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「神の友アブラハム」

（創世記12:1-7）

挽地茂男
2020.7.12日本基督教団千歳丘教会礼拝

人の一生は誕生から始まります

が、誕生してからも人生の折り目

節目に新たな出発を祝う儀式があ

ります。わたしたちの日本は神道

と仏教をベースにして文化を形成

してきました。少し古い日本の社

会に例を取りますと、子供が誕生

しますと――今では病院で出産す

るケースがほとんどなのでなされ

ませんし、ま

た地方によっ

ても異なりま

す が ―― 産 飯
う ぶ め し

(産立て飯)、

一升のご飯を

炊いて、この

子が一生ご飯

に困りません

ようにという

願いを込めて、

神棚に供え誕

生を報告し、

謝意を表しま

す。生後三日

目に産湯をつ

か い 、 生 ま れ

た 日 か ら 七 日

を数えますと、

お 七 夜 で す 。

名 前 が 与 え ら

れ (命名され )

祝 い の 膳 が ふ

るまわれます。

人 生 最 初 の 出

発の儀式です。

そして約一月〔正確には男児31/3

2日、女児32/33日〕立ちますと、

初宮参り。父方の祖母に抱かれて

宮に詣でます。そして女の子であ

れば三歳また七歳〔正確には数え

歳の三歳[満二歳「髪置きの儀」]

と七歳[満六歳]「帯解きの儀」〕、

男の子であれば五歳〔数え年の五

歳[満四歳]「袴儀」〕になると、

健やかな成長を祝って神仏にお参

りをします。

このような儀式を宗教学では通

過儀礼と申しますが、古くから子

供の通過儀礼が多いのは、多産多

死、多く生まれても多く死ぬ。乳

幼児の死亡率が高かったからで

す。徳川の第十一代将軍徳川家斉

(とくがわ いえなり)は確認でき

るだけでも５３人の子供をもうけ

た将軍ですが、その子供たちの平
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均寿命が１７歳という記録が残っ

ています。当時の日本で最も住環

境も、食糧事情も、医療環境も優

れていた江戸のお城でさえそうだ

ったのですから、ふつうの家庭に

生まれた子供が無事に七日が過

ぎ、一月が過ぎ、三年、五年、七

年と無事に過ごせたら、その折り

目節目に、神仏に報告し感謝をさ

さげ、さらなるお加護を祈ったの

のも当然かもしれません。その子

供がやがて成人する。社会は新た

に社会を支え

る若い力を獲

得するのです。

そして結婚、

社会が再生産

の可能性にた

どり着きます。

そ し て 人 生 の

最 後 に は 、 人

が 亡 く な り ま

す と 、 産 湯 な

ら ぬ 湯 灌 で 身

を 清 め て 、 新

し い 旅 、 死 出

の旅に備えて、仏教(浄土真宗は

除く)では、ご遺体に手甲脚絆、

旅の装束を身に着けさせ、笠や杖

や六文銭（ろくもんせん：三途の

川を渡す渡し賃。1953年以前は行

われていたが、現在は六文銭を印

刷した紙を入れる）まで持たせて

旅支度をととのえて、葬儀をもっ

て冥土の旅に送り出します。通過

儀礼は人生儀礼とも言われて、人

生の折り目節目の重要な段階ごと

に営まれます。個人の成長だけで

なく、社会の成熟に対しても大切

な機能をもっています。

また通過儀礼は三つの段階で構

成されます。第一段階は「分離」

の段階、別れの段階です。第二段

階は「移行」の段階、移っていく

段階。いわば旅の段階です。そし

て第三段階は「再結合」、目標に

到達する、目標に結びつく段階で

す。そして通過儀礼の第一段階の

「分離」の段階に死のテーマがむ

すびつきます。さらに第三の「再

結合」の段階に再生のテーマが結

びつきます。通過儀礼は、人生の
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重要な折り目節目に営まれます

