈してきた。そう解釈するには、本来は未来形でなければならない。しかし、過去形で記されている
ので、色々な説明をしなければならないが、これは無駄な努力である。私は、30 年以上も前のことになるのだが、ヘブ
ル人への手紙 2 章 6-13 節を根拠に、この「栄光」は「被造物の管理権」を指す、と論じてきた。しかし、最近まで、ロー
マ人への手紙 8 章 30 節であれ、ヘブル人への手紙 2 章 6-9 節であれ、「栄光を与えられる」という言葉を、「キリスト
者の相続権」と結びつけて解釈する研究者は、現れなかった。
しかし、ライトの『神とパンデミック』の書物の中で、一昨年出版された、Haley Goranson Jacob, Conformed to the

Image of His Son (IVP, Downers Grove, Il, 2018)が紹介されていた。この書物は、2016 年にライトの指導のもとで
書かれた「博士論文」である。それは、ローマ人への手紙 8 章 29-30 節の「栄光を与えられた」という語句の解釈を巡っ
て論じられた論文であるが、私がヘブル人への手紙 2 章で提唱した内容とほぼ同じことが論じられている。むろん、そ
の論拠は、詩篇 8 篇そのものであり、パウロ以前のユダヤ教文献が中心であり、ヘブル人への手紙 2 章への言及は全
くなかった。新約聖書専門の研究者の間では、パウロ書簡を論じる時に、ヘブル人への手紙を引き合いに出したり、参
照したりしないことは普通である。従って、ヘブル人への手紙 2 章に言及しなかったのは、イギリスの新約聖書学の伝
統に従ったのだと思っている。いつかご訪問し、この問題を尋ねてみたいと思っているが、そのような時が来るかどうか、
今の私には、分からない。
補足説明 F （以下の文章を、7 頁 4 段目に補足する）
ここで述べている「ローマ人への手紙 8 章 28 節の理解」は、従来の月並みのもので、3 週間前の JWTC の講義に
おいて、紹介したライトの理解とは異なっている。もし今、この原稿を書くとしたら、NT ライトの提案に従い、ローマ人へ
の手紙 8 章 28 節を、次のように訳すと思う。
神（あるいは、御霊）は、神を愛する人たち、すなわち、神のご計画にしたがって召された人たちとともに働いて、すべての
ことを益とされることを、私たちは知っています。
もし、このように訳すなら、クリスチャンが、「神（あるいは、御霊）と共に被造物を管理していること」をより鮮明にするこ
とができる。このように訳すならば、28 節は、直前の 26-27 節の流れにスムーズに結びつく。そして、クリスチャンが、神
の働きに「職務として共同参加していること（vocational participation）」が明確になる。むろん、そうなると、「被造物
の虚無性」に、的確に関係づけられることになり、長い間、「謎」として扱われてきた「ローマ人への手紙 8 章 18-23 節」
が、今日の世界の諸問題を考える時のキイになる「聖書箇所」ということになる。
「コロナ禍」の問題だけでなく、気候変動の問題や、自然災害の問題に取り組むための、出発点に立つ聖書テキスト
になるはずである。
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補足説明 G （以下の文章を、8 頁が終わったところで補足する）
ローマ人への手紙 8 章 19-31 節を、もう一度探ってみよう。クリスチャンたちはこれまで、この聖書箇所をほとんど注
目してこなかった。長い間、意味不明の謎に満ちたテキストと見なし、読み飛ばしてきた。
クリスチャンたちはこれまで、キリストの贖いが直接関係しているのは「人間の魂の救い」だと考えてきた。その救いと
は、結局、「死んだら天国に行く」というメッセージに要約される。とすれば、今あるこの地上の被造物は、天国とは無関
係なもので、「燃え尽き、滅ぼされてしまうもの」と見なされた。そのように見なす根拠の聖句は、マタイ 24:35、マルコ
13:31、ルカ 21:33、Ⅱペテロ 3:10、12 等である。しかし、最近になって、「新創造の世界は、この地に降りて来るので
あって、この地は跡形もなく消え去ってしまうわけではない」、と考えられるようになってきた。これは、とても大切な点で
ある。
その背景に、ローマ人への手紙 8 章 19-31 節で論じられている「被造物の虚無」という問題がある。
被造物は切実な思いで、神の子どもたちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは、自分の意志か
らではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神
の子どもたちの栄光の自由にあずかります（8:19-21）。
この 19-21 節には、被造物に関し、三つのことが言われている。一つは「虚無に服していること」、二つ目は「神の子
どもたちが現れるのを待ち望んでいること」、三つ目は「滅びの束縛から解放され、神の子たちの栄光の自由にあずか
ること」である。その一つ一つについて詳しい説明はできないが、簡単にふれておきたい。
最初の「被造物が虚無に服している」とは、人間が堕落したとき、被造物もその影響を受けた、ということである。それ
は、創世記 3 章の記述から明らかである。ということは、人間がキリストによって贖われるとき、「被造物のすべても、キリ
ストによって、人と共に贖われる」ということになる。するとキリストは、単に「人間の救い主」であるだけでなく、「被造物
の贖い主」でもある、ということになる。
二番目の、「被造物がクリスチャンの現れを待っている」とは、贖われた神の子たちは、「キリストと共に、全被造物を
管理する」ことを前提にした表現である。このことは、キリストの再臨とともに、クリスチャンの「からだが贖われ」（23 節）、
実現する。被造物は、贖い主であるキリストと共に、キリストと共に支配するクリスチャンの現れをも待ち望んでいる。被
造物にとって、「贖い主であるキリスト」と切り離されることはあり得ないが、「キリストとの共同支配者となるクリスチャン」と
も、切り離されることはない。
三番目の「被造物の滅びの束縛からの解放」は、クリスチャンたちが「栄光の自由」に入ることに結びついている神は、
被造物を人間の管理下に置かれた（創世記 1:26、28、詩篇 8:3-8）。人間と被造物は、運命共同体なのである。さらに、
ヘブル人への手紙 2 章は、この点を取り上げ、キリストと人間と被造物の関係を論じる。人間は、堕落によって、被造物
を完全に管理できる状態から追放された（8 節）。ところがキリストは、十字架の贖いを通して、堕落した人間を、創造時
の人間の位置に回復されたのである（9-10 節）。
以上のことは、次の 22-23 節において、さらに詳しく展開されている。すべての被造物は、贖いを待ち望み、「うめき、
苦しんでいる」。人間も、「体の贖い」を待ち望んで、「うめいている」。
私たちは知っています。被造物のすべては、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ます。それだけでなく、
御霊の初穂をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち、私たちのからだが贖われることを待ち望みな
がら、心の中でうめいています（8:22-23）。
被造物は、今のこの世界では、人間と共に「解放を待ち望んで、苦しみ、うめいている」。むろん、被造物はここで、
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擬人化された表現で語られている。被造物も人間も、両者とも忍耐をもって待ち望んでいる。何をか？ それは、この
世界とは別の、未だ見聞きしたことのない「新しい、希望の世界（新創造の世界）」である。
この箇所で、クリスチャンが「御霊の初穂をいただいている」と記されていることに注目していただきたい。全被造物
は、「虚無からの解放」を待ち望んでいる。しかしそれは、神の御霊が、クリスチャンの内にあるうめきに働き、そのうめき
を共有しながら、すべての被造物を解放する、というのである。「新しい天と新しい地」がもたらされるには、クリスチャン
のうめき、そのうめきを支え続ける神の御霊のうめきが不可欠なのだ。それが、続く 26-27 節の文章の中に、明確に表
現されている。
同じように御霊も、弱い私たちを助けてくださいます。私たちは、何をどう祈ったらよいか分からないのですが、御霊ご自身
が、ことばにならないうめきをもって、とりなしてくださるのです。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておら
れます。なぜなら、御霊は神のみこころにしたがって、聖徒たちのためにとりなしてくださるからです（8:26-27）。
この箇所では、クリスチャンは、とても弱い存在で、「何をどう祈ったらよいか分からない」と言われている。クリスチャ
ンの身の周りには、しばしば、説明不可能な支障が生じ、物事がうまく進んでいかない状況が起こる。邪魔が入り、トラ
ブルが発生し、挫折状態になり、崩壊寸前まで追い込まれることもある。事態がどう動いているのか、どこへ向かってい
るのかもはっきりせず、すべてのことが自分のコントロール下にないことを知り、パニック状態に陥る。それは、混乱した
捕囚状態の真っただ中を通過させられているようなもので、「栄光を受ける」のとは真逆の姿である。その責任が自分に
ある、という場合もある。だが、ほとんどの場合、そうとは言えない。
ここに、人間にとっては理解しがたい、不思議な表現が出て来る。「御霊ご自身が、ことばにならないうめきをもって、
とりなしてくださるのです。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます」という言葉である。この
言葉は、「神が三位一体の存在である」ことを前提に考えるとき、初めてよく理解できる。
補足説明 H （以下の説明は、クラスでふれることはできないが、参考までに記しておく）
１） 8 章 28 節の、様々の訳文について
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（新改訳 3 版）。
神を愛する人たち、すなわち、神のご計画にしたがって召された人たちのためには、すべてのことがともに働いて益となるこ
とを、私たちは知っています（2017 年）。
神は、神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにして下さることを、
わたしたちは知っている（口語訳）。
神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを、わたしたちは
知っています（新共同訳）。
神を愛する者たち、つまり、ご計画に従って召された者のためには、万事が共に働いて、益となるということを、私たちは知
っています（聖書協会共同訳）。
And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose.（New Kings
Version）
And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose.（Today’
s Version）
We know, in fact, that God works all things together for good to those who love him, who are called according to his purpose. （by NT
Wright）
上記の訳において、主語を「万事」とするもの（2017 年、新共同訳、聖書協会訳、NKV,TV）と、「神」とするもの（新
改訳、口語訳、Wright）とに分かれる。後者の場合は、「万事」は目的語になる。写本的には、僅かではあるが、「神」を
49

