
わたしの心に・・・ 

 1 

 

「イエスという名の分かれ道」 
ヨハネによる福音書 5章19～30節 

 

 
 ヨハネによる福音書は 今月、次のように語り始めます。19 節、「そこで、イエスは彼らに言

われた」。そして、2 ページ近くにわたって、イエス・キリストの言葉を書き記しています。そこに

は、事件もなければ譬
たと

え話
ばなし

もありません。何やら難しい、理屈っぽい言葉が並べられています。サ
マリアの女性との対話や王の役人の息子の癒やし、あるいは ベトザタの池の病人の癒やしから一転、
哲学の講義のような分かりにくい話が続きます。しかしながら、例えば－少々古くはなりますが

－英国国教会の主教だった J. C. ライルという神学者などは次のように語っています。「4 つの福

音書のどこをとっても、御自身が父なる神と一つであられることを、主イエスがこれほ

どまでに格式をもって、組織立てて、また順序立てて整然と語っておられる所はほかに

ない。神から与えられた使命と権威についても、そして 御自身がメシアであることに

ついても同じである」。要するに、イエス・キリストとはどんなお方なのか、いかなる権威のも
と どのような使命に生きられたのか、それらがここに筋道立てて、整理をされて語られていると言

うわけで、実際、同様の主旨のことを述べている研究者は少なくありません。つまりは、イエスを主
と信じる信仰のエッセンスとでも言いましょうか、それが今月のこの所にまとめられている、という
わけです。事実、主イエスがユダヤの人々によって十字架につけられたのも、－実のところは別に

しても、名目上の理由としては－ここに見られるような、宣言とも言える自身の表明が最大の理由
でした。そして、それはまた、ここに言われているイエス・キリストというお方にどのように向き合
うのか、と 聖書を読む私たちに時代を超えて問いかける大切な言葉の数々でもあるように響きます。 

 
 一読してお分かりのように、今月の箇所は、2 つの言葉が際立って繰り返されていることに気づか
されます。「はっきり言っておく」という言葉と「父」という言葉の繰り返しです。「はっきり

言っておく」という表現はこれまでにもすでに何回か出てきましたが、元のギリシア語で「ア

メーン、アメーン（ἀμὴν ἀμὴν＜ἀμήν）」という、すなわち 日本語で言うところの「アーメン、

アーメン」という表現です。それは「そのとおり、そのとおり。これから言う言葉は真実

であり、私は 自
みずか

らを懸けてそのことを語る」ということで、つまり「これから話すこと

を暢気
の ん き

に聞き流してほしくはない。大事なことを語るのだから、真剣に心して受け止め

てほしい」と、そのように告げる 強調の表現にほかなりません。その「アーメン、アーメン」

が、わずか 12 節しかない今月の箇所において、19 節、24 節、25 節と 3 回も繰り返されています。
イエス・キリストにとって、ここでの言葉がどれほど重みのあるものだったか、このこと一つをとっ
ても感じ取れるのではないでしょうか。そして、あと一つ。「父」については、一瞥

いちべつ

してお分かり
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のとおり、説明も不要なほど明らかです。わずか 12 節の内に、9 回も繰り返されています。聖書の

どこをとっても、これほどまでに繰り返されている所はほかにありません。それもこれも、キリスト
教の信仰にとって今回の箇所が極めて重要な箇所であり、しかも 主イエスと父なる神との関係にそ
のポイントがあることを物語るものと言えるでしょう。内容の濃さから言っても 問題の大きさから

言っても、大変な箇所です。紙幅の点からだけでなく、筆者の力量からしても、そう簡単に消化し切
れる箇所ではありません。ですので、今回は要点を絞って、御一緒に考えつつ、信仰のうちに問いつ
問われつしながら、聖書に聴いていければと願っています。 

 
 今回のメッセージの中心は何でしょうか。今回の全体を貫く イエス・キリストの言葉の焦点は 
いったい、どこにあるでしょうか。それは、誰の目にも明白なとおり、主イエスが父なる神と分かち

がたく結びついている、ということ。すなわち、主イエスと父なる神とは一つである、ということで
はないでしょうか。「イエス・キリストの生涯は父なる神のそれだった。イエス・キリス