が、例えば成年式（成人式／イニ

シエイション＝加入儀礼）です。

まず成人する子供は、母親から引

き離され「分離」されます。幼児

としては死ぬのです。そして「移

行」段階に進みます。ふつうこの

段階でタブーや苦行が課せられま

す。今やアトラクションのように

して行われるバンジー・ジャンプ

は元々成年儀礼の一部だったので

す。またタトゥーも今やおしゃれ

アイテムの１つのような扱いです

が、かつては成年儀礼の一部とし

ておこなれていたのです。恐怖や

苦痛に勝てない子供は大人になれ

ないのです。アフリカの未開の部

族では、食料も水も持たせずに、

年少者を山野に放置し太陽が３０

回巡る間、飢えをしのぎ、わが身

を守ってこの移行段階を通過す

る。この危険や苦痛を通過して帰

ってきた子供は、もう子供ではな

いのです。こうして大人のレベル

ヘと移行して、大人の社会に「再

結合」されるのです。彼は大人の

社会の正式なメンバーとして迎え

られるのです。つまり大人として

再生するのです。

このプロセスは、人間の成長に

欠かせない必然的な経過を示して

います。通過儀礼にみられる「死

と再生のテーマ」は、聖書の通過

儀礼においても大切なテーマとし

て現れます。パウロはキリスト教

徒になることを「古き人に死んで、

新しき人に生まれ変わる」と言い

ます。これを最も端的に表してい

るのが、洗礼(バプテスマ)です。

洗礼はもともと、洗礼者ヨハネが

ヨルダン川で人々に施していたも

のが原型ですから、水の中にジャ

ブリと漬けるのが原型です。もち

ろんこれは「古い人」の死を象徴

します。ローマの信徒への手紙６

章３－４節を見てみましょう(口

語訳)。「 3それとも、あなたがた

は知らないのか、キリスト・イエ
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スにあずかるバプテスマをうけた

私たちは、かれの死にあずかるバ

プテスマをうけたのである。 4す

なわち、わたしたちは、その死に

あずかるバプテスマによって、彼

と共に葬られたのである。それは、

キリストが父の栄光によって、死

人の中からよみがえらされたよう

に、私たちもまた、新しいいのち

に生きるためである。」

出発や成長には２つの側面があ

ります。１つは「離れる」という

側面です。出発には必ず分離（別

れ）が含まれます。もう一つは「到

達する｣､目的(地)に「結びつく」

という側面です。出発とは到達す

るべき所に向かって立ち上がるこ

とです。この「別れ」と「到達」

は人間の成長、また宗教者の成長

にとっても大切だということが、

通過儀礼を見ると分かります。

神さまはアブラムを新しい出発

へと呼び出されました。１－３節。

「12:1 主はアブラムに言われた。

『あなたは生まれ故郷／父の家を

離れて／わたしが示す地に行きな

さい。12:2 わたしはあなたを大

いなる国民にし／あなたを祝福

し、あなたの名を高める／祝福の

源となるように。12:3 あなたを

祝福する人をわたしは祝福し／あ

なたを呪う者をわたしは呪う。地

上の氏族はすべて／あなたによっ

て祝福に入る』。」

アブラムが神さまからハランを

出発するように命じられたのは、

父テラがなくなったすぐあとのよ

うです。このハランに来るために、

アブラムは父テラと共にカルデア

のウルを旅立って、ユーフラテス

川にそって北上し、バビロンを通

過して約１０００キロの旅をした

のでした。しかし実は、父テラの

旅はもともと、ハランよりもっと

先のカナンに向かう旅だったこと

がわかります。創世記１１章３１

節。「11:31テラは、息子アブラム

と、ハランの息子で自分の孫であ

るロト、および息子アブラムの妻

で自分の嫁であるサライを連れ

て、カルデアのウルを出発し、カ

ナン地方に向かった。彼らはハラ

ンまで来ると、そこにとどまっ

た。」父親のテラは、息子ハラン
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が死去した後にカナンに向かった