主語しているものもある。前の 26 節と 27 節の流れから、「御霊」を主語に解釈することもできる。
ところで、「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」とは、クリスチャンを指していることは間
違いない。このクリスチャンは「与格」で表されているが、それは、「to あるいは for」とも、「with」とも訳し得る。上記の
訳では、口語訳のみ「共に働いて」と訳しているが、他の訳では「ために、または to 」と訳している。前者（口語訳）で
あれば、神（御霊）は、クリスチャンと共に働いて、「万事」つまり被造物のすべてを「益」としてくださるという意味になる。
後者であれば、クリスチャンにとって益となる、との意味である。
私自身は、「御霊」を主語にし、御霊が執り成しているクリスチャンたちと共に働いて、万事（つまり、うめいている被造
物をすべて含んだもの）を益としてくださる、と理解するのが、文脈上最もスムーズであると思っている。ただし、翻訳文
の主語を、「神」あるいは「御霊」にするのか、それとも「万事」にするのかということは、大きな問題ではない。たとえ「万
事」を主語と解しても、「万事が、自動的・自主的に、何らかの行動を起こす」、と解釈しているクリスチャンはいないから
である。クリスチャンである限り、「神」あるいは「御霊」が、背後にあって「万事」を導かれていると信じていることは、言う
までもない。ただし、「神」の代わりに「御霊」を主語にすると、文脈上はすっきりするが、多くのクリスチャンは慣れてい
ないので、違和感を覚えるだろう。従来の「ローマ 8:28 だけを文脈から切り離し、特別なメッセージを読み取る」という
慣習は、多くのクリスチャンの中に生きている。「御霊」を主語に翻訳し、被造物の位置づけをすっきりさせることが、牧
会の現場で必要なのかというと、そうではない。従って、「被造物管理の神学」を論じる場合には問題提起をしても、普
段の牧会の現場でこのような問題にふれることは、したことがない。
同じことは、「益（アガソス）」という言葉についても言える。この語の第一義的な意味が、聖書のグランド・ストーリーか
ら見た「益」であり、自分にとって「都合がよい」という意味ではないことは、文脈上明らかだろう。また、創世記 1 章で繰
り返されている「よしとされた」という宣言が、このテキストの背景にあることも間違いない。とはいえ、クリスチャンがロー
マ 8：28 を「好きな聖句」として挙げるとき、そのようなグランド・ストーリーから考えているわけではない。自分の身の回り
に思いがけないことが起こったとき、神様は、最終的には自分にとって「最善」に導いてくださると読んでいる。では、そ
のような読み方は間違っているのか。そんなことはない。むしろ、聖書の読み方の奥義を教える絶好の機会だと思う。
どういうことか？ 私はいつでも、「あなたは、聖書のグランド・ストーリーの真っただ中で、歩んでいるのですよ」と、付け
加えることにしている。そこが分かると、今まで以上に、この御言葉が好きになる。
２）8 章 29 節のさまざまの訳文について
なぜなら、神は、あらかじめ知っておられる人々を、御子のかたちと同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは、御子
が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです（新改訳 3 版）。
神は、あらかじめ知っている人たちを、御子のかたちと同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは、多くの兄弟たちの中
で御子が長子となるためです（2017 年）。
神はあらかじめ知っておられる者たちを、更に御子のかたちに似たものとしようとして、あらかじめ定めて下さった。それは、御
子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった（口語訳）。
神は前もって知っておられた者たちを、御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは、御子が多くの兄
弟の中で長子となられるためです（新共同訳）。
神は前もって知っておられた者たちを、御子のかたちに似たものにあらかじめ定められました。それは、御子が多くのきょうだ
いの中で長子となられるためです（聖書協会共同訳）。
For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren.
（New Kings Version）
For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren.
（Today’s Version）
Those he foreknew, you see, he also marked out in advance to be shaped according to the model of the image of his son, so that he might
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be the firstborn of a large family. （by NT Wright）
本節の翻訳においては、どの翻訳を比べてみても、違いはほとんどない。いずれの訳文であっても、クリスチャンは、
「御子のかたちと同じ姿」にあらかじめ定められている。「定められた」とは、定めたけれど、まだ実現していない。それ
は、約束である、ということである。しかし、キリストのかたちに似せて造られているのは、今既にここで起こっていること
である。原文では、「プロオーリセン」は、不定過去形で、すでに起こったことである。「スンモルフォス」は、御子のかた
ちに既になっており、そう行動していることを暗示している。
この言葉が、出て来るのは、ピリピ人への手紙 3 章 21 節である。「キリストは、万物をご自分に従わせることさえでき
る御力によって、私たちの卑しいからだを、ご自分の栄光に輝くからだと同じ姿に変えてくださいます」。この聖句の意
味を検討する必要がある（この問題は、別の機会に、ゆっくり考えることにしよう）。
また、「御子は、多くの兄弟たち（つまり、クリスチャン）の中で長子」となるという言葉は、よく考えてみる必要がある。
問題は、訳の違いにあるのではなく、この箇所が、クリスチャンと御子との間にある関係を正しく読み取っているか、とい
う点である。クリスチャンは、救われた後、聖化され、キリストに似たものになる、という程度に解釈しているのではないだ
ろうか。クリスチャンの中には、救いを受けても、罪に打ち勝つことはできず、自分の品性にもキリストの香りを放つよう
なものはない、と嘆いている人が多い。クリスチャンは義と認められるだけではなく、聖とされなければならない、と葛藤
しているのである。このテキストをそのように読むと、ここでキリストが「長子」と言われている意味が分からなくなる。
この言葉は明らかに、キリストが遺産相続の三分の二を受ける長男であり、残りが次男のものになる、というユダヤ法
が背景となっている言葉である。このような理解は、「クリスチャンは、神の相続人であり、キリストとの共同相続人である」
（ローマ 8:17）とか、「あなたがたがキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです」（ガ
ラテヤ 3:29）、「あなたはもはや奴隷ではなく、子です。子であれば、神による相続人です」（ガラテヤ 4:7）、「福音によ
り、キリスト・イエスにあって、異邦人も共同の相続人になり」（エペソ 3:6）、「私たちがキリストの恵みによって義と認めら
