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エチオピアエチオピアエチオピアエチオピアにににに働働働働くくくく人人人人のためののためののためののためのキリストキリストキリストキリスト教入門教入門教入門教入門    

Part 1Part 1Part 1Part 1：：：：聖書編聖書編聖書編聖書編    

    
始始始始めにめにめにめに    

エチオピアに暮らし始めて早○ヶ月。暦が違ったり（2006AD が 1999ET）、聖人の祝日が多

かったり、年中断食（肉食の禁止）をしていたり、と不思議に思われることも多いかと思い

ます。周りの同僚にも「ソロモン」や「イサク」や「ラヘル」や「ギィディオン」といった、

旧約聖書に登場する人名が多いのではないでしょうか？アジスアベバに展開するパン屋のチ

ェーン店、”Manna Bakery（マンナ・ベーカリー）”ですら、旧約聖書の出エジプト記と深く

関係する名前です。 

 
そう、エチオピアはサブサハラのアフリカで唯一、古代のキリスト教が残る「キリスト教大

国」なのです。 

 
隊員の皆様から寄せられた実に多様な質問・エピソードの数々―「ファスティング（断食）

は何のためにやっているのか？」「（教会に行く時）なぜ全身白い衣装なのか？」「食事の前の

お祈りでは、どんな意味のことを言っているのか？」「本当にアークは存在するのか？」－こ

れら全てを一遍にお答えするのは困難です。 

 
入門編 Part1 ではエチオピア正教に登場する様々な人物や断食などの習慣について、「実際、

聖書にはどう書かれているのか？」というご質問にお答えできたら思います。「東方諸教会」

にあたるエチオピア正教の聖書は、普通の聖書に２２章のストーリーが追加されています。

この「追加分（外典）」は残念ながら手元にありません。今回引用する箇所は全て西方教会（カ

トリック・プロテスタントなど）が利用している市販の聖書からのコピーです。また私自身

の神学知識が限られているため、解説の一部は非常に大まかで専門性に欠けることをご了承

下さい。この入門編が聖書を読むきっかけとなれば、と願っています。 

 

    
目次目次目次目次    

    
旧約聖書の登場人物 

• 「モーセと十戒」（アーク伝説のルート） 

• 「ソロモン王の栄華」（シバの女王が登場） 

• 「ノアの箱舟」（ラリベラ教会群） 

 
新約聖書の登場人物 

• 「イエスの誕生」（母マリアについて） 

• 「使徒たちの伝道」（キリスト教の広がりーローマ国教へ） 

 
新約聖書の記述 

• 断食について 

• 割礼について 

• お金について 

• 嫉妬について 
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まずはまずはまずはまずは旧約聖書旧約聖書旧約聖書旧約聖書のののの世界世界世界世界からからからから・・・・・・・・・・・・    

紀元前紀元前紀元前紀元前（（（（Before Christ: BCBefore Christ: BCBefore Christ: BCBefore Christ: BC））））のおのおのおのお話話話話 