のでした。しかしハラン(北シリ

ア)まで来てテラの一族はそこに

とどまってしまったのです。それ

は死去した息子ハランと同じ地名

「ハラン」の名が父親のテラをそ

こに留めたのかもしれません――

もちろん憶測です。ハランに至る

まで父親テラ（家父長）への忠誠

を尽くしたアブラムに転機が訪れ

ます。父親のテラが死んだのです。

１１章３２節「11:32 テラは二百

五年の生涯を終えて、ハランで死

んだ。」はっきりと語られていま

せんが、この言葉の背後には、テ

ラの死により、アブラムが一族を

護り導く家父長（一族の長）とな

ったという事実が隠れています。

彼には責任が生じたのです。

しかしこの一族の未来は――先

週見ましたように――開かれてい

ませんでした。閉ざされているの

です。テラからアブラムに続くこ

の系図は続きようがないのです。

新しい命を生み出すことが出来な

テラ

アブラム（妻サライ＝不妊の女）

ナホル（妻ミルカ）

ハラン―ミルカ、イスカ、ロト

（ハランはウルでテラより先に死去）

いところまで行き着いてしまった

家族。しかし神の言葉が事態を開き

ます。世界は「光あれ」という神さ

まの言葉で始まったのです。死と行

き止まりに立ち至った世界に、新

しい出来事を起こすのもまた、神

さまの言葉なのです。アブラムに

対する言葉によって、神さまは新

しい世界、新しい歴史を作り出そ

うとされるのです。「あなたは生

まれ故郷(ウル)／父の家(ハラン)

を離れて／わたしが示す地に行き

なさい」(12:1)。「示す地に行く」

か「行かないか」に、神さまによ

る新しい創造、新しい歴史が始ま

るかどうかがかかっているので

す。アブラムがこの言葉にしたが

って未知なる土地に旅立つなら

ば、彼自身が祝福されるだけでな

く「地上の氏族はすべて…祝福に

入る」(v.3)道が開けるのです。

一切を神さまに委ねて、服従する

信仰を生きる人間が誕生するか否

か。呪いと死に覆われた人間と世
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界に対する祝福が回復するか否か

がかかっているのです。

アブラムの生まれ故郷は「カル

デアのウル」(11:28)でした。ア

ブラムは父テラとともにハランに

移住する際に生まれ故郷ウルを離

れました。なのに、ここで再度ウ

ルを「離れる」ように言われてい

るのは、アブラムには父の死後ハ

ランを旅だった後に、生まれ故郷

のウルに帰る可能性もあったから

です。父の家はハランにありまし

た。父親テラはそこに彼の一家を

築いたのでした。家族のぬくもり

がそこにはありました。「あなた

は生まれ故郷(ウル)／父の家(ハ

ラン)を離れて／わたしが示す地

に行きなさい」(12:1)。神はウル

ともハランとも違うところへ導こ

うとしておられるのです。新しい

出発に際して、それらから自らを

切り離すこと、分離すること、精

神的にもそれらを断ち切ることは

簡単なことではなかったでしょ

う。しかしアブラムは、都市的・

文明的環境と家族的安定・愛着を

離れて出ていきます。

４－５節。「12:4 アブラムは、

主の言葉に従って旅立った。ロト

も共に行った。アブラムは、ハラ

ンを出発したとき七十五歳であっ

た。12:5 アブラムは妻のサライ、

甥のロトを連れ、蓄えた財産をす

べて携え、ハランで加わった人々

と共にカナン地方へ向かって出発

し、カナン地方に入った。」アブ

ラムは旅立ちます。しかしその旅

立ちは、時と場合によっては、難

民への転落をも意味するのです。

つまり、それまでの彼が持ってい

たもの、生きてきた基盤を失うこ

とを意味するのです。打算で行動

を決定する人は、こんな下手くそ

な計算はしません。もっと賢い計

算をするのです。

しかし神さまは、大いなる約束

と共に、そのことを彼に要求され

ました。そして、アブラハムはそ

の要求、その招きに応えたのです。

これは、神さまとアブラハムの間

に起こった神秘的な出来事です。
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なぜそんな無謀な計算をしたか外

