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洪水の後の虹

　「空の虹を見ると、私の心は高鳴る」

　詩人のウィリアム・ワーズワースは、虹をこう礼賛しています。

そして、続いて謳います。「私の生涯が始まった時にもそうであ

り、大人になった今でもそうだ」と。

　虹を見たのがいつだったでしょう。都会では、なかなか虹を

見ることができません。いつか海外宣教地に行ったときに見た

ことがあります。きらびやかな、そして非常に鮮やかな虹を。

子供の時も今も心が高鳴ります。神様の約束を見るようで、さ

らにそうです。洪水の裁きの後、神様はノアにこう約束します。

「すなわち、わたしは雲の中に、にじを置く。これがわたしと地

との間の契約のしるしとなる。」（創世記 9:13）

　先日、多くの苦難を経験した人がテレビに出てインタビュー

するのを観ました。事業を起こして大きく成功し、倒産してか

ら人生のどん底にまで落ちた人でした。再起に成功した彼は、

過去を振り返りながら言いました。「私が本当に好きな名言があ

りますが、それは、『雨が降った後、虹が出る』という言葉です。」

彼は、涙をぬぐいながら空を見上げました。その時、私は、そ

イ・ヨンフン 牧師

の場面で創世記の御言葉を思い浮かびながら、このようにつぶ

やきました。「洪水の後に、契約の言葉がある」と。

　そうです。虹は晴天には現れません。雨が降った後、七色に

きらめく虹が現れるのです。苦難の雨が降ってこそ、祝福の契

約があるのです。人間は、苦難を受ける時、苦難に集中して恨み、

不平を言いながら苦しみます。しかし、苦難は通過儀礼である

ことを知らなければなりません。祝福は涙の後にあります。イ

エスの復活のきらびやかな栄光も涙を前提とします。「キリスト

は、その肉の生活の時には、激しい叫びと涙とをもって、ご自

分を死から救う力のあるかたに、祈
いのり

と願いとをささげ、そして、

その深い信仰のゆえに聞きいれられたのである。」（ヘブル 5：7）

　雨がたくさん降る季節です。真っ黒な雨雲の間の日差しが嬉

しいです。より期待を持たせ、心が高鳴るのは、雨の後の虹で

あり、真っ黒な雨雲の間に現れる神の契約です。神の契約は、

必ず成し遂げられます。雨が降ってこそ、契約と祝福があると

いうことを知っていれば、私たちはいくらでも苦難を克服する

ことができます。†
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んが病にかかり、試みに遭われ、患難に陥ったとしても、悔い

改めるなら、魚のお腹の中でも絶対に消化される事はありませ

ん。ですから、苦しみを受けているなら、悔い改めましょう。

ヤコブの手紙 5 章 13 節には「あなたがたの中に、苦しんでいる

者があるか。その人は、祈るがよい」と記されています。病の

癒し、聖霊のバプテスマ、祈りの答え、このすべての恵みは、

ただ悔い改めを通して得られるものです。

　悔い改めたヨナは偉大な信仰の祈りを捧げました。人間的に

見るとヨナは最悪の絶望の中にいました。彼は水の中、深海に、

それも魚のお腹の中にいました。それでも彼は、「しかしわが神、

主よ、あなたはわが命を穴から救いあげられた」と感謝の祈り

を捧げました。「救いあげられた」と、彼は過去形を使いました。

信仰は全く不可能な時、救いを求める行為です。環境が整って

いるから信じるのは、キリスト教の信仰ではありません。

　ヨナはまず自分の悔い改めの祈りを、神様が聞かれて答えて

下さることを信じました。真心から捧げる悔い改めの祈りの後

には、自分の罪が赦されたという確信を持たなければなりませ

ん。この信仰の確信は、聖霊が与えて下さる平和です。この平

和を所有したヨナは、慈愛と救いの神様がもう一度、彼の命を

死の穴から救って下さることを信じました。神様の慈愛に対す

る彼の信仰は、目で見ているように確実なものだったため、過

去形を使ったのです。

　この偉大な信仰によって彼は、3 日ぶりに陸地に上ることが

できました。彼の悔い改めと信仰の祈りに答えて下さった神様

が、魚に命令なさったからです。今日もヨナのような真実な悔

い改めと真実な信仰の祈りは、私たちに同一の結果をもたらし

て下さるでしょう。†

単一教会として世界最大規模であるヨイド純福音教会の元
老牧師として仕えている。筆者は、美しい社会作りへの参
加と、真の福祉社会のために、キリスト教精神を基にして
設立された「ヨンサン・チョウ・ヨンギ慈善財団」の理事
長として、第二の働きを繰り広げています。

チョウ・ヨンギ 牧師

ヨナの悔い改めと信仰

　「わが魂がわたしのうちに弱っているとき、わたしは主をおぼ

え、わたしの祈（いのり）はあなたに至り、あなたの聖なる宮

に達した。」（ヨナ書 2:7）

　ここに記録されたヨナの祈りは、偉大な悔い改めと信仰の祈

りです。まずヨナは、神様の命令に逆らってニネベではなく、

タルシシへ行こうとしたことを痛烈に悔い改めました。ユダヤ

人たちは悔い改める時、彼らの心を取り返す意味で、聖殿に向

かって祈りました。「聖なる宮を望みえよう」というヨナの祈り

は、彼の心の方向を完全に変えた悔い改めの祈りでした。

　悔い改めは心の思いと方向を完全に 180 度変えることです。

悔い改めは自分中心で歩んでいた人生の方向を、神様中心に完

全に変える劇的な変化です。

　悔い改めた人は、絶対に捨てられることはありません。皆さ

ヨンサンコラム
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メッセージ

私たちのうちに
生きておられるキリスト
――	ガラテヤ人への手紙 2章 20 節	――

純福音東京教会	志垣重政	牧師

　生きているのは、もはや、わたしではない。キリストが、わたし

のうちに生きておられるのである。しかし、わたしがいま肉にあっ

て生きているのは、わたしを愛し、わたしのためにご自分をささげ

られた神の御子を信じる信仰によって、生きているのである。

　誰でも成功したいと願って生きていますが、それが不可能だ

と思い込んだとき、人は希望を失い、絶望の中で自ら命を絶と

うとします。しかし、想いの方向を変えるだけで、運命が変わ

ることを知らなければなりません。イエス・キリストが私たち

のうちに生きておられるということは、何を意味するのでしょ

うか？ どうすれば、祝福に満ちた人生を歩むことができるので

しょうか？

　まずは、「希望の段階」です。目標を設定し、期限を設け、計

画を立て、そして目標が成就したことを心に明確に思い描くの

です。ヤコブは 20 年ぶりの故郷に帰ることを夢み、その年の内

に帰る期限を設け、財産などの運搬を含めた計画を立て、故郷

に降り立つ自分を思い描きました。希望の段階は、栄光に満ち

溢れた明日を創造するために、絶対に必要なものなのです。

　しかし、次には「絶望の段階」が訪れることも知らなければ

なりません。私たちにはアダムとエバの子孫の誰もが持つ高慢

や傲慢、貪欲や情欲があります。この人格的な不純物を取り除

かなければ、かえって祝福が仇になるからです。私たちはイエス・

キリストを受け入れ、新しく生まれ変わりましたが、また不純

物がたくさん残っています。神様はこれをふるいにかけて取り

除くために、絶望の段階を通るようにされます。

　ヤコブは叔父ラバンの目を盗んで、全財産と家族と僕を連れ

て、夜逃げを企てました。しかし、気づいたラバンが雇い人全

員を引き連れ、ヤコブを殺しに追いかけて来ます。

　幸いに、御使いがラバンに「ヤコブに手をかけてはならない」

と警告したので、難を逃れますが、境界線を敷かれ、二度と戻

れなくなりました。さらに、使いを兄エサウに送りましたが、

ヤコブが父と兄を欺いたことを赦してくれず、400 人の軍団を

率いて、ヤコブを殺しにやってきます。「前門の虎、後門の狼」

――絶体絶命のピンチに陥りました。この苦難を私たちは試練

あるいは逆境と呼びますが、これこそ、自我を砕き、高慢や傲慢、

貪欲や情欲を取り除くチャンスなのです。

　人は絶望を体験して、初めて自我が打ち砕かれます。神の御前

に完全に降伏することになります。ヤコブは、それでも神様に降

伏せずに、家族と家畜を先に送り、兄エサウの出方を探って自分
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まことの祝福は
イエスを信じることだ

祖父の鞄の中には何が入っているのか

　信仰の明文化を成すということがどれほど大きな祝福である

だろうか。それは、人の力や能力でできることではない。それ

は一瞬で出来上がるものでもない。長い年月をかけ、すべての

家族が、神様お一方を見上げ生きることが伝統として受け継が

れる時、「信仰の明文化」は形成される。私は、祖父がイエスを

信じる良い信仰が誇らしい。そして、それが最高の祝福である

ことを確信する。

　ある日、共産党書記長の肩書きを持つカン・ヤンオク牧師が

祖父を訪ねてきた。

「お兄さん、時代は変わりました。今、共産党に協調する人だけ

が生きることができます。しかし、あなたは竹を割ったような

性格で、徹底した保守的信仰の持ち主です。絶対、協調などし

ないでしょうから、静かに越南して下さい。私が目を瞑ります。

しかし、越南してどのような公職も引き受けないで下さい。す

信仰の明文化を成し遂げますように⑯｜ イ・ヨンフン牧師　ヨイド純福音教会だけが助かろうとします。その晩、御使いが現われ、夜通し格闘

するようになります。屈服しないヤコブに対し、御使いは仕方

なく、もものつがいを外して、足をひきずらなければ歩けないよ

うにします。それでもヤコブは食い下がり、「祝福をくださらな

ければ、手を放しません」とすがります。「お前の名は？」と御

使いが尋ねます。「ヤコブ（詐欺師）です」とヤコブが答えます。

御使いは、「これからは、イスラエル（神と競って勝利した者）

と名乗りなさい」と言い、ヤコブを祝福し立ち去ります。

　ようやく、ヤコブは神様に降参したのです。降参する前のヤ

コブは能動的な人で、自分の力と知恵で生きようとしました。

しかし、人類は能動的存在として創造されたのではなく、受動

的存在として造られたことを知らなければなりません。私たち

は器です。器は自ら中身を入れることはできないのです。また、

私たちは主の宮です。宮に入られるのは、聖霊様がお決めにな

ることで、私たちではありません。

　自我の砕かれたヤコブに復活の力が、神様の栄光が現されま

す。殺しにやって来た兄エサウの心にあわれみが生まれ、抱き

合って喜びます。さらには、殺しにやって来た 400 人の軍団が、

ヤコブと家族の護衛隊に、故郷への案内人に変えられました。

イエス様は、砕かれた場所に現れてくださいます。基礎工事を

思い起して下さい。地面を固く叩いてならすことにより、安全

な道路が出来上がります。基礎工事なしの建築は考えられませ

ん。神様は私たちの人格を改造された後、祝福を与えてくださ

るのです。どうぞ、復活の祝福が聖徒の皆さんの上にあります

ように！†
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ぐに統一されますが、統一されたら銃殺刑です。」

