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Ⅰ．はじめに 

使徒信条はキリスト教の信仰の対象であ

る神について主要な点がまとめられてい

る。この信条はカトリック教会、聖公会、

プロテスタントと呼ばれる西方教会共通の

使信であり、各個教会によるこの使信の取

り扱いによってキリスト教かそれ以外かを

判別することができるといってもよい。第

Ⅱ章では使徒信条の成立理由やその過程を

はじめ、その他の信条についても触れる。

第Ⅲ～Ⅴ章では創造主、イエス・キリス

ト、聖霊についての解説を、第Ⅵ章では、

各位を一とする関係性と結びつきの試論を

展開する。キリスト教が愛の宗教といわれ

る所以はイエスキリストの現世界での行為

のみならず、三位を一体とするところにこ

そあるのではないかを論じる。なお聖書の

引用は新改訳聖書を用いていることを了承

願いたい。 

Ⅱ．使徒信条 

わたしは天地の造り主、全能の父なる神

を信じる。 

わたしはその独り子（ひとりご）、わた

したちの主 イエス・キリストを信じる。 

主は聖霊によって宿り、おとめマリアよ

り生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦し

みを受け、十字架につけられ、死にて葬ら

れ、黄泉（よみ）に下り、三日目に死人の

うちよりよみがえり、天に登り、全能の父

なる神の右に座られた。 

かしこより来たりて生きているものと死ん

だものとを裁かれる。 

わたしは、聖霊を信じる。聖なる公同の

教会、聖徒の交わり、罪の赦し、体の甦

り、とこしえのいのちを信じる。アーメ

ン。 

使徒信条は「私」の告白であり、「共同

体」の告白 

使徒信条で用いられている「信じる」と

いう言葉は、単に「存在を信じる」、「自分

や周りに益になるから信じる」、「考え方に

賛同できる」に類するものではない。使徒

信条を告白する者が「信じる」という言葉

を使う時、個人的には理解が及ばない部分

があるにせよ、その世界観を受け入れると

いう意思表示であり、神とのつながりを持

つことを選び、そのつながりを決して切ら

ない、という宣言である。「私は信じる」

ということからも信仰者のコミュニティー

との関係を維持するためにつきあいで信じ

るということではないと分かる。 

教会やコミュニティーが信じるというこ

との前に「私」が告白することが大切だと

いうことである。 

使徒信条の歴史的役割 

使徒信条はキリスト教における洗礼時の

告白文としてキリスト教信仰の本質を要約
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し、信仰者に認められてきたものであり、使

徒後教父時代を経て２世紀後半ごろに公同

の信条として用いられてきた。原始キリス

ト教団までさかのぼることはできないが、

創造主と神に遣わされた御子キリストを信

じるという信仰告白、および聖霊に関する

イエスと原始キリスト教団の発言は、新約

聖書を通して至る所で見いだすことができ

るゆえに連続性が保たれている。例えば「あ

なたは、生ける神の御子キリストですi」、

「御子は、肉によればダビデの子孫として

生まれ、聖い御霊によれば、死者の中からの

復活により、大能によって公に神の御子と

して示された方、私たちの主イエス・キリス

トです。ii」、「しかし、助け主、すなわち、

父がわたしの名によってお遣わしになる聖

霊は、あなたがたにすべてのことを教え、ま

た、わたしがあなたがたに話したすべての

ことを思い起こさせてくださいます。iii」な

どは使徒信条とつながっており、そのよう

な聖書箇所は枚挙に暇がない。 

使徒信条は第二節においてキリストの生

涯の歴史的事実が記されている。特にそれ

は帝政ローマの第二代皇帝ティベリウス治

世にてユダヤの総督を務めていたポンテ

オ・ピラトの下で処刑されたことにより強

調されている。これは、キリストは空想上の

人物ではないことを明確にするためであり、

キリスト教信仰が教える世界の創造をはじ

めとする神の存在および人の罪とそれに対

する神の救済という一連の事象が、人間の

思考によって生み出された想像物ではない

と明確にするためである。 

さて、使徒信条が作られた主な理由は異

端との境界線を明確にするためであった。

だが、時間の経過の過程で信仰の対象が何

であるかを理解しやすくコンパクトに表現

した告白文になっていったのである。キリ

スト信仰における様々な思想や主張が出て

くる中で間違った教えから自分たちを守り、

正統性を明確にするための告白文だったも

のが、信仰の対象を明確化する重要な存在

になっていったのである。 

異端とは何か 

次に、当時使徒信条によって境界線を明

確にして切り分けようとした「異端」とは

何であるかを述べていく。一つは、２世紀

のローマで活動したマルキオンという人物

の思想である。彼の主張の重要な点は、旧

約聖書の神を「怒りと裁きの神」、新約の神

を「愛の神」と切り分け、それぞれは別々

の神であるとした点である。旧約聖書にお

ける人への裁きを厭わない神と神の愛を説

くイエスとの乖離を理解するためであった

が、それでは創造の神と人と共に歩む神が

別々にいるということになる。また、神が

苦痛を味わうことがないという考えのもと

イエスの身体性を否定し、歴史的事実とし

て存在したイエスは実は存在せず、存在す

るかのように見えただけであると主張した

（仮現論）。続いて３世紀のローマで活動し

たサベリウスという人物の思想。彼による

と創造主・御子キリスト・聖霊は、水の状

態が変化するように、一つの神の様態が変

化したものだという。イエスが地上にいた

時には、創造主は天におらず、聖霊もいな

かったという主張である（様態論）。次に 3

世紀のアレクサンドリアの司祭、アリウス

の主張である。彼は人として生きたキリス

トは創造主である神と同質ではないとし、

イエス・キリストに対する立場に異を唱え

た。またヨハネの福音書１章１－３節に登
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場する創造主と共にいた「ことば（ギリシ

