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「愛はすべてに耐える」

（Ⅰコリント13:4-7）

挽地茂男
2019.3.31 日本基督教団千歳丘教会

かつてある新聞記者が、インド

の路上で飢え死にする人々の介護

を続けるマザーテ

レサにこう尋ねま

した。「もし神様

がいるのなら、な

ぜこのような悲惨

を放置しておくの

でしょうか。」そ

の時、彼女はこう答えました。「神

様は世界中の人々が食べるのに十

分な食物を与えてくださっていま

す。でも、その食物が平等に分配

されていないのです。それが飢餓

問題の本質です。飢餓の問題を神

様のせいにしてはなりません。」

統計によると、世界の3/4の食料

を、世界の1/4の人々が消費して

いるという統計があります。つま

り一人の人が満腹して、三人の人

がひもじさに指をくわえていると

いう図です。その1/4は経済大国

であり、軍事大国であります。軍

事力と食物の量は比例するので

す。力ある者があまりあるほどの

食糧を備蓄しているのです。

よくキリスト教は、愛の宗教だ

といわれたりします。しかしマザ

ーテレサのような聖者のような人

がキリスト教徒であると同時に、

経済大国の多くはキリスト教国な

のです。このような現実は、キリ

スト者に聖書の伝えるキリストの

愛の真の意味をたずね求めること

を要求します。「あなた方の言う

愛とはいったい何なのか。」

学生たちに「汝の敵を愛せよ」

といった主イエスの言葉を解説し

ておりますと、「敵を愛せよ」と

いう考え方は、日本には古来から

あって、例えば、戦国武将の直江

兼続の甲冑には「愛」の字が掲げ

られていて、戦いながらも敵への

愛を表明しており、決してキリス

ト教の専売特許じゃないのではな

いですか、と主張するような学生

がいます。どこで聞いてきたのか、
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もう少し勉強しとて

貰わないと困ります

けど。元来日本語の

「愛」という言葉は、

仏教の文脈では、愛

執や渇愛など執着を

表す言葉で、直江兼

続の兜につけられた

「愛」は、上杉謙信

の毘沙門天と同じで、

軍神の愛宕権現(イザナミを垂迹

神として勝軍地蔵菩薩を本地仏と

する)ないし、愛染明王の「愛」

の字取ったものであります。戦の

守り神の〈しるし〉であります。

先週からコリントの信徒への手紙

一の１３章、通称「愛の賛歌」(愛の

章)と呼ばれる箇所を読み始めまし

た。今日も少し遠回りをしますので、

その遠回りの道筋を最初にお知らせ

をしておきます。まず最初に伊藤整

の言葉、そして明治の文豪と日葡辞

書、マーチン・ルーサー・キング牧

師の言葉、そしてヨハネの言葉に触

れてからパウロの言葉に向かいます。

伊藤整という方はなかなかの文

化人でありまして、きっとキリス

ト者だろうと、彼とキリスト教と

の関係を調べてみるのですが、何

も出てこない。もしキリスト者で

なくてキリスト教のことをここま

で分かっているならば、相当の文

化人だと言うほかありません｡そ

の伊藤整に｢近代日本における

『愛』の虚偽｣(『思想』1958.7月

号.『近代日本人の発想の諸形式』

岩波文庫)という文章がございま

す。その中で伊

藤整は次のよう

に申します｡部

分的に抜き書き

しながらご紹介

を致します。ま

ずこうです。

「男女の結びつきを翻訳語の

『愛』で考える習慣が日本の知識

階級の間に出来てから、いかに多

くの女性が、そのために絶望を感

じなければならなかったろう？」

「愛」を翻訳語だというのです。

日本の文化と歴史に深く根ざした

言葉ではないというのです。そし

て、それがある種の幻想を(特に

女性に)与えたというのです。

「愛という言葉のキリスト教的な

祈りと、不可能な道徳への反復的

努力のないところで、愛という…

言葉を使うな」

キリスト教との関連が出てきま

す。愛を不可能な道徳と呼びます。
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だから、祈

りと努力が

必 要 に な

る、と言う

のです。

「この不可能への挑戦を質とする

愛なしには、人間の組み合わせの