　既にその時、朝鮮共産党は南朝を共産化し統一するという赤

化の野望を燃やしていた。私の祖父の下でミシン貿易商行政、

会計業務を専門としている彼が、キム・イルソンがソ連共産党

を背に北朝を掌握すると、一躍ナンバーツーとして浮上してき

た。カン・ヤンオクは達筆であり、卓越した話術とリーダーシッ

プ、組織的な思考力を持ち、生涯キム・イルソンを補佐した。後に、

副主席の座まで昇りつめ、世を去る時まで、そこから退かなかっ

たが、朝鮮キリスト連盟のオ・ギョンウ書記長の言葉によると、

キム・イルソンが生前に毎年誕生日になると訪ねて行く、礼を

尽くした唯一の人物でもあった。またキム・イルソン回顧録以

外に北朝鮮で一代記が出された唯一の人だ。

　祖父は、カン・ヤンオクの言葉を聞き、1948 年 6 月越南した。

祖父はピョンヤンでミシン協会理事長をし、ミシン貿易商で大

金を稼いだ。所有していた土地の端が見えないほど広いのだと

言っていた。そのすべての財産を越南時、北朝鮮に置いてきた。

店と土地と家だけでも大層な財産だった。カン・ヤンオク牧師

の警告を受けた祖父は、家族に近づく患難を回避するため、静

かに北を脱出する計画を立てた。ヘジュに下りて、漁するため

の蒸気船ひとつを借り、脱出の日を決めた。

　「明日は、皆、いつもの通り、行動する。それぞれ散らばって、

汽車やバスなどで夜までにヘジュに集合する。所持品はいつも

持つカバンひとつに入るくらいで。」 次の朝、全家族は相当な覚

悟で家を出て、2 〜 3 のグループでヘジュへ向かった。その夜

ヘジュに集結した家族は祖父が借りておいた蒸気船の底床に入

り、ちょこんと座った。船長はその上を魚が入っている木箱で

覆い、「絶対に声を出さないでください。音が聞こえると皆、水

の中で死んでしまいます。」恐怖を与えて、すぐに出発となった。

船は夜通し、蒸気のポンポンという音を出し 38 度線を超えた。

息を殺していた時間がどれだけ経っただろうか。船長が魚の木

箱を片付け、叫んだ。「もう安心してください。38 度線を無事

超えました。」家族全員は涙で神様に感謝の祈りを捧げた。

　その時、祖父は鞄を一つ持ち降りた。その鞄には何が入って

いたのか。お金？家屋の権利証書 ? 家系図 ? 9 代目一人息子で

ある祖父は家の中の来歴と祖先に対する深い関心を持たないわ

けがなかった。しかし、鞄にあったものは「聖書」と「聖書注解書」

だった。祖父は時間があれば、聖書と注解書を開き、御言葉を

研究して、毎晩家庭礼拝を導いた。祖父の御言葉には霊的な権

威があった。神学は勉強されなかったものの、ヘジュで教鞭を

執られており、聖書の御言葉を分かり易く家族にそのまま説明

してくれた。

　「聖書に明るい方なのだ。私もおじいさまを見習わなければ。」

　心の深い所から尊敬の心が溢れた。

「造花人生」と「生花人生」

　1949 年 8月グァンジュに本部を置いていた米 南長老教 所属

のタ・ヨハン宣教師が祖父をはじめとし北から下りてきたキリス

ト教指導者たちを招いた。済州島に 4.3 事件で崩れた多くの教会

を再建するためだった。祖父はタ・ヨハン宣教師の依頼を、主が

宣教師を通して伝えておられる御声だと知り、祈りで準備された。

　1950 年 1 月モッポで船に乗り海を渡り、済州島に降り、ソギ

ポの横のナムウォン地域で農民の土地を買い、土地をならし、

ナムウォン教会を建築した。今はナムウォン教会（イエス教長

老統合派）がその地域で最も大きな教会だ。祖父は、伝道師と
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を出しながら人々を誘惑する。しかし、生花は花瓶に水分を吸

い取りながらもだんだんしおれていく。造花は生花に向かって

あざ笑う。「君は私の若さと美しさに追いつけない。君のその扱

いづらい根はどんな効果がある？」

　しかし、ある日、空から大粒の雨が降り始めた。造花は雨に当

たってくたびれた姿で曲がってしまった。しかし生花は細い根で

水分をたっぷり吸い取ってみずみずしい姿で回復した。清掃部の

おばさんがくたびれた造花を折ってゴミ箱へ捨てた。数日後、生

花は美しい花を咲かせ、多くの人に良い香りをかすかに放った。

　人はこのように不平を言う。「なぜ悪い人たちが善い人より良

い暮らしをするのか。これは不公平だ。」

　しかし、心配してはならない。必ず、「造花人生」と「生花人

生」に分かれ道が来る。死という人生の雨の前で造花のように

くたびれたたましいと生花のようにパッと花を咲かせるたまし

いは確然に現れる。†

教会は祈りで建てる

信仰の明文化を成し遂げますように⑰｜ イ・ヨンフン牧師　ヨイド純福音教会

　祖父は 1950 年初、済州島へ渡り、おばたちと一緒に 2 年半の

間使役した。同じ時期におじ（イ・ギョンジュン牧師）はソギ

ポ教会に復員し牧会した。そして避難民が密集するプサンで新

しい使役を始めた。祖父はハン・ギョンジク牧師の意志を継ぎ、

北朝鮮に居た頃からよく知るコ・ヒョンボン牧師を迎え、プサ

7 月号より

して 2 年 6 ヶ月間ナムウォン教会で牧会し、毎日早天の鐘を鳴

らした。教会の庭に大きな鐘をかけて、早朝 4 時半（備えの鐘）

と 5 時（始まりを告げる鐘）の 2 回鳴らすのだが、聖徒は鐘の

音で目覚め、教会に向かう。しかしイエスを信じない人たちも

文句を言わなかった。幼い頃からそこで育ち、暮らしている、

村のある元老が当時の状況を生き生きと聞かせてくれた。

　「私たちはイエスを信じなくても、教会の鐘の音で目を開いた。

鐘の音とともに起き、1 日の日課を始めていた。私たちは教会

に対して、ありがたく、また心強い気持ちを持っていた。」

　今もその鐘はナムウォン教会の庭の一区画に置いてあるが、

教会を訪問する道で鐘を鳴らしてみると、その音は非常に明る

く、清らかで美しかった。

　教会の鐘付き役の中に祝福を受けない人はいない。教会を

100 以上建てた、チェ・ウィスン国家朝食祈禱会長のご両親も

鐘付き役だった。ミョンソン教会のキム・サムファン牧師も幼

い時教会の鐘を鳴らしていた。私は祖父が教会の鐘付き役だっ

たことを誇りに思う。

　私たちはイエスを良く信じなければならない。私たちはイエス

をまことに信じなければならない。信じるふりをしていてはいけ

ない。殻だけの信者は人生の危機にぶつかると素顔が出てしまう。

　大きな花瓶に造花と生花が生けてある。造花は自身の華麗さ

祖父イ・ウォングン長老が
済州島 ナムウォン教会に

寄贈した鐘

- 12 - - 13 -



ンヨンラク教会設立を助けた。教会が完工した時。祖父はおじ

夫婦を静かに呼んだ。

　「これで私の仕事は終わった。私はソウルへ上京する。その

代わりあなたたち夫婦はここに残って教会と牧師に良く仕えな

さい。」

　「はい、お父さん」

　おじはイ・ギョンファ長老だ。おばはバン・ボクシム勧士だ。

バン・ボクシム勧士は韓国人初の宣教師であるバン・ジイル牧

師のおばにあたる人物だ。二人はどのように結婚に至ったのか。

当時ピョンヤンには大きな教会が 2 つあった。ソムンバク教会

とジャンデヒョン教会だ。当時両教会の教員数は各々 1 千名を

優に超えていた。おじはソムンバク教会青年部会長で、教会す

べての働きに率先垂範で忠誠を尽くしていた。その青年を心に

留め見守っていたジャンデヒョン教会バン・ジイル牧師が二人

をつなげたのだ。バン・ボクシム勧士はプサンヨンラク教会を

増築拡張するとき、1年半ほぼ毎日教会の本堂で夜を明かした。

　「教会を増築するのに布団をかぶって家で楽に寝るのは正しく

ない。」

　毛布を 1 枚持ち込み、夜ごと教会に向かった。1 年半、固い

椅子で涙の祈りを捧げた信仰の勇士だ。おばは初めの頃から早

天祈祷を捧げ、家に戻った。子どもたちは母の健康を慮り、引

き止めることをしてみたが、手を横に振られたのだった。

　「いいえ、教会増築が完工するときまで祈りで教会を守らなけ

ればならない。教会はお金で建てるのではない。教会は祈りと

涙で建てるのです。」

　おじは生涯プサンヨンラク教会の主席長老として教会に仕え天

に召された。おじも、おばも皆まことにすばらしい信仰人だった。

このすべては祖父イ・ウォングン長老から受け継がれた信仰の力

だ。私はこのような家系で育ったことを大きな祝福だと考える。

　