トの行動は父なる神のそれだった」と、そのように語る人もいます。主イエスは 14 章の 9 節

で重ねて「わたしを見た者は、父〔なる神〕を見たのだ」と言っておられますが、ひと言で
言うなら、この表明に それは通じるものと言えるでしょう。 
 我が国は、広く知られるように、神々の国です。八百万

やおよろず

の神々の国です。何でも神にされ、また 

何でも神になります。言葉を換えれば、私たちはそのようにして、神様たちを創り出してきた、そし
て創り出している、と言ったらよいでしょうか。例えば、お稲荷

いなり

さんでは、（お）狐
きつね

（さん）が祀
まつ

られています。稲荷信仰は、江戸時代、この世の御利益
ご り や く

を願う人々の間で最大の宗教になりました。

今でも、「正一位稲荷大明神
しょういちいいなりだいみょうじん

」と書かれた幟
のぼり

を立てたお稲荷さんが各地にあります。一方、金毘羅
こ ん ぴ ら

さんは海の守り神として知られていますが、そもそもは古代インドの言葉で「ガンジス川に住む鰐
わに

」
のことを意味しました。つまり、金毘羅さんには、ワニの神様が祀られているわけです。また、お地

蔵さんも元々は古代インドの神様の一人で、地中の、すなわち地の中の神様が仏教に取り込まれたも
のです。そこから発展し、柔和な顔つきをしていることから、御存じのとおり、子育て地蔵など、子
どもの守護神にされたりもしています。このようにして、私たちは受験になると受験の神様の所に行

き、結婚したくなると縁結びの神様の所に行くといったぐあいです。神様がそれぞれの部署を守って
いて、分業体制が整っており、極めて機能的です。そして何よりも、この世での御利益に忠実なのが
ありがたいところでしょうか。私たちのこんな現実を目

ま

の当
あ

たりにして、冗談交じりに 次のように

述べている人もいます。「三省堂という本屋さんはコンサイス〔という〕辞典を出版してい

るが、『コンサイス カミサマ辞典』というのはどうだろう。そこには、いずれは『パチ

ンコ大明神』も入ることだろう」 

 しかしまた、同時に、こうした姿は実は日本に限られたものでもないことを 私たちは知っていま
す。同様なことが世界のどこででも見られ、実際、2,000 年前のパレスチナにおいても－そのすべ
てが多神教とは言えないものの－各種の神々が礼拝されていました。イエス・キリストの言葉は言
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うまでもなく 他の文化や信仰を教条的に斥
しりぞ

けるものではありませんが、しかし基本的には、人の

こうした現実を背景として その全体が発せられたものと言えるでしょう。それは、人間が必要に応
じて創る神ではなく、人の利害や都合を代弁する神でもありません。初めからおられ、御自身の御旨

みむね

を自
みずか

らの仕方で、自らの言葉で示されるお方です。そして、その神とこの自分とは一つである、と 

主イエスはそう言われるのです。事の告知や宣言のようにも響く言いようではないでしょうか。その
ようにして切り出されたのが、今回の冒頭の その言葉でした。「はっきり言っておく。子は、

父のなさることを見なければ、自分からは何事もできない。父がなさることはなんでも、

子もそのとおりにする」（19）。 
 ちなみに、「父」と言い「父なる神」と言う呼び方については、一人の女性神学生のことが忘れら
れません。筆者が（アメリカの）サザンバプテスト神学校に学んでいたとき、博士課程で神学を専攻

していた女性です。彼女は全学のチャペルで説教をしたのですが、そのとき、神にこう呼びかけて 
その祈りを始めたのでした。「父にして母なる神よ」というふうにして。性差克服の試みについ
ては聞いていましたが、こういうのがそれか、と思わされたことを、今でも忘れがたく覚えています。

42 年も前のことで、教会におけるジェンダーフリーの先駆けにも数えられるひとこまでした。そう
したことがアメリカの南部バプテストでもそれほど早くから見受けられたことに改めて感慨を憶えさ
せられるのですが、考えてみれば、そもそも 神に特定の性別があるとは思われません。ですので、

