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「地道な研究の継続」 

水間照弥 東京ミッション研究所理事長、ＪＨＣ新井教会牧師 

東京聖書学院教授 

東京ミッション研究

所は、日本並びに日

本人の特質をよく理

解した上で福音宣教 

をし、その方法を研究していこうという目的で始

められました。従来の宣教はどちらかというと、

そのような国情や国民性を無視したり、その方

がより効率的だという考えで、推し進められてき

たのではないでしょうか。その結果は空回りす

る事が多く、宣教の拡大には至らず、今日まで

百有余年が過ぎたのが実情です。 

そこで TMRI の発起人となられたロバート・リ

ー博士は、このような日本宣教の百有余年を

振り返り、それらの歴史的現実を踏まえた上で

日本宣教のあり方を研究することを提案されま

した。まず日本は島国であり、かつては長く諸

外国との交流を絶った時代もあり、その間に日

本固有の思想や文化などを育んできました。そ

の中心的な役割をなしたのは神道であり、シン

トイズムであったと言えます。 

私の田舎は鷹巣山を真中にして、その周囲

を囲むような形で出来ています。その山の頂に

は神社があり中腹には真言宗と浄土真宗の寺

院があり、平地に集落と新興宗教の集会所が

あるといった状況です。ある人が「これは、この

国に入ってきた宗教の歴史的順序を表してい

る」と言っていましたが、私はこれはそれだけで

なく、この田舎に住んでいる人たちの心に占め

る領域の割合や生活に与える影響ぶりを表し

ていると思っています。 

私の実家では朝起きたら、まず神棚に水を

あげ、仏壇に線香をたき、お経をあげ、天理教

の祭壇にお米と水を捧げお祈りをしてから朝食

をいただき一日をスタートします。これを来る日

も来る日も繰り返し今でも続けています。 

 このような在り方、生き方を延々と繰り返して

いる日本人が多い所でキリスト教の福音宣教

に効をもたらすのに単なる押し付けが果たして

役に立つでしょうか。リー博士が提案されてい

るように、まず日本の国情やシントイズムが核と

なって形成されている国民性を理解するところ

から始めるべきであろうと思います。私自身、リ

ー博士の提言を受ける以前からそのことを研

究し、対応に努めてきましたが、思ったようには

功を奏していないというのが実情です。これか

らも、地道な研究が共同作業として続けられて

いくことが求められます。 

 宣教は、「聖霊によらなければ、だれも『イエ

スは主である』ということができない。」と聖書に

あるように、人間の努力や知的営みをも超えた

ところで進んでいきます。それを踏まえるなら、

その地道な研鑽すら主の前に頭を垂れる必要

があるでしょう。 
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※本稿は、23 日（月）から 25 日（水）に開催さ