 
「「「「モーセモーセモーセモーセとととと十戒十戒十戒十戒」」」」    

時はエジプトファラオの時代(B.C1280-1290 年頃)、モーセという一人のユダヤ人（聖書では

イスラエルの民）が当時奴隷として働く多くのユダヤ人と共にエジプトを脱出します。その

後、モーセとユダヤの人々は神が約束したカナンの土地（現在のイスラエル）を目指して、

荒野を４０年さまよった、とされます。エジプトから現在のヨルダンの砂漠を渡り、死海の

北部の方からイスラエルに向かうルートです。 

 
エチオピア正教に頻繁に登場するアーク（十戒を収めた箱）というのは、この荒野の旅の途

中でモーセがエジプトにあるシナイ山に登り、神から受けた啓示を記したものです。十戒の

内容は以下の通りです。 

 
十戒 

1. 唯一絶対の神 

2. 偶像崇拝の禁止 

3. 神の名をみだりに唱えないこと 

4. 安息日を聖とする 

5. 父と母を敬え 

6. 殺してはならない 

7. 姦淫してはならない 

8. 盗んではならない 

9. 偽証してはならない 

10. 隣人のものを欲しがってはならない 

 
十戒の内容は１－４が神に関することになっています。最初にある「唯一絶対の神」という

のは当たり前のように聞こえますが、ファラオ崇拝が一般的だったエジプトにおいては極め

て異例なことです。また安息日、というのは魂を休める日・祈る日で、キリスト教では日曜

日のことを指します。十戒を持って下山したモーセの様子は旧約聖書に以下のように記され

ています。 

 
「彼は石の板に契約のことば、十のことばを書き記した。それからモーセはシナイ山か

ら降りて来た。モーセが山を降りて来たとき、その手に２枚のあかしの石の板を持って

いた。彼は、主と話したので自分の顔のはだが光を放っているのを知らなかった。」 

（出エジプト記３５章２８節） 

 
「モーセの顔が光を放っていた」という記述がありますが、そこから転じてアーク自体に何

か特別な力がある、という伝説が生まれていきます。この後、アークはソロモン王が神殿に

安置した（列王記１：8 章）という記述で終わっています。その後の行方についてはバビロ

ニア軍の攻撃の際に略奪された、などの説がありますが、はっきりとは分かっていません。 
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「「「「ソロモンソロモンソロモンソロモン王王王王のののの栄華栄華栄華栄華」」」」    

 
旧約聖書にはおとぎ話のような部分がたくさんありますが、ソロモン王は実在の人物です。

モーセと共にエジプトを脱出した人々は、約束されたカナンの土地（現イスラエル）に定住

し、そこにやがて王国が誕生します。初代サウル、二代目のダビデを継いで即位したソロモ

ン王は、紀元前 961-922 までイスラエル王国を治めました。 

 
ソロモン王は賢者として名高いのですが、彼の知恵を伝えるお話として、例えば以下のよう

なものがあります。 

 
（要約）ある時神殿に２人の遊女が訪れます。２人は同じ時期に出産したのですが、１

人の赤ん坊は死亡しました。２人は生きている子どもが自分のものだ、と主張しますが、

真相は分かりません。そこでソロモン王は剣を持たせ、子どもを２つに断ち切って半分

づつ遊女に与えることを提案します。すると生きている子の母親は我が子が哀れになり、

「どうか相手に渡して欲しい」と頼み、もう一人は「断ち切ってくれ」と主張します。

そこで王は最初の母親が本当の母であると見抜き、彼女に子どもを渡すよう宣告します。 

 
内容的には大岡越前ちっくですが、3000 年近く前のお話なのでソロモン王の方がオリジナル

ですね。 

 
エチオピアではソロモンを訪れるシバの女王の伝説が有名です。旧約聖書に記載されている

シバの女王の箇所を抜粋してみます。 

 
「ときにシバの女王が、主の名に関連してソロモンの名声を伝え聞き、難問をもって彼

を試そうとして、やって来た・・・ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした・・・

ソロモン王は、その豊かさに相応したものをシバの女王に与えたが、それ以外にも、彼

女が求めたものを何でもその望みのままに与えた。彼女は、家来たちを連れて、自分の

国に戻っていった。」 

（列王記１：３章１０節） 

 
シバの女王がエチオピア出身である、というようなことは聖書には記載されていません。ま

た自国に戻ったシバの女王はソロモン王の子どもを妊娠しており、その子がやがてエチオピ

アの王となる、というようなことも旧約聖書には書かれておりません。アーク伝説と同様に、

エチオピアの中での伝説として残っているようです。 
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「「「「ノアノアノアノアのののの箱舟箱舟箱舟箱舟」」」」    

 
ノアの箱舟、というのは旧約聖書の創世記に出てくるお話です。「ノアの一生は９５０年であ

った」という記述一つとっても、「実在の人物だった」と主張するのは難しいでしょう。創世

記に登場する他の多くの人物（アダムとイブなど）と同様に、物語として読まれる部分かと

思います。 

 
ノアのお話はかいつまんで以下のようになっています。 

 
主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることがみな、いつも悪いことだけに傾くの

をご覧になった。それで主は、地上に人を造ったことを悔やみ、心を痛められた・・・

しかしノアは、主の心にかなっていた・・・主はノアに仰せられた。「あなたとあなたの

全家族とは箱舟に入りなさい、動物の中から雄と雌・・・一つがいづつ取りなさい・・・

大洪水が起こり・・・４０日の終わりになって、ノアは、自分の造った箱舟の窓を開き、

鳥を放った・・・ノアが、箱舟のおおいを取り去って、ながめると、見よ、地の面は、

かわいていた」 

（創世記６章５節―） 

 
この洪水で人類は滅ぼされますが、「正しい人」であったノアとノアの家族は生き延びる、と

いうストーリーです。余談ですが、ノアの三人の息子はセム、ハム、ヤペテで、この洪水の

後に人類の祖先となる、という位置づけをされます。よく言語学の世界で「セム語系」とか

「ハム語系」という分類が登場するのは、旧約聖書のノアのお話に由来しています。また「４

０」という数字は、この後モーセの荒野の４０年、イエスの４０日間の断食、などにも続き、

聖書の世界では頻繁に登場する数です。 

 
エチオピアにおいてノアの箱舟に関連しているのは、ラリベラ教会群で最も有名な聖ギルギ

オス教会の形です。十字の形をした岩窟教会はモーセの箱舟をモチーフとしており、船の水

中をイメージした１階には窓がありません。窓は水上にあたる２階部分だけ、という建物で

す。 

 

