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「私達が求める平和と希望とは？」 
 

1 このように、わたしたちは、信仰によって義とされたのだから、
わたしたちの主イエス・キリストにより、神に対して平和を得てい
る。2 わたしたちは、さらに彼により、いま立っているこの恵みに
信仰によって導き入れられ、そして、神の栄光にあずかる希望をも
って喜んでいる。3 それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜ
なら、患難は忍耐を生み出し、4 忍耐は錬達を生み出し、錬達は希
望を生み出すことを、知っているからである。5 そして、希望は失
望に終ることはない。なぜなら、わたしたちに賜わっている聖霊に
よって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからである。6 わ
たしたちがまだ弱かったころ、キリストは、時いたって、不信心な
者たちのために死んで下さったのである。7 正しい人のために死ぬ
者は、ほとんどいないであろう。善人のためには、進んで死ぬ者も
あるいはいるであろう。8 しかし、まだ罪人であった時、わたした
ちのためにキリストが死んで下さったことによって、神はわたした
ちに対する愛を示されたのである。9 わたしたちは、キリストの血
によって今は義とされているのだから、なおさら、彼によって神の
怒りから救われるであろう。10 もし、わたしたちが敵であった時で
さえ、御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受け
ている今は、なおさら、彼のいのちによって救われるであろう。11
そればかりではなく、わたしたちは、今や和解を得させて下さった
わたしたちの主イエス・キリストによって、神を喜ぶのである（ロ
ーマ５章１節―１１節） 

私達は毎週の礼拝においてローマ書を見ておりますが、今日からロ
ーマ書の５章を見てまいりましょう。ここにいたるまでは、どちら
かというと人間の闇について書かれていたローマ書でありましたが、
この章にはその人の闇を打ち破るような言葉が書かれています。こ
れらの箇所とじっくりと向かい合います時に私達は幾つかの言葉に
目がとまります。それは「平和」であり「希望」であり、今日は特
にこの二つを見ていきたいと願っております。まずここに記されて
いる平和について見てまいりましょう。 
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平和                                

１節を見ます時に「このように、わたしたちは、信仰によって義と
されたのだから、わたしたちの主イエス・キリストにより、神に対
して平和を得ている」（ローマ５章１節）と書かれています。聖書
の中には度々、ここに記されている平和という言葉がでてきます。
この平和は私達が一般的に思っているような、ただ「争いがない状
態」とか「誰も自分に危害を加えることのない状態」というような
意味を表すのではなく、聖書の中でこの平和はいつもある言葉とペ
アーになって出てきます。いくつか聖書の言葉を紹介したいと思い
ます。 

「正義は平和を生じ、正義の結ぶ実はとこしえの平安と信頼であ
る」（イザヤ書３２章１７節）「いつくしみとまこととは共に会い、
義と平和とは互いに口づけし・・・」（詩篇８５篇１０節）そして、
今日の箇所にもこう書かれています「このように、わたしたちは、
信仰によって義とされたのだから、わたしたちの主イエス・キリス
トにより、神に対して平和を得ている」（ローマ５章１節）と書か
れています。 

これらの御言葉に共通することにお気づきになりましたでしょうか。
そうです、これらの聖書の言葉を見る時に「平和」は常に「義」と
共にあるということが分かります。すなわち「正義が平和を生じ、
正義の結ぶ実はとこしえの平安と信頼」であるということ、また
「義と平和とは互いに口づけするほどに二つで一つもの」であり、
さらには今日の箇所にあるように「我々は信仰によって義とされて
いるのだから、神に対して平和を得てる」と書かれているとおりで
す。 

それでは、ここでいうところの「義」とは何かと言いますと、それ
はまさしく、読んで字のごとく「義しい」ということなのでありま
す。しかし、それは私達人間が判断するところの「これは義しい、
これは正義だ」ということなのかというとそうではないのです。な
ぜなら、私達が言うところの「義」は、常に正しく、そこに平和が
常にあるとは言い切れないないからです。私達の義が他者にとって
は災いとなる、悪となることがあるからです。今日、言われている
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「聖戦」と呼ばれるような戦争もそうです。これは聖なる戦いだと、
正義のための戦いだと言われている戦争が実は、他者、他国にとり
ましてはそうではなく、そこから平和が生まれるどころかさらなる
武力による破壊がなされることがこの世界には多々あるからです。
聖書に書かれている平和とそれに共なる義とは私達がこの世で言っ
ているそれとは異なるのです。 