れたＴＭＲＩ夏季学校の初日に語られた内

容の原稿に著者が手を加えたものを編集し

たものです。 

Ⅰ 知恵文学 

旧約聖書の知恵文学として、「箴言」、「伝道の

書」、「ヨブ記」の三つがあげられる。さらに、中間時

代以降の知恵文学として、旧約聖書続編（アポクリ

ファ）に収められている「シラ書（ベン・シラの知恵）」

と「知恵の書（ソロモンの知恵）」がある。これらの文

書を一読すると、内容や形式の一貫性を見いだす

ことができると共に、それぞれがもつ、異なったニュ

アンスに気付く。その理由の一つに、知恵そのもの

が幅広いことがあげられる。 

旧約聖書には、大きく分けて三種類の知恵が存

在する。第一に、生活の実際的な技能としての知

恵。次に、短いことば人生、家族や国のあり方にま

での指針を提供する箴言としての知恵がある。最後

は、モノローグや対話、小品や物語を通して、生き

る事の意味、成功への道、苦難の問題などの人間

の直面する根本的な問題を問いかける思索として

の知恵である。 

このようにして、多様性に満ちた知恵文学である

が、旧約聖書はそこに統一性をもたらすような、一

人の王の存在を示唆している。それは、ソロモンで

ある。ユダヤのラビの伝統によると、「ソロモンは思

春期に雅歌を書き、成熟した知恵をもって箴言を

書き、老齢時に迷いからさめて伝道の書を書いた」

（Rabbi Jonathan in Song of Songs Rabbah）と言わ

れている。事実、箴言は「ダビデの子、イスラエルの

王ソロモンの箴言」（箴言 1:1）をもって、雅歌は「ソ

ロモンの雅歌」（雅歌 1:1）をもって始まっており、ソ

ロモンの名が記されている。ただし、伝道の書は「ダ

ビデの子、エルサレムの王である伝道者の言葉」

（伝道 1:1）と記しているが、「ソロモン」とは明記され

ていない（が、うっすらと示唆されている）。さらに、

アポクリファである「知恵の書」には「ソロモンの知恵」

という副題が記されている。このようにして、ソロモン

と知恵文学とは密接に結びついている。 

なぜ、このようにソロモンと知恵が密接に結びつ

いているのだろうか。それは、Ⅰ列王記に記されて

いるソロモンの記事において、彼の信仰者としての

姿は「知恵」と結びつけられている（3:3-28、4:29-34、

10:1-10）からである。そして、知者としての彼の姿は、

聖書においては一貫して積極的に評価されている。

なお、この結びつきの原点は、ギベオンにおける夢

の段で、自分の長命、富、敵の命をソロモンは求め

ず、むしろ知恵を求めた点にあるだろう（Ⅰ列王

3:11-14）。 

また、Ⅰ列王 4:29-34 に描かれているように、箴

言と歌、被造物としての草木と獣と鳥と這うものに関

する知識（創世記 1～2 章参照）は、芸術のパトロン

としての王の姿をあらわしているのと同時に、天地

創造の神の「代理人」としてこの世界を治める上で

重要なものであったと考えられる。 

ソロモンの知恵が、「東のすべての人々の知恵と、

エジプト人のすべての知恵」（4:30）と比較されてい

ることからわかるように、知恵文学というジャンルの

文書は、イスラエルに限られたものではない。広く

古代近東の各国、特にエジプトとメソポタミアに存

在していた。そこには、人間の治世の賛歌、世界や

社会の様々なものごとの動き方に適用される様々

な手法がつづられているし、長い時間の中で試さ

れ、真実であることが明らかになった、伝統的なアド

バイスとしての格言が数多く含まれている。 

東に行けば、メソポタミアにおいては、シュメール

の格言や諺が収集されたものや1、「シュルッパクの

訓戒」（シュルッパクは古代メソポタミアの町の名、シ

ュメール王朝の時代、紀元前三千世紀）やアッカド

時代の「知恵の助言」という格言を中心としたものが

2014 年 6 月 23 日（月）～25 日（水）夏季学校より 

       旧約聖書の知恵文学 
 ―神のかたちに造られた人の普段の生活を考える― 

鎌野直人（関西聖書神学校教授） 
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ある2。さらに、敬虔な人が直面した災厄について記

した「人とその神（シュメールのヨブ）」やそのアッカド

版もある。その一方で、エジプトには、「訓戒」と呼ば

れる知恵のことばの選集が存在している。特に有名

なのは新王国時代の「アメンエムオペトの訓戒」と呼

ばれるもので3、箴言 22:17-23:14 と重なる箴言が数

多く含まれている4。また懐疑主義に満ちた書なども

ある。その他にもウガリット、アラム、ヘテなど、イスラ

エル近郊の国々の知恵文学も存在している。このよ

うにして、知恵文学は国際的な広がりをもっている。

それは、人間の経験には一定の共通性があるから

であり、同じ格言などが他国へと広がっていったこと

もあるだろう。 

Ⅱ 知恵はどこにあるのか 

さて、知恵文学は比較的近年まで、旧約聖書の

中でも比較的軽視されてきた。そして、その神学的

な考察の中でも、あまり重要な位置を占めてはこな

かった。クリストファー・ライトは、『神の宣教』の中で

知恵文学を「宣教と神のかたち」という章において

創造論と人間論の枠組みで理解しようとしている。

そして、知恵文学には三つの特徴があると、概説し

ている。 

まず、先に述べたような周辺諸国との知恵文学と

の接点があるために、旧約聖書の中で、最も国際

的な文書である。それは、人間が直面する共通の

課題について取り扱っているからである。しかし、他

国の知恵を単純に輸入するのではなく、イスラエル

の信仰において不適切なところは取り除いた上で、

取り込んでいる5。次に、知恵文学は、律法や預言

者とは異なり、より普遍的な創造論に基づいた道徳

秩序に則った神学と倫理を述べている。被造物で

あるという共通性と同じ神の下にある（そう信じてい

る、信じていないにかかわらず）共通性が、対話と

いう道を開くと理解している6。三つ目に、知恵文学

は、人間の経験や神の啓示においてさえも、満足

な答えを得ることができない疑問をあえて挙げ、そ

れに対して正直に向きあうことを語っている点で評

価している7。 

ライトのこれらの評価に同意できるが、これらの三

つの特徴に限定して旧約聖書の知恵文学を考える

とき、やはり、旧約聖書神学の中でこれらの文書は

それほど重要な位置を占めているわけではない、と

言わざるを得ない。ライトの著書の副題が「聖書の

壮大な物語を読み解く」となっているが、この「壮大

な物語」と知恵文学との接点は、ほとんど述べられ

ていないからである。むしろ、彼が知恵文学を「宣

教と神のかたち」の章において議論していることこそ、

壮大な物語との接点ではないだろうか。つまり、知

恵文学とは、「神のかたち
、、、、、

」に生きるという人間に与
、、、、、、、、、、、

えられた使命
、、、、、、

（ミッション
、、、、、

）の本質に関わる課題につ
、、、、、、、、、、、

いて取り組んでいる
、、、、、、、、、

のだ8。  

これからしばらく、創世記、特に 1:26-28 で取り上

げられている「神のかたち」について振り返りつつ、

そこから「神のかたち」と知恵文学との関わりについ

て考えてみたい。 

Ⅲ 神のかたち 

「人が神のかたちに創造された」とはどういう意味

だろうか。様々な議論があることを踏まえた上で、こ

こではテキストの歴史的、文化的、文脈的な背景を

十分に考慮した、S. Dean McBride Jr.の理解を起

点として考えてみよう。 

アダムとして存在している人は、生きている
イコンである。「神のかたち」とそれにともなう
祝福によって、天における神の境遇と対と
なる地上での存在になるための力が彼らに
与えられている。人間は「神の顕現」という
特有な目的をもって創造された。つまり、従
来の聖所において祭礼に用いられる像が
本来するように、宇宙という神殿の中心の聖
堂において主権者である神の臨在を代表、
もしくは仲介する9。 

「神のかたちに造られた人」のいくつかの特徴を

挙げておこう。まず、他の被造物とは異なる力を人

は神から受けている。神から与えられたこの力は単

に人を他の被造物と区別するだけではなく、人に与

えられた、地上での特別な使命と密接に結びつい

ている。次に、「神のかたち」10であるがゆえに、人は

神ではないが、地上においては天における神と対と

なる特別な存在である。宇宙という神殿のまん中に

置かれた神の像として、神の臨在を地上で代表し、

神のわざを他者へと仲介する。代表と仲介が人に

与えられた使命である11。このように、人は神との特

別な関係にあるが、他の被造物と同様に神に絶対

的に依存しており、他の被造物と「被造物」という意

味でのひとつの家族を構成している12。神と被造物

の関係の厳密な区別は存在しているが、人は世界
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において、ある意味、あいまいな存在でもある。 