ャ語でロゴスという）」が象徴的に神の子で

あると言うことは可能だが、聖霊は非人格

的なものであると主張した。この主張は論

争を呼び、３２５年ニカイア公会議におい

てニカイア信条の作成に大きく影響を与え

ることとなった。 

上述の通り、使徒後教父以前に異端とさ

れた考えを挙げた。現在へと続くキリスト

教はそれらに反駁する形で自身の信条を明

確化することになった。例えば、マルキオ

ンの主張に対して、旧約時代、新約時代そ

れぞれに神がいるという多神の否定および

イエスは肉体を持ち、かつ神の子として苦

痛を受けたという身体性の再確認となった。

また、サベリウスに対して、創造主、御子

キリスト、聖霊に対する独立性が明確化さ

れた。アリウスによる主張である、イエス

の内面にのみ神としての性質があり、肉体

としてのイエスは御子ではない、という考

えに対して明確に否定し、聖霊の神性の再

確認がなされた。 

原始キリスト教団から続く信仰の在り方

に対して、合理性や論理的整合性など、理

解しやすく説明しやすい考え方が多数登場

することとなったが、そのたびに信仰の対

象に問いかけが起こり、議論の末に三位一

体という言葉まで形成されるに至った。 

ただ、これらの正統なるものの明確化は

人の意図のみで行われたとも言えない。歴

史に介在する神の意志の働きによる結果で

あり、人はその手足となったと考えること

もできるのである。 

その他の信条ニカイア信条 

上述した通り、使徒信条以外に用いられ

る信条の中には３２５年にニカイアで作ら

れたニカイア信条がある。のちに改訂され、

ニカイア・コンスタンティのポリス信条と

して西方教会および正教会、東方教会で使

われることとなった。特にイエス・キリスト

に対する神との同質性が強調されているこ

とがアリウスの思想の明確な否定として書

き出されている。 

 (前略)我らは、唯一の主イエス・キリス

トを信ず。 

主は、御父より生まれたまいし神の独り

子にして、御父の本質より生まれ、神からの

神、光からの光、まことの神からのまことの

神、造られずして生まれ、御父と本質を同一

にして、天地万物は総て彼により創造され

たり。 

主は、我ら人類の為、また我らの救いの為

に下り、しかして肉体を受け人となり、苦し

みを受け、三日目に甦り、天に昇り、生ける

者と死ぬる者とを審く為に来たり給う。 

また、我らは聖霊を信ず。(後略) 

ニカイア信条は神とキリストの同質性の

強調が色濃くでており、反面聖霊に対する

信条はたった一行だけにとどまっている。

それゆえイエスの神性の確認後、それに続

く形で、聖霊に対しても神性を認めること

となり、三位一体についての告白文、アタナ

シウス信条が作られる。 

アタナシウス信条（一部） 

公同教会の信仰はこのとおりである。 

私たちは一つなる神を三位において、三

位を一体において礼拝する。 

（中略） 

そして、この三位一体においては、より

先のものも、より後のものもない。より偉

大なものも、より劣るものもない。全三位

格は、共に永遠であり、等しい。 
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前述のごとく、全てのことにおいて、三位

において一体が、一体において三位が礼拝

されるべきである。 

この信条で注目すべきところは、父・子・

聖霊の独立と一体を宣言しているところで

ある。また、三位を一体としてある神は三つ

の位格からなっており、その各位格はそれ

ぞれ神の本質を持っており、神性という枠

組みで一つである、ということである。キリ

スト信仰を持つ信仰者にとって重要な信条

である反面、論理的不明瞭さによって合理

性を欠いていると感じられる三位一体とい

う神の性質は、人の思いを超えたものであ

り、人の合理性を超えた理屈、つまり「超合

理的」な種類に属する内容なのだというこ

とである。よって、三位一体の神へのアプロ

ーチは、人から神へは不可能であり、神から

の一方的な啓示によってしか知り得ないと

いうことになる。神を知ることの人として

の限界を自覚しつつも神を理解し、神の不

思議さや偉大さを知ろうとする姿勢を持つ

ことが大切である。 

以上、キリスト教の基本的な信条を通し

て信仰者の信じる対象と主に使徒信条の成

立理由やその過程および信条に対する受け

止め方について紹介した。ただ、知的に理解

することと全人格的に体得的に知ることと

は大きな隔たりがあることの違いに注意し

ていただきたい。キリスト教信仰は体験の

信仰であるといってよい。すなわち、自分の

実生活において神が介在された、あるいは

気づかぬ中で介在されていたという気付き

によって神の選びを感じ、信仰者として生

きるように「私が」決断するものである。こ

の実存的経験こそが三位一体の神を知るこ

となのである。 

Ⅲ．使徒信条―創造主について― 

わたしは天地の造り主、全能の父なる神

を信じる。 

創造主という神を理解するうえで妨げと

なっているであろうものの一つに、日本人

が一般的に抱くものとキリスト教が伝える

ものとの差異がある。同じように神という

存在について語りあっているにも関わらず、

話が噛み合わなかった経験が幾度もあった。

この章では一般的な日本人の神イメージが

どのように形成されていったのかを理解し、

同時にキリストを信じる信仰者の神、特に

創造主について述べていく。 

日本の「信」 

日本の歴史は人類が日本列島に移住して

きた時に始まり、縄文時代、弥生時代を経て

現代に至っているとされている。生活の中

心は食料を獲得することであった。旧石器

時代ではその遺跡から石刃が多く見つかる

ゆえに、狩猟が中心であったのではないか

と考えられている。狩猟される動物は当然

のこと、狩猟者にとっても死は身近なもの

であったことは想像に難くない。植物や木

の実などの採集が主な生活の糧であったと

される縄文時代においてもそれらが豊富に

あるわけではなく、木の実や食料となる動

物などを見つけ、獲得できた時は非常に喜

んだはずである。それらの獲得した時の感

情が恵みとして森や林、海など土地への「感

謝」となっていった。この感謝という感情

は、その土地や動物などを神聖化し、「信心」

の対象となっていったと考えられる。眼前

に広がるすべてにカミが宿っているのだか

ら、それらに尊崇の念を持つという感覚で

ある。アニミズム的意識が自然とのかかわ

りの中で醸成されていったのである。『アニ
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ミズム時代』では「自然のなかの応答（中略）