れ、永遠のいのちの望みを抱く相続人となるためでした」（テトス 3:7）などの御言葉を熟考するとよい。これまでは、「御
子のかたち」とは、キリストの「品性」や人格のことで、キリストの「相続編（具体的には、被造物の管理権）」にまでは、思
いが至らなかったのではないだろうか。もしそうだとすると、パウロがここで言おうとしていることとは、かなり違う読み方
をしていることになる。
３） 8 章 30 節の様々の訳文について
神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりまし
た（新改訳 3 版）。
神は、あらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えに
なりました（2017 年）。
そして、あらかじめ定めた者たちを更に召し、召した者たちを更に義とし、義とした者たちには、更に栄光を与えて下さったの
である（口語訳）。
神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです
（新共同訳）。
神はあらかじめ定めた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とした者に栄光をお与えになったのです（聖書協会
共同訳）。
Moreover whom He predestined, these He also called; whom He called, these He also justified; and whom He justified, these He also glorified.
（New Kings Version）
Moreover whom He predestined, these He also called; whom He called, these He also justified; and whom He justified, these He also glorified.
（Today’s Version）
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And those he marked out in advance, he also called; those he called, he also justified; those he justified, he also glorified. （by NT Wright）
本節の訳文については、上記の翻訳はいずれも変わらない。ライトは、predestined と訳さず、marked out in
advance と、変わった訳を試みている。予定論に対する何らかの異なった考えをもっているのかもしれない。私には、
分からない。この点を除けば、他には、特に目立つ点はない。
本節においては、「栄光をお与えになった（glorified）」という言葉が、過去形（ギリシア語では、不定過去形という用
法）で書かれていることに注目してほしい。私たちは、この語を、「クリスチャンには、栄光が約束されている」と読む癖
がついている。クリスチャンが栄光を与えられるのは、過去でも、今のことでもなく、将来つまり新天新地における出来
事だと自動的に読み込んでしまう。
ローマ人への手紙を、1-3 章は「罪の認識」、4-5 章は「信仰義認」、6-7 章は「聖化」、8 章は「栄化」と、組織神学的な
クリスチャン像を読み込むことが、「当たり前」のようになっている。しかし、predestined、called、justified、glorified と
いう英訳聖書から分かるように、いずれも過去形である。すると、「定められた（プロオーリセン）」のも、「召し出された
（エカレーセン）」のも、「義と認められた（エディカイオーセン）」のも、そして「栄光を与えられた（エドクサセン）」のも過
去の出来事ということになる。クリスチャンにとっては、最初の 3 つは既に起こったことであり、過去形であることに問題
はない。しかし、「栄化する（栄光を受ける）」というのは、死んだ後で受けるもので、過去形であることは変だと思うはず
である。
では、クリスチャンは、なぜ、この「栄光を受ける」という言葉を、未来に関係すると考えてしまうのか。それは、「キリス
トは、万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの卑しいからだを、ご自分の栄光に輝くからだと同
じ姿に変えてくださいます」（ピリピ 3:21）という聖句にある。確かにこの聖句は、クリスチャンが、将来キリストの来臨のと
き、キリストに似た「栄光のからだ」を受けることを述べている。しかも、この「栄光に輝くからだ」は、今の私たちの「卑し
いからだ」に対比されている。それは、「罪を犯し、病気になり、死んで朽ち果ててしまう体」とは全く異なり、「キリストの
復活のからだ」であり、天で光り輝いているはずだと、思い込んでいる。だが、果たして、この箇所は、そういう物理的な
「栄光のからだ」に言及しているのだろうか。
ちょっと、考えていただきたい。復活されたキリストのおからだは、弟子たちに顕れたとき、光り輝いていたのかどうか
を。エマオの途上では、旅人の一人のようだった（ルカ 24:16-31）。ガリラヤ湖畔で弟子たちにお会いしたイエスは、通
りがかった普通の人に間違えられた（ヨハネ 21:4）。逆に、山上の変貌で弟子たちに顕れたイエスは、「顔は太陽のよう
に輝き、衣は光のように白くなった」（マタイ 17:2）が、それは復活前のイエスであり、本来持っておられた「神としての栄
光輝くお姿」だった。
以上のことから、ピリピ 3：21 の「ご自分の栄光に輝くからだ」とは、よみがえられたイエスが「神の右の座に就かれ、
“王”として、万物の支配を遂行されている姿」と理解するのが一番自然である。とすれば、キリストが「万物をご自分に
従わせることさえできる御力によって」変えられる「クリスチャンの栄光のからだ」もまた、キリストと共にすべての被造物
を管理する「クリスチャンの職務」について言及されていると考えるのがふさわしいのではないだろうか。「ご自分の栄
光に輝くからだと同じ姿」という言葉を、「聖化」に続く「栄化」という外形的な変化を読み取るのは、間違っていると思う。
皆さんのレスポンスをいただきたい。
もし、そうだとすると、クリスチャンが、今この地上で既に、「神の国の民」として、キリストと共に「被造物管理に従事し
ているという召命」の重要性が改めて浮き彫りになってくる。クリスチャンは、今既に、「王」であり「祭司」なのだ。ローマ
人への手紙 8 章 30 節が、「定められた」、「召し出された」、「義と認められた」、そして「栄光を与えられた」といずれも
過去形で語られているのは、全く正しいクリスチャン像を描写していることになる。
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[特別付録] 新約聖書における「栄光」の意味（研究資料）
１．ギリシア語「ドクサ」の意味
ギリシア語の「ドクサ」という言葉（名詞形）の語源は「ドケオー（思う to think、判断する to judge、見る to view）」
である。一般に、ギリシア語辞書では、7 つの意味があると言われている。
①意見（opinion）、（よい）評価（estimate）、賛美（praise）、ほまれ（honor）、栄光（glory）
「いと高き所で、栄光が神にあるように」（ルカ 2:14）、「そのとき、ともに座っている皆の前で、あなたは誉れを得ることになります」
（14:10）、「自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし、自分を遣わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人