からは分かりません。アブラハム

を選んだ神さまが、ご自身の計画

の時が満ちたそのときに、彼に古

き自分をすべて捨てさせ、新しい

人生、新しい生き方に招き、アブ

ラムはその心の奥底で神さまの招

きを聴き取り、それの応えたので

す。神さまはアブラムの心を揺さ

ぶったのです。アブラムは神と相

対したのです。

森有正の説教に

「アブラハムの信

仰」という神との

出会いについて語

った説教がありま

す――以前にご紹介

したことがあります。「人間という

ものは、どうしても人に知らせる

ことのできない心の一隅をもって

おります。醜い考えがありますし、

また秘密の考えがあります。また

ひそかな欲望がありますし、恥が

ありますし、どうも他人に知らせ

ることのできないある心の一隅と

いうものがあり、そういう場所で

アブラハムは神さまにお眼にかか

っている。そこでしか神さまにお

眼にかかる場所は人間にはない。

人間がだれはばからずしゃべるこ

とのできる、観念

や思想や道徳や、

そういうところで

人間はだれも神さ

まに会うことは出

来ない。人にも言

え ず 親 に も 言 え

ず、先生にも言えず、自分だけで

悩んでいる、また恥じている。そ

こでしか人間は神さまに会うこと

はできない。」森有正は言います。

人間は、ここでだけは神さまに会

いたくないと思う、そういう場所

でしか、神さまに出会えない。人

間は立派になったから、神さまに

出会うのではないのです。立派で

ないわたしが神さまに出会うこと

によって、ちっぽけな立派さが砕

かれて、神さまの立派さに引き寄

せられていくのです。恥ずべき所

のない清い人間が神さまに出会う

のではないのです、恥ずかしいわ

たしが神さまに出会うことによっ

て、より恥ずかしい思いをしなが

らも、神さまの清さによって変え

られていくのです。主イエスは言
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われました。「心の貧

しいものは幸いであ

る。」「心の貧しさ」

それは自己卑下の表現

でも、謙虚さの表現で

もありません。絶大な

る神の豊かさに触れる

ときにあふれる人間の

感情なのです。神さま

の豊かさの前で「わた

しは貧しい。」この「貧

しさ」が即幸いなので

す。この「貧しさ」が

即豊かさなのです。主イエスは続

けて言われます｡｢天の国はそのよ

うな者たちのものだからです｡｣ア

ブラムは神さまにで

出会ったのです｡出会

いは未知の可能性を

開きます｡アブラムの

出発はその可能性が

現実になる第一歩で

した｡そして｢行き先

も知らずに出発した｣

のでした｡歩み出した

その旅の途上､一歩ま

た一歩と歩を進める

につれて､神さまの約

束が具体的なものと

して明らかになっていきます｡ア

ブラムはついに神さまの言葉に従

って立ち上がったのでした｡

アブラハムの年齢と出来事 契約（約束）の進展

① 75歳の出発 ※年齢の解釈は課題 ① 創12:1-3（ハラン、アブラムの召命）

② 86歳 イシュマエル誕生（母親：女奴隷 ② 創12:6-9（モレの樫の木）

ハガル）（創16:25-26） ③ 創13:14-18（ベテルとアイの間でロト

③ 99歳 割礼（創17:23-27）、妻サライ⇒ と別れ／マムレの樫の木のところ）

サラ（創17:15） ④ 創15:3-6（マムレの樫の木の傍ら）

④ 100歳 イサク誕生（母親：妻サラ）（創 「天を仰いで、星を数えることができるな

16-18, 21章）→イサク奉献（創22:1-19） ら、数えてみるがよい。」そして言われた。

⑤ 137歳 妻サラ死去（127歳）（創23:1） 「あなたの子孫はこのようになる。」

⑥ 後妻ケトラにより、ジムラン、ヨクシャン、 ⑤ 創17:4-8（マムレの樫の木の傍ら）

メダン、ミディアン、イシュバク、シュア （アブラハム契約）あなたは多くの国民の

誕生(創25:1-6) 父となる。あなたは、アブラムではなく、

⑦ 175歳 死去（創25:7-11）イサクとイシ アブラハムと名乗りなさい

ュマエルにより、マクペラの洞穴に妻サラ

と共に葬られる
