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序章序章序章序章::::        問題提起問題提起問題提起問題提起    

    

現代の人間社会は弱肉強食、他人より強くなろうとする個人主義的上昇志向の

色を呈し、弱さが忌み嫌うべき、覆い隠されるべき傾向が強くなってきているよ

うに思う。私たちキリスト者はどうだろうか。神は自分の力で救われることが絶

望的な、弱くて罪深い私たち人間を先に愛し、救って下さったことを知っている。

しかしながら、赦され贖われた罪人たちの集まりである教会においても、弱さが

忌み嫌われ、覆い隠されることはないだろうか。信仰の個人主義的な上昇志向、

財力や労働力確保の打算が教会の働きを方向づける効率的教会成長という名の

世俗化など、聖書から逸脱する危険は多々起こりうる。また、信仰を持つ自分た

ちこそ強い者で助ける者、弱い者は一方的に助けられる者、という単純な構図も

自己欺瞞の危険をはらんでいる。もしも教会において奉仕が一握りの「強い信仰

者」だけのもので多くの人が受身に徹していたり、強い信仰者たちの描く奉仕の

形に従って教会員が個性を発揮できない奉仕の歯車と化したりしているとした

ら悲しいことである。誰よりも、賜物を分け与えて下さった教会の主キリストご

自身を悲しませることであろう。キリスト教世界においても弱さに秘められた素

晴らしい可能性はまだあまり注目されていないように感じるが、聖書が示す「神

の派遣（Missio Dei）」は強さ賛美のこの世の価値観を超えて弱さを持つ者を生

かすもっと豊かなものである。 

べてるの家には、障がい者1も健常者も皆が病気を含む弱さを持ったありのま

まで受け入れられ、安心して自分をさらけ出すことができる「場の力」があった

2。中心的に活動している方々の多くは精神障がいを持ち、彼らがそれゆえに受

けてきた苦労は極めて大きい。他方で、病気ゆえに人間として当たり前の苦労を

奪い取られてきた経緯もある。そこで彼らは「商売」という極めて人間的な営み

を通して「生きる苦労」を取り戻し、病気をも糸口に様々な画期的事業を展開し

                                                   
1 「障がい」の文字選択:「害」の文字には、邪魔、妨げ、災いなどの意味がある。「障がい」

は、後述するように多くの意味を内包しており、必ずしも災いではなく、より深い益をもたら

しうる。そのため、引用文を除く筆者の文面では、より本論文の趣旨にあうと考えられる「障

がい」の文字を採用する。 
2 「場の力」とは、べてるの家の特徴を示す上で度々用いられている言葉の一つである。特定

の誰かが素晴らしいゆえではなく、その場全体に一人一人を受け入れる温かい雰囲気があるゆ

えに、各々がその場から勇気と力を得て、ありのままの自分を表現できるようになっていくの

である。（第二章にて詳述する。）これは、地域教会そのものではなく、教会の外にあるべてる

の家全体における特徴であるが、私はこれと聖書の示すキリスト者共同体の目指すべき姿には

一致点があり、神の派遣についての大いなる示唆を与えていると考える。 
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て、「能率によって人を切り捨てない」ことと「経済的な利益」を生み出すこと

という相反するかのように見えるテーマの両立に挑戦してきた3。彼らは「人間

は本来弱いもの」という事実にきちんと向き合い、弱いままの自分や仲間たちと

うまく付き合うプロセスを大切にして、「弱さが秘める可能性と底力」を開花さ

せる場を作っているのである4。べてるの家が提示する生き方は世の中一般から

も注目を浴び始め、訪問者数は年間のべ約二千名にも及ぶ5。日高昆布販売によ

る地域への貢献のみならず、人口約一万六千人の過疎化が進む浦河町の町おこし

のためにも、彼らは地域になくてはならない存在として大いに貢献している。ま

た、講演依頼が殺到し、2004 年の講演回数は研修会での発表を含めると約百回

にわたる。更に、2002年 8月の世界精神医学会及び 2003年 12月の国連世界情

報社会サミットでは精神障がいを持つメンバー自身が発表を行なった。今やべて

るの家は浦河に留まらず、全国各地へ、そして世界にまで社会貢献を進めている。 

べてるの家では、各々のメンバーが病気という弱さをもった自分のアイデンテ

ィティを確立して、豊かな個性を存分に引き出しており、弱さを持つ方々がその

ままで神に尊ばれて地上に派遣され用いられている姿を具現化して見ることが

できる。また、キリスト者としての自らのアイデンティティにたつ方々が、伝道

や証しといったわかりやすい活躍を含め、何よりも弱さを持つ者として生きる姿

そのものをもって、豊かに主の栄光を現している。私たち人間は誰しも、弱さの

種類こそ異なってはいても、何らかの弱さを持っている。そして、変えることの

できない自分の嫌な特性に悩まされるものだが、この弱さとキリストの救い、

「神の派遣」を含むキリスト教の教理は密接に関連しているのではないか。 

そこで本論文では、まず第一章において、私たちの規範である聖書の神が人間

の弱さについてどのように示しておられるかを、創造・堕落・救済・再臨の各々

における人間の弱さの登場と変遷、個々の人間と人間社会という関係性の両面か

ら調べていく。続く第二章で、べてるの家全般の営みと放つメッセージを照らし、

第三章で、これらの理解に基づいて「弱さを持つ者」として「神に遣わされる」

ということを積極的に評価しつつ、キリスト者一般及び人間社会全体を生かすべ

く、考察を進めていく。 

                                                   
3 浦河べてるの家編『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいいと思えるための 25章』

（医学書院、2002年）42～45頁 
4 朝日新聞 2004年 12月 1日朝刊記事 向谷地生良談 
5 小林繁「精神障害者の豊かな学びとしての場（トポス）づくり－浦河「べてるの家」の取り

組みから－」『明治大学人文科学研究所紀要』第 52冊、（2003年）157頁 
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第第第第一一一一章章章章::::    「弱さ」に関する聖書的考察「弱さ」に関する聖書的考察「弱さ」に関する聖書的考察「弱さ」に関する聖書的考察 

 

1． 創造における人間と社会 

 

神はご自身の創造なさったすべてのものを見渡して満足し、「見よ。非常によ

かった」（創世記 1:31）と述べておられる。創造においては、すべての被造物が

神の目的にかなって調和がとれており、欠けはなかった。実際この「非常によか

った」とはどのような状態なのだろうか。 

淀野誠三氏は、人間の「欠けがない」状態とは完全性ではなく、かえって「神

に依り頼むべき存在」として「不完全」に創られた、とする。その根拠として、

堕落前にも既にエバが神の御言葉を正しく覚え続けられなかったこと（記憶力の

不完全さ）、サタンの言葉をおかしいと感じず、視覚による判断も不適切であっ

たこと（直感・知覚の不完全さ）、そして何よりも自由意志を持ち、罪を犯しう

る存在であったこと（サタンに従って罪を犯しうる不完全さ）を挙げている6。

神が人間を「不完全」に創った、という表現では神の創造が不完全であったかの

ような誤解を招くかもしれない。しかし、淀野氏の趣旨はかつてのダビデの神賛

美「あなたの指のわざである天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、

人とは、何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人の子とは、

何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。あなたは、人を、神よりい

くらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。」（詩篇 8:3～

5）と同じ内容であり、決して奇抜で新しい神学展開ではないだろう。 

人間は土地のちりから創られ、神のいのちの息が吹き込まれて初めて生きもの

となった。ちりに過ぎない物体が、神の手で形造られ、神の息を吹き込まれて初

めて、いのちある人間「神のかたち」として尊く生かされているのである。人間

の尊厳は、個々の器官・機能の優劣ではなく、霊肉ともこの神の創造物であると

ころに根拠を持つ。聖書中で「人間」を現すヘブル語「エノシュ（vAna/）」とい

う単語は、全能で完全なる神の御前に「人間は弱いもの」という思想を反映して

用いられている。初めて聖書にこの単語が登場するのは、人間が弱さを自覚し、

その弱さを顧みてくださるお方「主」の御名によって祈り始めた（創世記 4:26）

7ところである。キリスト者は皆、自らの弱さを知っているゆえに、神との関係、

神からの助けと導きを求めて祈りつつ生きているのである。 

                                                   
6 淀野誠三 2003年度東京基督神学校修養会 第一回講義「牧会者の霊性」 
7 舟喜信「創世記」『新聖書注解 旧約 1』（いのちのことば社、1976年）104頁 
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荒井隆志氏は、イザヤ書 35:5～6、黙示録 21:1～4などの新しい創造（終末）

における障がいの完全な解放と、福音書における数々の障がい者の癒し（目に見

える形での終末の約束成就）を根拠に、病気や障がいは創造の時と終末の新天新

地にはなく、この堕落の世界の中にだけ存在している、とする。また、たとえ事

故などによる障がいの発生があったとしても、人間関係が正常に保たれていたゆ

えに、今の私たちの社会におけるような形での困難、障がい者の問題はなかった、

と奥深い考察をまとめている8。神は男性の助け手なる女性を創って人間社会を

形成した後に「非常によかった」と言われた。また、神ご自身が父・子・聖霊と

いう三位をとり、その完全なる交わりによってご自身の内に愛を全うしておられ

る。これらを考えても、特に後半の荒井氏の捉え方は、非常によかった状態が「人

間関係の正常さ」を多分に含むことを示唆している。 

これらを総括すると、人間は「神に依り頼み、人間同士が助け合う必要のある

弱さ」を持っているものであり、その弱さは決して悪しきものではない。そして

この「弱さ」を自覚して神と隣人との関係の中で正しく用いることこそ「神のか

たち」として創られた人間本来の「非常によい」姿である、と言える。 

 

2． 堕落による人間と社会 

 

堕落は、人間が神に依り頼まず、サタンに惑わされ、サタン及び人間の言葉を

神より優先したことから生じた。その結果、人間同士の関係は、愛し合い隣人を

必須とする（創世記 2:23）「一つの存在のごとく補い合う関係」から、隣人を支

配、もしくは恋い慕う（創世記 3:16）「支配と隷属の関係」へと変わってしまっ

た9。これに付随して善悪の評価も歪み、罪ある人間にとって「良いもの」とは

見栄えの良いもの、自分にとってより便利なもの、自分がより強く支配的に振舞

える場など、自己中心性を反映するようになった。それ故、自分と異質、或いは

自分を一見不便さに向かわせる存在を受け入れる余地がなくなった、と荒井氏は

述べる10。 

人間は神に似せて「神のかたち」に創られたが、神ではない。完全さとは神に

しかあり得ないご性質であるが、人間の高慢さが勝手に創造時の姿を誤った「完

                                                   
8 荒井隆志『障害者と教会 －聖書に学ぶ「人間の弱さ」と障害者問題』（いのちのことば社、

1991年）15～16,19頁 
9 松本任弘「創世記」『実用聖書注解』（CD-ROM版「聖書の達人」、いのちのことば社） 
10 荒井隆志「身体的・精神的ハンディキャップを持った人々と共に生きる」『聖書と精神医療』

No.9（2000年）39～41頁 
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全さ」の印象をもって捉えているため、「強くあれ」「がんばれ」「完全であれ」

といった形の、神になろうとする誤った方向性を生み出している、と淀野氏は述

べている11。 

つまり、共に生きることの難しさは、人間の堕落、罪により本来与えられた「弱

さ」を否定するようになったことから来ているのである。「自分の」信仰成長と

いう個人主義的観点でしか信仰成長を追い求めないキリスト者や、弱者を「一方

的に」愛し助ける者となろうとして、自らの弱さを認めないキリスト者もまた、

同じ罪の中にあると言えるだろう。言い換えるなら、堕落によって新しい弱さ、

すなわち「自分の『弱さを認められない』罪という弱さ」が登場した、というこ

とだろうか。 

 

3． 救いを経て再臨までを生きる人間と社会 

 

既に記してきたとおり、キリストの再臨による終末において、堕落の罪によっ

て歪んでいた弱さはすべてなくなる。弱い者で蒔かれた人間は強い者に甦らされ、

栄光の姿に変えられる（コリント I 15:43）。終末における完成へ向けて、弱く不

完全な今を神の前にへりくだりつつ生きるのが、私たちの使命である（ペテロ I 

5:6）。そのために、ここでは特に、キリストによってもたらされた救いと、私た

ちが今この地上にあって目指すべき方向性を中心として見ていきたい。 

  

(1) 弱さを持ったキリスト 

 

地上に来られたイエス・キリストについて、イザヤは強さ（イザヤ 9:6）と

弱さ（イザヤ 53:2～4）の両面を預言していた。特に弱さについては、キリス

トが人から慕われる見ばえもなく、蔑まれてのけ者にされること、悲しみや病

をも経験することがわかる。これらは救い主の姿として決して矛盾したことで

はない。キリストは罪を犯したことがないこと以外は、すべての点で人間と同

じようになったからである。（ヘブル 2:14,17,4:15）つまり、強く「完全な神」

であるキリストが、肉において弱さを持つ「完全な人間」として地上に来られ

た証拠なのである。 

                                                   
11 淀野誠三 2003年度東京基督神学校修養会 第 1回講義「牧会者の霊性」 

ここでは、これらの言葉に内包される「神の強さ・完全さを身につけるべく、神や隣人に頼る

以上に、自分でがんばらなければならない」とする意識の罪性の問題が提示されている。 
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主イエスはまことの完全な人間であられたゆえに、彼には正真正銘の人間だ

という場合に不可欠なあらゆるものが備わっていた、とジョン・ストット氏は

述べる。主イエスは、私たちと同じように誕生し、幼児期を経て成人となった。

その肉体も私たちと同様の生理的状態におかれたので、疲れや痛みをも感じ、

感情においても同様に、愛や怒り、憤りや同情、悲しみや喜びを経験しておら

れる。またサタンからも激しい誘惑を受けられた。一度もこれに屈せず、罪を

犯さなかったことが唯一の違いである。そして、地上での生涯や宣教活動の間、

父なる神に依存しておられ、祈りを必要とし、父の力がなければ自分では何も

できないことを認めておられた。そして、キリスト者は、真に人であるイエス・

キリストがまた、真に神でもある、ということを確信し、二千年の歴史の中で

変わらず告白し続けてきたのである12。 

完全な人間である主イエス・キリストは、赤子の時代をも歩まれたことから、

母マリヤをはじめ、多くの人間の世話を受けなければ生きていけないという全

く無力な依存状態にその身を置かれた。大人になってからの宣教活動中も、主

イエスは井戸水を得るために、姦淫の罪の中にあるサマリヤの女性に依存し、

これをきっかけとして話しかけている（ヨハネ 4 章）。また、ヨハネからバプ

テスマを授かり、父なる神より聖霊を受けた後初めて、神の強さの現われであ

る奇跡を行われた（ヨハネ 1:32～34,2:1～11）。子なる神キリストは、聖霊な

る神によらずして単独で神の御業を行なうこともなかった。 

主イエス・キリストご自身のこれらの歩みから、神と人とに依存することは

罪ではなく、むしろ弱さを持つ人間として完全な生き方であると言ってよい。

ただし、依存心が強いが相手への信頼が乏しく、自分自身の取るべき責任を他

者に押しつけかねない「病的な甘え」は、キリストによる神と人への「信頼に

よる依存」とは種類を異にするものであることを、淀野氏は付け加えている13。

神と人への「正しい依存」関係だけではなく、「正しい自己責任性」の用い方

についてもキリストに学ぶ必要があるだろう。 

 

(2) キリストがもたらした全人格的救い 

 

キリストが弱い人間となられたのは、すべての人の罪の罰を代わりに引き受

                                                   
12 ジョン・ストット『まことの神、まことの人 －現代の「キリスト論」に迫る』（渡橋喜代

佳訳、いのちのことば社、1992年）29～30頁 
13 淀野誠三 2003年度東京基督神学校修養会 第 1回講義「牧会者の霊性」 
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けて贖うため、なだめの供え物となり、人間を死の力から解放するためであっ

た（ローマ 3:25）。このキリストの救いは、何よりもまず罪ある人間が贖い主

キリストを信じることにより、罪を赦され、新しく生まれ変わって、神と和解

させられたということである。この救いを政治的、社会的、経済的な解放と混

同したり置き換えたりすると、福音の本質を見失うこととなりかねない。 

しかしながら、なお「救い」はキリストを信じた者が永遠のいのちを受ける

という「個人的救い」で終わらず、むしろ神は人間の営み全体に関心をもって

おられるのだということ、そして神はそれゆえに、神との新しい関係に入れら

れた者たちを通してこの地上に御心を実現することを望んでおられる、と日本

福音同盟神学委員会は強調する14。「ミッションは、単に福音を宣べ伝えること

にとどまらず、神の義と愛を行なうよう神によって遣わされること」15であり、

人間本来の尊厳ある「神のかたち」の姿を取り戻そうとされる神の意志に基づ

いて、神の栄光をあらわす様々な働きに及ぶ16、とする。 

荒井氏によると、新約聖書には「あわれみ」と訳される言葉が三種類ある。

第一の「エレオス（e[leo"）」は、いずれもパリサイ人によっておろそかにさ

れていたあわれみの心の意味に用いられ（マタイ 9:10～13,12:7,23:23 など）、

人間関係の基礎をなすものである。第二の「オイクティルモス（oijktirmo;;"）」
は、「共に苦痛を受ける」「共に苦しみを負う」という意味を持ち、神の特性で

あり、かつ神のものとされたキリスト者たちが持つことのできるものとされて

いる（コリント II1:3,コロサイ 3:12など）。そして、第三の「スプランクニゾ

マイ（splagcnivzo;mai）」は「内臓」「はらわた」17を意味する言葉から来

るもので「心の最も深いところからの感情」を意味し、主イエスの心を表す場

合にしか用いられていない。この言葉は、主イエスがらい病人を深くあわれん

で癒す際（マルコ 1:41）にも、羊飼いのいない羊のような群衆を深くあわれん

で御言葉を教える際（マルコ 6:34）にも用いられている18。主イエスがあわれ

みの心を持たれた一つ一つは、私たちの人生の中でとても難しい諸問題であり、

霊肉の両面にわたっている。癒しの際にしばしば、他の人たちに言わないよう

                                                   
14 日本福音同盟神学委員会編・発行「JEAシリーズ No.2 救済の神学 －教会とキリスト者

の社会的責任について」(1997年) 4頁 
15 前掲書 18頁 
16 前掲書 17,26頁 
17 榊原康夫「聖書の身体障害者観」『主与え 主取り給う』（日本キリスト改革派教会障害者

問題研究委員会、1982年）39頁 
18 荒井隆志『障害者と教会 －聖書に学ぶ「人間の弱さ」と障害者問題』84～91頁  
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にと戒めたことからも、癒しの理由は「救い主であることのしるし」以上に、

堕落によって地上にもたらされた御心に反する弱さを、内臓がうめくほどに深

くあわれみ、人々を苦しみから解放して新天新地における完全なる回復の一部

を現したことにある。キリストご自身が目の前におかれた一人一人にこのよう

に、心揺り動かされて、深くあわれみ、その癒しのために働かれたことが、先

の全人格的救い及びミッションの理解へとつながるのである。 

 

(3) 救いを受ける人々 －神の国の逆転 

    

キリストの救いは、全世界のあらゆる人々のために備えられている（ルカ2:31

～32）。ただし、実際に救われる人の分布はあらゆる社会の層に均一ではないこ

とが、数々の御言葉からわかる。主イエスはパリサイ人・律法学者たちに言われ

た。「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を

招くためではなく、罪人を招いて、悔い改めさせるために来たのです。」（ルカ

5:27～32）「もしあなたがたが盲目であったなら、あなたがたに罪はなかったで

しょう。しかし、あなたがたは今、『私たちは目が見える。』と言っています。

あなたがたの罪は残るのです。」（ヨハネ9:41）前者は、当時の罪人代表ともい

える取税人であったレビが弟子とされ、主が罪人たちと食事を共にするのを見て

パリサイ人・律法学者たちがつぶやいた際、後者は、主イエスが安息日に生まれ

つきの盲人を癒し、パリサイ人たちが難癖をつけた際、主と共にいたパリサイ人

に対しての答えである。いずれも自分自身を霊的にも肉体的にも健全と自負する

者に対して、神の国の逆転を宣告している。自らの罪深さや弱さを知り、救いを

必要とする者の方が、癒され、イエスを主と告白して、罪の赦しを受け取りやす

いのである。平山正実氏は、「神の前に『義人はいない。ひとりもいない。』（ロ

ーマ3:10）のだから、人間は主にあって『義人にして罪人』であり『健康人にし

て病人』である。この自覚が、自らの病や死や罪の体験といった自分の弱さを通

して、聖霊の助けによって自らを悔い改めへと導き、キリストの十字架の贖いの

信仰へと至らせるのではないか。『罪人』『病人』であることをありのままに受

け入れるところから、自己と神、自己と自分、自己と他者との和解の道が開かれ

ていくのではないか」と述べている19。また、特に無知なキリスト者は「霊にお

いて救いを受けたキリスト者が、なお精神において病むことはない」という誤解

                                                   
19 平山正実『心悩む者に神宿る』（いのちのことば社、2003年）214～220頁 
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をしがちであるが、一般的に癌などの重病を患った際に主を求めるようになる方

が多いのと同様、むしろ精神の病を通しても「生きる意味」「人間の尊厳」など

について考えさせられて信仰へと向かう方、信仰を深める方が多い。身体や精神

の病は肉に属するものであり、霊の救い・癒しの次元とははっきり区別されるべ

きこと、霊的に救いを受けている者が精神を病むこともあれば、精神や肉体が癒

されても、それだけで満足して神との関係を絶ち、霊的に救われない者もあるこ

と（ルカ17:11～18）も、あわせて記している20。 

 フィリップ・ヤンシー氏は「心の貧しい者は幸いです」から始まる「八つの

幸い」に「『適者生存』ではなく『犠牲者の勝利』という副題をつけてもいいく

らいである」と述べ、「人間はそう簡単に絶望を認めないものだ。しかし、絶望

を認める時、天の御国は近づくのである」21という形で、これらの神の国の逆転

現象をまとめている。 

 

(4) キリスト者の歩み 

 

主イエスは、使徒ペテロの信仰告白の後、ご自身の受難と復活を予告されたが、

使徒ペテロは、そんなことが起こるはずがない、とこの世のメシア観をもって主

をいさめた。そこで主は言われた。「だれでもわたしについて来たいと思うなら、

自分を捨て、自分の十字架を負い、そしてわたしについて来なさい。」（マルコ

8:34）と。このキリストについていく、という招きについて考えたい。 

ジャン・カルヴァン氏は、私たち人間の富・栄誉・権力への貪欲さ、貧しさや

身分の卑しさ、低められることへの異常な恐れと嫌悪に目を留めており、私たち

は恥辱、貧しさ、死別、病患などのわざわいといった十字架を通して、つきつけ

られた自分の弱さを正しく認め、自分自身ではなく神に、心からの信頼をもって

より頼むこと、神に服従することへと導かれる、とする22。当時最も恥辱的な十

字架刑にて処刑される際、受刑者は人々の面前でさらし者となり、横木を背負っ

て十字架に向かわされた。そのことを考慮すれば、恐らく弟子たちは、十字架を

負うという言葉から「恥辱を伴う弱さ」を思い描いたことであろう。共観福音書

のいずれの記述を見ても、この時点では、キリストの受難が十字架刑によること

                                                   
20 前掲書 248～254頁 
21 フィリップ・ヤンシー『だれも書かなかったイエス』（山下章子訳、いのちのことば社、1997
年）129,132頁 
22 ジャン・カルヴァン『キリスト教綱要Ⅲ／1』（渡辺信夫訳、新教出版社、1963年）203,208
～210頁 
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は敢えて伏せられている感がある。しかし、キリストご自身が実際に十字架の恥

辱を負ったことを知っている現在からこの御言葉を聴くなら、その趣旨は「あな

たがたも、わたしがしたように、恥辱を伴う弱さを負ってついて来なさい。」と

いうものと受け止められる。 

使徒パウロは、キリスト者の宣べ伝えるべき福音について次のように表してい

る。「しかし、私たちは十字架につけられたキリストを宣べ伝えるのです。ユダ

ヤ人にとってはつまづき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかし、ユダヤ人

であってもギリシヤ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、

神の知恵なのです。なぜなら、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも

強いからです。」（コリントI1:23～25）すなわち、十字架を負われたキリスト

の弱さは、いかなる人間の強そうに見える努力よりも遥かに強い。人間の基準に

よる強さと弱さの関係の逆転は、イエス・キリストご自身の中に現されているも

のであり、キリスト者はこの点でもキリストの十字架にあずかっているのである。

そして、世俗的要素に依り頼み、誇り高ぶっている者が、その基準から離れ、神

の御前に自分の卑しさを徹底的に知らされ、誇りを打ち砕かれるために、次のよ

うに宣告している23。「兄弟たち、あなたがたの召しのことを考えてごらんなさ

い。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはあ

りません。しかし神は、知恵ある者をはずかしめるために、この世の愚かな者を

選び、強い者をはずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。･･･こ

れは、神の御前でだれをも誇らせないためです。」（コリントI1:26～29）これ

は前項に挙げた神の国の逆転に一致する内容でもある。 

新約聖書を読む限り、多くの方が一番のエリート弟子と感じるのは使徒パウロ

であろう。その彼でさえ自らの弱さを覚え（コリントI2:3,コリントII12:1～10）、

かつ「弱々しい」との非難をコリント教会の人々から受けていた（コリント

II10:10）。しかし彼は、自らの弱さを通してこそ、キリストの力が完全に現さ

れることをよく知っていた（コリントII12:9,13:4）ゆえにこの弱さを良しとした

のである。そして、この主からの十字架の召しに従ってキリストの死と苦しみに

あずかることをせず、自分たちだけで強さに満足していたコリントのキリスト者

たちに、その間違いを指摘しているのである24（コリントI 4:6～21）。この同じ

コリント教会宛ての手紙の中に次のような教会論が展開されているのは意味深

                                                   
23 宮村武夫｢コリント人への手紙第一｣『新聖書注解 新約 2』（いのちのことば社、1973年）

290頁 
24 宮村武夫｢コリント人への手紙第一｣『新聖書注解 新約 2』301～303頁 
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い。「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なので

す。」（コリントI12:27）他の器官に対して「私はあなたを必要としない」と言う

ことはできず、「それどころか、からだの中で比較的に弱いと見られる器官が、

かえってなくてはならないものなのです。」（コリントI12:22）とする。器官であ

るからには、一人ですべての働きを担うことは不可能であり、一つのからだとさ

れなければ各々の器官は本来の働きをなさない。機能も弱さの度合いも異なるが、

「キリストによって、からだ全体は、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働

く力により、また、備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わさ

れ、結び合わされ、成長して、愛のうちに建てられる」（エペソ4:16）のである。 

この理解は、大きな弱さを持つ者にも、自分が一方的に受けるばかりではなく、

キリストのからだに必要な存在なのだ、という意識を与える。脳性麻痺を持って

生まれ、車椅子生活を強いられており、少年時代も家の恥として家の中に閉じ込

められ過ごしてきた苦しみを負う内藤俊宏氏は、ベテスダの池のほとりで38年間

も病と戦っていた男性の依存的な態度という致命的な罪を挙げて、まず自らが神

を信頼した自立的生活に入る必要を説き、「障害者は多くの場合、要求する側に

あり、要求されることは少ないが、聖書は障害者を“人間”として同じ人格を有

する者としてみているゆえに、人間としての義務や責任を求めておられる」25と

する。また、らい病26に冒された四人が、身体的にも社会的にも多くの障がいを

背負わされていながら、ただ座して死ぬ受身的な生き方に満足せず、「危険（リ

スク）を冒す」という人間の尊厳を用いて国家の危機を救った事実（列王記II7:1

～16）を挙げ、キリストの福音は「座して死を待っている」人々に光を照らし、

新しいいのちと「死に打ち勝って死をも乗り越えていこうとする」積極的に生き

る力を与え続けているのだ、27と述べる。 

平山氏も、ヤコブが祈りの格闘で神の使いにもものつがいを打たれ、祝福を受

けたこと、その後もヤコブが足を引きずることとなったことを挙げ、「『祝福を

与えられれば心身の健康も与えられる』という一般常識に反し、神はむしろ『心

身の痛みのゆえにヤコブに祝福を与えた』のであり、『痛みを持って自らの弱さ

を自覚することが、神に心を開き、神の恵みを十分受けるために必要』だとヤコ

                                                   
25 内藤俊宏『新約聖書に見る障害者 I』（バプテスト障害者伝道協会、1989年）178～180頁 
26「らい病」という言葉は差別などの問題を内包しており、かつ聖書の示す「ツァラアト」と

