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十戒の講解

第一戒 唯一の神

「それから神は次のすべてのことばを告げられた。『わたしは、あなたをエジプトの地、奴

隷の家から導き出したあなたの神、主である。3 あなたには、わたし以外に、ほかの神が

あってはならない。』」

（出エジプト 20 章 1－3 節）

１ 区切りなど

エジプトで奴隷、また異民族として弾圧されていたイスラエルの民は、指導者モーセに

ホレブ山の麓に導かれてきました。そして、主はモーセをホレブ山の頂に呼んで、そこで

律法をお与えになりました。その要約にあたるものが十戒で、出エジプト記 20 章 2節から

17 節です。まず、どこで十に区切られるのかをまずお話しておきます。教派によって区切

り方が少し理解が異なるところはありますが。

序文 2,「わたしは、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主で

ある。

第一戒 3,あなたには、わたし以外に、ほかの神があってはならない。

第二戒 4,あなたは自分のために偶像を造ってはならない。上の天にあるものでも、下

の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも造ってはならない。

5,それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主であるわたし

は、ねたみの神。わたしを憎む者には父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、6,わ

たしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。

第三戒 7,あなたは、あなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は、主の

名をみだりに口にする者を罰せずにはおかない。

第四戒 8,安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。9,六日間働いて、あなたのすべ

ての仕事をせよ。10,七日目は、あなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もし

てはならない。あなたも、あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、

またあなたの町囲みの中にいる寄留者も。11,それは主が六日間で、天と地と海、またそれ

らの中のすべてのものを造り、七日目に休んだからである。それゆえ、主は安息日を祝福

し、これを聖なるものとした。

第五戒 12,あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしているその土地で、

あなたの日々が長く続くようにするためである。

第六戒 13,殺してはならない。

第七戒 14,姦淫してはならない。

第八戒 15,盗んではならない。

第九戒 16,あなたの隣人について、偽りの証言をしてはならない。

第十戒 17,あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、

牛、ろば、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。」

第一から第四の戒めは、神様に対する愛に背くもろもろの罪を戒めています。そして、

後半第五から第十の戒めは、隣人に対する愛に背くさまざまな罪を戒めています。十戒は

どちらかといえば、消極的な積極的に言いかえればば、全身全霊をもって神を愛しなさい
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ということと、隣人を自分自身のように愛しなさいということが十戒の内容なのです。

自動車が安全に走るためには、アクセルとブレーキが必要です。神様を愛しなさい、隣

人を愛しなさいというのがアクセルだとしたら、十戒に表現されたさまざまな戒めは神様

を愛し隣人を愛するということを具体化した場合のブレーキにあたります。ブレーキの壊

れた自動車に乗りたい人はいないでしょう。アクセルと共にブレーキはとても大切なので

す。

十戒以降啓示されるさまざまな律法は、内容から三つに分類されます。一つは社会的律

法で、これは古代イスラエル社会におけるさまざまな法律なので、そのまま現代に直接適

用できるものではありません。第二は祭儀律法で、旧約時代に独特のいけにえの律法です。

これは、新約の時代にはイエス様の十字架によってすべて成就しましたから、今日では適

用すべきものではありません。そして、第三は道徳的律法です。これは、十戒に関しては

安息日が七日目から第一日目に移されるという変化はあるものの、基本的にどの時代にも

どの地域にも適用されるものです。今回は序文と第一戒を学びます。

２ 序文 「わたしは、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主

である。」

（１）神の民

十戒を理解する上で、まずとても大事なのは、この序文です。二つのことが教えられて

います。一つ目は、神とこれを聞いている民との関係です。神様は、「わたしは、あなたの

神、主である」と自己紹介なさっています。

神様の人間に対する契約は、創世記 1 章から黙示録の最後の章まで一貫する主題があり

ます。「わたしはあなたの神となり、あなたはわたしの民となる」というのが、その主題で

す。人間は、アダムにあって堕落してしまって以来、糸の切れた凧のようになって、創造

主であるまことの神さまから離れて飛んで行ってしまいました。あるいは、お父さんのも

とから飛び出して、まるでみなしごのようになってしまいました。所属不明のものとなっ

てしまったのです。以来、人間とはいったい何者なのか？ということがわからなくなりま

した。少しものを考える人は、「自分はいったいどこから来て、どこへ行くものなのだろ

う？」と悩むようになりました。

そういう所属不明になってしまった人間に、「わたしはあなたの神、主だよ」、「あなたは

わたしの民だよ」と神様がおっしゃるのです。「あなたはもうみなしごではない。あなたは

わたしのものだ。私の作品だ。わたしのしもべだ。」と神様はおっしゃるのです。

（２）救いと律法の順序

もう一つ大事なことは救いと律法の関係、順番です。これは何度か申し上げましたが、

大事なことなので、もう一度説明します。神様は、まずイスラエルをエジプトから救い出

して、それから、彼らに律法をお与えになりました。彼らが、エジプトにいる間に律法を

与えて、「これらの律法を守ったらエジプトから救ってやろう」とおっしゃったのではあり

ません。彼らの先祖アブラハムに対して結んだ契約に約束したことなので、まずは救い出

してやり、「救い出してやったから、これからこの十戒を守って生きていくのだよ。これが

正しく、幸せな生き方なのだから」とおっしゃるのです。

まず、罪の奴隷の世界から恵みによって救い出してくださり、その後、このように生き

るのだとおっしゃるのが、聖書のいう順番なのです。これは新約時代においても同じです。

イエス様の例え話でも、放蕩息子は父親に背を向けて家を飛び出し、湯水のように財産を

使い果たしてさんざん悪いことをして生活をしてから、我に返ってお父さんのもとに戻っ

てきました。その時、お父さんは「どの面を下げて帰って来た。立派に更正したという証

拠を見せたら、家に入っていいぞ」とは言いませんでした。お父さんは、乞食のようなな

りをした息子がとぼとぼ帰ってくるのを遠くから見つけると、バーッと駆け寄って、彼を
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抱きしめて接吻し、その指に息子の印としての指輪をはめたとあります。まず、恵みによ

って迎えてくださるというのが、神様の救いです。迎えてくれて、愛する息子としての記

しを与えて、それから「あなたを光の子にした。光の子なのだから、これからは光の子ら

しく歩め」とおっしゃるのです。

３．あなたには、わたし以外に、ほかの神があってはならない。

さて、第一の戒めは、「あなたには、わたし以外に、ほかの神があってはならない。」で

す。第二の戒め「あなたには、わたし以外に、ほかの神があってはならない。」はまことの

神を礼拝するにあたって偶像を用いてはいけないという意味ですが、第一の戒めは、偽り

の神々を拝んではいけないという意味です。イスラエルの民は、エジプトにいたとき、さ

まざまな偽りの神々に囲まれて生活をしていました。エジプトでは、ナイル川は神、山犬

も神、コブラも神、カエルも神、牛も神、太陽も神、そしてファラオも神・・・・となん

でもかんでも神々として拝まれていました。多神教の世界です。

けれども、まことの神はただ一人、天地万物を創造したおかたです。他の者はみな被造

物にすぎません。ナイル川も、山犬も、コブラもカエルも、牛も、太陽も、ファラオもみ

な神が作ったもの、被造物にすぎません。だから、これらを礼拝してはいけないというこ

とです。日本でいえば、天照大神(太陽）とか、人間を神格化した諸宗教とか、その他もろ

もろの被造物崇拝は決してしてはいけません。

真の神は唯一の神の創造主であり、それ以外のありとあらゆるものは被造物です。礼拝す

べきお方は、創造主である真の神だけです。神さまを神様とすること、それが礼拝をする

ことです。あらゆる罪の中で、真の神だけを神としないことが根本的な罪です。このこと

はどのように説明できるでしょう？

一つには、聖書では神を私たちの関係をお父さんと息子の関係に譬えます。お父さんと

息子がいて、息子が父親に「わたしは、あなただけをお父さんとは認めませんよ。隣の人

も、あちらの人もお父さんです」というようなものです。こんなに失礼なことばはありま

せん。唯一の神だけを、神として礼拝しなければ、それは大きな罪です。

また、聖書においては、神と神の民との関係は、夫と妻との関係にも譬えられます。妻

が「私はあなただけでなく、あの人にも、この人にも、身を任せます」と言ったら、とん

でもないことでしょう。旧約時代ならば死刑です。そのように、キリスト者である私たち

は、決して他の神仏に心を寄せたり、拝んだりしてはならないのです。

「あなたには、わたし以外に、ほかの神があってはならない。」神はねたむような、情熱的

な愛で、あなたを愛しています。

第二戒・第三戒 正しい礼拝

「4 あなたは自分のために偶像を造ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあ

るものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも造ってはならない。5,それ

らを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主であるわたしは、ね

たみの神。わたしを憎む者には父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、6,わたしを

愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。

7,あなたは、あなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は、主の名をみだり
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に口にする者を罰せずにはおかない。」（出エジプト記２０章４－７節）

