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「み言葉と讃美と」

挽地茂男

（コロサイ3:1-17）

2020.2.23 日本基督教団千歳丘教会

今日読みますコロサイの信徒へ

の手紙には賛美について書かれた

有名な箇所がこざいます。コロサ

イ書３章１６節。3:16 キリスト

の言葉があなたがたの内に豊かに

宿るようにしなさい。知恵を尽く

して互いに教え、諭し合い、詩編

と賛歌と霊的な歌により、感謝し

て心から神をほめたたえなさい。

わたしたちの心に神の言葉が宿

り、わたしたちが愛の表現として

互いに知恵を尽くして教え合い、

諭し合う交わりの中で、感謝にあ

ふれて心から神に向かって歌うこ

とを勧めています。

パウロはわたしたちに賛美をす

るように勧めていますが、実は、

このコロサイの信徒への手紙が獄

中書簡(牢の中から書かれた書簡)

であることを心にとめたいと思い

ます。１箇所だけ引用しておきま

しょう。コロサイ書４章２－４節

です。「コロ4:2 目を覚まして感

謝を込め、ひたすら祈りなさい。

コロ4:3 同時にわたしたちのため

にも祈ってください。神が御言葉

のために門を開いてくださり、わ

たしたちがキリストの秘められた

計画を語ることができるように。

書簡の機能

① 使徒の巡回の代用物 (1) 地理的・時間的制約の克服 cf.獄中書簡
(2) 使者の推薦状 ex.ピレモンへの手紙
(3) 使徒的継承 cf. 牧会書簡

② 問題の処理 (1) 倫理的諸問題 ex.コリントの信徒への手紙一
(2) 礼典上の諸問題

(3) 思想的諸問題

③ 思想的論争 (1) ユダヤ主義的キリスト教の論駁 ex.ガラテヤの信徒への手紙
(2) グノーシス的異端の論駁 ex.ヨハネの手紙一
(3) 異教的思想の論駁 ex.コロサイの信徒への手紙

④ 教会の統治 (1) 祭儀の統一

(2) 教会制度の確立

(3) 教会統合
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このために、

わたしは牢に

つながれてい

ます。4:4 わ

たしがしかるべく語って、この計

画を明らかにできるように祈って

ください。」この獄中にいるパウ

ロに賛美が可能であったというこ

とは大切です。どうして彼の口か

ら賛美が出てきたのでしょうか。

またコロサイの信徒たちに賛美を

するように勧めることができたの

でしょうか。彼が賛美の人であり

続けることのできた理由を探って

みたいと思います。

まず３章の１節です。「3:1 さ

て、あなたがたは、キリストと共

に復活させられたのですから、上

にあるものを求めなさい。そこで

は、キリストが神の右の座に着い

ておられます。」パウロの見てい

るものが違うのです。まず彼の視

線は上を向いています。パウロは、

「上を向いて歩こう」じゃありま

せんが、上を向いて前進していっ

た人です。人や仕事と関係する出

来事や時には事件として毎日続い

ていく人生の水平のラインに対し

て、この世界を超えた神とつなが

る垂直のラインがパウロにはあっ

たのです。それこそが、獄中にい

るパウロが、囚人という状況を超

えることのできる視点なのです。

状況を超えることは、状況の厳しさ

を軽く見るということではありませ

ん。それは状況や処遇を超越する

視点とともにやってきます。主イ

エスが明日を思い煩うことを制し

て、「空の鳥を見なさい」「野の花

を見なさい」と鳥や花について語

る時、主は、鳥や花を通して鳥や

花を養い育てておられる神をつま

り「上にあるものを求め」(v.1)