アニミズムの出発点があるのではなかろう

か。iv」と述べている通りである。 

やがて、縄文後期になると狩猟生活から

稲作生活へと変わり、信心の対象も自分の

命を繋いでくれた森や林、海などの自然か

ら、自分たちが育てた稲などの食物が害獣

や自然災害から守られるようにと願うもの

へ変化していった。また、この頃から食料な

どの奪い合いを主な目的としたムラ同士の

争いもあり、ムラ内の結束を強め、団結する

ための畏怖する存在が求められた。ここに

すべてのものに神が宿るという意識に加え

て人格を有する守り神的なモノを見出し、

心の支えとするようになったと考えられる。

さらに、弥生時代は食料を蓄えることが可

能になったことから、富める者と富まざる

者の差が生まれた時代である。それは「カ

ミ」と「人」という区分けに変化が起こり、

「カミ」と「カミに近い人、その他の人」へ

変化した時代といってよい。単なる役割分

担から人の価値をカミに近いものから遠い

ものへと価値の順位付けが始まったという

ことができる。 

飛鳥、奈良、平安時代は日本に仏教観が根

付いた時期である。それ以前まで広大で人

を越えた存在として認識してきたものが、

像をはじめとする形として具体化されたの

である。以前は、「神聖だった大木」、「信心

の対象だった丘」、「自分たちを浄化してく

れる森や川」などが、カミがそれぞれ宿る場

所であり、それぞれの場所が神聖であった

が、仏教観によって畏怖する対象が特定の

場所ではなく、存在そのものへと変化して

いったということである。西部邁の著書『国

民の道徳』で「神道という原始宗教の流れに

あるものは、(中略)修正を内外から加えら

れざるをえなかった。(中略)さらに注目し

なければならないのは、この神仏習合の動

きの中で、唯一絶対神とはいわないまでも

「最高神」という考え方がおのずと出てこ

ざるをえなかったという点である。(後略)v」

と言っている通りである。また、同時に昔な

がらの素朴な神道（世界大戦へと進むこと

になった神道を「国家神道」といい、それ以

前の神道とを区別する。）には見られなかっ

た、論理体系がもたらされた。つまり、救い

や罪、なぜ秩序を守って生きるべきなのか

を仏教的世界観の中で規定し、それを人々

に言葉によって伝達することが可能となっ

たのである。また同時にこの論理の体系化

は集団の倫理体系を統一するうえでも用い

られた。例えば、聖徳太子のいわゆる十七条

憲法の二条には「篤く三宝を敬へ。三宝とは

仏・法・僧なり。vi」とあり、仏教精神によ

って国家を安定させようとする狙いを見る

ことができる。前出の西部は「六世紀の末か

ら七世紀の初めにかけて、仏教が日本国家

の中心に登場し、それ以後、国家を動かす重

要な価値要素となったのである。vii」と言っ

ている通りである。 

このことは大和政権を支える重要な精神

的後ろ盾となり、奈良時代には鎮護国家す

なわち仏教の力によって国家が守られ安定

する力があるとする思想に基づき、天皇の

主権の維持に役立てられた。また同時代、国

家における天皇の正統性を主張し、広める

ため天武天皇により『日本書紀』が編纂され

た。 

以上のことから、日本は素朴な信心、体系

的な世界観を持つ仏教、天皇を中心とする

神道とがそれぞれ合わさりながら、しかし
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完全に一つとなることなく、共存すること

となった。 

戦国時代に入ると新たにキリスト教が伝

播してくる。1549 年に始まったフランシス

コ・ザビエルらの日本への布教によって、キ

リスト教信仰者が現れるようになった。特

にキリストの贖い、弱い存在に目を向ける

慈愛の神の愛は、当時「神はご大切をもって

報いてくださる」という言葉に言い換えら

れ、当時の仏教では満たされなかった人々

がキリシタンとなった。大名にも高山右近

をはじめ黒田官兵衛、大友宗麟などキリシ

タン大名があらわれることになった。ただ、

戦国大名たちの関心は戦に勝つことであり、

有利に戦いを進めるために戦いの技術や武

器、その考え方などを求めて外国人たちと

結びつきを強めたのだ、という指摘も考慮

に加えなければならない。こうした状況の

中、布教の急速な拡大の様子に、主君の中に

は宣教師たちが自国の民衆たちの心を自分

から奪ってしまうのではないかと考える者

が現われ、キリスト教を規制し、やがて禁止

するようになる。 

明治時代では、近代国家の仲間入りを果

すために画期的な法案が施行された。信教

の自由を保証するという内容の法律viiiで

ある。これはアジアでは初めての法律であ

る。ただ、大日本帝国憲法においてのこの法

令には、「神道を尊重する限りにおいて他宗

教を認める」という制限が設けられていた。

それは天皇を中心とする国家神道こそ尊重

すべきだとの思いからである。その後、日本

国憲法ではその制限はなくなり、現在では

七五三や初詣は神道、葬式やお盆は仏教、 

結婚式やクリスマスはキリスト教でという

具合に各宗教の行事の住み分けができてい

るという見方が一般化しているといってよ

い。 

以上が日本の宗教観の変遷である。旧石

器時代および縄文時代から続くアミニズム

によって、神聖さや畏怖の念を感じさせる

場所や、神々しい物に対して尊崇の念を抱

くようになった。また仏教観に基づき、言葉

による倫理指導やその世界観によって人そ

のものをも神とする思考回路ができてきた

と考えられる。例えば天満宮という神社は

日本には数多く存在しており祀りの対象は

菅原道真という人物である（姫路だけでも

５社の天満宮がある）。次に稲荷神社は、天

満宮と同じく日本の各地に存在しており、

一説によれば弥生時代に稲作が始まった時

を同じくして誕生したとされている。もと

もと穀物の神として豊作を願う対象とされ

ていたようであるが、今では稲作だけでな

く産業全般の神とて崇められる対象となっ

ている。アニミズム的霊的世界観という精

神的土壌の上に育まれた日本の「信」は仏教

的世界観における人の神格化を取り入れて

きた。また、キリスト教も含めて時代の権力

者の都合で利用され、排除されながら現在

に至っている。 

聖書が語る神「創造主」―創造主― 

聖書の最初の巻である創世記 1 章 1 節

には、神が天と地を創造したと書かれてい

る。全宇宙が形成される前から、我々が感じ

ている時間の概念の外に神はいたというこ

とである。時間をスタートさせ、膨大な自身

の持つエネルギーを物質へと変えたという

ことである。 

太陽などの恒星の表面で起こる核融合に

よって、水素（H）からヘリウム（He）へ元

素の変化とともに膨大な熱エネルギーを放
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出している。ところが太陽ほどの大きな星