父なる神という呼称はやはり、言語的にも文化的にも制約を持った人間が伝えんとした神の何事かを、
その制約のもとでなんとか表現しようとしたものと言えるでしょう。したがって、その神の何事かと
はいったい 何なのか、それを、同様の制約のなかで探って理解するのが私たちのなすべきことでは

ないでしょうか。 
 ここでは この問題にこれ以上立ち入ることはしませんが、自分とその父なる神との間にはギャッ
プがない、なぜなら「父は子を愛して、御自分のなさることをすべて子に示されるからで

ある」（20）と、イエス・キリストはそう語られるのです。そこにあるのは一つの思いであり、そ
こからは 一つの鼓動が聞こえてくるようでもあります。だからこそ、「わたしを見た者は、父

〔なる神〕を見たのだ」とまで言われるのでしょう。こんなことを口にできる人物とは いった

い、どんな人物なのでしょうか。それは たとえて言えば、それにイエスと答えるかノーと答えるか、
それを受け入れるかそれとも拒むか、どこか そうするしかないような、そうとしか答えようのない
ような迫りを感じさせる、そんな凄

すご

い言葉ではないでしょうか。 

 
 とはいっても、しかし 何によってそれが分かるのか。問題はそこでしょう。それに対し、主イエ
スはこう答えられます。20 節、「〔父は〕これらのことよりも大きな業

わざ

を子にお示しになっ

て、あなたたちが驚くことになる」。それはほかでもない、続く21節、22節に記されている事
柄です。すなわち、主イエスが十字架に死なれる

．．．．
こと。しかし、3 日目に復活される

．．．．．
こと。そして、

私たちに真
まこと

のいのちを与える
．．．．．．．

一方、その裁き主ともなられる
．．．．．．．．．

ということです。が、ここまでくると、
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聖書の信仰の重要な点があれもこれもズラッと並べられていて、そう簡単なことではありません。と

いって、大事な点ですから、好
い

い加減
かげん

にやり過ごすこともできません。ですので、聖書の信仰の中心
に関する大切な点にのみ 的を絞って、御一緒に考えられたらと思います。 
 

 その第一は、できれば触れたくない問題です。けれども、繰り返し言及されていて、どうにも気に
なってしかたがない。その意味で、－今や以前にも増して人気がないものの、しかしやはり－避
けて通ることのできない、適当に流して済ますことのできない問題と思われます。それは、いわゆる

「裁き」をめぐるそれです。 
 裁きとは一般に、何事か悪いことをしたため、あるいは悪い有

あ

り様
さま

にあるためになされるものと
言えるでしょう。今回の聖書も、そうした関連で、「善を 行

おこな

った者」「悪を 行
おこな

った者」（29）

といった言い方をしています。そして、聖書は基本的に、それらの底流として「罪」という根っこの
問題があることを指摘しています。私たち人間に付きまとう本質的な問題と言えるでしょうか。それ
はそもそも 的が外れていることを意味していますが、要するに、自分の方にばかり向いていて、神

の方に向いていない。そのようにして、自分の利害や保身にばかり引きずられ、神や隣人の存在に目
が据えられていないということです。それはたしかに、なんとしぶとく、かつ巧妙なのでしょうか。
それがもし、神を無視して、その思いを 蔑

ないがし

ろにするものだとしたら・・・。それはやはり、ある

べき本来の在り方とは言えないのではないでしょうか。親子でありながら、その関係が成り立ってい
ない。神がおられるのに、その神との関係が置き去りにされている。そのような、本来あるべき関係
の崩れ。それが聖書の言うところの本質的な罪ということですが、そこで頭を悩まされるのがそうし