 

世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産としてとしてとしてとして有名有名有名有名ななななラリベララリベララリベララリベラ教会群教会群教会群教会群：：：：聖聖聖聖ギルギオスギルギオスギルギオスギルギオス教会教会教会教会    
 
旧約聖書のお話しはここまでとして、それでは新約聖書の時代のお話に移りましょう。 
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新約新約新約新約聖書聖書聖書聖書のののの世界世界世界世界・・・・・・・・・・・・    

紀元後紀元後紀元後紀元後(Anno Domini: AD)(Anno Domini: AD)(Anno Domini: AD)(Anno Domini: AD)のおのおのおのお話話話話    

 
ここからは新約聖書の時代のお話です。ご存知の方も多いかもしれませんが、私たちが普段

利用している西暦というのはイエス・キリストの誕生を境にして紀元前（Before Christ: 

キリスト誕生前）と紀元後（Anno Domini：神の時代、なぜかラテン語）に分かれています。

これはキリスト教がローマ帝国の国教になった後、暦（こよみ）のシステムを変えたためで

す。「キリスト」というのは「救い主」という意味です。一年が１３ヶ月から１２ヶ月に変え

られたのもこの時で、１２はキリストの弟子の数に由来しています。エチオピアでは西暦に

なる前のユリウス暦を利用しているため、今でも１年は１３ヶ月ですよね。 

    
「「「「イエスイエスイエスイエスのののの誕生誕生誕生誕生とそのとそのとそのとその生涯生涯生涯生涯」」」」    

    
イエスはユダヤ人で、実在した人物です。聖書の中ではイエス誕生までの秘話として、婚約

中だった若いマリアが妊娠する、というお話が出てきます。婚約者のヨセフはびっくりして、

こっそりマリアと縁を切ろうとするのですが、夢の中で「マリアが宿しているのは神の子で

ある。安心して彼女と結婚しなさい。」というお告げを受けて、彼女と結婚します。 

 
彼女はやがて聖母マリアと呼ばれ、多くの信仰を集める対象となります。エチオピア正教で

もマリア（マリアム）は特別な存在で、ラリベラの中にも聖マリアム教会があります。 

 
ユダヤ人のイエスは３０歳から宣教を始め、３３歳で十字架の上で張り付けにされ、処刑さ

れます。そのわずか３年足らずの活動で多くの信者を集め、その教えはユダヤ教を離れて「キ

リスト教」と呼ばれるようになり、やがてローマ国教に指定されます。ここではイエスの生

涯をエチオピアの教会内部に描かれている絵画を使いながら、簡単に解説したいと思います。 

 
写真写真写真写真：：：：エントトエントトエントトエントト山山山山のののの教会教会教会教会、、、、バハルダールバハルダールバハルダールバハルダールのののの修道院修道院修道院修道院などでなどでなどでなどで撮影撮影撮影撮影    

 

イエスの母マリアと父ヨハネが戸籍登録

に向かう旅の途中で、イエスは生まれま

す。宿屋が一杯で、近くの馬小屋で生まれ

たイエスを一目見ようと、星に導かれて３

人の博士がイエスを訪ねるのがこの絵で

す。 

 
エチオピアでは３人の博士がイエスを訪

れた１月７日にクリスマスをお祝いしま

す。１２月２５日がキリストの誕生日とし

て祝われるようになったのは 4 世紀以降

のようです。 
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成長したイエスは１２人の弟子を連れて

宣教の旅に出かけます。この中で多くの奇

跡を起こしたことが聖書に記載されてい

ます。写真ではイエスが水の上を歩いた奇

跡、また全く魚がかからない時にその一声

で突然大漁になった奇跡、などが描かれて

います。この他にも、イエスは旅先で多く

のらい病患者や盲人を次々に癒していき

ます。 

 

私が個人的に気にいっているのはイエス

が最初に起こした奇跡、とされる「カナの

婚礼」のお話しです。結婚式のお祝いの席

でワインが足りなくなったところを、イエ

スが甕の水を特上のワインに変えてしま

う、という奇跡です。ワインを水に変えて

「酔いを醒ましなさい」とお説教するので

はなく、その逆であるところに人間的なも

のを感じます。 

 

安息日や断食といったものが形骸化して

いることを指摘し、ユダヤ教の支配階級を

批判したイエスは十字架刑によって処刑

されます。 

 