創世記 2章に進むとき、神のかたちに造られた人

は、創世記 1:1-2:3 において神がなした行動と同じ

行動、名づけるという行為を行っている（  קרא

［Qal］）。第一日目に、神は光と闇を名づけ（1:5）、

第三日目に陸や海とを名づけた（1:10）。その一方

で、神のかたちにつくられた人は、神が創造し、連

れてきたすべての獣と野の生き物と空の鳥に名を

つけている。 

神である【主】は土からあらゆる野の獣と、あ
らゆる空の鳥を形造り、それにどんな名を彼
がつけるか（א־ַהמ を見るために、人（ֹ֑ול־אְָקרִּ
のところに連れて来られた。人が生き物に
つける名はみな（ ְו ר ְֹ֩לכ א־ִהמ אֶׁ֨ שֲ ה ֹוְָקרִּ  לִּ דָאִּ 
ש   ַל ׁשפ それがその名となった。人はす、（֑האִּ
べての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名
をつけた（א ה ֹ֩אְָקרֲִּ מש לִּ דָאִּ  ֹומ しかし人に。（ ֹו
は、ふさわしい助け手が見つからなかった
（2:19-20）。 

さらに、クライマックスとして、人のふさわしい助け

手を「女」と命名している。人は言った。「これこそ、

今や、私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女

と名づけよう（א ה ְו ת רֹו ֹוָקִּ ל אש  これは男から取ら。（ָא ִִּ

れたのだから。」 （2:23） 

そして、彼女をエバと呼んだ（3:20）。五書を読み

進めていくときに、神がイスラエルに対して命じてい

る行動も創世記 1:1-2:3 で神自身が行っているもの

であることがわかる。 

まず、神は「区別すること」（בָאה ［Hiphil］）によっ

て世界を創造された。神が光と闇を分けられたこと

（1:4）、水を分けられたこと（1:7）からも明らかであろ

う。一方で、五書においてイスラエル、特に祭司は

聖なるものと俗なるものを「区別して生きる」ように求

められている（たとえばレビ記 20:25）13。次に、神は

「七日目に休まれること」（בש  ［Qal］）によって世

界の創造を完結したと描かれている（2:1-3）。その

一方で、イスラエルの民は「第七日目に仕事を全く

止める」ように命令されている（たとえば出エジ

20:8-11）14。 

さらに、「祝福する」（ברך ［Piel, Niphal, Hithpael, 

Qal passive］）に注目してみよう。神はその創造のわ

ざの中で多くの被造物を「祝福」している。第 5日目

に水の中に群れる様々な生き物たちを、そして空を

飛ぶすべての鳥たちを創造され、そしてそれらのも

のを「祝福」された（創 1:22）。続いて第 6 日目には

人を男と女に創造され、「彼らを祝福」された（1:28）。

この祝福は造られた生き物がその数において繁栄

することを通して（「産めよ、増えよ」［1:22, 28］）、さ

らには神のかたちに創造された人が委ねられた働

きを全うすることによって（「地を従わせよ」［1:28］）

現実のものとなっていく。そして、第 7日目に神はそ

の創造の働きを休まれ、さらには「第 7日目を祝福」

された（2:3）。このように神は「自らが創造されたもの

を祝福される神」である。その一方で、神はアブラム

に対して、「あなたは祝福となれ」（12:2、私訳）と命

じられている。 

これらの検討からわかるように、人の使命、そして

イスラエルの使命には、天における神と対となる存

在として、神のわざと同じわざを地上で行うことが含

まれている。つまり、「神のかたちに生きる」ことを通

して、人は、そしてイスラエルは、「地上における神

の顕現」として生き、神を代表し、そのわざを仲介し

ているのである。別の観点から考えるならば、被造

物を治めるにあたって、神は直接的な介入を控え、

むしろ地上において自らの像である人にその働きを

ゆだねている。 

◇神のかたちに生きるコンテキスト 

人の創造に関する 1:26-28 の神の語りを見直す

と、この語りが現代的に言う「個人」を想定して語ら

れたものではなく、「共同体」を想定して語られてい

ることに気がつく。神がまず、「人を造ろう」と語られ

た時（1:26）、そこでの「人（ה は人一般を表わ「（דָאִּ 

す語であり、単数形である。ところが、人に与えられ

る使命である「支配する（ ְִ ְו 、段において（1:26）「（ֹוָרְ

「彼が・・・支配する」ではなく、「彼らが・・・支配する」

と複数形へと移行する。同様に、神が創造する記

述に移ると（1:27）、そこでも「人（ה ו ִָּאִּ א  15が（単数）「（לִּ

創造されたと記され、男性単数で「人」を受けた

（「神のかたちとして『彼』を創造し」）直後に、「男と

女とに彼らを創造された」と、男女によって構成され

る「彼ら」（男性複数）へと移行している。そして、

1:28 の使命の命令においては、「あなたがたは、生

めよ。ふえよ。地を満たせ。地を従えよ。海の魚、空

の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ」と複数

の対象へと命令が語られている。つまり、神の意図

として、人が「神のかたちに生きる」文脈は、共同体

であることが示唆される。それも、男性と女性が共存

する共同体である。 

それでは、「男性と女性が共存する共同体」とは
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何だろうか。創世記 2 章に進むと、荒れ地の状態で