た罪に対する裁きの問題です。 
 このことと関連し、古典的な譬

たと

え話
ばなし

をお聞きになったことがあるでしょうか。戦後しばらくの間 
たびたび紹介された譬えですが、若い世代の方々は耳にされたことがないかもしれません。今日

こんにち

で

はいかにも古典的で、感想や論評も様々あるかと思われますが、こんなお話です。 
 
 ある所に、男の子がお父

とう

さんと暮らしていました。男の子は元気のいい活発な子で、

毎日、あちらこちらを飛び回っていました。ところが、この子には一つ、問題がありま

した。盗み癖があり、万引きや置き引きで すでに何回か捕まっていたのです。お父さ

んはもちろん、その都度、二度としないよう 繰り返し言って聞かせました。男の子も

そのときは、「もうしないから、許して」と謝ります。が どうしてか、またしばらくす

ると 盗んでしまうのです。お父さんもついに、万策
ばんさく

が尽きました。男の子を自分の前

に座らせて、言います。「いくら言っても分からないなら、もうこうするしかない。今

度盗んだら最後、二度と盗めないように、お前の手を棒で叩
たた

いて使えなくするしかない。

いいね、覚えておくんだよ」。そう言われて、男の子もさすがに恐
こわ

くなりました。そし

て、悪い癖が出ないよう、歯を食いしばって、必死に頑張りました。しかし、物事
ものごと

やは
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り、頑張りだけではそう長くは続きません。とうとう、また盗んでしまったのです。男

の子は、お父さんの前に呼ばれました。お父さんは男の子を座らせ、そして言いました。

「もう大丈夫だろうと思っていたんだが、またやってしまったか。しかたがない。約束

は約束だ。手を出しなさい」。男の子は逃げられません。観念をして、手を出しました。

強張
こ わ ば

った体が震えています。目を瞑
つむ

りました。しばし、沈黙の時が流れました。そして、

ついにその時が来ました。お父さんが棒を持って、腕を振り上げます。目を瞑
つむ

った男の

子にも、動きは伝わってきます。と、次の瞬間、勢いよく 腕が振り下ろされました。

男の子は、さらにも体を硬くしました。バシッ! 目の前で、大きな音がしました。音

は続きます。バシッ! バシッ! ところが、おかしいのです。音はしている。棒で叩く

振動も伝わってくる。なのに、手に痛みがありません。いったい どうして、と 男の子

は恐る恐る 目を開けました。と、そこに見たのははたして、何だったでしょうか。血

を流しても、なおも固い棒で自分の手を叩き続ける父親の姿でした。父親は、約束どお

りにしました。約束どおり、男の子に罰を下し、その過ちを裁きました。けれども、そ

れは 息子
む す こ

の手にではなかった。自分の手にそうして、息子の手を守りながら、しかも 

その罪過を裁いたのでした。 

 

 いかがでしょうか。懐かしく再読された方もおられたのではないでしょうか。人の罪性とそこにお
ける神の裁きの問題は大きく深く重要な事柄ではあるものの、時代を超えて論じられてきた難題でも
あります。人間を愛すると言われる神はその罪をどう扱い、裁くとしたら それをどう裁くのか、と

の問いです。実際、神のこの苦境を言い表わして、こんなふうに述べた人もいました。人間に自由を
保障したばかりに、神は底なしのジレンマに落ち込み、頭を抱え込んでしまった、と。御紹介した
譬
たと

え話
ばなし

はこうした問いに対する一つの古典的な応答解釈ですが、この間、時代的にも神学的にも時

を経、事は各種の変遷
へんせん

を重ねてきました。その意味で、譬えの一々の点については、それぞれに御
感想や御批評もあられるかと思われます。ただ、ここでは、譬えを旧来からの糸口にして、いつの時
代にも考えるべき その変わらざる中心に目を向けられればと願っています。 

 それは すなわち、聖書の神の「愛」と「義」をめぐる その中心です。その愛が献身のそれであり 
犠牲のそれであって、しかも それがその義と違

たが

うものでない、と言ったらよいでしょうか。御紹介
の譬
たと

えも、枝葉
えだは

を切り落とし、時代の彩色
さいしき

を削
そ

ぎ落
お

とすとき、そこに残って流れるのは、神の愛と

義という この同じ底流ではないか。そして、歴史の先達たちはこの底流に耳を澄ませ、その流れを
繰り返し聴き取ろうとしてきたのではないか、と そう思われてなりません。それはしばしば耳にす
るような「愛と