平安はないであろう。だから夫婦

の結びつきも、その不可能性への

挑戦としての願いや祈りを含め

ば、愛という言葉で説明してもい

いのだろう。しかしそれは、神の

立ち会いを求めることによっての

み可能なのである。」

「愛」という不可能への挑戦をす

る者は、「神よ」愛する力を与え

たまえ、愛せないわたしを「神よ」

赦したまえ、「神よ」と神の立ち

会いを求めて叫ばざるを得ないの

です。

「実質上の性の束縛の強制を愛と

いう言葉で現代の男女は考えてい

るのだ。愛していてるのではなく、

恋し、慕い、執着し、強制し、束

縛し合い、やがて飽き、逃走して

いるだけなのである。」

現代人の「愛」の実相を暴きます。

「我々は『愛』を輸入した。しか

し、祈りも懺悔も、…輸入しなか

った」

この愛についての伊藤整の発言

はきわめて重要性が高いと思いま

す。先週取り上げた太宰治の発言

にもつながってきます。伊藤はま

ず近代以降の日本人が使う①「愛」

という言葉が、翻訳語〔聖書翻訳

に使われた言葉〕の域を出ていな

いと指摘します。つまり日本の文

化に長い期間育まれて、日本人の

生活や情緒を表現する言葉にはな

りきっていないというのです。そ

して聖書翻訳から近代日本の文化

に入ってきた②「愛」という言葉

のもつキリスト教的な祈りと、不

可能な道徳への反復的努力のない

ところで、愛という言葉を使うな、

と戒めます。愛が人間にとって不

可能な道徳であるがゆえに、「愛

することのできないわたしを助け

たまえ」という祈りがでてくるの

であり、その祈りに基づいて反復

的努力がなされるというのです。

「愛」という言葉は、もともと、

仏教では強い執着を表す言葉とし

て使われた、と申し上げました。

しかし明治時代の聖書翻訳にこの

言葉が神の愛や人の愛について使

われる〔これには漢訳聖書および

儒教の影響が強いと思われます。

機会をあらためて取り上げます〕
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ことによって、仏教的な文脈の拘

束を離れます。すなわちこの｢愛｣

という言葉の生きていた日常とは

違う文脈で登場することになった

のです｡そして太宰が言うように、

この｢愛｣をやたらに何にでもくっ

つけて「恋愛」などという新語を

造ったということになるのです。

ですから明治期の文学において

は、“I love you.”やそれに相当

するロシア語

の翻訳に「愛

する」という

言葉が使われ

ません。例えば英語の教師をして

いた夏目漱石はこれを「(今夜は)

月が綺麗ですね」〔実際は「月が

とっても青いなぁ」という説もあ

る〕とでも訳すべきであって、学

校英語で「私はあなたを愛してい

ます」と直接に男女が向き合って

思いを告白するような訳をしたの

では、日本人の情緒を翻訳したこ

とにはならない。日本人なら月夜

に歩く二人が、同じ月を見ながら

歩いている。そして男が「月が綺

麗ですね」(I love you.)と言う、

同じ月を見ている女は、少し恥じ

らいを含んだ微笑を浮かべて何も
え み

言わずに男の後についていく。こ

ういう所に日本人の感性が表れる

のだ、と言ったとか言わなかった

とか。何の証拠もないので今や都

市伝説のように語られて、さまざ

まな想像を喚起しているようで

す。テレビの「相棒」という刑事

ドラマでは、この漱石の翻訳を示

す証拠の葉書が、ある大学の図書

館で発見されて、その葉書をめぐ

って殺人事件が起きるというドラ

マに仕立てられています。

またロシア文学の翻訳を手がけ

ていた二葉亭四迷は、ツルゲーネ

フの『片恋』の翻訳で英語の“ I
love you”に当たる部分を、「〔私

はあなたのためなら〕死んでも可

いわ」と訳しま

した。これもテ

レビの学園ドラ

マ「３年Ｂ組金

八先生」で使わ

れています。あ

る女生徒が男子

生徒を好きになって、「彼を愛し

てる」などというものですから、

金八先生が彼女をたしなめて、「お

前『愛』なんて気軽に使うもんじ

ゃねえぞ、『愛』なんてのはな、

相手のためなら死んだっていいっ

てくらいの言葉なんだからな」と
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いう台詞が出てきます。この二葉