には不正がありません」（ヨハネ 7:18）、「わたし（イエス）は自分の栄光を求めません」（ヨハネ 8:50）、「イエスはモーセよりも大
いなる栄光を受けるにふさわしいとされました」（ヘブル 3:3）等。
②輝き（brilliance）
「主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた」（ルカ 2:9）、「栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしてお
られる最期について、話していたのであった」（ルカ 9:31）、「イエスの栄光と、イエスと一緒に立っている二人の人が見えた」（ル
カ 9:32）、「私はその光の輝きのために目が見えなくなっていたので」（使徒 22:11）、「神殿は、神の栄光とその御力から立ち上
る煙で満たされ」（黙示録 15:8）等。

③壮麗:絢爛豪華（magnificence）、
「悪魔はまた、イエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せて」（マタイ 4:8）、「栄華を極
めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした」（マタイ 6:29、ルカ 12:27）等。
④（王者としての）威厳:尊厳（majesty）
「栄光の御霊、すなわち神の御霊」（Ⅰペテロ 4:14）、「私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエス:キリストを通して、
栄光、威厳、支配、権威が、永遠の昔も今も、世々限りなくありますように」（ユダ 25）、「自分の父である神のために、私たちを
王国とし、祭司としてくださった方に、栄光と力が世々限りなくあるように」（黙示録 1:6）等。

⑤キリストの絶対的な完全（the absolutely perfect personal excellence of Christ）
「私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから来られたひとり子としての栄光である」（ヨハネ 1:14）、「イエスはこれを最初のしる
しとしてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を現された」（ヨハネ 2:11）、「イザヤがこう言ったのは、イエスの栄光を見たからであ
り」（ヨハネ 12:41）、「もし知っていたら、栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう」（Ⅰコリント 2:8）、「神のかたちである

キリストの栄光に関わる福音の光」（Ⅱコリント 4:4）、「あなたがたは、私たちの主、栄光のイエス:キリストへの信仰を持っていな
がら、人をえこひいきすることがあってはなりません」（ヤコブ 2:1）等。

⑥最も高い輝かしい状態（a most glorious, exalted condition）
「キリストは必ずそのような苦しみを受け、それから、その栄光に入るはずだったのではありませんか」（ルカ 24:26）、「父よ、今、あ
なたご自身が御前でわたしの栄光を現してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を」（ヨハネ 17:5）、「わたしの
栄光を、彼らが見るためです。世界の基が据えられる前からわたしを愛されたゆえに、あなたがわたしに下さった栄光を」（ヨハネ
17:24）、「キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使徒いたちに見られ、諸国の民の間で宣べ伝えられ、世界中で
信じられ、栄光のうちに上げられた」（Ⅰテモテ 3:16）、「キリストの苦難とそれに続く栄光」（Ⅰペテロ 1:11）、「キリストを死者の中
からよみがえらせて栄光を与えられた神」（Ⅰペテロ 1:21）等。
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⑦キリストの再臨の後キリスト信者に与えられると約束されている輝かしい祝福の状態（the glorious condition of
blessedness into which true Christians are promised to enter after their Savior’s return from heaven）
「やがて私たちに啓示される栄光」（ローマ8:18）、「被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の
自由にあずかる」（ローマ8:21）、クリスチャンは「栄光のためにあらかじめ備えられたあわれみの器」（ローマ9:23）であり、
神は、「ご自分の豊かな栄光を知らせる」（ローマ9:23）、「私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べものにならないほど
重い永遠の栄光を、私たちにもたらす」（Ⅱコリント4:17）、「この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、
神は聖徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなたがたの中におられるキリスト、栄光の望みのことです」
（コロサイ1:27）、「あなたがたのいのちであるキリストが現れると、そのときあなたがたも、キリストとともに栄光のうちに現れま
す」（コロサイ3:4）、「彼らもまた、キリスト:イエスにある救いを、永遠の栄光とともに受けるようになるためです」（Ⅱテモテ2:10）、
「私は、あなたがたのうちの長老たちに、同じ長老の一人として、キリストの苦難の証人、やがて現される栄光にあずかる者として
勧めます」（Ⅰペテロ5:1）等。