．
義」という言い方でのそれではなく、「愛 ＝

すなわち

義」「義 ＝
すなわち

愛」という関係における

それです。なぜなら、義のない愛は放縦へと誘
いざな

い、愛のない義は管理と支配に至るからです。聖書
の神様の本質を何より的確に表わすのがその愛と義であるとしたら、それらはこのような一体のもの
であって、それが旧約以来 聖書の全体を貫くメッセージのように思われます。イエス・キリストの
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十字架において、それが その極みに達した。そのようにして、神の愛と義とが一つのこととして そ

こで最終的に成就され、私たちの救いといのちが備えられたのではないでしょうか。冒頭の懐かしい
譬え話も、変遷

へんせん

する時代の中で、これに通じる真理を伝えんとしたもののように思われます。 
 御子

み こ

の十字架こそが、神にとって、愛と義のその底なしのジレンマを解決する ただ一つの道だっ

た。そして、その恵みによって 私たちは安らぎを与えられ、いのちの道を備えられたという、この
使信
ししん

。これを詠
うた

って有名なのが、日本基督
きりすと

教団の あの『讃美歌』262 番です。私の好きな讃美歌の
一つでもありますが、神の愛と義が一つになって出会うその所を、次のように美しく詠っています

（1節）。 
 

十字架のもとぞ いと安けき 

神の義と愛の会える所 

嵐吹く時の 巌
いわお

の陰
かげ

 

荒野
あ れ の

の中なる 我が隠
かく

れ家
が

 

 
 十字架のもとはなんと安らかなのでしょう。神様の義と愛の出会う所だからです。そここそ、荒れ
野のようなこの世界で私の隠

かく

れ家
が

となっている所です。そのように、讃美歌の詩人は詠
うた

います。そ

して、－ルカの筆を借りれば－主イエスはしかも、そこで こう祈られた。「父よ、彼らをお赦
ゆる

しください。自分が何をしているのか知らないのです」（ルカ 23：34）。槍
やり

を突き立て、今
まさに自分を殺そうとしている その兵士たちを前にして、です。十字架の上から、主イエスはその

ように祈られたのでした。それは文字どおり、一人の例外もなく、私たちのすべてをその心に留
と

めて
祈りたもう、執

と

り成
な

しの祈りでした。これが、今回の第二の点です。 
 裁きの理解も、そもそも、ここに そのすべての基

もとい

があるのではないでしょうか。すなわち、聖

書の神は本来 裁く方ではなく、自
みずか

ら犠牲を払ってでも 愛する者を生かそうとされるお方だという
ことです。裁くことが目的なら、わざわざ十字架などという七面倒

しちめんどう

なことをせずとも、気に入らな
い人間をさっさと片づければ済むことではないでしょうか。が、主イエスの神は そうはなさらな

かった。これが、聖書の底を流れる神様の思いのように教えられています。 
 
 しかしながら、そうであったとしても、聖書にはやはり 本当に厄介なことに、裁きにまつわる言

葉が繰り返し 否定しがたく出てきます。今回の箇所もそうです。けれども それは、人は生き方の選
択如何

いかん

によって その結果を身に受けるということ、そのことを基本的に指摘するもののように思わ
れるのですが、いかがでしょうか。私たちは、自

みずか

らの生き方として、どんな在り方を選ぼうとして

いるのか。その選択の有りようによって、私たちは自身のそれからを方向づけ、その生の質を身に受
けることになる、ということです。その意味では、実に実存的な問いかけと言えるかもしれません。
実際、ヨハネの福音書は̶執筆・編集当時の情況も相まって̶、そうした特質を色濃く感じさせ
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る福音書と言えるでしょう。ヨハネはそれを、イエス・キリストの前において どうなのか、と問う

のです。そこで いかなる生き方を選ぶのか、と。今日
こんにち

の新約聖書学に 礎
いしずえ

を刻んだドイツ人にルド
ルフ・ブルトマンという著名な学者がいますが、そのブルトマンも次のように述べています。「イエ

スは単なる教訓を説いて諭されたのではない。それは決断するようにとの招き
．．

であり、

呼びかけ
．．．．

である」 
 ただし、理解を過

あやま

たないために、初めに一つ、すべてに先立って明確にしておかねばならない大
前提があります。それは、イエス・キリストの辞書には「自業自得」という言葉はない、ということ