であっても元素の一番軽い水素からヘリウ

ムしか融合できない。また表面よりも温度

も圧力も圧倒的に高い内部であっても鉄

（Fe）以上のものはできないと言われてい

る。それよりも重い 79 番目の元素である

金（Au）ともなれば、太陽よりもさらに大き

な星が大爆発を起こさなければ形成される

ことはない。 

創造主の創造とは無から有るものを創り

出すものである。アインシュタインが 

E=MC2 という方程式を発表したということ

は有名な話だが、その式は物質というもの

が、エネルギーが変化したものだというこ

とを表している。物質はエネルギーの塊で

あり、エネルギーは物質に形を換えるとい

うことである。2013 年初頭、ヒッグス粒子

を見つけたヨーロッパにある CERN という

研究所の実験に世界中の関心が集まった。

それは、原子よりも小さな素粒子同士をぶ

つける実験である。素粒子をぶつけて文字

通りこの世から「消滅する」かどうかを確認

するものであった。この世から消滅してエ

ネルギーになるならば、たとえ素粒子であ

っても無視できないエネルギーが生み出さ

れ、小さいながらもブラックホールができ

てしまうのではないか、と心配する声が一

部の科学者から挙がったのだix。 

たった一つの小さな物質が膨大なエネル

ギーに代わるのであるとするならば、世界

に存在する物質を造り上げる際、途方も無

いエネルギーが必要であったということで

あり、それが出来る存在が、聖書の語る創造

主なる神なのだということである。｢創造｣ 

を行う神に対して、「全能の神（エルシャダ

イ）」と呼びかける言葉が聖書には書かれて

いる。 

聖書が語る神「創造主」―唯一― 

宇宙を含め我々の世界をスタートさせた

神だというならば、他に同じ立ち位置に別

の神がいては理屈に合わない。同列にいる

神同士が、「自分がこの宇宙を造ったのだ」

と言うとき、どちらかが必ず「造った側」と

「造られた側」になる。ゆえに、創造の神こ

そが至高の存在であって、それ以外に神と

されるものは厳密な意味でそうではない。 

しかもその至高の神は、他に頼るものな

ど必要が無い。我々は自分一人で生きてき

たとはいえない。人からの助けはもとより

食料を摂取せず、呼吸せずには生きられな

いのだ。その点、創造の神はもともと自分で

存在し、不自由を感じない存在である。哲学

の言葉でこのような存在を「絶対主体」とい

うが、何をするにもどのようにするにも頼

るものなど必要がないということである。 

いかに世の中に「あれが神だ」「これが神

だ」というものがあったとしても、世界を造

った神と、人間によって祭り上げられた神

とは次元が違う。 

もともと日本人は、縄文時代の頃から土

地や森、林や川、そして目を見張るような大

きな岩など、なんとなく厳かになるものに

対してそれを神さまと考えてきた。富士山

も神々しいと感じ、神そのものとして崇め

るようになった。現代に伝わる日本人が崇

めている神とはそういうもの。目の前にあ

る美しいものや素晴らしい自然を見て、心

がリフレッシュされたり、新鮮な気持ちに

なったりすることはある。そうした心持ち

をもつことは、心を豊かに保つために人と
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して大切であるが、それを「神そのもの」と