本日は、第二戒と第三戒を学びます。

１ 第二戒

（１）神を見えるかたちに表してはいけない

十戒の第一番目は、「あなたには、わたし以外に他の神があってはならない」というもの

でした。第二番目「あなたは自分のために偶像を造ってはならない」です。第一番目と第

二番目はどうちがうのでしょうか。第一番目は、創造主以外の異教の神々を礼拝してはい

けないというものですが、第二番目は、創造主である真の神を礼拝するにあたっては、偶

像を用いてはならないというものです。つまり第二戒は、まことの神さまを礼拝するにあ

たって、「なにも見えるものがないと、ピンと来ないから、まことの神さまを見えるかたち

で表現した像を造ろう」と考えてはいけないと命じているのです。

申命記 4 章 15‐20 節には次のようにあります。

「15,あなたがたは自分自身に十分に気をつけなさい。主がホレブで火の中からあなたがた

に語られた日に、あなたがたは何の姿も見なかったからである。

16,堕落して自分たちのために、どのような形の彫像も造らないようにしなさい。男の形も

女の形も。

17,地上のどのような動物の形も、空を飛ぶ、翼のあるどのような鳥の形も。

18,地面を這うどのようなものの形も、地の下の水の中にいるどのような魚の形も。

19,また、天に目を上げて、太陽、月、星など天の万象を見るとき、惑わされてそれらを拝

み、それらに仕えることのないようにしなさい。それらのものは、あなたの神、主が天下

のあらゆる民に分け与えられたものである。

20,主はあなたがたを取って、鉄の炉から、すなわちエジプトから導き出し、今日のように

ゆずりの民とされたのである。」

「別に偶像そのものが神だと思っているわけではなくて、それが象徴するまことの神さ

まを実感をもって礼拝するための道具です」と理屈をつけても、神さまはそんなことをお

喜びにならないのです。いや喜ばないどころか、お怒りになるのです。だから、神やキリ

ストの絵であれ、彫像であれ、それに手を合わせたり、跪いたりすることは絶対にしては

いけません。

（２）礼拝の規制原理

礼拝の仕方については、神様がお定めになっているので、人間が勝手に工夫をしてはい

けないのです。これを礼拝の規制原理といいます。「まことの神を礼拝する正しい方法は、

神ご自身によって制定され、またご自身が啓示したみこころによって制限されている」（ウ

告白 21:1）

礼拝以外の私たちの日常の行動について、神様はそんなに事細かく定めてはいらっしゃ

いません。右手で箸を持とうが、左手で持とうが、フォークを使おうが、素手で食べよう

が、自由です。自分の家の建て方、間取りの方角など、どのように建てようと、自由です。

朝起きたら顔を洗うか、洗わないか、いつお風呂にはいるか、どんな歌を歌うかなどなど

神様は、私たちの自由裁量にまかせていてくださいます。けれども、こと礼拝をどのよう

にささげるかについては、神様は「わたしが定めたことにしたがってささげなさい」とお

っしゃったのです。

イスラエルの民が生きていたオリエント世界ではさまざまな偽りの神々が礼拝されてお
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り、それぞれの異教的な礼拝の風習がありましたから、そういうものに染まってはいけな

いとおっしゃったのです。申命記 12 章には当時のカナンの地の異教のいまわしい習俗を、

「こうしたらグッとくるから」などと言って取り入れてはいけないと述べてから、結びに

次のようにあります。

申命記 12 章 32 節「あなたがたは、私があなたがたに命じるすべてのことを守り行わな

ければならない。これにつけ加えたり減らしたりしてはならない。」

残念ながらキリスト教の長い歴史の中で、この原則から外れてしまうということが起き

てきました。ローマ教会の礼拝堂にはマリア像が置かれていて、それを拝むという習慣が

あります。あれはもともと地中海世界にあった女神崇拝を取り入れたことから始まったの

だそうですが、神様の忌み嫌われることです。

（３）礼拝はささげる

また、礼拝は人間的工夫によらず、神様の定めによらねばならないということから、私

たちは神様がお喜びになる礼拝はなんだろうか？という基本的な考え方で礼拝をささげる

のが肝心なことです。自分がぐっと来た、自分が恵まれた、自分が感動したということは

二の次のことで、礼拝にかんして第一に大切なことは、神様が喜んでくださるかなのです。

なぜなら、礼拝は神様にささげるものであるからです。

「礼拝を守る」とか「礼拝にあずかる」とか、下手をすると「礼拝を受ける」などとい

う人がいますが、礼拝は神にささげるものです。礼拝を受けるのは神様です。自分が何か

をもらうのでなく、神様に自分自身をささげるのが礼拝です。

だから礼拝式が終わったら、神さまの前で反省すべきことは、「きれいな讃美歌だったな

あ。」とか「いい説教だったなあ」とか「あまりよくない説教だったなあ」ということでは

ありません。礼拝後、神様の前で私たちが反省すべきことは、「今日、自分は心からの礼拝

を神さまにおささげできたでしょうか？」ということなのです。私たちキリスト者は、神

様の前に祭司なのですから、自分が祭司として神様の前にただしく礼拝の務めを果たせた

だろうかと反省すべきなのです。

もし心から礼拝を捧げられたなら、主に感謝することです。もし、心がどこかに行って

しまっていたら、悔い改めることです。

２ 第三戒

「7,あなたは、あなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は、主の名をみだ

りに口にする者を罰せずにはおかない。」

名は体を表すといいます。名前と言うのは、その人を代表するものです。自分にとって

大切な人の名前は、その名を思い出して、口に出すだけで、うれしいような温かいような

気持ちになるでしょう。若い人が恋人の名をノートに書き記してドキドキするようなこと

もあるでしょう。堺正章さんの歌に「息で曇る窓に書いた君の名前指でたどり・・・」と

かいう歌詞もありました。

逆に、人を侮辱するとしたら、その名をけがすことです。たとえば、あなたの家の表札

に泥が塗り付けられていたら、自分の顔に泥を塗りつけられたかのように感じることでし

ょう。名はその人の人格の代表であるからです。名はその人の人格を代表するものです。

ですから、人の名前を軽々しく冗談のように口にすることは侮辱にあたります。

土から造られた人間の名前においてすらそうなのですから、まして、天地万物の創造主

であるまことの神さまの名前は愛と畏れをもって語るべきです。礼拝という文脈でいうな

らば、祈りと賛美において、私たちは主なる神様の名を呼びます。「天のお父様」と呼ぶと

き、「主イエス様」と呼ぶとき、「聖霊なさま」と呼ぶとき、心を込めて、畏れを愛をもっ
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て口にすることが大事です。

英語では神様の名をけがすような表現がありますが、クリスチャンは決して口にすべき

ではありません。「主は、主の名をみだりに口にする者を罰せずにはおかない。」のです。

ハレルヤのヤーは主のお名前です。ハレルーはほめたたえましょうという意味です。です

から、この世の人々のように意味もなくハレルヤというのはやめましょう。「主は、主の名

をみだりに口にする者を罰せずにはおかない。」

ただし、警戒しすぎて主の名を忘れてしまってはなりません。実際ユダヤ人は呼び名が

わからなくなってしました。もともと主なる神がモーセに YHWH という四つの子音からなる

ご自分の名を啓示なさって、その名でよばれていました。ヘブライ語ではもともと子音だ

けを記すことになっていましたが、正しい母音が最初はわかっていたので呼ぶことができ

たのです。ところが、ユダヤ人たちは主の御名を呼ぶことを畏れ多く感じすぎたので、「主」

を意味するアドナイという名に読み替えて読んでいるうちに、どういう読みかたをするの

かついに誰も分らなくなってしまいました。一応学者たちは、YHWH をヤーウェと呼んだの

だろうと推測していますが、確たる証拠があるわけではありません。

新約の時代になって、「その名をイエスとつけなさい」と御使いが啓示して、私たちには

「イエス」という名が明らかにされましたから、私たちは、祈りにおいてであれ、賛美に

おいてであれ、心からの畏れを愛をもって、神のお名前を呼ぶことにしましょう。

第四戒 安息日の目的

「8,安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。

9,六日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。

10,七日目は、あなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。

あなたも、あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなた

の町囲みの中にいる寄留者も。
11,それは主が六日間で、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを造り、七日目に休

んだからである。それゆえ、主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。」

（出エジプト記 20:8‐11）

序 十戒の第 4 番目が「安息日」の定めであり、十戒を前半を神への愛、後半を隣

人への愛と区別するならば、前半の最後の戒めとなります。

「安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。」という「聖なるものとする」という

のは、神の所有されるものとして分ける、区別するという意味です。広い意味では、

神様が万物を造られ、7日間すべてを造られたのですから、7日間すべては神様のもの

なのです。しかし、その 7 日間の中で一日は特別の意味で神様のものなのだというこ

とです。だから、他の日から区別して格別大事にしなさいということです。

では、どのように区別するのか。

１ 六日間働いて
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週一日を働かないで聖別するためには、あとの 6 日間働く必要があります。日本は

労働を尊ぶ文化ですが、世界の多くの国々では労働をいやしいもの、できればしない

で済ませたいものとするものがあります。地中海文明では、労働は奴隷のすることで

あり、自由人は哲学・芸術・戦争をするものだとされていました。、ギリシャ語ではポ

ロス、ラテン語ではラボール、フランス語ではトラバーユ、英語ではレイバーという

のは、みな労働という意味とともに苦役という意味があります。

労働は苦役だと考える人たちは、エデンの園について誤解をしています。エデンの

園でアダムとイブはゴロゴロしていても食べていけたけれども、園から追い出されて

働かなければならなくなったという誤解です。実際には、創世記 1 章と 2 章の人間の

堕落前に、神様は人間に労働を命じていらしゃいます。「神である主は人を連れて来て、

エデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。」（創世記 2:15）

神が 6日間働いて万物を創造なさったように、本来、神の似姿として造られた人間

が、神に倣って 6 日間働いて世界を管理するという素晴らしく光栄な務めなのです。

仕事はあらずもがなの苦役ではありません。

「1,それは主が六日間で、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを造り、七日

目に休んだからである。それゆえ、主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。」

ただし、聖書は労働のもう一面をも述べています。創世記 3章です。アダムが神に

背いた時から、本来祝福であった労働に苦しみが加えられました。「大地は、あなたに

対して茨とあざみを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは、顔に汗を流して

糧を得、ついにはその大地に帰る。」（創世記 3:18，19）仕事をすることによって、私

たちは気持ちよく生きがいを感じることができますが、反面、仕事によってストレス

を抱えて体を壊してしまうということもあります。本来、祝福であった労働に、呪い

が加わったのです。

２ 安息日の目的

（１）神に生かされて生きていることを思い出す

こうした苦役となった労働から解放され、神のかたちに造られた者として本当の意

味での労働をするためには、安息日が有効です。私たちは働きづめに働いていると、

いつの間にか、自分の力で自分は生きているのだというふうに傲慢になります。また、

くたびれてしまいます。

しかし、七日間に一度、神の前に休み、神に感謝をささげて神を賛美するとき、神

様に生かされて私は生きているんだということを実感して、神様に感謝することがで

きます。神様に栄光をお返しすることができます。何のために生きているのか、何の

ために働いているのかということを思い起こして、正気に返ります。

人間は、すぐに神でないものを神として祭り上げる恐れがあります。仕事中毒は、

仕事を偶像化しているのです。仕事は神の賜物であり祝福ですけれども、どんなによ

い賜物も、それ自体を絶対化してしまえば、それは偶像崇拝です。偶像崇拝者は、結

局は悲惨なことになってしまいます。たとえば仕事に打ち込みすぎて、からだを壊し

たり、夫婦関係をなおざりにして家庭を壊したり、果ては過労死したりするのです。

仕事を偶像化してはなりません。

安息日を聖なるものとすることによって、仕事崇拝・仕事中毒という悪魔の罠を逃

れて、仕事の主人として自由になることができます。
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（２）神を愛する