教会を離れた信仰は砂の上に建てた家と同じだ

　祖父イ・ウォングン長老は家族に「美しい信仰の伝統」をく

ださった。おじ夫婦がプサンヨンラク教会を増築するとき、名

も無く、光も無く「時間」と「真心」と「祈り」をまかれた姿

を見ながら大きな悟りを得た。私が祖先から受け継いだ最も大

切な財産は「教会中心の信仰生活」だ。それは代々継がれる私

たち家系の信仰の伝統となった。教会を離れた信仰生活、教会

に反する信仰生活、教会と主日礼拝をおろそかにする信仰生活

は、砂の上に立てた家のように危険なことだとすぐに悟った。

そしてただの一度も教会と信仰から離れた生活を考えたことも

なかった。

　教会の外で恵みを慕いながらとんでもない異端と似非宗教に陥

る人々がどれほど多いのか。信仰生活をあまりによくしようと間

違った道へ入る人は、神秘主義になったり、自分の義理がたさに

縛られて教会に困難を持ち込む人が、またどれほど多いことか。

教会観が正しく判断されていないと良い信仰生活を送ることはで

きない。イ・ウォングン長老のこのような教えは、子孫へ大切な

信仰の遺産として残された。祖父は私の信仰の教科書だ。心の深

いところからいつも尊敬の念を抱いている。私はすばらしい信仰

を持つ家系で、誠実で親切な心を持つ両親の教育の下で育ったこ

とをいつも感謝している。特にチョウ・ヨンギ牧師と両親を通し

て肯定的で積極的な信仰を学んだことに感謝だ。

　少し前にアメリカのある女性誌が、子どものいる両親が一番

気をつけるべき 5つの言葉を発表したことがあった。
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　「お母さん、私がアメリカに留学するチャンスができました。

できればアメリカに行って先進的な学問を学びたいです。許可

してください。」

　曽祖父母は涙を流して言った。

　「あなたは私たちの家系の9代目の長男だ。子孫が尊い家系だ。

あなたが 40 日間、船に乗り、アメリカに行くということ自体が

私には大きな苦しみだ。そしてアメリカに行けば、いつ戻るか

も分からない。あなたはここに残りなさい。私の目の黒いうち

は絶対行かせない。一緒に暮らさなければならない。」

　曽祖父母は 9 代目の息子を失うかもしれないという心配で強

く反対し、悲しみで泣いた。結局その涙に背いてまで留学に行

くことはできなかった。

　「お母さんのおっしゃることに従います。」

　祖父は親孝行だ。到底、親の心に逆らうことはできなかった。

祖父はアメリカの留学を諦めた代わりに、貿易の仕事を通して多

くのお金を集めた。そのお金で教会に献身する人生を生きた。†

おじはピョンヤンのプサンヨンラ
ク教会主席長老として教会に仕え、
天に召された。おじも、おばも皆
本当にすばらしい信仰人だった。
このすべては祖父イ・ウォングン
長老から受け継がれた信仰の力だ。

（写真はプサンヨンラク教会全景）

　「私があなたをなぜ産んだのかわからない。あなたはなぜ他の

子のように上手にできないのか。このばか者。あなたはいった

い何歳だ。お願いだからお母さんを困らせないで。」

　この 5 つの否定的な言葉が子どもの人生を暗黒の奈落へ引き

摺り下ろす。良い信仰の伝統を持つ家庭は良い言葉と行いで人

生の手本を見せる必要がある。私が多くの人々の悪巧みや攻撃

に対して最後まで反応せず、むしろ彼らのために祈ることがで

きたのは、両親から学んだ信仰の力のおかげだ。

アメリカ留学の道を諦める

　祖父はたいへんな孝行息子だった。両親の言葉に絶対従順し

た。ピョンヤンで信仰生活をしている間、アメリカ人宣教師が、

祖父とキム・ヤンソンという青年を静かに呼んだ。宣教師はピョ

ンヤンで最も未来を嘱望できる 2人の若者を呼んだのだ。

　「アメリカのある大学に朝鮮の人材を育てるように結構な額の

奨学金をあげるといっている。君たち 2 人がアメリカで勉強す

るのに十分なお金だ。とても良い機会だ。留学する準備をしな

さい。」

　キム・ヤンソンはこの事実をすぐに親に知らせた。

　「アメリカへ留学します。奨学金を受けて、勉強することので

きる絶好のチャンスです。」

　彼の両親は留学に反対した。

　「絶対にだめだ。一度行けば戻れるかどうか分からない。諦め

なさい。」

　しかしキム・ヤンソンは両親の反対に頷かなかった。彼はアメ

リカの留学の道へ進んだ。後に医者となり多くの業績を残した。

　祖父も自分の両親にアメリカの留学の意志を告げた。
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　次のような短いストーリがある。

　主は人を創造されて、人に自由意志を授けようとされている、

と知った天使たちは主の御前に集まって来て切に願い始めた。

　「主よ、天使の私たちでさえ自由意志を担い切れずに天使たち

の 3 分の 1 がルシファーに従ってしまい、主に逆らう悲劇があ

りました。天使よりもはるかに弱そうな、あのアダムに自由意

志を与えたら、彼はその自由意志を使って罪を選ぶでしょう。

結局、善と悪を知る木の実を取って食べるはずです。ですから、

アダムに自由意志を与えてはいけません。堕落した人間に仕え

ることは私たち天使にとって、不愉快で辛すぎる仕事ですから。」

　天使たちの願いにいつも速やかに答えられる主が静かに沈黙

を続けられた。天使たちは集まって、アダムに自由意志を与え

れば堕落した人間たちが宇宙を罪によって汚すはずだとひそひ

そと話した。その時、主の栄光を愛して主の隣から離れずに主

を見つめることを喜ぶ、一人の天使がいきなり驚くべき賛美を

歌い始め、すべての宇宙がともに讃美し始めた。

ヘンリー・グルーバー牧師の

主と歩く

世界をいやす教会

ヘンリー・グルーバー		
（Henry	Gruver）牧師

　「御父、御子、御霊、主を賛美します。アダムはきっと自由意

志を使って善と悪を知る木の実を食べて堕落するでしょう。そ

して、御子、主がいけにえとなられて人間をすくわれます。神

の御子が、小さな被造物である人間となられ、十字架に付けられ、

死ぬまでなられ、その聖い血潮によって人間を救われます。わ

れら天使たちと人間、そしてすべての宇宙万物が、主の慈しみ

深い愛とは何かをついに悟るでしょう。主がどれほど深い愛で

被造物を愛しておられるか、その深い慈悲とあわれみを見るで

しょう。主よ、あなたはまことにあわれみ深い創り主であられ

ます。あなたは遊びで被造物を造られるような方ではなく、被

造物の真の父であられます。」

　天使たちは、始めから、死なされた小羊の栄光の神秘に対し

て啓示を受けて、みんな主の御座の前にひれ伏した。

私はこれから、聖霊が教会により強く臨まれると信じ
ている。主の、被造物に対する限りない愛が十字架の
贖いを通して表わされた。その愛を理解している教会
は主の御姿に似せて造られたすべての人間を尊く扱い、
愛するであろう。
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ルドはカルヴァン主義者だった。ジョージ・ウィットフィルド

はジョージア州に農場を所有していたが、ジョージア州は、南

北戦争が起きる 125 年前である、1735 年に奴隷制度を廃止した。

カルヴァン主義者で予定論者であったジョージ・ウィットフィ

ルドは運命を信じていたので、黒人は奴隷として生きるように

主が定められたと信じていた。彼はジョージア州が奴隷制度を

廃止したことは失敗だと思っていたので、ジョージア州議会に

圧力をかけて奴隷制度を復活させた。奴隷制度を復活させた後、

ジョージ・ウィットフィルドは奴隷を買って農場で働かせた。

　奴隷制度が理由となってアメリカが南北に分かれて内戦で苦

しむ 125 年前に、すでにジョージア州では奴隷制度は廃止され

るべき悪法であると気づいていたのだ。ジョージア州で農場主

たちが奴隷制度を法的に禁止させた良心の覚醒が持続されたの

なら、アメリカは南北戦争という恐ろしい対価を払わなくても

済んだのかも知れない。ジョージ・ウィットフィルドがたまし

いを愛した偉大な牧会者であったことを否定しようとするわけ

ではない。考えが結果を生み出すことを示すために例として挙

げたのだ。特に主の品性と贖いの歴史に対する考えがどれほど

重要であるかを伝えたい。

　ジョージ・フォクスはウィットフィルドとは違う考えを持っ

ていた。ジョージ・フォクスは聖霊を重要に思っていたし、人々

を聖書ではなく聖霊を結び合わせることが自分の任務だと考え

ていた。ジョージ・フォクスは聖霊が聖書よりもっと偉大だ

が、聖霊は決して聖書から外れることを仰せないと信じていた。

ジョージ・フォクスは主との関係を大事に考えていた。聖霊を

大事に考えていたジョージ・フォクスは病を癒し、悪霊を追い

出し、預言をした。

主の品性

　私は時々、讃美中に、あるいは黙想中に主にお目にかかると

き「主はこのような方だったのかな」と思って、驚いてしまう。

そのたびに私は、自分が主を知らなさ過ぎる事実に圧倒されて

しまう。文字に囲まれてしまい、固くなった心で、働きにばか

り夢中になって、いざ憐れみと慈しみ深い愛の主を忘れていた

事実に、またもや気づく。

　私が 20 代の時、組織暴力団の一味だったが救われた友たちが

いた。教会とは全く違う世界で生きてきた、その友たちが教会

に対して話したことの中には、教会の中で生まれ育った私にとっ

て、衝撃的なことがいくつかあった。例えば、こういうことだ。

　「教会に通う多くの人が主を愛するよりか好いてもいないよう

に見える。真面目に生きなければ主から懲らしめられるので、

恐くて仕方なく教会に通っている人もいれば、主があまりにも

好きで喜ぶ人は少ないように見える。主が好きで主と、より交

わりたくて来るところが教会ではないか？」

　暴力団組長のボディガードをしていた彼は、腕が太すぎて、

合うサイズがなく、洋服を注文して作らなければならないくら

いに壮健な男だった。そのような体格に似合わず、主の御前で

は幼子のようだった。彼にとって主は慈悲とあわれみと力を惜

しみなく与えてくださる方であり、最も良い友たちだった。彼

は本当に主を愛していて、主と交わること（彼の表現）を喜ん

でいた。彼は短い間に聖霊充満なクリスチャンとして成長して

行った。

　ジョージ・ウィットフィルドは 18 世紀イギリスとアメリカを

揺さぶり起こした、偉大な牧会者だった。ジョージ・ウィットフィ
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　ジョージ・フォクスは、人間が主の御姿に似せられて造られ