亭四迷の「［わたし］死んでも可
い

いわ」という翻訳も、よく原文を

調べてみると、原文は「わたしは

あなたのものよ」となっていて、

こちらも根拠の薄弱な一種の都市

伝説のように言われています。

しかし､この｢愛｣という言葉の

翻訳をもっと古いところを探って

みますと、重要な資料に突き当た

ります。日本の切支丹時代の１６

－１７世紀に作られた『日葡辞書』

が興味深い情報を提供してくれま

す。「日葡」というのは日本とポ

ルトガル、日本語のこの言葉はポ

ルトガル語でいうとこういう言葉

にあたる、ポルトガル語のこの言

葉は、日本語ではこういう、とい

う言葉の調査を積み重ね、一つの

辞書に仕上げたのです。ポルトガ

ル宣教師による日本宣教の当初か

ら、日本語研究とともに日本語文

法、日本語辞書の編纂が目指され

ていました。ポルトガルでは本気

で日本宣教に取り組んでいたので

すね。この辞書の編纂については、

三段階くらいで仕事が完成してい

きます。①１５８１年に府内コレ

ジオ(大分)で最初の日葡辞書が作

られ、②１５８５年には有馬セミ

ナリオ(長崎)でも日葡辞書が作ら

れました。③１５９１年に印刷機

(グーテンベルク印刷機)が日本に

運ばれると、文法書や辞書を印刷

出版することが決議されます。④

そして１６０３年に日葡辞書の本

編が、翌１６０４年に補遺が長崎

で出版されます。合計３２，２９

３語〔新約のギリシア語辞典で、

約6000語ですからかなりの網羅

数〕の日本語がポルトガル語式の

ローマ字で表記され、アルファベ
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ット順に配列されています。それ

に1語ずつ、ポルトガル語によっ

て語義などが解説されています。

解説には必要に応じて、方言・文

書言葉・話し言葉・女性語・子供

言葉・雅語・卑語・仏教語などの

注が付してあり、当時の日本語の

実相をよく表しています。室町時

代から安土桃山時代における中世

日本語の音韻体系、個々の語の発

音・意味内容・用法、当時の動植

物名、当時よく使用された語句、

当時の生活風俗などを知ることが

でき、第一級の歴史的・文化的・

言語学的資料なのです。当然なが

ら、同時に中世ポルトガル語の重

要な資料でもあります。

この辞書でポルトガル語の「愛」

にあたる Amor の箇所を見てみ

ると､どのような日本語が出てく

ると思いますか｡もちろん「愛」

ではありません｡｢ご大切」と書い

てあるんです。「愛」とは「ご大

切」、「愛する」とは「大切に思う

こと」なんです。何と落ち着いた、

中身のある言葉でしょうか。「わ

たしはあなたを愛している」より

も「わたしはあなたを大切に思っ

ている」のほうがなんと実質的で

しょうか。神はわたしたちを「大

切に思われた」のです。それゆえ

に御子を与えて下さったのです。

ヨハネ福音書の３章１６節は１

節で表された福音と呼ばれること

があります。「神は、その独り子

をお与えになったほどに、世を愛

された。独り子を信じる者が一人

も滅びないで、永遠の命を得るた

めである｡｣神は独り子を与えるほ

どに世を、世に生きる人々を大切

に思われたのです。独り子を信じ

る者が永遠の命を得ることを望ま

れたのです。この神の思いに自分

の心を開くことが信仰なのです。

先週読みましたヨハネの手紙一

に出てくるように、わたしたちを
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大 切 に 思 う

神 の 愛 が 、

キ リ ス ト の

死によって、

わ た し た ち

は 分 か っ た

のです。「キ

リ ス ト は 、

私 た ち の た

めに、ご自分のいのちをお捨てに

なりました。それによって私たち

に愛がわかったのです。ですから

私たちは、兄弟のために、いのち

を捨てるべきです」(新改訳、Ⅰ

ヨハ3:16)。そして神の愛がわた

しの心に自覚されるとき、その愛

は兄弟を、また他の人を愛する愛

へと、さらには敵をも愛する愛へ

と拡大していくのです。パウロの

宣教の動力は実にこの愛でした。

パウロの宣教の戦略がすごかった

のではありません。この愛に触れ

たことがすごかったのです。パウ

ロはこう言います。「5:14 なぜな

ら、キリストの愛がわたしたちに強

く迫っているからである。わたした

ちはこう考えている。ひとりの人が

すべての人のために死んだ以上、す

べての人が死んだのである｡5:15 そ

して、彼がすべての人のために死ん

だのは､生きている者がもはや自分

のためにではなく､自分のために死

んでよみがえったかたのために､生

きるためである｣(Ⅱコリ5:14-15、

口語訳)。

以前「善きサマリア人の譬え」

についてお話ししたときにご紹介

しましたマーチン・ルーサー・キ

ング牧師は、皆さんもご存知のよ

うに黒人差別に反対する「公民権

運動」と呼ばれる運動の中で、黒

人差別と闘った人です。皆さんは

キング牧師の“I have a dream”