では安息日に何をするのでしょうか。どのように安息日を過ごすべきでしょうか。

二つのことが書かれています。一つは、神を愛すること、一つは隣人を愛することで

す。安息日は、神が所有する特別な日、聖なる神の所有なさる日であることをわきま

えて、神様に悔い改め、礼拝、賛美しましょう。教会に集い、聖書を開き、賛美をさ

さげ、感謝のささげものをするのです。

（３）隣人を愛する

安息日の定めには、10 節に「あなたも、あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴

隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も 」と書かれています。

安息日は、あなた自身や家族だけでなく、当時は家畜のように好き勝手に働かせるの

が当たり前とされていた人々にも、休みが与えられる日なのです。それは、「あなたの

隣人を、あなた自身のように愛せよ」にかなったことです。

そういう神への愛と隣人愛の日ですから、安息日は、日ごろ、仕事にかまけてお見

舞いに行くことのできない病人を見舞いに行ったり、友人や親に手紙を書いたり、そ

の人のために祈ったりして過ごすことがふさわしいのです。

（４）人間＝神の似姿の回復

仕事ばかりして、仕事が偶像になると、人は神を忘れ、隣人を忘れてしまいます。

そして、非人間化してまいます。神のかたちに造られた存在である人間ですから、神

のかたちにふさわしく生きるものでありたいものです。

安息日は人間回復の日です。神の似姿として造られた人間が神の似姿を回復するの

です。けれどもイエス様の時代、その安息日を偶像化するようになってしまった人々

がいました。安息日に「してはいけない仕事」とは何だろうということで、安息日に

してはいけない仕事の定義を山ほど上げました。安息日は、それで窒息日のようにな

って、本来の意義を失ってしまいました。私たちは安息日を消極的に「しない日」で

なく「神を愛し隣人を愛する日」として受けとめることが大切です。

３ 週の第一日に移された

ユダヤ人たちは安息日を安息日は旧約時代には、週の終わりの日でしたが、新約時

代には週の初めの日に移されました。それは、イエス様の復活を記念のためです。

「さて、週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやって来

て、墓から石が取りのけられているのを見た。その日、すなわち週の初めの日の夕方、

弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。すると、イ

エスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。「平安があなたがたにあるように。」（ヨ

ハネ 20:18，19）

旧約時代、聖なる出来事は週の終わりの日に起こると相場が決まっていましたから、

主イエスが週の初めの日をお選びになって復活し、週の初めの日を選んで、弟子たち

に現れたことは意外なことだったので、特筆されています。そうして、キリスト教会

では週の初めの日に、神の前に集うようになっていきました。

結び

私たちは神に似せて造られた者です。神が 6日間、しっかり働いて万物を造られた

ように私たちも神に倣って 6日間誠実に働きましょう。
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神が週の一日は安息日とされたように、そして、主の日に復活されたように、私た

ちも週に一日、主の日に神の前で休みましょう。神を愛し、隣人を愛する聖別された

日として、この安息日を過ごすのです。こうして、神の似姿、神の御子の似姿が私た

ちのうちにも回復されてゆきます。

第五戒 父母を敬え

「あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々

が長く続くようにするためである。」出エジプト 20：12

１． 二つの愛の戒めの関係

（１）二つの愛の戒め

「すべての命令の中で、どれが一番たいせつですか。」ある日、イエス様にこのように質

問する律法学者がいました。イエスは答えられました。

「「第一の戒めはこれです。『聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。

あなたは心を尽くし、いのちを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主

を愛しなさい。』第二の戒めはこれです。『あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。』

これらよりも重要な命令は、ほかにありません。」（マルコ 12:28-31）

私どもは十戒を続けて学んでいますが、十の戒めは、神様への愛と隣人への愛とを教え

ているのです。主イエスがこの二つの愛の戒めを必ずセットでおっしゃったこと、また、

まず神様に対すること、次に隣人に関することというこの順序でおっしゃったことは何を

意味しているのでしょうか。

（２）神を愛することと、隣人愛とは不可分

一つは、イエス様が二つの愛の命令をワンセットで話されたのは、神さまへの愛と隣人

愛とはきっても切れない関係にあるからです。神を愛しているといいながら、隣人を憎ん

でいるとしたら、その愛は偽りです。イエス様が来られたとき、パリサイ人たちは、自分

たちこそ最も神を愛しているものであるという自負を持っていました。神を愛しているか

らこそ律法を厳密に規定して守っているのだと考えていたのです。けれども、イエス様の

目から見ると、彼らのうちには神への愛はありませんでした。イエス様が長年病んで苦し

んでいる人を癒したら、パリサイ人たちはイエスが安息日の規則を破ったと非難しました。

非難しただけでなく、その聖なる安息日にイエスを罠にかけて殺害する相談をし始めたの

です。聖なる安息日に殺人の相談とは、なんという矛盾でしょうか。神を愛しているとい

うならば、神様がご自分のかたちとして創造なさった隣人をも愛すべきです。神への愛と

隣人愛とはきっても切れないのです。

また、「私は隣人を愛しているけれども、神様のことは嫌っている」と言う人がいるかも

しれません。けれども、聖書的な観点から言えば、神様を無視して隣人を愛することは出

来ない相談です。私たちは人を愛するといいながら、神様を抜きにしているときには、え

てして単に人を自分のために利用している場合が多いのです。自分にとって利用価値があ

る者はかわいがるけれども、自分にとって利用価値がないということになると、冷淡に扱

ってしまう。ある男性がこんなことをおっしゃいまいた。大企業の部長をしている夫がた

くさん給料をもらってきているうちは、出かけるときに妻は｢行ってらっしゃい｣と言って

たんですが、定年になってそういう立場でなくなったら「いってらっしゃい」と言ってく

れなくなったというのです。あるいは、奥さんが若くて美貌のときには、夫がちやほやと

していたけれど、年を経て来たら見向きもしなくなったというようなこと。そういうのが
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人間的な愛の限界です。人間的な愛というのは、同じ｢愛｣と名前はついているけれども、

神様の愛とはまったく別で、中身は単なる欲望が愛という衣を着けているだけのことです。

神様から愛をいただいてこそ、私たちは本当の意味で隣人を愛することができます。な

ぜなら、愛の源泉は神だからです。また、隣人を愛しているかどうかによって、神への愛

が真実なものかがはかられるのです。このように、神さまを愛することと、隣人を愛する

こととはきっても切れない関係にあります。

（３）隣人愛に神への愛が優先する

二つ目は、確かに神への愛と隣人愛とは密接不可分なのですが、究極の選択が迫られた

場合には神さまへの愛の命令が優先するということです。

イエス様は、あるときに、「わたしのため、また福音のために父母兄弟畑を捨てた者は、

この世でその百倍を受ける・・・」とおっしゃいました。もし、あなたが伝道者･牧師とし

ての召しを神さまがくださったとすれば、親が反対するからやめますというわけには行か

ないのです。親を捨ててでも、主の召しに従わねばなりません。イエス様ご自身も、公の

生涯に入られたとき、母マリヤや兄弟からは理解されず反対されていたということが、福

音書には記されています。しかし、やがて理解されるときがきて、母マリヤもイエス様を

信じ、主の兄弟ヤコブも初代教会の指導者の一人になっていきました。

エペソ書に、｢子どもたちよ。主にあって、両親に従いなさい｡｣とあります。｢主にあっ

て｣ということばが意味していることは、このことです。「両親にしたがいなさい」とある

からといって、両親があなたに偶像を崇拝しなさいとか、泥棒をしなさいと命じるからと

言って、偶像を拝んだり泥棒をしてはなりません。また、どんな親であろうと子どもに真

の神様にお祈りしたり、聖書を読んだり、礼拝をささげたりすることを禁じる権利はあり

ません。子どもたちは、そういう意味で｢主にあって｣両親にしたがうべきなのです。主に

反逆してまで両親にしたがってはなりません。父母は神様がお立てになった神様の代理で

すから、神様にそむいて子どもに命令してはいけないのです。そして、神様にそむいて子

どもに命じたことは無効なのです。

両親にしたがいなさいということは、「子どもたちよ、主がご自分の代理として、あなた

にその両親を立ててくださったのだから、敬意を忘れてはいけない。」ということです。親

は神様が、子どもに対してご自分の代理として立てた、代表権威なのです。

２．神は両親を敬う人に祝福ある人生をくださる

（１） 神は両親を敬う人に、地上の祝福をくださる

「あなたにはわたしのほかに他の神々があってはならない。」「あなたは自分のために偶

像を造ってはならない。」「あなたは主の御名をみだりに唱えてはならない。」「安息日を覚

えてこれを聖なる日とせよ。」と私たちは 4 つの戒めを学んでまいりましたが、これらは神

様への愛の表現の方法を教えていたのです。では、きょう学ぼうとする「あなたの父母を

敬え」という戒めは、神様への愛を教えているのか、それとも、隣人への愛を教えている

のかどちらでしょうか。二つの解釈があります。一つは後半の隣人愛に属するとする考え、

もう一つは、前半の神への愛に属するという理解です1。第二の説のばあい、「子どもは父

母を敬うことを通して神への愛を表現しなさい」という意味になります。神は、子どもた

ちに対して父母をご自分の代理として立てていらっしゃるから、子どもは父母を敬うこと

を通して、神様への愛を表現しなさいということに他なりません。

「あなたの両親にしたがいなさい」という命令には、地上的な祝福の約束がともなって

います。「あなたの父母を敬え」という命令に従えば、「あなたの神、主が与えようとして

1 Barneは KJVによれば Rom13:9に十戒の第六から第十の戒めが記されていることも、傍証

とするが、今日ではそれが最良の本文といえない。
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おられる地で、あなたの齢が長くなるためである。」というのです。