も異なる点が見られるため、日本聖書刊行会による聖書では新改訳第三版から「ツァラアト」

と音訳されている。ただし、本論文の時点では引用文の文脈との整合性による混乱を避けるた

め、やむを得ず「らい病」という言葉のままで用いている。 
27 内藤俊宏『旧約聖書に見る障害者』（バプテスト障害者伝道協会、1988年）53～60頁 
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ブに教えられたのだ」とまとめている28。この「弱さこそかえって祝福」という

理解は使徒パウロやカルヴァンの理解と同様である。内藤氏は、これらを踏まえ

てキリスト者の歩みについて次のように、まとめている。「あるスイスの説教者

は語りました。『ヤコブは、足の不自由な人の使者でした。たくましく、軍隊ら

しい歩調は神の格闘者にはふさわしくないのです。･･･他の場合なら、身体に欠

陥があり精神に異常がある人々は、徴兵検査の折に兵役を免除されるのです。不

合格としてはねられるのです。しかし、神はそれとはちがって徴兵なさいます。』

と。神の御前には、障がいを持っているからと言って、また、弱さを持っている

からと言って、はかどらないからと言って、『生き抜いてあかしをする』戦いか

ら逃げることは許されないのです。ヤコブのすばらしさは、神に向かって『私を

祝福してくださるまで去らせません』と取りすがって離さなかったところにあり

ます。それによって『弱さ』を荷なうことになったとしても･･･。」29 

つまり、私たちが自らの弱さを自覚し、隣人の弱さも共に担っていくというこ

とが、キリストに従っていくことであり、神の祝福を受け、神の力を身におびて

御心にかなった働きをなすために必要なのである。 

 

(5) 隣人との関係についての戒め 

 

主イエスは律法の専門家に言われた。「『心を尽くし、思いを尽くし、知力を

尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』これがたいせつな第一の戒めです。

『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。』という第二の戒めも、それと同

じようにたいせつです。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっている

のです。」（マタイ22:37～40）しかし他方で、使徒パウロは次のように律法を

要約する。「律法の全体は、『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。』と

いう一語をもって全うされるのです。」（ガラテヤ5:14）ローマ13:8～10でもこ

の隣人愛のみを律法の要約としている。キリスト者は一般に「神を愛しているな

ら、隣人愛を含めたすべての律法を全うする」と考えがちだが、聖書はそのよう

に要約してはいない。その理由は使徒ヨハネが明確にしているように思う。「神

を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える

兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛す

る者は、兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けていま

                                                   
28 平山正実『心悩む者に神宿る』254～257頁 
29 内藤俊宏『旧約聖書に見る障害者』26頁 
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す。」（ヨハネI4:20～21）ここでは、人間が頭の中で考えることより、目の前

に見えるものに心を奪われる傾向があることが前提となっている30。キリストご

自身が最後の審判の時に羊と山羊を分ける決め手となるのは、世の人にうとんじ

られ、さげすまれ、無価値な存在とみなされる「最も小さい者たち」への愛のわ

ざである、と告げておられる（マタイ25:31～46）。もちろん、愛のわざはそれ

自体が救いの条件となる良い行いではなく、「無意識的に」行なった、信仰から

生じた「良い実」であり、その人に本当の信仰があったことの「目に見える証拠」

である。キリストが困っておられるなら払うつもりの犠牲や奉仕を、困っている

隣人のために払おうとしないなら、その人の信仰は見せかけに過ぎないのである

31。人間は外見は繕えても、身近な人間関係、殊更に家族に対しては本性が現わ

れるものである。その意味において、最も身近な一人一人に対する態度も、私た

ちの信仰の本質が現われるのであり、使徒ヨハネは意識的に神の家族である「兄

弟」を挙げているのではないか。 

この隣人愛の視点を踏まえつつ、旧約聖書に示されている隣人、特に弱さを持

つ人との関係についての律法を続けて見ていきたい。当時、ハンムラビ法典など

の古代近東諸国の法律では、人間のからだの一部をつぶす体罰が多様な形で規定

され、人命に対する軽視も歴然たるものがあった。そのような他国の姿と比べて

モーセの律法を読むと、人間尊重を教えておられるイスラエルの神の意志は際立

っている、と榊原氏は述べる32。障がい者を軽蔑したり不親切にしないことのみ

に留まらず、貧しい者や在留異国人への施し、負債免除（出エジプト23:11、レ

ビ19:10、申命記15章など）が命じられ、差別や虐待に対してはのろいの宣告（申

命記27:18～19など）が下された。身体障がいを持つ者について「のろってはな

らない」（レビ19:14など）と神が戒められたということは「障がい者はのろわれ

た者ではない」という神の宣告でもある。現代の私たちが旧約聖書を読んで差別

を感じる原因の一つは、聖書の神が語った「時代の言葉」とその時代の言葉を用

いて神が教えようとされた「教え」とを、適切に区別できていないにすぎないの

である。主イエスも「モーセは、あなたがたの心がかたくななので、その妻を離

別することをあなたがたに許したのです。しかし、初めからそうだったのではあ

りません。」（マタイ19:8）と語り、モーセの時代の風潮や背景と、神の意志と

                                                   
30 伊藤顕栄｢ヨハネの手紙第一｣『新聖書注解 新約 3』（いのちのことば社、1972年）417頁 
31 増田誉雄「マタイの福音書」『新聖書注解 新約 1』（いのちのことば社、1973年）171～
172頁 
32 榊原康夫「聖書の身体障害者観」『主与え 主取り給う』10~13頁 
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を区別するよう教えている。 

エジプトの地で奴隷であったヘブル人を救い出し、契約の民として下さった神

は、このように命じている。「あなたは在留異国人をしいたげてはならない。あ

なたがたは、かつてエジプトの国で在留異国人であったので、在留異国人の心を

あなたがた自身がよく知っているからである。」（出エジプト23:9）33。この言

葉には「あなたがたも本当は同じように弱い者であり、ただわたしの憐れみのゆ

えに贖いだされた者に過ぎないのだ。だから共感と愛をもって、彼らを助けなさ

い。」という意味が込められているのではないだろうか。ダビデは、足が不自由

になったヨナタンの子メフィボシェテに愛を尽くし、「まことに、私は何者なの

でしょう。私の民は何者なのでしょう。このようにみずから進んでささげる力を

保っていたとしても。すべてはあなたから出たのであり、私たちは、御手から出

たものをあなたにささげたにすぎません。私たちは、すべての父祖たちのように、

あなたの前では異国人であり、居留している者です。地上での私たちの日々は影

のようなもので、望みもありません。」（歴代誌I29:14～15）と告白して、神の

宮のために膨大な富をささげた。彼は恐らくこの神の命令の意味を的確に理解し

ていたのだろう。 

神学生時代にポリオにかかり、今も車椅子生活をしているウルリッヒ・バッハ

氏は、私たちの「普通の人間はたくましく健康で、人の世話にならないですむ」

と思い込んでいる非現実的人間像、特にキリスト者があまりにしばしば他者のた

めに生きるようにと教えこまれてきたために教会奉仕者が「私は他人から助けて

もらわなくても生きていける」と言う特徴的職業的罪を指摘している。そして、

イスラエル人自らの経験から必然的に生み出されるべきものであった弱者に対

する態度に学ぶべきであるとする。更に、人は生まれた時は全く無力で、人の世

話を受けなければ生きていられなかったことを、しっかりと心に刻み付けておく

べきであり、そのような本質的に脆い自己存在を否定できない時、「優越感をも

って慈善を施す」ことが不可能となること、「私たちは自分だけでは生きられず、

共に結ばれているのだ」という基盤に立ってこそ、対等な仲間意識、障がい者と

健常者が同じ人間だという正しい人間理解が生まれることを提示し、「一体私た

ちは低みにある教会であろうか。真に互いの助けが求められている場所で、低く

降り給うた神キリストに従っているだろうか。」と問いかけている。特筆に価す

るのは、「私」の救いや「彼」の救いだけでなく、「兄弟姉妹の交わりの中でイエ

                                                   
33 榊原康夫「聖書の身体障害者観」『主与え 主取り給う』10~33頁 
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スの救いに入れられる」という「私たち」の救いの視点を、主イエスによる真の

敬虔さとして提示していることである34。魂の救いは神の選びと個々人の信仰に

よるのだが、私たちはそのことを大切にするあまり、「個人主義的な救い」の理

解に偏重し、「共同体的な救いの完成」という視点をおろそかにしているのでは

ないか。しばし立ち止まって考える必要があるだろう。 

このような理解は、隣人の弱さの見つめ方にも影響していくように思う。内藤

氏は、らい病に関する理解について、「当時最も忌まわしいとされていたこの病

気が、罪の恐るべき性質と活動の具体的な比喩として挙げられたのであり、人間

は例外なしに霊的・道徳的らいを病んでいる者として、聖にして義なる神の御前

から『隔離』され、決して『近づく』ことの赦されない存在であることに気づか

なくてはならなかった。らいの問題を自分と同一線上の問題として深刻に受け止

めなければならなかった。しかしいつの時代もそうであるように、イスラエルも

それに気づこうとせず、一部の者たちを『隔離』することによって、自分たちの

問題がすっかり解決したかのような錯覚に陥っていた」とする。しかし、ダビデ

は自分の忠実な家臣ウリヤを殺害し、その妻バデシェバと姦通した後、自らの不

義を悔い改め、「なんじヒソプをもて我をきよめたまえ」（詩篇51:7）と、らい病

人に対するきよめを自らに適用してうめき祈ったことから、「ダビデは自分を

『霊的・道徳的らい病人』と自覚していたに違いない」とその霊的比喩理解力を

評価している35。考えてみると、ダビデが「エノシュ」という言葉を用いて「人

とは、何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人の子とは、何

者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。」（詩篇8:5）と神を賛美し

たこともこれと一貫しているように思える。ダビデは十戒の多くを違反し、神と

隣人の前に多くの罪を犯したが、実際このように自らの弱さを認め、神の前にへ

りくだって、神及び隣人との関係を日々修復したその姿勢のゆえに、神に格別に

喜ばれたしもべなのだろう。 

現代社会において、身体障がいへの理解は徐々に深まり、様々な取り組みが進

みつつある。しかし、精神障がいを病む方々については、私たちはなおも「隔離」

して、自分たちの問題がすっかり解決したかのような錯覚に陥っているのではな

いだろうか。私たち、特にキリスト者に必要なのは、精神障がいを持つ方々の弱

さを自らの弱さと同一線上の問題として認識し、同じ弱さを持つ者同士という理

                                                   
34 ウルリッヒ・バッハ「すべての人に自由になるための場所を」『神の家族 障害者と教会』

（鈴木伶子訳、新教出版社、1981年）53～59頁 
35 内藤俊宏『旧約聖書に見る障害者』95～97頁 
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解にたっていくこと、すなわち「当事者性」と「共同性」であると言える。 

 

4． 鍵となる用語の理解 

 

(1) 弱さ 

 

聖書に基づけば、弱さの種類は以下の三つに分類できる。 

①神と人とに頼らなければ生きていけない弱さ（神が創造した本来の姿） 

②罪人としての弱さ（自己中心性や不信仰に代表される、堕落の結果としての姿） 

③病・障がいなどの苦難を伴う弱さ（堕落の結果、因果応報ではなく、特定の誰

かが心身に負うこととなった姿） 

 聖書の神は、人を進んで苦しみの中に置かれるお方ではなく、苦しみを与える

のを喜んではおられない。また誰かを苦しみの中に陥れなくても、ご自身の栄光

を現わすことのできるお方である。この世に病や障がい・苦難・悲しみと死があ

ふれているのは、ただ人間の罪、堕落の結果である36。精神障がいを持つ方々は、

第三の病気・心身の不自由さという弱さを大いに持ち、更には第二の健常者の罪

人としての弱さによって、社会的な立場の弱さをも人一倍多く担わされている。

しかしながら、神の世界大の愛の視野、摂理の中で、その不正義の状況がゆるさ

れ、ある人は格別大きな弱さが与えられた状態で、人間としての尊厳と責任ある

存在として神に生かされている。誰もが罪人であり、病を持つ理由はその人が特

別大きな罪を犯したからではない。健常者・障がい者の区別なく誰にとっても大

切なことは、健常者も種類や程度は異なっていても同じ弱さを持つ者であるとい

う事実を認識し、神への信頼をもって弱さを神からのものとして受け入れ、弱さ

を持つ私たちのうちに、かえって豊かに現されていく神の強さと栄光を見ていく

ことである。 

 

(2) 障がい（リハビリテーションとノーマライゼーション） 

 

1981年に始まった国連の国際障害者年の行動計画第 62項によると、「障害と

いうことばで表わされる意味・内容には、impairment（心身の形態的機能障が

い）と disability（活動能力の制限）と handicap（社会的日常的生活上の不利）

                                                   
36 内藤俊宏『新約聖書に見る障害者 I』137頁 
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の区別がある」37。第一の「障がい」（心身の形態的機能障がい）は医学的な問

題である。荒井氏は「機能・形態『障がい』が生み出す『制限』を少しでも軽減

し、『不利』をできるだけ取り除く方向への努力がリハビリテーションの課題で

ある」とし、単なる同情心からの取組み方を超えて、彼らの障がいをよく理解し、

彼らがどのような制限の中にあるのかを知り、共にその制限の中で行動し、不利

を共に負い、解決への援助を惜しまないという努力が必要であること、このため

にまず、教会が積極的に障がい者との交わりを持つことによって、キリスト者と

しての取組み方を学ぶべきであることを提唱している38。障がい者に対する予備

知識がないと、第一の「障がい」だけが拡大視され、「人間」としての全人格が

かき消されてしまいがちである。すなわち外側の変わった姿動作だけで、その障

がい者の人柄・人格までが評価されてしまう。「障がい者でも立派に働ける」と

いった賛辞は、裏を返せば「障がい者だから何もできない」といった低評価が前

提と言われる39。本論文もそのような低評価の偏見が一般にあることが前提であ

るが、聖書はここまでで見てきたように、神の国の逆転による「弱者」「障がい

者」理解の発想転換と新たな可能性を提示している。 

前の荒井氏の観点によると、リハビリテーションという言葉には、一般に用い

られている「障がいを持つ者が回復へ向かう努力をして健常者社会に復帰する」

といった意味以上に、障がい者と健常者が共に社会のあり方を考え、修復・再建

する(rehabilitate)「社会全体の回復」が含蓄されている。これもまた、先の考察

と一致するものである。 

また、国連の国際障害者年行動計画の第 63項の中には次のように述べられて

いる。「障害という問題をある個人とその環境との関係
．．

としてとらえることがず

っとより建設的な解決の方法であるということは、最近ますます明確になりつつ

ある。…社会は、今なお身体的・精神的能力を完全に備えた人々のみの要求を満

たすことを概して行なっている。社会は、全ての人々のニーズを適切に、最善に

対応するためには今なお学ばねばならないのである。…これは単に障害者のみな

らず、社会全体にとっても利益となるものである。ある社会がその構成員の幾ら
．．．．．．．．．．．．．

                                                   
37 国連国際障害者年行動計画第 62項（「障害者問題」『新キリスト教辞典』より孫引き） 

38 荒井隆志「障害者問題」『新キリスト教辞典』（CD-ROM版「聖書の達人」、いのちのこと

ば社） 

39 ライト『リハビリテーション講座』第三巻（内藤俊宏『新約聖書に見る障害者 I』68頁よ

り孫引き） 
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かの人々を締め出すような場合、それは弱くもろい社会なのである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」40。（傍点

筆者）すなわち、障がいある人、およびあらゆる弱さを覚える人を含むすべての

人にとっての最善に対応する社会がノーマル（正常）なのであり、ノーマライゼ

ーション（正常化）とは、ノーマルではない現状からノーマルな「関係」へと向

かうことなのである。内藤氏は、ノーマライゼーションの実践には「健常者自身

のアブノーマルの部分を認めるという発想の転換、意識革命が求められている」

ことを提示する。旧約時代、イスラエルもらい病人や特定の人たちをアブノーマ

ルとみなして隔離・排除した社会を作ったが、実際はこの「らい病」の取扱を通

して自らの道徳的らいに気づき、自分と同一線上の問題として深刻に受け止めな

ければならなかったのと同じであることを述べ、「それどころか、からだの中で

比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなのです」（コ

リント I 12:22）などに見られるように「聖書の神学には既にノーマライゼーシ

ョンが組み込まれていた」という驚異的事実に目を向けている41。果たして、私

たちキリスト者及びキリスト教会は、現在神の目にノーマルな状態であるだろう

か。また、本質的なノーマライゼーション、社会全体の回復、真のリハビリテー

ションへ向かう気があるのか、と問いかけずにはいられない。 

 

(3) 自立 

 

ここまでの考察によれば、人間は「神に依り頼み、人間同士が助け合う必要

のある弱さ」を持っている。そのことを踏まえると、真の聖書的自立とは、「誰

からも助けを借りずに生きていくこと」ではなく、「自らの『弱さ』を自覚し

て、神と隣人とに依り頼みつつ、自分自身の意志を行ない、取るべき責任を取

って、自分の人生を生きていくこと」であると言える。助けを借りずに自分の

力だけで立つ「自立」ではなく、神の助けによって立つ「神立」及び隣人の助

けを受けて共に立つ「共立」なのである。大切なのは、神と人との助けを借り

つつ「自らの意志」を行なえることであり、自らの意志の中には失敗の危険を

おかすこと、責任を委ねられることや責任を取ることも含まれてくる。 

責任について考える時、「では精神障がい者が犯罪を犯した場合はどうする

のか。責任を取れないから権利も制限しているのだ」という意見があるかもし

れない。しかしながら、犯罪白書によると、精神障がい者の犯罪率は 0.1％、

                                                   
40 国連国際障害者年行動計画第 63項（「障害者問題」『新キリスト教辞典』より孫引き） 
41 内藤俊宏『旧約聖書に見る障害者』95～97,101～103頁 
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精神障がいの疑いのある者が 0.5％である42。他方、後述する通り精神障がい

の症状を覚えて治療を受けている人は人口の約 2％である。これらの数値を比

較すると、精神障がい者の犯罪率は健常者の犯罪率より遥かに低いのである。

精神障がい者の犯罪事件が起こると、マスコミは、事件の背景や当事者の内的

家庭を一切無視して事件の「原因」をすべて「病気」に負わせ、大きく取り上

げる43。私たちはこのマスコミの偏った報道によって、いかに強く精神障がい

者への「恐怖感」を植え付けられていることだろうか。しかもそれは事実と全

くかけ離れたものなのである。これまで、精神障がい者は自分の行ないに責任

の取れない人たちとして扱われ、それゆえに社会から排除され、人間として与

えられるはずの多くの権利も奪われてきた。ところが、病気を持ったまま自立

を育んでいるべてるのメンバーに言わせると、べてるの一番良いところは「責

任を取らせてくれるところ」なのである。2001 年、大阪府池田市で八人の小

学生が刺殺される事件があり、べてるのメンバーにも大きな波紋をもたらした。

被疑者が精神障がい者と名乗っていた（後の精神鑑定では認められなかった）

中で、四宮鉄男氏がインタビューした結果を次のようにまとめている。「精神

障碍者でも、犯罪を犯す人もいれば犯罪を犯さない人もいる。それは健常者に

も、犯罪を犯す人と犯さない人がいるのと同様である。自分たちはこの町で責

任を持った人間として生きている。だから犯罪を犯したら当然その責任を負い

たい。精神耗弱とか心神喪失だと罪に問えないという現在の法律はおかしいん

じゃないか、というのが大方のべてるのメンバーの意見だった。」44例えば私た

ちは、暴力をふるいがちな健常者がいたら注意や忠告はするが、危険だからと

いってその人を何らかの施設に閉じ込めたりはしない。お酒に酔った健常者が

喧嘩したら、止めには入るだろうが、相手を傷つけた刑事責任は本人に負わせ

る。そのように、助けはするが責任は本人に返すという判断は、彼らを自立し

た存在として認めているゆえであろう。精神障がい者も、本当は同じことを望

んでいるのに、専門家や健常者たちが過保護な態度によって自立を奪っている

のである。 

                                                   
42「第一編 犯罪の動向 第六節 精神障害者の犯罪」『平成三年版 犯罪白書』

http://hakusyo1.moj.go.jp/  精神障がい者と精神障がいの疑いのある者の区別は、精神保健

医の診断により医療・保護の対象となるか否かによる。 
43 川村敏明「『べてる』に学ぶもの（対談より）」『べてるの家の本 －和解の時代－』（べて

るの家、1992年）165頁 
44 四宮鉄男『とても普通の人たち 北海道浦河べてるの家から』（北海道新聞社、2002年）

350～356頁 
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障がい者を守らねば、という責任感から、過保護を尽くす可能性が最も高い

のは親であろう。内藤氏は、障がい者への盲目的な親の愛がかえって自立の足

かせとなっている場合が多いことを指摘し、このように述べている。「たとえ

その子供に障害があったとしても、家族にはひとりひとりの生活があり、人生

があるのだということをしっかりと教え込んでおくことは、どんなに大切でし

ょうか。その際、今まで無視されたり疎外されたりしてきたのですが、障害の

ある者にも自分の人生があると自覚できるようにしつけて、それを切り開いて

いく方法や手段について家族全体で知恵を出し合い励ましていくことは、どん

なに大事でしょうか」45自らが自立を阻まれ、養護学校を小学校三年で中退し、

しかし聖書の神に出会って、神学校でもペンを手に取れない苦痛の中でも夜通

しで学び、自立の歩みを取り戻してきた経緯を持つ内藤氏の言葉であるがゆえ

に、現実的な重みがある。自分自身に問いかけ直すと、自らの自立理解の不適

切さ、また羊の群れを牧する教会にあってもこのような隣人愛の視点を教えて

きていない現実、そして一人一人の信仰的自立についても充分尊重することな

く過保護な態度をとっている事実に気づかされる。 

健常者も実際は「弱さを持つ者」として遣わされている。他方で、医学的に

は「健常者」という立場であるがゆえに、「障がい者」として遣わされている

立場を理解せず、無関与や過干渉という罪を犯す弱さも持っている。健常者と

障がい者という関係に限らず、自分自身と隣人のいずれにも「弱さ」と「人間

の尊厳」の両方があることを認識し、大切にする中で、真の自立はなされてい

くのであろう。 

                                                   
45 内藤俊宏『新約聖書に見る障害者 I』6～7頁 
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第第第第二二二二章章章章::::    「べてるの家」の取り組み「べてるの家」の取り組み「べてるの家」の取り組み「べてるの家」の取り組み 

 

1． フィールド調査の方法 

 

本章の研究対象となる「べてるの家」及びこれに関連する内容について、事前

より文献資料及びホームページにて調査を行なった46。あわせて、2004年 3月 1

日（月）～4日（木）及び 5月 17日（月）～6月 24日（木）の 43日間、日本

キリスト教団浦河教会の教会堂に滞在させて頂き、べてるの方々と行動を共にし、

参与観察を行なった。また、メンバーやスタッフ、関係者の方々に随時インタビ

ューやアンケート調査（スタッフ向け）を行なった。 

本論文では、参与観察、四十七名へのインタビューと八部のアンケート結果、

及び滞在中から現在に至るまでのメンバーの方々との交流や 2004年 11月 27日

（土）に行なわれた講演会などを、総合理解の手がかりとして参考にしている。

これらはあくまでもべてるの家のすべてを反映し得ないこと、またその理解は必

ずしも的確でない可能性を含むという制約を免れないが、それでもなお、べてる

の家の取り組みからキリスト教界が学び、弱さの適切な理解と有益な生き方の具

体像へ向かうための寄与を果たし得ることを確信し、本論文を以下に進める。 

 

2． 「べてるの家」の歴史と現在 

 

(1) べてるの家とは 

 

べてるの家とは、社会福祉法人「浦河べてるの家」（二つの小規模授産施設及

び共同住居・グループホーム各三つ）と有限会社「福祉ショップべてる」からな

                                                   
46 本章においては、特に注記なき場合でも、以下の資料を大いに参考にしている。 
・ べてるの家の本制作委員会編『べてるの家の本 －和解の時代－』（べてるの家、1992年） 

・ 浦河べてるの家編『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいいと思えるための 25章』

（医学書院、2002年） 

・ 四宮鉄男『とても普通の人たち 北海道浦河べてるの家から』（北海道新聞社、2002年） 
・ 斉藤道雄『悩む力 －べてるの家の人びと』（みすず書房、2002年） 

・ 横川和夫『降りていく生き方 －「べてるの家」が歩む、もう一つの道』（太郎次郎社、

2003年） 

・ 向谷地生良｢弱く、遠く、小さき群れより｣『いのちのことば』2004年 1～12月号、2005
年 1～2月号連載（いのちのことば社） 

・ 「浦河べてるの家」http://www.tokeidai.co.jp/beterunoie/index.htm 
・ 「日本キリスト教団浦河教会」http://shalom.ne.jp/~urakawa-church/ 



- 22 -  

る、精神障がい者が主体となって活動する共同体の総称である。べてるの家の活

動は大きく分けて、授産作業所と会社による「事業」と、住居における「暮らし

全般」がある。まず浦河の地域へと出ていったべてるの家の社会進出は、今や講

演会や訪問者、出版物などを通して日本全国へ、そして世界規模の会議への参加

によって世界へと展開している。 

現在行なっている事業は、法人による特産の日高昆布・各種海産物、各種べて

るグッズ、べてる関連本、メンバーが自らの病気の体験と生き様を語るビデオ「精

神分裂病を生きる」（全十巻）「ベリーオーディナリーピープル予告編」（全八

巻）など各種製品の製造販売と配送、べてる訪問者のオリエンテーション・研修

関連、農産作業、ごみ収集などの環境清掃、イベント企画、ホームページ作成な

どの OA関連事業、共同住居の経営管理、暮らし支援（ホームヘルプサービス・

就労支援・家族支援）及び、有限会社による介護ショップ店経営（福祉用具・介

護用品専門店）、介護保険のレンタル事業、紙おむつ宅配などの福祉機器事業、

建物維持管理、日赤病院の委託業務など、大変多岐にわたっている。16 歳から

70歳代までの約 150名が活動しており、年間商業売り上げ金は一億円を越える。

べてるの家の組織図を次頁に添付する。 

実際は、浦河赤十字病院の精神神経科や浦河町町民の方々、浦河教会との様々

な連携のもとにべてるの家の活動は成り立っている。そのような意味で、厳密に

は「べてるの家」ではなく「浦河」における取り組みも多々ある。また、組織や

旧会堂については「べてるの家」、暮らしを含めた共同体全般については「べて

る」と呼ぶ傾向など、「べてるの家」と「べてる」という言葉も無意識的に使い

分けられているように思う。しかし、本論文では混乱を避けるため、「浦河」「べ

てるの家」「べてる」の厳密な使い分けをせずに、主に総称として「べてる」も

しくは「べてるの家」という言葉を用いる。また、キリスト者としての生き方を

問う本論文の目的に沿うため、浦河教会のべてると共なる歩みについても多くの

ページを割いていく。 
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47

                                                   
47 浦河べてるの家編『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいいと思えるための 25章』

添付資料 「ニューべてる」は現在小規模通所授産施設となっている。 
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(2) 名前の由来 