することは誤りだということだ。 

使徒の働き 17 章 22-29 節では、ギリシ

ャの人々に対してパウロが神はどのような

存在かを説明した。ローマ帝国時代とそれ

以前の古代ギリシャ時代も含めて、ギリシ

ャ人は「考えること」について卓越していた

民族であった。例えば アリストテレスの演

繹的論理学など現代の科学の基礎的な考え

方となっている。そのような人々に対して、

神の使徒となったパウロは、神を作られた

像と同じと思わないようにと語っている。

金や銀で作った物を神とするギリシャ人た

ちに対して、日本人は主に技巧によってで

はないが自然にあった神々しい物を神とし

た。 

上記のように創造主は、相対化されるべ

き存在ではなく、神は自然の素晴らしさを

通して感じたり、垣間見たりする存在であ

り、神が自然そのものでも地域限定の存在

でもない。 

Ⅳ．使徒信条―イエス・キリスト― 

わたしはその独り子（ひとりご）、わたし

たちの主 イエス・キリストを信じる。 

主は聖霊によって宿り、おとめマリアよ

り生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみ

を受け、十字架につけられ、死にて葬られ、

黄泉（よみ）に下り、三日目に死人のうちよ

りよみがえり、天に登り、全能の父なる神の

右に座られた。 

かしこより来たりて生きているものと死

んだものとを裁かれる。 

創造主と共にいる神―「ことば」であるイ

エス― 

ヨハネの福音書の冒頭にでてくる「こと

ばx」とはキリストのことを指しており、そ

の存在は、創造主と世界が始まる前から共

にいたと書かれている。このことから前述

したアリウスが言う創造主の様態が変化し

たものがキリストなのだ、という説は否定

される。 

「ことば」である神―自由と平等そして愛

を伝えたイエスの生涯― 

預言者及び祭司などを介して、信じるに

足る神とは世界を造った創造の神、人間を

祝福する神であると教えられたイスラエル

民族であったが、イエス・キリストによって

創造主はイエスの父であり、イエスの目の

前にいるあなたの父であると聞くこととな

った。当時の学者や宗教者たちも神につい

て人々に教えたが、律法という神との契約

が書かれたものの字面どおりに行うのかど

うか、そして自分たち宗教者の言うことが

聞けるのかどうか、ということばかりが関

心の中心となっていた。そのため神の前で

の在り方について人々は納得しきれなかっ

たのだ。イエス・キリストがこの世に来たの

は、そのような聖職者たちが作り上げた規

則や典礼に従うようにと執拗に縛られてい

た人々を解き放つためであった。人は神が

造られた世界において、神の子としての自

由を謳歌し、自由に成長を目指し、神の願い

に適った人々になるように願われている存

在なのだとイエスは教えた。また、命令や規

制によって人々を規制するのではなく、仕

えることによって、愛し愛されることを基

軸とした世界こそが神の願われる世界だと

伝えた。創造主を父とするその子どもとし

て生きるゆえに、「『自由を得させるために、

私たちを解放してくださxi』ったゆえに、自

由があるということ、」『あなたがたの間で

一番偉い人は一番年の若い者のようになり
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なさい。また治める人は仕える人のようで

ありなさい。xii』「『あなたがたが互いに愛し

合うこと、これが、わたしのあなたがたに与

える戒めです。xiii』の通り、神を愛し神に

愛され、人を愛し人に愛されること」がどれ

ほど重要なのかを教えたのである。 

「ことば」の生涯―イエスの十字架での苦

しみと死、そして復活― 

イエスの十字架上での死は罪の代価とし

ての贖いであり、神の救いが現実世界に及

んだ重要な出来事である。と同時にイエス

の復活は全能の神の業、人の力を超える象

徴としての出来事である。また、イエスの苦

しみや死は、人の心の汚れをぬぐい去るた

めである。このイエスの出来事を深く知る

人は、私だけの悩み、私だけの傷をキリスト

が共に背負い、共感してくれることを知る。

「わたしは一人ではない」と感じるのだ。そ

して、イエス・キリストの復活は、人が避け

きれないはずの死を無にしたゆえに神を信

じる人々を「決して失望では終わらせない」

という神のメッセージとなっている。 

さて、イエスの復活は、キリストを信仰し

はじめる者にとって挫折となる部分でもあ

ることは承知している。人の理屈に合わな

いからだ。ただ、復活を認めるうえで弟子た

ちの行動を見て納得の手助けの一つとして

紹介したい。イエスの弟子たちは、イエスが

捕らえられて十字架につけられた時には散

り散りに逃げていたのだ。弟子からすれば

神から遣わされ、メシアだと信じていた人

物が無残に殺されたのだ。それゆえその動

揺は大きかっただろう。ところが、自分たち

の希望であった存在がいなくなった弟子た

ちが、あるとき「神はイエスを復活させた」

と語り始める。たいして知識のない粗野な

者たちが、どのような学者の知識にも劣る

ことのない確信、ローマ帝国の皇帝にさえ

臆することのない大胆さ、そして弾圧にも

屈しない勇気と勢いを抱いて「イエスの復

活」、「イエスの価値観」「神の愛」を伝え始

めた。弟子たちの劇的な変化があったから

こそ現在まで「世界を造った創造主」、「キリ

ストの復活と教え」、「私の心に宿る聖霊な

る神」が伝え続けられているのである。この

劇的な弟子たちの変化によってイエスの復

活を感じ取り、認める一助になるのではな

いだろうか。 

ただ、キリスト信仰は理屈で信じるもの

ではない。理屈を無にしてというものでも

ないが、大切にすべきことは体験である。す

なわち、神が私にしてくださった良いこと

を体験し、解釈し受け止めることであるこ

とは加えておきたい。 

さて、イエスの一連の死と復活において

創造主―父なる神―という視点から説いた

が、御子イエス・キリストを主体とすると、

自分から神の位格、言い換えると神の立場

を捨てて、人として世に来たということに

なる。『キリストは神の御姿である方なのに、

神のあり方を捨てられないとは考えず、ご

自分を無にして、仕える者の姿をとり、人

間と同じようになられました。人としての

性質をもって現れ、自分を卑しくし、死に

まで従い、実に十字架の死にまでも従われ

ました。xiv』の通りである。 

イエスは何を教えたのか 

「ことば」として、はじめから存在し、人

と同じ目線で説明するために人として生き、

私の身代わりとなって罪を背負い、そして

死んだイエス・キリスト。そして神の祝福が

人にあること、希望が人にあることを知ら
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せた復活が、聖書が教えるキリスト・イエス