聖書では十字架の上で死んだイエスを神

が認めて３日目に甦えらせた、とありま

す。イエスは弟子たちの前に現れ、やがて

天に昇ります。これがキリスト教の信仰の

中心になっています。 

 
この絵ではイエスの手にエチオピア国旗

のようなものがちゃっかりと握られてい

ますが、もちろん聖書にはそのような記載

はありません。 
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「「「「イエスイエスイエスイエスのののの教教教教えのえのえのえの伝道伝道伝道伝道――――ローマローマローマローマ国教国教国教国教へへへへ」」」」    

 
イエスの復活を目の当たりにした弟子たちは、その教えを説くために各地へ宣教の旅に出か

けます。異邦人の宣教に熱心だったパウロの働きもあり、現在のイスラエルのあたりから、

トルコやギリシアの方まで急速にイエスの教えが伝えられて行きます。死んだ人が生き返る、

というのはにわかには信じられない話かもしれません。ただイエスの死から間もなく、十字

架刑が身に降りかかるのを恐れて隠れていた弟子たちが突然生まれ変わったかのように宣教

を始め、ほぼ全員が極刑を受けて殉教したのは事実です。彼らの活動は新約聖書の「使途言

行録」という箇所に詳しく記載されています。 

 

 
逆逆逆逆ささささ張張張張りりりり付付付付けやけやけやけや石打刑石打刑石打刑石打刑でででで処刑処刑処刑処刑されたされたされたされた弟子弟子弟子弟子（（（（使徒使徒使徒使徒とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる））））のののの絵絵絵絵（（（（エントトエントトエントトエントト山教会内部山教会内部山教会内部山教会内部））））    

    

ローマ教皇を中心とするカトリック教会では、イエスの教えに忠実な個人を「聖人」として

指定しています。聖人の条件は１）イエスの教えを説いたために殺された（殉教した）２）

奇跡を起こした のどちらかで、例えばインドのマザーテレサは２）の方で現在ノミネート

されています。日本の天草四郎などは１）にあたるため、それが教皇庁のあるバチカンに認

められて聖人に指定されています。 

 
イエスの教えが今までのユダヤ教の教えの枠を超えて「キリスト教」として認識され、やが

てローマ帝国の国教にまでなったのは最初の方で解説したとおりです。 

 
イエスの生涯についてのお話はここまでとして、次は隊員の方から寄せられた質問にお答え

したいと思います。
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隊員隊員隊員隊員からのからのからのからの質問質問質問質問・・・・エピソードエピソードエピソードエピソード１１１１    

断食断食断食断食についてについてについてについて    
• レンタカーと一緒に雇ったドライバーが断食中で、一日の後半ともなるとかなり弱

っていた。 

• 「肉やミルクを毎日食したからといって神に背いたことになるものか、ケッ！」と

知人のアベシャが言っていましたが、彼はこのままでいいのでしょうか？ 

• 「お前も肉を食べるな～」と言われる。 

 

断食というのはユダヤ教（旧約聖書）に元々ある習慣で、イエスの時代には広く一般で行わ

れていました。ここでは新約聖書で断食について触れられている箇所を引用しています。 

    
イエスイエスイエスイエスのののの断食断食断食断食（（（（マタイマタイマタイマタイ４４４４章章章章１１１１節節節節ーーーー）））） 

イエスは３０歳で宣教の旅に出るにあたり、まず荒野で４０日４０夜断食した、とされます。

ここで悪魔の試みを受けるわけですが、詳細は聖書をぜひ読んでみてください。上述の聖書

箇所を入力すれば、インターネットでも検索できるかと思います。健康上・宗教上の理由で

断食をされたことのある方は分かるかもしれませんが、絶食を続けると日頃消化に使ってい

るエネルギーが五感に行き渡るため、集中力や聴力･視力が普段より向上します。西方教会の

クリスチャンが断食をすることはまれですが、ユダヤ教やその他の宗教では人間の欲望を絶

ち、心を神に向ける手段としての断食が今でも行われています。 

 
イエスイエスイエスイエス、、、、断食断食断食断食についてについてについてについて語語語語るるるる（（（（マタイマタイマタイマタイ６６６６章章章章１６１６１６１６節節節節ーーーー））））    