２．動詞形「ドクサゾー」には、一般に次のような意味がある
①賞揚する（admire）、賛美する（praise）
マタイ 5:16、6:2、9:8、15:31、マルココ 2:12、ルカ 2:20、4:15、5:25、26、7:16、13:13、17:15、18:43、23:47、ヨハネ 8:54a、使徒
4:21、11:18、13:48、21:20、ローマ 15:6、9、Ⅱコリント 9:13、ガラテヤ 1:24、Ⅰペテロ 2:12、4:16、黙示録 15:4、18;7 等。
②栄光を与える:名誉とする（to honor）、面目をほどこす（to hold in honor）
ヨハネ 21:19、ローマ 1:21、11:13、Ⅰコリント 6:20、12:26 等。
③光栄をもって飾る（to close with splendor）
Ⅱコリント 3:10、Ⅰペテロ 1:8 等。
④栄光を帰する、著名にする（to render illustrious）
ヨハネ 8:54b、11:4、12:28、13:31、32、14:13、15:8、16:14、17:1、4、10、Ⅱテサロニケ 3:1、Ⅰペテロ 4:11 等。
⑤栄光の位につかせる（もどす）（to exalt to a glorious rank）
ヨハネ 7:39、12:16、23、13:31、32、17:1、5、使徒 3:13、ローマ 8:30 等。

３．ローマ人への手紙における「栄光」の用例
現代のローマ人への手紙あるいはパウロ書簡の研究において、「ドクサ（名詞形）」または「ドクサゾー（動詞形）」の
使用法（意味）が重要なテーマとして、論じられることはほとんどない。例外としては、
Dane Ortlund, Inaugurated Glorification Revisiting Romans 8:30, Journal of Evangelical Society, 2014, pp.
111-33 Haley Goranson Jacob, Conformed to the Image of His Son: Reconsidering Paul’s Theology of Glory
in Romans, IVP, 2018. のみである。
パウロ書簡では、名詞形「ドクサ」は 64 回使われている。
ローマ人への手紙には、1:23、2:7、10、3:7、23、4:20、5:2、6:4、8:18、21、9:4、23（2 回）、11:36、15:7、16:27 の
16 回。コリント人への手紙第一には、名詞形は、2:7、8、10:31、11:7（2 回）、15、15:40、41（4 回）、43 で、12 回。コリ
ント人への手紙第二には、1:20、3:7（2 回）、8、9（2 回）、10、11（2 回）、18（3 回）、4:4、6、15、17、6:8、8:19、23 の
19 回。エペソ人への手紙には、1:6、12、14、17、18、3:13、16、21 の 8 回。ピリピ人への手紙には、1:11、2:11、3:19、
21、4:19、20 の 6 回。コロサイ人への手紙には、1:27（2 回）、3:4 の 3 回である。
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動詞形「ドクサゾー」は、ローマ人への手紙には、1:21、8:30、11:13、15:6、9 の 5 回、コリント人への手紙第一には、
6:20、12:26 の 2 回、コリント人への手紙第二は、3:10（2 回）、9:13 の 3 回、さらに、ガラテヤ人への手紙 1：24 とテサ
ロニケ人への手紙第二 3:1 に 1 回ずつ、合計 12 回出て来る。

４．パウロ書簡における「神の栄光」に関する用例
「神の栄光」を表すものとして、「朽ちない神の栄光」（ローマ 1:23）、「信仰が強められて、神に栄光を帰し」（ローマ 4:20）、
「すべてのものが神から発し、神によって成り、神に至るのです。この神に、栄光がとこしえにありますように」（ローマ 11:36）、
「知恵に富む唯一の神に、イエス:キリストによって、栄光がとこしえまでありますように」（ローマ 16:27）、「キリストの御顔にあ
る神の栄光」（Ⅱコリント 4:6）、「主ご自身の栄光と私たちの熱意を現すために仕えています」（Ⅱコリント 8:19）、「私たちが、
神の栄光をほめたたえる」（エペソ 1:12）、「私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光がほめたたえられるためです」（エ
ペソ 1:14）、「私たちの主イエス:キリストの神、栄光の父が」（エペソ 1:17）、「どうか御父が、その栄光の豊かさにしたがって、
内なる人に働く御霊により、力をもってあなたがたを強めてくださいますように」（エペソ 3:16）、「イエス:キリストによって与えら
れる義の実に満たされて、神の栄光と誉れが現されますように」（ピりピ 1:11）、「父なる神に栄光を帰するためです」（ピりピ
2:11）、「私の神は、キリスト:イエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさにしたがって、あなたがたの必要をすべて満たしてくだ
さいます」（ピりピ 4:19）、「私たちの父である神に、栄光が世々限りなくありますように」（ピりピ 4:20）等々がある。
５．人間に関わりのある「栄光」について（ローマ人への手紙における用例）
「忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者」（ローマ 2:7）、「善を行うすべての者には、栄光と誉れと
平和が与えられる」（ローマ 2:10）、「私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて、神の栄光となる」（ローマ 3:7）、
「すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず」（ローマ 3:23）、「神の栄光にあずかる望み」（ローマ 5:2）、
「キリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられた」（ローマ 6:4）、「やがて私たちに啓示される栄光」（ローマ
8:18）、「被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の自由にあずかる」（ローマ 8:21）、「子とされ
ることも、栄光も、契約も、律法の授与も、礼拝も、約束も彼ら（イスラエル人）のもの」（ローマ 9:4）、クリスチャンは「栄光の
ためにあらかじめ備えられたあわれみの器」（ローマ 9:23）であり、神は、「ご自分の豊かな栄光を知らせる」（ローマ 9:23）、
「神の栄光のために、キリストがあなたがたを受け入れてくださった」（ローマ 15:7）等。
６．人間に関わりのある「栄光」について（コリント人への手紙第一における用例）
「私たちは、奥義のうちにある、隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は、神が私たちの栄光のために、世界の始
マルコ前から定めておられたものです」（Ⅰコリント 2:7）、「あなたがたは、食べるにも飲むにも、何をするにも、すべて神の
栄光を現すためにしなさい」（Ⅰコリント 10:31）、「男は神のかたちであり、神の栄光の現れなので、頭にかぶり物を着ける
べきではありません。一方、女は男の栄光の現れです」（Ⅰコリント 11:7）。「女が長い髪をしていたら、それは彼女にとって
は栄誉なのです」（Ⅰコリント 11:15）。「天上のからだもあり、地上のからだもあり、天上のからだの輝きと地上のからだの輝
きは異なり」（Ⅰコリント 15:40、輝きが「ドクサ」であり、ギリシア語では一回出て来るのみ）、「太陽の輝き、月の輝き、星の
輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違います」（Ⅰコリント 15:41、輝きが「ドクサ」であり、ギリシア語では四回
出て来る）。「卑しいもので蒔かれ、栄光あるものによみがえらされ」（Ⅰコリント 15:43）。
７．人間に関わりのある「栄光」について（コリント人への手紙第二における用例）
「私たちは、この方によって『アーメン』と言い、神に栄光を帰するのです」（Ⅱコリント 1:20）、「石の上に刻まれた文字によ
る、死に仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のために、モーセ
の顔を見つめることができないほどでした」（Ⅱコリント 3:7 ここには、2 回、栄光が出て来る）、「御霊に仕える務めは、もっと
栄光を帯びたものとならないでしょうか」（Ⅱコリント 3:8）。「罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めは、なおいっ
そう栄光に満ちあふれます」（Ⅱコリント 3:9、ここには、2 回、栄光が出て来る）。「実にこの点において、かつては栄光を受
けたものが、それよりさらにすぐれた栄光のゆえに、栄光のないものになっているのです」（Ⅱコリント 3:10、ここには、名詞形
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が 1 回、動詞形が 2 回出て来る）、「消え去るべきものが栄光の中にあったのなら、永続するものは、なおのこと栄光に包
まれているはずです」（Ⅱコリント 3:11、ここには、2 回、栄光が出て来る）。「私たちはみな、覆いを取り除かれた顔に、鏡の
ように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられていきます」（Ⅱコリント 3:18、ここには、3 回、
栄光が出て来る）、「すべてのことは、あなたがたのためであり、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ、
神の栄光が現れるようになるためなのです」（Ⅱコリント 4:15）、「私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べものにならな
いほど重い永遠の栄光を、私たちにもたらす」（Ⅱコリント 4:17）、「ほめられたり（直訳すると、栄光を通して）そしられたり」
（Ⅱコリント 6:8）、「私たちの兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使徒者であり、キリストの栄光です」（Ⅱコリント
8:23）、「彼らは、:::神をあがめる（直訳は、栄光を帰す、動詞形）でしょう」（Ⅱコリント 9:13）。