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ハランを出発したアブラムの一

行はカナンの地に足を踏み入れま

す。６節。「12:6 アブラムはその

地を通り、シケムの聖所、モレの

樫の木まで来た。当時、その地方

にはカナン人が住んでいた。」ア

ブラムがやってきたシケムは、新

約聖書時代のスカル。スカルにあ

ったヤコブの井戸の井戸端で、主

イエスはあのサマリアの女に出会

うのです。そのシケムは旧約聖書

の数々の歴史的事件の舞台となる

のですが、聖書で最初に登場する

のが､今日の場面です｡そのシケム

の近くに､アブラムがカナンに入

って最初に滞在したモレ(Moreh)
の樫の木(テレビンの木、LXX 樫

の木)がありました。モレという

名は、一方で、その所有者の名前

がモレであった可能性を示しま

す。他方この名は、普通名詞のモ

レ(〔ヘ〕môreh「託宣者」）に由

来するとも考えられています。人

々が「モレの樫の木」に神の託宣

を聞くために訪れるような、そん

な場所だったのかも知れません。

いずれにせよ、このモレで、主な

る神はアブラムに現れて、すでに

約束したことの中身をさらに明ら

かにされたのです。そしてアブラ

ムは神のその託宣に接して、ここ

に祭壇を築きます。７節。「12:7

主はアブラムに現れて、言われた。

『あなたの子孫にこの土地を与え

る。』アブラムは、彼に現れた主の

ために、そこに祭壇を築いた。」

アブラハムは、その旅の要所要

所で祭壇を築きます。この箇所の

すぐあとにも祭壇が出てきます。

１２章８－９節。「12:8 アブラム

は、そこからベテルの東の山へ移

り、西にベテル、東にアイを望む

所に天幕を張って、そこにも主の

ために祭壇を築き、主の御名を呼
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んだ。12:9 アブラムは更に旅を

続け、ネゲブ地方へ移った。」こ

のようにして、折り目節目を祭壇

で刻みながらアブラハムは主の導

きに従って歩んでいきます。

さてアブラハムは新たな旅に旅

立ったばかりですが、彼の生涯の

最後の通過儀礼、その葬儀を先に

見ておきましょう。創世記２５：

８－１０節です。「25:8 アブラハ

ムは長寿を全うして息を引き取

り、満ち足りて死に、先祖の列に

加えられた。25:9 息子イサクと

イシュマエルは、マクペラの洞穴

に彼を葬った。その洞穴はマムレ

の前の、ヘト人ツォハルの子エフ

ロンの畑の中にあったが、25:10

その畑は、アブラハムがヘトの人

々から買い取ったものである。そ

こに、アブラハムは妻サラと共に

葬られた。」アブラハムの生涯の最

後に、イシュマエルがいます。感動的

です。イシュマエルについてはこれか

らアブラハムの生涯をたどりつつ読む

ことになりますが、今少しだけ触れて

おきます。サライは自分が夫のために

後継ぎを生むことが出来ないので、女

奴隷のハガルを夫アブラハムにあてが

います。そのハガルから生まれた息子

がイシュマエルです。しかしやがて、

高齢にはなってましたが、神の約束通

り、サラは、息子イサクを生みます。

しかし彼女は、ハガルが生んだイシュ

マエルが自分の息子イサクをいじめて

いるのを見て、夫アブラハムにハガル

とイシュマエルの母子を追い出すよう

に迫ります。そしてついに追放されて

しまいますが、聖書にはイシュマエル

が祖となって別の民族を形成したと記

されています。またイスラームの伝説

では、イシュマエルはアラブ人の先祖

と考えられているのです。このアブラ

ハムの葬りの図は、暖かみのあるホッ

とするような図です。「息子イサク

とイシュマエル」が亡き父アブラハ

ムを一緒に弔っているのです。

イスラエルの人たちはアブラハムに

深い敬愛の念を抱いていますので、聖

書以外にもアブラハムの葬儀の消息を

伝える伝承が残っています。その伝承

は紀元前１世紀半ばに成立した「アブ

ラハムの遺訓」という外典の中に見

ることができます。アブラハムの
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葬儀に天使による埋葬がプラスさ