それでは、聖書が言っている「義」とは何なのでしょうか？今日の
箇所がそのことに光をあててくれます。すなわち「このように、わ
たしたちは、信仰によって義とされたのだから、わたしたちの主イ
エス・キリストにより、神に対して平和を得ている」というところ
の「私達の主イエス・キリストにより、神に対して平和を得てい
る」ということです。このことを別の言い方で言うならば私達は主
イエス・キリストによって与えられる義によって、神に対して平和
を得ているということです。それでは、主イエスによって与えられ
る義とは何なのでしょうか。 

教会で繰り返し語られますように私達は神の前に罪人だと聖書は言
います。そして神は完全に義なるお方、正しいお方であります。ゆ
えにこの完全に正しいお方の前に罪人である私達は決して胸をはっ
ては立ちえないものであります。 

神は完全に正しいお方でありますゆえに、罪と共におることができ
ません。神様はその完全なる義ゆえに罪をそのままにしておくこと
はできず、その罪は必ず裁きを受けなければならないものなのです。
そうでなければ神の完全な正さは全うされないからです。 

この神の前にある人の罪については世界の多くの宗教もとりあげて
いることでして、この罪からの解放というものを救いの道として説
いています。例えば自らの身をきよめることにより罪をきよめると
か、何かしらの儀式によりその罪がなくなるとか、悪質な新興宗教
となりますと何百万もするハンコや掛け軸を売ることによりあなた
の罪は取り去られると説きます。 

しかし、聖書はこれら人間の側からすること、すなわち自ら滝の水
を浴びるとか、自らお香を焚いている部屋で瞑想するとか、自ら金
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銭を払うことによって何かをいただこうというようなことでは罪か
らの救いはないと断言します。そう、そのように人間の側から神に
手を伸ばし、その手で救いをつかみ取ることは決してないのだと聖
書は言うのです。 

それでは神はその人の救いのために何をなさったのかということに
なります。神はあちらの側から人間に手を差し伸べられたというの
です。それが旧約聖書に記録されている神と人間との歩みであり、
またこのことが最も顕著にあらわされたのがイエス・キリストがこ
の地にお生まれになられたということであります。そう、こちらか
らは決して近づくことができない、触れることができない神の座に
おられるお方が、私達、全ての人間のためにこちら側に来られたと
いうのがクリスマスなのです。 

そもそも私達が受けねばならぬ自分の罪の代価は何なのか。それは
死だと聖書は言っています。これらのことを考えますと私達は絶望
的な存在に思われます。どこを見回してもこのことに対する解決が
ないからです。しかし、一つだけ、そう一つだけその死から免れる
方法があります。何でしょうか。それは私達の罪の罰を誰かが私達
に代わって受ける時に、私達の罪に対する罰はその人の死という代
価によって支払われ、私達の罪の罰を神はもはや問われないという
ことです。そして、その身代わりこそがイエス・キリストの十字架
なのです。。９節に「わたしたちはキリストの血によって、今は義
とされているのだから、なおさら、彼によって神の怒りから救われ
るであろう」と書かれているとおりです。神は私達の代わりに私達
の罪の罰を受けて十字架にかかり、血を流して死んでくださった、
そのイエスの死ゆえに私達の罪は赦されるというのです。私達自身
は正しくはない者でありますのに、一重に全てイエス・キリストの
十字架ゆえに私達は神の前に義なる者とされ、神に対する平和を得
るのです。 

