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旧約聖書 エレミヤ書 29章4～14節

イスラエルの神、万軍の主は、こう仰せられる。

「エルサレムからバビロンへわたしが引いて行かせたすべての捕囚の

民に。家を建てて住みつき、畑を作って、その実を食べよ。妻をめと

って、息子、娘を生み、あなたがたの息子には妻をめとり、娘には夫

を与えて、息子、娘を産ませ、そこでふえよ。減ってはならない。わ

たしがあなたがたを引いて行ったその町の繁栄を求め、そのために主

に祈れ。そこの繁栄は、あなたがたの繁栄になるのだから。」

まことに、イスラエルの神、万軍の主は、こう仰せられる。

「あなたがたのうちにいる預言者たちや、占い師たちにごまかされる

な。あなたがたが夢を見させている、あなたがたの夢見る者の言う

ことを聞くな。なぜなら、彼らはわたしの名を使って偽りをあなたが

たに預言しているのであって、わたしが彼らを遣わしたのではない

からだ。──主の御告げ──」

まことに、主はこう仰せられる。

「バビロンに七十年の満ちるころ、わたしはあなたがたを顧み、あな

たがたにわたしの幸いな約束を果たして、あなたがたをこの所に帰ら

せる。わたしはあなたがたのために立てている計画をよく知っている

からだ。──主の御告げ──それはわざわいではなくて、平安を与

える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ。あ

なたがたがわたしを呼び求めて歩き、わたしに祈るなら、わたしはあ

なたがたに聞こう。もし、あなたがたが心を尽くしてわたしを捜し求め

るなら、わたしを見つけるだろう。わたしはあなたがたに見つけられ

る。──主の御告げ──わたしは、あなたがたの繁栄を元どおりにし、

わたしがあなたがたを追い散らした先のすべての国々と、すべての場

所から、あなたがたを集める。──主の御告げ──わたしはあなた

がたを引いて行った先から、あなたがたをもとの所へ帰らせる。」

七十年の時を経て
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梗 概

序 クリスチャンは、「左」かそれとも「右」か？

Ⅰ ７０年とは

Ⅱ みことばの通りになされる

Ⅲ ７０年を経たこれから

結 神を畏れて 人を恐れず

序 クリスチャンは、「左」かそれとも「右」か？

ある主日の午後、教会でコーヒーを飲みながら雑談していたとき

の会話です。

「私は、戦争をしないために国には軍隊が必要であり、武器という抑

止力なしに平和を維持しようなどということは絵空事だと思います。そ

して、自分の国が侵略されたとしたら、私は武器を取って戦います。」

「おいおい、あんた右かよ…」

クリスチャンである信徒の人たちが話していたことです。「右」とか

「左」とは、国家に対して保守的な人たちが「右・右派」で、革

新的な人たちが「左・左派」です。

キリスト教界は、日本基督教団などの「社会派」と呼ばれるグル

ープから福音派に至るまで、「左」だと思われてきました。ですから、

教会の中で右寄りの考えを唱える人が出てくると、「右」と言って揶

揄するようなことが起きるのです。

けれども、近年、平和を唱えながらもより現実的な考え方で軍隊

が必要であると主張するクリスチャンが増えてきているように思いま

す。自身が「４代目のクリスチャン」と公言する政治家・石破茂氏
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が、防衛長官在職中にイラクへの自衛隊派遣をしたり、安保法制の