これは、どういう理由でしょうか。父母を敬うことは、神を尊ぶことですから、神はそ

の人を地上の人生においても祝福してくださるのです。たとえば、アメリカ大統領が派遣

した全権大使を日本人が侮辱したら、米国大統領は自分が侮辱されたと理解してかんかん

になるでしょう。戦争になるかもしれません。逆に、全権大使を丁重にお迎えするならば、

大統領は自分が丁重に扱われたように感じるでしょう。両親は神様からの大使ですから、

子どもたちが父母を敬うなら、神様を敬うことになるのです。

父母を敬うことは、隣人愛の基本であるから、その基本をマスターした人は、社会生活

においても祝福されるのです。幼い日から父母を敬うことを学ばないでは、豊かな家庭を

築くことも、社会生活をすることもむずかしくなります。逆に、子どもが両親を敬い、両

親にしたがうことを身に付けることができたならば、自分が社会生活をし家庭を築く上で

土台を身に付けたことになります。

（２）両親を敬うことは、将来の社会生活･家庭生活の基礎である理由

では、両親を敬い、両親に従うことを学ぶと、どのようにして自分の家庭建設や社会生

活がうまく行くのでしょうか。また、逆に両親を敬い従うことが身についていないと、ど

うして自分の家庭建設や社会生活を豊かにすることがむずかしいのでしょうか。

まず、社会生活について説明しましょう。社会にはヨコの関係とタテの関係があります。

ヨコの関係とは、同僚や同級生との関係を意味しており、タテの関係とは学校の先生や会

社の上司との関係を意味しているわけです。家庭に於いて、子どもはこのヨコ関係、タテ

関係を学ぶことが必要です。兄弟姉妹との関係が一応おもにヨコ関係だとすると、そして、

子どもにとって父母との関係はタテの関係です。

家庭で親との関係において、子どもとして適切な態度、心構えを学んでおくならば、そ

の子は学校に行こうと、あるいは職場に入ろうと、あるいは新しく家庭を築いていこうと、

適切な人間関係を作っていくことにそれほど困難はないでしょう。けれども、家庭におい

て親との関係について基本的にたいせつなことを学んで、経験しておりませんと、その子

どもは学校でも、あるいは大人になって勤め先でも、あるいは結婚して家庭でも、さまざ

まな人間関係のトラブルを引き起こすことになりがちなのです。

ですから、家庭においてまず「あなたの父と母を敬え。」という命令に続いて、「あなた

の神、主が与えようとしておられる地で、あなたの齢が長くなるためである。」という地上

において祝福が約束されているわけです。このことは、新約聖書において使徒パウロも強

調していることです。

「子どもたちよ。主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。『あなた

の父と母を敬え。」これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、『そうし

たら、あなたはしあわせになり、地上で長生きする』という約束です。」（エペソ 6:1-3）

３．子どもとして、親として

（１）子どもとして

子どもは、この戒めを子どもという立場を弁えて聞きしたがうことがたいせつです。神

様は子どもたちに命じていらっしゃいます。エペソ６：１

「子どもたちよ。主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。」

同時に、親としては子どもに対して「あなたの父母を敬いなさい」と教える責任があり

ます。｢尊敬されるほどの人間でもないし｣と、自分では思うわけですが、親を敬うことを

教えるのは、自分のためではなくて子どものためなのです。親を敬うことを学ばないでい

たら、その子は不幸になってしまいます｡親を敬うことを学べば、その子は長じて幸福を得

ることができるのです。親が何かすばらしい人物だから尊敬するというのではなく、神さ

まが親を子どもの監督係り養育係りとしてお立てになったのだから、親を敬う必要がある
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のです。親を軽んじることは神さまを軽んじることになるからです。

むすび

「嗚呼、たれかこの任に堪ええんや」と、親としては告白しないではいられません。け

れども、神様が親を子どもたちへの代官として立ててくださいましたから、立ててくださ

った神様におすがりするならば、神様が親としての私たちを支えてくださいます。また、

子どもたちは親を敬うこと、親に従うことを実行することです。それが祝福あるこの地上

における人生の秘訣なのです。

第六戒「殺すな。生かせ。」

「殺してはならない」（出エジプト 20 章 13 節）

序 第６番目の戒め「殺してはならない」です。このあと禁止命令が「姦淫してはならな

い」「盗んではならない」「偽証してはならない」「隣人のものをほしがってはならい」と続

きます。私たちは新約の時代の神の民として、こうした禁止命令を基本的にどのように理

解するかということについて、最初に２点だけ説明してから、話を進めていきます。

第一は、十戒は、旧約新約の時代を超える道徳律法なので、今日もこれらは有効である

ということです。

第二は、旧約時代に啓示された十戒は「～するな」というブレーキ的な性格が強いので

すが、聖霊がすべての信徒に注がれた新約時代には、これらの十戒は、心の動機まで考慮

して理解しなおし、また、アクセル的に理解しなおすべきであるということです。

１．なぜ「殺してはならない」のか？

「なぜ人を殺してはいけないのか」という本が NHK 新書にあります。この本が出された

のは今からもう２０年ほど前のことです。その年、１７歳の少年たちによる殺人事件が相

次ぎました。そして、彼らは取り調べに対して「なぜ人を殺してはいけないのか？」とい

う質問をして、世間を驚かせたのです。ある少年は見ず知らずのおばあさんを殺害して、

「もう生きてても社会に価値のなくなったばあさんを殺してなぜいけないのか」と問うた

のです。偏差値とか経済的効率でその価値を測られてきた青年の社会への復讐だったのか

もしれません。

それにしても「なぜ人を殺してはいけない」のでしょうか？聖書はなんと言っているで

しょうか。

「人の血を流す者は、人によって血を流される。神は人を神のかたちとして造ったからで

ある。」

神が私たち人間ひとりひとりを、御自身のかたちとして造られたので、人間は尊厳ある

存在なのです。ですから、私たちは人を殺してはいけません。その人が仕事ができようと

できまいと、ハンサムだろうとそうでなかろうと。幼子だろうと、老人だろうと。いわゆ

る健常者だろうと障害者であろうと、私たち一人一人は、神のかたちに造られた存在であ

るゆえに尊いので、殺してはいけないのです。

２．「殺人」とは？
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では、「殺してはならない」という戒めは私たちに何を求めているのでしょうか。ハイデ

ルベルク信仰問答は次のようにまとめています。

問１０５ 神様は第六戒において、何を求めておられますか。

答 わたしが、わたしの隣人を、思いや言葉、態度、ましてや行いをもってでも、自分み

ずから、あるいは他の人を通して、ののしったり、憎んだり、侮辱したり、殺したりしな

いことです。

また、わたしが、むしろ、すべての復讐心を捨てて、わたし自身が自分を傷つけたり、

無理に危険を冒したりしないことです。

それゆえに、役人は殺人を防ぐために剣を帯びているのです。

つまり、私たちの心の中まで見ていらっしゃる神様の目からすれば、「殺す」ということ

は、相手の心臓を停止させるという行為だけでなく、心の中に憎しみや殺意を抱くこと、

その憎しみをもって相手を睨みつけること、ののしること、侮辱することなどがすでに恐

ろしい殺人罪なのです。ここには、過去に何人かすでに殺してしまったという心当たりあ

る人がいるかもしれません。

主イエスは、おっしゃいました。

「21 昔の人々に対して、『殺してはならない。人を殺す者はさばきを受けなければならな

い』と言われていたのを、あなたがたは聞いています。

22,しかし、わたしはあなたがたに言います。兄弟に対して怒る者は、だれでもさばきを受

けなければなりません。兄弟に『ばか者』と言う者は最高法院でさばかれます。『愚か者』

と言う者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。」（マタイ 5 章 21ｰ22 節）

また、殺してはならないのは、他人だけではなく、自分自身を含みます。このごろ自殺

ということばを自死ということばに言い換えて、ごまかす報道がありますが、神様の前に

自らの命を奪うことは殺人罪にあたります。また、ことさら死の危険に身をさらすことも、

いのちをくださった神を侮ること、神を試みる罪です。

３．「殺さない」ためには

では、神の前に「殺人罪を犯さない」ために、私たちは具体的にどうすればよいのでし

ょうか。「復讐心を捨て去る」ことであるとハイデルベルクは教えています。復讐心・怒り・

憎しみというものを抱き続けると、恐るべき結果を招くことになります。

人間は知性と感情と意志（行動）という三つの働きがあります。通常は、知性で物事を

判断し、その判断に基づいて意志して行動し、そして、そこに感情がついてきます。たと

えば、ここにおまんじゅうがあったとして、それが真夏に 4，5 日置いたものだと知性で認

識するならば、美味しそうに見えても、食べないで捨てるわけです。でも、食べたいとい

う感情が強すぎると、知性がこれは腐っているから危ないという判断が鈍ってしまって、

食べるという行動に出て、結果、食中毒になってしまいます。感情は欲の影響を受けやす

いので、人生において感情を優先させることは危険です。

復讐心や怒りという感情を抱き続けると、知性がマヒして正しい価値判断ができなくな

り、私にはこの人を殺す権利があるなどと間違った判断するようになり、ついには相手の

いのちを奪い、相手の家族も、自分と自分の家族の人生も破壊する取り返しのつかない行

動をしてしまうことになります。だから、聖書は怒り・復讐心の芽が出たら日が暮れる前

に摘んでしまうことが肝心であると命じています。「怒っても、罪を犯してはなりません。

憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさ

い。」（エペソ 4:26，27）

悪魔は、憎しみや復讐心が大好物なのです。あなたが復讐心「仕返ししてやる」という
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心を捨てないで、いつまでも心に蓄えているならば、悪魔がやってきて、恐ろしい罪を犯