ある地の必要を満たすために人が、エデンの園に

置かれたことが記されている。 

地には、まだ一本の野の灌木もなく、まだ一
本の野の草も芽を出していなかった。それ
は、神である【主】が地上に雨を降らせず、
土地を耕す人もいなかったからである。（2:5） 

 

神である【主】は、人を取り、エデンの園に
置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。
（2:15） 

「神のかたちに生きる」一つの現れ、人の天職と

して園の耕作と保持が神から与えられたのである。

そして、このはたらきによって、「地を従える」（1:28）

を実現しようとしたのである。ところが、この天職を果

たす人に一つの問題が生じている。それは、彼が

「孤独」であることだった。 

神である【主】は仰せられた。「人が、ひとり
でいるのは良くない。わたしは彼のために、
彼にふさわしい助け手を造ろう。」（2:18） 

創世記 1 章から「良い（במב）」が繰り返され、最後

は「非常に良い（ָא ַבמב אַ 、であったのに（1:31）「（ְֹוא

最初の「良くない（מב א־ב  がここで登場してくる「（הא

（2:18）。孤独では使命が果たされないからである。

そして、「ふさわしい助け手」として登場したのが、女

であった（2:21-23）。 

この物語の流れから、「神のかたち」という人の使

命が果たされるのは、家族という共同体を通してで

あって、全く独立した個人によるものではない、こと

が示唆される。したがって、家族というコンテキストの

中で、「神のかたちに生きる」ことを考える必要があ

ると同時に、家族そのものが「神のかたちに生きる」

ことを求められている。このことは、単に「夫婦関係」

に留まらない。親から子へという「親子関係」の重要

性も忘れてはならない。カインとアベルという息子の

間での悲劇（4 章）の後、アダムからセツ、そして最

終的にはノアへと流れる系図が記されている

（5:1-32）。その冒頭、以下のように記されている

（5:1-3）。 

これは、アダムの歴史の記録である。 

 

神は人を創造されたとき、神に似せて
ֹוה ָתְָאֹופ ש） כָלַ 彼を造られ、男と女とに彼（אי

らを創造された。彼らが創造された日に、神
は彼らを祝福して、その名を人と呼ばれた
א） ַ ש־ְ ֹוהִּ ו ֹ֑֩אְָקרִּ ה אש アダムは、百三十。（דָאִִּ
年生きて、彼に似た、彼のかたちどおりの
子を生んだ。彼はその子（ְֹו֑מְהַֹומ ָתְָאֹו ַשמ）
をセツと名づけた（ָו אֹ֩א פ ש־ְ ַֹומ ְקרִּ ש אש  。（ ֹו 

（5:1-3） 

神に似た人は、自分に似た、すなわち「自分のか

たち」にある子の父親となっている。そして、創世記

2章と同様に、具体的に自分の子の名をセツと名づ

けることによって、アダムは自らが神のかたちにあり、

その使命を果たしていることを示し続けている。そし

て、「名づける」という神のかたちの特徴は、5 章の

系図を経ても途絶えることはない。なぜなら、その系

図の最後に位置するノアについて、次のように語ら

れているからである。 

レメクは百八十二年生きて、ひとりの男の子
を生んだ。彼はその子をノアと名づけて
א） ִ מ ֹ֑֩אְָקרִּ ש־ְ ֹו  אַ֑ו אש 言った。「【主】がこの（ׁשה
地をのろわれたゆえに、私たちは働き、この
手で苦労しているが、この私たちに、この子
は慰めを与えてくれるであろう。」（5:28- 29） 

レメクも「名づける」行為を行っている。「神のかたち

に生きる」特徴のひとつである命名する行為は、家

族、それも親子関係の中で養われ、引き継がれて

いる。このようにして、「神のかたち」の継承という点

からも、親子関係は重要である16。 

◇神のかたちに生きることを妨げるもの 

創世記 3 章には、エデンの園で与えられた仕事

を、人は継続することができず、仕事を奪われるの

みならず、エデンの園から追い出されたこと（3:23）

が記されている。園からの追放は、「神のかたちに

生きる」という使命の遂行が著しく困難になったこと

をも象徴している。その状況は、神の裁きの宣告

（3:14-19）に述べられている。つまり、蛇が地をはう、

人に忌みきらわれる存在となること（3:14）、人との間

に敵意が生まれること（3:15）。女の産みの苦しみが

ふえると共に、女性から男性への恋慕という情熱と、

男性から女性への支配が、男女間の関係を決定づ

けること（ 3:16 ）。食物を実らせるはずの表層土

ל） ֹוִּ ָאִּ がのろわれ、収穫の結実を妨げ、結果とし（לִּ אֶׁ֨

て、食べるための激しい労働と死とが彼らを訪れる

というもの（3:17-19）。さらに、神は人とその妻エバを

エデンの園から追放し、人（ָאה は自らが取り（לִּ דָאִּ
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出された表層土（ל ֹוִּ ָאִּ 。を耕すこととなる（3:23）（לִּ אֶׁ֨

「耕す」だけならばいいかもしれないが、実際は、土

ל） ֹוִּ ָאִּ  。こそが人の帰るべき場所になる（לִּ אֶׁ֨

あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、
あなたは土（ל ֹוִּ ָאִּ に帰る。あなたはそこ（לִּ אֶׁ֨
から取られたのだから。あなたはちりだから、
ちりに帰らなければならない。（3:19） 

このようにして、「神のかたちに生きる」コンテキス

トである家族に大きなひずみが生じ、地をはうものと

の関わり（1:28）は敵意となり、食物となるべきもの

（1:29）を生み出すことが極度に困難となってしまっ

た。もちろん、エデンの園から追放された現実は、

創世記の読者の現実と重なってはいるが、園での

生活とは大きく異なる。「神のかたちに生きる」という

使命を遂行することが極めて難しいことになってし

まった。 

一連の出来事の原因は何であろうか。女と男が

蛇の次のことばを聞いたことがすべてのきっかけで

ある。 

あなたがたは決して死にません。あなたがた
がそれを食べるその時、あなたがたの目が
開け、あなたがたが神のようになり、善悪を
知るようになることを神は知っているのです。
（3:4-5）  