という有名な演説をご存じかも知

れません。「…I have a dream that
one day on the red hills of Georgia the
sons of former slaves and the sons of
former slave owners will be able to sit
down together at the table of
brotherhood. 私には夢があります。

いつの日か、ジョージアの赤茶け

た丘の上で、昔は奴隷だった人々

ゴーギャン「黄色いキリスト」



- 8 -

の子孫と、昔は奴隷の所有者だっ

た人々の子孫が、同胞のテーブル

に一緒に座ることができるように

なるという夢です。……I have a
dream that my four little children will
one day live in a nation where they
will not be judged by the color of their
skin but by the content of their
character. 私には夢があります。い

つの日か、私の4人の可愛い子供

たちが、肌の色ではなく彼らの人

柄の中身で評価される国に住むよ

うになることです。」彼は夢を持

って差別と闘い続けました。

彼のその黒人差別との闘いの動

力、非暴力的抵抗の闘いの動力もキ

リストの愛にあるのです。白人から

加えられる、黒人への差別、誹謗、

暴力に立ち向

かいながら語

ら れ た 彼 の

「汝の敵を愛

せよ」という説教はとても印象的

です。キング牧師は「われわれが

自分の敵を愛すべき理由」を４つ

上げています。つまり第１に、憎

しみは憎しみを駆逐(追い払うこ

とが)できない、ということ。つ

まり憎しみは、さらなる憎しみを

生み出すということ。第２に、憎

しみが魂に傷跡を残し、人格をゆ

がめるから、ということ。それは

相手にではなく、憎しみを抱く人

の中に傷を残しその人の人柄をゆ

がめていく、ということなのです。

第３に、愛は敵を友に変えること

のできる唯一の力だということ。

愛によって憎しみに勝ったとき、

そのときにはじめて勝利したと言

えるのです。第４に、天におられ

る父なる神の、子供と呼ばれるた

めに、汝の敵を愛せよ、と語って

います。

そしてこのキング牧師の説教で

もう一つ印象的なのはこの言葉で

す。「『汝の敵を愛せよ』とイエス

がいい給うた時、……『汝の敵を

好きになれ』といい給わなかった

のは、われわれの幸いとするとこ

ろであろう」（邦訳『汝の敵を愛

せよ』P.71-72）。黒人を虐げ、自

分たちの生命を脅かし、自分たち

の子供を動物のように扱う人たち

を簡単に好きになれるでしょう

か、しかし愛することは、たとえ

相手がそのようであってもキリス

トを信じる者の基本的なたたずま

いなのだというのです。

さてコリントの「愛の章」にま

いりましょう。今日は４－７節を
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学びます。お読みします。「13:4