た尊い存在であることを信じた。ジョージ・フォクスは主の御

前ですべての人が平等であると信じたので、女性と奴隷、ユダ

ヤ人など当時、見下されていた人たちのところに近寄った。

　ジョージ・フォクスは奴隷解放運動の先頭に立った。ジョージ・

フォクスについてきた人たちは聖霊を待ち望んで、聖霊が臨ま

れると体を震わせたりしたので「クエーカー（震える人たち）」

と呼ばれた。

　アメリカでクエーカー教徒は少数であったが、ジョージ・フォ

クス以来、相当長い間アメリカ社会を覚醒させて、良い法と制

度を作る、国家変革に良い影響力を及ぼした。主は慈しみとあ

われみが豊かな方で、聖徒は聖霊を通して主と関係を結ぶこと

が大事だという考えが、国家変革だという結果をもたらした。

　

　私はこれから、聖霊が教会により強く臨まれると信じている。

主の、被造物に対する限りない愛が十字架の贖いを通してあら

わされた。その愛を理解している教会は主の御姿に似せて造ら

れたすべての人間を尊く扱い、愛するであろう。不信仰の人を

救いの対象としてだけ見るのではなくて、主の御姿だと思って

尊く思うはずだ。クリスチャンがすべての人々に親切で礼儀正

しく、なおかつ友好的で誠実であるならば、世の人たちが彼ら

を主の子供と呼ぶであろう。

　

　また、主の尊い姿である人間が虐げられて苦しんでいるとこ

ろの法と制度を変えることで国家を弟子化させる人たちになる

であろう。北朝鮮と統一する前の韓国教会にジョージ・フォク

スの油注ぎと外套が与えられるように祈っている。†

　人は生まれて一人の人間として人生を生きていく。しかし、

非常に特別だった私の人生は、生まれてからではなく神様に出

会ったその日から始まった。

　6 人兄弟の末っ子に生まれた私は、毎日、若水を汲み置いて

祈る母の姿を見て育ってきた。母が神に祈る理由はただ一つ、

問題だらけの、まさにこの息子だった。今考えても恥ずかしい

ほど、私の人生は良くも悪くもなく「ごみ」そのものだったから。

　1994 年 6 月 17 日、ゴミのようだった私の人生は、最も重要

な日を迎える。運転中にイエス様の特別な訪れがあった。光で

あるイエス様が入ってきた瞬間、私の中にいた暗闇は耐え切れ

ず、少しずつ逃げ始めた。6 時間を超える死闘の末に、私の霊

と肉は、闇から、光の人に生まれ変わった。新しい人になった

息子の姿を一日ぶりに見て、母は、「神様がどんな方か知らない

けど、私の息子をこのように変えることができる方なら、一度

信じてみたい」と言って、その時からウソの神ではなく、真の

神様に祈り始めた。一方的な神の恵みだった。

ゴミのようだった私の人生

　誰もが一度ぐらいは夢見るアメリカン・ドリーム。中学校 3

今日が最後のように

ブライアン・パク
牧師・巡回リバイバリスト
CTS「Calling God」進行　

我が人生のプラス｜我が人生の最高の贈り物
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 断れない命令に従順し、主は、まず教会開拓という使命を全う

させられた。妻と私は、開拓の働きをしながら、一度も嘆いた

ことがない。私の信仰ではなく、神様の恵みで倒れなかった。

神様のとても大きな恵みで、教会が何であるかも知らないまま

始め、従順した。ただ礼拝が好きだった。教会は、信仰を教え

てくれたし、しもべとは何かを教えてくれた。仕えを学び、犠

牲を学んだ。険しかったが、愛に満ちた開拓教会の働きを経て、

今は、全世界を回りながら、巡回リバイバル講師として働いて

いる。魂の大切さを学び、教会を愛する心を知っていく開拓時代、

主は「教会を閉めなさい」とおっしゃってくださった。わたし

が、私のしもべに感動を与えてあなたを探しに来させてあげよ

う。あなたは恐れずに、信じて待ちなさい。それで待ち続けた。

不思議に、一度も広告したことのない私の電話番号に、集会の

連絡が入り始めた。そして主が行きなさいとおっしゃれば、そ

こがどこでも行った。

　私の働きは、完全に自費で捧げている。全財産 700 ウォンで

始まり、飛行機代も旅費も無しで始まった。神様は「思い煩うな」

と言われ、思い煩わらずにただ従順すれば、全てのことを解決

してくださった。

主の道を備えなさい

　現在、私はアメリカの市民権を得て、韓国で宣教師として働

いている。5% 未満の青年の福音化率、今韓国は父親を失った孤

児のようだ。飢え渇いたここで、神様は、放送という媒体を通

じてこの国を建てておられる。

　CTS で放映されている「Calling God」と言う番組は、電話、

SNS などを通じて、現代人の悩みを分かち合う、コミュニケー

年の時にアメリカに移民した私もそ

うだった。大変だった人種差別の壁を

乗り越え、名門大学に進学、世界一の

証券会社に入社した。眠る時間を除い

て休まずに働いた。いや寝ないで働い

た。不思議にお金は、懸命に仕事だけ

すると、つるつると私のポケットに

入ってきた。本当に言葉にもならない

ほど大金が稼げた。もっと儲けると、もっと貯めると、幸せに

なると思った。もっと、もう少し。しかし、結果は、本当に幸

せのない虚しさだけだった。

　負けず嫌いだった私は、粗暴な性格に殺気だった目つきだっ

たし、お酒とタバコ、さらには麻薬まで…険しいさまよいの日々

を送った。私生活が完全に保障される国、アメリカ。職場では、

「スーパーマン」と呼ばれ、他方では酒と麻薬なしでは生きられ

ない徹底した二重生活を続けた。20 年以上一日も欠かさず酒と

麻薬をした。めちゃくちゃな生活に身は壊れた。腰の激しい痛み、

左のかかとは、がん腫瘍でまともに歩くことができないほど苦

しかった。鎮痛剤で耐えて耐えた。

私は巡回リバイバル講師だ！

　光として訪れたイエス様のご訪問。その事件以来、腰の痛み、

癌腫瘍、すべての病気はきれいに癒され、酒とタバコもきれい

さっぱり消えた。これも全面的な神の恵みだった。

　その年の 10 月、主のしもべとして召され、さらに具体的な使

命を受けた。

　『この世界のすべての教会を連合し、改革しなさい !』
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ションの場、とりなしと癒しの場だ。私は、ここで驚異的な聖