 

 社会福祉法人を取得して法人本部を移転する 2002年まで、べてるの家の活動

拠点は日本キリスト教団浦河教会の教会堂と、既に実質的共同住居となっていた

旧会堂であった。1984 年の旧会堂一部改装を期に、当時浦河教会牧師であった

宮島利光氏が旧会堂を「べてるの家」と名づけた。「ベテル（lae-tyBe）」は旧約

聖書に出てくる地名で「神の家」の意味を持つが、この名前の意味はそれだけで

はない。ドイツにある同名の町には古くから様々な障がいを持った方々が五十ほ

どの施設で暮らしているが、第二次世界大戦中、ナチスの将校たちが「無用なも

のは処理されなければならない」と、障がい者を注射で殺しに来た。その時、立

ち会っていた牧師と医師が「まず、私から始めてもらおう。」と直ちに腕をまく

り、その断固たる気迫に圧倒された将校たちは何もなさずに帰っていったのだそ

うだ。宮島氏は自分たちもそのようでありたいという願いを込めてこの名前を付

けたという48。そこで、このところに原点を持つ精神障がい者主体の共同体を「べ

てる」「べてるの家」と呼ぶようになったのである。 

 

 (3) 悩みの歴史 

 

べてるが事業や会社を築き上げてきた実績のみを年表に表わすと、以下のよう

になる。しかし、目に見える実績そのものよりもその影にある苦労を大切にする

のが「べてる」であり、私たちが学ぶべき点は、その影の苦労の中で築き上げら

れてきたものにこそある、との認識により、敢えて悩み苦労してきた経緯を歴史

として記していく。 

 

1978年 精神障がい者回復者クラブ「どんぐりの会」発足 

1979年 浦河教会旧会堂にメンバーが生活開始 

1983年 浦河教会旧会堂にて昆布作業請負開始 

1984年 浦河教会旧会堂を「べてるの家」と命名 

1988年 小規模共同作業所「浦河べてる」設立、昆布事業開始 

1990年 精神障害者地域共同作業所として町道から補助金を受ける 

                                                   
48 宮島美智子｢私の出会った人たち｣『べてるの家の本 －和解の時代－』43頁 
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1993年 有限会社「福祉ショップべてる」設立 

1995年 作業所及び会社事務所を浦河教会新会堂に移転 

1996年 福祉ショップべてる介護用品店を開店 

2001年 地域共同作業所「ニューべてる」開始、活動拠点を築地に移転 

2002年 社会福祉法人「浦河べてるの家」設立 

   共同作業所の一部、小規模授産施設「浦河べてる」へ移行 

2003年 共同作業所「ニューべてる」、小規模授産施設へ移行 

 

(i) 悩む教会へ 

べてる誕生に大きく貢献した向谷地生良氏（現在浦河教会会員）は、1978 年

４月に浦河赤十字病院の医療ソーシャルワーカーとして赴任した。小さな浦河の

町で、彼がキリスト者であることは多くの人たちの知るところとなり、子供の頃

教会学校に通っていた佐々木實氏（現在浦河教会会員・浦河べてるの家理事長）

が退院後、教会に足を運ぶようになった。同年 7月に佐々木氏の退院祝いに集ま

った四名が、精神障がい者回復者クラブ「どんぐりの会」を発足させ、べてるの

前進となる活動が始まった。 

1979年 4 月、向谷地氏が当時無牧だった会堂の一室に留守番を兼ねて住み、

退院後住むところのなかった佐々木氏を含む方々も住み始めると、会堂はアルコ

ール依存症や同じ悩みを持つ方々のたまり場となり、これまで静かだった教会は

騒がしくなってきた。1980 年 8 月、宮島利光氏(現在滝川二の坂教会牧師)家族

が赴任し、献堂された隣接の新会堂が使用されるようになった。（旧会堂は事実

上共同住居となり、同年 11月、向谷地氏は結婚を期に旧会堂を出た。）教会はア

ルコール依存症の親から逃れる家族の逃げ場となり、信徒たちは数々の問題行動

に頭を悩ませて苛立ち、「教会とは何か」という根源を問われることとなった。 

極めつけは早坂潔氏（現在浦河教会会員・浦河べてるの家代表）だったようだ。

早坂氏は小学生の時に親が離婚、中学三年で幻覚妄想状態となり初入院、二度目

の入院時、入院仲間の紹介で教会に通うようになり、1983年 4 月に退院、旧会

堂に入居した。彼は不眠がちになり体がこわばって動かなくなったかと思うと、

突然大声をあげてつかみかかる、壁をたたきガラスを割る、食事を取ることも困

難になり、やせ衰えては再入院となる。入院させるたびに自分たちの対応に落ち

度があるような自責の念にとらわれたという。しかし、向谷地氏が無力さにうち

ひしがれていたその時、ずっと言葉を失っていた早坂氏が愛唱の讃美歌「いつく

しみふかき」を力強く歌ったのである。その感動を向谷地氏は次のように語って
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いる。「私は、涙が止まらなかった。…私は、一番辛かったのが彼自身だという

ことを忘れていたのだ。彼自身が一番困惑し、苦悩しているという当たり前の事

実に気づかされたのである。そして、今まで出会うことのなかった彼らの悩みを

共に悩み、挫折し、戸惑い、無力の中でただ祈るしかない悩み多い教会の現状の

前にひれ伏したとき、そこには『悩む教会』という新しい可能性と希望が与えら

れたのである。」49このようにして、浦河教会は共に悩む教会として、弱さを持

つ誰をも排除することなく歩んできたのである。 

 

(ii) 危機から生まれた商売 

先に発足していた「どんぐりの会」ではいわゆる患者会として、月一回の例会

やレクリエーションを行い、全道の精神障がい者との交流や運動にも力を入れて

いたが、次第に「働きたい」という声が出るようになってきた。牧師夫人である

宮島美智子氏と向谷地氏夫妻は、スーパーの清掃、昆布漁のアルバイトなど浦河

町を回って様々な仕事を探したが、町内で仕事といっても限られる、仮に仕事が

あっても生産性と能率を重んじる職場では結果的に追い詰められて再発に至る

と考え、「何か、地域の精神障害者の社会復帰の手助けになるようなことを始め

たい」との夢を抱いて、皆で泊りがけで留萌や新得の共働学舎を見学に行ったり

もしたという50。 

1983 年、早坂氏のとりあえずの仕事確保として、昆布の袋詰め作業が美智子

氏と共に開始された。これは浦河では一般的に行なわれている内職であったが、

かつて保健所で導入を試みて失敗した仕事でもあった。しかし、遊びにきていた

入院中や通院中の仲間もこの作業に参加するようになり、いつしか「べてるの家」

は共同作業の場となっていった。その影には多くの失敗や、美智子氏が一人で作

業をしてなんとか納期に間に合わせるなどの苦労もあった。しかし、働く喜びも

苦しさも奪われていた方たちが、支えあい苦闘しながら仕事をする充実感を得、

奇跡的に昆布の袋詰めは五年も続いたのである。 

しかし、そんな中に試練が訪れた。1988年 5月、宮島牧師一家が滝川の開拓

に招聘されたのである。教会は祈りと励ましをもって一家を送り出したが、べて

るの家の隣に住んで家族同様に生きてきた一家、特に皆の日々の食事や生活のお

                                                   
49 向谷地生良｢弱く、遠く、小さき群れより｣『いのちのことば』3月号（いのちのことば社、

2004年）13頁 
50 向谷地生良｢弱さをきずなに｣『べてるの家の本 －和解の時代－』12,179～180頁 
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世話までしてくれていた通称「宮島母さん」こと美智子氏の存在は重要だっただ

けに大きな影響を及ぼした。メンバーは次々と調子を崩し、昆布作業には赤信号

がともり始め、べてるの存続が危ぶまれた。同年 9月に着任した福島隆助氏（現

在藤崎教会牧師）を最初に待っていた仕事は昆布詰め作業だった。 

そして同 1988 年 11 月、最後のとどめをさすように、石井健氏が昆布工場長

と喧嘩し、仕事を引き上げられてしまったのである。石井氏は当時入院中であっ

たが応援に駆けつけてくれていた。ところが皆が午前中から作業にとりかかろう

と待っているのに、肝心の原料の昆布が届かない。いつも原料の配達時間がまち

まちで、挙句皆が待っていても来ないことさえあったのだから、彼の苦情は全う

であろう。しかし、入れ歯があわず薬の副作用で呂律も回らない彼の電話に、酔

っ払っていると工場長が勘違いし、口論となったのである。怒った工場長はすぐ

さま昆布袋詰めの器具・機材一式を回収に来た。追いかけるように有志で工場長

を訪ね、謝罪したが、引き上げは撤回されなかった。石井氏は会う人ごとに責め

られてしょげ返り、主力メンバーは相次いで入院、あまりの突然のことに皆が無

力感に襲われていた。 

しかし、なんとこれがべてるの大きな転機となったのである。既に幾重にもこ

の社会から排除され、もうこれ以上落ちこぼれようがないところまで落ちた彼ら

は、弱さをきずなにつながり、とにかく皆で繰り返し集まっては話し合った。そ

して、「それなら自分たちで商売をしよう！」という結論に至ったのだ。同じ苦

労するなら、希望の見えない一袋五円の昆布詰め内職ではなく、自分たちで商売

をして「金儲け」に挑戦する方がよほど納得ができる。それは人間なら誰でも同

じであろう。ただし、彼らは自分たちの欲のためでなく、「地域のためになる」

金儲けをすることを繰り返し確認し、商売へと進みだしたのである。 

このようにべてるはいつも問題だらけであるがゆえに、その問題をまっすぐ見

つめ、すべての気持ちを隠さずに皆の前に出し、共に考えていく姿勢がある。こ

れがべてるで言われるモットーの一つ、「三度の飯よりミーティング」の意味す

るところである。具体的にアイディアを出し合い、計画を進めていくうちに、か

つて昆布配送をしていた会社の倒産を耳にした。結果的に、べてるは石井氏のお

かげでその一ヶ月前から倒産を見越したように、自前の商売に踏み出していた。

石井氏は先見の明がある、と一躍ヒーローとなった。 

生協関係の昆布会社撤退の噂を聞く中、素人でしかも病気を持つ自分たちが商

売なんてできるのだろうか、と皆の心は揺れていた。しかし、これで彼らは腹を

決めた。普通、精神障がい者が何か仕事を始めようとすると、保健所や行政の福
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祉担当窓口に相談に行くのであろうが、べてるはそうではなく、浦河の漁業協同

組合へ直接昆布の仕入れの相談に行った。漁業協同組合は大歓迎し、仕入れに特

別の配慮をし、激励してアドバイスまでしてくれた。売れ行きの伸び悩む中、日

高昆布の販路拡大への期待があったのだ。べてるの計画に対して、実現性を危ぶ

む人は多くても、反対をする人は誰もいなかった。「商売」という、妄想に近い

冒険は、ただでさえ自分たちが悩みを抱えているこの地域に「社会復帰する」よ

りはずっと現実性があったのである。 

1988年 12月、べてるは佐々木氏の貯金から十万円を借り入れて出資、小規模

共同作業所「浦河べてる」を設立して昆布事業を始めた。彼らは地域と悩みを共

有し、社会復帰でも社会参加でもなく、商売という形で、共に生きる社会のコミ

ュニケーションを展開していったのである。 

 

(iii) 地域のための会社づくりへ 

1989年 4 月の日本キリスト教団全道教会総会は、べてる初の本格的な昆布販

売だった。教会役員でもあった早坂氏は、総会の準議員に推薦されており、その

個性的なキャラクターと人を寄せつけるに打ってつけの圧倒的な存在感を買わ

れて、メンバーの総意で販売部長に抜擢された。彼は総会数日前、不安発作を起

こして緊急入院し、病棟内を突進していたにもかかわらず、主治医の川村氏（現

在浦河赤十字病院精神神経科部長）からはあっさり外泊許可が下りた。会場に着

いた早坂氏はやはり調子を崩し、長椅子に横になって、いつ発作を起こすかとい

う状態となった。ところが、早坂氏が具合が悪いのに来会して昆布を売ろうとし

ていることに心打たれたご婦人方が、代わって売り子を買って出、昆布はまたた

く間に完売したのだ。彼は、病気が悪くても売れる、否、病気が悪い方が売れる、

というこの貴重な体験を経て、自分の中に潜んでいた新しい魅力にも気づき始め

た。今や彼はある種べてるのカリスマ的存在であり、その場を盛り上げる力や、

何気ない言葉で人を励ます力など様々な賜物を発揮し、出張販売に欠かせない人

物となっている。また、べてるの皆も、アイディア商品だしパックの完売と好評

に自信を得、以来苦労しながらも商売を楽しんできた。 

1989年 6 月、べてるはついに黒字を記録し、メンバーに初めての｢給料｣が支

払われた。一人当たり数千円ではあったが、そのまぎれもなく苦労して得た商売

の報酬を受け取った皆の本当に嬉しそうな顔は、決して医療という枠組みでは出
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てこないものだった、と川村氏は当時の感動を語っている51。 

べてるの事業は、やがて紙おむつの宅配事業へも発展、浦河赤十字病院の営繕

課でごみ回収や清掃などのアルバイトに採用されるメンバーも現われた。そんな

1993年 2 月、更なる転機が訪れた。浦河赤十字病院が営繕課業務を外注化する

ことになったのである。労働交渉の末、出された契約条件は「会社であること」

だった。そこで皆は会社の目的や理念などを話し合う場を持った。不安を抱えな

がらも、議論が白熱し、盛り上がったところに、ある女性メンバーが言った。「あ

んたたちのような頭おかしい人にできるわけないっしょ！」一瞬の沈黙の後、皆

から悲鳴にも似た声がわきあがった。彼女の挑発的な言葉はかえって皆の気持ち

を奮い立たせた。最後の山崎薫氏（現在福祉ショップべてる介護用品店名誉会長）

の言葉「私は、やっぱり会社をつくりたいと思うの。病気になって苦しんできた

自分たちが、会社をつくってお年寄りや障害を持つ人たちのための商品を扱うっ

てことは、そんな人たちと触れ合って少しでもわかり合えることになると思うし

…。それは、べてるのはじまりのときに大切にしてきた『地域のためにできるこ

と』に当てはまると思うの」に拍手喝采、べてるは会社設立の実現化へ向かうこ

ととなったのである。興味深いのは、「会社設立に反対した女性の存在がなけれ

ば今のべてるはなかった」と、常識的には憎まれそうな彼女の存在が会社設立の

影の立て役者としてべてるで尊ばれているということである52。誰も排除しない

べてるの豊かな可能性は、このような側面にも現われているといえるであろう。 

1993年 7月、有限会社「福祉ショップべてる」設立、2002年 2月には社会福

祉法人「浦河べてるの家」を設立し、かつての地域共同作業所も 2002年 2月と

2003年 7月の 2回を経て二つの小規模授産施設となった。 

べてるは、このような波乱万丈の歴史の中で、悩みつつ生きる力を身につけ、

病気を持つありのままで、地域に貢献する働きを展開してきたのである。 

 

3． べてるが放つメッセージ 

 

(1) 降りていく生き方 

 

(i) 精神障がいとは －想像以上に身近な病 

                                                   
51 斉藤道雄『悩む力 －べてるの家の人びと』67～68頁 
52 向谷地生良「利益のないところを大切に」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいい

と思えるための 25章』55～58頁 
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べてるの家の歴史を概観して見えてくるのは、病気という枠組みにすべて押し

込められるような類の苦労ではなく、ごく普通の人間として直面する苦労である。

精神障がいを持っている方たちはごく普通の人間である。 

とはいえ、心の病、精神病、精神障がいといった言葉は、しばしば自分とは無

関係の遠くにあるもののように感じとられているかもしれない。これらの言葉の

区別には様々な見解があるが、本論文では各々を明確に区別せず、脳の障がいや

心を病むことを含めた精神的な病的症状に深く悩まされているものを、主に『精

神障がい』と呼ぶことにする。精神障がいについて、まず基本的な知識を整理す

る。 

精神障がいは、その要因と性質により、主に次の三つの区分に分けられる53。 

第一に、外因性（器質性）と呼ばれるものである。これは脳や身体の病気が原

因で、器質性（器官の性質上）の問題により起こる。例えば脳腫瘍にかかった方

の二割に最初に現われる症状は精神症状だと言われており、交通事故の頭の怪我

などによっても起こりうる。すなわち、心の健康と無関係に起こるものである。 

第二に、心因性（反応性）と呼ばれるもので、心理的に何らかの原因があって

精神障がいの諸症状に悩まされるものである。神経症（ノイローゼ）はその一種

である。特徴としては、ある程度納得のできる原因（心因）が存在し、その原因

の変遷と呼応するように精神症状が変化し、原因が解決したり、心の中で克服さ

れたり乗り越えられた後には症状がなくなる。ただし、患者自身の性格も発症の

大きな要因の一つとなっている。 

第三に、内因性と呼ばれるもので、先天的に身体内部に有している素質（内因）

が主たる原因と考えられる。実際にはっきりと原因となる部分がどこにあるかは、

いまだ不明確であるが、心因だけとは考えにくい、という意味で内因性という言

葉が使われている。代表的なものは、統合失調症（精神分裂病）54と躁うつ病で

ある。統合失調症の典型的な症状は幻覚（現実にないものが見える幻視、聞こえ

る幻聴など）と妄想（被害妄想、自分が偉い存在になったと思い込む誇大妄想な

ど）であり、これらが一般的な社会生活の営みを困難にさせている。 

                                                   
53 福西勇夫『統合失調症がわかる本』（法研、2002年） 10～36頁、佐藤壹三他「新版看護

学全書第 36巻 精神看護学２」（メヂカルフレンド社、1997年）35～37頁 
54 かねてから「精神分裂病」という病名自体がマイナスイメージを与えており、そのため社

会的な不利益さえも生じているのでは、という批判が患者の家族及び医療現場から上がってい

た。これを受けた日本精神神経学会は 2002年 8月の総会において、「統合失調症」という新

しい病名を正式決定した。（福西勇夫、前掲書） 
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その他、性格障がい（性格異常・人格障がい55）と呼ばれ、性格の著しい隔た

りのために社会に適応していけない、あるいは社会に影響を与えるものなどがあ

る。どこまでが精神障がいか、という問題により、従来上記の三つとは別に独立

した分類とされる。神経症と統合失調症の境界という意味でボーダー（境界:ボ

ーダーライン）という言葉が使われる障がいもこれに含まれる。精神症状よりも

対人関係における両極端な反応、不適切な怒り、リストカットなどの衝動性とい

った顕著な特徴を有する。 

平成十六年度版障害者白書によると、精神障がい者（精神疾患等の患者数）の

総数は 258.4万人（入院患者 34.49万人、在宅患者 223.91万人）である。その

内、精神分裂病（統合失調症）・分裂病型障害及び妄想性障害は 73.4万人（内入

院患者 20.32万人）、躁うつ病を含む気分（感情）障害は 71.1万人（内入院患者

2.64万人）、神経症系障害・ストレス関連障害及び身体表現性障害は 50万人（内

入院患者 0.58万人）である56。推計患者数の図表を以下に添付する。 

 

全国総人口は 1億 2,743万 5千人57なので、精神疾患等の患者は総人口の 2.0％

（入院 0.3％、在宅 1.8％）、その内精神分裂病（統合失調症）・分裂病型障害及

び妄想性障害の患者は 0.6％、躁うつ病を含む気分（感情）障害患者は 0.6％、

神経症系障害・ストレス関連障害及び身体表現性障害の患者は 0.4％である。 

私たちが統合失調症（精神分裂病）になる確率は 0.7～1.0％である、とかねて

                                                   
55 平山氏は「精神を病んでも人間の尊厳ある人格は侵されない」との視点より、「人格障がい」

ではなく「性格障がい」という表現を推奨している。（東京基督教大学 2003年度講義｢精神医

学とキリスト教」） 
56 厚生労働省「患者調査」『平成十六年度版 障害者白書』（2002年 10月）

http://www.op.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h16hakusho/zenbun/html/zuhyo/fig02_01_2
2.html 

57『総務省統計局』（2002年 10月）http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2002np/index.htm 
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より広く一般に言われている58。統合失調症を持つ人口比率だけでも、現在の日

本国内のキリスト者の比率と同等もしくはそれより多いのである。また、通院・

入院患者だけでも精神障がいを持つ方は 2％存在する。自覚症状がないか抵抗感

によって通院していない患者を含めると実際はもっと高い割合であることにな

る。更に、教会に足を向ける方の多くは何らかの悩み、渇き、霊的必要を覚えて

いることが多いので、教会においては精神障がいを持つ方は世間一般よりも高い

割合で存在する可能性が高い。統合失調症などは、発病が青年期から壮年期に集

中しており、ある時期がくるとひとりでに起きてくると言われているので、教会

に集う健常者の方が途中から発症することもあり得る。このように考えると、例

えば教会に五十人の人が集うなら、少なくとも一人は精神症状によって通院する

方がおり、その他にも病識がないか抵抗感によって通院していないが精神症状を

持っている方がいて当然であり、大変身近な病であることがわかる。 

精神科医である赤星進氏は、「病気」と「健康」について次のように述べてい

る。「心身に病変があったとしてもそれが軽くて社会生活を同じように続けられ

れば健康人なのです。逆に、そのためにそれまでの社会生活を続けられなくなれ

ば病人なのです。…私たち健康人と称している者たちも、厳密に言えば軽い病気

を持って生きているのであって、程度の差はありますが、内因性精神病や反応性

精神障がいの人々と同じ世界の人間なのです。」59普通の人間であれば感情の波

があるので、落ち込んで軽い抑うつ状態になることもあれば、被害妄想的になる

こともある。感情の起伏がない、もしくは感情を表現できないのであれば、それ

こそ精神を与えられた人間にとって感情障がいの病である。「健常者」と呼ばれ

ている者も程度が少ないゆえに社会生活に大きな支障がないだけで、実際は同じ

病気をそれなりに持っているのである。精神の病は自分の中にもある、という意

味において、更に身近な病なのである。 

精神医学界には精神障がいの理解について大きな二つの流れがある。一つは、

人間を反応体とみなし、統合失調症などの病気はある種の脳内物質の不具合に過

ぎず、薬物治療で完全な治癒が可能であるとする、アメリカで主流の見方である。

もう一つは、幻聴を単純に病状、脳の機能障がいと決めつけず、幻聴を「ヒアリ

ングボイス」（聴声）と呼んでひとつの人間の個性、文化として捉えようとする

近年のヨーロッパの流れである60。 

                                                   
58 福西勇夫『統合失調症がわかる本』28頁 
59 赤星進『心の病気と福音 上』（ヨルダン社、1988年）43～44頁 
60 横山和夫『降りていく生き方－「べてるの家」が歩む、もう一つの道』66～70頁 
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べてるの家では、精神障がいの症状に対する薬効を決して否定してはしない。

しかしながら、病気を単なる脳の機能障がいという個人的な問題として片付ける

のではなく、病気を持つ人を“ひとりの苦悩する人間”として見つめ、その苦悩

の根底にある問題、現代の世界や社会とは何か、といった深い切り口で病気を捉

えようとする視点を、より大切にしている。病気を人格的なものとして捉えるそ

のアプローチは、物質主義的な現代に投げかける、哲学的、根源的な世界観の問

いかけである。そして、「彼が盲目に生まれついたのは、だれが罪を犯したから

ですか。」（ヨハネ 9:2）と、手を差し伸べて関わることもなく議論している健常

者に対して、「この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神のわざ

がこの人に現れるためなのです。」と言って彼を癒し、「もしあなたがたが盲目で

あったなら、あなたがたに罪はなかったでしょう。しかし、あなたがたは今、『私

たちは目が見える』と言っています。あなたがたの罪は残るのです。」（ヨハネ

9:3,41）と宣告された主イエス・キリストご自身のアプローチであり、主からの

回心の招きなのではないだろうか。 

 

(ii) 病気が導く人生の方向性 

「多くの人たちが、病気になりながらも自分に夢を託し、競争しつつ昇る生き

方という人生の方向性を目指すのだが、精神障がいという病気はそれを許さず、

『再発』というかたちでかたくなに抵抗し、『降りる生き方』に向かわせる。そ

の意味で精神障害者とは、誰よりも精度の高い『生き方の方向を定めるセンサー』

を身につけた、うらやむべき人たちなのかもしれない」61と向谷地氏は言う。当

事者が実際に病気を「降りていく生き方センサー」と言えるようになるまでには

長い時間と道のりを要する。べてるのメンバーたちは昇る人生へ立ち返ろうとい

う努力を数え切れないほど繰り返し、自分の身に鞭打ってきている。それゆえ「降

りていく」というよりは、「どん底まで落ちた」と話すメンバーが多い。しかし、

病気という強制力によって落ちきったところで彼らが見いだしたのは、「どん底

ってそんなにひどいものではなかった。いや、むしろ想像していたより遥かに良

いものではないか」という感覚なのである。そのような過程を経て、病気という

弱さを前向きに受け入れて生きるようになったべてるのメンバーの歩みを見て

いきたい。 

 

                                                   
61 横山和夫『降りていく生き方－「べてるの家」が歩む、もう一つの道』40頁 
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(iii) 落ちきった先にある光62 

松本寛氏（現在浦河教会会員）は「病気に助けられている」と話す。今でこそ、

病気を良きものとして受け止め、ユーモア溢れる性格によって皆を笑わせ、ムー

ドメーカーとしても大活躍している松本氏だが、川村医師が「スタッフはじめだ

れもが、どんなに状態が悪い人を見ても、『松本寛にできたんだから大丈夫。よ

くなるわ』というすごい自信と信頼感をもつことができた」63と語るほど、その

過程はすさまじいものだったようだ。 

彼は物心がついた頃から既に幻聴があったが、それが幻聴だとはわからなかっ

た。戦争や暗い事件のニュースを聞くと「お前は殺される」などの幻聴の声に不

安にさせられた、と言う。五歳の頃、王選手が素晴らしいフォームでホームラン

を打つ姿と障がいをもった子どもたちのところを慰安する姿を見て、「王選手に

なりたい」と思ったことが彼のがんばりのはじまりであった。小学校入学後、毎

朝マラソンをして体を鍛え、少年野球ではキャプテンとなり、ショート三番で全

道大会出場という、えりも町初の快挙を果たした。中学時代はテレビも見ず、家

族と話もしないで猛特訓に明け暮れた。友人関係で自分を守るためにも無口に見

えた王選手を真似る意味でも、学校で無口を心がけたが、野球の特訓も無言の

日々も苦痛だった。彼の実力は甲子園を目指す道内有力校の野球部監督の目にと

まった。その高校で、朝から晩まで寄宿舎に帰っても毎日ハードな練習をこなし、

幻聴までもが苦しみを訴えるようになった。がんばればがんばるほど疲労感が増

し、行き詰まり、すると更にがんばろうと自分に鞭を打って、精神状態は悪化の

一途をたどった。 

1994年 11月の入院直前は、一睡もせず一日中全裸で走り回り、誰もいないと

ころに向かってしゃべりっぱなしの興奮状態だったようだ。病院に連れて来られ

たが入院を拒否して帰る、ということも何度か繰り返した後、1996年 7 月から

一年間の入院となった。しかし浦河では、注射を打たれて閉鎖病棟の保護室64に

                                                   
62 松本寛「昇る生き方から降りる生き方へ」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいい

と思えるための 25章』128～136頁、横山和夫『降りていく生き方－「べてるの家」が歩む、

もう一つの道』195～202頁 
63 横山和夫『降りていく生き方－「べてるの家」が歩む、もう一つの道』195頁 
64 病状が極めて悪く、自傷他害の恐れがあると医師や看護士が判断すると、一般の病室を離