この救いは全ての人間に神が与えられるものでありますが、しかし
一つだけ条件があります。それは私達がこのイエス・キリストは己
が罪のために十字架にかかり、私達のためにその命を捨ててくださ
った、ゆえに私は私の罪を神に悔い改め、このイエス・キリストが
私に与えてくれる救いを信じる時にまさしくこの救いは成就すると
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聖書は言います。１０節に「もし、わたしたちが敵であった時でさ
え、御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けて
いる今は、なおさら、彼の命によって救われるであろう」と書かれ
ておりますように、神の側から私達に御子イエス・キリストを通し
ての和解の勧めがまずなされており、私達はそれを信じて受け取る
のです。この和解はあちらから先に私達に与えられているものなの
です。まさしく、これが聖書が言っているところの神の義であり、
神が私達に与えてくださる平和なのです。 

かつて新宿、歌舞伎町でスカウトされてヤクザになられた方が回心
してクリスチャンになりました。極道の道を歩み始め、「刺せば監
獄、刺されれば地獄」というようなことが日常となる毎日を過ごし
ていました。町を歩いていてもいつ後ろから刺されるか分からない、
抗争があれば飛んでいく。そんな生活をしながら、とうとう捕まり
懲役に服すようになります。監獄には色々な人間が収監されており、
中には塀の外で敵対関係にあった者、命狙われていた者と鉢合わせ
になることもあります。そんな恐ろしさからこの方は眠れない日を
過ごします。そして、そんな時、獄屋の中で聖書を手にとって読む
ようになります。 

そんなある日、聖書を開いていますとルカによる福音書１２章４節
―５節の言葉が目にはいりました「そこでわたしの友であるあなた
がたに言うが、からだを殺しても、その後でそれ以上なにもできな
い者どもを恐れるな。恐るべき者が誰であるか、教えてあげよう。
殺した後で、さらに地獄に投げ込む権威のある方を恐れなさい。そ
うだ、あなたがたに言っておくが、その方を恐れなさい」。 

「殺す」という言葉はこの方にとって身近な言葉でした。その言葉
を思えば、体が熱くなることもあれば、恐怖で眠れない日もあり、
恐れを紛らわすために覚せい剤にも走りました。しかし、今、自分
の前に開かれている聖書は「体を殺してもそれ以上は何もできない
者どもを恐れるな」と書いてあります。さらには「恐れるべき方は
殺した後で、さらに地獄に投げ込む権威のある方なのだ」と書かれ
ています。この御言葉を読んだ晩、彼は何も心配せずに、ゆっくり
と眠ることができたといいます。 
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主イエスの十字架によって義とされるとは、我々の命を地獄に投げ
込むことができる権威をもっている神と和解をすることです。そこ
に本当の平和があるのです。平安があるのです。このヤクザがいつ
刺されるかという状況はその前の晩と何ら変わりません。しかし、
彼は本当に恐れるべき存在を知った時に、それまで恐れていたもの
を恐れることなく、その晩から安んじて眠ることできたのです。 

イエス・キリストはこの世を去る時、形のあるものは何一つ残して
いかれませんでした。私には枕する所もないといわれたお方ですか
ら、自分の財産を何も残されませんでした。しかし、実は私達に残
していかれたものがあります。何だかご存知でしょうか。 
 
ヨハネによる福音書１４章はキリストが十字架にかかる数時間前に
語られた言葉を記録しています。その１４章の２７節においてイエ
スは言われました「私は、平安をあなたがたに残して行く。わたし
の平安をあなたがたに与える。わたしが与えるのは、世が与えるよ
うなものとは異なる。あなたがたは心をさわがせるな、またおじけ
るな」。イエス様が残していかれたものは、この世が決して与える
ことの出来ない平安でした。 
 
皆さんは聖歌の中にある「やすけさは川のごとく」という歌とその
歌がどんな時に作られたかをご存知でしょう。 
 
「安けさは川のごとく、心浸す時、悲しみは波のごとく、わが胸、
満たす時」で始まるこの歌はシカゴの弁護士だったスパフォードと
いう人によって書かれました。彼は１８７１年に起きたシカゴの大
火で、財産をすべて失ってしまいました。そして、２年後、新しい
人生を始めようと妻と４人の子供たちをヨーロッパへ送りましたが、
彼らを乗せた船は、ニューヨークの港を出て、６日後、大西洋の真
中で、帆船と衝突してしまい、彼はその４人の子供達全てを失った
のです。 
 