霊の臨在を経験する。26 年間、シャーマンだった女性が救いを

受け、13 歳の少女は痛みから解放される。23 年ぶりに初めて食

べ物を噛んで飲み込むことができる。このようなことが、今も

その放送で起きている。放送をしながら、常にその威力を感じ

ている。放送は、すなわち使役である。放送は、時間と場所を

超え、イエスに出会える最高の方法だ。

 1 日に何千本もの電話がかかってくる。放送を通じてつなげる

方は、多くても 10 人ほど。しかし、電話がつながることを試み

たその数千個のリストを受けて祈れば、神様の答え、生きてお

られる神様の働きは、明確に起こっている。ある聖徒は、電話

がつながるのが難しそうで試みもしないでいたが、同じお祈り

の題目を持った方の事情を聞き、一緒に祈った。その後、本人

の不眠症および下肢静脈瘤が癒される、驚くべきことが起きた。

このような奇跡は、今も数多く起きている。強力な影響力を持

つ放送を通じて、大韓民国はもちろん、世界各国のディアスポ

ラらがお祈りで一つとなって、キリストの兵士として立たされ

ている。これも神様の全面的な恵みだ。

　すべての集会で夕飯を断食をする私に、人々はその理由を問

う。その理由はただ一つ、私のベストを捧げたいからだ。少し

でも乱れる恐れを避け、ひたすら神様だけに集中すること望ん

でいる。ひょっとしたら、この集会が、自分にとって最後かも

しれない、この時間が聞く人たちの最後になるかもしれないと

思い、最善を尽くしている。私の全てをその方に注ぎ出す時、

私の最善を最も良く受てくださる神様だ。

　いつでも、どこでも、今日も、私は自分のベストを神様に捧

げる。†

　私は高校時代、友人が通った教会の中高等部の「文化の晩」

行事に出演し、トランペットを演奏したことがきっかけで教会

に通うようになった。その後、友たちと会うのが楽しくて、主

日に友人が通う教会に行くようになった。これが私の学生時代

の教会生活のすべてだ。

　社会生活をしながら、ノンクリスチャン家庭の長男である私

としては、教会に通うことは不可能だった。信仰を持つ妻に出

会って結婚したけれども、依然として主を知らずに不信仰のま

ま過ごしていた。家庭をもうけ、自分なりに最善を尽くし、正

直で真面目に生きていれば良いのだと思い、職場では認められ

る働き人として勤勉に働き、順調に昇進して平穏な生活を送っ

ていた。しかし、世の誘惑に負けてつまずき、すべての問題の

解決をお酒に依存する、か弱い存在だった。

　そのように意味のない生き方をしているとき、1990 年に思わ

ぬ交通事故によって、大きな対価を払わなければならなかった。

肩の骨が折れ、大きな負傷を負い、血だらけになって病院に運

ばれた。その時病室のベッドで、私は初めて絶対者の存在を探

し求めるようになった。ノンクリスチャンの家庭に嫁いで、主

放蕩の人生から
賛美働き手として
立てられた神様

イ・ウォンヨン
長老、ハンソウマン教会　

我が人生のプラス｜我が人生の最高の贈り物

- 26 - - 27 -



り出し再び持つようにしてくださり、サックスを演奏する真実

な信仰の同労者もつけてくださった。ヴィジョンの第一として、

開拓教会の小さな賛美チーム、「イェダム賛美チーム」を胎動さ

せて仕えるようにしてくださった。また、主日礼拝、徹夜礼拝

などで、礼拝のために祈り賛美を導くようにしてくださり、そ

の都度恵みで果たせるように助けてくださった。長い間、神様

の道具として用いてくださり、本当に感謝している。たましい

の救いのための足掻き、「ひとりのたましいのためなら、いかな

る対価をも払う」という精神をもって、教会に仕え走り回った

25 年の歳月を振り返ると、すべての状況において先立て導かれ

る、神様の恵みによってここまで来られたことに感謝する。

　教会が提供する教育プログラムに優先順位をおき、主の軍隊

となるための訓練を受けて走ってきた時間の数々……。その時

間を通して、未信者を胸に抱き仕えるキリストの心をもって、

ひとりのたましいを探しに出て行く、福音伝道への熱い想いを

もつようになった。

　そして、一人ひとりを伝道し、スモールグループが構成され、

リバイバルしていった。その中で 30 人あまりの人を養育しリー

ダーに立てられ、300 人ほどの霊的家族に仕えるリーダーとし

て生きるようにされた。気落ちしていた教友たちがこの信仰の

共同体を通して新たな力を得、各自に与えられた賜物に適した

奉仕場所を見出し、再びリーダーとして仕える献身の姿を見て、

私は聖霊様の繊細な導きにどれほど感謝したかわからない。事

業が上手くいかず、苦しんで涙をもって祈っているとき、心の

抑うつに耐えられず座り込んでしまいそうなとき、また絶望の

ぶちに突き落とされそうになったときに、共同体の家族を通し

日礼拝を捧げることができず、二人の子どもを連れて密かに区

域礼拝を捧げていた妻が、夫の救いのために切に祈っていたこ

とを、このとき初めて知った。

　事故以来、持っていた物質や安泰だった職場での地位をすべ

て失った。しかしこの苦しみの時間を通して、私はようやく主

に出会った。涙と鼻水を流し、主を心から受け入れた。そして

1992 年暑い夏の日、ヨイド純福音教会でバプテスマを受け、新

しい命を得るようになった。

　その頃、小さな店舗を借りて、イルサン新都市へ移り、自営

業を始めた。神様は具体的に私の人生に関与してくださり、私

の生き方の目標を完全に変えられた。20 代若き日、グループサ

ウンドメンバーとして夜舞台を転々としていた人生、青春時代

に酒に溺れて生きていた私を、神様は見つけ出して止めさせて

くださった。私の意志ではなく、主の御心従った生きるよう導

かれた。

　引越した後、小さな開拓教会、ハンソウマン教会に通うよう

になった。主の導きによって出会ったハンソウマン教会、地下

の小さな礼拝堂で、私は何か熱い感動が伝わるのを感じた。牧

師先生のメッセージは、まるで生ける水のように飢え渇いた私

のたましいを潤し満たしてくれた。感激の礼拝の時間だった。

すべての礼拝を通して、私のたましいの深いところで会ってく

ださる神様を体験した。

　なおも神様は具体的なヴィジョンも与えてくださった。世間

の歌を歌う私の唇を、神様を賛美する唇に変えてくださり、世

に向かっていた足を福音の必要な人々へと向かうよう、祝福の

足に変えられた。神様は、私が長い間放置していたギターを取
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て主は私を慰めてくださった。この共同体の家族は私にとって

大きな巡りの垣となってくれた。今までどうして気付かずに生

きてきただろうか。この世で彷徨いながら生きていて、遅くに

主を受け入れたがゆえに、過ぎ去った時間は取り戻せないけれ

ど、今は神様がお許しになった事業場（焼きアヒル専門店「トッ

コルオリ」）で、お店に来る顧客たちにイエス・キリストの愛を

伝えることに最善を尽くしている。

　5 年前、台風ボラヴィンが強く吹いた日、私は健康診断を受

け、大腸がんと診断された。直径が 7 ㎝にもなるがん細胞を見

て、私は恐ろしさよりも走ってきた道を顧み、「ストップ」を宣

言される神様の恵みであると知った。そして、私の人生により

大きな恵みが注がれることを期待しながら、手術と治療の過程

を真面目に終えるようにしてくださった。6 か月に一度検査し

その結果を待ちながら、「謙遜に生きなさい」と仰せられる神様

に感謝した。5 月 8 日、父母の日に追跡検査結果、完治の判定

を受けた。大腸がんは私にとって神様のもう一つの贈り物だっ

た。がんで苦しむ人々のために献身することが私の使命だと悟

り、病に苦しみ落ち込んでいる人々を訪ね、慰めと祈りをもっ

て仕える、尊い働きに携わるようにされた。「主がおおせられ　

われすすんでいく　主のみこころでなければ　われ立ち止まる」

――このように従順し生きていきたい。

　偶像に仕える家に嫁いで福音の種になってくれた妻がいて、

信仰の 1 代目の家庭の長子として、「家族全員救い」を成し遂げ

るように導かれた神様の恵みに感謝する。

　開拓初期、ハンソウマン教会に初来者登録をしたとき、二人

の子どもは教会学校の幼稚部で礼拝を捧げていた。歳月は光の

ように過ぎ去り、もはや 25 年の歳月が流れた。昨日、孫が教会

学校の幼稚部で神様を賛美し礼拝を捧げていた。このように尊

い子どもに成長させてくださり、信仰を受け継ぐ美しい信仰の

家族をなしてくださったことに、本当に感謝する。

　私は主の導きに従ってここまで来た。神様は足りない者を長

老に油注いてくださり、教会に仕えるようお許しになった。こ

れだけでも感謝すべきことなのに、私の末弟を牧師に召してく

ださり、イエス文化を築き上げて主の栄光のために生きるよう

にしてくださった。召してくださった神様の恵みを覚え、神様

の前に立つその日まで福音を宣べ伝えること、神様を賛美し教

会に仕えることに命をかけて献身するつもりだ。願わくは、神

様を賛美しながら、神様を知らないあわれな人々に福音を宣べ

伝えながら、主の懐に召されたい。†

世間の歌を歌う私の唇を、神様を賛美する唇に変えてくださ
り、世に向かっていた足を福音の必要な人々へと向かうよう、
祝福の足に変えられた。
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ことでしょう。ただの平凡な麦茶でした。執事さんは麦茶を丁

寧に注ぎながら「ご自愛くださいね」と平凡な祝福の言葉をか

けました。わざわざやってきて牧師にプレゼントするのが、単

なる温かい麦茶だなんて！ その瞬間、牧会とは何か？ 人生と

は何か？ 信仰とは何か？ という本質的な考えがいろいろと私

の頭に浮かびました。その麦茶は私の人生の中で、最も深く味

わった麦茶でした。

美しい二番

　その執事さんは、今は勧士さんになっています。世の中の言

葉で言えば、大成功した事業家の妻でありましたが、IMF によっ

て事業が没落し、貧しい人生を送っていました。しかし、信仰

と人柄の尊厳をいつも保ち、常に自分の居るべき場所にいる方

でした。何よりも『後ろから支えてくれる人』であり、自身が

輝くのではなく、牧師先生やいろんな人を立たせてくださる方

でした。薔薇の花束が美しいのはカスミソウが背景となるから

であり、月が輝いて見えるのは星と暗闇が引き立て役になるか

らです。イエス様を後ろから支えたのは秀麗な薔薇の花ではな

く、バプテスマのヨハネが殉教で流した血でした。助演者であ

り背景となる働きをしたヨハネを指して、主は、女が産んだ者

の中で〈一番大きい者〉と呼んでおられます。（ルカ 7:28）

　実際に牧会をする中で、このように風景の中で背景の役割を

果たし、人々を後ろから支える人に出会うことほど嬉しいこと

はありません。教会の中で起こる紛争の多くは、自分が主導権

を握って主人公になろうとすることが原因だからです。

牧会の香り｜ハン・ゼウク 牧師　カンナムヴィジョン教会

後ろから支えてくれる人

　「牧師先生、ジャズは人を支配しようとしません。ただ私を後

ろから支えてくれるのです。」　私たちの教会に所属する、ジャ

ズを専攻する青年の言葉です。

　おそらく、その年の６月のことだったと思います。薔薇の花

びらが散り始めていましたから。教会の大きな行事の準備をし

ていたら、大事なプレゼントのように胸に何かを抱えて女性執

事が一人やってきました。「牧師先生、行事の時に声を張り上げ

て喉をいっぱい使うから、これを飲んで元気になってください。」

　そう言いながら、風呂敷から保温瓶を差し出しました。私は、

たぶん高級で珍しいお茶だろうと思いました。しかし、なんて
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　「二番のことは誰も覚えていない」という広告宣伝文句があり

ます。しかし、美しき二番がいるからこそ一番が引き立つのです。

偉大なる二番が背景の役割を果たすからこそ、一番となった者

の歴史が成立します。森を織りなすのは木だけではなくて、木

と木の間の〈空間〉です。その〈空間〉の背景の中を風が通り

抜け、人が通り抜ける中に、花が咲きます。花の美しさは、そ

れが咲く丘、空、雲、風と共にあります。大いなる考えを抱く

ためにも、大きな背景が必要です。言葉でさえも、沈黙という

背景がなければ深みがありません

　私たちはよく、柱みたいな人になりなさいと言います。しか

し、柱が一つ立っているだけでは、それは廃墟でしかありません。

柱があって壁が立てられ、屋根ができるからこそ、柱の存在感

があるのです。従って、柱のような人とは、隣人を支え、立て

させる支え人を意味します。爽やかに花が咲いて美しく見える

のは、その背景にある青い空と野原、そして、穏やかな風があ

るからです。

私を踏み台にしてください

　1953 年 5 月 29 日 11 時半、イギリスの登山家アドモント・ヒ

ラリーは人類で初めてエベレストを征服しました。彼は全ての

登山家たちの英雄でした。そんなヒラリーが後日、このように

真実を明かしました。

　「頂上を目の前にして、テンジン一人は登ることなく、後ろに

いて私を 30 分も待っていました…」

　テンジンはシェルパの役割を守り抜き、ヒラリーがエベレス

トを一番先に征服できるように待っていてくれました。つまり、

彼を後ろから支えたのです。

　使徒パウロは神の御国の花でした。しかし、その花が咲くま

での間、多くの同役者たちがそれを支える背景となりました。

特にバルナバがそうです。みんなが一番になろうとしている今

の時代、バルナバのように他の人を美しく支える人――偉大な

二番――が恋しいです。主はマタイによる福音書 20 章 26 ～ 27

節でこのようにおっしゃいました。

　「あなたがたの間ではそうであってはならない。かえって、あ

なたがたの間で偉くなりたいと思う者は、仕える人となり、 あ

なたがたの間でかしらになりたいと思う者は、僕とならねばな

らない。」（マタイ 20:26 ～ 27）

　私を踏み台にしてください！ 私を支えとして花を咲かせてく

ださい！

　神の御国で一番美しい人は、このように人を支えてあげる人

「あなたがたの間では

そうであってはならない。

かえって、あなたがたの間で

偉くなりたいと思う者は、仕える人となり、 

あなたがたの間でかしらになりたいと思う者は、

僕とならねばならない。」　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　（マタイ 20:26‐27）
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トフォンに頼って生きている人間を意味する。しかし、さらに