の生涯である。 

次にキリスト・イエスが人間として生き

た時に大切にし、人々に伝えた価値観はど

のようなものかを紹介する。それはすなわ

ち現代に生きるクリスチャンが大切にして

いる価値観でもある。 

①神の国 イエスが生きて眼にしていた

人々は、イスラエルの貧しい人々であり、ロ

ーマ帝国の属州としての税を求められ、日

照りに悩み災害に苦しめられていた人々だ

った。老いや病に苦しみ、偏見と差別によっ

て社会の隅に押しやられていた人々もいた。 

そのような状況の中で、イエスは、神は一

人ひとりをかたち造り、一人ひとりの人間

を大切にしていること、神の子どもとして

目の前の状況を受け止めつつ、期待感を持

って生きるための言葉を教えた。 

一方弟子を含めて当時の多くの人々は、

イエスをローマの圧政から解放し、イスラ

エルを独立国にしてくれる存在だと期待し

ていた。 

しかし、イエスのメシアとしての在り方

は独立のための政治的リーダーではなく、

神の人々への愛を説き、病をいやし、それら

による人々の生き方の変化を促す行為者で

あった。この世の支配者から被支配者へ物

事を教えるようなものではなく、一人ひと

りが父なる神と向き合い、神と人とを愛す

ること、そして自分も愛されていることを

通して周囲の人々とその社会が内側から変

革されていくことを望んだ。 

この変革は小さなもののように映るが内

実の変化は人々に広がる中で、また心に根

付くことで国の姿かたちを規定するほどの

ものになるxv。 

②山上の説教 マタイの福音書には、「幸

いな人xvi」というテーマでイエスが群衆に

語った言葉が書かれている。この中に出て

くる「心の貧しい人」について、日本語の一

般的な意味では物質的に富んではいても精

神が卑しく、教養も品位も欠けている人と

いうことだが、イエスは「心の貧しい人」と

は自分の弱さや足りなさをよく自覚してい

て、神の助けが必要なのだと分かっている

人のことを指す。その人こそ神の愛を十分

に感じる幸いな人なのだというのだ。どん

なに自分に力があると思っていようとも、

人の助けなくして生きている人はいない。

そして、一番頼るべきはもの、心の拠りどこ

ろとするものは天地を造った神だとイエス

は教えているのである。 

③祈り 福音書を注意深く読んでいくと、

イエスが生涯の様々な場面で静かなところ

で父なる神に祈る姿が見て取れる。その祈

りの中で、父が自分に何を望んでいるかを

問い、それを行なう勇気と力を求めていた。

例えば、マルコの福音書では、新しく他の場

所へ宣教に向かう前に祈っている姿が記さ

れているxvii。またオリーブ山で裏切ったユ

ダたちに捕えられる直前まで、神に祈って

いたxviii。神への祈りは、自分の願いを伝え

るのみではなく、神の願いを聞き、その願い

を果すために、力と助けを求める行為でも

あるということがイエスの祈りを通して読

み取ることができる。またイエスの祈りの

中で、神を「父」と呼びかける。身近な存在

として呼びかけているということである。

創造主は前章でも紹介したとおり、あまり

にも偉大で大きな存在であり、それと相ま

って遠い存在として受け止められていた。

ところが、イエスは神の偉大さはそのまま
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に身近な父のような存在だと教えたのであ

る。また、イエスが弟子たちに祈りを教えて

いる場面がマタイの福音書などで記されて

いるxix。イエスの第一の願いは、「神の御名

があがめられること」である。人々の間で、

神が真の神として敬われ、毎日の生活の中

で一番大切にされ、個人の生き方と社会の

価値観の中心となるように願った。 

④神と人との関係―人の幸せについて― 

イエスは大金をかけて衣服や住居を飾り立

てても、野に咲く草花の美しさにはかなわ

ないxxと説く。父なる神は森羅万象を造り、

一つひとつを気にかけている。だからこそ、

人である私たちを神が気にかけないでいる

はずがないと語るのだ。また、神の愛が自分

にあることを受け止め、神にゆだねる生き

方をしなさい、とイエスは語る。 

ちなみに仏の教えと決定的に異なるのは、

「神の存在を前提としたそれとの関係性に

ついて断定するかどうか」という点である。

中村元の『原始仏教』では「初期の仏教は、

当時論議されていた形而上学的な問題につ

いて解答を与えることを拒否したのである。

（後略）xxi」という通り、至高なる存在の有

無を明言することはなかった。それゆえ自

分という存在のスタートはあるが、目的設

定があるわけでも被造物として造られた今

の自分が尊いという概念も存在しない。そ

のような形而上的物事に対しては ἐποχή

（判断中止）という扱いなのである。一

方、キリストの教えは「神がわたしを含めた

世界を創造した」ということから始まり、神

によって望まれて「今ある」という世界観で

ある。人はなぜ自分が存在するのかという

問いに対してイエスは、創造主である神に

よって、一人ひとりが各々の目的を果すた

めに造られたと答えている。神が一人ひと

りの人間を無から存在させられたのだ。神

は陶芸家が一つの作品を造るように人をか

たどって造り、作品は何らかのねらいがあ

るのと同じように、人は目的をもって造ら

れ、作品として一人ひとりに与えた目的を

果すようにと願われている存在なのである。 

⑤キリストが伝えた「愛」 新約聖書の

中には「互いに愛し合いなさい」という言葉

が登場する。イエスは福音書の中で多くの

奇跡を行ったことが記されているが、重要

なことの一つにどんな状況の人をも分け隔

てなく愛したということである。このキリ

ストが示した愛は、ギリシャ語では αγάπη

（アガペー）と呼ばれる。アガペーとは、

惜しみなく与える愛であり、対象となる物

に価値があるなしに関わらない愛である。

そしてその愛は自発的なものであり、強制

されて行なうものでもない。この愛は、福音

書のイエスの宣教活動においてはっきりと

描かれている。キリストを自分の主と受け

入れた人の多くは、この愛に感動して信仰

者となる。この愛こそがキリスト教の中核

である。 

Ⅴ．使徒信条―聖霊― 

わたしは、聖霊を信じる。聖なる公同の

教会、聖徒の交わり、罪の赦し、体の甦り、

とこしえのいのちを信じる。アーメン。 

キリストの生誕を中心に「紀元前 B.C.」

と「紀元後 A.D.」に分けられ、キリスト以

降は紀元後又は西暦で年代を表している。

また、キリスト以降を「聖霊の時代」と表

現することもある。 
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人を構成するもの 

「聖霊」あるいは同じ意

味で別の表現で頻出する

「御霊」について理解を深

めていく前に、私たち一人

ひとりについて聖書がど

のようなもので構成されているかを確認し

たい。第一テサロニケ人への手紙５章２３

節を根拠として、人を「体」「魂」「霊」xxii

とで構成されていると考えることができる。

さらに、第一コリント人への手紙２章１１

節でも人には人の霊があるxxiiiとある。そ

れらを踏まえたものが図１である。 

人とともにいた聖霊 

聖書には人の罪ゆえに神の霊が人から

離れてしまった理由をアダムとエバの失楽

園xxivやノアの箱舟の洪水xxvの物語を通し

て、創造の神に関心を向けないためだと伝

えている。「わたし（神）の霊は、永久には

人のうちにとどまらないであろうxxvi」と書

かれているとおりである。 

体・魂・霊について 

体（sarx)、魂（psuche）、霊（pneuma）

について少し説明していきたい。体（sarx) 