れ、保護室に入れられる。日本の一般的な保護室は、ベタッとしたビニール系の掃除のしやす

い床に布団が敷かれていて、窓に格子がはまっている。格子は非常に頑丈で、中に砂などを詰

めて音が発生しない工夫がされている。トイレはついたてもなく、床に穴を開けただけのもの、

もしくアルミの便器である。（社団法人日本医療福祉建築協会例会 NO.3「精神病院の現在 
Part 2」http://www.jiha.jp/club/club3.html） 
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入れて薬漬け、という多くの病院で取られるような処置はしなかった。浦河では

医療的治療よりも、関係をつくる最初の段階をこの上なく大切にしているからで

ある。入院するたびに温かく接することを繰り返していると、病院が嫌な場所で

はなく、行ってもいいかな、という気持ちにだんだんなってくるのだそうだ。 

彼は入院以来八ヶ月もの間、自然環境保護と世界平和を主張、その結果薬は添

加物だから、と拒否し続けたという。明らかに病状が悪く、周囲からは川村氏に

非難の目が集中したが、それでも彼に無理やり薬を飲ますような非人格的な処置

をとることは決してなかった。薬を拒否する彼を認めること、それは一見何もし

ていないように見えるが、彼になくてはならないとても大切なプロセスだったの

である。八ヶ月たったある日、彼は突然「もう降参です」と土下座した。そこで

向谷地氏が、川村氏にすべてを任せること、薬も飲むこと、と「無条件降伏」の

だめ押しをし、松本氏の迷いはふっきれた。同室の仲間たちも、そんな彼のプロ

セスを評価して励ましてくれた。その続く対処もまた温かい。「松本くん、これ

は無添加の純粋な薬だから安心して飲んでね。ほんとうによくやったなと思って

るから、それを認めたうえで出す、無条件降伏の人にぴったりの薬だよ」と、『無

添加』という打ち込みシールを薬袋の処方の横に貼って、薬を持ってきたのであ

る。理屈で薬の必要性を教え込んだり、彼の主張を病気のせいにして無視するの

ではない。ここでは、どんな時も彼の存在も世界もすべてが温かく受け入れられ

ていた。過保護な援助をすることなく、彼が落ちきること、そして落ちきった先

に新たな光を見出すことを信じて、忍耐強く待ってくれていたのだ。それゆえ、

彼は本当にこの人たちを信じていいのだ、と思うことができて、病気に耐え続け

るがんばりから解放されたのである。彼は降参をしたそれだけで、薬を飲まない

うちから楽になったという65。 

このような恵まれた土壌で、ひどい症状の時期を過ごしてきた彼の現在は目を

みはるほど素晴らしいものである。彼は次のように話している。 

「自分の病気を認め、病気と付き合うことを基本にして、浦河で仲間とともに暮

らしはじめてから、生活の質が格段によくなりました。ぼくが病気に助けられて

きたと思える点は次の通りです。 

・『がんばり』から降りられた。 

・病気になって、べてるとも出会い、友達が増えた。 

 ― 入院する前は年賀状が三通しか来なかったが、病気になってから八十通に

                                                   
65 斎藤道雄『悩む力 －べてるの家の人びと』153頁 
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増えた。 

・とにかく喧嘩が絶えなかった家族が、ぼくが病気になったお陰で仲良くなった。 

 ― 家族が仲よくないとぼくの精神状態に影響するということで、よく相談し、

話し合うようになった。 

・『自分は居場所を探していたんだ』ということに気づかせてくれた。 

 ― 病気は、自分探しの標識のような役割をしてくれていた。 

・無理な生活をすると、病気が歯止めをかけてくれる。 

・幻聴さんが、話し相手になったり、暇つぶしにつきあってくれる。 

 ― 製薬メーカーさんに会ったときに、『幻聴さんを撲滅する薬はつくらない

でほしい』と頼んだ。 

・幻聴さんがあるお陰で、まわりとのコミュニケーションが活発になる。 

 ― たとえば『幻聴さんは元気ですか』と周囲から声をかけられたり、質問さ

れたり、答えに窮したとき幻聴さんが答えをくれるので、ぼくはそれを真似して

言う場合が多い。」66 

見方を変えると病気もこんなに良いものであるとは、驚きを隠せない。入院も

薬も拒否し続けていた彼が、病気になってよかった、と心から言えるようになっ

たこともそうだが、こんなにたくさんの病気のメリットを発見できることは、並

大抵ではない。ささいな病気ですぐ災難がふりかかったと感じて落ち込む健常者

には、ある意味悟りの境地であろう。 

べてるには、彼以外にも幻聴などの症状を持ったままで楽しく幸せに暮らして

いる人がたくさんいる。彼らは幻聴を薬で撲滅すべき嫌な「症状」とするのでは

なく、「付き合いにくい人間との関係形成」と同じように対処している。それゆ

え、松本氏を含むべてるのメンバーたちは「幻聴」とは言わず、「幻聴さん」と

いう親しみを込めた人格的な呼び名を与えているのである。そして「幻聴さん」

に丁寧に話しかけ、関係を築いていくうちに、多くの「幻聴さん」は付き合いや

すい「友達」となり、ついには松本氏の幻聴さんのように、自分を助けてくれる

存在になっていく。また、べてるでは病気が隠すべき嫌なものではなく、かえっ

て分かち合い助け合う手段となっており、コミュニケーションを助ける話題にさ

えなっている。べてるには、世の中では考えられないほどの逆転の世界があり、

降りていく生き方の豊かさがあたり一面に満ち溢れているのである。 

 

                                                   
66 松本寛「昇る生き方から降りる生き方へ」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいい

と思えるための 25章』135～136頁 
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(iv) 依存症への気づき －人間としての本質的な問題 

松本氏は「病気にならなかったら今ごろは生きていなかった」と病気に助けら

れる側面について語っているが、他方で精神障がいには「病気の症状に依存する」

という側面もある。 

水野典子氏（現在浦河教会会員）はべてるに来て三年ほどたった頃から幻聴や

妄想などの症状がなくなった。しかし、「病気が治ること」だけに希望をつない

で生きてきたはずだった彼女は、その不快な症状が治まると、病気ではない現実

に物足りなさを感じ、苛立っている自分に気がついた。仲間と共に自己研究を進

める中で、彼女は病気の症状が出る前も、親のいいつけを守り、成績優秀で医学

部に入学、と医者である両親の絶対的評価を勝ち得てきており、「人の評価」に

依存する生き方をしてきたことがわかった。そして、仲間の関心をひこうとして

かえって孤立していく自分の本質的な問題は「病気」ではなく「虚しさからの逃

避」、人からの評価への依存であることに気づいたという67。これは人間として

「いかに生きるか」という本質的な問題である。もちろん彼女は人の評価を得る

ためにがんばったから統合失調症になったのではない。ただ、症状がおさまって、

悩みがなくなったのではなく、「生きづらさ」という病気以前からの人間らしい

悩みに向き合い、悩みぬく日々が新たに始まったのである。 

べてるのメンバーと話していると、症状がなくなることに恐れを感じる人や症

状がなくなった時に不安や虚しさを感じる人が、案外多く存在している。ただ、

一般の精神障がい者への対応では病気ばかりがクローズアップされてしまう傾

向が強く、この「病気に依存する」という逃避パターンが着目されるほどにその

一人一人の人格が見えていることが少ないように思う。 

そして、実は、健常者と呼ばれる人の中にも依存症者はたくさんいる。大変身

近なところでたちが悪いのは「仕事依存症(Workaholic)」であるかもしれない。

「忙しさ」や「人の評価」に依存して人生の根本的な問題から逃げ、自己存在意

義を保とうとする逃避思考であるにもかかわらず、周囲にとってはむしろ労働力

となり有益な面もあるため、本人が決定的な破綻に至らない限りは気づくことも

なければ、人間らしく悩みぬいて生きる取り組みがなされることもほとんどない。

そうであるなら本当に、仕事依存症者が健康で、人生の根本的問題にしっかり取

り組んでいる水野氏やべてるのメンバーたちが病気だと言えるのであろうか。神

の目に、より人間らしく健康的な生き方はどちらなのだろうか。 

                                                   
67 四宮鉄男『とても普通の人たち 北海道浦河べてるの家から』342頁 
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よく「べてるに来ると病気が出る」と言われるが、それは世間一般でごまかし

通してきた真の「病気」がここでは明らかになっていくからである。キリスト者

ソーシャルワーカーであり、当初からべてるの働きに関わってきている向谷地氏

は、かつて学生時代に難病患者のボランティア活動を通して、「役に立つこと」

依存症という、自らの病気を発見させられたようである。 

「『役に立つ』ということは、とっても気持ちの良いことです。気持ちが良いか

ら、また、『役に立つ』ことをしてみたくなります。しかし、すぐ『渇く』ので

す。そして、しだいに『役に立つ』ことに依存していくのです。・・・全国でも

例のない、難病患者へのボランティア活動という周囲の評価を受けながらも、私

は、いつも心の中で自分を疑っていました。『お前は、今、ボランティアという

甘い汁を吸い、人々の賞賛を浴び有頂天になっている。しかし、お前があの難病

患者自身であったら、しかも、死期の迫った患者自身であったら、その役割に満

足できるのか』と。私は、『難病患者』という役割を自分の生活の役割として肯

定し、生きる力を全くもっていませんでした。ただ、渇きを癒す手立てとしてボ

ランティア活動に依存していたのです。 

『役に立つ』ということは、いつかは、人間、誰しも役に立てなくなるときが

必ず来るということを前提にしてこそ成り立つと思うのです。役に立つことは、

喜びです。しかし、役に立てないことが悲しみであったり、不幸であったりする

喜びとは、真の喜びとはいえないのではないでしょうか。・・・」68 

「私たちは近代化や合理化を通じて、人間として本来もっている基本的に大切な

もののうえに、学歴とか経済力とか便利さとかを、オプションのようにプラスア

ルファの価値として身につけてきたわけです。回復するということは、人間が人

間であるために、そういう背負わされた余計なものをひとつずつとり去って、本

来の自分をとり戻していく作業なんです。何をしたらよいか、何をしてあげなけ

ればならないかではなく、何をしないほうがよいか、何をやめるか、つまり足し

算ではなく引き算が、べてるの家のキーワードです。それが降りていくというこ

とでもあり、そうすることによって、人間が本来もっている力を発揮できるよう

になっていく、という考え方なんです」69 

 

向谷地氏は、その内面にあるものを何も知らないで見れば、一見落ち着いてい

て感情を露わにせず、悟りきった人間のように見える。しかしながら、実際の彼

                                                   
68 向谷地生良「役に立つということ」『べてるの家の本 －和解の時代－』221～222頁 
69 横山和夫『降りていく生き方－「べてるの家」が歩む、もう一つの道』66～67頁 
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は、もっとも人間らしく自らを深く顧み、悩みぬいて生きてきている。中学時代

に、教師に殴られた後に転倒、意識不明となって長期欠席した三ヶ月間に被害妄

想に陥った苦しみ、止揚学園で学んだ「どんな子どもにでも普通に」という徹底

したやり方から福祉を志した高校時代、苦労のなさに危機を感じて親の仕送りを

断り、働きながら学んだ大学時代70。彼はそのような歴史の一つ一つを経て、「自

分が選んだだけではなく、状況から導かれてきたのだ」と振り返っている。働き

始めた彼は、眼の前で繰り広げられるどんな悲惨よりも「悲惨」な、「自分が、

いかに人を愛し得ないか」という自らの内にある現実に立ち尽くし、「ゆるし」

を請うて祈らざるを得なかった、そしてその中で、自ら導き愛した弟子たちに

次々と欺かれて死にまで至らしめられるという途方もない悲劇と不条理を生き

たイエスの苦しみ、にもかかわらず十字架上の苦しい息の中で「彼らをゆるした

まえ」と自らを十字架に付けた者たちの弱さをも負われようとした、その殊更な

愛が、ものすごい現実感を伴って迫ってきたのだという71。 

彼はどこまでもとことん人に関わるソーシャルワーカーだが、決して他人の人

生の責任を必要以上に背負いこむことはなく、ましてや役に立つことに依存して

生きてはいない。むしろ、その一つ一つの出会いを通して、日々自分自身と出会

い、キリストと更なる深い出会いを繰り返して、その舞台において自らの人生を

悩みぬく当事者として生きている。そのことこそ、「苦労する権利」を奪われて

きた精神障がいを持つ当事者が、悩みそのものを大切にして降りていけるように

励まし助ける、否、当事者が自らの人生の主役として生きる主体性を尊重して「助

けすぎない」脇役者として働き続ける、彼の生き方、働き方の原点なのであろう。 

 

(v) 助けすぎない脇役者たち 

助けすぎない脇役者は向谷地氏だけではない。自らを「治せない医者」と称す

る川村氏は、浦河に来て「患者を治して『先生のおかげです』と喜んでもらえる」

腕のいい医者という貧困なイメージから解放されたという。 

川村氏は 1981年から二年間、研修医として浦河赤十字病院精神神経科に勤務

の後、1983 年からアルコール依存症の治療で最先端を歩む札幌旭山病院アルコ

ール専門病棟に勤務した。そこで彼が学んだのは、アルコール依存症という病気

は、回復を信じている人たちのところでないと回復しない、ということであった。

しかも、アルコール依存症は、周りが一生懸命やればやるほど、責任や問題の後

                                                   
70 横山和夫『降りていく生き方－「べてるの家」が歩む、もう一つの道』38～45頁 
71 向谷地生良「弱さをきずなに」『べてるの家の本 －和解の時代－』178頁 
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始末を誰かに委ねることになり、本人は問題に気づかなくなっていく、という特

有のパターンがある。それまで医者として一生懸命やっている自分に酔っている

だけで回復を信じていなかった彼は、まんまとその罠にはまってしまっていたの

だそうだ。最初のころは、治療スタッフから「よけいなことはしないように」と

きびしく注意されたという。患者さんはなんとかしたいという思いをもって病院

に来ているのだから、よけいなことをしなければよくなっていく、必ずある割合

で回復者が出てくる、ということがわかってきた彼は、「よく来たねえ」「ここに

いるというだけで、治したいという真面目な思いが私に伝わるんだよ」「それを

私は信じているから、ここにいるんだよ」と常に伝え、患者さんが治りたくて来

たと信じている、ということを治療の前面に出す、独自の取り組みを試みるよう

になったのである。 

1988 年、向谷地氏と一緒に仕事をしたいという願いが実現して、浦河赤十字

病院に再び勤務した川村氏は、アルコール依存症の治療で大切にしてきたことを

精神障がいの世界にもちこんでみた。すると、きちんと答えが出てきたのだ。ま

た、アルコール依存症は失敗してお酒を飲んでしまった時が最大のチャンスだ、

と言われてきた。「それなら、精神病でも同じじゃないか。いろんな失敗が起き

たその時に、本人たちをどう力づけ、励ますかが大切なポイントなのだ。」しか

し、失敗する権利が奪われているのだ、と彼は気づいたのである72。 

向谷地氏はしばしば「苦労する権利」と言うが、川村氏が「失敗する権利」と

言うのは、そのような理由があるのだろう。従来の医療の世界で言うところの腕

のいい医者は、薬で症状を無理やり抑え込み、その生きている一人を全人格的に

は見ない。しかしそれでは、見かけは良くなっても本質的な問題はなにも解決さ

れていない。無事に症状が治まったとしても、その患者さんが幸せになったのか

どうかは問われないし、もしその人の人間関係や生き方のことが原因で病気にな

ったとしても、そのことは何も解決しない。また、症状の抑え込めない患者さん

は病院に閉じ込めて社会に出さないようにし、問題を起こさないようにと患者さ

んの生活を管理する。しかし実際、統合失調症などは特に、症状を抑え込めない

患者さんは全国にたくさん存在するのである。 

川村氏はもう「治すこと」、すなわち症状を取り除くことばかり追いかけまわ

したくはなかったのである。それよりも、べてるには病気があるままで楽しく生

き生きと暮らしている人たちがたくさんいる。健常者だって悩みや問題を抱えた

                                                   
72 横山和夫『降りていく生き方－「べてるの家」が歩む、もう一つの道』207～212頁 
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ままで生きているのだから、障がい者も「今のままではダメだ」と無理して課題

解決のためにだけ生きなくても、降りていって「そのままの自分で受け入れられ

ている」安心の中で生きればいいじゃないか。「治せない医者、治さない医者」

はそのように考えているのである。 

「治せない」と自称しているのは、「医者にばかり期待をせずに、依存を断ち

切って、自らが出会いの中で関係性を回復していくんだよ」という当事者への招

きでもある。彼らがもし一方的に助けられる存在として自分を位置づけてしまう

なら、人間らしく生きてはいけない。でも、差し延べてくれる手や、傾けてくれ

る耳があれば、彼らは自分の足で立ち上がっていけるのだ。それは「助けない」

ということではない。 

川村氏と向谷地氏に、各々別の機会に聞いた「人と関わる時に心がけているこ

と」は、興味深いことに二人ともほぼ一緒だった。「その人に益になることは何

か」「その人は本当は何を求めているのか」を考えて行動しているのだという。

川村氏は「自分に益になること」も合わせて考えると話していた。向谷地氏は「時

には『やってあげること』も必要で、その人その人に応じた関係作り、『その人

を尊重する』ことが大切なんだ。隣にいるうちにわかることもあれば、相手が言

ってくれることもある。自分のした助けが食い違っていることもあるけどね。」

と話した後、「基本は自分の助け方をわきまえていること。泳げない人が溺れた

人を助けられるかな」と問いかけ、「他人を助けることによってしかわきまえら

れないけど、それによって自分の助け方も次第に身についてくる」と語っていた。 

かつて私はカウンセラーという働きに興味を持った時期に、臨床心理の世界で

一般に言われている「助ける人は、自分自身が泳げるだけでなく、溺れた人を助

けるだけの力が必要」という言葉に、ひっかかりを感じたことがあった。他にも

キリスト者でこの言葉にひっかかった方を数人知っている。それは、キリスト者

が「自分自身、溺れていたのを神に助けられた身であり、カウンセラーになって

も共に神に助けられるのだ」と認識しているからである。しかし、弱いとすれば

まず、弱い自分に必要な助けを適切に認識している必要があるのではないか。泳

げないと認識しているなら、絶え間ない神との交わりによって絶えず助けを受け

ていなければ自分は沈んでしまう。浮き輪を使ってなら泳げるというなら、その

自分にふさわしい形で隣人と関わり、隣人を助ける必要がある。本当は私たちは、

特に隣人に関わりたい人ほど、自分の助け方が一番分かっていないのかもしれな

い。しかし、隣人の中に自分と同じ弱さを見ることによって、また神の目から隣

人と自分を見ることによって、弱さを持った自分を客観視できる。その時初めて、



- 42 -  

弱い自分を知り、自分の助け方をわきまえていくことができるのではないだろう

か。そしてもしかすると、それこそ川村氏の言った「自分に益になること」と同

じことなのかもしれない。二人は人々との関わりを通して、日々自分の弱さと出

会い、関わる人と共にらせん状に降りていっているのではないだろうか。そして、

それこそ弱さを持つ私たちに必要な「助け方の秘訣」なのではないか。 

精神的な弱さを覚えつつキリスト者精神科ケアワーカーとして働く友人（自称

「泳げないライフセイバー」）との交わりを通して、これらの視点を発見させら

れつつある。 

 

(vi) どのプロセスも百点満点 

かつて浦河赤十字病院（人工透析、婦人科）で看護士をしながら、べてるの会

計を務めていた向谷地悦子氏（現在浦河教会会員）も、助けすぎない脇役者の一

人である。べてるの仕事が軌道にのり、メンバーだけで維持していた仕事の体制

では対応が難しくなってきたため、1990年 4月、病院を退職し、それ以来べて

るの一人一人と関わりながら仕事をしてきた。当時は補助金も何もなく、メンバ

ー以外のスタッフは自分ひとりであった。（向谷地氏は病院のソーシャルワーカ

ーであるため、日中は病院の相談室に勤務している。）べてるで看護士として何

ができるだろう、という戸惑いと意気込みの中、退院したメンバーへ作業に来る

よう勧める、再発を防ぐため薬を忘れず飲ませるよう努力する、不安をなるべく

与えないよう作業内容を先に考えてあげるなど、病気や生活上の様々な「問題」

を探し、改善に向けて対応を練ることに腐心したという。 

ところが、べてるの世界では病院の中の世界とは異なり、いくらがんばっても

期待したような成果も評価も得られなかった。「幻聴さん」に気を取られて黙っ

たまま立ち続ける人、トイレに行って一時間以上帰ってこない人、そして部屋中

を飛び回り、壁を壊し、窓を割り、突然ばたっと倒れる早坂氏…そのような中で、

彼女にも出社拒否という形で「病気」が出てきた。毎朝「べてるに行きたくない」

と言いつつも、途中で投げ出すことのできない性格の彼女は、重い心と足を引き

ずってべてるに行った。しかし、病気を発病してはじめて「がんばる」というこ

とから降りることができたのだ。 

それまでは、生後二ヶ月の次女を背負って仕事をはじめた時さえ、あらゆる仕

事の合間を縫って三時間ごとに授乳、泣くとあやし、おむつ交換、となんでも自

分でこなしていたが、皆の力を借りることにした。すると、天気がよい日に散歩

に連れて行ってくれる人、おむつを換えてくれる人、おんぶして寝かしつけてく
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れる人、と皆が子育てに参加してくれた。また、受け止めきれない対立の仲裁も

あきらめ、毎朝仕事を始める前にミーティングをし、今日の自分の仕事分担など

を自分たちで考え、決めていくように変えていった。すると、各々が「今日は寝

不足なので仕事をしないで寝ます。寝ないと発作を起こすかもしれないから」と

いった具合に、自分の弱さを率直に出していくことによって、相手の弱さも受け

止めあえるようになってきたのである73。彼女も、命じる者から耳を傾ける者へ、

がんばる者から自分の弱さを見せて助けられ許される者へと、変えられていった。 

この悦子氏のエピソードは、前述の松本氏のケースとさほど変わらない。共に

生きる時、「健常者」「障がい者」などといった区別は意味がないことがわかるで

あろう。このようなプロセスを経た悦子氏は、べてるの元気の秘訣には、コミュ

ニケーションの活性化を図るための独特の工夫があり、特に「生きるプロセスを

支える」という発想がある、という。そして、自らも通った、病気を抱えながら

生きる過程を、次の五つのステージでとらえている。 

 ステージ１・・・理解不能の症状に驚き苦しむ・反発・拒絶 

 ステージ２・・・失われたものを取り戻そうと必死に努力・挑戦 

 ステージ３・・・望んだ結果が得られず絶望 

 ステージ４・・・少しずつ病気がわかり、同じく病気を抱えて生きようとする

仲間の存在が見えてくる 

 ステージ５・・・病気の体験を有用な体験として社会に語り、生きることのメ

ッセージを伝えることができる74 

 

べてるでは、反発や通院拒否、薬の拒絶さえも、病気と共に生きる大切な準備

のプロセスとして十分に生き抜くことが重んじられている。それぞれの時期、プ

ロセス一つ一つを励まし、人生にとって大切な「悩み」「苦しみ」に取り組んだ

努力を「順調だよ」と評価する。一方的にプロセスを中断させることは、自律心

を疎外し自信を失わせることになるので、管理もしない。そのかわり、自分のと

った行動の結果、「責任」も本人に返すことを忘れない。とにかく「当事者性」

を重んじる。これが「べてるの家の『非』援助論」なのである。 

「べてるはいつも問題だらけ」で「それで順調」である。完全からの欠けを見

                                                   
73 向谷地悦子「『べてる』それは楽しい家庭」『べてるの家の本 －和解の時代－』76～80頁、

向谷地悦子「そのまんまがいいみたい」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいいと思

えるための 25章』162～166頁 
74 前掲書 168～169頁 
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つけてそれを補うまでは「OKではない」というのではなく、どのプロセスも人

生のかけがえのない一コマとして生きる。だからこそ、失敗しても、病気が再発

しても、どの状態にあっても「今のあなたで OKだよ」といつも百点満点を送れ

る。これがべてるの安心の秘訣なのである。 

 

(2) 弱さを絆に 

 

精神障がいを定義する言葉は多々あるが、向谷地氏は、それを一言で「人づき

あいに困難を生じる病い」75とあらわしている。他者との関係、また自分との関

係に挫折し自信を失ってきた一人一人が持てる力を発揮するためには、「関係」

において回復し、関係の中で自信をとりもどしていくしかない。これは誰にでも

言えることである。そこで、コミュニケーションの活性化を図るため、べてるが

取り入れている独特の工夫を紹介していく。 

 

(i) 自分を出す場、支えあう場 

べてるでは、「三度の飯よりミーティング」と言われるほど、常にどこかで何

らかのミーティングが行なわれている。その数はなんと一ヶ月に百回ほどある。

しかし、世間一般のミーティングが「問題を出し合い解決する場」であるのに対

して、べてるのミーティングは「大切な自己表現の場」であると同時に「支えあ

いの場」「傷つき、自信を失いやすい者たちがお互いを励ましあうプログラム」

として存在している76。様々な感情をすべて自分の中にためこまずに公の場に出

し、十分聞いてもらう。皆、自分の気持ちを押し殺したり隠して受容しようとし

たりすれば、病気になってしまうので、無理をしない。最初から結論が決まって

いるのに体裁上行なう話し合いや、優等生的な模範解答ばかりではなく、ここで

は自己中心的な気持ちも含め、あけっぴろげにいろんな意見が飛び交うので、思

いがけない発見も多い。議論し尽くして、自然淘汰された結論へと向かうため、

その結論には重みがある。このように皆が話し尽くすと、たとえ自分の思うよう

な結論にならなくても、不思議と納得できるのだそうだ。ここでも、結果以上に

一つ一つのプロセスが大切にされているのである。 

                                                   
75 向谷地生良「弱さを絆に」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいいと思えるための

25章』188頁 
76 向谷地生良「三度の飯よりミーティング」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいい

と思えるための 25章』94,97頁 
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健常者も、一方的に皆を受容しようとしたらとても持ちこたえられずに病気に

なってしまう。それゆえ、「『障がい者』はいいけど『健常者』はダメ」という

ような二重基準を撤廃し、同じように「病気」を持つ者として、気持ちを吐き出

し、思いを聞いてもらって、昇華していく。だから、べてるでは、特にミーティ

ングの時などは、誰が障がい者で誰が健常者かなど本当に全く区別がつかないの

である。 

べてるの活動は朝のミーティングから始まる。ここで各メンバーは、自分の体

調と気分を報告、その日働く時間を自己申告する。自分の働く分を自分で決める

ことができるだけでなく、お互いの体調と気分を知ることができるので、例えば

ある人が八つ当たりをしてきても「今日、あの人は被害妄想がひどくていらいら

してるんだったな」とわかり、無用ないざこざを避けられる。だから「体調」と

「気分」を聞くことは、どのミーティングにおいてもかかさない。このように、

自分の「弱さの情報公開」をすることにより、べてるの活動は「弱さをきずなに」

深められていくのである。また、休んでいる人の状況も、共同住居のメンバーな

どから聞いて確認をする。これもまた、自分が休んでいる時に、皆が自分のこと

を覚えて心配してくれている、という励みになるのだそうだ。 

最も興味深いのはカンファレンスである。これは、入院中や退院前、また問題

が起こった時などに、有志メンバーで話し合うものである。今から始めるよ、と

伝え聞いたり、見かけたメンバーが次々と集まってきて話に加わる。これは妄想

に振り回されている人に対しても「それは妄想だから」などと事実を突きつけて

終わるようなものではない。その人が味わっている現実にじっくり耳を傾けて、

苦労を分かち合える温かい場である。そして、自分の時はこうだった、など他の

メンバーたちからも体験が語られ、皆でその人にとって何が一番大切か、一緒に

知恵を出し合って考える。その励ましやアドバイスには、自らも体験した者なら

ではの説得力がある。また、自分が妄想を持っていて病気と思っていない場合で

も、他人の病気はよくわかるので、他のメンバーの妄想の話を聞くうちに、「あ、

自分もそうだ。病気だったんだ」と気づくことがあるらしい。これもコミュニケ

ーションのなせるわざである。カンファレンスという場を通して、カンファレン

スを行なった本人だけでなく、周りのメンバーたちも、自分の体験が役に立った

と感じて励まされている。彼らはお互いに助け合っているのである。 

そのような場には、実は川村氏や向谷地氏は居ないことの方が多い。川村氏は

病院勤務であるし、向谷地氏は最近、将来の人材育成の必要を覚えて大学での講

義も始めたため、ほとんどべてるには来ていない。しかし、このようにしてべて
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るはメンバー同士で助け合い、ちゃんと回っている。素晴らしい精神科医やソー