るようにわたしたちを招いておら

れるのです。そこ

からすべてのもの

を見るとき、見る

景色が変わってく

るのです。「上」

とは人間的力の届

かない、それによ

っては拘束されない領域です。人

間の力では左右できない「力や働

き」が存在するところです。去年

の夏にお迎えした樋野興夫の著作

に『見上げれば必ず、どこかに青

空が』という本があります。「八

方塞がりでの状態でも見上げれば

必ず、どこかに青空がのぞいてい

るものです。その青空を見つける
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ために、まずは心を強くし、そし

て柔軟に保ちたいものです」（樋

野興夫『見上げれば必ず、どこか

に青空が』p.21）。わたしたちが

見上げるところには、「キリスト

が神の右の座に着いておられま

す」(v.1)とパウロは語ります。

パウロは、天上の現実を（信仰に

よって）とらえているのです。彼

は囚人ではありますが、信仰の目

で「上」を見て、「心を高く上げ」

るのです。神の視線を通して、現

実を正しく見る視点が与えられて

くるのです。地上の出来事に動揺

しない心がそこから生まれてくる

のです。２節「3:2 上にあるもの

に心を留め、地上のものに心を引

かれないようにしなさい。」神の

側からもう一度状況を見ると、そ

こには厳しい現状(牢舎)の中に

も、パウロには賛美すべきことが、

蠢いているのです。「心を高く上
うごめ

げよ。」

プリンス・オブ・エジプトとい

うモーセの生涯を描いたアニメー

ションがあります。モーセがエジ

プトの宮廷を逃れてたどり着いた

ミディアンの地の祭司エトロが部

族の宴のシーンで火を囲んで(野

太い低音で)歌う歌があります。

ご紹介します。

壁掛けに紡がれた一本の糸に

デザインのすべて

見ることはできない

山の頂に立つ大きな石より

大切なものは支えてる石

どうすれば見えるのか

本当の価値が

人の目に見えはしない

人生を 神の目で見つめよう

砂漠では金よりも冷たい水がいい

羊がたよるのは 王様より羊飼い

富をなくした人は

何の価値もないのか？

それとも、それは始まりなのか

人の価値はかるものは

大きな体か 稼ぎなのか 施しなのか

その答は 励む者に分かるはずだ

見つめよう 神の目で

（歌は部族の踊りのシーンで続く）

持ってる物を分けあえたら

少しだけれど
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皆に行き渡る 心は豊か

人生は辛くても 風向きは変わる

ステップ知らなくても

（チッポラ「わたしと踊って」）

踊ろう ダンスを踊ろう！

どうして決められるのか

人の価値が？

この世では見えはしない

人生を見つめよう

人生を 神の目で 見つめよう

さて、パウロは「上」を見るべ

き理由をこう語っています。もう

一度１節「3:1 さて、あなたがた

は、キリストと共に復活させられ

たのですから」上にあるものを求め

なさい、と続きます。「ちょっと待っ

てください。わたしがキリストと共

に復活させられたというのですか。

よく分かりません。」当然です。ここ

には新しい自己理解が示されていま
アイデンティティ

す。しかし、わたしたちは誰も、自

分のことを「キリストと共に復活

させられた」者だと思ってはいない

かもしれません。こんな理解はそも

そも人間からは出てこないのです。

これは信仰によって受け止める以外

は、自分のものになりません。たと

え１００年考えてもそうなりません。

さらに続けてパウロは言います。３

－４節。「3:3 あなたがたは死ん

だのであって、あなたがたの命は、

キリストと共に

神の内に隠され

ているのです。

3:4 あなたがた

の命であるキリ

ストが現れると

き、あなたがた

も、キリストと

共に栄光に包ま

れて現れるでし

ょう。」「わたし

が死んだ?」なんという教えでし

ょうか。わたしは現にピンピン生

きていますし。「死んだ」だなん

て、ついていけません。そう思って

しまいます。しかし確かなことは、

コロサイ書はわたしたちに、根本的

な自己理解の変更を迫っているとい

うことです。しかもわたしたちは、

自分の新しい自己理解を頭にとどめ
アイデンティティ

るだけではなく、生きるように求め

られているのです。

ここでパウロの語っている内容は

「洗礼」の意味づけ同一線上にあり

ます。洗礼とはキリスト者の新しい
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出発を象徴する宗教儀礼です。宗教