です。それは、主イエスの福音から最もかけ離れた言葉と言ってもよいでしょう。自分が悪いんだか
ら、捕まって裁かれるのは当然で、そりゃ しかたないさ、というのがいわゆる自業自得ということ
でしょうが、イエス・キリストの神はその言葉を御自分からは口にされません。神を 蔑

ないがし

ろにし、

その内
うち

・外
そと

から神を追い出してきた私たち人間です。筋から言えば、そこになにがしかの裁きが
あってもおかしくはないでしょう。自

みずか

らの責任なのですから、あって当然とも言えるのではないで
しょうか。自業自得、己

おの

が身にその報いを受けるがよい、といったところでしょうか。けれども、

聖書の神様はその言葉を口にはされませんでした。それどころか、こともあろうに、そこに イエ
ス・キリストの十字架が立てられた。私たちの自業自得とは全く逆に、御子

み こ

の十字架が立てられたの
でした。主イエスの神はそのようにして、人の自業自得という言葉を捨ててくださいました。主イエ

スもそれを口にはされません。そして 言うまでもなく、私たちは初めから、人に向かってそれを言
えるほど立派な存在ではない。こうして、自業自得というのは、聖書においては 自分が自分に対し
てだけ言う言葉となりました。神は、御子イエス・キリストにおいて、私たちの自業自得を突き破っ

てくださる。打ち砕いてくださいます。そのことを、いつの時も忘れてならないように思います。こ
れが、すべての大前提です。 
 たしかに、この恩寵があってこそ、私たちのいのちはあるのだろうと思います。主イエスは 21 節

で「子も、与えたいと思う者に命を与える」と言われ、24 節では「わたしの言葉を聞いて、

わたしをお遣わしになった方を信じる者は、永遠の命を得、また、裁かれることなく、

死から命へと移っている」とも言っておられます。そのようにして、真
まこと

のいのちが与えられる。

今この時に、そしてまた 死をも超えて。これが、第三の点です。もちろん、「永遠の命」と言われ
ても、右から左に容易に理解できるものでもないでしょう。聖書は多くの所で 繰り返し、永遠の命
について語っています。ですので、永遠の命というのは間違いなく、聖書の基本的なメッセージの一

つであるはずです。とはいうものの、私たちはいったい、どんな形で、またどんな仕方でそれにあず
かるのか、お分かりになるでしょうか。永遠に生き続けている人がいれば 聞くこともできるでしょ
うが、正直言って、私にはいまひとつ よく分かりません。けれども、－真意を御理解いただける

と信じて言うなら－そうしたことはさほど決定的なことでもないように思われます。聖書が本質的
に語っているのは 詰まるところ、死がすべての終着点ではない、ということではないでしょうか。
死を超えて、主にあるいのちがある、ということ。そして、そのいのちの先駆けを今すでに、この時
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ここで味わい、ここで生きる、ということではないでしょうか。私たちはその望みに導かれ、その事

実に生かされてゆきます。24 節を再度 引用するなら、イエス・キリストもそのことを教えて、「わ

たしの言葉を聞いて、わたしをお遣わしになった方を信じる者は、永遠の命を得、また、

裁かれることなく、死から命へと移っている」と言っておられます。つまり、今ここで、も

うすでに「移っている」と言われる。原語のギリシア語では、死から外に出て（ἐκ
エク

 τοῦ
トゥー

 
θανάτου
さ ナ ト ゥ ー

）、いのちの中へと（εἰς
エイス

 τὴν
テーン

 ζωήν
ゾーエーン

）すでに移ってしまっている（μεταβέβηκεν
メ タ ベ ベ ー ケ ン

＜
μεταβαίνω
メ タ バ イ ノ ー

 の現在完了形）と表現されています。ヨハネらしさを感じさせる表現ですが、ヨハネの

教会はその深みにおいて、主イエスのメッセージの本質をそのように理解して受け止めたのではない
でしょうか。いかにも実存的な響きが伝わってきます。そして、29 節の言葉です。「善を 行