悲報を受け、妻を追ってヨーロッパへ向かいますが、その航海中、
事故した辺りを通過する際、愛する子供達を飲み込んだ見つめなが
ら、とめどもなく涙が流れ、一晩中、はりさけるような悲しみを神
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に訴えました。絶望し、嘆き悲しむ彼は、突然、主イエスの臨在を
感じる不思議な体験をし、大きな主の平安に包まれ心が満たされま
す。そう彼の子達は亡くなる前、主イエスを信じ、神との和解を受
け、救いへと導かれていました。それゆえに彼の心には人知ではと
うてい知りえない平安が包みました。そのような中で彼はこの歌を
作ったのです。 
 
「安けさは川のごとく」 
新聖歌 252 番 
 
安けさは川のごとく 心浸す時   
悲しみは波のごとく わが胸満たす時 
すべて 安し 御神共にませば 
 
悪しき者 迫りくとも 試みありとも   
御子イエスの血のいさおし ただ頼むわが身は 
すべて 安し 御神共にませば 
 
見よ わが罪は十字架に 釘づけられたり  
この安きこの喜び 誰も損い得じ 
すべて 安し 御神共にませば 
 
よし天地 崩れ去り ラッパの音と共に   
御子イエス現るるとも などて恐るべしや 
すべて 安し 御神共にませば 
 
この歌はパウロが言っているように、キリストにある義と平安がま
さしく口づけしている歌ではないでしょうか。キリストにある義ゆ
えにスパーフォードの心はこの世が決して与えない平安に満たされ
たのです。ご自身の命を惜しまずに私達のために死なれたお方、そ
してその死から復活されたお方が今も私達と共にいるではないか、
我が愛する子達はこのイエスと今共にいるではないか、命を捨てて
まで私達を愛された主が今、彼らと共にいるではないか、私の身に
起きたことに対して、今のこの私の心を人が知る時、それは信じが
たきことであろう。自分自身でさえ思う、いったい何なのだろう、
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この平安は。しかし、私の今の心境を一言で言い表すのなら、やは
りそれは平安という言葉に尽きるのだ。二番目のことをお話ししま
す。それは希望です。 
  
希望 
 
2 わたしたちは、さらに彼により、いま立っているこの恵みに信仰
によって導き入れられ、そして、神の栄光にあずかる希望をもって
喜んでいる。3 それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら、
患難は忍耐を生み出し、 
4 忍耐は錬達を生み出し、錬達は希望を生み出すことを、知ってい
るからである。5 そして、希望は失望に終ることはない。なぜなら、
わたしたちに賜わっている聖霊によって、神の愛がわたしたちの心
に注がれているからである。 
 
読んでお分かりになりますように、この２節から５節の間に「希
望」という言葉が３回出てきます。そして、これらの希望は患難と
いう言葉と並べられているのです。患難とは「困難、試練」と置き
換えられる言葉だと思います。パウロはこの「患難」と「希望」は
「義」と「平和」が切り離せないように、別々にすることはできな
いと言っているのです。 
 
患難、困難、試練は誰の上にも降りかかってきます。小さな幼子に
も彼らなりの試練というものがあります。幼子にも青年にも、壮年
にも、熟年にも老年にも試練はあるのです。学校での人間関係、職
場での人間関係、夫婦関係、親子関係、経済問題、健康問題、挙げ
たら切りがありません。そして、これらの困難によって私達は打ち
のめされたりすることがあるのです。 
 
この困難、試練にとって一筋の光となるものは「希望」です。希望
さえあれば、私たちは困難の中を突き進んでいくことができます。
でも、希望も時には「ぬか喜び」になります。握りしめていたもの
希望ではないということを知るならば、それは大きな失望となって
私達を襲うことでしょう。海上で遭難した人がもつ希望とは何でし
ょうか。四方３６０度全てが海というような状況で、近くに船が通
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るということです。それが希望です。その瞬間を思い描きながら、
明日も生きながらえようと思うのです。しかし、よく映画で見るよ
うに、せっかくこちらからは船が見えていても、その船が自分に気
がつかないで遠ざかっていく。目の前にあった希望が瞬時に失望と
なる瞬間です。 
 