シャルワーカーがいるから、べてるがやっていけるのではない。また、佐々木氏

や早坂氏などある特定の素晴らしいメンバーのおかげでもない。（もちろん当初

からの彼らの存在意義は大きく、医療との連携も素晴らしいが）その時々に、そ

の場にいる一人一人皆によって、病があるままで平安が得られる場がつくられて

いく故に、その「場の力」に励まされて、べてるは日々より豊かにされているの

である。 

 

(ii) 問題指摘より希望志向 

人は自然に、置かれた状況を判断してもっとも適切な行動を選択して暮らして

いるが、統合失調症は、その不具合によって日常生活の中で周囲とのコミュニケ

ーションに支障をきたし、生活の障がいにつながる。その改善策として、

SST(Social Skills Training:生活技能訓練)という認知行動療法がなされている。

これは、私たちがいくら車の構造を学び、運転の仕方と安全運転に向けての周囲

の気配りを「説明」されても、運転の練習をしなければ路上の運転につながらな

いのと同じで、「練習」をするのである。べてるでも、商売をめぐる苦労やお客

さんとのトラブル、身近な人間関係の苦労について、SSTを取り入れている。 

SST では、まず「お客さんに自然な応対をしたい」など課題や目標が出され

る。次に、実際に役を割り振って、そのロールプレイを行なう。そして、その場

にいるメンバーたちから気づいた「良かった点」を挙げてもらう。たくさんの良

い評価をもらった後、「更に良くする点」を提案してもらい、技能を向上させて、

自信をつけていくのである77。 

問題は数限りなくあり、到底解決しきれない。問題ばかり見ていてはきりがな

い。しかし、SST は欠けを探す問題志向ではなく、可能性を信じる希望志向な

のである。自分自身を信じることができない時にも、自分をまるごと温かく受け

入れ、励ましてくれる「場」がある。言葉をちゃんと口にできない状態の人も多

いのだが、「いつもなかなかしゃべれないのに、今は最初に『いらっしゃいませ』

と言えてよかったです」「笑顔がよかった」「押し付けがましくないのがいい」な

どと、次々と良い点を挙げてもらえる温かさは、とても表現しても伝え切れない

ものがある。この「場の力」のゆえに、メンバーは少しずつありのままの弱いま

まの自分を出していけるようになり、成長していくのである。 

                                                   
77 向谷地生良「リハビリテーションよりコミュニケーション」『べてるの家の「非」援助論 －

そのままでいいと思えるための 25章』174～177頁 
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SST は、自分の必要は何か、と考えて、課題にチャレンジしていける、とい

う意味でも素晴らしいものである。「疲れていて仕事を断りたいので、断り方を

練習したい」など、助けの求め方も練習できるし、皆の課題を知る機会ともなっ

ている。そして、本当に素晴らしいのは、日々彼らは良いところを探して誉める

訓練をし、しかもその技能を見事に身につけているのである。私自身、SST に

参加して驚いたのは、本当に皆がたくさんの良いところを見つけてどんどん発言

していくことであった。また、本で読んでもよくわからなかった「場の力」とい

うものが、べてるに来て初めてわかった。それは、健常者の社会一般ではここま

で誉めてもらえることがあまりなく、こんなに温かい場というものを体験してい

ないせいであるかもしれない。 

清水里香氏（現在ニューべてる施設長）は、「べてるの生活の中で鍛えられて、

誉めること、良いところを見つけるのがうまくなった。世の中では『反省会』と

かいうように、悪いところばかり並べ立てていて違和感があるな。そんなことし

てもきりがないのに・・・」と話していた。健常者の病んだ社会には、良いとこ

ろ探しの練習の場がないどころか、むしろ欠点探しの場に満ちていることを痛感

させられている。 

 

(iii) 実りを妨げる二重基準 

SST は一般の精神医療においても取り入れられている療法である。SST の司

会はたいてい訓練を受けた専門家が担当するようだが、通常病院で SST が行な

われる時にありがちなのは、患者さんの前では良いところをたくさん挙げるスタ

ッフたちが、詰め所に戻ると司会者相手に問題点ばかり責めたてて、司会者がつ

ぶれてしまう、具合が悪くなってしまう、ということなのだそうだ。結局、継続

するにはスタッフ同士のコミュニケーション、人間関係もうまくいっている必要

がある。いや、むしろ「患者を看護することと、仲間を支え励ますということが、

援助行為として同じ次元で語られなければならない」「重くストレスフルな課題

と常に直面することを仕事とするスタッフたち自身が、どのような関係によって

支えられているかを知ることがまず重要」であり、「二重基準（ダブルメッセー

ジ）こそが、『場の地力』を低下させる一番の要因」だと向谷地生良氏は述べる

78。荒れた畑にはどんなにおいしい作物も育たない。実りを豊かにしたければ、

肥沃な土地と丹精こめた日常の手入れが必要である。実りとは、スタッフ自身に

                                                   
78 向谷地生良「リハビリテーションよりコミュニケーション」『べてるの家の「非」援助論 －

そのままでいいと思えるための 25章』177～179頁 
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おけるスタッフ同士の関係性からダイレクトにはね返ってくる結果であり、日々

二重基準を設けている土壌では、実りが妨げられるのである。 

それを防ぐため、べてるではいろんな面で、健常者スタッフも障がいを持つメ

ンバーと同じようにする一元化がなされている。例えば、病院の職員やべてるの

スタッフも SSTを行なう（PST:Professional Skills Trainingと呼ばれる）。そ

して、問題探しと解決ではなく、関係性を重視して、同じように「良かったとこ

ろ」「更に良くする点」の提示をし、温かく希望志向の場を形成している。また、

向谷地悦子氏（向谷地氏夫人）は、よく川村医師夫人と共に、べてるに関わる夫

の話を含めた様々な思いを分かち合っているそうだが、実はこの二人の交わりは、

同じ境遇にある仲間同士がお互いの苦労に耳を傾け、自分の経験を語って励まし

を受ける、べてる流のミーティングと同じ小さな自助グループなのではないか、

とふと気づかされた。もしかすると向谷地氏と川村氏の関係もそうであるのかも

しれない。この辺りにも、べてるらしく無意識的に一元化されたしくみが存在し

ており、場の力に貢献しているのである。 

一元化ということを逆方向から見てみると、「健常者が負えない重荷を障がい

者だけに負わせない」ということになる。かつては浦河赤十字病院精神神経科に

も厳しい管理があった。一日に使う金額の上限が千円などと決められており、病

院の隣にある生協に買い物に行くのにも三日前に文書で許可を申請しなければ

ならなかった。川村氏は「三日後に何が必要になるか、はっきり言える人がいま

すか？三日後に納豆を食べたくなる、なんて思っている人がいたとしたら、それ

こそ、その人は病気ですよ」と呆れる79。どうして自分たちができないことを「こ

れこそ患者さんの社会復帰の訓練のために必要だ」などと信じて実行するのだろ

うか。そもそもなぜ障がい者だけが「社会復帰」という重荷を背負わされている

のか。一元化を考えた時、べてると協力体制を取る病院でも、過剰な管理や規制

が取り払われていったのである。べてるはむしろ規則をつくっても守れないこと

を認め、問題が起こるたび、何度でも同じ議論を繰り返し、自分たちが立つとこ

ろを確認するという作業を行なって、関係性をより豊かにし、場の力を更に高め

ているのである。 

 

(iv) 利益のないところを大切に 

1993 年、会社設立を決定した際の話し合いで、会社の理念を「利益のないと

                                                   
79 四宮鉄男『とても普通の人たち 北海道浦河べてるの家から』203～204頁 
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ころを大切に」と決めた。これは売上のノルマに追われてへとへとになって躁う

つ病に至った村上求氏の経験から、「利益、利益と追求して人間を粗末にするの

ではなく、利益のないところを大切にする事が利益につながる」そんな商売を心

がけたい、との思いが込められていた80。 

 

＜弱さの情報公開＞ 

そもそも、事業を始めた当初から、べてるは利益のないところを大切にしてき

たと思う。昆布の袋詰めにしても、保健所で同じことをして失敗したのに、なぜ

べてるではうまくいったのか。決して、宮島美智子氏が保健所の職員より尻拭い

の作業能力が優れていたからではない。三分しか根気が持たない早坂氏に、十分

を求めたり期待したりしなかったのが、決定的な違いである。 

まず、早坂氏の「三分」の現実を周囲に明らかにし、そのままでいることを認

めてもらった。次に、助っ人を募った。すると、彼を応援するために、入院中に

もかかわらず一人の仲間が応援に駆けつけてくれた。すると、その彼にもあまり

無理をかけられないということで、更に応援部隊がやってきた、それでもダメな

時には誰かがまた応援に入る、ということの繰り返しの中で、自然と人が集まる

ようになっていったのである。もしも、彼に人一倍の根気と、他を寄せ付けない

作業能力があったなら、現在のべてるの家はなかったかもしれない。彼の「弱さ」

があって、そしてそれを肯定することによって、はじめて人をつなぐ「絆」が紡

がれていった81。むしろ、世の中で切り捨てられてきた人材の需要がみるみる増

えていった。このように「弱さの情報公開」をすることで、誰のことも切り捨て

ない体制が築かれていったのだ。 

 

＜安心してサボれる会社づくり＞ 

あるメンバーは、向谷地氏に「べてるをどんな会社にしたいと思う？」と聞か

れて「自分がいなくなったときでも、他の誰かがすぐ代わりになってくれる会社

がいいかな」と答えた。そこから「安心してサボれる会社づくり」という理念が

生まれていったという。 

彼は十九歳で統合失調症と診断された。札幌の病院に入院中はよだれが出るほ

                                                   
80 向谷地生良「利益のないところを大切に」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいい

と思えるための 25章』58頁 
81 向谷地生良「弱さを絆に」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいいと思えるための

25章』190～191頁 



- 50 -  

ど大量の薬を、一列に並んで小鳥のように口を開けて飲まされた、刑務所のよう

だった、と当時を振り返っている。1993 年、浦河赤十字病院に転院、一年近く

の入院生活を経て退院した彼は、べてるで請け負っているホームセンターの配達

の仕事に挑戦した。以前この仕事をしていた佐々木氏から「彼なら絶対一人でで

きる」と期待され、うれしかったが、やがてがんばりすぎて疲れてきた。キレは

じめた彼のために助手がついたが、その人間関係に疲れて更にキレる。そして、

調子が悪くなってきたのに「代わってほしい」と言えない、言う相手さえ見つか

らない、たとえ休めても気持ちが休まらない、精神科の外来でさえ気持ちを伝え

きれず、ストレスがたまって追い詰められていった。しまいに十一月の海に飛び

込み、やっと入院することができた。その時、安心してサボれることの大切さと

難しさを改めて知ったという。それから「困っている」「一人でできない」とい

う情報を周りに伝え始めた途端、応援する仲間が増えていき、だんだん相互に支

えあう体制ができていったようだ82。 

安心して休める、無理しなくてよい環境のためには、自分自身がまず、他人の

期待に応えるだけの生き方や人間関係から自由になることが大切である。自分の

弱さを認めるところに、皆の愛や配慮が引き出されて、助け合える場が作られて

いくのだ。彼の経験だけでなく、自分自身の経験も振り返る中で、確認されられ

ている。 

 

＜手を動かすより口を動かせ＞ 

弱さをきずなに、利益のないところを大切に働いていくための理念は、べてる

が活動していく中でどんどん具体化されて、新たな理念を生み出していく。昆布

詰め作業をする中で出てきた「手を動かすより口を動かすんだよ」という言葉も、

その一つである。 

仕事の効率と考える時、口よりも手を動かさなければ、と思いがちだが、実は

無言で作業をするのは、幻聴さんや妄想が現われたり、いらいらしたり、自分を

追い詰めて参ってしまうので、精神衛生上極めて良くない。目先の仕事の効率よ

り、「昆布詰めはコミュニケーション最優先の時」と楽しくわいわい過ごすなら、

結果的には仕事効率はあがっているのである。「急がば回れ」が適切に具体化さ

れている例であろう。 

 

                                                   
82 向谷地生良「利益のないところを大切に」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいい

と思えるための 25章』59～64頁  
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＜働かない人の役割＞ 

更には、その場に全く働かない人がいてもよいのである。向谷地氏がよく引用

する次のような話がある。「ありの世界には、必ず一割働かないありがいる。そ

の一割を取り除くと、今度は今まで働いていた他のありの内から、全体の一割が

働かなくなる。」働き者の象徴とも思われているありの世界にそんな真理が隠さ

れていたとは驚きである。べてるのメンバーに言わせると、皆がばりばり働いて

いるとその雰囲気だけで参ってしまうのだそうだ。むしろ、何もしない人がほど

ほどにいて、しかもそのままで受け入れられている。休憩したら話し相手になっ

てくれる。そのような場の雰囲気に安心して、気持ちよく仕事をし、疲れたら休

むことができるのだという。 

他方で、仕事が増えたり、大変になったり、あるいは売上が上がってくるとべ

てるでも必ずのように「あの人は仕事ができない」「足手まといになるから、も

う来てもらいたくない」といった排除の意見が出てくる。しかし、あるところで

誰かが「自分たちがかつてそのように排除されてきたのに、同じことをしている」

と気づく。そして、改めて「彼はやっぱりいた方がいいのでは。彼がいなくなれ

ば問題は解決するのだろうか」と言い出す。皆はっと我にかえって「自分たちも

彼と同じだ。出来ない人間なんだ。むしろ自分たちがもっと彼を応援しなければ

ならないんだ」という雰囲気が盛り上がってくるという83。この、自己中心的な

意見さえも表現して、何度も同じ議論を繰り返し、自分たちの立つべきところを

何度も確認していくことこそが大切なのである。自分の中で我慢して押し殺して

いると、ストレスがたまって爆発してしまうか、もしくはまるで我慢している自

分が良くやっているかのような錯覚に陥ったままになってしまうかもしれない。 

「働かない人、働けない人」こそ、温かい「場の力」に大きく貢献している一人

なのである。「それどころか、からだの中で比較的に弱いと見られる器官が、か

えってなくてはならないものなのです。」（コリントI12:22）という御言葉の意

味の奥深さを、べてるで初めて気づかされている。 

 

(v) にもかかわらず笑えること 

べてるのメンバーたちが抱えている苦労は大変深い。しかしながら、彼らは真

面目くさってその苦労に向かい合っているのではない。べてるの場にはいつも笑

いがたえず、なぜかとても楽しいのである。 

                                                   
83 四宮鉄男『とても普通の人たち 北海道浦河べてるの家から』103～104頁 
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十年以上前の話であるが、ある人が退院して、共同住居のミーティングで自分

の幻聴体験や失敗を報告したのだが、それがおかしくておかしくて皆お腹を抱え

て大笑いだった。すると、似たような体験を次から次へとメンバーが語りだした。

それは病気かもしれないが、失敗したり迷惑をかけたりする中で必至に生きてい

く苦労がにじみ出ている。そこでの笑いは、「よくやってるね」という、苦労し

ている人への肯定感の表現84なのだそうだ。そこで、これをここだけのものにす

るのはもったいない、こんな豊かな世界があるということを知ってもらおう、と

「幻覚＆妄想大会」が毎年行なわれることになったのである。例えば 2004年度

のダジャレ大賞に選ばれたメンバーは、幻覚に振り回されて爆発し、家の物を壊

してばかりいたのだが、「ハリウッド映画顔負けの幻視に『爆発』という方法で

対処し、（家を修理する）お父さんは大工の腕が上がりました」と表彰された。

その場でもダジャレを連発していた彼だが、他のメンバーの話によると、「あま

りにも幻覚症状がひどすぎて、笑いがないと乗り越えられない」と話していたの

だそうだ。そう言われてみると、ダジャレのセンスではずっと首位の座を占めて

いる松本氏も、今では暇しのぎに幻聴さんと遊ぶほどに自分の病気との付き合い

方を修得しているが、大変強い幻覚症状を持っている。なるほど、彼らのユーモ

アは賢く楽に生き抜くための処世術でもあるのだ。 

この大会が行なわれた日は「べてるまつり」で全国から 600 人もの観客が集

まっており、べてるの温かさを皆で共有していた。べてるまつりのプログラムの

中で、観客の一人が「私は買い物依存症で大金を使い果たしてしまう癖があり、

困っています。どうすればいいでしょう。」と相談を投げかけてきた。司会をし

ていたメンバー（現在浦河教会会員）はすぐに、「あなたはそのままで大丈夫で

す！ぜひ浦河の町でどんどん買い物をして帰ってください。あなたは町の繁栄に

大いに役立ちますから。」と返し、協賛の浦河町の商店の方々が「そうだそうだ！」

と盛り上がって、会場は大爆笑の渦となったのである。その人の問題は何も解決

してはいない。しかし、あの大きな会場すべてに満ち溢れる「あなたはそのまま

でも素晴らしいんですよ」という温かい言葉と拍手と励ましを受け取ることがで

きた。自分の問題に悩み、打ちひしがれていたその人は、これまで問題を抱えた

自分のままでここまで肯定のメッセージを受け取ったことがあっただろうか。そ

の場を通してこの上ない慰め、そして大きな励ましを与えられたのではないか。

私は笑いながらも、とてつもない感動が押し寄せてくるのを感じた。彼女はなぜ、

                                                   
84 横山和夫『降りていく生き方－「べてるの家」が歩む、もう一つの道』200～201頁 
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とっさにあんな温かい切り返しができるのだろう。しばし考えたが、それはやは

り底はかとない苦しみの淵から温かく受け入れられてきた者ならではの、そして

常々良いところを探す生き方をし、辛さを抱えていても笑えるほどにユーモアの

センスを磨かれている者だからこその力なのだろう。 

ユーモアという言葉の語源は、ラテン語で「にもかかわらず笑えること」とい

う意味があり、根源的には「勇気づけられる」ということでもあるらしい85。だ

とすれば、ユーモアは笑いを通して人を励まし勇気づけるもの。悩みから逃れる

ことのできない人間存在が生きていくうえで、なくてはならないものであるに違

いない。 

 

(vi) 伝える使命へ 

＜「そのままで」受け入れられるゆえの「変化」という逆説＞ 

べてるでは、その人が変わらないままでもずっと受け止めてもらえる。それは、

自分たちもそのようにして愛を受けてきた者だからである。また、変わらなくて

も受け入れてもらえなければ自分も同じようにされる、とも考えられるので、一

時は排除したとしても、排除し続けることができない。話を聞いてくれる存在が

あるだけでも大きな慰めと励ましになることを、誰もが知っている。何もしない

人にさえ、そこに存在する大きな意義がある。誰一人存在不要な人物はいない。

一方的に助けられるだけ、愛を受けるだけで役割のない人なんていないのだ。 

べてるでは、誰も相手に変わってもらうために受け入れているのではないが、

結果的には「そのままで」受け入れられたゆえに、様々な思いの束縛から解放さ

れて劇的に「変わっていく」人が多い、という逆説的現象が起こっている。かな

りのメンバーがかつて「言葉のふん詰まり」と呼ばれる症状で、日常の当たり前

の言葉さえ口にすることができずにいたが、温かい「場の力」に支えられ、いつ

しか自分の心の中の思いまでありのままを表現できるようになっている。健常者

以上に豊かな言葉を得、回復しているのである。 

 

＜共に研究：自分と和解し他者に伝える＞ 

このように変わっていったメンバーは、強制されてではなく、自分の苦労の体

験を話し始める。すると、伝えられた人は「苦しんでいるのは自分だけではない

んだ」という安心感を得て、回復していく。そして、ただ弱いだけの自分と思っ

                                                   
85 四宮鉄男『とても普通の人たち 北海道浦河べてるの家から』201頁 
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ていたのに、「弱さを語る」ことそのものに素晴らしい意義があることを発見す

る。自分も一方的に助けられる存在ではない、ということを見いだした人たちは、

連鎖的に自分の弱さを語り始める。すなわち「伝える使命」に気づき、その使命

を果たしていくのである。前述した、生きるプロセスの最終ステージが「病気の

体験を有用な体験として社会に語り、生きることのメッセージを伝えられる」と

なっているのは、このような意味なのである。 

べてるの豊かな土壌で、病があるままで平安得た当事者たちは、健常者が思い

もよらなかった形でいろいろな可能性を引き出し始め、当事者主体の共同体を展

開していった。その中でも画期的取り組みは、精神障がいを持つ当事者が自分自

身の病気について、自分自身で、また助けてくれる仲間と共に研究していく「当

事者研究」であろう。 

それまで、精神障がいを持つ人たちは、人間並みの思考能力を認められておら

ず、病気の名前も言われるだけだった。しかし、彼らは「統合失調症」「躁うつ

病」などといった自分に何の益ももたらさない医学的な病名だけではなく、自分

自身の「根本的な病」が何であるか、仲間と共に探りながらオリジナリティ溢れ

る病名をつけていく。べてるではこのことを「自分でつけよう自分の病名」とい

うキャッチフレーズで、健常者を含むすべての人に（すべての人は病気持ちなの

で）提案している。大学で社会福祉を学んできて、べてるのスタッフとしても働

いている現在浦河教会牧師である濱田裕三氏は、自分の病名を「いいふりこき依

存逆上型コミュニケーション障害」とつけた。立派な人にならなければ人に認め

られないことが不安で、いい人のふりをして自分をごまかし、依存してきた。し

かし、べてるでその許容範囲を超えたことにより、かつてのごまかしや逃避が通

用しなくなって逆上爆発する自分の「病気」を知ったのである86。 

河崎寛氏（現在浦河教会会員）は、「感情の爆発」によって自分に対しても家

族に対しても多大な被害を与えてきた、と自分を振り返る。彼は住宅ローンを払

い終わったばかりの自宅に放火、その結果精神病院に強制入院させられた経緯を

持つ。彼は自分を見つめ、反省しすぎてしまうため、爆発を抑圧し、そのためか

えって爆発してしまう。自責の念と後悔と恐怖感で自分を閉ざし、転落の一途で

あったという。べてるでは、従来のカウンセリングの場で行なわれてきた「自分

の内面を見つめなおす」「反省する」というプライベートな作業ではなく、「研

究」という形で、爆発してしまう「辛さ」を自分の外に出し、客観的な研究対象

                                                   
86 濱田裕三「べてるに来れば病気が出る」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいいと

思えるための 25章』170～173頁 
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として見つめた。このことにより、彼は生きづらさを抱えて爆発する多くの仲間

たちを代表して、仲間と連帯しながら、興味を持って前向きに自分のテーマに迫

っていけた。そして、見いだした「爆発のメカニズム」は普遍化・社会化され、

自分自身の研究でありながら、自分を超えて社会に益をもたらす研究となったの

である。それが当事者研究の始まりであった87。 

これまでは害ばかりで良い意味など見出せなかった病気だが、言葉にあらわし、

研究することによって、仲間に助けられて仲間との関係を深めることができ、か

つ同じ苦労を持つ仲間の益ともなれる。そして、自分自身との付き合い方がわか

り、自分自身との和解をもたらしている。自分との関係、他者との関係という、

関係性という点でもなかなか深みのある取り組みと言える。 

 

＜新しい生き方を内外に＞ 

「自分たちの役割」について、荻野仁氏（現在浦河べてる施設長）は「混沌と

している日本に『新しい生き方の一つのモデル』を提示し、メッセージを与えて

いくこと」、社会福祉法人「浦河べてるの家」理事長である佐々木氏は「ここに

来る人たちに『ありのままで受け入れられる』メッセージを伝えていくこと。今

こんなにたくさんの人がべてるに来るってことは、皆このメッセージを必要とし

ているってことだと思うんだよね。」と答えてくれた。彼らは「降りていく生き

方」「そのままで受け入れられている」というメッセージが、障がい者のみなら

ず健常者にも必要であることに気づき、それらを届けるという自らの使命に生き

ている。ニューべてる施設長の清水里佳氏はこの使命感を持った経緯を興味深い

比喩で表現している。 

「数年前はただのくさい牛糞だったが、ミミズが食べてくれたおかげで、その

排泄物が最高級の黒土にかわった。」そのような農家のご主人の話にひどく感動

した向谷地氏は、彼女に「そういう意味で、清水さんは牛糞のような人だね・・・」

と言ってくれた。彼女は「苦悩にまみれて悪臭を放っていた私を、べてるのミミ

ズは、ほかほかの土に変えてくれたのです。『ダメなままの自分でいい』という

ことさえ受け入れられない自分の悩みを放棄して『諦め』させてくれました。悩

んでも悩みきれない七年間の絶望的な苦悩も意味があった、と気づかせてくれた

のはいっぱいいたミミズたち。今でも被害妄想や幻聴は治っていないのに、こん

                                                   
87 川崎寛「当事者研究は面白い －その 1『爆発の研究』」、向谷地生良「当事者研究は面白い 

－なぜ＜研究＞という形をとるのか」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいいと思え

るための 25章』137～146,158～161頁 
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なに楽になるなんて思いませんでした。人に受け入れられたという安心と、自分

を人として信頼するようになったことで、自分のことばかり思い煩うことの多か

った私は、自然と『人を助けたい』という気持ちがわいてきました。『人を助け

たい』と思う気持ちが自分を勇気づけることにも通じる－これは大きな発見でし

た。・・・今後は、べてるの活動を通じて、少しでも自分の体験が生かしていけ

る働きをしたいと願っています。私も仲間にとっての一匹のミミズとして生きて

いきたいと思うのです。」88悩み生きる人を励まし、その人がほかほかの土と変

わるよう働きたい、しかもたくさんいるミミズの一匹になりたい、と願う清水氏

の明確な意志に、自らが変えられた者ならではの「人を助けずにいられない」「伝

えずにいられない」という自発的な愛の豊かさを思わされる。 

浦河には、精神障がい者の自助グループ活動の一環として、精神障がい者自身

が自分の病気をテーマにして話し合う SA(Schizophrenics Anonymous)がある。

彼女が退院を間近に控えた時、退院したら病気のことを語れる機会がなくなるの

では、と不安になったのを機に取り入れたものである。浦河教会では、アルコー

ル依存症の人たちの自助グループ AA(Alcoholic Anonymous:あらゆる依存症・

悩みに適用したものの通称は「12ステップ」)が毎日のように行なわれていたの

で、AAのメンバーも協力して SAの内容を浦河独自に検討し、最終ステップに

「私は伝えます」という項目を皆で付け加えた89。SA の各ステップを以下に記

す。ここにも明確な使命感が現われており、使命が自分自身と仲間の回復を更に

助けている、と気づかされる。 

 

精神障害体験者のための回復への 8 ステップ90 

 