必要性を語っていたことに対して、

「クリスチャンからの批判が最もつらかった」

と語っています。

「キリスト者は左であるべきなのか？ それとも、右…」

私は、どちらにも違和感を感じています。

「靖国神社国家護持法案」への反対、「即位・大嘗祭」への反対、

「国旗・国歌法案」への反対、閣僚の靖国神社参拝に反対、「特

定秘密保護法制定」に反対、「安全保障関連法案」に反対。これに

類するありとあらゆるものに、キリスト教界は反対し抗議してきました。

けれども、何か抜け落ちてはいないでしょうか。国家が何かをしよう

とすると反対の行動を起こす。いつも後追いです。そのような反対と

抗議のことばが、この世に対して教会が語るべき「預言のことば」

なのでしょうか。

この集いでは「７０年の時を経て」というテーマで語らせていただ

きます。戦後７０年が過ぎ、１９４７年の宣教師来日によって始められ

た私たち福音交友会もその歩みを７０年とします。７０年をどうとらえ、

これから先に何を期待するのか、世の中のめまぐるしい動きに翻弄さ

れるのではなく、みことばから聞きたいと願います。

Ⅰ ７０年とは

エレミヤ書２９章４節にこうあります。

イスラエルの神、万軍の主は、こう仰せられる。

「エルサレムからバビロンへわたしが引いて行かせたすべての

七十年の時を経て
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捕囚の民に。…」

この一文から、「七十年」の始まる地点に何があったのかがわかりま

す。いわゆる「バビロン捕囚」です。

紀元前５９７年、バビロンの王ネブカデネザルはユダを攻めて勝利し、

生き残ったユダの人々をバビロンへと強制移住させました。これが第

一次バビロン捕囚であり、その後二度くりかえされることになります。

ユダの人々は、当初、それが一時的なもだ楽観視していたようです。

これに対してエレミヤは、エルサレム神殿が跡形もなく破壊されるのが

間近だと語りました。しかし有力者らが楽観論を吹聴し、捕虜とされた

民も、残された者も、エレミヤのことばに耳を傾けることはしなかった

のです。そして、遂に紀元前５８６年、エルサレム神殿は跡形もなく破

壊され、多くの人々が二度三度とバビロンへ引かれていき、彼らの淡

い希望は砕け散ったのです。

エレミヤのことばは、このような出来事のただ中で語られました。

そのような背景を知った上で主のみことばを読むとよくわかります。

「家を建てて住みつき、畑を作って、その実を食べよ。妻をめとって、

息子、娘を生み、あなたがたの息子には妻をめとり、娘には夫を与え

て、息子、娘を産ませ、そこでふえよ。減ってはならない。わたしが

あなたがたを引いて行ったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。

そこの繁栄は、あなたがたの繁栄になるのだから」（エレミヤ ２９:５~７）

このような中でこれらのことばが語られたということに、私は驚かさ

れています。楽観論になびかせられた人々はこれらのことばを聞かず、

やがてそれが砕け、悲観的絶望論が彼らを襲ったことでしょう。そうい

う中で、その地すなわち引かれていったバビロンに住み着き、畑を作

って家族を養い、めとって子孫を増やして減ってはならないという命じ

られているのです。
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イスラエルにとって大きな過ちゆえの滅亡でした。なのに、この「七

十年」の始まりに先を見据えて歩み出せと主は命じておられる。罰し

てもなお希望を示すのがわれらの神、天の父のなさりかたなのです。

さて、何故にユダは攻め滅ぼされ、エルサレムは陥落させられた

のでしょう。歴史学者たちの見解にはさまざまなことが挙げられるで

しょうが、聖書が語っていることは一貫しております。

その理由は、偶像礼拝にあります。

列王記を読むと、ダビデの子ソロモン以降の王たちのことが記録

されています。そこに貫かれている歴史観は、偶像の神々を礼拝し

た王たちが弱くされ、まことの神を求めた王たちが繁栄し、危機に襲

われたときに救われたということです。主により頼んだ王たち―ア

サ、ヨシャパテ、ウジヤ、ヒゼキヤ、ヨシヤという王たちが輝いてい

ます。特に、晩年のヒゼキヤとヨシヤの改革は心熱くさせられます。

しかし、人々の中に深く巣くっている偶像の神々を取り除くことはもや

は叶わず、滅ぼされていったのです。

偶像礼拝とは、まことの神を拝むことをやめてほかの神々を拝む

ようになったということではありません。その問題の本質は、神を取
、

り替えることでなく、まことの神に並べてほかの神々をも拝むことです。
、、、、 、、、

聖書に記された最初の偶像礼拝は、モーセが十戒を授かっている

最中に起きました。なかなか戻って来ないモーセに苛立ち、人々は

エジプトから彼らを連れ上った神を作ってくれとアロンに要求しまし

た。別の神ではないのです。彼らをエジプトから救い出した神を見え

るかたちにしたことが偶像の始まりでした。

本物の神であっても偶像にしてしまうことができ得るのです。さら

に、ほかの神々であっても本物の神と並べて拝むことができてしまう

のです。しかし、神のお命じになったこととは何でしょう。

「わたしは、あなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した、あ

七十年の時を経て
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なたの神、主である。あなたには、わたしのほかに、ほかの神々が
、、、 、、、、、

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。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、どんな形をも造ってはならない。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、ねたむ神、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、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。」（出エジプト ２０:３-６）