は、私たちを取り巻く環境を見る、聞く、

触れる、匂うなど五感の刺激を通して理解

する情報収集のための感覚器官である。ま

た同時に、イメージしたものを具体的な形

に作り上げる手をはじめとする部位がある。

体は各器官によって自分を取り巻く環境を

理解するためのインプットのためにあり、

内面にあるイメージを具現化するアウトプ

ットの役割を担っている。次に、魂（psuche）

とは、物事を整理し選び取っていく「意志」、

体によって受けた刺激などから喜怒哀楽を

表現する「感情」、物事を推論し論理的に考

える「思考」をつかさどる部分である。一

人ひとりの個性、固有性のようなものを

「魂」が受け持っているといえよう。聖書

には、魂が神の業を知って理解している

xxviiという告白が書かれてあり、知恵があ

なたのたましいを楽しませるxxviii、と感情

を表現している言葉もある。次に、霊

（pneuma）とは霊的なもの、つまり神を求

める部分を指す。私たちの体は物質に触れ、

魂は感情や、「こうしたい」という意志、そ

して思考などの理性を持っており、人の霊

は霊の世界に触れるものとして造られ、人

はそこが何かで満たされるためにさまよう。

「愛されたい」「認められたい」「生きる意

味は何？」などの根源的な問いかけは、人

の霊の問いかけである。人の心の豊かさは

霊の満たしと相関するのだ。一時的な魂の

リフレッシュは部屋の淀んだ空気の入れ替

えと同じように大切だが、気分転換と根源

的な満たしの違いを明確にし、霊の満たし

を求めることの大切さを知るべきなのでは

ないか。それは神のことばである聖書を通

して心に示されるxxix。 

霊が潤い続けるために 

ヨハネの福音書 4 章 13 節では、井戸

の水を汲みに来た女性に対して、イエスが

この水を飲むものは渇くが、「わたしが与え

る水を飲む者はだれでも、決して渇くこと

がありません。わたしが与える水は、その

人のうちで泉となり、永遠のいのちへの水

がわき出ます。xxx」と言う。ヨハネの福音

書では、渇く、潤うというキーワードによ

って「霊」の渇きと潤いについての話に転

換されている。イエスが天に挙げられた後、

聖霊が真の神を信じる人の心に宿ると書か

れているが、聖霊なる神がその人の心で尽

図１ 
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きることのない泉のように平安や喜びや満

足、そして健全な自己肯定感という水を注

ぎ、満たし続けると語られている。つまり

イエスが語った重要なポイントは、心（と

くに霊）を満たすためには聖霊なる神が心

にいることが不可欠なのだ、ということで

ある。不安な時、神が共にいる、と心の奥

からそう語りかけてくれる。人生の道を選

ぶ時、これが道だ、これを歩めxxxi、と語り

かけてくれる。また、あなたを愛している

xxxii、と語りかけてくれる存在、それがキリ

ストを信じて生きようとした瞬間、私の心

の奥深くの部分、霊の部分に「神の霊」、「聖

霊」が共に住むようになる。心の奥底の部

分で寄り添い、良き理解者として、助け手

となってくれる存在xxxiiiが聖霊である。 

聖霊とのつながりを保つ 

まず強調すべき点は、聖霊は人の内に宿

る神xxxivという点である。聖書では聖霊につ

いて「助け主xxxv」という言葉で表現される。

また、「平安を与えますxxxvi」ともある。ヨハ

ネの福音書には「わたしがあなた方を選

xxxviiんだ」、「あなたがたを捨てて孤児には

しxxxviiiません」とあり神のアプローチを読

み取ることができる。神の側がそうである

ならば、まず人のすべきことについて一つ

目は、心に住む「御霊を消xxxixさないように」

心がけることである。人は魂の領域におい

て自分の行うことに関し意思を用いて決定

する権限を持つ。決して神の意のままに操

られるロボットではない。よって聖書は、自

分の意志によって内に宿る聖霊を締め出す

ことがないように勧める。また、聖書にはイ

エスが「わたしはぶどうの木で、あなたがた

は枝です。（中略）わたしにとどまりxlなさ

い」と発言した箇所があり、神を信じた人

に、「自分と神とは繋がっている」、「心に聖

霊がいるのだ」と教えている。二つ目は「御

霊によって祈xliりなさい」ということ。人の

心に宿る聖霊によって祈るということは、

天の創造主に対して祈ると同時に、心に内

在する神に祈るということである。 

人に内在する神の恵み－とりなし、カリス

マ、つながり－ 

さて、次に信仰者の内側におられる聖霊

の恵みということにも触れたい。一つ目は

「御霊ご自身が、（中略）とりなしてくxliiれ

る」ということである。とりなしとは、仲立

ちをするという意味であり、一人一人の心

を宮とする聖霊が宿っている人のために祈

ってくれるということである。これが一つ

目の人の内に住まう聖霊の恵みである。 

二つ目は、一人ひとりに賜り物を与える

xliiiということである。賜物の原語はカリス

マと言う。日本では人より抜きん出ている

資質とか、周囲から一目置かれる魅力、人を

惹きつけるものがある人のことを「カリス

マがある人」、「カリスマ的な人」と形容す

る。しかし、本来の意味は神から賜った能力

や才能のことをさす。そのカリスマを神に

よって与えられているのである。神が与え

た命は、神によって目的を持っており、その

役割を担い果たす資質を与えられているわ

けである。テーブルも椅子も目的をもって

造られたゆえに、その役割を期待される。そ

うであるならば、生まれた命には役目があ

り、その果たすべき使命というものがある

のだということになる。人はおのおのカリ

スマ的資質を持っており、その資質を十分

活用してこそ、最上の充実感をもって生き

ることが出来る。 
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最後に聖霊は聖なる共同体を私たちに与