れます。お読みします。「そしてた

だちに天使長ミカエルが数多くの

天使たちとともに傍らに立ち、彼ら

は彼（アブラハム）の尊い魂を、

神々しく織られた亜麻布に包み、

彼らの手に取って運び去った。そ

して彼らは公正なるアブラハムの

身体を彼の死後三日まで、神の霊

の吹き込まれた香油と薫香で手入

れし、それから約束の地マムレの

樫の樹の許に彼を埋葬した」（「ア

ブラハムの遺訓」20:10-11）。

ヤコブの手紙２章２３節にこん

な言葉があります。「『アブラハム

は神を信じた。それが彼の義と認

められた』という聖書の言葉が実

現し、彼は神の友と呼ばれたので

す。」ここでは信仰の模範として

アブラハムが引き合いに出されて

います。その信仰が高い評価に値

することを「神の友」という言葉

であらわしています。神とアブラ

ハムの関係とは、友を裏切れない

神と、神を裏切れない友の関係で

す。「神の友アブラハム」という表現

は、神と人の間に人格的な関係が成

り立つことを意味します。聖書の信

仰の究極です。人間は神に向き合う

者として、「神の像」に創られたから
かたち

です。作家の三浦綾子さんは、自分

は神さまとやりとりをすると語って

います。ある事柄を祈りながら進め

ていくときに、「神さまそうなさいま

すか」「そうでした

ら私はこのようにい

たします。」「神さま

がそういくのでした

ら」「私はこういき

ます」とまるで囲碁

か将棋をするかように、神さまとか

わす交わりの楽しさを語っておられ

ます。ですから、アブラハムが神

と契約を結んだと言うときも、何

か冷たい事務的な契約書にサイン

したというニュアンスではなく、

それは友との契約であり､｢契り｣

であり､もっと言えば「指切りげ

んまん」なのです。創世記１２－

２５章｢アブラハム物語｣。「神の

友」と呼ばれるアブラハムと神と

の信頼関係は長い時間を経て形成

されていきます。

わたしたちの一人ひとりが神さま

との生きた関係を結ぶことができま

すように。また神さまの呼びかけに

敏感かつ従順であることができます

ように。 新しい１週間の歩みのた

めに祈りましょう。

2020.7.12日本基督教団千歳丘教会礼拝



- 12 -

12:1 主はアブラムに言われた。

「あなたは生まれ故郷／父の家を

離れて／わたしが示す地に行きな

さい。

12:2 わたしはあなたを大いなる

国民にし／あなたを祝福し、あな

たの名を高める／祝福の源となる

ように。

12:3 あなたを祝福する人をわた

しは祝福し／あなたを呪う者をわ

たしは呪う。地上の氏族はすべて

／あなたによって祝福に入る。」

12:4 アブラムは、主の言葉に従

って旅立った。ロトも共に行った。

アブラムは、ハランを出発したと

き七十五歳であった。

12:5 アブラムは妻のサライ、甥

のロトを連れ、蓄えた財産をすべ

て携え、ハランで加わった人々と

共にカナン地方へ向かって出発

し、カナン地方に入った。

12:6 アブラムはその地を通り、

シケムの聖所、モレの樫の木まで

来た。当時、その地方にはカナン

人が住んでいた。

12:7 主はアブラムに現れて、言わ

れた。『あなたの子孫にこの土地

を与える。』アブラムは、彼に現れ

た主のために、そこに祭壇を築い

た。