すようにと、言葉たくみにいざなうのです。「あなたの憎しみはもっともなことだ、あなた

には復讐をする正当な権利がある。悪いのはあいつであって、あなたはまったく悪くない。

あなたは謝る必要など少しもない。あなたは被害者だ。・・・さあ、復讐するんだ。」悪魔

にチャンスを与えてはいけません。あなたが、憎しみを心に抱えたままでいると、目ざと

い悪魔はあなたの心にするりと入り込むのです。復讐心は日が暮れる前に、捨てることで

す。

復讐心から解放される秘訣は、自分が永遠の裁判官の前に出る日があることを思い出す

ことです。あなたに被害を及ぼした人も、あなた自身もすべてをご存知の裁判官の前に出

ることになります。あなたの加害者は神がさばきます。あなたがどんなに自分を正当化し

ても復讐心をいだき続けていること自体、殺人です。自分の殺人罪を正当化して、あなた

は永遠の審判者の前に出のは恐ろしいことです。主イエスはおっしゃいました。

「ですから、祭壇の上にささげ物を献げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいる

ことを思い出したなら、24,ささげ物はそこに、祭壇の前に置き、行って、まずあなたの兄

弟と仲直りをしなさい。それから戻って、そのささげ物を献げなさい。25,あなたを訴える

人とは、一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと、訴える人はあなたを裁判官

に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。26,

まことに、あなたに言います。最後の一コドラントを支払うまで、そこから決して出るこ

とはできません。」（マタイ 5:23―26）

先日、M 姉が主の御許に召されました。今は、主の御許でこの上なく楽しく暮らしてい

らっしゃいますが、召される一週間前に私が訪問したとき、マリ子さんはぽろぽろ涙を流

していました。それは妹さんとその昔仲たがいして、赦せないという思いを持ち続けてい

たのです。ところが、その妹さんが見舞いにきてくださったのでした。M 姉は自分はなん

と心の狭い人間なのか、と嘆いていたのです。でも、そのようにして悔い改めて彼女は永

遠の裁判官の前に出る前に備えができたのでした。

４．さらにすぐれた道

「殺してはならない」という戒めは、ただ私たちが人を殺さず、憎まずにいれば満たし

たことになるのかというと、そうではありません。もしそうなら、絶海の孤島でロビンソ

ン・クルーソーのように、誰とも関係をもたない生活をすればよいでしょう。しかし、そ

うではありません。ハイデルベルク信仰問答は次のように言います。

問１０７ しかし、わたしたちが、わたしたちの隣人を、そう告げられたように殺さなけ

れば、この戒めを既に満たしていることになるのですか。

答 いいえ、違います。なぜなら神様は、ねたみ、憎しみ、怒りを呪っておられ、わたし

たちが、隣人をわたしたち自身のように愛することを望んでおられるからです。

隣人に対しては忍耐、平和、柔和、憐れみ、友情を示し、その人の受ける害を力の限り

防いで、わたしたちの敵にもまた、良いことをなす事を望んでおられるのです。

積極的に隣人を自分自身のように愛する生活をしている人は、「殺してはならない」とい

う戒めをすでに満たしているのです。「復讐しないぞ」「憎まない」「恨まないぞ」と頑張っ

ていると、相手の憎たらしい顔や声がかえって心に浮かんできて、かえって憎しみにとら

われてしまいます。「ドングリを鼻の穴にいれてはいけません」と命じられると、つい鼻の

穴にドングリを入れたくなってしまうのと同じです。むしろ、積極的に、愛することです。

そのことを、主イエスは「あなたの敵を愛しなさい」とお命じになりました。愛するとき、

私たちは律法から解放されて自由になります。自由にされて、神の戒めを十二分に満たす
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ことができるのです。「あなたの敵を愛しなさい」という主の命令は、あなたを縛り付ける

戒めではなく、あなたを解放する福音なのです。

悪に対して悪をもって反応をするとき、私たちは敵の奴隷となっています。相手にコント

ロールされているのです。しかし、悪に対して善をむくいることができたら、あなたは神

の子として自由に活かされているのです。これが、さらにすぐれた道であり、自由の道で

あり、神の子どもとしての道です。主に、「私を御霊に満たしてください」と信じて祈ると

き、この自由な神の子どもとしての生き方をしていることに気付くでしょう。

結び

殺すのでなく、むしろ、生かすこと。ここに神の子どもとしての自由の道があります。

第七戒 結婚・姦淫

姦淫してはならない。（出エジプト 20 章 14 節）

１．姦淫の罪

結婚制度は、神がお定めになった大切な制度ですから、これを破壊してしまう姦淫の罪

は重大です。ハイデルベルク信仰問答は次のように教えています。

問１０８ 第七の戒めは何を求めていますか。

答 神様は、すべてのみだらなことを呪っておられます。

それゆえ、わたしたちはこれを心から憎み、

聖なる結婚生活においても、それ以外の場合にも、

清く、また慎み深く生きなければならない、ということです。

姦淫の罪とは、既婚者が結婚関係の外にある者と性的関係を持つことを意味しています。

旧約聖書の律法の基準でいえば、石打ちによる死刑という最高刑に値する罪です。

レビ記 20:10**,人が他人の妻と姦淫したなら、すなわち自分の隣人の妻と姦淫したなら、

その姦淫した男も女も必ず殺されなければならない。

イエス様によれば、離婚の正当な理由として申し立てることができるのは、唯一姦淫の

罪だけです。姦淫はどうして、それほど重い罪なのでしょうか。

第一に、姦淫には不品行という罪です。私たちのからだは聖霊の宮ですから、これを罪

でけがしてはいけないのです。（1 コリント 6：１９）

第二に、それだけでなく、姦淫は結婚の契りと家庭を破壊する行為ですから、大変重い

のです。夫婦関係が破壊され、家庭が破壊されると、その子供たちの人格の形成にも影響

が及びます。その子どもの将来にも影響があるわけです。

第三に、そればかりか、結婚はエペソ書５：３２によれば、キリストと花嫁の地上的予

型としての務めを果たすべきものなのですが、それを破壊してしまうことなので、とんで

もなく大きな罪なのです。

２．きっぱりとした態度

「27,『姦淫してはならない』と言われていたのを、あなたがたは聞いています。28,しか

し、わたしはあなたがたに言います。情欲を抱いて女を見る者はだれでも、心の中ですで
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に姦淫を犯したのです。29,もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨てな

さい。からだの一部を失っても、全身がゲヘナに投げ込まれないほうがよいのです。もし

右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨てなさい。からだの一部を失っても、全身

がゲヘナに落ちないほうがよいのです。」マタイ 5:27ｰ30）

目をえぐりだせとか、手を切って捨てろとか強烈な表現は、もちろん文字通りとるべき

でなく、文学的誇張表現です。目をえぐりだし、手を切っても、また人間は罪を犯すでし

ょう。意味は、この種の誘惑になるものには、私たちは最初から近づかず、きっぱりとし

た態度を取れということです。ヨセフがエジプトにいたとき、彼が執事をしていた家の奥

方が彼を誘惑してきました。その時、彼は社会的地位を失ってしまうという犠牲を払って

も、きっぱりとした態度を取ることで、姦淫の罪から守られました。

具体的生活の中では、たとえば車の隣のシートには妻以外の女性は乗せないとか、配偶

者以外の女性と二人きりにならないとか、配偶者以外と二人きりになる機会を避けること

です。君子危うきに近づかずです。

３．結婚とは

十戒は禁止命令が多く、車で言えばブレーキ的であると先にも申し上げました。ブレー

キは大事ですが、ブレーキだけで車は走りません。アクセルが必要です。姦淫するなとい

う禁止に対して、積極的な命令は二つの面からいうことができます。一つは真実な結婚に

ついてわきまえを持つことです。もう一つは、自分の体が聖霊の宮とされたことをわきま

えることです。

「姦淫するな」という戒めを正しく理解するためには、まず、結婚について正しく理解し

なければなりません。

創世記 2 章

「15**,神である主は人を連れて来て、エデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。

16**,神である主は人に命じられた。「あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。

17**,しかし、善悪の知識の木からは、食べてはならない。その木から食べるとき、あなた

は必ず死ぬ。」

18**,また、神である主は言われた。「人がひとりでいるのは良くない。わたしは人のため

に、ふさわしい助け手を造ろう。」**

19**,神である主は、その土地の土で、あらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形造って、人の