「ほかの神々」があってはならないのです。これに違反した場合

は「父の咎を子に報い、三代、四代にまで」及ぶとあります。

子どもが生まれて成人して子を産むようになるまで、昔ですからお

およそ２０歳としましょう。単純に計算すると三代目で６０年、四代目

で８０年となります。そうすると、偶像礼拝の罪が問われ続けるのが

おおよそ七十年であるということになります。

Ⅱ みことばの通りになされる

世代が「三代、四代」と移りゆく中で、第一世代の人々は亡くな

っていきます。

私たちの歴史において７０年前に何が起きたのでしょう。世の中の

「戦後７０年」に埋もれさせてはならない事がらがありました。時の

政府は国民が一丸となって戦うために、国家神道の下に膝をかがめ

ることを要求しました．天皇を現人神として拝ませ、国のために命を
あ らひとがみ

捨てることが尊いことだと教育しました。プロテスタントの諸教会は、

一つの日本基督教団の傘下に入れられ、その頂点に立った富田満と

いう牧師によって神社参拝へと誘われたのです。率先して戦争に協

力するよう信徒たちに呼びかけ、献金を集めて零戦を寄贈したと言
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います。彼は自らの意志で率先して伊勢神宮に参拝し、当時植民地

化にあった朝鮮半島の教会にも国民の儀礼として神社参拝を行うよう

勧めました。これに抵抗した朝鮮の教会では、多くの牧師や信徒た

ちが捕らえられ、数多くの殉教の血が流されました。

当時の教会の指導者たちは、迫害を恐れたのです。

神はみことばのとおりになされます。神ならぬものを神とするなら

ば「父の咎を子に報い、三代、四代にまで」もたらし、ただおひと

りの神を拝みこれを貫くならば「恵みを千代にまで」施されるのです。

戦後の韓国の教会が栄え、日本の教会が伸び悩んでいる姿は、

まさにみことばのとおりであります。

戦後の日本の教会は、戦前の偶像礼拝の罪に気づき、戦後五十

年を迎える頃からこれに向き合ってまいりました。しかし、

「その時代に生きていない者に何がわかる！」

という、戦前の教会を知るキリスト者たちの激しい抵抗があったの

も事実です。７０年という年月は、三代、四代と移りゆく中で第一世

代が召されていく時です。生の戦争体験が聞けなくなると共に、客
なま

観的に時代を見つめ直すことのできる機会でもあります。

神はみことばのとおりになさいます。

「七十年の満ちるころ、わたしはあなたがたを顧み、あなたがたに

わたしの幸いな約束を果たして、あなたがたをこの所に帰らせる。」

私たちにとって、今が「七十年の満ちるころ」です。

Ⅲ ７０年を経たこれから

これからが教会の真価の問われる時代です。これらからの時代を、

本当の意味で神の顧みられる時として歩むために、問われなけれ

七十年の時を経て
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ばならないことがあります。私たちの迎えた「７０年」とは、「戦後７

０年」ではありません。戦後宣教の始まった教団やグループの「設

立７０周年」でもありません。十戒の第一戒と第二戒に背いて罪を

犯し、その悔い改めが終わるとき、回復への始まりを告げる鐘の鳴

り響く「７０年」であるということです。この回復のときを歩むために

私たちが掲げるみことばは「十戒」です。

これまでの福音派の諸教会の歩みを振り返って見るときに、「信教

の自由」という権利を国家が我々から取り去らないようにと願う取り

組みでした。そして、その流れで「平和」を求める政治運動になっ

てきたと言って良いでしょう。戦前の日本のように、国家が自由を束

縛し、戦争へと突き進むことを阻止しようと戦ってきたのです。その

取り組みに対しては一定の評価はいたします。しかし、それが守り

切れなかったときにどうなるのか、或いは自由が保障されなくなった

ときに教会はどうするのでしょうか。

ある牧師がこんなことを声高に訴えておりました。

「信教の自由が奪われたなら、教会は伝道できなくなる！」

これを聞いたときの何とも言えない違和感を、私は忘れることがで

きません。逆に私はこう問いたかった。

「では、信教の自由が保障されている中で、教会は伝道してこれた

のですか？」

歴史を見れば火を見るより明らかです。教会は、困難や迫害中で

こそしぶとく生き抜き、殉教や多くの犠牲の中で成長してきたのです。

主イエスはこう言われました。

「戦争のことや、戦争のうわさを聞くでしょう…民族は民族に、国は

国に敵対して立ち上がり、方々にききんと地震が起こります。」

（マタイ ２４:６-７）

起こると仰ったのです。そういう社会にならないように戦えといわ
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れたのではありません。日本の国が戦前のような狂気の時代に戻ら