儀礼はラテン語で〈サクラメントゥ

ム〉（sacramentum）､もとの聖書の

ギリシア語に戻せば〈ミュステーリ

オン〉、英語にすれば mystery（神秘）、

カトリックではこれを「秘蹟」と訳

します。宗教儀礼には秘められた部

分があるのです。秘められた意味が

あるのです。秘められた力があるの

です。人間の理性や理屈ではとどか

ないところがあるのです。宗教は人

間の合理を超えていきます。洗礼(浸

礼)の意味を語るパウロの言葉で

す。ローマの信徒への手紙６章３

－８節。「6:3それともあなたがた

は知らないのですか。キリスト・

イエスに結ばれるために洗礼を受

けたわたしたちが皆、またその死

にあずかるために洗礼を受けたこ

とを。6:4 わたしたちは洗礼によ

ってキリストと共に葬られ、その

死にあずかるものとなりました。

洗礼

復活

死

イ エ ス

埋葬

新しい生命
に甦る

古 い 人

キリストと共に埋られる

キリストと
共に死ぬ

それは、キリストが御父の栄光に

よって死者の中から復活させられ

たように、わたしたちも新しい命

に生きるためなのです。6:5 もし、

わたしたちがキリストと一体にな

ってその死の姿にあやかるなら

ば、その復活の姿にもあやかれる

でしょう。6:6 わたしたちの古い

自分がキリストと共に十字架につ

けられたのは、罪に支配された体

が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にな

らないためであると知っていま

す。6:7 死んだ者は、罪から解放

されています。6:8 わたしたちは、

キリストと共に死んだのなら、キ

リストと共生きることにもなると

信じます。」洗礼は「古い自分」

が｢キリストと共に死に｣､そして

｢キリストと共に」「新しい命」に

甦ることを象徴しているのです。

コロサイ書は「あなたがたは死

んだ」(v.3)と過去形で語り、「あ

なたがたの命は、キリストと共に

神の内に隠されている」(v.3)と

現在完了形で語り、キリストの現

れの時に「キリストと共に栄光に

十字架 埋葬 復活

古い人 キリストと キリストと
罪の奴隷 共に 共に
の死 葬られる 生きる



- 6 -

包まれて現れる」(v.4)と未来形

で語ります。わたしたちは今、す

でに完了した確実な事柄と、未来

に起こる確実な事柄の中間の時代

を生きているのです――わたした

ちの救いに必要なことは、すでに

神の側では完了しているのです。

わたしたちは救いを「すでに」、

現実のこととして経験しつつ、し

かし「いまだ」キリストの現れの

完成の時を待っているのです。わ

たしたちは過去と未来の中間時代

に、「すでに」と「いまだ」の間

の時代に、わたしたちの肉体に宿

る「古い人」と共に生きています。

コロサイ書は、中間時代を生き

る人の生き方として、古い人の性

質を捨て去るように勧めます。そ

のように勧めるのは、それが可能

でもあるからです。反対に古い人

を着たまま生きることも可能で

す。この世に与えられた生命をど

のように生きるかはわたしたちに

委ねられているのです。パウロが

コリントの第１の手紙で「あなた

がたは、代価を払って買い取られ

たのです。だから、自分の体で神

の栄光を現しなさい」(6:20)と言

ったり、ガラテヤ書で「兄弟たち、

あなたがたは、自由を得るために

召し出されたのです。ただ、この