ところに連れて来られた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを

呼ぶと、何であれ、それがその生き物の名となった。**

20**,人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかし、アダムには、ふ

さわしい助け手が見つからなかった。**

21**,神である主は、深い眠りを人に下された。それで、人は眠った。主は彼のあばら骨の

一つを取り、そのところを肉でふさがれた。**

22**,神である主は、人から取ったあばら骨を一人の女に造り上げ、人のところに連れて来

られた。**

23**,人は言った。「これこそ、ついに私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名づ

けよう。男から取られたのだから。」

24**,それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、ふたりは一体となるのである。**

25,そのとき、人とその妻はふたりとも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。」

結婚という制度は人間が自分たちの都合で定めたものではなく、神が定めたものである
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から、結婚を破壊する姦淫の罪は神に対する反逆です。

結婚の目的は、

①神が大地を人間に神の代理としてこれを「耕し、守る」務めを与え、そのために子孫が

増えるために結婚制度があります。現代ではソドムやゴモラのように同性婚が取りざたさ

れていますが、同性婚は子どもが生まれる可能性がないのですから、神のみここにに沿っ

ていません。

②男女の結婚で、子どもがなかったとしても、神のかたちとして造られた夫と妻の愛の人

格的交わりのため。夫婦の愛の交わりはキリストと教会のまじわりと結婚の予型として、

御国の完成をあかしする使命があります。その証拠に、御国が完成した日にはめとること

もとつぐこともありません。キリストが教会を愛したように夫は妻を愛し、教会がキリス

トに従うように妻は夫にしたがうのです。

③もう一つ、結婚は不品行を防止するための制度でもあります。配偶者の性的な求めに応

える必要があります。1コリント７：２－５

こうした大切な目的のために、神は結婚制度をお定めになったのです。

むすび 真実な結婚をわきまえて、主のご栄光をあらわす結婚生活をしましょう。

第八戒 盗むな 与えよ

「盗んではならない。」（出エジプト 20 章 15 節）

第八の戒めは「盗んではならない」です。今回も、新約の時代の観点から、その中身を

吟味し、そして積極面を明らかにしたいと思います。つまり、旧約はネガティブに「盗む

な」と行動にブレーキをかけるのですが、新約はまずその心の中にある行動に至る前の動

機を神はご覧になり、次に、積極的にはなにをせよとおっしゃっているかです。

１．禁じられている内容

ハイデルベルク信仰問答は次のように述べています。

問１１０ 神様は第八戒において、何を禁じておられますか。

答 神様は、ただ、裁判所が罰する盗みや略奪を禁じているだけではありません。

神様は、また、わたしたちが、隣人の財産を自分のものにしようと企む、すべての計略
や人を欺く手だてをも盗みと呼ばれるのです。

つまり、暴力であろうと、合法であることを装うたとえば、不正な重り、物差し、升、

粗悪な商品、偽造したお金、不当な利子、あるいは、神様が禁じられた、いかなる手段に

よってでもです。また、神様は、すべての貪欲、神様の恵みの無駄な浪費をも禁じておら

れます。
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（１）心の中まで

「盗んではならない」という戒めが、具体的に裁判所が罰する窃盗とか略奪を禁じてい

ることはいうまでもありません。人間の裁判官がさばくことができるのは、実際、このよ

うに具体的に盗みをおかした場合だけです。盗みを犯しそうだとか、盗みそうな思想をも

っているということで予防拘禁などしてはなりません。人間の裁判においてはそれで充分

です。人間の裁判官は人の心の中まで知ることはできませんから、それは審判の対象外で

す。

しかし、心の中まで知り尽くしておられる神のまえではそれだけではすみません。「隣人

の財産を自分のものにしようとたくらんだならば、まだ盗む前であっても、神の前ではす

でに盗みを働いたのです。盗みの道具は「不正な重り（天秤ばかりのです）、物差し、升、

粗悪な商品、偽造したお金、不当な利子」です。

（２）正当な労働の対価を払わない雇い主

またヤコブ書には、労働者に対して十分な労働の対価を支払おうとしない、金持ちたち

は、たといこの世では合法的であっても、神の前には泥棒だと教えています。そして、警

告がされています。

「1,金持ちたちよ、よく聞きなさい。迫り来る自分たちの不幸を思って、泣き叫びなさい。

2,あなたがたの富は腐り、あなたがたの衣は虫に食われ、3,あなたがたの金銀はさびてい

ます。そのさびがあなたがたを責める証言となり、あなたがたの肉を火のように食い尽く

します。あなたがたは、終わりの日に財を蓄えたのです。

4**,見なさい。あなたがたの畑の刈り入れをした労働者への未払い賃金が、叫び声をあげ

ています。刈り入れをした人たちの叫び声は、万軍の主の耳に届いています。

5**,あなたがたは地上でぜいたくに暮らし、快楽にふけり、屠られる日のために自分の心

を太らせました。」（ヤコブ 5:1-5）

労働者に正当な労働の対価を支払わず、また、中小企業の仕事を買いたたき、ひたすら内

部留保をしている現代の日本の大企業の経営者たちに対して、神の怒りは激しいものです。

この世においてか、最後の審判においてか、正義の神は、労働者から盗んでいる金持ち経

営者たちには、恐るべき怒りをくだされることです。

日本では、政府はウソの統計に基づいて「実質賃金は上昇している。アベノミクスは成

功している」と言ってきました。しかし、実質賃金は、１９９７年を 100 とすると、２０

１６年現在で、スウェーデンは 138.4、オーストラリアは 131.8、フランスは 126.4、英国

125.3、ドイツ 116.3、米国 115.3 と先進諸国は軒並み上昇している中で、日本の実質賃金

だけは 89.7 と一割下がっています。他国も下がっていれば世界的傾向と言えましょうが、

日本だけとなると、明らかに政治の失敗のせいです。賃金はここ 20 年下がり続けているの

ですから庶民の生活が苦しく、いつまでたっても国内需要が伸びないのは当たり前の話で

す。政府は消費が伸びないと嘆くのですが、賃金を一割も減らしておいて、ものを買えと

いっても無理です。

では、なぜ実質賃金は下がっているのでしょうか。景気が悪くて、大企業がもうかって

いないからでしょうか？そんなことはありません。大企業は史上空前の内部留保（たくわ

え）を、税金のかからない外国にしています。労働者の実質賃金が下がっている理由は単

純なことで、２つあります。一つは消費税で庶民からお金を搾り取ることによって、大企

業が税金を納めない分を補っているからです。 もう一つは大企業が労働者に本来支払う

べき賃金をを払わず盗んでいるからです。どのようにして賃金をカットしているのかとい

えば、社員の多くを契約社員で賄うことによってです。ここ 20 年来、政府がそういう不法

なことを許してきてしまったのです。神はこういう不公正な政府、不公正な大企業の責任

者に、いずれこの世においてか、次の世において、必ずさばきをくだされます。



19

２．アクセル

では「盗んではならない」というブレーキの戒めを積極的に言い換えると、どうなるで

しょうか？エペソ 28**,「盗みをしている者は、もう盗んではいけません。むしろ、困っ

ている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。」となりま

す。

なんと素晴らしいことでしょう。今まで不正なことをして利益を上げていた人が、イエ

ス様を信じて新しい人として生まれ変わるとき、単に泥棒をやめるだけでなく、正しい仕

事をして、困っている人を支援したくて一生懸命働くようになるのです。まさに、新しい

人生、新しいいのちを生きているのです。

ハイデルベルク信仰問答書は次のように述べています

問１１１ ならば、神様はこの戒めにおいて、あなたに何を命じておられるのですか。

答 わたしが、わたしのできる限りにおいて、わたしの隣人の利益を助け、そして、隣人

に対して、人がわたしにして欲しいと思うことをすることです。また、わたしが困ってい

る人を、その苦しみから助けることができるようにと、熱心に努力することです。

その実例の一人が、取税人ザアカイです。ルカ 19 章

「1**,それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。2**,するとそこに、ザ

アカイという名の人がいた。彼は取税人のかしらで、金持ちであった。3**,彼はイエスが

どんな方かを見ようとしたが、背が低かったので、群衆のために見ることができなかった。

4**,それで、先の方に走って行き、イエスを見ようとして、いちじく桑の木に登った。イ

エスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。5 イエスはその場所に来ると、

上を見上げて彼に言われた。「ザアカイ、急いで降りて来なさい。わたしは今日、あなたの

家に泊まることにしているから。」

6,ザアカイは急いで降りて来て、喜んでイエスを迎えた。7,人々はみな、これを見て、「あ

の人は罪人のところに行って客となった」と文句を言った。8,しかし、ザアカイは立ち上

がり、主に言った。「主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。だ

れかから脅し取った物があれば、四倍にして返します。」

むすび

キリストに出会い、キリストを人生にお迎えすると、私たちは盗む人から与える人に変

えられます。自分のことだけできゅうきゅうとしていた人が、神様にささげ、隣人に与え

ることが喜びであることを知るようになるのです。まことの神さまは与える神様ですから、

このお方の姿が、その人のうちに回復されていくときに、人は与える人になっていくので

す。

新しいキリストのいのちが、その人格の中心に入って来る時、人は変えられます。盗ん

でいた人が施す人になり、その喜びのために一生懸命に働く人になるのです。キリストの

みわざ、聖霊のいのちはなんとすばらしいものでしょうか。

第九戒 ことばの真実
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「あなたの隣人について、偽りの証言をしてはならない。」（出エジプト 20:16）