1) 私は、認めます。 

私には、仲間や家族、さらには専門家の力が必要な事を認めます。私ひとりでは回復できません。

－ひとりでは生きていくことができないということを認めます。それによって助けを得る事が出来ます。

もはや、私はひとりではなく、孤独ではありません。 

2) 私は、信じます。 

今や、私は信じるようになりました。自分自身の中に偉大な内なる力（パワー）が備えられていて、こ

                                                   
88 清水里香「諦めが肝心」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいいと思えるための 25

章』110～121頁 
89 四宮鉄男『とても普通の人たち 北海道浦河べてるの家から』317頁  
90 べてるまつり in浦河実行委員会『2004年度べてるまつり in浦河』（浦河べてるの家、2004
年）30頁 
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の力（パワー）を用いて自分自身と仲間を助けようとしていることを・・・ 

3) 私は、受け入れます。 

私は、様々な不快な症状、時には望まない行為によって、自分自身の感情を表現せざるを得なか

ったことを受け入れます。そして、私は、深い自分自身の感情に気付き、仲間と語り合い、分かり合

う事の大切さを可能性を信じるようになりました。 

4) 私は、選びます。 

私は、回復を望み、幸せになろうとしています。私は、そのような自分の選択に対して、十分な責任

を持ちたいと思っています。そして、それが生きがいのある毎日を過ごすために、とても大切な選択

であるということが、心の底からわかっています。 

5) 私は、許します。 

私は、今までしてきた自分の過ちを許し、弱さを受け入れます。同時に、私は、私を今まで様々な

方法で傷つけたり害してきた、あらゆる人々を許します。そして、私自身をそれらのとらわれから解

放します。 

6) 私は、理解します。 

今や、私は誤った考えや自分をくじけさせる考えが、私の失敗、恐れ、不幸を起こしてきたことを認

めます。そして、私は、今までの生き方のパターンを根本的に変える準備が出来ています。これに

よって、私の人生は変わるでしょう。 

7) 私は、決心します。 

私は、私を超えた偉大な力（パワー）に自分の人生を委ねる決心をしました。今までの自分をありの

ままに委ねます。そして、私は私自身が深いところで変えられることを願います。 

8) 私は、伝えます。 

私は、精神障害という有用な体験を通じて学んだ生き方の思い出を、メッセージとして仲間や家族、

そして社会に伝えて行きたいと思っています。 

 

(3) 社会全体の回復  

 

(i) 浦河という地域 

べてるの家がある浦河は、単線の日高本線に乗れば新千歳空港から五～七時間、

一両か二両編成の電車は午前に一本、午後に三本あるのみの、大変不便な過疎地

域である。1978 年に就職試験のために浦河に来た向谷地氏は、駅前の寂しさに

まるで都落ちしたようなわびしさに襲われ、「この地で私は、サラリーマンとし
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て一生を終えるのか」という後悔の念に支配されたという91。 

浦河町のある日高地方は、当時、道内で空港から最も遠い地域として知られ、

失業率、生活保護受給率と共に、精神病の有病率の高さも際立つ地域だった。少

数民族は、世界中のどこの地域でも、薬物・アルコール依存の問題を抱えており、

抑圧された民族は、依存症の世代間伝播を繰り返しながら、民族としての誇りと

主体性を失うという危機に遭遇しているという。浦河には、先住民族のアイヌの

人たちが多く暮らしているのみならず、戦前の強制徴用で来道して十勝で強制労

働に従事させられた朝鮮人が、戦後、日高山脈を越え、麓の村に匿われ家族を形

成してきたという歴史もある92。ソーシャルワーカーとして働き出した向谷地氏

を待っていたのは、そのように差別された方たちの悲惨な現実だった。その壮絶

さを知るため、彼自身の経験談を以下に引用する。 

「・・・訪問先の多くは、アイヌ民族の人たちであった。 

近所に住む親戚の家族でも同じようなアルコールの問題を抱えていた。そして、

その親の元でたくさんの子供が暮らしていた。実は、そのお父さんたちもかつて

は同じような境遇で育ち、その祖父たちも同じような境遇で育つという貧しさと

アルコールによる家庭崩壊の悪循環の中で子供時代を過ごしてきたのである。そ

のような境遇に育つ子供も、学力不振や、情緒の不安定に陥っていた。訪問を重

ねるに連れて、たくさんの子供たちと知り合うようになり、子供たちが休日や学

校帰りに浦河教会の古い会堂に間借りしている私の部屋に遊びに来るようにな

った。 

そこで、雨が降れば足元が濡れる一万円で買ったポンコツ車から、九人乗りの

ワゴン車を十年ローンで買い、毎週土曜日、その車で団地を回り子供達を乗せて

川原に行ったり、遠足に行ったりなどそんなボランティア活動を始めた。その子

供たちが、今度は、だんだんに教会学校にも顔を出すようになった。牧師夫人は、

お母さん役を買って出て手作りのお菓子でもてなした。 

しかしここで新しいことが起こってきた。教会学校の子供たちが、「父さんが

酒を飲んで困る」「暴れている」「今晩家で眠れない」といって、家族で教会に避

難してくるようになったのである。その後は決まって、酔っぱらったお父さんが

タクシーに乗って追いかけてきて「うちのオッカァをだせ」と教会の扉をどんど

んどんと叩くということが、繰り広げられるようになった。 

                                                   
91 向谷地生良「弱さをきずなに」『べてるの家の本 －和解の時代－』170頁 
92 向谷地生良｢弱く、遠く、小さき群れより｣『いのちのことば』（2004年）2月号 
http://www.wlpm.or.jp/cgi-bin/db/kiji_t.cgi?keys34=0000779 
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様々なこころの傷や苦労を背負い、差別的な体験を背負いながら大人になりア

ルコールに溺れていく。その繰り返しを何十年も、何世代にもわたって生きてき

た人々の現実に出会う中で、ソーシャルワーカーとしての私は、何とかして世代

間伝播を断ち切ろうと、子供たちに「酒害」教育を施し、学力の向上のために土

曜学校を開いた。そして、ソーシャルワーカーとして「いつでも、どこでも、い

つまでも」というキャッチフレーズを掲げながら、私は、毎日毎日、ＳＯＳを発

する家族の下に駆けつけるという毎日を過ごしていた。 

そんなある日、緊急の電話が入った。いつも訪問している家庭のＡさんからで

あった。夫がアルコール依存症で、弟さんもアルコール依存症で入院中であった。

「入院中の弟が家に来て暴れているので来て欲しい」と言うことだった。 

 「小学生の娘が、近所の子にアイヌの乗ったブランコなんか乗りたくないと言

われたらしいの。そのことを、入院中の弟に話したら弟が逆上して病院を抜け出

して、いじめた子のお母さんを呼びつけて怒鳴り挙げている」という。駆けつけ

ると、弟は大声で一人の主婦を怒鳴りつけていた。 

 「俺は、子供のときに担任の先生に『石をぶつけられたら、痛い痛いと言って

鳴く犬はなんだ』っていうクイズを出されて、その答えが『アイヌだ』といって

笑われたときから学校に行くのを止めた男だ。それから、焼酎をかっ喰らってシ

ャモ－和人－に仕返ししてやろうと、今まで来た。俺は、アル中だ。何にも恐く

ない！」そう言われるとその主婦は、畳に額を擦り付けるように土下座して「申

し訳ありません」と泣いて謝った。その時だった。義兄であるＡさんの夫が酔っ

て帰宅したのである。緊迫した家の様子に当惑しながらも、ベランダから家に入

った。そのとたん弟が義兄に向かって、「父親のお前がこんなザマだから子供が

いじめられるんだぞ！この野郎！」と言って顔面を殴りつけた。義兄の唇が切れ

て鼻血が噴出した。私は、床に倒れた義兄を蹴り続ける弟を羽交い絞めにして「逃

げて！」と叫んでいた。 

 鉄拳は、私にも向けられた。弟は、ヨロヨロと外に逃げ出した義兄を、薪小屋

から持ち出したマサカリを手にしながら追った。私は、一一〇番をした。 

 逃げた義兄を助けたのは、ちょうど学校から帰宅したばかりの中学生の娘だっ

た。マサカリを振り上げる叔父と父親の間に割って入って、叔父の体にしがみ付

いたのである。 

 鉄拳をくらった私の顔は無残に腫上がった。強烈な無力感が私を襲った。頬の

痛みを通じて百年以上にわたって繰り広げられてきたアイヌの人たちのこの苦

しみの現実の一端を知ったときに、立ちはだかる巨大な壁を前にして、ちっぽけ
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な自分がその中でへたり込んでいるような感じがした。 

 

 そのことがあってから私は子供たちに「なあ、みんな。君たちの父さんも、叔

父さんも、爺ちゃんもみんな酒で倒れたように、もしかしたら酒で苦労するかも

しれないよ。でも、そうなってもうだめだと思わないで、いつでも相談に来るん

だぞ」と語るようになった。 

 それまでは「アルコール依存症になれば最後、この子たちを『アル中』にしな

い」という意識を持っていた。しかし、世代を越えて続くアルコール依存症の問

題は、避けることのできない現実だった。「『アル中』になってもいいよ。それ

でも共に生きていく」ということを私自身が受け入れられたとき、私は、本当の

意味でこの子供たちと心が通じ合えたような気がした。 

 

あれから十数年が経過し、子供たちも大人になりそれぞれの現実を生きている。

いろいろな相談の電話もかかってくる。精神科に受診し、べてるの活動に参加す

る子供もいる。まさしく、生え抜きである。案の定、子供たちの多くは、今も離

婚の危機、サラ金の問題、酒癖や依存症、精神的な危機の中で生きている。いま

も、相談を受けることがある。そんな時、かつてこの子たちが生きた厳しい現実

に思いを馳せながらこう言っている。 

 「いいぞ、いいぞ。みんな良い苦労をしているね。本当によく生きているよ。

すごいね。みんなの父さん、母さんはこの相談ができなかったんだよ。順調だよ」

と」93。 

 

(ii) 地域にもたらされていく和解 

私は浦河だけが特別なのではないと思う。どの社会にもある歪みの縮図がここ

にある。病気の症状や依存症などの形で問題があらわれる人だけが病気ではない。

社会全体の病、『健常者』たちの病が、そこにあらわれるのであろう。 

べてるが提示する生き方の根底を流れているのは、健常者も障がい者も共に回

復する「社会全体の人間性回復」である。もはやこれまでの「障がい者が『健常

者の社会』に復帰して同じ生活をする回復」という「社会復帰」のイメージ、も

しくは「偏見を取り除くための啓発運動」といったものではない。過疎化の悩み

を共有し、「べてるの繁栄は地域の繁栄」という理念を掲げ、商売を通じて地域

                                                   
93 向谷地生良｢弱く、遠く、小さき群れより｣『いのちのことば』4月号（いのちのことば社、

2004年）13～15頁 
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とのコミュニケーション、相互理解の場を生みだしたのである。 

昆布の事業を始めた当時、既に精神科を退院した人たち、「べてるの家」に住

む人たちの評判は最悪で、もしも社会復帰のための作業所をつくろうとしても、

地域住民の反対にあって到底不可能であろう、という現実があった。そのことが

かえって功を奏したと言える。昆布を入れる袋、密封機械の購入、ラベル作成、

秤や昆布切りバサミの手配など、精神障がいの当事者たちが自ら苦労しつつ、直

接地域に出向いて昆布事業を進めていくことになった。しかし、勇気をふるって

船出した浦河という地域は、意外性に富んで、想像以上に心地よい場所であった

ようだ。 

その大きな出会いの一つは、町で燃料会社を営む小山夫妻であった。向谷地悦

子氏と小山祥子氏が懐妊して入院中、ベッドが隣同士であったことをきっかけに、

小山夫妻から協力の申し出があり、小山氏を通してべてるのメンバーは MUG

（パソコンソフトウェアの地域ユーザーズグループ）の交わりに加えられていく。

MUGのメンバーは商店主、会社経営者、銀行員、農協などの団体職員が主であ

った。正直なところ、自分たちの会に精神障がい者が参加してくることは歓迎す

べき出来事ではなく緊張と不安があった、しかし向谷地氏のユーモアと天性の無

防備さが皆の緊張を解きほぐした、と小山氏は振り返る94。彼らは仕事を営む同

業者としてべてるのメンバーたちを受け入れ、彼ら自身の相次ぐ人間関係のトラ

ブルの苦しみとべてるのメンバーの苦しみを同一線上のものとして受け止めて、

大いに評価するようになった95。 

「人と出会うことそのものが『回復』の始まりであり、出会った者同士が互い

に『回復』するという意味で『和解』という言葉にも置き換えることができるよ

うに思います。『回復』とは決して精神障害者といわれている人たちが一方的に

になう課題ではなく、出会った私たちにも同時に課せられているテーマなのです。

その意味において精神障害者といわれている人たちの弱さとは、出会った私たち

自身の弱さであり、『回復』とはそれを認め合い、共有することから始まるので

す。」96べてるは、商売や MUG との出会いを通して、地域に徐々に「和解」を

もたらしていったのである。 

                                                   
94 小山直「『浦河で生きる』ということ」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいいと

思えるための 25章』3～5頁 
95 向谷地生良「偏見・差別大歓迎」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいいと思える

ための 25章』50～52頁 
96 向谷地生良「『べてる』を支えるもの －その理念と実際－」『べてるの家の本 －和解の

時代－』27～28頁 
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(iii) 偏見・差別大歓迎 

やがて「福祉などあまり考えたことがないから、勉強する場がほしい」という

声があがり、それを機に地域住民とべてるのメンバー及び関係者が共に語り合う

「精神障害について学ぶ会」（後の「こころの集い」）が 1991年 5月から始まっ

た。そのタイトルは「偏見・差別大歓迎！けっして糾弾いたしません」というも

のだった。べてるのメンバーは病名と共に自らの体験を紹介、数十人も来た町の

人たちからも遠慮なく「実はここに来るまでは、べてるの人たちが正直いってこ

わかった」との声が出て、笑いの絶えない楽しい集会を持つことができた。それ

以来、べてるでは「偏見をなくそう」ではなく、次のように町の人たちに言いつ

づけてきたという。「偏見？ああ、あたりまえです。差別？みんなそうなんです

よ。誤解？誤解もよくあることです。病気をした私たちでさえ、この病気になっ

たらもうおしまいだなどという誤解をして、慣れるまでけっこう時間がかかりま

した。ですから、みなさん大丈夫です。あまり無理して誤解や偏見をもたないよ

うに努力したり、自分を責めたりもしないほうがいいんです。体をこわしますか

ら」97 

本当にその通りで、偏見も誤解も、誰か他の人だけのものではなく、自分を含

め、誰の中にも存在するのである。このように相手の偏見を責めず、むしろ表に

出せるように促して共感する姿勢に、まさしく彼らが「対立」ではなく「和解」

をもたらしている素晴らしさを思わずにいられない。「どんな不快な言葉でも、

そこには何かが起こっているのです。負の評価が滞ることなく自分たちの耳に入

ってくる風通しのよさを喜び、じっくりとさわやかな心地よい風を送ることにし

ましょう。たとえべてるが怖いという人にも、役に立ち、喜ばれる価値あるもの

を創造しようではありませんか」98との向谷地氏の言葉に、赦された罪人がどん

な人にも裁きではなく愛を表わす徹底した一元化とはどのようなものであるか

を、改めて確認させられている。 

 

(iv) より広い社会へ 

そのような中で更なる出会いがあり、「べてるの家の本」を出版する流れとな

                                                   
97 向谷地生良「偏見・差別大歓迎」『べてるの家の「非」援助論 －そのままでいいと思える

ための 25章』52～53頁 
98 向谷地生良「『べてる』を支えるもの －その理念と実際－」『べてるの家の本 －和解の

時代－』29頁 
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った。そして本の出版を通して、べてるの働きは次第に注目されるようになり、

更なる数々の出版物を通しても日本全国へインパクトを与えていった。 

2002年 8 月の世界精神医学会（横浜にて開催）は、百二十カ国から三千人を

超える学者や臨床家が集まった最大級の学会であったが、その場でべてるの家は

発表の機会を得て、精神障がいの当事者たちが自ら発表を行なった。発表者が精

神科医ではなく当事者であるなど、少し前までは考えられなかったことである。

その後、英国の精神科医から「イギリスに来ませんか」と声がかかったほど、多

くの人に好意的に見られた実感があったという99。また、2003年 12月の国連世

界情報社会サミット（ジュネーブにて開催）でも精神障がいを持つメンバーが英

語で発表、拍手を浴びた。最近では「べてるを世界へ」という言葉がよく話され

るようになっている。べてるの家は、今や浦河に留まらず、全国各地へ、そして

世界にまで新しい生き方のメッセージを携え、社会全体の回復へ向けて貢献を進

めているのである。 

 

4． 教会としての使命 

 

(1)  キリストの御心を行なう群れ  

 

べてるの生き方や取り組みは、どれをとっても聖書の御言葉が自然に思い浮か

ぶほどに聖書的である。べてるは当初、キリスト者と教会に集う方々、牧師夫妻

から始まったので、至極当然のことである。ただし、誤解を防ぎたいのは「べて

るは伝道団体ではない」ということである。また、べてるは教会の付属団体でも

ない。教会はべてると共に歩み、必要な時に近づいたり、距離をとったりしてい

る。それゆえ、メンバーの個人的な交わりにおいてはともかく、べてるとして「キ

リスト教の神」を語ることはない。いやむしろ、べてるで神についてあえて語ら

ないことにより、神の国の概念が教会内だけでなく共同体べてるへ浸透し、地域

へ、またより広く社会へと広がっているとも言える。また、べてるの活動に、無

宗教や他宗教の方も、誰も排除されることない雰囲気が維持されている。現在メ

ンバーの活動を支える十数人のスタッフのほとんどはキリスト者ではない。しか

し、主なる神は、ご自身を信じる者もそうでない者もすべてを用いており、べて

るの活動の中にご自身の栄光を豊かに現している、と感じることが多い。 

                                                   
99 横山和夫『降りていく生き方－「べてるの家」が歩む、もう一つの道』213～214頁 
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べてるでいろんな方と話す中で、キリスト教がその教理を守るために排他的に

なりやすい、と感じている方が何人かいた。日常生活においても同じ指摘を受け

ることが多い。かつてある兄弟が浦河教会に行き始めた時に周りの人たちに「教

会と言うのは、お前みたいなものが行くようなところじゃない。ちゃんとネクタ

イを締めて、学もある人が行くところだ。ついていけるわけがない。」と言われ

たそうである100。べてるの働きの当初に大きく関わった宮島牧師は、教会に病を

持つ人々が集まり騒々しくなってきたことについて「それが教会の本来の姿」で

楽しかったと語っているが、その話を聞いていた斉藤氏はこのように捉えていた。

「もちろん宮島牧師夫妻はキリスト者であり神に従う人びとだが、浦河で二人が

したことは、私の貧しい知識のなかに位置づけられている従来の教会やキリスト

教のしくみからあらわれ出たものとは思えなかった。門外漢の誤解にみちた言い

方かもしれないが、宮島牧師と美智子さんは「教会」よりも「キリスト教」より

も、なによりもまず目の前の弱きものたちに目を注ぎ、ともに悩み、迷い、苦労

しながらそこにたたずんでいたと思えるのである。そしてそれこそがキリストの

教えだと信じたのではなかったか。はじめから彼らを導こうとし、またそれまで

の教会を守ろうとしたならば、おそらくそこに来る彼らから精神病者やアルコー

ル依存症の人びとはこれほどのやすらぎのメッセージを受け取ることはなかっ

たろう。礼拝後のささやかなお茶を楽しむこともなく、教会にとどまることもな

く、そもそも宮島さんたちとの「ぶつかりあいと出会い」もなかったろう。」101 

眼の前のあまりに悲惨な現状にただたたずみ、主の前にひれ伏して祈るしかな

いような状況を与えられたなら、「なによりもまず目の前の弱きものたちに目を

注ぎ、ともに悩み、迷い、苦労しながらそこにたたず」むのは真っ当な「キリス

トの教え」であり、そのような主の教えに生きるのが「教会」であり、「キリス

ト教」のはずである。しかしながら、キリストを知らない方々にこのように捉え

られる原因は、現在の教会とキリスト者の側にあるように思う。 

教会は皆、キリストの赦しと救いを宣べ伝える、という大きな使命を頂いてい

る。浦河教会においても、もちろんそれは同じである。自分自身との和解と他者

との和解は、べてるで既に提示されているが、これらの和解の根拠であり源であ

る最も大切な「神との和解」、罪深く神から離れている私たちを先に「ありのま

まで愛して下さっている神の愛」、その究極のしるしである「十字架の救い」に

ついて語ることは、教会が成す分、教会しかできない分である。また、教会は、

                                                   
100 向谷地生良「弱さをきずなに」『べてるの家の本 －和解の時代－』187頁 
101 斉藤道雄『悩む力 －べてるの家の人びと』41,45頁 
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神との関係、聖書の御言葉全体を語り、解き明かせる場所、べてるの様々なキャ

ッチフレーズを紐解く根拠までも御言葉から明確に提示することのできる場所

である。しかしながら、教会の使命はそれだけではない。キリスト者は何よりも

まず、主の御心を生活の隅々までも行なうよう、召されている。そして、究極的

には「救うのは神の仕事」、救いは神の領域である。主は私たちに目に見えるわ

かりやすい働きや伝道の結果よりもプロセス、神と人との日々の関係性を重んじ

ておられるはずである。浦河教会は、その広い意味においても「キリストの御心

を行なう群れ」として、一人一人全員がこの場に使命を与えられており、使命に

生きている。そして、彼らは特に、浦河ならではの背景を覚え、その最も適切な

形として、共に「悩む教会」というビジョンを掲げているのである。 

 

 (2) 当事者こその使命 

 

(i)「場の力」をつくる一人 

彼らにとって、解決を一方的に提示するのではなく、共に悩み、ばらばらの個

性であっても共に存在し、温かく励ましの力を受ける場をつくること、すなわち

「場の力」の一構成員となることは、べてるの日常においてもなされていること

である。これは、キリスト者以外をも含むすべての人の役割であり、この教会に

あって誰一人欠けることなくキリストに必要とされ、用いられている、というわ

かりやすい形であると思う。 

べてるで独特の個性をもって活躍しているある女性は、創価学会の熱心な信者

であるが、うれしいことに時々教会の礼拝にも来てくれる。濱田牧師も教会の皆

も「教会はクリスチャンでなくても誰でも来ることができますから、ぜひいらし

て下さい」と、温かく迎えてくれるのだそうだ。彼女は「宗教を持つ者として、

キリスト教にも大いに興味がある」と話していた。ともすると、特に他宗教の信

者に対して排他的になりがちなキリスト教会だが、教会は誰にでも開かれており、

誰でも主に招かれている、という当たり前のことが当たり前になされている浦河

教会の素晴らしさを改めて思わされた。彼女がその場にいることによってもまた、

場が豊かなものとされ得るであろう。 

「場の力に貢献する一人」という、広い使命の捉え方が、どの教会においても

認識されるなら、教会はもっと豊かに大きな可能性を引き出していけるのではな

いだろうか。 
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(ii) 御言葉に基づいて病を受け止める 

病気をただ単に治らないものとして「諦め」「受け止める」ということのみな

らず、教会では各々が御言葉に基づいて、病気を神の視点から受け止めているの

を見ることができる。 

裕福な家庭に育ったあるメンバー（現在浦河教会客員）は、十代後半から二十

代はただただ病気との格闘で終わったと語る。現在は様々な症状が治まってきた

状態で、べてるで働き、共同住居で助け合いつつ生活している。「私には青春時

代がなかった」と嘆く彼女は、発病時には既にキリスト者であったが、「なぜ私

だけがこんな目に遭わなければならないのか」と大変苦しんだ。しかし、その苦

しみを経て、今では「もし私が病気にもならずにいたら、とても傲慢だったので

はないか」「私には高ぶることのないように『パウロのとげ』として、病気が与

えられたんだ」と自らの病気を位置づけるようになり、「弱さのうちに主が働く

ように」と願うよう変えられたという。「パウロのとげ会」というキリスト者同

士の交流を持ち、与えられたとげの中に使命を信じて励ましあっている彼女の、

真実味ある証しと実践を想わされている。 

島貫慎之氏（現在札幌北光教会会員）は札幌在住であるが、しばしばべてるを

訪問している青年である。彼も統合失調症という自らの病に日々悩みつつ、しか

しそこにも使命があることを明確に受け取っている一人である。彼は、神との関

係における自らの病の位置付けを次のように話してくれた。「神様は僕には精神

の病を与えても耐えられる、と選んでくれたって信じているんだ。神様がそう言

ってくれてる、と思うとほっとするし、うれしいんだよね。親が子供に『僕は生

まれる前からお父さんとお母さんのところに来ようと、選んで来たんだよ』と言

われたらうれしいように、僕は、天のお父さんである神様のもとに、精神病とい
．．．．．

う恵み
．．．

をむしろ積極的に選んで頂いてきたような感じがするんだ。実際は自分で

選んだわけじゃないけど、そう思える自分だからこそ、神様から選ばれてこの病

気が与えられたんだろうね。」（傍点筆者）このたとえは、実際は親が神様、子供

が島貫氏で、生まれた場所である親の元が「精神病を持つ」ことである。彼が精

神病を持つという神様に与えられた場所を喜んでいる姿を、神様も見て喜んでい

る、という大変深みのある証なのである。 

私たちは当然のように、病気よりは健康、貧しいよりは必要なお金が充分ある

こと、孤独よりは家族や友達がいることを望む。しかしながら、それらの「当然

あるべき」と思っているものが与えられなかった時、このように御言葉に基づい

てその状況を受け止め、神の愛を確信して、苦しみを伴うそのところに留まる決
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心をしているだろうか。祈りにおいて神からの希望ではなく自分の願望を押し付

けて、神を、自分が満足するすべてのものを与えるべき「奴隷」としてしまって

はいないだろうか。彼らが敢えてこの状態に置かれることによって、周りの同じ

痛みを持つ方がどんなにか慰めを受け、励まされ、神の栄光を見ていることだろ

うか。「わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱

さのうちに完全に現れるからである。」（コリント II 12:9）という御言葉をその

まま受け入れ、求めたものが与えられない状態のままで「私の神は、キリスト･

イエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなたがたの必要をすべて満たしてく

ださいます。」（ピリピ 4:19）と告白しているだろうか。そして自らが与えられ

た場を喜んで感謝し、天のお父さまと共に喜んでいるだろうか。私たちはご利益

宗教ではなく、豊かな人格をもった神、キリストを信じる者として、信仰の真実

さを彼らから学び、今一度確認して必要な方向転換をしていく必要があるだろう。 

 

(iii) キリスト者としてのアイデンティティに立つ 

浦河滞在中、生活の何気ない場面の中にも「私はクリスチャンだから」「あ、

この人、これでもクリスチャンですから」といった言葉を何度も耳にする機会が

あり、そのお一人一人が「自分たちはクリスチャン、キリストにある者」という

明確なアイデンティティに立って生きていることに感動させられた。 

最近信仰に悩んで、教会にも来ていないある方は、私に「どうして神は僕をこ

んなに苦しめるのか。神と一度討論してみたい」と、義人ヨブと同じ言葉を語っ

ていたのだが、その数日前は他の訪問者たちに「彼はあらゆることを神さまに位

置づけるんだよ！」と言われるほど、すべてを神の主権に結びつけて語っていた

と聞く。またその後も、皆の前で「僕はクリスチャンになって、人生が変わりま

した」と宣言していた。彼もまた、苦しみもがいている今さえもキリスト者とし

てのアイデンティティに立っており、常に神を自分の前に置いて歩む者として、

主の栄光を放っていることに圧倒された。ヨブも通らされた彼の苦しみ、神への

怒りもまた、べてるのスタイルで言えば、神との人格的な深い関係を築き上げて

いく上で大切かつ「順調」なプロセスなのだ、そしてこの彼に模範解答を押し付

けずに伴いつづけているべてるの人たちこそ彼の真の友なのだ、と改めて気づか

されている。 

 