自由を、肉に罪を犯させる機会と

せずに、愛によって互いに仕えな

さい」(5:13)と言うのは、わたし

たちに選択肢があるからです。今

日の５－８節もそうです。「3:5

だから、地上的なもの、すなわち、

みだらな行い、不潔な行い、情欲、

悪い欲望、および貪欲を捨て去り

なさい。貪欲は偶像礼拝にほかな

らない。3:6 これらのことのゆえ

に、神の怒りは不従順な者たちに

下ります。3:7 あなたがたも、以

前このようなことの中にいたとき

には、それに従って歩んでいまし

た。3:8 今は、そのすべてを、す

なわち、怒り、憤り、悪意、そし

り、口から出る恥ずべき言葉を捨

てなさい。」単に行動パターンを変

えることを要求する倫理や道徳とは

根本的に異なっています。８節の「捨

てなさい」は文字通り「捨てる」と
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いう意味の言葉ですが、５節の「捨

て去りなさい」は文字通りは「殺し

なさい」という意味の言葉です。「殺

す!?」何を言っているのでしょう。

どのように殺せと言うのでしょうか。

パウロは、この新しい自己理解に
アイデンティティ

生きる生き方を、着物を脱いだり着

たりする、着物の着脱、脱衣と着衣

にたとえて語ります。まず脱衣です。

新しい服を着るためには、服を脱が

なければなりません。９節。「3:9 互

いにうそをついてはなりません。

古い人をその行いと共に脱ぎ捨て

…」。なぜ「うそをつていはなり

ません」から始まるのでしょうか。

「古い人を脱ぎ捨てる」とか「殺

す」ということは、「うそをつかない」

程度のそんな“軽いこと”でいい

のでしょうか、と思ったりします。

しかし「うそ」は軽い程度のこと

ではないのです。「うそ」はエデ

ンの園で罪を犯した人間の最初の

特徴です。パウロが「うそ」から

始めるのは、これが「古い人」の

典型的な特徴だからです。その他

の罪は皆この「うそ」の陰に隠れ

ているのです。その他の悪徳は「う

そ」という将軍に率いられる軍隊

のようなものです。さきほどの「み

だらな行い、不潔な行い、情欲、

悪い欲望、および貪欲」(v.5)は

すべて「うそ」を隠れみのにしま

す。そして悪徳は「怒り、憤り、

悪意、そしり、口から出る恥ずべ

き言葉」(v.8)によって人間関係

を壊していくのです。「古い人を

その行いと共に脱ぎ捨て」なさい。

キリストに生きたパウロのメッセ

ージです。

そして脱衣の後に着衣が続きま

す。１０節。「3:10 造り主の姿に

倣う新しい人を身に着け、日々新

たにされて、真の知識に達するの

です。」脱衣の後は、着物を着なけれ

ばなりません。「造り主の姿に倣う

新しい人を身に着け」るのです。

これによって「日々新たにされて、

真の知識に達するのです。」キリ

ストにある生活は、

日々の生活なので

す。この「造り主

の姿に倣う新しい

人を身に着け」の

「造り主の姿に倣

う」は、創世記の人間創造の再現で

す。「造り主の姿」(エイコーン)は

「神の像」(エイコーン/)と同じ単語(言
かたち

葉)です。人はかつて「神の像にかた

どって」造られたように、再び「日

々新たにされ」れていくのです。
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神の前に、また兄弟姉妹の前に「う