ないように阻止するよう働きかけることは重要です。しかし、遅かれ

早かれその望みは絶たれることでしょう。「民族は民族に、国は国に

敵対して立ち上がり」ということがすでに垣間見られます。イギリス

でのＥＵ離脱やアメリカ大統領令によるイスラム圏の人々の入国禁

止、メキシコ国境の壁建設などです。

患難期を経ずして終末はおとずれません。そのよう中で最後まで

忠実であるということが私たち教会に求められています。その忠実で

あるとは、十戒に生きるということに他なりません。

「平和」を求める政治的働きかけは重要です。戦争をできうる限り

起こさないよう努めるのは大切です。これは「殺してはならない」と

いう十戒の第六戒をはじめとした人から権利を奪わないという戒めに

生きることです。けれども、それよりもまず優先すべきおきてとして

第一戒、第二戒があることを忘れてはなりません。偶像に膝を屈め

ることは、人を殺すよりも大きく重大な過ちであるということです。

キリスト者は十戒に生きる民です。それに生きるよう神が私たちを

守られます。

「善き力に」というこの詩を書いたデートリッヒ・ボンヘッファーは、

ドイツのルター派の牧師で２０世紀を代表する神学者のひとりでした。

彼は、ヒットラーの率いるナチス・ドイツに抵抗し、この大いなる悪

を止めるためにヒットラーを暗殺するという悪に荷担し、逮捕されま

す。１９４４年のクリスマスに獄中婚約者に送ったのがこの「善き力に」

という詩です。その約４ヶ月後、ドイツが降伏する一ヶ月前に絞首刑

となり殉教しました。

彼はこのようなたとえを語っています。

「牧師として、大通りで酔っ払いが猛スピードで車を運転しているの

を見たら、唯一なすべきことは、犠牲者を葬り、遺族の慰めを祈る

七十年の時を経て
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のみではなく、その酔っ払いの手からハンドルをもぎとることだ」

「善か悪かではない。悪のうちからどの悪を選ぶか」という理念で

暗殺計画に荷担しました。しかし、爆弾がヒットラーの近くで爆破し

たのですが、彼は軽傷で助かり、計画は未遂に終わったのです。

ボンヘッファーは、逮捕され処刑されるという時の中で何を考えたの

でしょう。獄中に書かれたこの「善き力に」という詩は、何を伝えてい

るのでしょうか。実に、彼は、「善き力」すなわち神の御手によって、

十戒の第六戒「殺してはならない」を犯すことから守られたのです。

もし、ボンヘッファーらによるヒットラー暗殺が成功したなら、彼は

一躍、時の人として「英雄」の一人に数えられたかもしれません。

しかし、捕らえられ処刑されたとしても「殉教者」とは呼ばれること

はなかったでしょう。成功しなかったからこそ、彼のキリスト者として

の最期、彼の死には意味があったのです。

結 神を畏れて 人を恐れず

キリスト者「左」であるべきか、それとも「右」か、という問をは

じめの部分で述べました。私は、左でも右でもよいと思っています。

それぞれが信仰の良心に基づいてよく考えて行動すべきだと考えて

おります。その上で、革新的な思想の人たちはその人なりの十戒に

生きる生き方があるでしょうし、保守的な人たちは政府や自衛隊、

警察官などの立場での信仰の戦いや生き方があり、また役割がある

のだと思います。

私は一人の日本国民として、信教の自由が奪われることに対して

は抵抗し、平和憲法が変えられることに反対するでしょう。しかし、
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デモにもいきませんし、抗議文を出すことは今後もしないと思います。

それは、投票行為によって示します。どれだけよく考えて投票しても、

早晩、願っていない方向に傾いていくのだと思っています。

しかし、世の中がどう変わるかについては、無関心ではありませ

んが、それほど重要だと思っていません。むしろ、世の中の動きに

目を奪われていたずらに恐怖心を煽られることのほうが問題だと思っ

ています。なぜなら、戦前の教会は、国家から迫害されることを恐

れて、教会とそこに連なる信徒を守るために形ばかり偶像に膝を屈

めるということをしたのだからです。

古 からの聖書のことばは
いにしえ

「恐れるな」

です。世の中が変わっていくことを恐れず、国家を恐れず、迫害

や患難を恐れることなく、むしろ私たちの神であるお方を畏れ、神の

戒めを踏み越えてしまうことを畏れるべきです。

「７０年の時を経て」、神は、かつてわれら日本の教会が犯した過

ちを赦し、顧みて、幸いを与えてくださいます。

「あなたがたがわたしを呼び求めて歩き、わたしに祈るなら、わたし

はあなたがたに聞こう。もし、あなたがたが心を尽くしてわたしを捜し

求めるなら、わたしを見つけるだろう。わたしはあなたがたに見つけら

れる。──主の御告げ──わたしは、あなたがたの繁栄を元どおりに

し、わたしがあなたがたを追い散らした先のすべての国々と、すべて

の場所から、あなたがたを集める。──主の御告げ──わたしはあ

なたがたを引いて行った先から、あなたがたをもとの所へ帰らせる。」

この約束が真実であることを見させていただきたいと思います。そ

してこのみことばに基づいて、教会の幻を語り、祝福を望みながら

共に歩みたいと願います。

七十年の時を経て