いくつかの特徴を見いだすことができる。まず、「あ

なたがたは、それを食べてはならない
、、、、、、、、、、、

。それに触れ

てもいけない。あなたがたが死ぬといけない
、、、、、、、、、、、、、

からだ」

という、女が告げている神のことば（3:3）において、

食べることと死ぬことは結びつけられている。ところ

が、蛇は、食べることと死ぬことの間に結びつきがな

いと主張し、女のことばを完全に否定した。次に、

蛇は、この実を食べれば「善と悪とを知る神のように

なる」と語ることによって、神の専制事項であった

「善と悪を知ること」を可能とするのが、「善悪の知

識の木」（2:9, 17）であることを彼らに伝えている17。

三つ目は、神と人の間には知識において大きな差

があること、つまり「神は知っている」が、人はそのこ

とを知らないという点を強調して彼らに伝えている。

そして、神と人との間にある、知識における構造的

な違いを抹消する可能性をこの実は持っていること

を示唆している。 

このことばを聞いた女は、次のように反応した。 

そこで女が見ると、その木は、まことに食べ

るのに良く、目に慕わしく、賢くするというそ
の木はいかにも好ましかった。（3:6） 

3:4-5 と 3:6 の並行関係に注目しておきたい。「それ

を食べるその時」に対して「食べるに良く」、「あなた

がたの目が開け」に対して「目に慕わしく」、「神のよ

うになり、善悪を知る」に対して「賢くする」が来る。

つまり、これまでそれほど興味をもっていなかった木

を「見た」（3:6）女は、「神のように善悪を知る」という

意味で賢くなりたかったために、「善悪の知識の木

から食べる」という禁止事項を無視した。そして、手

でそれを「取り」、そして「食べた」（3:6）。そして、目、

手、口という人間のからだの部分を用いて行った、

神のごとくなろうとした行為が、「神のかたちに生き

る」使命の遂行を著しく困難なものとしてしまった。

逆に言えば、神のかたちに生きる使命は、目、手、

口という人のからだを用いて本来遂行されていくべ

きものであったのだ。 

「神のかたち」としての能力と使命を与えられ、神

の臨在を地上で代表し、神のわざを他者へと仲介

するという使命を果たすために必要なのは、神に近

い存在である人が神のごとくなることを選ばないこと

であった。神の臨在を地上で代表し、仲介するが、

あくまでも人は神ではなく、被造物にすぎない。逆

に言えば、神のごとくなろうとするとき、「神のかたち

に生きる」ことは大いに妨げられ、その能力は誤っ

たことに用いられ、その使命を全うすることはできな

くなる。そして、創世記 3 章の出来事から、「賢くな

ること」、すなわち知恵は、神と人の間に存在する一

線を越える可能性をはらんでいることがわかる。 

◇神のかたちに生きることを学ぶ 

どのようにして、人は神のかたちに生きることがで

きるようになるのだろうか。すでに述べたように、創

世記 2～3 章には、神と「神のかたち」とが衝突し、

「神のかたち」は神に従うことを拒絶したことがつづ

られている。神に従わないとは、すなわち神のかた

ちに生きていないことを指す。続くカインとアベルの

件でもそうである。カインは主の警告（4:7）を無視し、

ついにはアベルを殺す。このようにして、「神のかた

ち」に造られた人は、神の声に聞き従うことを拒絶し、

その結果、地に祝福が満ちるのではなく、むしろ人

間の悪が増大していった。かくして、洪水が世界を

襲い、神は世界を再創造することになる18。 

再創造された世界において、人が地上において
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神の臨在を現し、かつご自身のわざを世界へと仲

介するために、神が用いられた手段が契約である。

言い換えれば、創世記 1 章で与えられた使命を人

が果たすことができるように、神は契約を用い、人が

「神のかたち」に生きるように導いたのである。五書

には、五つの契約（ノアとの契約、アブラハムとの契

約、モーセを介した契約、ピネハスとの契約、モア

ブの野での契約）が記されている19。創造者である

主は、これらの契約を通して、「神のかたち」に造ら

れた人間が被造物を適切に治めることができるよう

に導こうとしている。ここでは、McBride の議論に基

づき20、五つの契約のうちの一つである、アブラハム

との契約を見てみよう。 

アブラハムとの契約（創 17 章）は、全能の神がア

ブラハムと結ばれたものである。 

わたしは、わたしの契約を、わたしとあなたと
の間に立てる。わたしは、あなたをおびただ
しくふやそう。（17:2） 

わたしは、この、わたしの契約をあなたと結
ぶ。あなたは多くの国民の父となる。（17:4） 

この契約関係は、アブラハムのみならず、その子孫

との間にも存在する 

わたしは、わたしの契約を、わたしとあなたと
の間に、そしてあなたの後のあなたの子孫と
の間に、代々にわたる永遠の契約として立
てる。わたしがあなたの神、あなたの後の子
孫の神となるためである」（17:7） 

だから、この契約関係のしるしとして求められてい

る割礼は、アブラハムのみならず、その子孫とその

大家族の一員に加わっている、すべての男子に求

められたのである。 

次のことが、わたしとあなたがたと、またあな
たの後のあなたの子孫との間で、あなたが
たが守るべきわたしの契約である。あなたが
たの中のすべての男子は割礼を受けなさい。
（17:10） 