おこな

った

者は・・・命を受けるために・・・〔墓から〕出てくる」。すなわち、彼らは裁かれることな

く、そのまま 永遠の命に入れられるというのです。墓から出て裁かれるのは、今ここで「悪を

行った者」だけ（同）。「善を行った者」が墓から出るのは、裁かれるためではなく「命を受け

るため」だといいます。つまりは、今ここで、どんな生き方をするのか。いかなる自分として、誰

の前に、どんな思いを持って、何に向かおうとするのか。すべての中心は そこにこそある、という
ことなのでしょう。 
 

 思えば、私たちもイエス・キリストを知らずにいました。知って後
のち

も、時々の事情に合わせ、自
みずか

らに都合のいい向かい方を繰り返しています。なのに 主イエスは、二千年前のあの時もそうであっ
たように、そんな私たちにもなお、十字架の上から 祈りの言葉をかけたまいます。イエス・キリス

トのこの御姿
みすがた

を前にし、サー・ナム・ドングという韓国の神学者が次のように語ったと、－他の箇
所ですでに御紹介済みの、あの－小山

こやま

晃佑
こうすけ

先生がその著に記しておられました。曰
いわ

く、「キリス

トは、ハンをダンしたもうた」と。「ハン」とは、韓国の文化に深く根ざす民族的な感情です。

「恨」と書いて「ハン」と読みます。抑圧され、虐げられてきた韓国五千年の歴史に裏打ちされた言
葉です。一方、「ダン」とは断ち切るとの意で、切断の「断」と書きます。すなわち、サー・ナム・
ドング先生はこう言われたというのです。ハンにハンを加えたのでは、暗黒になってしまう。ハンを

ダンしなくてはならない。キリストはハンになるべきなのに、そうはなられなかった。キリストは悪
に対し、善で向かわれた。キリストは、ハンをダンしたもうたのだ。ここに、新しい希望が与えられ
た、と。主イエスは、御自身に向けられた敵意も嘲

あざけ

りも、無視も利己心も、そのすべてに ハンを

もってではなく、善をもって向かわれ、そのようにして悪意をダンしてくださった。断ち切ってくだ
さったのでした。そうであって初めて、この私たちもまた 赦

ゆる

され、受け入れられて、その恵みにあ
ずかることができるのではないでしょうか。そして、その主にあずかって初めて、この私たちもやっ

と、多少なりとも ハンをダンする者とされていくのではないでしょうか。 
 
 こうして、イエス・キリストは私たちのために、御自分から進んで 十字架に上

のぼ

ってくださいまし
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た。十字架の上に その体を裂いてくださった。自
みずか

らのすべてを懸けて、そうしてくださいました。

それは 私たちに御自身のいのちを注がんとするもので、神の御旨
みむね

に押し出された 愛ゆえ・義ゆえの
御業
みわざ

でした。その御子
み こ

を、神は死から 甦
よみがえ

らされた。そのようにして、生ける主イエスが今、この
私たちのところにおられる。それが、今回の第四の点、「復活」の出来事です。 

 
 イエス・キリストとはどんなお方なのか、いかなる権威のもと どのような使命に生きられたのか、
それらがここに筋道立てて、整理をされて語られている。イエスを主と信じる信仰のエッセンスとで

もいうか、それが今月のこの所にまとめられている、と 冒頭でそのように記したのを覚えてくだ
さっているでしょうか。イエスを救いの主・キリストと信じる者たちが二千年の長きを通して告白し、
その教会が宣

の

べ伝
つた

えてきたメッセージ。それは その意味で、これまで御一緒に見てきたことのうち

にその基
もとい

があるように思われるのですが、いかがでしょうか。 
 それは実に判然たる記述で、どうとでもとれるような 漠然

ばくぜん

とした模糊
も こ

としたもの言いではありま
せん。事実、主イエスがユダヤの人々によって十字架につけられたのも、（それが表向きだったとし

ても）ここに見られるような 宣言とも言える自身の表明が最大の理由だった、と（これも）初めに
述べたとおりです。それは とりわけ、御自身と父なる神とが一つであるという（宣言とも聞こえる）
その主張に理由がありましたが、イエス・キリストというお方はそのように受け止める以外に受け止