８．人間に関わりのある「栄光」について（他のパウロ書簡における用例）
エペソ人への手紙
「神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が、ほめたたえられるためです」（エペソ 1:6）、「聖徒たち
が受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか」（エペソ 1:18）、「私が受けている苦難は、あなたがたの栄光なのです」
（エペソ 3:13）、「教会において、マタイキリスト:イエスにあって、栄光が、世々限りなく、とこしえまでもありますように」（エペソ
3:21）等。
ピリピ人への手紙
「彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです」（ピりピ 3:19）、「キリストは、万物をご
自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの卑しいからだを、ご自分の栄光に輝くからだと同じ姿に変えてください
ます」（ピりピ 3:21）。
コロサイ人への手紙
「この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は聖徒たちに知らせたいと思われました。この奥義と
は、あなたがたの中におられるキリスト、栄光の望みのことです」（コロサイ 1:27）、
「あなたがたのいのちであるキリストが現れると、そのときあなたがたも、キリストとともに栄光のうちに現れます」（コロサイ 3:4）

９．人間に関わりのある動詞形「ドクサゾー」の用例
「彼らは神を知っていながら、神を神としてあがめず」（ローマ 1:21）、「神は、あらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した
人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました」（ローマ 8:30）、「私は異邦人への使徒で
すから、自分の務めを重く受けとめています」（ローマ 11:13）。「私たちの主イエス:キリストの父である神をほめたたえますよ
うに」（ローマ 15:6）、「異邦人もあわれみのゆえに、神をあがめるようになるためです」（ローマ 15:9）、「自分のからだをもっ
て神の栄光を現しなさい」（Ⅰコリント 6:20）、「一つの部分が苦しめば、すべての部分がともに苦しみ、一つの部分が尊ば
れれば、すべての部分がともに喜ぶのです」（Ⅰコリント 12:26）、「私のことで神をあがめていました」（ガラテヤ 1:24）、「主
のことばが、あなたがたのところと同じように速やかに広まり、尊ばれるように」（Ⅱテサロニケ 3:1）等。
１０．パウロ書簡以外の「栄光」の用例
１） 神の栄光という用法
「人の子は、やがて父の栄光を帯びて御使いたちとともに来ます」（マタイ16:27）、「人の子が天の雲のうちに、偉大な力と栄光
とともに来るのを見るのです」（マタイ24:30）、「人の子は、その栄光を帯びてすべての御使徒いたちを伴って来るとき、その栄光の
座に着きます」（マタイ25:31）、「人の子も、父の栄光を帯びて聖なる御使徒いたちとともに来るとき、その人を恥じます」（マルコ
8:38）、「人の子が雲のうちに、偉大な力と栄光とともに来る」（マルコ13:26）、「栄光がいと高き所にあるように」（ルカ19:38）、「人
の子が雲のうちに、偉大な力と栄光とともに来る」（ルカ21:27）、「イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下
っていなかったのである」（ヨハネ7:39）、「わたしがもし自分自身に栄光を帰するなら、わたしの栄光は空しい。わたしに栄光を与
える方は、わたしの父です」（ヨハネ8:54）、「神に栄光を帰しなさい」（ヨハネ9:24）、「この病気は死で終わるものではなく、神の栄
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光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります」（ヨハネ11:4）、「信じるなら神の栄光を見る」（ヨハネ
11:40）、「イエスが栄光を受けられた後」（ヨハネ12:16）、「人の子が栄光を受ける時が来ました」（ヨハネ12:23）、「父よ、御名の
栄光を現してください。」すると、天から声が聞こえた。「わたしはすでに栄光を現した。わたしは再び栄光を現そう」（ヨハネ12:28）、
「今、人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました」（ヨハネ13:31）、「神が、人の子によって栄光をお受
けになったのなら、神も、ご自分で人の子に栄光を与えてくださいます」（ヨハネ13:32）、「父が子によって栄光をお受けになるため
です」（ヨハネ14:13）、「あなたがたが多くの実を結び、わたしの弟子となることによって、わたしの父は栄光をお受けになります」
（ヨハネ15:8）、「父よ、時が来ました。子があなたの栄光を現すために、子の栄光を現してください」（ヨハネ17:1）、「わたしは地
上であなたの栄光を現しました」（ヨハネ17:4）、「わたしは彼らによって栄光を受けました」（ヨハネ17:10）、「私たちの父祖たちの
神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました」（使徒3:13）、「私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミア
にいたとき、栄光の神が彼に現れ」（使徒7:2）、「ステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て」（使徒7:55）、
「ヘロデが神に栄光を帰さなかったからである。彼は虫に食われて、息絶えた」（使徒12:23）、「どうか、世々の王、すなわち、朽
ちることなく、目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限りなくありますように」（Ⅰテモテ1:17）、「主に栄光が世々限りなく
ありますように」（Ⅱテモテ4:18）、「私たちの救い主であるイエス:キリストの、栄光ある現れを待ち望むように教えています」（テトス
2:13）、「御子は神の栄光の輝き」（ヘブル1:3）、「栄光が世々限りなくイエス:キリストにありますように」（ヘブル13:21）、「すべてに
おいて、イエス:キリストを通して神があがめられるためです。この方に栄光と力が世々限りなくありますように」（Ⅰペテロ4:11）、「キ
リストの栄光が現れるときにも、歓喜にあふれて喜ぶためです」（Ⅰペテロ4:13）、「この方が父なる神から誉れと栄光を受けられ
たとき、厳かな栄光の中から、このような御声がありました」（Ⅱペテロ1:17）、「イエス:キリストに栄光が、今も永遠の日に至るまで
もありますように」（Ⅱペテロ3:18）、「あなたがたを、つまずかないように守ることができ、傷のない者として、大きな喜びとともに栄
光の御前に立たせることができる方」（ユダ24）、「これらの生き物が栄光と誉れと感謝を、御座に着いて世々限りなく生きておら
れる方にささげるとき」（黙示録4:9）、「主よ、私たちの神よ。あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方」（黙示録4:11）、
「屠られた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です」（黙示録5:12）、「御座に着いておら
れる方と子羊に、賛美と誉れと栄光と力が世々限りなくあるように」（黙示録5:13）、「賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢い
が、私たちの神に世々限りなくあるように」（黙示録7:12）、「天の神に栄光を帰した」（黙示録11:13）、「神を恐れよ。神に栄光を
帰せよ」（黙示録14:7）、「彼らが悔い改めて神に栄光を帰することはなかった」（黙示録16:9）、「地はその栄光によって照らされ
た」（黙示録18:1）、「ハレルヤ。救いと栄光と力は私たちの神のもの」（黙示録19:1）、「都には神の栄光があった」（黙示録