新約聖書の中でイエスが直接断食について語る箇所があります。短いので全文を引用します。 

 
断食するときには、偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは、

断食していることが人に見えるようにと、その顔をやつすのです。まことにあなたがた

に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかし、あなたが断食

するときには、自分の顔に油を塗り、顔を洗いなさい。それは、断食していることが、

人には見られないで、隠れた所におられるあなたの父（なる神）に見られるためです。 

 
断食に限らず、「見せびらかすような善行」や「見返りを求める行い」については、新約聖書

のあらゆる場面でイエス自身が厳しく批判しています。これはモーセの教えが形骸化してい

った当時のユダヤ教への批判でもあり、当時の律法学者を激昂させるきっかけとなります。 

    
断食断食断食断食していないしていないしていないしていないイエスイエスイエスイエスのののの弟子弟子弟子弟子（（（（マタイマタイマタイマタイ９９９９章章章章１４１４１４１４節節節節ーーーー）））） 

新約聖書には「断食していないイエスの弟子」への疑問、というのも投げかけられます。ユ

ダヤ教で定められた断食シーズンを破っている弟子に対し、イエスの回答は少々比喩的で分

かりずらいのですが、以下のようなものです。 

 
花婿に付き添う友だちは、花婿がいっしょにいる間は、どうして悲しんだりできましょ

う。しかし、花婿が取り去られる時が来るのです。そのときには断食します・・・人は

新しいぶどう酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、皮袋

は裂けて、ぶどう酒が流れ出てしまい、皮袋もだめになってしまいます。新しいぶどう

酒を新しい皮袋に入れれば、両方とも保ちます。 

 
この箇所は「花婿」である自分の死の予言と、自分の教えが「新しいワイン」にあたる、と

いう２つの比喩を含んでいます。「花婿が取り去られる時」、つまりイエスが受難を受けてか

ら復活するイースターまでの期間（西方教会では 40 日＋日曜 6 日で 46 日間）は、お酒やコ

ーヒーのような嗜好品を控える習慣が西洋のクリスチャンの間でも残っています。 
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隊員隊員隊員隊員からのからのからのからの質問質問質問質問・・・・エピソードエピソードエピソードエピソード２２２２    

割礼割礼割礼割礼についてについてについてについて 

• 性器切除などの因習は、現状ではどうなのでしょうか？これは宗教と関係しているのですか？ 

 
割礼もユダヤ教徒の習慣として、当時広く一般的に行われていました。生後 8 日目に（包茎

を防ぐため）男性性器の表皮切除を行うもので、子孫繁栄のための手段と考えられます。こ

れはユダヤ教徒だけでなく、旧約聖書を聖典とするイスラム教徒の間でも広く行われていま

す。 

 
ユダヤ人であったイエスも当然割礼を受けていたと思われますが、新約聖書では割礼につい

て触れられているのは 1 箇所のみです。 

 
キリスト教の布教に努めたパウロの回答（ローマ人への手紙２章 26 節） 

 
もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、割礼を受けていなくても、割礼を

受けている者とみなされないでしょうか。また、からだに割礼を受けていないで律法を

守るものが、律法の文字と割礼がありながら律法にそむいているあなたを、さばくこと

にならないでしょうか。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上のからだの

割礼が割礼なのではありません。 

 
パウロはもともと熱心なユダヤ教徒でイエスの教えを広めるユダヤの一派（キリスト教徒）

を厳しく弾圧していましたが、神の啓示を受けて突然キリスト教徒になり、その後は熱心に

キリスト教の宣教に努めます。この手紙はこの後「文字ではなく、御霊による、心の割礼こ

そ割礼です」と続いているので、クリスチャンの間では「（外見上の）割礼は不要」というの

が今日の一般的な認識です。 

 
ちなみに女子割礼というのは旧約・新約聖書のどこにも登場していないアフリカ土着の習慣

です。生理的な利点もなく、感染症を引き起こし、妊産婦死亡率を高める原因にもなってい

ます。 
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隊員隊員隊員隊員からのからのからのからの質問質問質問質問・・・・エピソードエピソードエピソードエピソード３３３３    

おおおお金金金金についてについてについてについて 

• 「隣人を愛せよ」とかいった教えもあるはずなのに、裕福な人は貧乏な人に対しての扱いがとて

もひどい。（例：大家とお手伝い・ガードマンとの関係など） 

• タナ湖のモナストリーでお金を払わせられた。日本で言うところの「拝観料」みたいなものかと

納得して支払いました。でもそのあとさらに司祭みたいな人(怪しいかんじ)が、「お布施を・・・」

っていう感じで近づいて来た。 

 