踏み込んで言うなら、今日がスマートフォン無くして生活を維

持することが不可能な人々の世の中になったことを意味するこ

とを意図している。  

　特に事物インターネット (IoT, Internet of Things) 時代と

なった今、スマートフォンは、通信装置と結びついた生活家電

とつながっており、活用範囲がより広がることになると予測さ

れているだけ、早くもフォノサピエンス時代に私たちは踏み出

したことになる。  

　KT 経済経営研究所によれば、2016 年 3 月現在、世界の主要 

50 ヶ国のスマートフォン普及率を調査した結果、韓国は 91% と、

シンガポール、アラブ首長国連邦と並んで、スマートフォン普及

率が世界で最も高い国として有名である。また、世界移動通信事

業者協会(GSMA) が2017年4月に発表した資料によれば、2016年、

世界のスマートフォン普及率は、51% との調査結果になった。サ

ハラ砂漠以南のアフリカ諸国を除いて全世界ではピッチフォンよ

りスマートフォンが、より多く所持されているのが現実である。

2007 年、世界で最初のスマートフォンであったアップル社のア

イフォンが発売されてから、わずか 10年のことである。  

　問題は、スマートフォンが生活のすべての領域と関連して使

用されることからから来るスマートフォンに対する依存感であ

る。スマートフォン無しには何もできない世界とは、あたかも

ローマの貴族たちが奴隷に依存した時代を彷彿とさせる。心理

学者カール・ユングが分析したローマの貴族とは、奴隷をこき

使う主人のように見えても、生活全般において奴隷に依存して

いるのを見れば、その実態は奴隷の奴隷に他ならなかった。カー

ル・ユングがローマ時代の奴隷を環境として見る視点は、現在、

　ローマ時代のすべてのローマ人たちは、奴隷に取り囲まれていた。

奴隷を通してでなければ、なにもできない彼らはむしろ奴隷に依存

していた。当時、奴隷は環境であった。（カールＧ . ユング）

　現代社会で一般にビジネスマンがスマートフォン無しで生活

することは、果たして可能であろうか。2015 年 2 月、イギリ

スの週刊誌 「エコノミスト」はスマートフォンが世界の潮流を

変えたことよって、今やスマートフォン無くして生活できない 

「フォノサピエンス」(Phono Sapiens) の時代になったと報じた。

「フォノサピエンス」とは、スマートフォンを使って業務一般に

ついて調べるだけでなく、金融や教育、娯楽はもちろん、日常

生活にあって人間関係を形成して維持する領域にまでスマート

フォンが深く入り込んでいるというように、生活全般をスマー

特別企画｜フォノサピエンス時代の影―カフェイン憂うつ症

あなたは
スマーフォンの
奴隷ですか

カン・ジング｜高神大国際文化宣教学科教授、映画評論家
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人間を取り囲むメディア環境の核心であるスマートフォンに置

き換えてもかまわないほど、類似している。私たちはスマート

フォンの主人のようであっても実はスマートフォン無しでは何

もできないために、スマートフォンに従属して生きているので

ある。

カフェイン憂うつ症と人間心理

　フォノサピエンスがこうむる精神的な苦痛もスマートフォンに

起因している。むしろ正確に言うならば、スマートフォンに従属

した生活がなければ、経験しなくてもすんだ憂うつ感を現代人は

自ら選んでいるということである。最近、フォノサピエンスには、

いわゆるカフェイン憂うつ症が見られるようになった。  

　「カフェイン憂うつ症」とはカカオストーリー、フェイスブッ

ク、インスタグラムの頭文字を取って作られた新造語である。

他人が SNS に掲載した文章と写真を見ながら、元気がなくなり、

自己嫌悪が生じるかと思えば、生きる意欲をなくしてしまう症

状がちょうど憂うつ症と類似することから付けられた名前であ

る。SNS でカフェイン憂うつ症を発症させる原因は、だいたい

友人に招待した相手が自分の幸福な瞬間をうつした写真などを

主なものとしている。パリのエッフェル塔の前でジャンプする

とか、ミシュランガイドの三つ星レストランで注文した食事を

撮った写真とか、あるいは何かの賞を受賞した有名人と一緒に

撮った写真もカフェイン憂うつ症を引き起こす要因となる。こ

のような写真は単に私的な生活を表現するばかりでなく、大体

がそれを自慢の種にしている場合が多い。自分がどれほど立派

な人間なのか知らしめたいと望むことから来る自己顕示欲は、

まるで服を着てする露出症のようなものである。  

　アメリカの億万長者で、プレイボーイとしてよく知られたト

ニー・トゥトニ (Tony Toutouni) はインスタグラムに、絶えず

自分がどれほど金持ちであるかを誇示する人物としてメディア

でも紹介された。彼は自分のインスタグラムに、裸の女性が一

糸まとわぬ姿で寝そべり、その上でゴルフをする自分の姿の写

真を掲載するというように、自分の高級車や水着を着た金髪の

グラマー美女と一緒の写真を載せることで有名であった。これ

について彼を友人に招待した人々には、嫌いだという反応を示

すものだけでなく、少なくない人に、これこそ男の人生だと羨

望の反応を示すものがいる。過剰な自己顕示欲を見せつけられ

た人やこれに目を留め、反復的にうらやましさを感じて否定的

感情を抱く人々は、カフェイン憂うつ症が発症する可能性が高

い。この二種類の人はともに SNS 強迫性障害にかかりやすい状

態にあり、自分が「いいね」とクリックされていなかったとか、

だれにも関心を示されていないと分かったとき、憂うつ症が襲っ

てくるからである。  
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ン憂うつ症を感じるときの状況とは、大体が他人と比較してお

金や名誉といった世的な価値を享受することができないことか

ら来る劣等感に襲われるときである。ブランド物のハンドバッ

グを身に着けても、ブランド的な人生になる訳ではない。また、

著名人と写真を撮ったとしても、自分が著名人となる訳でもな

い。周囲と違うことから、かえって注目されているものによっ

て引き起こされる「ハロー効果」の心理が進行して、次第に自

尊心は低くなっていくに違いない。 

孤独と沈黙の時間を経験しなさい

　カフェイン憂うつ症が一般的なそれと違う点は、SNS 中毒に

なった人々に多く見られるという点である。スマートフォンの

SNS アラームが鳴るとそれを習慣的に見るようになり、そのと

き目にとまる他人の幸せな姿と自分を比較することが繰り返さ

れることにより、憂うつ症の種は芽生え始める。

　しかし、カフェイン憂うつ症から抜け出す道は、一般心理学

でいう劣等感を解決して自尊心を向上させることと、スマート

フォンから一定時間自らを隔離させる経験を持つことが何より

も優先されなければならない。初代教会の多くの教父たちは神

様との親密な交わりを持つために砂漠へ行った。どうして砂漠

でなければならないのか。世から遠く離れて、他者と自分を比

較する意識など、すずめの涙ほども起こり得ない場所で、修道

士たちは、たましいが満たされる喜びを楽しんだ。スマートフォ

ンは、現代人には必需品であるが、その奴隷として生きたくな

ければ、生活の一定時間を、スマートフォンに触れることのな

い砂漠での指の沈黙と、私たちを認める神様だけを見上げる孤

独を経験することが必要である。†

　カフェイン憂うつ症の根本原因は、二種類の反した心理が

SNS と結びついた結果、生じたものである。ひとつは自己顕示

欲から来る、認められたいという心理が作用したことによるも

のであり、さらにひとつは比較意識から来る劣等感が集中する

場合によるものである。 

　フォノサピエンスにとって SNS は単なるインターネットが

作った社会関係網ではない。それは、形式的に友人となった人

と人生のささいなこと分かち合うだけの情報をやり取りする、

交流のツールのように見えても、SNS に没頭する人には自己実

現の場となる場合が多い。心地よい言葉で友人あるいはフォロ

アーに招待されるが、実際、顔を合わせて会うことはきわめて

まれなので、相手がわからない人の場合が大部分であるが、彼

らからの「いいね」という肯定的な絵文字そして関心を表すコ

メントを見ると、フォノサピエンスは自分の存在感を感じるこ

とになる。また、自分が掲示した写真や文章に対して他の人々

が好感を表すたびに得る、自分が認められているという心理的

充足感は、現実世界では得難い魅力に違いない。特に SNS に載

せる自分の経験は良いこと、あるいは自身に起こった肯定的な

面だけを選択して掲載するために、外部に表れる自分の姿は、

実際の姿よりも幸福であり、成功的に生きているように見える。  

　このことは、SNS に肯定的な関心を持たせるような現実がな

かったり、他人と比較して自分がみすぼらしいと感じられると

きに生じる憂うつ感を処理しなければならないという課題を生

じたりする。 SNS において他人が掲載した写真を見ると、みな

が幸福に見えるのに、自分だけ不幸なように感じることから来

る、相対的剥奪感は憂うつ症の原因になるのである。  

　しかし、興味深いことに、フォノサピエンスたちがカフェイ
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　マグダラ・マリヤの名前は最近、作家のダン・ブラウン（Dan 