序 ＜ゾウーヒトーゴリラーネズミ＞というと何の順番かわかりますか？脳の重さの順序

です。平均するとゾウは 4500 グラム、ヒトは 1400 グラム、ゴリラは 450 グラム、ネズミ

は 1.5 グラムという順番だそうです。ゾウの方がからだが大きいとはいえ、人間よりも脳

が重いというのはちょっと悔しい。

でも、体重との比率でいえば圧倒的に人間の脳が重いにちがいないと思われます。とこ

ろが、体重との比率からいうと、ネズミの脳が一番重いのです。ネズミに負けた！悔しい

ですね。

確かに、人間の脳はいろいろな動物の中で重い部類に入るのですが、人間の脳における

最大の特徴はその重さではありません。人間の脳をほかの動物の脳と比べたとき、極端に

発達しているのは、大脳皮質の言語中枢なのだそうです。人間というのは、ことばを使う

という点において、ほかの動物と異質の存在であるということができます。

そうだとすると、創世記 1:27 に「 神は人をご自身のかたちとして創造された。神のか

たちとして彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。」とある「神のかたち」とは、言語

を用いることができるという点であると理解することも出来るでしょう。ですから、神様

は、私たちに聖書という書物をもってご自分の御旨を伝えてくださり、私たちは神様にこ

とばをもって祈ることができるのです。

また言語は、私たちが他人と、また神様とコミュニケーションを取るための手段である

だけでなく、ものを筋道たてて考えるための手段でもあります。大体 8歳から 10 歳までに

言語中枢の基礎的なプログラムは出来上がりますから、母語を正確に用いることができる

ように修練することが、その先の学力・思考力の基礎になります2。

私たちは、ことばを用いるという点で神と似たものとして造られているのですから、ど

れほど言葉を大切にしなければならないでしょう。言葉を軽んじてはいけないし、嘘をつ

いたり悪口をいうなど悪用してはいけないのです。ことばを悪用することは、私たちをご

自分のかたちとして造ってくださった神様を辱めることにあたるからです。

１．裁判において

さて、第九の戒め、「あなたの隣人について、偽りの証言をしてはならない。」（出エジプ

ト 20:16）は、ことばに関する戒めです。狭い意味では裁判における証言にかんするもの

です。裁判では、目撃者の証言が重要です。ほとんどの裁判においてその証言に基づいて

被告の罪状が確認されて、罪状に基づいてどのような刑罰が適切であるかが決められるの

ですから、証言が真実であることが裁判が正しく行われるための条件です。

2 「言葉は己の考えや感情を伝える手段であるだけでなく、ものを考える手段でもある。 生まれてか

ら八～十歳までのあいだに人間の言語中枢の基礎がほぼ完成する。

この間に、母語とは異なる体系と原理の言語を幼児の頭に詰め込むと、混乱を来し、成人してからも思

考力の不安定な人が多いと、多くの学者たちの観察報告がある。

幼児期に外国で暮らした人とか、両親の母語が異なる人などに、しばしばこの傾向がある。つまり、早

期英語教育は、英語どころか、母語である日本語さえも、しっかりと身につくことを妨害する要因になっ

てしまうのである。

それに、どんな外国語も、最初の言語である母語以上に巧くなることは絶対にない。

日本語が下手な日本人は、それよりもさらに下手にしか英語もフランス語も身につかない。言語中枢の基

盤ができていないからだ。

親の役目は、わが子になるべく早く英語を習得させることではなく、しっかりと日本語能力をつけてや

ることだ」米原万里『真夜中の太陽』（中央公論新社）
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そこで、律法によれば証言者が一人では証言が真実だとは認められないことになってい

ました。証言者は必ず二人以上で、その複数の証言者たちの証言がぴったり一致したとき

に初めて、証言としての力を持ちます。

申命記 19:15 「いかなる咎でも、いかなる罪でも、すべて人が犯した罪過は、一人の証人

によって立証されてはならない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、

そのことは立証されなければならない。」

このように裁判における証言は慎重に扱われたので、当然ながら、偽証という罪はたい

へん厳罰に処せられました。偽証人は、自分が被告を陥れようとしたのと同じ罰を受けな

ければならないと定められました。たとえば律法では、「しかし、重大な傷害があれば、い

のちにはいのちを]与えなければならない。(出エジプト 21:23)と定められていましたから、

もしＡという人が「ＢさんがＣさんを殺すのを私は目撃しました」と証言したならば、Ｂ

さんは死刑にあたると証言したわけです。ですから、もしＡの証言が偽りであることが判

明すれば、Ａは死刑とされました。このようにして、偽証を防止する対策がとられたので

す。

「16,悪意のある証人が立って、ある人に不正な証言をする場合には、17**,争い合うこ

の二人の者は主の前に、その時の祭司たちとさばき人たちの前に立たなければならない。

18,さばき人たちはよく調べたうえで、もしその証人が偽りの証人であり、自分の同胞につ

いて偽りの証言をしていたのであれば、19,あなたがたは、彼がその同胞にしようと企んで

いたとおりに彼に対して行い、あなたがたの中からその悪い者を除き去りなさい。20**,

ほかの人々も聞いて恐れ、再びこのような悪事をあなたのうちで行うことはないであろう。

21,あわれみをかけてはならない。いのちにはいのちを、目には目を、歯には歯を、手には

手を、足には足を。」（申命記 19：16‐21）

目には目、歯には歯、手には手、足には足、いのちにはいのちです。偽証が、どれほど

重い罪であるかがよくわかりますね。神は真実のお方ですから、偽りを忌み嫌われるので

す。真実の神様は、私たちにことばの真実を求めていらっしゃるのです。

２．日常生活への拡張

最近、裁判員制度というのが出来て、一般国民も裁判に参加するような時代になりまし

た。とはいえ、日本の場合、私たちの多くはこの世の法廷で証言をするような機会は一生

のうちにほとんどないでしょう。しかし、つぎの世の聖なる法廷には一人の例外もなく被

告として出廷して証言することになります。｢人には一度死ぬことと死後に裁きを受けるこ

とが定まっている｣からです。

では、聖なる法廷ではどのようなことが問われるのでしょう。「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。」(2 コリント５：１０)とありますが、今日は

特にことばについて言われていることに注目しましょう。主イエスはその裁きにおいては、

私たちがこの世で口にしたことばの一つ一つについて各々その責任が問われるとおっしゃ

いました。

マタイ 12:36「わたしはあなたがたに言います。人は、口にするあらゆる無益なことば rema

について、さばきの日に申し開きをしなければなりません。37**,あなたは自分のことばに

よって義とされ、また、自分のことばによって不義に定められるのです。」

なんとこれほどまで神様は、私たちに自分の語ったことば rema に重い責任を問われるの

です。レーマは語られたことばです。「その口にするあらゆるむだなことばについて」とあ

ります。いったい、これほどの慎重さや責任感をもって私たちはことばを発しているでし

ょうか？文章に書くことばは重いけれど、話すことばは消えてしまうのであるいは軽く見
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ているかもしれません。けれども、口から発せられたことばも神の前では消えていないの

です。

「あらゆるむだなことば」と言われるのは、どういうことばでしょうか。「無駄な」と訳

されていることばアルゴンは、「不注意な careless」「効果のない ineffective」｢役に立た

ない useless｣といった意味ですが、主の最も大切な神への愛と隣人愛の戒めの観点からい

えば、「無駄なことば」とは、要するに、神を愛することに反し、そして隣人を愛すること

に反することばの全てです。ですから、神様をけがし、神様を怒らせ、神様を悲しませる

ようなことばであり、また、隣人を苦しめ、失意落胆させたり、あるいは隣人の評判を落

とす悪い噂を立てることや、偽りを言うことなどを意味していることになりましょう。こ

ういう「無駄なことば」について、終わりの日には私たちは神様の前で一つ一つ申し開き

をしなければならないのです。

３．ことばの真実

神のみことばに照らすとき、私たちは自分の唇がけがれていることを認めないではいら

れないのではないでしょうか。預言者イザヤは嘆きました。

「ああ。私は、もう滅びている。私はくちびるの汚れた者で、くちびるの汚れた民の間に

住んでいる」(イザヤ 6:5 私訳)