(iv) 執り成す祈り手 

祈祷会にてしばしば感動に襲われたのは、彼らがよく執り成し祈っていること
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であった。幅広く、その時々に起こった出来事、受け取った手紙や報告に合わせ

て、その関連する人たちはもちろん、既にべてるを出て生活している人も含め、

同じような苦しみを覚える人たちのことも課題に挙げる。彼らがいつもその一人

一人のことを心にとめている証拠である。また、滞在中は向谷地氏一家と祈祷会

で会えることはなかったが、彼らは多忙な向谷地氏のことを覚え、一家のために、

としばしば課題に挙げては祈っていた。自然と執り成す祈りの課題が次々に出て

くるその雰囲気だけでもとても温かくて麗しく、またいつもにぎやかなメンバー

の誠実な主への姿勢が表れる短い言葉の祈りも、まさしく主が心から喜び、聞き

遂げてくださるだろうことを思わせた。 

私が二度目に訪問した時は、加害者も被害者もべてるに出入りをしていた大き

な事件が起こった後であった。彼らは、加害者のためにも祈り、また最も心を痛

めているであろう両者の主治医のためにも、毎週続けて祈っていた。 

水野氏は、受洗まもない頃、本当にすべてがうれしくてたまらなく感謝に満ち

溢れており、なんとべてるのあらゆる集まり、ミーティングごとに「この場が祝

福されますように」と祈っていたとのことである。 

祈って執り成すことは、天のお父様に期待をして、他人の益のために願い求め

ることであり、私たちのどんな奉仕の行いにも増して大切、かつ主に喜ばれる大

いなる働きである。彼らは祈りによって、浦河教会にもべてるにも主が隅々まで

働かれるよう、日々働いている。神の国はまさしく、世間一般の常識との逆転現

象が起こるのである。 

 

(v) 証し伝道 

躁うつ病で入院していたあるメンバーは、入院時に水野氏から手紙を受け取り、

教会に誘われて集うようになったとのことである。他にも当事者同士の交わりの

中で教会に誘われてくる方が何人もいる。 

当事者がよく隣人に証しをし、教会へ誘っているのは素晴らしいことである。

これを、べてるのスタッフとして働く向谷地氏ご夫妻や濱田氏が誘うと、べてる

の働きが教会勧誘の手段であるかのように受け取られ、働きの本質が歪みうる。

実際、彼らは意識的にそのような形を避けている感がある。べてるの交わりにお

ける証しと伝道は、むしろ当事者の分として委ねられており、そのことが良く用

いられていると感じた。 

川村氏は、かつての早坂氏について、「病院では彼は単なる治療対象であり、

病院は彼のだめなところを見つけてそれを治そうとする。劣等感の塊である彼に
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マッチはするが、そこからは何も生まれなかった。しかし、彼が退院してべてる

の家に住み、教会に行き、教会というものに向き合った。彼は劣等感を超えた『迎

えられる存在』とされた。退院の翌年、彼が（教団の）全道集会で『障がい者と

共に歩む教会』の提題をした際、いつもおどおどして人を恐れていた彼が堂々と

自らの体験を証しし、発表している姿を見て奇跡だと思った」という102。川村氏

はこの衝撃から「患者という枠組みで彼らの病院の中の姿だけを見ていてはいけ

ない」と思わされ、町にどんどん出てくるようになり、教会にも来るようになっ

たと聞く。教会という場で、堂々と証しをしていた早坂氏の姿は、彼には「奇跡」

であり、この上ないインパクトであったことを思わされる。この時の早坂氏は、

川村氏をその集会に誘っただけで、直接証しをしたのではないが、主にあって生

きる早坂氏の姿そのものが素晴らしい証しとなり、川村氏の考え方の変革と教会

への一歩として大きく用いられているのである。 

また、前に挙げた島貫氏のべてる滞在時と時期を同じくして、躁うつ病を患い、

悩み苦しんでいる男性が訪問滞在し、「君はクリスチャンなのに、こんな病気に

なって神を恨まないのか。」と彼に聞いたことがあった。しかし、島貫氏は彼を

まっすぐ見据え、「僕が病気になったのは、神様が何らかの計画を持ってのこと

だと、ちゃんと意味のあることだと信じている。」と迷うことなくはっきり宣言

した。そのインパクトある証しに、彼は愕然とした様子で、いろいろ島貫氏の話

を聞いていたが、次の日曜日から礼拝に出席、祈祷会にも来るようになった。彼

は、礼拝の後、濱田氏に「降りていく生き方とはどういうことか」と質問して延々

と語りあい、他の方の証しなども聞くうちに、「価値観が根底から覆された」と

いう。一ヶ月ほどの滞在を終えた頃には「べてるには教会がなければならない」

と言って帰っていった。その後の交わりで頂いた彼自身の言葉を以下に引用する。 

「世間的な価値観から解放され、豊かな人生を過ごすには、世俗化され観光化

されお金にまみれたお寺や神社や教会では無く、やはり【純粋なる教会】がその

場ではないかと思えます。ミーティングや SST や SA で取り敢えずは楽しく暮

らせるだろうが、『自分が生きているの意味は？』とか、『この病気になった意味

は？』、『これからどう生きて行くのか？』と、ひとたび考え始めたら、世間的価

値観にまみれた心境レベルでは何ら見い出せはしないだろう。究極自分を超えた

力によって『生かされている』ことを感じ、それを共有する仲間と共に『生かさ

れていることへの感謝』が力強く豊かな時間をもたらしてくれると感じています。

                                                   
102 川村敏明『べてるの家に学ぶ』（博進堂文庫、1996年）13～14頁 
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そんな人々が集い、姑息な心を捨て切れずに生きている自分たちで在っても、赦

し、愛し、包み込み、『愛されている』『生かされている』ことを未熟ながらも語

り合い、和気あいあいとした場の力を創り出してくれる、その場が純粋なる教会

であり、べてるの家の主要なメンバーが教会へ通う理由だろうと思います。 

べてるの家の中心に教会がなければ、信仰がなければ成り立っては行かないと

思います。自分を人間を超えた力によって『生かされて在る』という『信念や信

仰』が無ければ弱さは絆には成らないと思います。純粋なる教会が
．．．．．．．

、
．
弱き人間が
．．．．．

病気の有る無しの区別なしに幸福になる絶対必要条件です
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。そういう意味では濱

田牧師はとても大切な人だと思います。べてるの家も教会から始まっているとい

う事実はすべてを物語っていると思われます。」（傍点筆者） 

彼はかつては病を憂いで自殺しようとしたほど、苦しみに打ちひしがれていた。

しかし、今では「病気で何もなくなったことで、世間的価値観からも解放されて、

弱くて脆くて淋しがり屋の本当の自分になれた！」と心から言えるほどの劇的変

化を遂げている。彼はまだキリスト者ではないが、この変化に大きく貢献したの

は、べてる以上に、最初の強烈な証し以来交流を持ち続けている島貫氏や、多く

の真実なる証し人たちの「純粋なる教会」である、と確信しているのもまた素晴

らしいことである。 

  

(3) 諸教会を生かすメッセージ 

 

このように、浦河教会の取り組みはあらゆる人にキリストを指し示し、既にキ

リストにあって生きる者たちにも純粋なる教会、「教会とは何か」という本質を

改めて考え直す機会を与えてくれる。私たちは果たして世間的な価値観から解放

されて、キリストから頂いたいのちを豊かに保っているだろうか。世俗化され、

お金やこの世の力により頼み、福音に混ぜ物をして、純粋さを失っていないか。

教会のどの人間関係を切っても、赦し合い、愛し合い、包み込むキリストの愛の

現われとなっているだろうか。そのことこそを、と望んでいるだろうか。教会は

「愛されていること」「赦されていること」「生かされていること」を未熟ながら

も語り合える、誰一人排除されることのない温かい「場の力」を創り出している

だろうか。 

隣人と関わることができるのは人生のごく一部である。その人の中にいつまで

も残るのは、そのキリスト者・教会が「何をしたか」以上に「どんな信仰に生き

ていたか」であり、問題だらけの中でも「どんな希望に満たされていたか」、そ
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して何よりも「『愛されている』と自分を含めたすべての人が、誰一人残らず感

じることができる場だったか」である。多くのことに気を取られ、どうしても必

要なわずかなことを忘れ、それを持っている者からも奪ってしまうような、病ん

だ教会が真に生かされるよう願いつつ、浦河教会は意識的に諸教会へ出向き、教

区集会などにも活発に参加して提題をし、メッセージを発している。 

次章において、べてる及び浦河教会の取り組みを、更に福音に基づいて分析し、

一般化していきたい。 
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第第第第三三三三章章章章::::    福音に基づく福音に基づく福音に基づく福音に基づく分析と一般化分析と一般化分析と一般化分析と一般化    

    

1． 降りていく生き方 －福音に生きる 

 

(1) キリスト者の病と真の回復 

 

べてるの方々は、精神の病という弱さを目に見えるわかりやすい形で持ってい

るが、私たち人間は自覚の有無によらず、誰もがそれより遥かに大きな問題であ

る「罪」という最も汚く、醜く、悲惨な霊的「病」を持っている。キリスト者と

は、自分の正しさによってこの罪の病を克服して救いを勝ち取ることができない、

という決定的な「弱さ」を神の御前に認め、ただキリストの十字架の犠牲という

恵みに「完全に依存」することを決心した者たちである。献身者は更に、自分自

身を神の御前に明け渡し、罪を犯さなくなってからでも強くなってからでもなく、

罪と弱さを持ったそのままですべてを献げる決心をした者たちである。この真の

解放の素晴らしさと平安を、誰もが今もいつも味わい続けられているだろうか。

霊的成熟を重要視しているつもりが、無意識的にいつしか御霊によっていただい

た信仰を律法によって完成させる誘惑に飲み込まれ、信仰者なる自分自身と隣人

に「今のままではいけない」というメッセージを放ち、「ありのままで愛してく

れている神の愛」を信仰者には有名無実なものとしてしまってはいないだろうか。

霊的成熟が不要なのではない。むしろ、それはキリスト者の生活をキリストにあ

る者にふさわしく意味ある豊かなものにするためにとても大切なことである。た

だ、その霊的成熟への具体的な向かい方が根本的に間違っているのかもしれない。

霊的成熟への聖化への道こそが、降りていく方向性の生き方である、と聖書は言

っていないだろうか。 

私たちはなかなか「たとえアル中になったとしても、それでも神さまはあなた

のことを愛しているよ。そして私も、それでも共にいるからあきらめないでね。」

とは言えないのでないだろうか。もちろん、聖書の生き方にふさわしくなければ、

その方にとってもより苦しみを増し加えるアル中など、決してなっては欲しくは

ないし、守られるように祈り支えたい。しかし、回復、聖化を願うあまり、そう

ならざるを得ないほどの絶望の淵に生きる方たちに「そのままのあなたを先に神

様は愛してくれているよ」ということが伝わらないなら、それは福音ではない。

私たちが伝えるべきメッセージの優先性と順番は適切だろうか。福音に生きると

は一体どういうことなのか。 
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ポール・トゥルニエ氏は、人間には心の中の苦悩に対して取る「強い反応」と

「弱い反応」という二つの逆の反応の型があると述べる。「強い反応は、自分の

弱さを隠すために確信と攻撃という外見を装い、他人に怖れを感じさせることに

よって自分の怖れを隠し、自分の悪行を隠すために善行を誇示することである。

弱い反応は、狼狽したり、またその結果、隠したいと思っている弱さを暴露する

ことである。…強い人は自分自身を騙し、自分の弱さを隠し、自分でもそれを認

めまいという努力で一杯である。彼らは自分の弱さを取り除こうとはしないでそ

れを抑圧する。…強い人は不健康ではないが、その恐ろしい反応で社会を病気に

する。」103現代社会においては「強くあれ」というメッセージが世に蔓延してい

る。本当は誰も強くなどないのに、多くの健常者たちは虚勢を張り、強い反応に

よって自分自身を「健常者」として保つが、社会や隣人を病気にしていく。これ

は私たちの「罪」ゆえの病である。 

しかし、福音に生きる者はこのような強い反応を必要としないはずである。他

方で弱い反応も必要ない。強い反応も弱い反応も、自らの弱さを隠したいゆえに

起こるものだが、キリスト者は既に私たちの弱さも罪も神に対して隠すのを断念

し、救いを与えて下さったキリストにあって生きているので、この霊的事実を現

実として生きるなら、もはや人に対しても弱さを隠さなくてもよいのである。神

の恵みの体験は、強い反応をする者の傲慢さと誇りを打ち砕き、弱い反応をする

者を神の力によって勇気づけて、個々人と社会とに真の回復をもたらす。「神か

らの力－神の恵み－は人を回復させることが少なくない。その力は私たちの弱さ

から私たちを救い出すこともよくある。しかし、その力は私たちの弱さをそのま

まにさせておき、全く違った力－弱さを受容する力－を私たちに与えることもよ

くあるのだ。」104福音は私たちのこれらの病んだ姿を明らかにし、全く新しい第

三の反応、すなわち「大胆に自らの弱さを認めて公開し、その内にこそ神の力が

現れることを信じて、主の愛によって互いをありのままで受け入れ支えあう」と

いう生き方へと、私たちを導くのである。 

川村医師は「べてるは混浴露天風呂のようなもの」とたとえて表現していた。

最初は誰もが見て驚くが、皆があまりにも気持ちよさそうなので、次第に「自分

も裸になってもいいかな」という気になるのだそうだ。それはある意味、堕落以

前の裸で恥ずかしくない姿と同じようだ。弱いままで受け入れられた私たちは、

本来創造された人間の姿、「裸で恥ずかしくない私たち」という関係を回復して

                                                   
103 ポール・トゥルニエ『強い人と弱い人』（野辺地正之訳、ヨルダン社、1968年）18頁 
104 前掲書 274頁 
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いく。未だ継続中の罪さえもありのまま話せる人たちがたくさんいる、そのよう

な場の雰囲気の中で、強さを繕う鎧で身を固めている人たちも、「脱がなければ

ならない」と強迫観念にかられてでもなく、無理に周りから強制されて脱がされ

るのでもなく、少しずつ「脱いでも大丈夫かな」「脱いでみようかな」と思える

ようになってくる。相手の真の求めを考えて促すことはあっても、決して強制し

ないところが、自立した人間を尊重する、という意味で大切である。私たちは各々

信仰や献身の決断に至るまで、長く神に背いたり、逃げたり、自我に苦しんだプ

ロセスがあったかもしれない。しかし、その過程を経てこその現在であって、神

ご自身はどの段階にあった自分も愛し受け入れ、忍耐強く待ち続けて下さったこ

とを知っている。私たち自身が既に体験している、人間に自由意志を与えた神の

忍耐深い愛は、口先の言葉以上にこのような形で体現され、味わわれていくもの

ではないだろうか。そして、二重基準が設けられていないべてるのこのような場

でこそ、既に救われた者も、献身者も、信仰に至っていない者も皆、日々真の癒

しと解放の喜びに共にあずかり、共に回復していけるのだろう。 

 

(2) 降りていく生き方とは 

 

具体的に、キリスト者の降りていく生き方とはどのようなものであろうか。そ

れは、目に見える成功や実績、経済的な祝福、安定、大きなビジョンなどではな

く、弱さ、悩み、苦しみ、挫折や失敗、取るに足らない小さなこと、といったこ

の世の価値観では良さを見出せないものを大切にし、尊ぶ中にある。キリスト教

は、信仰を持ったらすべての悩みや苦しみがなくなるなどと教えるご利益宗教で

はない。むしろ「あなたがたは、キリストのために、キリストを信じる信仰だけ

でなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。」（ピリピ 1:29）と言われ

ている。この御言葉は、「ただ一つ。キリストの福音にふさわしく生活しなさい。」

（ピリピ 1:27）という命令の後にある。続けて、キリストが私たちを愛してお

られるがゆえに、神としての当然の権利を捨てて人として降りて行き（受肉）、

十字架の恥辱さえ受けられたこと（受難）、それゆえ神はキリストを高く上げら

れたのであり（復活・昇天）、そのことによって天と地にあるものすべてが「イ

エスは主である」と告白して、父なる神に栄光を帰する、という神の国の真理が

記されている。そして、私たちはこの限りなく低みへと降りて行かれたキリスト

の生き方に「ついて来なさい」と招かれているのである（ピリピ 2:5～11）。 

主の栄光だけが輝かされるためには、私たち自身が素晴らしいのではないと皆
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にわかるよう、私たちはむしろ弱くされるべきであり、そのことを心から望んで

こそキリストのしもべと言える。そもそも証しとは、私たちの「弱さ」のうちに

働いて下さった神の恵み、素晴らしさを証言するものである。ところが、罪にま

みれた人間の本能は、信仰の歩みにさえも「強さ」を求める。聖さを求めている

と見せかけて、実は強い信仰の結果として「『信仰によって』こんなに素晴らし

いことを成し遂げました」と「成果」を誇る「傲慢」、他者より「立派な信仰者」

になろうとライバル意識を持つ「闘争心」、自分の信仰をより正統とみなす「党

派心」、「がんばって聖くならなければならない」と御霊により頼まずに自分の努

力によって見せかけの聖さを作り上げる「現代版律法学者（道徳倫理主義者）」、

主に委ねられた分をわきまえずに奉仕をたくさん行なうことによって信仰者と

しての自らのアイデンティティを保つ「奉仕依存症」。これらの「私」の証しが

「主」の証しにすりかえられることはまれではない。しかし、いずれも自らの弱

さに対する「強い反応」に過ぎず、自分自身と主の教会、ひいては社会さえも病

気にさせる忌むべき病原菌である。 

むしろ、そのような証しからは避けられがちな、苦しみ、挫折、失敗などを通

して、神は私たちを、キリストが自分のために歩まれた行程、神の愛の測り知れ

ない深さ、未だ知らなかった自らの醜さなどに日々出会わせ、恵みをより深く味

わわせて下さる。そして、金銭や健康、成功といったこの世のもので身を飾って

虚勢を張る虚しさから降りることが、いかに解放の恵みと喜びに満ちたものであ

るかをわからせて下さる。降りていこうとすればするほど、私たちは正しく自ら

の弱さ、不完全さ、罪を知ることができ、傲慢から守られ、もっとキリストを愛

するようにと心動かされるのである。そして、そのままの自分、愛され赦されて

いる自分で神の御前に出ていける故に、自分自身も弱き自分と和解し、皆の前に

ありのままの姿で出て行くことができる。そのようにして初めて、私たちは傍若

無人な開き直りの罪人ではなく、救いの喜びと感謝に満たされ、恵みを生きて証

しせずにいられないキリスト者として、キリストの栄光を放てるのである。 

私たちは皆、罪、試練を含む自らに与えられた弱さ、また弱さを持つ方との出

会いなどによって、降りていく生き方へと日々主に招かれているのではないか。

自分自身が弱さを覚えていない時にも、主は弱さを覚える隣人を用意し、その方

に伴って共に降りていくよう招いて下さる。ただ、「昇っていく生き方」に囚わ

れているために、その招きに気づくことが少ないということはないか。これらの

弱さを無視すること、逃げること、抑圧することも時には可能である。それらの

小さな一人を見過ごしたり、場合によっては排除したりしてきたかもしれない。
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この場合、弱さとの出会いによっても自分のこれまでの生活は何の変化もないこ

とになるが、それは「降りない」という「選択」を確かにしており105、自らの罪

の「弱さ」と醜さを神の前に暴露しているのである。 

「あなたはわたしを愛するか」とキリストは常に問いかけておられる。私たち

は「愛します」と答えたいが、愛せてはいない現実を知るものである。むしろ、

キリスト者には、常に「自分は完全だなどとは言えない」という自覚があるはず

である。つまり「自分は完全な者になった」「主よ、あなたを愛しています」な

どと言い切れるという思いに少しでもなるなら、その瞬間にキリストを敵に回す

者となる。キリストを信じ、日常生活の中の様々な経験をもってキリストを知る

ことにより、ますます自分を知り、身を低くせざるを得ない。弱さを持つ方と関

わり続ける時、愛せない自らの醜さも露わになるかもしれない。しかし、それで

も、かえって主によって隠されていた自分自身と出会わされたことを感謝しつつ、

関わり続けるよう招かれている。むしろそのような日々一刻の砕かれたたましい、

砕かれた悔いた心こそが、神を喜ばせる、真の御前にささげるべきいけにえなの

ではないだろうか。 

向谷地氏は、「すべての教会が『浦河教会のようにならなければならない』の

ではない。ただ、車椅子の人が教会に来たらスロープを作るよね。」と語ってい

た。一人のキリスト者、また教会ができることには限りがある。しかし、ただ目

の前に与えられたどんな小さな一人、やっかいとも思われる一人にさえも、キリ

ストに行なうようにお仕えすることは、各々のキリスト者、また教会の具体的な

使命を方向づけていくはずである。私たちは隣人との関係を生きる中で、信仰を

探られつつ、「降りていく」自らの使命をしっかり受け止める者、教会でありた

い。 

 

2． 弱さをきずなに －キリストのからだは豊かな「場」 

 

(1) 弱い自分のままで共に 

 

次に、弱さを共同性という側面から考えていく。福音を生きるということは、

常に社会性を伴う。何か立派な働きをする誰かの「私は信仰によってこのような

素晴らしいことをしました」「私たちの教会は信仰によってこのような成功を遂

                                                   
105 ジョン・ストット『地の塩 世の光 キリスト教社会倫理叙説』（有賀寿訳、すぐ書房、

1986年）33～35頁 
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げました」という「信仰の勝ち組」的に思われそうな証よりも、「何もできなく

ても愛されている」喜びを実際に生きて証ししてくれる人が目の前にいることの

方が、人々の心の奥深くまで恵みの福音が届き、用いられることが多い。勝ち組

のメッセージは、皆この病んだ社会でたくさん聞かされてうんざりしているかも

しれない。降りていく証し人たちは、赦され神の恵みに生きる「弱き者の群れ」

として、「ありのままで愛されている」という福音のメッセージを誰もが受け入

れるために必要な、福音の豊かな土壌「互いに愛し合う教会」という場をつくる

キリストのからだの重要な器官なのである。 

かつて弱さに打ちひしがれ、この世からも絶えず打ちのめされていたべてるの

メンバーが、弱いままの自分を肯定できるようになったのは、べてると浦河教会

という豊かな土壌があったからである。向谷地氏たちの忍耐は、初代のべてるの

メンバーたちの精神の病を癒すことはなかったが、もっと大切な霊の病を神が癒

し回復させる機会となった。そして精神の病を持ちつつ霊的に癒された彼らがつ

くる温かい場の力を通して、次世代の当事者たちもまた病をもったままで回復し、

彼らと共に場をつくり出すようになっていった。健常者であれ障がい者であれ皆、

誰の目にも認められる働きをすること以上に、温かい「場をつくる一人」として

そこに存在するようにと遣わされている。弱さを通しての証は受け継がれ、弱い

ありのままで愛し合う「場」としての教会は、より温かく色彩豊かな場とされて

いくのである。 

私たちは、ほとんどの場合、弱さを覚える人の問題を解決などしてあげられな

い。自分の力も、神から自分に委ねられた力であっても、過度に信頼するなら、

いつか自分たちが「解決できない」ことに打ちひしがれて「他の『解決できると

ころ』に行って」という形で排除する、苦悩に対する強い反応をしてしまうかも

しれない。彼らに解決を与えてくれる他の場所、行けるところとはどこだろうか。

弱さを覚える本人は自分の弱さから逃げることができないのに、私たちは安易に

隣人の弱さから逃げがちである。家族は選べない、と時々聞くが、神の家族も同

じであろう。だから、大切なのは、与えられた目の前のキリストとの出会いを逃

げずに、そのままの一人を、弱く無力なままの自分で迎え入れることなのである。

そうすれば、「私たちの」互いの弱さを分かち合う新たな可能性がそこに生まれ、

互いに自分の助け方も見出していけるのである。 

 

(2) 助けすぎずに期待する信仰の醍醐味 
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弱さに伴い続けるのは愛と忍耐がいることである。御霊の導きによって日々自

分の弱さと力量を知り、決して無理をして重荷を負いすぎないことが大切である。

牧師や教会リーダー、その他であっても助け手が必要以上に責任を負うことは、

彼ら自身が苦労や失敗をする権利を奪い取り、彼らの秘めた可能性を摘み取るこ

とになりうる。むしろ、その人の真の必要をじっくりと聴き、今の自分たちにふ

さわしいことを模索すればよいのである。自分が何を「するか」ということより

も、何を「しないか」を祈り、その人自身に神が力を与えて下さり、思いもよら

ない神の深いご計画がなされることを期待する方が、より信仰に近いではないか。

べてるの場合は、早坂氏が美智子夫人と共に「とりあえず」の仕事であった昆布

作業をするうちに、思いもよらず、弱さをきずなとした助け合いが仲間の中に生

まれてきた。困った状況の中にも良きものを期待して見る目があったからこそ、

彼らはその現象をしっかりキャッチし、後にも活かしていけたのであろう。 

また、べてるの商売への転機は、究極のピンチをチャンスにした「発想の転換」

であった。まさに「人のピンチは神のチャンス」である。安全地帯よりも人の力

が到底及ばない危険地帯、危機迫る場でこそ、人を遥かに超えた神の御力をわか

りやすい形で見ることができる。キリスト者である私たちはただ悲観的に、苦行

を積む如く、当てもなく弱さに打ちひしがれて降りていくのではない。私たちを

完全に守りぬいて下さる神の愛を信じているからこそ、「弱さを認める」という

「真の強さ」を持って、キリストに続いて降りていくことができるのである。明

日を保証して下さっている神から思わぬ形の導きに期待して、先の見えない日々

を楽しみ生きる。それは、まるで安全装置のついたジェットコースターを恐れつ

つも楽しむような、信仰の人生ならではの醍醐味であると言えるだろう。 

 

(3) 抑圧せず話し合うことの可能性 

 

話し合う、ということを考えてみたい。教会が人間の集まりである限り、問題

が起こらないことはありえない。「教会はいつも問題だらけ」で順調なのである。

初代教会でも人数が増えるにつれて問題が起こってきた。大切なのは、問題が起

こった時にそれを力で押しつぶさずに、明るみに出すことである。初代教会では、

「言語が異なるやもめの不公平な配給」という、一見福音に直接関係のなさそう

な一つの問題を大切に扱ったゆえに、神のことばがますます広まり、信じる者、

弟子が増えていった。（使徒 6:1～7） 

「論争というものは大切なものだ。大多数のクリスチャンは妥協に逃げ込んで
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それを避けてしまう。彼らは、教会で教えられた無抵抗ということを、美しい理