めようがない、そうとしか言いようのない存在だったということでしょう。福音書をまとめた信仰者
たちは、そのようにしか言いようのない特別なものを主イエスの内に見ていた。そして、それがその
記述の根っこを支えていたのだろうと思います。ヨハネの福音書を読み進めている私たちは、そのよ

うなイエス・キリストの前に導かれ、そこで、そのような主イエスにいかに向かうのか、そう問いか
けられているように思われます。 
 

 ヨハネ福音書が紹介するイエス・キリストは、確たる自己理解のもと、神と人とに自身を献
ささ

げる
生涯を生き抜かれました。それは一つの明確な生き方の提示で、そのような明確さを前にするとき、
人は 翻

ひるがえ

って、自
みずか

らの有りようを考えずにはおれなくなります。それを 自分はどう見て、それに 

自分はどう向かい、そのうえで 自分はどう生きようとするのか、と。また、自分のいのちの中身は
どんなか、いのちの質はどのようか、と。そして、自分ははたして、何を根拠に生きるのか、と。な
ぜなら、ただ忙しく立ち働くことがすなわち 真に生きることとはならないことを、私たちは誰もが

知っているからです。もちろん、楽しく過ごしているからといって・・・は言うまでもありません。
実際、今回の言葉は、ユダヤの指導者たちに向かって語られたものでした。当時の社会のリーダーで
あり、権威であり、人並み以上に 務めに励んでいた人たちです。その彼らに向かって、私が与える

いのちを受けなさい、と 主イエスはそう言われたのでした。いのちの中身、いのちの質、生きる根
拠について、そして そこから生まれる実際の生き方について考えさせられるやり取りではないで
しょうか。 
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 イエス・キリストは、「わたしの言葉を聞いて、わたしをお遣わしになった方を信じる者

は、永遠の命を得、また、裁かれることなく、死から命へと移っている」（24）と言われ
ました。このように語られる方の前に立つということは、一つの分かれ道に立つことと言えるでしょ
う。イエスという名の分かれ道に・・・。 真

まこと
のいのちが ここにはある、と イエス・キリストはそ

うおっしゃるのですから、容易に受け流して済むものでもないように思われます。 
 折しも、人間の暗部が跋扈

ばっこ

するような出来事が世界の各地で拡大しています。身近な社会でも、類
似のそれらが後

あと

を絶ちません。そうした昨今のこの時、人のいのちとその有りようについて、私た

ちはさらにも増して、賢明な選択をする必要があるように思わされています。そして、それぞれに分
かれ道を賢明に進み、いのちの息づく日々を重ねられたらと願っています。私たちは主イエスによっ
て、そのところに招かれているのではないでしょうか。主イエスのいのちが流れ込む、そのところに。 

 
〔祈り〕 
 愛する神様。 

 御子
み こ

イエス・キリストが生ける主として私たちの内に臨み、私たちの歩みの基
もとい

となってくださる
ことを感謝いたします。御子の下さるいのちの息づかいを確かなものとしてください。その恵みを信
じることのできる者としてください。 

 取り巻くあれこれが虚
むな

しく流れ、時だけが忙しく過ぎゆくような時代を感じさせられます。その
中を生きる私たちに 生けるいのちが薄れつつあることを憶

おぼ

えます。どうか、いのちの薄れるそのと
ころに あなたのいのちを注いでください。そのためにも、私たちが選ぶべき道を選び、進むべき道

に進めるよう顧み、一足
ひとあし

ひと足
あし

を導いてくださいますように。そして、与えられた良きものを分か
ち合うことで、私たちもまた 恵みのいのちを受け渡す者になれるよう、豊かな助けを与えてくださ
い。 

 とりわけ、あなたの御心
みこころ

を踏
ふ

み躙
にじ

るようにして 世界に人の闇が広がるこのとき、苦しみのもとに
置かれたすべての人々の上に、あなたが格別な顧みを注いでくださいますように。 
 主の御名

み な

によって願い、お祈りいたします。 

 アーメン 
 