割礼は、神とアブラハムとの会話の直後、実際にア

ブラハムとその子孫とその大家族に属する人々のう

えに執行されている（17:23-27）。 

ところが、この契約において、神がアブラハムに

求めているのは、割礼の制定とその執行のみでは

ない。ノアやエノクのごとき人格をもって歩む事も神

は求めている（5:22, 24; 6:9）。 

わたしは全能の神である。あなたはわたしの前
を歩み、全き者であれ。（17:1） 

「主の前を歩み、全き者となる」ことは、具体的に

は創造者である主の命に従う形で示されるものであ

る。 

アブラハム自身が、「主の前を歩み、全き者であ

った」のだろうか。確かに、契約のしるしとしての割

礼が求められた時（17:10-14）、アブラハムはすぐさ

ま、彼の家族に属する男子すべてに割礼を施した

（17:23-27）。さらに、ソドムとゴモラの破壊の件にお

いて、次のように主は語っている。 

わたしが彼を選び出したのは、彼がその子
らと、彼の後の家族とに命じて【主】の道を
守らせ、（その結果として）正義と公正とを行
わせるため、【主】が、アブラハムについて約
束したことを、彼の上に成就するためである。
（18:19） 

アブラハムには主の命に従うという使命が与えら

れている。しかし、アブラハムがその使命を果たした、

との記述は、ここには見いだされない。 

アブラハムが主の命に従ったという記述は、イサ

ク誕生後、その子を全焼のいけにえとしてささげよう

とした件（22:1-14）の直後に記されている。 

これは【主】の御告げである。わたしは自分
にかけて誓う。あなたが、このことをなし、あ
なたの子、あなたのひとり子を惜しまなかっ
たから、わたしは確かにあなたを大いに祝
福し、あなたの子孫を、空の星、海辺の砂
のように数多く増し加えよう。そしてあなたの
子孫は、その敵の門を勝ち取るであろう。あ
なたの子孫によって、地のすべての国々は
祝福を受けるようになる。あなたがわたしの
声に聞き従ったからである。（22:16-18, cf. 

26:5） 

「主の前を歩み、全き者であれ」という主の命は、

主の視点から見るならば、22 章ではじめて守られる

のである。つまり、アブラハムが「神のかたちに生き

る」ようになるまでには、それだけの長い年月がかか

ったと考えることができる。 

たとえば、モリヤの地での出来事をアブラハムの

生涯のクライマックスと考えるのは正しいが、それが

あたかも単独で起こったかのように理解することは

間違っている。 22:1-14 （イサクをささげる）は、

21:8-21（イシマエル追放）と密接に結びついている。
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まず、両者ともにアブラハムの息子に関する出来事