21:11）、「神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである」（黙示録21:23）等。
２） 天使が関係する「栄光」
「箱の上で、栄光のケルビムが「宥めの蓋」をおおっていました。しかし、これらについて、今は一つ一つ述べることはできません」
（ヘブル9:5）等。
３） 被造物管理、支配者としての「栄光」
「人の子がその栄光の座に着くとき、その新しい世界で、わたしに従って来たあなたがたも十二の座に着いて、イスラエルの十二
の部族を治めます」（マタイ19:28）、「あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてくださ
い」（マルコ10:37）、「異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を」（ルカ2:32）、「（悪魔のイエスへの言葉）このような、
国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、だれでも私が望む人にあげるのだから」（ルカ4:6）、「人
の子もまた、自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやって来るとき、その人を恥じます」（ルカ9:26）、「御霊はわたしの栄光を
現されます。わたしのものを受けて、あなたがたに伝えてくださるのです」（ヨハネ16:14）、「わたしは、あなたが下さった栄光を彼ら
に与えました。わたしたちが一つであるように、彼らも一つになるためです」（ヨハネ17:22）、「イエスは、ペテロがどのような死に方
で神の栄光を現すかを示すために、こう言われたのである」（ヨハネ21:19）、「祝福に満ちた神の、栄光の福音によれば、そうな
のであって、私はその福音を委ねられたのです」（Ⅰテモテ1:11）、「彼らもまた、キリスト:イエスにある救いを、永遠の栄光とともに
受けるようになるためです」（Ⅱテモテ2:10）、「あなたは、人を御使徒いよりもわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠を
かぶらせ」（ヘブル2:7）、「ただ、御使徒いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。イエスは死の苦し
みのゆえに、栄光と誉れの冠を受けられました。その死は、神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです」（ヘブ
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ル2:9）、「多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全な者とされたのは、万物の存在の
目的であり、また原因でもある神に、ふさわしいことであったのです」（ヘブル2:10）、「試練で試されたあなたがたの信仰は、火で
精錬されテモテなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス:キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします」（Ⅰペテロ1:7）、
「栄光の御霊、すなわち神の御霊が、あなたがたの上にとどまってくださるからです」（Ⅰペテロ4:14）、「私は、あなたがたのうち
の長老たちに、同じ長老の一人として、キリストの苦難の証人、やがて現される栄光にあずかる者として勧めます」（Ⅰペテロ
5:1）、そうすれば、大牧者が現れるときに、あなたがたは、しぼむことのない栄光の冠をいただくことになります」（Ⅰペテロ5:4）、
「あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなたがたをキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた
がたをしばらくの苦しみの後で回復させ、堅く立たせ、強くし、不動の者としてくださいます」（Ⅰペテロ5:10）、「私たちをご自身の栄
光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより、主イエスの、神としての御力は、いのちと敬虔をもたらすすべて
のものを、私たちに与えました」（Ⅱペテロ1:3）、「その栄光と栄誉を通して、尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それ
は、その約束によってあなたがたが、欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質にあずかる者となるためです」（Ⅱペテロ
1:4）、「特に、汚れた欲望のまま肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対して、主はそうされます。この者たちは厚かましく、わがま
まで、栄光ある人たちをののしって恐れません」（Ⅱペテロ2:10）、「それにもかかわらず、この人たちは同じように夢想にふけって、
肉体を汚し、権威を認めず、栄光ある者たちをののしっています」（ユダ1:8）、「諸国の民は都の光によって歩み、地の王たちは
自分たちの栄光を都に携えて来る」（黙示録21:24）、「こうして人々は、諸国の民の栄光と誉れを都に携えて来ることになる」（黙
示録21:26）等。
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講義Ⅴ 「被造物管理の神学」とは、どのような神学なのか
2020 年 7 月 29 日 JWTC 特別講座
本日は、今学期最後のクラスである。今学期は、「死後の世界」の問題を、「万物復興（使徒 3:21）の視点」から学ぶ
つもりで、「ズーム」によって、5 月 20 日にスタートさせた。
途中、6 月 10 日から、「コロナ禍」の問題を扱った方がよいという思いが募り、急遽講義内容を変更した。私がこれま
で提唱し続けてきた「被造物管理の神学」が、いかなる状況の中であっても、それなりに有効な神学であることを、受講
生の皆さんに知っていただきたかったからである。というより、（カトリックからカリスマまで、あるいはファンダメンタリスト
からリベラルな考えをもっている）すべてのクリスチャンが、「コロナ禍」の問題を真正面から受け止め、それに対応して
いく神学を必要とするのだが、それに間に合う神学は「被造物管理の神学」しかないのではないか、と思ったからであ
る（きっと、高慢に聞こえると思うが、私自身は、心底からそう思っている）。
最初 2 回は、私自身の「コロナ禍」に対する考えを述べた。その後、ジョン・レノックス著『コロナウイルスの世界にお
いて、神はどこにおられるのか』、NT ライト著『神とパンデミック』、ジョン・パイパー著『コロナウイルスとキリスト』の 3 冊
を比較しながら、紹介した。「コロナ禍」問題を、聖書的・神学的な見地から、皆で見直したかったからである。そして先
週は、「コロナ禍」のような現実的な課題は、「被造物管理の神学」のような現実的な感覚の神学に立たない限り、何の
展望も開くことができない、と講義した。
そして本日は、今学期最後の学びの時になった。この辺で、今学期の学びのまとめとして、私が提唱してきた「被造
物管理の神学」とはどういうものかを、改めてきちんと整理し、明らかにする責任がある、と感じている。このようなまとめ
は、むろん、秋の学期に取り組む「死後の世界」に対する学びにも、不可欠である。というのは、「死後の世界」に関して
は、聖書の言葉を解釈しているだけでは決着のつかない問題が、いろいろあるからである。それらは、何らかの「神学
的議論」を持ち出して検証作業をしなければならない。その議論に最も有効な理論は、「被造物管理の神学」にあると、
いうのが、私の確信だからである。
そこで私は、「被造物管理の神学」の概要を、次のような箇条書きにまとめてみた。どの項目にも、それぞれ一冊の
書物を要するような、内容の重いものではあるが、とりあえず、ザクッと大枠を把握していただきたい。詳細な中身につ
いては、今後必要に応じてふれていくことだろうから。