そ」のない祈りと礼拝は、人を新

しい人へと造り変え、偽りのない

真の知識へと導くのです。１１節。

「3:11 そこには、もはや、ギリ

シア人とユダヤ人、割礼を受けた

者と受けていない者、未開人、ス

キタイ人、奴隷、自由な身分の者

の区別はありません。キリストが

すべてであり、すべてのもののう

ちにおられるのです。」

身に着けるべき徳目が列挙され

ます。１２－１４節。「3:12 あな

たがたは神に選ばれ、聖なる者と

され、愛されているのですから、

憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、

寛容を身に着けなさい。3:13 互

いに忍び合い、責めるべきことが

あっても、赦し合いなさい。主が

あなたがたを赦してくださったよ

うに、あなたがたも同じようにし

なさい。3:14 これらすべてに加

えて、愛を身に着けなさい。愛は、

すべてを完成させるきずなです。」

パウロはこの「新しい人を着る」

という表現を「キリストを着る」

とも表現します。ローマの信徒へ

の手紙１３章１１－１４節。「ロ

マ13:11 更に、あなたがたは今が

どんな時であるかを知っていま

す。あなたがたが眠りから覚める

べき時が既に来ています。今や、

わたしたちが信仰に入ったころよ

りも、救いは近づいているからで

す。13: 1 2 夜

は 更 け 、 日 は

近 づ い た 。 だ

か ら 、 闇 の 行

い を 脱 ぎ 捨 て

て 光 の 武 具 を

身に着けましょう。13:13 日中を

歩むように、品位をもって歩もう

ではありませんか。酒宴と酩酊、

淫乱と好色、争いとねたみを捨て、

13:14 主イエス・キリストを身に

まといなさい(着なさい)。欲望を

満足させようとして、肉に心を用

いてはなりません。」

さて賛美の準備が整いました。

服装もＯＫです。１５－１７節。

「3:15 また、キリストの平和が

あなたがたの心を支配するように

しなさい。この平和にあずからせ

るために、あなたがたは招かれて

一つの体とされたのです。いつも

感謝していなさい。3:16 キリス

トの言葉があなたがたの内に豊か

に宿るようにしなさい。知恵を尽

くして互いに教え、諭し合い、詩

編と賛歌と霊的な歌により、感謝
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して心から神をほめたたえなさ