愛は忍耐強い。愛は情け深い。ね

たまない。愛は自慢せず、高ぶら

ない。13:5 礼を失せず、自分の

利益を求めず、いらだたず、恨み

を抱かない。13:6 不義を喜ばず、

真実を喜ぶ。13:7 すべてを忍び、

すべてを信じ、すべてを望み、す

べてに耐える。」ここでパウロは、

愛が具体的にはどのような姿で現れ

るかを列挙しています。

わたしたちはまず、１－３節で

主語であった「わたし」がこの４－

７節では「愛」に変わっていること

に気がつきます。パウロは「わたし

は忍耐強い」「わたしは情け深い」

とは言わずに、「愛は忍耐強い」「愛

は情け深い」と言うのです。愛の

理想型を提示します。パウロにお

いても、こ

の愛の理想

型は「不可

能への挑戦」

だったのです。ましてや、わたし

たちは自分たちの現実をよく知っ

ています。わたしたちは愛の理想

型を知っており、それを承認して

います。しかしそれらが、わたし

の現実になっている、とは言いが

たい事実をも知っているのです。

しかし(1)愛の理想が人間を人間

にするのです。信じる者は理想を

捨てません。「汝の敵を愛せよ」

という言葉を、不可能だからと言

うのでこの世界から抹消してしま

えば、この世界から「灯り」が１

つ消えてしまうように感じないで

しょうか。神を信じる者は、祈り

と懺悔を常としながらも、理想を

信じ続けるのです。またわたした

ちは、(2)これらの理想型が、す

べて主イエスご自身の生涯の中に

現実化され受肉化されていること

を知っているのです。そこにわた

したちの希望があります。

パウロはこの４－７節で「愛」

の特徴を１５挙げています。その

１５の特徴を見てみましょう。これ

らの特徴は、「～する」と「～しない」

という、肯定的な特徴と否定的な特

徴に分かれます。まず最初の２つは

肯定的です。つまり「～する」とい

う特徴です。その特徴の第１は①愛

は忍耐強い（ ~H avga,ph makroqu,mei）

と言われています。ここで使われ

ているギリシア語(makroqu,mein マ

クロスメイン)は、「寛容である」

とも訳すことができ、つねに人々
、 、

に対する忍耐をあらわし、周囲の
、 、 、 、 、 、

状況に対する忍耐を意昧しませ
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ん。クリソストム(クリソストモ

ス)というキリスト教初期の教父

は、それは、他者から不当な扱い

を受け、これに対して復讐しよう

と思えば簡単にできるのだが、あ

えてそれをしない、そういう人間

について用いられる言葉である、

と言っています。それは「怒りを

おそくする者」という言い方で表

すこともあります。この態度は、

また、人間との関係における神ご

白身の態度の特徴でもあります。

神はわたしたちに対して「忍耐強

い」のです。「怒りをおそく」し

ておられるのです。ですから、神

がわたしたちを忍耐したもうと同

じように、わたしたちも人に対し

て、彼らがどんなに強情な、冷た

い、腹の立つ人間であっても、忍

耐強くなければならないのです。

言うまでもなく、このような忍耐

は弱さのしるしではなく、強さの

しるしです。敗北主義ではなく、

むしろ勝利への唯一の道なので

す。

そして第２に、②愛は情け深い

（crhsteu,etai h̀ avga,ph）と言われて

います。この言葉は、ロマ書の２

章４節では神の性質を表す言葉と

して名詞形で使われています。新

共同訳では「憐れみ」と訳されて

いる言葉です。「2:4 あるいは、

神の憐れみがあなたを悔い改めに

導くことも知らないで、その豊か

な慈愛と寛容と忍耐とを軽んじる

のですか。」聖書の語る救いは、

この神の憐れみ、情け深さを出発

点としているのです。ヨハネによ

る福音書８章に登場する姦淫の現

場で捕えられた女性を前にした場

合(ヨハネ8:1-11)、今日の教会に

行く多くの常識的で善良な人々の

うち、時の指導者たちに同調せず

に主イエスの側に立つ者はどれほ

どいるでしょうか。律法学者とフ

ァリサイ派の人々が「モーセの律

法では、このような女は、石で打

ち殺せと命じていますが、あなた

はどうお考えなのですか」としつ

こく問い続けるので、主イエスは

ついにこう答えます。「あなたた

ちの中で罪を犯したことのない者
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が、まず、この女に石を投げなさ