１．聖書の述べていることを、そのまま受け止める神学である
1-1 まず、聖書の文章を字義的に解釈することから出発するのが、聖書解釈の鉄則である
1-2 その文書の時代的・文化的な背景、著者や読者の状況等を考慮しながら理解することが肝要である
1-3 教会の歴史の中で、聖書がどのように読まれてきたかを大切にしていくことは当然である
1-4 聖書の中で理解しにくいところなどがある場合、慎重に、より良き答えを模索することが必要である

２．聖書を「物語」として読む神学である
2-1 人類の最古のコミュニケーションツールは「物語」にあり、それは、現代においても変わらない
2-2 聖書の本性は「物語性」にあるのであって、客観的・実証的なレベルの正確性にあるわけではない
2-3 物語には、「個々の物語（narative）」、「少し大きな物語（story）」、「全体としての物語（grand story）」と、3
つに分けて考えるのがよい。
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2-4 「ナラティブ」とは、個々の出来事の物語、「ストーリー」とは、各書物レベルのもの、「グランド・ストーリー」とは、
6 幕より成る「聖書全体の贖いのドラマ」である

３．聖書の「福音の再発見運動」の中で模索された神学である
3-1 福音派は、従来、「4 つの法則的な福音理解（死んだら、天国に行くことができる）」を語ってきた
3-2 このような「福音理解」は、聖書が明らかにしている「福音」の出発点であって、ゴールではない
3-3 1980 年頃から「福音の再発見運動」が起こり、従来の福音理解の不十分性が指摘されるようになった
3-4 神は、人間を「神のかたちに」に創造され、被造物を管理する権限を与えられたことに気づいた
3-5 神は、背いた人間を裁かれ、死すべき存在として宣告され、被造物の管理権に大きな傷がついた
3-6 神に背いた人間は、神から離れ、自分自身で被造物を管理する道を歩まねばならなかった
3-7 人間の堕落に伴い、被造物全体も「虚無」に服すことになり、解放を求めてうめいている

４．クリスチャンは「キリストとの共同相続人」である、という神学である
4-1 神は人間に、堕落によって失われた「被造物の管理権」を回復させようと計画された
4-2 神はアブラハムを選び、イスラエル民族を起こし、全人類の贖い主キリストをこの世界に送ろうとされた
4-3 時が満ち、キリストはこの世界に送られ、宣教・十字架の死・復活を通して、贖いの業を全うされた
4-4 復活されたキリストは、昇天後「神の右の座」に就き、「天」と「地」のすべてを支配する「王」に即位された
4-5 キリストを「主」と受け入れたクリスチャンは、神の御霊を受け、「神の子」に養子縁組された
4-6 「神の子」になったクリスチャンは、「キリストとの共同相続人」となり、被造物管理権を回復した
4-7 被造物管理権を回復したクリスチャンは、改めてこの世界に、「王なる祭司」として派遣された

５．神は、キリストを通して「万物」を復興される（和解する）という神学である
5-1 クリスチャンは、新創造の初穂として、「新しく造られた者」として、御霊の歩みを始めている
5-2 キリストは、終わりの日に再びこの世界に来られ（再臨という）、この世界のすべてを裁かれる
5-3 クリスチャンは、復活のからだをいただき、キリストとともに「王」として新創造の世界を管理する
5-4 この地上でキリストの贖いを受け入れなかった人は、何らかの方法で「恵みによるキリストの救いの道」を示さ
れ、信仰告白を通して、神との和解が成立する
5-5 神に敵対するサタン・悪霊・偽預言者などは、「永遠に燃える火の池」に投げ込まれ、完全に滅ぼされる
5-6 神とキリストとキリストによって贖われた人々は、新創造の世界で「神の栄光」に与かりながら歩む

６．現代の多元主義の中における最も有効な神学である
6-1 すべてのクリスチャン頂いている「信仰」と、教派ごとに構築されてきた「教理」と、クリスチャン各自が構築する
「神学」とを区別して考えるのがよい
6-2 エキュメニズム（カトリックからカリスマまでの全クリスチャンの一致）は、「信仰」に基づいて可能である
6-3 神学とは、クリスチャンひとり一人の信仰生活の歩みの中で、そして、教会・教派において伝承されていく教
理の上に体系化され、つくられていくものである
6-4 神学とは、生まれつきの「純粋理性」のみで構築されることは不可能である。「信仰」と「希望」と「愛」とを基盤
にした「人間理性」に基づいて構築される
6-5 この世界において流布しているすべての学問、一般常識、普遍的な道徳観などは、時代的・地域的・文化的
な制約下で形成されて行くもので、絶対的なものではないが、有効なものである
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