い。3:17 そして、何を話すにせ

よ、行うにせよ、すべてを主イエ

スの名によって行い、イエスによ

って、父である神に感謝しなさ

い。」もう解説はいらないでしょ

う。愛をすべての着衣の一番上に着

る外套のように身に着けた新しい人

には、平和と感謝とキリストのみ言

葉と讃美が特徴となるのです。キリ

ストのみ言葉を豊かに宿した心は、

自ずと歌い始めます。

アメリカ・プロテスタントの歴史

には、三つの信仰

大覚醒(リバイバ

ル)の時代があり

ます〔First Great
Awakening は 、

1730年代から1740
年 代 、 S e c o n d
Great Awakening
は 、 1800年 代 か ら 1830年 代 、

Third Great Awakening は 、1850
年代後半から1900年代〕。その第

三次の信仰大覚醒時代の代表的な
リ バ イ バ ル

大衆伝道者で牧師であった人が

D．L．ムーディ（Dwight Lyman
Moody, 1837年 2月 5日 -99年 12月
22日）という人です。ヨーロッ

パ由来の伝統的なキリスト教社会

では、神学教育と神学の知識は宗

教的指導者にとっ

て重要な要素でし

た。しかしムーデ

ィは、神学教育は

おろか、まともな

学校教育も受けて

いませんでした。

しかし時代は、すでに第二次信仰

大覚醒時代の指導者のチャールズ

・フィニーが、教えの正しさは「実

践の場で使えるかどうか（どれだ

けの人を救いに導けるかどうか）

だ」と論じるなど、神学的な厳密

性は重要視されなくなりつつあっ

たのも確かでした。それでもフィ

ニーはまだ元弁護士であり、基礎

教育のほか、弁護士として弁説の

訓練も受けていました。しかし、

ムーディにはそれもありませんで

した。その点で、それまでの伝道

者とは大きく異なっていました。

ムーディは無学だったものの、

キリスト教に回心をしてからは叔

父の影響で敬虔な生活を送り、や

がてシカゴにおいてビジネスで成

功を収めます。そこから、貧困層

のためにスラム街に日曜学校を開

き、市長との交渉や「日曜学校債」

の発行といった努力を重ね、慈善

第一次覚醒の報告書
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活動家として有名になっていきま

す。しかし１８６０年には、成功

したすべての事業を手放して資金

を用意すると、それを元手に伝道

活動や慈善活動に専念するように

なります。同年にはＹＭＣＡにも

参画し（後に会長）、貧民救済や

南北戦争の傷病兵や戦場への救援

といった活動を行

います。やがて、

資金が底をついて

しまいます。がし

かし、ムーディの

人となりと活動を

評価した町の有力

者たちやビジネス

の成功者たちから寄付や協力の申

し出が集まり、ムーディの活動は

更に大きなものへとなっていきま

した。そしてムーディはスラム街

に貧困階級のための教会を作る

と、その初代牧師として活動を始

めます。神学的素養がまったくな

く、特定の教派の聖職でもなかっ

たムーディは、この教会での説教

において、普通のサラリーマンが

着るようなスーツ姿で信者たちに

説教を行いました（普通、牧師は

ガウンを着る。日本の牧師がスー

ツを着る習慣はムーディに始ま

る）。語りの上手さに加えて、都

会の労働者を配慮して説教時間を

設定するなど、聴衆に対するさま

ざまな配慮によって、伝道者とし

てムーディは信者たちの人気を集

めていきます。

み言葉を語るムーディの活動を

讃美(讃美歌、音楽)で一挙に前進

させたのが、アイラ・D・サンキ

ー（Ira David Sankey、 1840 年 8
月 28 日-1908 年）という人です。

彼は、アメリカ合衆国のメソジス

トの信徒で、１８４０年、ペンシ

ルベニア州エディンバーグに生ま

れています。仕事を求めて、ペン

シルベニア州内の農場を転々とし

たのち､１８５７年に同州のニュ

ー･キャッスルに移ります｡南北戦

争では北軍の兵士

として従軍し、戦

後は､父の税務の

仕事を手伝ってい

た 時 期 が あ り ま

す｡１８７０年､イ

ンディアナポリス

のＹＭＣＡの集会でムーディがサ

ンキーの歌を聴いて感動して協力

を求め､６ヶ月後にムーディの伝

道集会のソング･リーダーになり

ました｡それ以来､１８９９年のム
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ーディの死去まで、２８年間リバ

イバル運動に参加して、音楽伝道

者として、伝道集会で独唱をして

ムーディを助け、全米また世界を

巡回しました。み言葉と讃美は人

々を動かしたのです。

み言葉のムーディと讃美のサン

キーの活動は、イギリスで目を見

張るような成功を納めます。最初

英国人は、ムーディの型にはまら

ない説教スタイルや、アメリカ訛

(アクセント)と時折出る程度の低
レ ベ ル

い英語になじめませんでしたが、

やがて人々はサンキーの歌声に暖

められ、ムーディの

率直なメッセージに

動かされていきま

す。ムーディとサン

キーの特別伝道集会

は何週間にも及ぶよ

うになり、時には数

カ月に及ぶこともありました。当

時のグラッドストン英国首相を含

む政府のリーダーが、彼らを賞賛

しました。さらにムーディとサン

キーはイングランドからスコット

ランドに移動し、ある日の屋外集

会の参加者は推定で５０,０００

人に達したと伝えられます。二人

はさらにアイルランドに行きベル

ファーストで集会を開き、それか

らロンドンに戻ります。この英国

伝道の聴衆は延２５０万人を超え

ました。そしてこのイギリスでの

成功が、アメリカでの第三次信仰

覚醒運動に火をつけたのでした。

ムーディと活動を共にしたアイ

ラ・サンキーは、生涯に、多くの

賛美歌を作曲しました。その後の、

賛美歌に大きな影響を与えて、福

音唱歌(ゴスペルソング)の大流行

のきっかけを作った一人も言われ

ています。彼の作った曲の１つが、

先週から練習しています讃美歌第

２編の１８６番です。お祈りの後

にご一緒に歌いましょう。祈りま

す。

2019.10.20 日本基督教団千歳丘教会

2020.2.23 日本基督教団千歳丘教会

グラッドストン