Brown）の小説、ダビンチコード（DaVinci Code）が発売された

後、より広く知れ渡るようになったのは事実だ。しかし重要な

のは、小説を事実として認めるのは大きな間違いだ。もちろん、

小説ではマグダラ・マリヤを主イエスの妻として紹介する場面

もあるが、それは歴史を全く無視した、暗号学や謎々が好きだっ

たブラウン氏の想像に過ぎない。小説には、マグダラ・マリヤ

がフランスのメロヴィング王朝の王族をなしていたとも書かれ

ているが、これも歴史的には全くの事実無限だ。

　ここで私たちが知っていることは、マグダラ・マリヤはガリ

ラヤの西側で、「やぐら」という意味を持つ染め物と織物をして

いた、マグダラ出身の七つの悪霊に憑かれた女性だ。この「七

つの悪霊に憑かれた」ということから、4 世紀頃の教父アムブ

ロシウスが、ヨハネによる福音書 8 章 1 ～ 11 節に書かれた姦淫

現場で捕まった女性と解釈したことから、マグダラ・マリヤが

娼婦出身であると解析されるようになった。筆者は、ルカによ

る福音書 7 章 36 ～ 50 節に書かれた、主イエスの頭に高価な香

これが知りたい｜シン・ソンジョン 牧師、＜クリスチャン文学の木＞ 編集者

マグダラ・マリヤは
どんな女性だったのか？

油を注ぎかけ、主の足に香油を塗ってくれた「罪深いひとりの

女性」が、マグダラ・マリヤではないかと解釈している。

　それに対して、驚くべきことは、イエス・キリストが復活さ

れた後、最初に見えたのは、主の愛弟子ペテロでも、主が最も

愛されたヨハネでもなく、このマグダラ・マリヤだったという

ことだ。なぜだろうか？ それはおそらく、マリヤが誰よりも主

イエスを愛し尊敬しており、3年間も主につき従った女弟子だっ

たからであろう。マグダラ・マリヤが主イエスに 300 デナリも

する高価な香油を注ぎかけたのは、主が言われたように、主イ

エスの埋葬を前もって準備したのである。ここで、マグダラ・

マリヤは他の弟子よりも、誰よりも主イエスの死と復活を信じ

ていたということがわかる。従って、マグダラ・マリヤは誰よ

りも主イエスの復活に対する確信をもっていたために、一番最

初に復活の主に出会う栄光に与ったのである。

　しかし、当時のグノーシス主義者たちの見解は、全く根拠の

ない主張である。例えば、偽経（外典）である「ピリポによる

福音書」によると、マグダラ・マリヤは他の弟子たちとは違う、

神秘主義的知識を持つものとして見なしている。――やはりこ

れも全く事実とは異なる。また他の偽経である「マリヤによる

福音書」にも、マグダラ・マリヤが他の弟子たちの知らないあ

る真理を伝えていたと見なしているが、これもグノーシス主義

者たちが作り上げた、作り話に過ぎない。より突拍子もない話は、

主イエスとマグダラ・マリヤが、何だかの性的関係にあったの

ではという主張だ。これは、イエスの神性を拒否する者たちが

作り上げた、サタンの福音に過ぎない。†
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政治的に人々に扇動されて叫ぶ、叫び声にすぎないのである。

そういう政治的状況の中で民族のために、寂莫たる歴史の荒野

に臨む神の御言葉はどこにあるのだろうか。

　荒野でバプテスマのヨハネに神の御言葉が臨んだ政治的時と

は――聖書はこのように記録している。「皇帝テベリオ在位の第

十五年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤ

の領主、その兄弟ピリポがイツリヤ・テラコニテ地方の領主、

ルサニヤがアビレネの領主、アンナスとカヤパとが大祭司であっ

たとき、神の言（ことば）が荒野でザカリヤの子ヨハネに臨んだ」

（ルカ 3:1 ～ 2）。

　テベリオは 55 歳のときに皇帝となった。彼の統治 15 年目に、

ローマ帝国の安定が確固たるものとなったときだった。初代皇

帝ユリウス・シーザーがアウグストスという権力によって築き

上げたローマ帝国の平和は、初代皇帝から 2 代目のティベリウ

スに委任されることで、より堅固になっていった。朝鮮半島を

取り囲んでいる現代版ローマ帝国、アメリカと中国のように。

パンの種とは影響力を指し示す。

主は弟子たちにパリサイ人の宗教的影響力

だけでなく、同時にヘロデの政治に影響さ

れることを、ヘロデのパン種にも警戒せよ

と言われたのである。

　韓国は独立して以来、歴代大

統領たちの混乱を経験しつつ、

遂に最初の女性大統領の弾劾を

もたらした。以来、国民はろう

そくの火を持つ人や国旗を持つ

人に分裂されたまま、最も候補

の多い大統領選挙が行われた。

独立以来、このように群衆が集

まり、二つに分かれて対立した

ことがあっただろうか。国民が

右派と左派に分かれ、国旗を持

つ人たちのどよめきと、ろうそ

くの持つ人たちの物騒がしさの

中、新しい大統領は立てられた

のである。神の御言葉は、ろう

そくや国旗を持つ人で騒々しい、

そういう場所に臨むことはない。

そこで叫ぶ声は、神が与えられ

た「荒野で叫ぶ声」ではなく、

世の終わりの日まで
ソン・ヒョンギョン	牧師　アメリカ・ニュージャージ・ゴスペル・フェローシップ教会

ヘロデのパン種を警戒せよ

- 44 - - 45 -



　ところが、強力なローマ帝国の最前線ユダヤの地では、皇帝

アウグストスの支持を得たヘロデ大王の息子アケラオがユダヤ

の王に承継し（マタイ 2:22）、残りの半分は、異母兄弟ピリポ

とヘロデ・アンティパスに、それぞれイドゥレとガリラヤの領

主として立てられた。そのように異母兄弟アケラオに押された

ヘロデ・アンティパスは、ガリラヤの海と近隣都市をティベリ

アスと名付け、ローマ 2 代目の皇帝ティベリアスの信任を得る

のである。そして、アケラオは 2 年後に廃位される。さらに、

ベツレヘムで 2 歳以下の男の子を皆殺しにした彼の父のよう

に（マタイ 2:16）、バプテスマのヨハネを殺し（マタイ 14:5 ～

11）、なおもイエスを殺そうとしているという噂が広まっていた

ときだった。「ちょうどその時、あるパリサイ人たちが、イエス

に近寄ってきて言った、『ここから出て行きなさい。ヘロデがあ

なたを殺そうとしています。』」（ルカ 13:31）

　その時、自分の妻、ナバテア王国のアレタス 4世の娘と離縁し、

異母兄弟ヘロデ・ピリポの妻だったヘロディアを自分の妻とし、

バプテスマのヨハネの首を斬って殺したガリラヤの領主ヘロデ・

アンティパスを、主は「きつね」と呼ばれた。――そこで彼ら

に言われた、「あのきつねのところへ行ってこう言え、『見よ、

わたしはきょうもあすも悪霊を追い出し、また、病気をいやし、

そして三日目にわざを終えるであろう。』」（ルカ 13:32）――ま

さしくそうだ。ヘロデ・アンティパスはきつねのようだ。だけど、

主イエスが統治者を「きつね」という単語を使って呼ばれると

は想像もしなかった。主は当時の権力者をそのように判断し表

現されたのである。

　税金に対しても、主は「カイザルのものはカイザルに、神の

ものは神にかえしなさい」（マタイ 22:21）と、政教分離を言わ

れた。それは、ローマ皇帝ティベリアスの政治と宗教分離政策

とが偶然にも一致した。その言葉が、当時の皇帝ティベリウス

に伝わったならば、皇帝は喜んだに違いないと、＜ローマ人物

語＞は述べる。しかし、当時のガリラヤの統治者ヘロデ・アンティ

パスを主は「きつね」と呼ばれたのである。そのヘロデ・アンティ

パスが統治する際、――イエスは彼らを戒めて、「パリサイ人の

パン種とヘロデのパン種とを、よくよく警戒せよ」（マルコ 8:15）

――と仰せられた。パンの種とは影響力を指し示す。主は弟子

たちにパリサイ人の宗教的影響力だけでなく、同時にヘロデの

政治に影響されることを、ヘロデのパン種にも警戒せよと言わ

れたのである。

　政治は、この世で生きている限り、避けることも無視するこ

ともできない。ネヘミヤがアルタシャスタ王の詔書を受け取っ

たのは、恵み深き神の御手の助けがあったからだ――わたしの

神がよく私を助けられたので、王はわたしの願いを許された（ネ

ヘミヤ 2:8）――と聖書は記録している。それゆえ王は、川向

うの州の総督たちに、ネヘミヤが天の嗣業のために働くことを

助けなさいと調書を送るのである。ペルシャ王クロスが神の民

のために勅令を出したように、主は国家の助けを受けるように

もされるのである（歴代誌下 36:22）。

　カイザルのものはカイザルに、神のものは神に分離するだけ

なら良いが、ペルシャ帝国のエステルは政治的状況をただ避け

ていられなくなっていた。ハマン将軍がアハシュエロス王を動
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何が神の御旨でしょうか？

イエス院四番目の講義プロジェクト　　統一時代を開く
ベン・トレイ／イエス	院理事長、サンスリョンセンター本部長

　「わたしにむかって『主よ、主よ』と言う者が、みな天国には

いるのではなく、ただ、天にいますわが父の御旨を行う者だけが、

はいるのである。その日には、多くの者が、わたしにむかって『主

よ、主よ、わたしたちはあなたの名によって預言したではあり

ませんか。また、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなた

の名によって多くの力あるわざを行ったではありませんか』と

言うであろう。そのとき、わたしは彼らにはっきり、こう言おう、

『あなたがたを全くしらない。不法を働く者どもよ、行ってしま

え。』」（マタイ 7:21 ～ 23）

　先月は、2 回にわたってコリント人への第一手紙 13 章を中心

に、愛について述べ、文章を締めくくりました。また、数日前

には、聖職者の友人、何人かで無条件的な愛についてメールで

の討論をしました。私たちは、無条件的な愛とは何なのか、愛

する人が自分の愛に応えてくれてもくれなくても条件なしに愛

する愛もある、ということを話し合いました。これこそが、神

かし、ユダヤ人を絶滅させられる調書を受け取っていた。それ

ゆえ、王妃エステルは民族を救うために、仕方なく政治に関与

するしかなかった。彼女には、自身が死ぬかもしれないという

政治的状況の中でも、自分が生き残るためではなく、民族を救

おうとする明確な目的があった。

　「唯一、聖書だけが権威だ」と言ったチュービングリーも、ジュ

ネーブ市の政治に関与したために、失望と死をもって代価を支

払わなければならなかった。ルターもカルヴィンも国家と市か

らの助けを受けているが、むしろその分だけ教会としての霊的

影響力は弱化された。国家の助けを受けることも、主イエスが「警

戒せよ」と言われたヘロデのパン種になり得るということだ。

　初代ローマ皇帝カイザル・アウグストが租税登録をするよう

命じたとき（ルカ 2:1）、イエスのご両親ヨセフとマリヤも避け

ることができなかったように、主の再臨の前に、海から上って

来る獣が天下に命令を下し、「小さき者も、大いなる者にも、富

める者にも、貧しき者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々

に、その右の手あるいは額に核印を押させ」（黙示録 13:16）―

―るときも、幼子イエスの上に天の星が出て導かれたように、

また、ヨセフに与えられた天の夢が彼らのイスラエルを救われ

たように、主だけに寄り頼み、導かれなければならない。

　ろうそくと国旗を手に持ってどちらに立とうとも、どうして

今になって引きあげるのかわからないが、セウォル号が引きあ

げられても、サードが強制的に配置されても、靑瓦臺（チョン

ワデ：大統領官邸）とヨイド（国会）にいるきつねたちのパン

種を警戒しよう。†
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が私たちに向かう愛、『アガペの愛』です。私たちも聖霊の恵み