である。次に、21:12 で「神はアブラハムに仰せられ

た」とある一方で、22:1 も「彼（神）は彼（アブラハム）

に言った」で始まる。三つ目に、神からのことばの直

後、アブラハムは「翌朝早く起き」、何か（21:14 では

パンと水の皮袋、22:3 ではふたりの若い者と息子イ

サク）を「取り」、先に語られた神のことばに従った行

動を起こしている（21:14; 22:3）。四つ目に、イサク

にもイシマエルにも、その子孫を大きくするという約

束が神から与えられている（21:13; 22:17）。その一

方で、二つの出来事の大きな違いは、イシマエルの

追放の場合には、サラの不満のことば（21:10）がそ

のきっかけとなり、続いてアブラハムはひどく悩んで

いる（21:11）が、イサクの場合には、神のことばから

出来事は始まり、それゆえにアブラハムの苦悩に関

する記述が一切ない点である。 

21:8-21 と 22:1-14 の相違点と相似点から示唆さ

れるのは、イシマエルの追放の出来事は、イサクの

奉献の出来事の準備であるという点だ。つまり、イ

サクの奉献時に、驚くほど淡々とアブラハムが行動

しているのは、イシマエルの追放を通して自らの子

どもに関する主の命に従うことの意義をアブラハム

自身が学んだからである。アブラハムが「神のかた

ちに生きる」ための準備は、年月のみならず、自ら

の子どもを手放すという経験によっても進められた。

年月と経験を通して、アブラハムは神のかたちに生

きることを学んでいった。そして、このアブラハムの

学びのプロセスに、神は深く関わっている。 

以上の議論から、「神のかたちに生きる」ために

は、学びのプロセスが必要であり、神は積極的にそ

のプロセスに関わっている。そして、学びのプロセス

（年月と経験）を経てはじめて、人はその使命を果

たすことができるようになることが示唆されよう。 

Ⅳ 旧約聖書の知恵文学と神のかたち 

創世記から、「神のかたちに生きる」というテーマ

でいくつかの点を見てきた。この中で、三つの特徴  

を挙げてきた。まず、神のかたちに生きることを考え

るに当たって、「家族（夫婦、親子）」という文脈が重

要であるということ。次に、神のかたちに生きる使命

を与えられた人がそれを果たすことを妨げるもの、

すなわち偶像崇拝が存在し、多くの人がその罠に

はまること。三つ目に、神のかたちに生きるために

は、そのことを学ぶプロセスが必要であり、そのプロ

セスに神が関わっていること。これら三つの特徴は、

決して、それぞれが単独で存在するものではなく、

お互いに密接に関わりあっている。それゆえに、

「神のかたちに生きる」ことを考える三つの視座と理

解することができるだろう。 

これら三つの視座を知恵文学の三書と関わらせ

るとき、興味深いことがわかる。まず、箴言は「都市

に生きる家庭という文脈において、神のかたちに生

きるとはどういうことか」という疑問への答えと理解す

ることができる。神が知恵を得ておられるように、人

が同じ知恵を得るとは具体的にどのようなことなの

かが描かれている。さらに、都市という文脈にある

「家庭」という基本的共同体に生きる者、特に若者

が、「知恵を得」て、「神のかたちに生きる」ようにな

る道筋が描かれている。 

ヨブ記も、特にヨブ 38～41 章に描かれている神

の姿に似た生き方、つまり「神のかたちに生きる」こ

とこそ、「神を恐れること」であることが描かれている。

ただし、このような神のかたちへの変容は、苦難と

議論と神を見ることによってでしか達成されない。そ

して、それは、リスクをとらなければ獲得できず、人

の手には届きにくい。 

伝道の書において勧められているのは、「与えら

れているものを喜び、気前よく与え、他者と共に生

きる歩み」である。それは、理不尽に人に与え、理

不尽に人から奪い取る世界における知恵ある生き

方であり、「神を恐れること」を体現している。しかし、

このような知恵ある生き方を妨げるものがある。それ

は、権力、富、知恵であり、永続する儲けを求めるこ

とである。伝道者はこれらを痛烈に批判し、その結

果、権力、富、知恵という偶像を崇拝することを批

判している。 

このようにして、「神のかたち」という旧約聖書の

語る壮大な物語を紐解くために必要なテーマを通

して、旧約聖書の知恵文学である箴言、ヨブ記、伝

道の書は、旧約聖

書の他の部分と密

接に結びついてい

る。そこで、「神のか

たち」という切り口を

心に留めつつ、旧

約聖書の知恵文学

を学んでいきたい。 
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献 金 者 名 

◇◇◇◇◇◇◇ 東京ミッション研究所からの書籍案内 ◇◇◇◇◇◇◇ 
 

1 『天皇制の検証―日本宣教における不可避な課題』 ロバート・リー編 新教出版社 1700→1400 円 

2 『これからの日本の宣教―発想の大転換』 TMRI 編 いのちのことば社 2200→1500 円 

3 『宣教のパラダイム転換上・聖書の時代から宗教改革まで』 Ｄ．ボッシュ著 7035→6000 円 

4 『宣教のパラダイム転換下・啓蒙主義から２１世紀に向けて』 Ｄ．ボッシュ著 7875→7000 円 
TMRI 訳 新教出版社 （上 7035 円、下 7875 円 上下一括割引 14910→12500 円 

5 『日本と西洋キリスト教―文明の衝突を超えて』 ロバート・リー著 ＴＭＲＩ訳 2940→2400 円 

6 『＜聖＞をめざす旅』 アラン・クライダー著 棚瀬多喜雄訳 東京ミッション研究所 3150→2500 円 

7 『社会を動かす礼拝共同体』 Ｊ．Ｈ．ヨーダー著 矢口以文・矢口洋生・西岡訳 TMRI 2940→2300 円 

8 『愛する者が襲われたら』 Ｊ．Ｈ．ヨーダー著 棚瀬多喜雄訳 ＴＭＲＩ 2100→1500 円  

9 『赦し―新しい人間関係を生み出す』D.アウグスバーガー著 棚瀬多喜雄訳  いのちのことば社 1700 円 

10 『イエスの平和を生きる―激動の時代に読む山上の説教』 グレン・スタッセン、デービッド・Ｐ・ 
ガッシー著 棚瀬多喜雄訳 いのちのことば社 2100→1700 円 

11 『平和の契約―福音の聖書神学的理解』 ウィラード・スワートリー著 東京ミッション研究所訳  
いのちのことば社 特別価格  7140→5000 円 （まとめて買うとさらに割引が可能です。） 

12 『敵対から共生へ―平和づくりの実践ガイド』ジョン・ポール・レデラック著（水野節子・宮崎誉共訳、
解説・片野淳彦、西岡義行）東京ミッション研究所／ヨベル社 1050 円 → 800 円 

13 『ジョン・H・ヨーダーの神学―平和をつくり出す小羊の戦い』 ヨーダー研究会 (中島真実、矢口洋
生、藤原淳賀、マーク・ネイション）東京ミッション研究所／新教出版社  1950 円→1700 円 

14 『神の宣教―聖書の壮大な物語を読み解く』クリストファー・J・H・ライト著 TMRI 訳 いのちのことば社 

15 『イエスの足跡に従う―アナバプテストの伝統』 A.スナイダー著 中川美弥子訳     ↑2940 円 
矢口以文共訳／東條隆進監修、東京ミッション研究所  2000 円 

※ 『ケープタウン決意表明』 日本ローザンヌ委員会訳、いのちのことば社 945 円    
本書は、日本ローザンヌ委員会からの出版ですが、TMRI でも取り扱っています。 

 

 

 

 

◇夏季学校 

・ 6 月 23 日（月）から 25 日（水）の三日間、夏季学

校(牧師研修会)が開催されました。今年は関西

聖書神学校教授の鎌野直人氏（旧約聖書学）が、

「旧約知恵文学―神のかたちに造られた人の普

段の生活を考える」と題して、箴言、ヨブ記、伝道

の書を学びました。（本号でその一部を紹介して

います。ご覧下さい） 

◇冬季フォーラムのご案内 

・ 来る２月２３日（月）午後 2 時半から「聖書的説教

の一方法論」と題する冬季フォーラムがお茶の水

クリスチャンセンタ-で開催されます。講師の齋藤

孝志師は、本研究所の創設期から関わられ、東

京聖書学院では長年解釈学を教えてこられまし

た。別紙の案内がありますので、ご覧ください。 

◇ホームページ 

・ ＴＭＲＩのホームページが立ち上がりました。是非

ご覧ください。アドレスは、以下の通りです。 

http://hatoyama-ch.life.coocan.jp/miya/tmri/ 
 
 