私達には希望が必要です。しかし、条件があります。それは、私達
が望む希望は失望とならない希望だということです。パウロはそん
な私達の気持ちを知っているかのごとくに５節に書いております
「希望は失望に終わることはない」（ローマ５章５節） 
。 
 
このパウロはかつてキリストを知らずに生きていた自分についてエ
ペソ書２章１２節においてこう言っています「またその当時は、キ
リストを知らず、イスラエルの国籍がなく、約束されたいろいろの
契約に縁がなく、この世の中で希望もなく神もない者であった。」 
 
なぜ、彼はこの世の中で希望がない者であったと書いているのでし
ょうか。その時、彼は打ちひしがれてしまうような貧困や試練の中
にいたわけではなく、人々から敬意を受けることができる地位があ
り、保証された将来もありました。しかし、その心の中にある漠然
とした不安、今、自分がしていることを突き詰めていってもその後
に何があるのかという漠然とした不安がありました。成功者であり
ながら、希望がないということ、ある方がいみじくも言ったように、
私たちは安心と呼ばれるものを回りにかき集めれば集めるほど、さ
らに強い不安に襲われるもののです。 
 
しかし、そのパウロが既にお話ししましたようにローマ書５章１－
２節において「このように、わたしたちは、信仰によって義とされ
たのだから、わたしたちの主イエス・キリストにより、神に対して
平和を得ている。わたしたちは、さらに彼により、いま立っている
この恵みに信仰によって導き入れられ、そして、神の栄光にあずか
る希望をもって喜んでいる」と言っているのです。 
そして、その理由は彼は信仰によって義とされ、神に対して平和を
得ているからであり、ゆえに神の栄光にあずかる希望が私にはある
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のだというのです。そして５節においてパウロはそのことがどうい
うことなのか、具体的に書いています「希望は失望に終わることは
ない。なぜなら、わたしたちに賜っている聖霊によって、神の愛が
私達の心に注がれているからである」（ローマ５章５節）。 
 
神の愛があるから私の希望は失望に終わることはない。たとえ、も
う駄目だ、絶望だと思われる状況の中にいる時にも、私達には神の
愛が注がれているとパウロは言うのです。ヤクザが獄屋に捕らわれ
ていながら、そこで平安を見出したこと。スパフォードが家族と財
を失いながら、そこに平安を見いだしたということ。そこには神の
絶対的な権威と神の愛がありました。かつては神なく希望もなく生
きていたパウロが、今や希望は失望としては終わらない、私は今は
希望をもって喜んで生きていると言いました。なぜなら、神の愛が
私の心に注がれているからであるとパウロは言いました。神の愛と
は何か、それは十字架に私のために磔にされたイエスのうちに余す
ところなくあらわされている、このことにより私はキリストにあっ
て神の栄光にあずかることができるのだ、これを希望と呼ばずに何
と呼ぼうというのです。 
 
実に私たちの本当の平安と希望はこのキリストの十字架にあるので
す。スパードルは「悲しみが波のごとく、わが胸を満たす」と歌っ
た時、思ったに違いあません。今の私の心境は誰も信じられないだ
ろう、自分ですらも信じられない、なぜならこのような状況にあり
ながらも、私の心には今、キリストにある平安があるのだから。そ
のような平安を私達に与えてくださるキリストこそが私達の希望な
のです。私達のためにその命をお与えくださったほどにキリストは
私達を愛しているということ、そこに私達の平安と希望はあります。 
 
平和と唱えられるもの、希望と呼ばれるようなものが私達の世界に
はあります。しかし、その多くは何と時間的に、地理的に、状況的
に限定的なものでしょうか。それらに対して、キリストがくださる
平安はこの世のものとは異なり、その希望は決して失望に終わるこ
とがないのです。お祈りしましょう。 
 
 