えた、ということである。聖なる共同体と

は、同じ聖霊を宿す者がふたり以上集まっ

た、神を主要な関心事とするグループのこ

とである。聖書には、ふたり三人がいるとこ

ろにわたしもいるxliv、という言葉がある。

何処か厳かな儀式場に行かなければ、ある

いは何か聖とされる器具を用いなければ、

神はいないというのではなく、神を慕う者

達がふたり以上いるならば、その場に神が

いるということである。聖霊なる神を内に

宿し、キリストによって創造主を礼拝する

ものの交流は、初めて会う人同士であって

も、また人種が違っていても睦まじくする

力を持っている。 

Ⅵ．三位一体なる神 

創造主とイエス・キリストとの関係 

イエスは、「わたしを信じる者は、わたし

ではなく、わたしを遣わした方を信じるxlv」

ということだという。イエスの時代のユダ

ヤ人たちはこの主張を「イエスは自分を神

と同一視している」と受け止め、危険視して

十字架刑に処した。一方弟子たちは、イエス

の復活の出来事を通して、イエスの主張こ

そ正しかったのだと確信するようになった。

神の側から言えば、イエスの復活はイエス

の主張を正しいものとして公に啓示した出

来事だったのである。こうして弟子たちに

イエス・キリストへの信仰が生まれること

となった。 

イエス・キリストへの信仰とは、一つは創

造主がイエス・キリストを通して歴史の中

で、神自身の考えや願いを教えたxlviと信じ

る事である。イエスこそ道・真理・命だxlvii

と聖書が語るとおりである。これを言い替

えると、イエスこそ「神の子」だと信じるこ

とである。そして「わたしを見た者は、父を

見たのですxlviii。」とあるように、イエスこ

そ創造主との交わりを仲介する存在なので

ある。 

聖霊と創造主とキリストとの関係 

ヨハネの福音書には、私の父が「もうひと

りの助け主をあなたがたにお与えxlix」にな

ると書かれている。キリストが創造主に願

い、創造主が聖霊を私たち一人一人の心に

住むように取り計らってくれるということ

である。創造主の一方的な働きではなく、人

の心に宿る神、すなわち聖霊はキリストに

よる取り計らいが必要だということ。また

別の聖書箇所では、キリストが創造主の元

から送る助け主l、という表現もあり、聖霊

が人の心に宿る働きにおいて、キリストの

働きがより強調されている。キリストから

創造主を通して人の心に宿る聖霊は、励ま

し、なぐさめ、心の思いを整え、そして前に

進む力を与えてくれる存在なのである。 

三位一体の神における三位とは 

神の三位一体という教義は、創造主とイ

エス・キリストと聖霊とをどのように位置

付けるべきかという問題から生まれた。こ

れについての論争は、紀元 2 世紀後半から

教会で始まり、紀元 5 世紀に神は三位一体

であると決められ、体系化された。それは唯

一である神が、創造主・キリスト・聖霊とい

う三つのペルソナにおいて存在するという

意味を表している。ペルソナとは英語で 

person というが、神は人間ではないために

「人格」ではなく「位格 」と訳す。 

前章までに述べたようにそれぞれの位格

において、人への関わりを見てきた。創造主

は、世界を造り、圧倒的な力を持ち、人が遥

かおよぶことができない、遠い隔たりがあ
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る存在だが、その隔たりを縮め、父のように

慈愛あふれる存在だと教えてくれたのがキ

リストである。またキリストは神の前での

人の生き方を示した。神自らがイエス・キリ

ストという姿をとって自身を示したのだ。 

ただ、創造主の御子イエス・キリストとし

て人になったゆえに時代や時間という制限

ができた。ある時代の限られた期間で、ある

地域だけに神が自身を表した。イエスは歴

史において一つの点となり、その点によっ

て示された創造主のことを、次は人の心に

宿る聖霊が時代や場所に関係なく無限の広

がりをもって、信じる者と御子および父な

る創造主とを結びつける。 

三位一体の神における一体とは 

なぜ三体ではなく一体なのか。神性にお

いて一つということである。三方それぞれ

神だけれど神々とはならずに神性において

一体の神なのだ。神は人よりも偉大で、論理

を超えた存在であり、合理性を超えた存在

である。もし論理で捉えられる存在なので

あれば、それは至高の神ではない。なぜな

ら、説明されたものは説明する人によって

その囲いの中に入ることになるからである。

ゆえに三位一体なる神は非論理的、非合理

的ということにはならず、超論理的であり、

超合理的な存在だという理解がふさわしい。 

さて、神性において一つだと述べたが、三

位を一体とする神性とは何かを理解する一

つの要素として「愛」を挙げることができる

のではないか。「神は愛だからですli」、「愛

は結びの帯として完全なものlii」だとも書

かれている。つまり、神は創造主、イエス・

キリスト、聖霊として存在し、かつ愛という

枠組みの中でひとつの神なのだということ

である。 

その愛は見返りを期待するものではなく、

無条件にいたわり、配慮し、無制限に受け容

れ、大切にするというものであり、人には達

成し得ない完全な愛である。三位一体の神

を信じる者たちは、人のうちに宿る聖霊に

よって、その愛の交わりの中に参与するこ

とができる。神が与えてくれる愛、すなわ

ち、生きる意味を感じること、自分の命を使

って果すべき役割を賜っていること 、その

役割を達成する全ての必要が備えられてい

ることを感じることができる。そしてその

神を信じる自分をはじめとして周囲に対し

て同様の見方をとるようになる。神の完全

な愛のようには愛せずとも、「わたしと同様

に神の祝福がこの人にも、あの人にもある

のだ」という見方ができるようになる。 

これらの神の愛、すなわち祝福は神の言

葉である聖書を通して、また聖霊の臨在を

通して、そして神を信じる共同体である教

会を通して受けることができる。 

無論、自身の負の思いを神の前で消そう

とする努力も必要であり、自発的に人への

愛による眼差しを持つことや関わることが

期待されているliiiことも忘れてはならな

い。 

三位一体の神を信じる信仰形態ゆえに、

キリスト教信仰は他の一神教信仰から区別

されるだけではなく、人類の歴史上独特で

唯一無二となっている。 
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