私たちキリスト者は、時々、神様の前で誓約をしますが、その誓いのことばに誠実であ

りたいと願います。あなたは洗礼のときに約束したことを守っているでしょうか。あるい

は結婚式のときに、神のみ前に約束したことを誠実に守っているでしょうか。

ことばは人を慰め励ますために与えられているのに、人を傷つけ意気消沈させてしまう

ことばを語ってしまう。あるいは、井戸端会議で、そこにいない人について欠席裁判をし

て、貶めたことはないでしょうか。アウグスティヌスは修道会の規則の中に、「そこにいな

い人を貶める発言をしてはならない」と定めたそうです。ところが、修道士が話し合って

いてもそういう欠席者について悪い噂を言う人々がいました。そのようなときには、アウ

グスティヌスは無言の抗議として静かにその席を立ったそうです。

私たちはみことばに照らすときに、自分の唇が汚れていることを認めざるをえません。

預言者イザヤのように、この唇を神様の御霊の熱い火によって焼いていただいて殺菌して

もらわねばなりません。イエス様の十字架の血潮によってきよめてくださいと祈らねばな

りません。

悔い改めた上で、積極的に主のために正しい証言者、ことばの真実に生きる者となりた

いと願います。最後にことばに関する薦めをエペソ書 4 章から二つ取り上げておきましょ

う。

第一は、偽りを捨て、真実を語るということです。

エペソ 4:25 「ですから、あなたがたは偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りな

さい。私たちは互いに、からだの一部分なのです。」

第二は、徳を養い、恵みを与えることばを語ることです。

エペソ 4:29 「悪いことばを、いっさい口から出してはいけません。むしろ、必要なとき

に、人の成長に役立つことばを語り、聞く人に恵みを与えなさい。」

神様を愛すること、隣人を愛することにおいて励みとなるようなことば、それが徳を養

い恵みを与えることばです。
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第十戒 満ち足りる

「あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ろば、

すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。」（出エジプト記２０：１７）

１． 欲と貪欲

人間の三大欲求とは食欲・睡眠欲・性欲だというそうです。そのいずれが欠けても、人

類は滅びてしまいます。また、知的な欲がなければ学問は進歩しないでしょう。欲それ自

体は神様の被造物ですから悪いものではなく、むしろ良いものです。

では、この第十番目の戒め「欲しがってはならない」とは何を意味しているのでしょう

か。｢欲しがってはならない｣ということばは、古い翻訳では｢貪るなかれ｣となっていまし

た。神様は欲自体が罪であるとはおっしゃいません。欲もまた人が生きていく上で必要な

ものです。ただ、どんな良いものも、ある許された範囲の中で用いられるかぎり良いので

あって、その範囲を越えると罪になります。自分に正当な権利があるものを欲することは

なんら問題ありませんが、自分に正当な権利がないものまで欲するとき、その欲はむさぼ

りという罪にあたります。それが、この第十戒のまず意味するところです。

「あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ろば、

すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。」

おなかがすいたから、自分の冷蔵庫のなかにあるものを欲しいとおもうのはよい。お金

を払ってパンを買って、まず自分の物としてから食べるはよい。しかし、おなかがすいた

からといってスーパーマーケットの食料品売り場のものを食べたいというのは罪です。自

分の奥さんとキスをしたいと思うのは良い事ですが、隣の奥さんとキスしたいと思うのは

罪です。自分に正当な権利がないものを欲しがってはいけないのです。隣人が幸せになる

とそれに妬みを感じて、その幸せを奪い取りたいと欲する、これが貪欲という罪です。

むさぼりの罪は、本人が神の前に罪を問われるだけでなく、たとえば隣人の妻に対する

欲情はやがて二つの家庭を破壊し、当事者だけでなく子どもたちの人生にも暗い影を落す

ことになります。

貪欲、つまり、自分に権利のないものを欲しがる罪は、個人の生活を悲惨なものとする

ばかりでなく、国や民族をも悲惨に陥れます。聖書は、使徒 17:26 「神は、一人の人から

あらゆる民を造り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、住まいの

境をお定めになりました。」と言っていますが、帝国主義者は神様にいただいた自民族の住

まいの境界を超えて、他の民族に与えられた領土や資源をも欲しがるのです。かつて、ス

ペインは「太陽の没することのない帝国」であると自らを誇っていました。その後、イギ

リスはスペインの無敵艦隊を滅ぼしてその植民地を引き継いで「太陽の没することのない

帝国」だと誇っていました。ですが、神様の目から見れば、帝国主義者の誇りは、我が国

は貪欲の罪をもって他民族の富を略奪するという罪を、世界の歴史上もっともたくさん犯

した極悪な国ですと言っているにすぎません。

他人事ではありません。私たちの国は明治維新以後、帝国主義列強に追いつこうとして

富国強兵に励みましたが、その結末があの敗戦でした。日本が明治を迎えた時代、アジア

では、イギリスはインド・ビルマ・マレーを食い物にし、フランスはインドシナ半島を食

い物にし、オランダはインドネシア諸島を食い物にし、アメリカはフィリピンを食い物に

し、中国もまたイギリスをはじめとする欧米列強に貪られつつありました。我国は、「大東

亜共栄圏構想」で、これらの欧米列強を追い出してアジアを解放し、共存共栄の世界を造

ろうと宣伝しました。しかし、矢内原忠雄は、日韓併合、満州国建国など我が国のしてい

ることもまた、欧米列強と同じむさぼりの罪であると喝破しました。その貪欲の罪に対す
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るさばきが、先の敗戦でした。そして結果的に、アジア各地に独立運動が起こり、かつて

アジアを貪り食っていた欧米列強もまた追い出されることになったのです。日本も、また

欧米列強もともに神から貪欲の罪に対する裁きを受けたのです。

貪欲という罪は、このように個人にも社会にも国にも悲惨をもたらします。現代におい

ても、湾岸戦争やイラク戦争は、実のところはこの地域の資源である石油ヘの貪欲が原因

でした。また、アフリカ各地の内戦で、少なくとも 1350 万人が故郷を失って難民となって

飢餓に瀕しています。その原因は、ダイヤモンドへの貪欲と貪欲の衝突です。世界のダイ

ヤモンドの 75 パーセントはアフリカ各地が産出しており、コンゴ、アンゴラ、シエラレオ

ネとその周辺諸国の争いはダイヤモンドをめぐるものです。「赤道直下のコンゴ民主共和国

の東部では、コンゴ領内から自国に攻めてきそうなゲリラ軍と戦うためという理由で、隣

のルワンダとウガンダから、それぞれ軍が侵入し、駐屯しているが、彼らの本当の任務は、

コンゴで採れるダイヤモンドや金などを持ち出すことです」(田中宇)。こうした争いのた

めに、何万という無辜の民が殺され、一千万人を超える難民が生じ、多くの男の子たちが

誘拐され兵士とされ、あるいは、少女たちは性的な慰み者とされているのです。

貪欲は恐ろしいものです。ヤコブ書が次のように指摘するとおりです。「4:2 あなたがた

は、欲しても自分のものにならないと、人殺しをします。熱望しても手に入れることがで

きないと、争ったり戦ったりします。自分のものにならないのは、あなたがたが求めない

からです。」

２． 十戒は内面を衝く

さて、第十番目の戒めには他の九つの戒めにない特徴があります。神様の目は私どもの

外側に現われた行いだけでなく、私どもの内面つまり心の中の思いまでも及んでいるのだ

ということを示しているという点です。1 番目から 9 番目の戒めは、外側に現われる行い

について戒めています。「あなたは自分のために偶像を作ってはならない」とか、「安息日

を覚えてこれを聖なる日とせよ」とか、「殺してはならない」とか、「盗んではならない」

とか、これらはみな外側に現われて人の目に映り、耳に聞こえたりする罪です。

人間の世界ではせいぜいうわべに現われた罪について非難されたり、罰せられたりする

だけです。心のなかで思ったことまでさばかれることはありません。また、人間の分とし

ては、外に現われたことまでしか裁くことはしてはいけません。もし裁判所が、「あなたは、

Ａさんに対して殺意を抱いたので、殺人未遂として処罰します」と言い出したら大変なこ

とです。権力による人間社会の秩序維持という面では、うわべだけで充分です。そうでな

ければ、権力が恐ろしい存在になります。

けれども、十戒を私たちにお与えになった神様は私たちを心ある存在としてお造りにな

りましたから、私たちの心の中までじっと見ていらっしゃり、終わりの審判においては私

たちの行いだけでなく、心の中までさばきます。神の前では、罪はうわべの問題ではなく、

私たちの内側の問題なのです。単にうわべのことであれば、神社でするように、はたきで

塵を払うようにお祓いでもすればよい。けれども、罪は内側の問題なのです。イエス様は

おっしゃいました。

「14,イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。「みな、わたしの言うことを聞いて、悟

りなさい。15,外から入って、人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出

て来るものが、人を汚すのです。」

17,イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちは、このたとえについて尋ねた。

18,イエスは彼らに言われた。「あなたがたまで、そんなにも物分かりが悪いのですか。

分からないのですか。外から人に入って来るどんなものも、人を汚すことはできません。

19,それは人の心には入らず、腹に入り排泄されます。」こうしてイエスは、すべての食
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物をきよいとされた。

20 イエスはまた言われた。「人から出て来るもの、それが人を汚すのです。21,内側から、

すなわち人の心の中から、悪い考えが出て来ます。淫らな行い、盗み、殺人、22,姦淫、貪

欲、悪行、欺き、好色、ねたみ、ののしり、高慢、愚かさで、23,これらの悪は、みな内側

から出て来て、人を汚すのです。」

主イエスがおっしゃるように、すべての罪は内側から出てきます。殺人は怒りや妬みや

憎しみといった内面の罪が芽が出たときにすぐ摘んでしまわなかった結果です。盗みは、

貪欲が生じた芽のときに摘み取らなかった結果です。

「貪ってはならない」という戒めは、罪というものが私たちのうわべの問題ではなく、

私たちの内側の深い所に巣食っている問題なのだということを明らかにします。パウロは、

次のように言っています。彼は９つの戒めはきちんと守ることができたので、自分は義人

だと自負していたが、第十番目の戒め「貪ってはならない」によって、自分は救いようの

ない罪人であることを悟ったと。(ローマ 7 章 7 節―13 節)

解決―――キリストにあって満ち足りる

私たちは、律法によって神様の義の基準を知り、自分の罪を悟ることができます。あ

る人たちは律法をさらに細かく規定すれば、罪が防止できると考えます。けれども、神様

の前で本当に罪の問題を解決するためには、私たちが新しく生まれ「満ち足りる」ことが

必要なのです。満ち足りていれば欲しがりませんから。

神様に愛されていることを知るとき、私たちの心は満ち足りて、人をねたむ必要がなく

なります。ある牧師さんが子どものころの経験を話していました。小学生のとき、遠足に

行った話をしていました。Aさんという女の子がいました。B くんがみんなが持ってきてい

ない当時は珍しいチョコレートをもってきて、A さんにみせびらかしたそうです。でも A

さんはにこにこ笑っていて、全然うらやましがらなかったのです。後でわかったのですが、

Aさんのおうちはお菓子屋さんだったのです。

貪りとは、隣人の幸せを妬み、それを欲しがることですが、神の愛に満ち足りるとき、

私たちは｢喜ぶ者とともに喜び、泣く者とともに泣く｣ことができるようになります。地上

ではなお罪深い肉の性質に悩まされますが、神さまが私に注がれている愛の豊かさを知れ

ば知るほど、私たちは貪りという罪から真に解放され、御国に帰る日には完全に貪りの罪

から解放されて愛に生きる人となることができます。ですから、天国はまさに愛の園なの

です。

「正直いうと、神様に愛されていることが、私にはよくわからないのです。」という方が

いらっしゃると思います。そういう方は、神様に「神様、あなたがどれほど私を愛してお

られるかをはっきりと教えてください。」と祈ればよいのです。そういう祈りは必ず聞かれ

ます。なぜならば、それはみこころにかなった祈りだからです。