によって、このアガペの愛で他の人々を愛することができるの

です。しかし、この愛は、愛される人自身のための条件に含み

を持たせるという側面から、無条件的なものだけではありませ

ん。実際、神は私たちに条件を付けられました。

　それは、私たちが神の愛を受け入れなければならないからで

す。私たちは神を愛するよう命じられました。神を愛し、互い

に愛し合うように命じられていると、聖書の多くの箇所に書か

れています。それゆえ、無条件的な神の愛には、事実上付け加

えられた条件があるということがわかります。

　イエス院では毎年聖金曜日（受難日）に、主イエスが十字架

上で最後に語られた七つの言葉を黙想しながら過ごします。私

がこの文書を書いたのは、聖金曜日から 10 日ほど経った日でし

た。皆さんが想像するように、十字架上で私たちのために遭わ

れた主イエスの受難と大いなる愛について黙想しました。また、

主イエスを裏切った人（ユダ）や、主イエスを捨てて逃げた人、

否認した人たちについても考えるようになります。

　今年の聖金曜日の礼拝後、私と家内リーズは少し時間があい

たので、観たかった映画を、インターネットを通じて家で鑑賞

しました。計画したものではなかったのですが、その映画はちょ

うど聖金曜日に適していました。マーティン・スコセッシ監督

の「サイレンス」です。多く人々に、特にクリスチャンたちに

この映画は衝撃的かもしれません。この映画は、イエス・キリ

ストを信じる信仰のゆえに、苦難に遭って死んで逝った 17 世紀

日本のクリスチャンたちの物語です。この映画は、死んで逝っ

た人たちの信仰に疑問を提起し、降伏して命拾いをした人たち

に対し、質問を投げ掛けるようにします。また、ペテロが主に

問い掛けた、「幾たびゆるさねばなりませんか」（ルカ 18:21 ～

22）という御言葉に接するようにします。本当にこの映画は、

愛と神に従うこと――この二つについて考えさせられます。何

が神の御旨ですか？ いかにして神の御心を知ることができるで

しょうか？ 他の人々を愛するとき、私たちは何をすべきでしょ

うか？――答えがでません。

信仰と苦難

　この映画について考えながら、心の中に幾つか思い浮かぶこ

とがあります。

　まず、AD249 ～ 258 年に、北アフリカ・カルタゴの司教だっ

たキプリアヌス、彼の論文「背教者たちに関して」が思い浮か

びました。250 年、ローマ皇帝デキウスは、皇帝と帝国の平安

無事を祈る祭事を捧げるよう、全国に勅令を出しました。祭事

に参加した人は証明書を受け取り、祭事を捧げない人たちは拷

問を受け死んで逝きました。聖徒の多くは祭事に参加せずに証
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を拒んだために監獄に捕らわれ、苦難に遭って殉教した人たち

も多くいます。彼らは今や、韓国教会で信仰の英雄として尊敬

されています。果たして何が神の御旨だったでしょうか、確か

なことはわかりません。神は、ある時は明確に示されますが、

そうでないときも多いからです。ある人たちは、教会を保つた

めに、また信仰者たちの命を守るために、こうべを垂れること

も必要だと主張します。

　数年前、監獄でひどい拷問を受け殉教した牧師の話しを聞き

ました。日本政府はその妻と子どもたちを捕えて脅しました。

そのため、遂に彼は降伏し解放されました。彼が自分の家に着き、

門を開けて入ろうとすると、妻が彼の顔を見て言いました。「あ

なた、今ここで何をやっているのですか？」――彼女は、彼が

自由になったからには、きっと降伏したに違いないと思いまし

た。彼は妻のその言葉に力を得て、そのまま引き返して監獄に

戻りました。そして殉教しました。映画「サイレンス」は、ま

さにこの質問が出てきます。他の人々の苦痛を食い止められる、

果たしてそれを放棄するべきでしょうか？

　これは本当に重要な問題です。そして韓国教会は依然として

この問題と闘っています。教会は自己点検と闘争の時間を経験

しました。多くの教会が完全な悔い改めと回復、連合に最も近

づいた瞬間もありました。しかし最後の瞬間に、多くの教会が

過ちを認めなかったために、新しい教団、新しい分派が生じま

した。何が神の御旨だったのでしょうか？ また今や、神の御心

は何でしょうか？

明書をお金で買い取りました。実際に祭事に参加した人も何人

かはいましたが、どちらもせずに、信仰を告白し信仰を貫いた

ために物凄い苦しみを受けた人や、信仰のために殉教した人も

多くいました。キプリアヌスは、しばらく迫害のひどかったカ

ルタゴを離れ避難していながら、司教と聖職者たちを剥奪する

など、文通によって教会を指導しました。多くの人は避難した

という理由で彼を非難しました。彼は、「教徒たちのためにも自

分が避難したほうが良い、私はそこで教会を指導していた」と

述べ、自分の当為性を主張しました。しかし、迫害が終わり、

他の問題が生じました。キプリアヌスにつき従う人たちは、実

際に祭事に参加した人であれ証明書を買い取った人であれ、厳

格な懺悔の期間を経て後、再び教会の共同体に戻れると信じて

いました。

　しかし、カルタゴには、たとい背教者であっても悔い改める

ならばすぐに受け入れても良いと考えるノバトス派の人たちが

おり、またローマの司教ノヴァティアヌスを中心に、祭事に参

加し一度キリストを否認した人は決して再び教会に戻れないと

信じる群れがいました。このような状況において、何が神の御

旨なのか、いかにして知ることができるでしょうか？（キプリ

アヌス自身は何年か後に、ヴァレリアヌス皇帝の時、再び迫害

があり、苦難を受けて殉教しました。258 年 9 月 14 日、彼は信

仰を守り抜こうとして処刑されました。）

　また、日本の神社参拝を強要された韓国教会の奮闘が思い出

されます。結局、すべての教団は、皇帝を神として崇拝するの

ではなく、聖書に書かれたように、世の権威者を尊重するもの

だとして、公式的に神社参拝を認めました。しかし当時、それ
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　また、ある誠実な元老牧師と交わした話が思い出されます。

彼は 1951 年、共産軍によって再び平壌（ピョンヤン）が占領さ

れる直前に、母親と姉たちに助けられ、兄たちと一緒に南に避

難することができました。その後、アメリカの市民権を取得し、

アメリカで牧会をしました。90 年代に、アメリカ国籍をもって

北朝鮮訪問が許され、後に残された母親と姉たちに再会するこ

とができました。ところが、母親と姉たちはあれほど大切にし

ていた信仰を失っていました。この元老牧師は、彼の母が主の

祈りと幾つかの聖書箇所を思い出すよう助けました。しかし、

他の家族はそれさえも望まず拒みました。何度か訪問しました

が、ある時訪問すると、彼らはもはや引越をしていませんでした。

それ以来、二度と便りが届くことはなかったといいます。その

ような時代や状況において、いかにして信仰を守り抜くことが

できるでしょうか？ それでも信仰を守り抜いた人、殉教した人、

収容所に送られた人たちが多くいます。また、信仰を失った人

も多いでしょう。

　脱北して、中国でイエス・キリストに出会って、福音伝道の

ゆえに再び北朝鮮に戻った人たちもいます。そのことに対して、

私は深い感謝を表し、彼らのために祈っています。彼らは私を

鼓舞させます。また、縛り付けられ、拷問を受け、殺された人

たちも多いです。主が栄光の中で彼らのたましいを受け取って

くださるよう祈ります。

　あるとき、神の御旨は非常に明白です。福音のために苦難

に遭って殉教した証人がいます。また、信仰を捨てて、この

罪のゆえに死んで逝った人たちもいます。真実であれ偽りで

あれ、悔い改めた人たちもいます。時にはキプリアヌスや韓

国教会のリーダーたちがやらなければならなかったように、

いかほどの悔い改めを認めるべきか、決断を下さなければな

らない状況におかれる場合もあるでしょう。場合によっては、

「人をさばくな。自分がさばかれないためである」というキリ

ストの命令（マタイ 7:1 ～ 2、ルカ 6:37）と、「愛は多くの罪

をおおうものである」（Ⅰペテロ 4:8）という御言葉を思い起

す必要があるかもしれません。

　何が神の御旨でしょうか？  それを知ることは容易ではあり

ません。北朝鮮の解放、信仰のゆえに苦難に遭った人たちの

顔に向かい合う、その日を待ちかねる私たちとしては、特に

神の御旨をより分別できるよう祈っています。信仰を失わず

に、拷問を受け、監獄に捕らわれた人たちだけでなく、信仰

から離れていった人たちに会うこともできるでしょう。すべ

ての人々に慰労と激励を伝えるようになってほしいです。神

から遠ざかった人たちが、真に悔い改め立ち返るよう心から

願います。そして、私たちは神の御旨をよく分別できるよう、

祈ります。

アーメン。†

- 55 -



発行：純福音東京教会・出版部

【	翻　　　訳	】：	 李キョンヒ	執事、諸星健児 執事、林俊秀教育生、間杉綾乃 執事、朱水晶 執事、
 李 珍 執事、山野永理 勧士、趙芝賢 伝道師、澤田義則 執事、金景娥 執事、
 朴宰完 按手執事、金澤由紀子 勧士
【	日本語校正	】：		諸星健児 執事、松谷恵理 執事、佐野 綾 執事、間杉綾乃 執事、金澤由美 姉妹、

 吉田綾子 執事、笠原幸子 執事、武石みどり 執事、向川 誉 執事、澤田義則 執事
【	印刷・製本	】：	 間杉典生 按手執事 
【	再　編　集	】：	 金澤由紀子 勧士

愛
す
る
者
よ
。

あ
な
た
の
た
ま
し
い
が

い
つ
も
恵
ま
れ
て
い
る
と
同
じ
く
、

あ
な
た
が
す
べ
て
の
こ
と
に
恵
ま
れ
、

ま
た
す
こ
や
か
で
あ
る
よ
う
に
と
、

わ
た
し
は
祈
っ
て
い
る
。

 
 

 
 

 

（
Ⅲ
ヨ
ハ
ネ
一
・
二
）

- 56 -