「お金持ち」や「偽善者」への厳しい糾弾、というのはイエスの教えの根幹となっています。

馬小屋で生まれ、大工の父であるヨセフを早くに失い、母子家庭を支えたイエス自身の生い

立ちを考えても、イエスの教えが一部の特権階級・金持ちのユダヤ人が説くユダヤ教と一線

を画していたのは明らかです。ここでは新約聖書の著名な箇所を３つ引用します。 

 
貪欲貪欲貪欲貪欲なななな愚愚愚愚かかかか者者者者（（（（ルカルカルカルカ１２１２１２１２章章章章１３１３１３１３節節節節））））    

ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は、心の中でこう言いながら考えた。「どうし

よう。作物をたくわえておく場所がない。」そして言った。「こうしよう。あの倉を取り

こわして、もっと大きいのを建て、穀物や財産はみなそこにしまっておこう。そして自

分のたましいにこう言おう。『たましいよ。これから先何年分もいっぱい物がためられた。

さあ、安心して、食べて、飲んで、楽しめ。』」しかし神は彼に言われた。「愚か者。おま

えのたましいは、今夜おまえから取り去られる。そうしたら、おまえが用意した物は、

いったいだれのものになるのか。」自分のためにたくわえても、神の前に富まない者はこ

のとおりです。 

このたとえ話の続きには「持ち物を売って、施しをしなさい・・・あなたがたの宝のあると

ころに、あなたがたの心もあるからです。」という有名な箇所に続いています。 

 
金持金持金持金持ちとちとちとちとラザロラザロラザロラザロ（（（（ルカルカルカルカ１６１６１６１６章章章章１９１９１９１９節節節節））））    

金持ちと乞食についてのたとえ話です。金持ちの家の前に全身おできの貧しいラザロが暮ら

していたのですが、金持ちは生前、ラザロになんの施しもしません。死後、ラザロは天国に

のぼり、金持ちは地獄の炎の中で苦しむ、というお話です。地獄の苦しみにある金持ちにユ

ダヤ人の遠い祖先、アブラハムはこう言います。「子よ。思い出してみなさい。おまえは生き

ている間、良いもの受け、ラザロは生きている間、悪い物を受けていました。しかし、ここ

で彼は慰められ、おまえは苦しみもだえているのです・・・」現世で多くの困難を抱える貧

しいものが死後報われ、現世で富や名声を得たものは天国の門から遠くなる、というのはキ

リスト教の教えの根幹を成すものです。 

 
金持金持金持金持ちとちとちとちと天国天国天国天国（（（（ルカルカルカルカ１８１８１８１８章章章章１８１８１８１８節節節節））））    

イエスの元にある日非常に精練潔癖なユダヤ教徒が現れます。十戒の教えを幼い頃から守っ

ている、という彼にイエスは答えます。「あなたには、まだ一つだけ欠けたものがあります。

あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい・・・裕福な者が神の国に

入ることは、なんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、らくだが針の穴を

通る方がもっとやさしい。」この後、「それでは誰が救われることができるでしょう」という

弟子の質問に、イエスは「人にはできないことが、神には出来るのです」と答えます。なん

となくフォローが入っているものの、「金持ちは（行いが良くても）天国には行けない」と断

言していますから、その教えがいかに清貧を説いているか、わかるかと思います。
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隊員隊員隊員隊員からのからのからのからの質問質問質問質問・・・・エピソードエピソードエピソードエピソード４４４４    