い」(8:7)。この場合、罪のない

主イエスが一番に石を手にしても

よかったでしょうが、そうはなさ

らなかったのです。神の憐れみ、

情け深さは、キリスト教の救いの

大前提なのです。

第３の特徴か

ら第１０の特徴

まで、愛の特徴

は否定的に表現

されます。第３

は、愛は③ねた

まない（ouv zhloi/

愛はねたむことをしない）。第４、

④愛は自慢しない（ Îh` avga,phÐ ouv

perpereu,etai 愛は高ぶらない）。第
、 、 、 、 、 、 、

５、愛は⑤高ぶらない（ouv fusiou/tai

愛は誇らない）。第６、愛は⑥礼
、 、 、 、 、 、

を 失 す る こ と が な い （ o u v k

avschmonei/ 愛は不作法をしない）。
、 、 、 、 、 、 、 、 、

第７、愛は⑦自分の利益を求めな

い（ouv zhtei/ ta. eàuth/j）。第８、愛

は ⑧ い ら だ た な い （ o u v

paroxu,netai）。第９、愛は⑨恨み

を抱かない（ouv logi,zetai to. kako,n）。

第１０、愛は⑩不義を喜ばない

（ouv cai,rei evpi. th/| avdiki,a）。どれも

説明が入らないほど明白です。

しかしこの愛の否定的な８つの

特徴は、パウロがコリントの人た

ちを戒めるとき、彼らの実際の行

動として指摘されます。この観点

からこれらの特徴を見ておくとコ

リントの信徒への手紙一の大切な

側面が見えてきます。パウロは３

章３節で〈ねたみ〉についてコリ

ントの人々に注意を与えました。

「3:3(あなたがたは)相変わらず

肉の人だからです｡お互いの間に

ねたみや争いが絶えない以上､あ

なたがたは肉の人であり､ただの

人として歩んでいる､ということ

になりはしませんか｡｣また〈自慢〉

や〈高ぶり〉は、パウロが繰り返

しコリントの人々の誇りを叱責し

てきたことを反映しています。

１章２９－３１節。「1:29 それは、

だれ一人、神の前で誇ることがな

いようにするためです。1:30 神

によってあなたがたはキリスト・

イエスに結ばれ、このキリストは、

わたしたちにとって神の知恵とな

り、義と聖と贖いとなられたので

す。1:31 「誇る者は主を誇れ」

と書いてあるとおりになるためで

す。」また８章１節。「知識は人を

高ぶらせるが、愛は造り上げる」

からです。教会を造り上げるのは

この〈愛〉なのです。また第６の
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〈礼を失する〉と訳されている言

葉はもっと強い言葉で〈恥ずべき

行い〉を指してパウロが使う言葉

です。それは相応しくない性的交

渉や姦淫をも指す言葉で、主の晩

餐の席で貧しい人々の自尊心を傷

つける行為をも射程に収めていま

す。また１０章２４節で「10:24

だれでも、自分の利益ではなく他

人の利益を追い求めなさい」と語

ったパウロはこの「愛の章」で〈自

分の利益を求めない〉ことを愛の

特徴としているのです。そして〈い

らだち〉と〈恨み〉と〈不義〉は、

コリント教会の分裂と対比として

理解できるでしょう。教会は愛に

よって建て上げられねばならない

のです。愛は「ねたまない。愛は

自慢せず、高ぶらない。13:5 礼

を失せず、自分の利益を求めず、

いらだたず、恨みを抱かず(ない)。

13:6 不義を喜ば」ないのです。

そしてこの６節で「不義を喜ばず、

真実を喜ぶ」と肯定的な特徴に転

換します。

そして第１１の特徴から最後ま

で、再び愛の特徴が肯定的に表現

されます。第１１､愛は⑪真実を

喜びます（sugcai,rei de. th/| avlhqei,a

愛は真理を喜ぶ）。第１２､愛は⑫
、 、 、 、 、 、 、

すべてを忍びます（pa,nta ste,gei）。

第１３、愛は⑬すべてを信じます

（pa,nta pisteu,ei）。第１４、愛は

⑭ す べ て を 望 み ま す （ pa,nta

evlpi,zei）。そして第１５に、愛は

⑮すべてに耐える（pa,nta ùpome,nei）

のです。この第１５番目で、第１

番目の愛の特徴である〈愛は忍耐

強い〉という人への忍耐から、す

べての状況(pa,nta)への忍耐へと、

拡大しているのです。愛はすべて

に耐えるのです。

リンカーンにこんな実話が残っ

ています。１８６０年１１月６日、

奴隷制の拡大に反対していた共和

党のエイブラハム・リンカーンが

当選し、第１６代アメリカ合衆国

大統領となります。共和党からの

初めての大統領でした。リンカー

ンが正式に大統領として就任する

翌１８４１年３月４日を前にし

て、アメリカ合衆国から７州が離

脱してアメリカ連合国を結成し、
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首都をアラバマ州モンゴメリーに