想であると思うが、しかしそれは実際には使うことはできないものだと思う。そ

こで彼らはできるだけおだやかで、正直で、公平で、親切にしようと努力し、し

かもすべてを適度に
．．．

しようと努力する。必要な場合には彼らは自分を防衛し、社

会生活に必要なうそをつく。･･･このような妥協の道が何の解決をも与えないも

のであることは明らかである。それは不快さをそのままに残しているのだ。」106 

キリストの教会は、何もしないように見える器官を含め、すべての器官が調和

して働いており、主のご計画がなされていく。一致を強調するあまり、一人一人

の異なる声に耳を傾けないのなら、その教会の主であるキリストが各々に分け与

えられた聖霊の賜物が生かされることはない。そのような教会は、主でなければ

誰の計画によって進んでいくつもりなのだろうか。 

べてるでは、誰も排除しなかったからこそ、その場には豊かな可能性が常にあ

り、会社設立にまでも動くことができた。教会は、自己中心的な意見や妙な意見

であっても、話す気持ちのある皆の意見を聞き、その中から自分たちがあるべき

形を共に確認できるような環境となっているだろうか。教会は聖人君子の集まり

ではなく、自己中心の罪にまみれているがただ神の一方的な憐れみによりキリス

トの十字架の贖いを信じて救われた民の集まりである。もし、自己中心的な思い

ではありのままで表現できない場の雰囲気となっているなら、罪を含めた弱さか

ら生まれ出ようとしている、秘められた素晴らしい可能性をも無駄にしているの

かもしれない。また、思いを表現できない方々を病ませる可能性もある。しかし、

弱く愚かなありのままの姿を安心してさらけ出せる場であれば、心の葛藤などを

分かち合うこともでき、その聖化の一つ一つのプロセスも証しされ、励まされ、

確認できる。一致と抑圧とは全く異なる種類のものなのである。 

議論によって罪深い自分が引き出されるより、罪を犯さないように沈黙を守る

キリスト者もいることであろう。もちろんただ無意味に人を裁き、傷つけあうの

は良くない。口を開くとすれば誰に対しても愛ある言葉を放てるよう、御霊の導

きを祈ることは必須である。ただし、無難に「良い子」のままでいつづけるため

に、主の教会が間違った方向に行こうとするときにさえ、無抵抗と沈黙を守ると

すれば、主のために口を開くこととどちらがより御心にかなった生き方であろう

か。「牛がいなければ飼葉おけはきれいだ。しかし牛の力によって収穫は多くな

る。」（箴言 14:4）私たちは神にとって牛より遥かに優れた存在として神に創

                                                   
106 ポール・トゥルニエ『強い人と弱い人』206～207頁 
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られた。飼葉おけを汚すことを恐れすぎず、汚くなった飼葉おけをその都度きれ

いにする手間を惜しまず、収穫を期待して、必要な時に、自らに委ねられた責任

にふさわしく口を開き、キリストを中心にしっかり話し合うことのできる、キリ

ストのしもべでありたいものである。 

 

(4) 教会の病気体質を知る －安心して休める奉仕 

 

教会も各々、個性があり、いろんな体質、病気も持っているものである。罪の

ない完全な教会となるのはキリストの再臨以降であり、現在の地上における教会

はむしろ、病気を持っているのが当然である。それゆえ、教会も個々の人間と同

様、病気を無視するのではなく、病気や弱さを認めた上で、自分たちの教会がど

のような体質を持っているか、かかりやすい病気が何であるか、皆で話し合い、

病気のメカニズムをよく理解し、その病気体質とうまく付き合っていくことが大

切なのである。 

神の主権を強調するあまり、自分自身に与えられた「自己責任性」を神に押し

付ける教会、信徒が牧師に依存しきっている教会、逆に牧師やリーダーが信徒を

自分の支配・影響化においてしまう教会、またある教会は「奉仕依存症」の病気

を持っているかもしれない。 

奉仕依存症の教会の例にとって考えてみる。その教会の奉仕は安心して休める

類のものであるだろうか。「働かない人の役割」は尊ばれているであろうか。こ

れが尊ばれないと、この世的な価値観にとらわれた私たちは、目に見える奉仕を

しないと居心地が悪く感じられ、奉仕をすることによって自らの存在意義を保つ

ような、誤った信仰にいつの間にか向かってしまう危険がある。賜物を分け与え

られた人間がそこにいるから奉仕をするのであり、決められた奉仕のために人間

の「労働力」があるのではない。私たちは何らかの使命を与えられて地上に派遣

されているのだが、その派遣の意味の奥深さを、人間はすべて知り得ない。人間

の思い描く奉仕は決められた枠組みの大変狭い認識に基づいている。誰かがひど

く体調を崩している、もしくは疲れきっているのに「奉仕」のために休めない、

他にその奉仕をする人がいないからたくさんの奉仕だが引き受けざるを得ない、

というのであれば悲しいことである。人間と奉仕とどちらをより尊ぶことを神は

喜ばれるだろうか。各々弱さを情報公開し、一人残らず愛し労わりあうために、

教会が本当になすべきこととやめるべきことを話し合う必要がある。奉仕を増や

すことよりも減らすこと、「何をするか」以上に「何をやめるか」の方が、より
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信仰が試されるものであろう。 

奉仕の促しを考える時、背中を押して欲しい方、きっかけを損ねている方、そ

して牧師への一方的な依存に陥っている方もいるかもしれない。そのような方々

は、むしろ自分が神と人とに必要とされ、責任を委ねられた存在であることを知

り、具体的な使命を認識して受け取ることにより、回復し成長し得るであろう。

他方で、その方が「そのままで存在している」こと自体が役割であるかもしれな

い。時が至っておらず、充分に働かない今のプロセスを生きる必要のある方もい

る。そのような場合はそっとしておきたい。奉仕をしたくない方であればそれに

は理由がある。そこで奉仕を無理に行わせても、その根本的な理由が解決してい

ないなら、その方はやがてつぶれてしまう。むしろ、その心に耳を傾け、その解

決のためになし得ることがあるか、共に考え、祈ることが大切である。 

「神の国の繁栄」は、「効率や目に見える働きに固執しない」ことと相反する

テーマではなく、かえってそのような世俗的固執を捨てる中に神の国の繁栄があ

る。だからこそただ「目の前の一人が本当に必要としている助けは何であるか。」

「自分たちの教会は何をしないべきか。何をすべきか。」いつもこの問いかけを

自分自身に投げかけていきたいものである。 

 

(5) 二重基準の撤廃 

 

場の地力を最も落とすのは、二重基準である、ということは前章で述べた通り

である。「弱さを持つ方々を覚えよう」と言いつつも、牧師やキリスト者同士が

互いを愛し、労わり、慈しみあっていないなら、そのビジョンは自己矛盾をはら

んだダブルメッセージであり、これもまたキリスト教会の目指す姿ではない。牧

師も役員・長老も、誰もが弱さを持つ者なのである。実りを豊かにするためにも、

働き手が燃え尽きないためにも、自分たち自身がまず愛を味わい、愛しあって共

に福音に生きる必要がある。救われた者、献身者同士の間に、裁きあいや闘争心

があるなら、どんなにがんばって口先で素晴らしいことを話しても、場の雰囲気

は悪くなり、皆の心には福音の言葉は届かない。いや、自分たち自身の心にさえ

も届いていないのである。弱さを情報公開できること、疲れたら休めること、が

んばりすぎないこと、神の力に委ねてやめること、互いを自分より優れた者とみ

なして、話をよく聞くこと。どれもまず牧師や教会リーダー間で実行されること

が、弱さをきずなとして福音に生きる者の当然の姿であり、それこそ私たちをあ

らゆる意味で豊かにし、世の価値観から解放して自由を得させ、回復させる秘訣
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であると言える。弱さをきずなとした「場をつくる」という使命の捉え方には、

弱さを持つ方への愛と献身者同士の愛、そして弱さを持つ方からの愛という、一

見同時に満たし難く感じるすべての必要を同時に満たして解決する、徹底した愛

が具現化されているのである。 

 

3． 両極端への注意 

 

(1) 精神障がいを持つ方との適切な関わり方 

 

キリスト教界における精神の病の一般的捉え方には二種類の危険が度々ある。

一つは、「心の病だから」と医者に頼ることなくキリスト者（多くは牧師）が全

部を負おうとする間違いである。既に述べたように、「信仰があれば精神の病に

かからない」などというのは大きな誤りである。統合失調症や躁うつ病などは、

恐らく脳の器質や体質の問題を多分に持っている。服薬によって精神症状がある

程度緩和されることからも、人間は霊と精神と肉体の三つから構成されると考え

るべきである。（霊的な事柄が服薬によって影響されると考えるキリスト者はも

ちろんいないであろう。）もし人間を霊と肉の二つに分けるとしても、精神は肉

に属するのであり、いずれにしても霊と精神は別の次元領域なのである。抑うつ

症状はしばしば「心の風邪」とも言われ、人間関係の冷風にさらされたり、悩み

や苦しみが増えれば誰の身にも起こりうる。精神症状の有無によっては決して信

仰を測ることなどできない。よって、精神の病には医療（医師・ソーシャルワー

カーなど）が必要であり、医療的視点を持たない牧師や教会が自分たちだけでそ

の責務を負うことは極めて見当違いである。むしろ、医療と連携しながら関わっ

ていくことが必須である。 

他方、脳の病気・体質だからと、キリスト者が全く関与せずカウンセリングを

含むすべてを医療に任せる、という解釈も間違っている。肉体の病であっても、

苦しみに耳を傾け、慰め、励まし、食事その他の具体的な必要を覚えて助けるこ

と、そして癒しを祈ることは大切である。ましてや、精神の問題によって多くの

社会的痛みも受けている方、特に病が心の問題による場合は、殊更にそれらの関

わりが重要である。症状に依存しているだけで、本質的な問題は他のことである

かもしれない。その悩みに本人が取り組むことができるよう助ける役割、また相

手の真の必要に応じて悔い改めの促しや赦しの宣告などキリスト者でこそ成せ

る分がある。肉体の病気でもそうであるように、霊的健康と精神の健康は全く無
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関係とは言えず、霊的回復に伴って精神の病状が回復することもあれば、ある部

分が回復してある部分（霊性と関係のない病の部分）が残る、ということもある。

何より霊的病の回復の契機であり、永遠のいのちに関わるキリスト者が無関心で

ありえない事柄である。ところが最近の精神医療では、症状を取り除くことばか

りに一生懸命取り組みがなされ、普通に物事を考えることや普通に朝起きて夜眠

るということさえできないほどに薬づけにされることも多いのが実情である。近

年、末期がんなど不治の病を患う方に対してひたすら延命治療を施す医療よりも、

ホスピスのように「与えられた日々を人間らしく豊かに生きる」ための対応をす

る医療が着目されている。それなのに、他方で生命の危機がない精神の病を持つ

方々に対して、強い薬でひたすら症状を抑えるばかりというのはどういうことか。

その背後には、「社会に出て来ては困る」と思う健常者の傲慢・自己中心という

病や、薬信仰・健康信仰という医療者の病がある。それらを踏まえつつ、目の前

の一人には本質的に何が必要であり、自分が何をしないで何をするのか、バラン

スを祈りつつ見極め、医療と連携していくのがキリスト者、特に牧師のあるべき

姿であろう。 

具体的な対応として、平山氏は、自罰傾向・喪失感の強い人（抑うつ）に対し

ては、リラクゼーション・慰め・力づけ・支え・証人・助け手となること、自己

中心的で他罰的傾向・万能感の強い人に対しては、内省・忠告・訓戒・悔い改め

の勧めなど、症状別の対処の指針付けを試みている107。もちろん、すべてを一般

化できることはなく、いずれも相手が耳を傾けるほどの信頼関係を築くことが前

庭と言えるが、考え方の指針として参考にされたい。 

また、よく牧会上の困難となる、苦情などでひっきりなしに電話をかけてきて

数時間も話し続ける方の行動は、性格障がい（人格障がい・精神病質・ボーダー）

と呼ばれるものである。このような方と接しつづけるために、平山氏は「規範」

「積極評価」「チーム対応」などを提唱する。規範については、カウンセリング

は一時間まで、自宅への電話禁止などの関わる範囲を定める。そして、その規範

を守った時に誉めて評価する。他人の持っていない才能を持っていることも多い

のでその他の良い面も積極的に見つけて適宜評価する。更に、独りで責務を負わ

ずに、チームを組んで接する（その方がチームを破ろうとしてもちゃんと結束す

                                                   
107 平山正実『心悩む者に神宿る』285,296,297頁 
牧会カウンセリングも、導入部分は精神療法と同じ「暖かい肯定的配慮の中でその訴えを真剣

に聴く」ことであるが、到達点は「心の平安」のみならず、「人々に生きる意味を与えるとと

もに罪の告白と悔い改め、神の赦しと救いを促すことにある。 
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る）、牧師・医者・援助者といった役割意識をしっかり定める（とはいえ、これ

は人間味を持ちつつ実行するのは大変難しいものであり、自分の側も限界を知っ

て、最も大切な役割の優先順位を認識すること、断る信仰も大切である）ことな

どを挙げている。これらはいずれも、自らの弱さを認めつつ、助けすぎずに関わ

り続けていくための方法論であろう。そして、問題点を整理するなどして、本人

が自分自身で関係性の病に気づくよう導くことが大切である、とのことであった

108。いずれにせよ、教会も信頼できる専門家と関係を持っておき、適宜相談でき

ることが必要であると感じる。 

浦河教会の濱田牧師は、農村伝道神学校の学生時代、先輩の牧師に「地域に遣

わされたら、まず弁護士・精神科医・ソーシャルワーカーとは顔見知りになって

おきなさい。その地域の問題がどんなものかがわかるし、後にもその関係が役に

立つから」とアドバイスされたという。この言葉に、地域の最も悩める部分を知

って自分も共に降りていく牧師の生き様を覚え、また実際に降りていく生き方を

実践している方ならではのアドバイスの具体性を感じる。福音派のキリスト者、

教会は、本気で降りていく気があるだろうか。もし、本当はないことに気づくな

ら、なぜ降りていきたくないのか。それは降りていく生き方が真に自分を豊かに

生かすのだ、と心の底から信じられないからであろう。自分を含めた一人一人す

べてが、心から主への信頼をもって降りていくことにより、真の解放の道へと向

かうことを心から願うものである。 

 

(2) この世と分離せず混合せず －社会と共に回復へ 

 

私自身、神の国がこの地上に広がること、地上の暗闇から解放されてキリスト

の贖いを信じ救われる人が一人でも多く起こされることを心から願う者である。

しかしながら、キリスト教会、特に福音派は、教理の聖書的真正さを追求しなが

らも実際の生き様は真正さを欠き、あるべき姿を失いつつあるのではないか、と

危惧している。弱さを持つ方を無視する時、そこには次の二つの極端な考え方が

根底にあると考えられる。 

一つは世と分離し、霊的事柄に偏重する姿勢である。霊的救いを強調して「伝

道」を重んじるあまり、隣人の肉体的必要を満たすことは後回しの事項と考える

ものである。肉体的な必要のために働くことは、キリスト者でなくても当たり前

                                                   
108 平山正実 東京基督教大学 2003年度講義「精神医学とキリスト教」 
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に取り組んでいることである。いや、場合によれば、理屈をこねることなく、ご

く自然に人間の尊厳に向かい合う彼らの方がずっとキリストの生き様に近いこ

とも多々ある。キリスト者は、自分たちこそ神の国の真理を握っている、という

傲慢さによって、神を知らない者でさえ行なっていることを知ろうともしない

「井の中の蛙」であること、社会を批判しても自分自身は手を出さないことがあ

るのではないか。「あなたがたの光を人々の前で輝かせ、人々があなたがたの良

い行ないを見て、天におられるあなたがたの父をあがめるようにしなさい。」（マ

タイ 5:16）というキリストの命令は、神の国の逆転が語られた後に続いている。

「地の塩・世の光」である、と言われている私たちは、他人のことなど考えない

「利己主義」や「人を恐れ」て福音を恥とすることによって、頂いたその性質を

隣人・社会と無関係に生き、隣人・社会と共にその益を受けるために用いない罪

を警告されている。キリスト者は決して教会の中に閉じこもってキリスト者とし

か交流を持たないような狭い世界に生きるべきではない。神の啓示は聖書の中だ

けでなく、世界全体の摂理を通して一般啓示として示されている。そのことを謙

遜に受け止め、キリスト者以外からもっと学ぶ姿勢が必要であろう。 

もう一つの極端は、この世の価値観と混同した「宣教論」「教会成長論」であ

る。世の中から学ぶべき多くの点と、キリストのもたらした価値観に逆行する世

俗的価値観とをしっかり識別する必要がある。教会のビジョン、宣教の重要性、

教会成長と声高く叫ぶあまり、一人一人の人間、特にこの世で隅に追いやられて

いる方たちが大切にされないなら、それはキリストの教会の目指す姿ではない。 

更に、弱さを持つ方への「良い行い」がまるで「伝道のツール（道具・手段）」

であるかのように、打算的に用いられる危険もはらんでいる。しかしながら、弱

さを持つ方との関わりは信仰の結果、目に見える証拠である。浦河教会も悩む教

会というビジョンに生きているのは、打算ゆえではなく、「神のかたち」に創ら

れた目の前の一人を愛するゆえであった。主が見ておられる行いはいつも無意識

のものである。主は、外側は正しそうに見えても内側は偽善と不法でいっぱいで

ある（マタイ 23:27～28）偽善者を忌み嫌って内側のきよめを命令し、見えを飾

るために長い祈りをする人たちに、人一倍きびしい罰を受ける、と宣告している

（マルコ 12:40）。つまり、人に見せつけるような良い行いは人間的な策略であ

り、実際は影においてはやもめの家を食いつぶすような悪を重ねることとなり、

キリストの前にかぐわしい香りどころか、不快極まりない悪臭となりうる。たと

え仕えている目の前の一人に全く伝道することができないとしても、その人がキ

リストを救い主と告白しないとしても、その行いと関わりは寸分足りとも欠ける
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ものであってはならない。私たちの主イエス・キリストは打算によってではなく、

愛ゆえの犠牲によって、十字架の死に至るまで従順になられたのである。復活の

後、現在も主は、ご自身を主と告白しない民、またご自身を救い主と告白しなが

らも御心に生きていない民を忍耐して愛し続けておられる。私たちは、相手がい

つまで経っても変わらないと、忍耐が尽きて関わりをやめてしまいがちである。

ヨブの友達は、彼を慰めに来たのに彼を責めたて落胆させたが、私たちはヨブの

友達のように、苦しみの最中にある友を気遣って訪問し、七日七晩もの間ただ黙

して共にいることさえできない者ではないだろうか。私は、悲しみに無言で伴う

ことも話に十分耳を傾けることもせずに、すぐ軽率な慰めの言葉や御言葉による

指針づけ、一方的な福音の押し付けや裁きの宣告にも似たような愛のない何らか

の「行為」を無意識的に選び取っているヨブの友達以下の自分を認めざるを得な

い。しかし、それは愛ではなく打算なので、忍耐できないのである109。「愛は安

易な事がらではない。それは単なる感情的な衝動ではなく、他人に働きかけて、

その人の置かれている立場に身を置いて、その人がそのような問題に当面してい

るかを知ろうと試みることである。…義務として、あるいは、クリスチャンの群

れの社会的影響力のゆえに個人的な『あかし』をすることは、まとはずれな行動

といわなければならない。われわれがあかしをするのは、われわれの前にいるこ

の人が神のかたちのにない手であり、この世界にふたりとはいない一個人だから

である。…この働きには誘惑と精神的な圧迫が伴う。したがって、純粋な愛とは、
．．．．．．．

要するに、われわれが語りかけようとしているその人に、喜んで自分の心を完全
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

に打ち開いて、その人を受け入れようとする態度
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

のことである。」（傍点筆者）110 

そして、純粋に目の前の一人を愛し、受け入れようとする時、私たち自身も自分

を繕って飾る見えから解放され、その人に喜んで心を開き、無防備な弱い状態と

され、弱さをきずなに共に回復していけるのである。 

神は、他の人たちと分け合い、隣人の益に持ちいる、という目的のために、私

たちにいろんな形の賜物の管理を任せている。そのことが、私たちにとっても真

に益となることであると教えている。「伝道のツール」として、もしくは「私」

の私服を肥やすため、「私たちの」教会、キリスト教「団体」など世界のある一

部だけが裕福になるために用いて満足することは、主の御心ではない。私たちは、

信仰者同士はもちろんのこと、教会、教派間、そして今信仰を持っていない方に

                                                   
109 尾山令仁『ピリピ教会への手紙』（羊群社、1977年）108～109頁 
110 フランシス・A・シェ－ファー『そこに存在する神』（多井一男訳、いのちのことば社、1971
年）195～196頁 
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対しても御心を行い、勝ち組、負け組といったこの世的な競争原理ではなく、共

に神の恵みを受けるべく、先に神に選ばれ、遣わされている。自らの欲の罪、こ

の世の価値観に飲みこまれないように、賜物の用い方にも常に危険を覚えつつ注

意を払う必要がある。といっても、もちろん世界のすべての働きのために等分に

賜物を用いることはできない。大切なのは、閉鎖的になることなく、かといって

小さな働きを悲観することもなく、ただ小さな人間の姿をとって目の前に来られ

たキリストに気づき、この世の騒音の中に細々と聞こえる主からの声を聴きわけ

て、与えられた使命のためにそれらを心から喜んで用いることである。そのよう

な中で、神ご自身が私たちを回復させ、社会全体も共に回復させて下さる。これ

こそが、社会の中で福音を生きるキリスト者の希望であり、確信なのである。 

 

(3) 人間の尽きぬ傲慢さ 

 

神様が下さる賜物には、富や名誉、健康、円満な家庭、平穏な人生などの、こ

の世の価値観と一致した賜物と、病気、貧困、恥辱、孤独、迫害などのあらゆる

弱さ、悩み、苦しみにさらされる全く正反対の賜物がある。本論文では後者の賜

物に着目してきたのだが、この世に逆行した賜物を頂いている場合でさえも、私

たちは「降りている自分」を誇る罪に陥る危険さえ持つのである。すなわち、私

たちはどのような形であっても、傲慢になりやすいのであり、常に自分自身の霊

性に注意を払う必要がある。 

そのような意味でべてるのメンバーもまた、現在の商売繁盛そのものや、法人

を取得したこと、降りていく生き方の注目度によって自分たちのアイデンティテ

ィを立てあげるのなら、直ちに生きる方向性を見失う危険がある。ところが、最

近べてるでは、「スポットライト症候群」という病気が流行っている。誰からも

知られず、注目されないことに不安を感じていた自分に、ようやくスポットライ

トが当たるようになると、いつも当たっていなければ焦りを感じる反面、講演会

で｢素晴らしいですね｣などと評価されると、「『本当の自分はそんな立派な人間

じゃない』と不安でたまらなくなり、悶々とし始めるのである111。あるメンバー

は、洗濯洗剤を飲みこんで入院（中性洗剤であったため命に別状はなかった）、

退院後リストカットをして再入院となった。これらの事態は人間的に見たら大変

困った病状であろうが、私はそれ以上に彼らの「降りていく生き方センサー」の

                                                   
111 向谷地生良「弱く、遠く、小さき群れより」『いのちのことば』2005年 1月号（いのちの

ことば社）21頁 
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高い感度に感心した。というのは、彼らの病状は「病んだ」降り方ではなく「健

全な」降り方をするための指針となっており、人間の罪にまみれた理性よりも正

しい反応をしているからである。その病気は彼らが方向を間違うことのないよう

に常に軌道修正をしてくれているのだ。キリスト者である彼は、恐らく、そのよ

うな病のセンサーを与えた神ご自身の素晴らしさがほめたたえられることを望

むことであろう。 

注意が必要なのは、決して障がいを持つ者「こそ」素晴らしいわけではない、

ということである。彼らも私たちと同様、神のかたちとして創られた素晴らしさ

を持つと共に、肉体の弱さだけでなく、ずるさ・汚さ・罪・強さへの切望という

罪もたくさん持っている。ただ、罪や弱さを隠せない、という意味で、より神の

国の真実に近づきやすいだけなのだ。 

私たちも、自分自身に与えられた「降りていく生き方センサー」に常に敏感で

ありたい。どんなに裕福になっても、地位を手に入れても、家庭円満であったと

しても、何の悩みも苦しみもなく、一生涯を生きていけることはまずない。もし、

自分はそうである、と言うのであれば、それはただ、苦しみから逃げて、見ない

ふりをしているだけに過ぎないであろう。地上には御心が完全には成されていな

い。すなわち、キリストは地上の状態に完全に満足してはおられない。そのよう

な現在の状態でキリスト者が満足しているとすれば、それは自分もしくは自分の

周りだけの自己満足による、大変欺瞞に満ちたものなのである。 

背負わされてきた余計な価値を一つずつ取り去り、本来の人間らしい自分を取

り戻していく、共同的な降りていく生き方とは、今の私たち自身にとっては一体

どのようなものであるか。その答えは人の数だけ用意されている。私たちが自分

に与えられた「弱さ」を知り、大切な主からの賜物として受け取り、弱さに秘め

られた可能性を主にあって期待して降りていくなら、その中で日々新たに素晴ら

しい神の恵みを隣人と共に発見し、感動していけるのであろう。
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結論結論結論結論    

 

私たちの主イエス・キリストは人間となって降りてこられ、弱さをもその身に

受けて救いを与えて下さった。人間は皆、弱さという賜物を尊んで、キリストに

従って降りていき、弱さをきずなに生きることにより、神と人とにより頼みつつ

各々の人生に責任をもって生きるという、人間本来に与えられた「神のかたち」

をもっと豊かに回復していけるのではないか。 

教会は、罪も弱さもあるありのままの姿をさらけだし、受け入れ合う生き方を、

御言葉の根拠をもって取り組める場である。キリストの贖いによって神と和解し

たキリスト者は、罪と弱さを持つ自分自身のすべてを赦して自らと和解し、弱さ

を持つ隣人をも赦して和解できる。隣人、殊更に神の家族との関係は、信仰の試

金石である。各々お互いを通して自らを知り、罪深さ・弱さ・不完全さを更に認

識する中で、私たちは神の恵みをより深く味わい、感謝のうちに生かされ得る。

お互いに敬意を払って必要とし、各々の異なる使命を尊重することができる。献

身者もすべて、弱さを持つありのままで愛し合い、弱さをきずなに支え合って生

きて良いのである。二重基準を設けない「愛の一元化」は豊かな実り多き土壌を

産む。私たちキリスト者は皆、神の愛と力を味わえる「福音の豊かな土壌」とい

う温かく力ある「場をつくる一人」として遣わされているのではないか。 

そのような場は、キリスト教会にはもちろん、社会全体にとっても共に人間本

来の姿を回復していくために必要である。強さを切望する病んだ社会へのメッセ

ージ性とインパクトを、私たちは 20年以上の歴史を経たべてるの家の取り組み

とその反響から学ぶ必要がある。社会においても、キリスト者は「良き証し人に

なろう」と肩肘をはって、良い人を繕って疲れるのではなく、福音に生きていけ

ばよいのである。あるキリスト者は、「偽善者」と言われて「そうです。私たち

は赦された偽善者なのです」と答えを返したという。これは適切な福音を生きる

者の証しである。キリスト者も間違いだらけで罪深い。ただ、そのままですべて

を赦され受け入れられた、そしてその「赦され受け入れられる恵み」を知ってい

る、ということが決定的な違いである。だからこそ、社会にあっても、罪と弱さ

を認めた上で福音の恵みを生き、神の力に期待して証し人とされていくのである。 

最も弱いとされてきたべてるの家の方々は、降りていく生き方、弱さをきずな

に温かい場の力をつくる共同体的生き方、という真のキリスト者的な生き方を私

たちに提示する、という形でも神に遣わされている。私たちがもし弱さを持つ一

人に関わり、共に降りていくなら、「助けなければ」と傲慢にも思っていたその
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方が実は自己中心に生きていた私たちから隣人への愛を引き出して御心を示す

預言者であり、私たちの愛の足りなさを日々赦し執り成している祭司であり、私

たち自身についても神の国の視点についても真実を知らしめる王なるキリスト

としての役割を担っていることを知るであろう112。これが神の国の逆転の素晴ら

しさであり、神の派遣の奥深さである。そして、彼らだけでなく私たち自身が、

敢えて弱さを持つ者として、神に遣わされているのである。私たちも、自らに与

えられた弱さを賜物として、降りていき、弱さをきずなに生きる者でありたい。

ただ神の栄光だけを輝かし、あまねく全地に愛そのものである神の御心が成され

るために。 

                                                   
112 荒井隆則『障害者の神学の確立への一考察』共立基督教研究所修了論文（共立基督教研究

所、1994年）45～47頁 