嫉妬嫉妬嫉妬嫉妬についてについてについてについて 

• 先日、自宅近くを歩いていたら、いつものごとく見知らぬアベシャ男性から挨拶され、次に「こ

の国をどう思う？なぜ発展しないのだと思う？」と突然質問され、困った顔をしていたら「それ

はジェラシ－のためだ！」と言い切り去って行ってしまいました。キリスト教をめぐるエピソー

ドではありませんが、確かに嫉妬深い国民性だと思うので、何かキリスト教と関係している点が

あるのかどうか知りたいです。 

 
「嫉妬」というのは旧約・新約を通じて断罪されている罪です。十戒の最後にも「隣人のも

のを欲しがってはならない」とありますし。「嫉妬」をテーマにした一番有名な箇所は旧約聖

書の始め、創世記に出てきます。ここでは「人類最初の殺人」が行われます。楽園を追放さ

れたアダムとイブの息子、カインとアベルのお話です。 

 
カインカインカインカインととととアベルアベルアベルアベル（（（（創世記創世記創世記創世記４４４４章章章章１１１１節節節節））））    

アダムとイブの長男はカインで、成長して「土を耕すもの」となります。次男のアベルは「羊

を飼うもの」となり、兄弟とも神への捧げものを持っていきます。ところが神はアベルのも

のにだけ目を留め、カインを無視します。これに嫉妬を覚えたカインが、弟アベルを殺害す

る、というストーリーです。 

 
カインは弟アベルに話しかけた。「野に行こうではないか。」そして、ふたりが野にいた

とき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。主はカインに、「あなたの弟のアベ

ルは、どこにいるのか」と問われた。カインは答えた。「知りません。私は、自分の弟の

番人なのでしょうか。」そこで、仰せられた。「あなたは、いったいなんということをし

たのか。聞け。あなたの弟の血が、その土地からわたしに叫んでいる。いまや、あなた

はその土地にのろわれている・・・あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。」 

 
ここのテーマは兄弟間の争いや嫉妬ですが、そもそも何故神がアベルをひいきしたのか、と

いうことについての回答はありません。旧約聖書の世界では神は絶対の存在で、その判断を

人間が問う、などという傲慢なことは許されていません。ですから「ヨブ記」を始めとして、

旧約聖書には理不尽と思われるお話しが数多くあります。人の理解を超える絶対の神が「私

の父、主なる神」という身近な存在に置き換えられるのは、イエスが教えを説く新約の世界

になってからです。 

 
ここまで駆け足ですが、「断食」「割礼」「お金持ち」「嫉妬」についての聖書の記述をご紹介

しました。 

 
ここからは参加者の方に、自由に質問いただけたらと思います。
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聖書聖書聖書聖書についてのについてのについてのについてのＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ 

イエスイエスイエスイエスというのはというのはというのはというのは「「「「神神神神」」」」ですかですかですかですか？？？？    

いきなり大変な質問です・・・聖書の中では「神の子、イエス」という位置づけになってい

ます。父である神と神の子イエス、それに聖霊を加えた「三位一体」というのがキリスト教

の教義ですが、これは複雑なのでまたの機会にお話できたらと思います。エチオピアの教会

には「三位一体」（父と子と聖霊なる神）を表すのに、同じ顔の神様を三つならべています。 

 

 
ゴンダールゴンダールゴンダールゴンダール・・・・ブラハーヌブラハーヌブラハーヌブラハーヌ教会内部教会内部教会内部教会内部のののの壁画壁画壁画壁画    

 
貧乏人貧乏人貧乏人貧乏人はははは金持金持金持金持ちからちからちからちから恵恵恵恵んでもらってもんでもらってもんでもらってもんでもらっても感謝感謝感謝感謝しなくていいのでしょうかしなくていいのでしょうかしなくていいのでしょうかしなくていいのでしょうか？？？？    

これも厳しい質問ですね・・・新約聖書には「施しをもらう側の心構え」みたいなのは残念

ながら書かれていないです。イエスと弟子たちもほとんど金銭を持たずに宣教し、あちこち

の家でご馳走になっていた形跡がありますから・・・関連するとすれば、自分の受けた賜物

を何倍にもして神に返しなさい、という教えでしょうか？1 ディナリなら 2 ディナリに、10

ディナリなら 20 ディナリにする。つまり生まれ持った富や才能を（たとえ僅かであっても）

十二分に生かすのが人間の務め、という教えです。施しや天の恵みをただ待つだけの人生と

いうのは、いくら生まれ持った富が少なくても許されないことだと言えます。 

 
エイズエイズエイズエイズがががが治治治治るるるる聖水聖水聖水聖水、、、、などのなどのなどのなどの聖水伝説聖水伝説聖水伝説聖水伝説についてについてについてについて。。。。またまたまたまた見返見返見返見返りをりをりをりを期待期待期待期待したしたしたした施施施施しのしのしのしの意味意味意味意味はははは？？？？    

奇跡の水、というのは実は西方教会の世界でもあります。カトリック信者の間でもフランス

のルルドの泉などは信仰されていますし。聖水は非衛生的であることは間違いないのですが、

完全に信じている人たちの思いを変えることは難しいと思います。許可を得て元の水を検査

したり、なるべく雑菌が混じらないように保存する方法を聖職に教えることだと思います。

ただ見返りを期待した施しや現世での報い、というのはイエスが厳しく糾弾した事柄ですか

ら、「貧乏人に 100 ブルあげたらエイズが治る」などというのはどう考えても言語道断です。 

 
その一方で、本当に苦しむ人が神に救いを求めることは新約聖書でも自然なこととして取り

上げられています。「叩き続ければドアが開かれ、求め続ければ（神に）聞き入れられる」と

イエスが語る箇所もあります。そういう場合の癒しは「信仰があなたを癒した」と言われま

す。現在の医学の世界でも、本人の意思で体の免疫力や自然治癒力が劇的に向上するケース

が報告されていますから、それほど非科学的でもないと思います。 

 
なぜなぜなぜなぜ弟子弟子弟子弟子たちはたちはたちはたちは殺殺殺殺されたにもかかわらずされたにもかかわらずされたにもかかわらずされたにもかかわらず、、、、イエスイエスイエスイエスのののの教教教教えがえがえがえが急速急速急速急速にににに広広広広まったのかまったのかまったのかまったのか？？？？    