 

 
 

＊ 団体および個人献金者名 (理事分担金含む）  

         2014.5.1～10.30 

*************************** 

◇ 団体：練馬神の教会、サフラン会（上野教会
婦人会）  

◇ 個人：小林重昭、水間照弥、荒井隆志、小関
謙治、木村公一、飯島庸江、小林せい
こ、河野増美、東條隆進、金本悟、西
岡義行、中川美弥子 

＊  献げて下さった方々および団体に心から
感謝いたします。 
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1 五味亨訳「シュメールの格言と諺」『古代オリエ

ント集』95-101 頁。 
2 杉勇訳「バビロニアの智慧文学」『古代オリエン

ト集』268-271 頁にいくつかの例が記されている。 
3 尾形禎亮訳「アメネムオペトの教訓」『古代オリ

エント集』546-559 頁。 
4 たとえば、「耕地の境界線を取り去るな。寡婦

の地境を犯すな」（七・12、15［同上、548 頁］）と「昔
からの地境を移してはならない。みなしごの畑に入
り込んではならない。」（箴言 23:10）など。 

5 Christopher J. W. Wright, Mission of God: 
Unlocking the Bible's Grand Narrative (Downers 
Grove: InterVarsity Press, 2006), 442-445. 

6 Ibid., 448-450. 
7 Ibid., 450-453. 
8 クリストファー・ライトの『神の宣教』に対する筆

者の最大の不満は、神の宣教を考える基本的なテ
キストが、あくまでも創世記 12章である点にある。む
しろ、神の宣教は、全被造物に対する人間の使命
を述べている創世記 1:26-28、そしてそこで述べら
れている「神のかたち」という人間のアイデンティティ
ーに基づくべきである。そのような理解をするとき、
律法も、預言者も、詩編も、知恵も含んだ旧約聖書
神学を組み上げることができると考えている。 

9  S. Dean McBride Jr., "Divine Protocol: 
Genesis 1:1-2:3 as Prologue to the Pentateuch," 
in God Who Creates: Essays in Honor of W. Sibley 
Towner, ed. by William P. Brown and S. Dean 
McBride Jr. (Grand Rapids: Eerdmans, 2000) 16. 

10
 「かたち」と訳されているֶםֶלצという語は、他の

箇所では主以外の神をかたどった像に対して用い
られている。その場合、この像そのものが他の神々
ではない。神々は他の場所に存在する。しかし、そ
れぞれの神々の神殿に置かれている像は、それら
の神々を代表し、仲介する存在である。だから、こ
れらの像に向かって祈る時、これらの像が代表して
いる神々はその祈りを聞き、行動してくれると人々
は考えている（ライト、前掲書、193-197 頁）。したが
って、多くの現代人は礼拝所に置かれている神々
の像そのものを神々と誤解している。さらに、主が
「像」を鋳造することを禁じるのは、他の被造物では
なく、像でもなく、人そのものが、地上における神に
像であるからだ。このあたりは、ライトも詳しく論じて
いる（同上、229-231 頁）。なお、神々とその像の関
係は、古代近東の王とその像との関係とも並行して
いる。その点については、 J. Richard Middleton, 

The Liberating Image: The Imago Dei in Genesis 1 

                                                                                     

(Grand Rapids: Brazos Press, 2005) 104-107 を参
照せよ。 

11 Wright, op. cit., 425-427 でも「神のかたちへ
の創造」について記されている。そこでも、神のわざ
を映す人格による歩みについての言及はある。 

12 McBride, op. cit., 17. 
13 William P. Brown, The Ethos of the Cosmos: 

The Genesis of Moral Imagination (Grand Rapids: 
Eerdmans,1999), 103-108. 

14 Ibid., 117-121. 
15

 この定冠詞は、「人類一般」を指す。つまり、あ
る特定の人ではなく、グループとしての「人」を指す
と考えるのが適切だろう。 

16
 もちろん、組織神学的に「堕落に基づく神の

かたちの完全な喪失」という理解があることは承知し
ている。しかし、創世記のテキストを見ると、「完全な
喪失」と言うほど単純ではないことがわかる。「神の
かたちに生きる」使命そのものは変わらないし、名を
つけるという「神のかたち」の故に与えられている能
力も継承されている。また、「生めよ。ふえよ。地を
満たせ」（1:28）という神から与えられた祝福のことば
は、いわゆる「堕落後」にも、カインの誕生を始めと
する（4:1）子孫繁栄の出来事のなかで現実になっ
ている。そして、ノアの洪水後の契約のことばの中
でも、人が神のかたちに造られたことが記されてい
る（9:6） 

17 当然、もう一本の「いのちの木」（2:9）も、神の
専制事項である「永遠に生きる」（3:22）をそれを食
する者に可能とする力を持っていることも示唆され
よう。 

18 神の風と淵の源と天の窓が閉ざされ（創世記
8:1、1:2 参照）、地から水が引き（8:11、1:9-12 参
照）、人間以外のすべての肉なるものが神の命に従
って地に群がり（8:16、1:22 参照）、人間に祝福が
語られる（9:7、1:28 参照）。これらの結びつきからも、
神が世界を再創造していることがわかる。 

19 創世記 2:16-17 や創世記 1:28-2:4 を契約と
理解する神学的立場もあるが、聖書のテキストにお
いて「契約」（ ְתָרֹוש ）という語が最初に登場するの
は創世記 6:18 であるから、ここでは上記の五つの
契約のみを契約と考える。なお、ライトも、Wright, 
op. cit., 324-356 で契約について言及している。そ
こでは、ダビデとの契約と新しい契約についても言
及している。 

20 McBride, op. cit., 18-41. 

 

 