おき、さらに暫定の大統領を選定

いたします。はたしてリンカーン

が３月４日に就任を致しますと、

４月１２日に南軍(アメリカ連合

国軍)が合衆国のサムター要塞を

砲撃して戦端が開かれます。リン

カーンは合衆国に残留した全州に

サムター奪還のために協力を要請

します。これによってさらに４つ

の奴隷州が離脱をしアメリカ連合

国に加わり、計１１州が南軍とし

て、計２３州のアメリカ合衆国北

軍と戦いを交えることになりま

す。これがアメリカの「南北戦争」

（American Civil War） です。

１８６１年から１８６５年まで戦

いが続きます。

エドウィン・スタントンはアメ

リカの混乱期に、合衆国の確立に

重要な働きを残した人の一人で

す。しかし民主党員でもあったス

タントンは１８６０年の大統領選

挙において、共

和党エイブラハ

ム・リンカーン

候補の政策に反

対でした。この

スタントンほど

にリンカーンを

侮辱した人間はほかにいない、と

言われるほど、口汚くリンカーン

を罵り続けた人であります。スタ

ントンはリンカーンを「低級・狡

猾な道化者」と呼んだり、また「ゴ

リラの変種」というあだ名をつけ

ます。そして探検家のデュ・シャ

イユはバカな男だ、ゴリラならイ

リノイのスプリングフィールド

〔リンカーンの当時の住まいのあ

った所〕に行けば簡単に見つかる

のに、わざわざアフリカくんだり

まで出かけて行くなんてと言っ

た、と伝えられています。

しかし大統領選挙で勝利を収め

ると、リンカーンはスタントンに

陸軍長官サイモン・キャメロンの

法律顧問となることを要請しま

す。スタントンは南部諸州の離脱

に反対の立場を取っていたため不

承不承「救国の支援」のため、そ

のポストを受諾します。リンカー

ン大統領はスタントンの能力を評

価して就任要請をしたものの、意

思統一はうまく図られず、ことあ

る毎に意見調整に迫られます。し

かし徐々に両者の間に信頼が芽生

え、スタントンはやがてリンカー

ンに対する自身の意見を変えるよ

うになり、共和党に移ります。そエドウィン・スタントン
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の後リンカーンはスタントンを陸

軍大臣に任命します。その仕事に

スタントンが最適の人物だったか

らです。その一方でリンカーン陣

営の幹部からはスタントンが南部

に通じた反逆者ではないかという

嫌疑をかけられ、その対応に多大

な労力を消費します。しかしリン

カーンは彼を使い続けます。スタ

ントンは、リンカーンの政策に大

きな功績を残します。特に巨大組

織である陸軍省の管理運営の効率

化に多大な貢献をしました。

しかし１８６５年４月１４日、

フォード劇場で、暗殺者の銃弾が

リンカーンの命を奪った夜、大統

領の遺体が運び込まれた小さな部

屋に、スタントンが立っていまし

た。彼は、涙にむせびつつ、「こ

の世界で最も完璧な統治者が横た

わる光景は、今まで見たことがな

い」と悲しんだ、と伝えられてい

ます。愛による忍耐がついに、リ

ンカーンとスタントンの間に温か

い情愛を生み出していたのです。

ジョージ・マセソンという詩人

は「沈黙のあきらめをもってでは

なく、聖なる喜びをもって、ただ

つぶやかないというだけではな

く、賛美の歌をうたいつつ」神の

み旨を受け入れることができます

ように、と詠いました。彼は盲目

でした。愛は、消極的なあきらめ

の気持ではなく、勝利にみちた不

屈の精神をもって、すべてに耐え

ることができるのです。愛は、神

が愛であることを知っており、ま

た父なる神は「無用の涙をその愛

する子に流させはしない」ことを

知っているからです。

新しい一週間も、この愛を理想

としつつ、主の助けによって努め

ていきたいと思います。祈りまし

ょう。

2019.3.24 日本基督教団千歳丘教会
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13:4 愛は忍耐強い。愛は情け深

い。ねたまない。愛は自慢せず、

高ぶらない。

13:5 礼を失せず、自分の利益を

求めず、いらだたず、恨みを抱か

ない。

13:6 不義を喜ばず、真実を喜ぶ。

13:7 すべてを忍び、すべてを信

じ、すべてを望み、すべてに耐え

る。

13:4 ~H avga,ph makroqumei/( crhsteu,etai

h` avga,ph( ouv zhloi/( Îh` avga,phÐ ouv

perpereu,etai( ouv fusiou/tai(

13:5 ouvk avschmonei/( ouv zhtei/ ta.

eàuth/j( ouv paroxu,netai( ouv logi,zetai to.

kako,n(

13:6 ouv cai ,rei e vpi . th/ | a vdiki,a |(

sugcai,rei de. th/| avlhqei,a:

13:7 pa,nta ste,gei( pa,nta pisteu,ei(

pa,nta evlpi,zei( pa,nta ùpome,neiÅ