これは良い質問ですね。正解は殉教者が出れば出るほど、信者が増えた、ということです。

イエス自身が十字架刑でもっとも惨めな死に方をして復活している（と信じられている）訳

ですから、弟子たちも喜んで殉教していきます。現世が苦しみや困難に満ちていればいる程、

天国での報いが大きい、というパラドックスが働いている訳です。弟子の中には「イエスと

同じ十字架刑ではもったいない。逆さ張り付けにして欲しい。」と志願する者までいたぐらい

です。聖書にはどの弟子も「神の名を賛美しながら死んでいった」とあります。弟子の殉教

によって、キリスト教は勢力を増していった、というのが事実のようです。 
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偶像崇拝偶像崇拝偶像崇拝偶像崇拝、、、、とはとはとはとは何何何何をををを意味意味意味意味するのかするのかするのかするのか？？？？教会教会教会教会のののの中中中中にもにもにもにもイエスイエスイエスイエス像像像像、、、、マリアマリアマリアマリア像像像像などなどなどなど一杯一杯一杯一杯あるのであるのであるのであるので。。。。    

全くその通りですね。旧約聖書を聖典のひとつにするイスラム教では、偶像を作ることその

ものが全く認められていませんし。キリスト教の中でも、偶像（イコン）を認めるまでには

長い歴史がありました。民衆が文字が読めない、聖書の翻訳が出来ない、という時代に神の

国を想像するのに絵を用いることはやむを得ない面もあったかもしれません。現在では偶像

を作ること（ステンドグラス、彫刻、絵画など）自体は禁止されていません。これを崇拝す

ること（イコン崇拝）、というのが禁止事項です。 

 
ヒンドゥー教などでは石で作られた神様（リンガ）に毎日食事を捧げたり、石自体が奇跡を

起こす力があるとして崇拝されたり、ということが頻繁にあります。またキリスト教の中で

も最後の晩餐で使った聖杯とか、アークとか、イエスが顔を拭いたタオルとか、十字架とか、

色々な関連グッズがあって、「これを見つけると不死身になる」といったような伝説まであり

ます。こうしたことは全て、広い意味での「偶像崇拝」にあたるといえます。 

    
みだりにみだりにみだりにみだりに神神神神のののの名名名名をををを唱唱唱唱えるなえるなえるなえるな、、、、とあるのにとあるのにとあるのにとあるのに I Love JesusI Love JesusI Love JesusI Love Jesus とかのとかのとかのとかのステッカーステッカーステッカーステッカーなどあるのはなどあるのはなどあるのはなどあるのは？？？？ 

なんだか安っぽいグッズが巷に溢れている、というのは同感です。ただこの場合の「神の名

を唱える」というのは「神を試す」というのと同義で、例えば「今度の試験に受かったら神

を信じる」とか「神がいるならこの苦境を救ってみろ」とか、そういう人間の神に対する傲

慢な態度を戒めているのだと思います。旧約聖書の世界では神と人の関係・上下関係がかな

りしっかり定められています。ですから全能の神の力を人が試す、というようなことはまず

許されないわけです。全能の神の存在がぐっと身近になるのは、新約聖書のイエスの時代に

入ってからです。 

 
東方教会東方教会東方教会東方教会とととと西方教会西方教会西方教会西方教会のののの関係関係関係関係についてについてについてについて。。。。エチオピアエチオピアエチオピアエチオピアはははは「「「「東方諸教会東方諸教会東方諸教会東方諸教会」」」」にににに属属属属するするするする、、、、とありますがとありますがとありますがとありますが、、、、

それはどういうことでしょうかそれはどういうことでしょうかそれはどういうことでしょうかそれはどういうことでしょうか？？？？    

キリスト教の歴史については、以下の図の通りです。キリスト教がローマ国教になってから、

多くの公会議を通じてキリストの教えを一本化する動きがありました。見ての通り、エチオ

ピアが属する東方諸教会は随分大昔（かれこれ 1500 年前の 451 年）に「異端」とされて、

西方教会と別々な道を歩んでいます。また「大シスマ」と呼ばれる 1054 年には東方教会と西

方教会がお互いの教皇を破門しあう、という大事件が起こります。ローマカトリックにとっ

て、東方教会はこの時から「異端」です。もちろんこうした細分化の流れを変える動きもあ

ります。例えばローマカトリックと英国国教会（聖公会）は 100 年かけて礼拝様式や教えを

統一化していこうとしています。またカトリックの教皇は、東方教会の司祭とも多くの対話

を行い、定期的に委員会を設けているようです。詳細はもう少し勉強して次回に発表します。 

 


