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「責任を転嫁せず、開き直らず」 
ローマ人への手紙３章１節－８節 

 
『1 では、ユダヤ人のすぐれている点は何か。また割礼の益は何か。2 そ
れは、いろいろの点で数多くある。まず第一に、神の言が彼らにゆだねら
れたことである。3 すると、どうなるのか。もし、彼らのうちに不真実の
者があったとしたら、その不真実によって、神の真実は無になるであろう
か。4 断じてそうではない。あらゆる人を偽り者としても、神を真実なも
のとすべきである。それは、「あなたが言葉を述べるときは、義とせられ、
あなたがさばきを受けるとき、勝利を得るため」と書いてあるとおりであ
る。5 しかし、もしわたしたちの不義が、神の義を明らかにするとしたら、
なんと言うべきか。怒りを下す神は、不義であると言うのか（これは人間
的な言い方ではある）。6 断じてそうではない。もしそうであったら、神
はこの世を、どうさばかれるだろうか。7 しかし、もし神の真実が、わた
しの偽りによりいっそう明らかにされて、神の栄光となるなら、どうして、
わたしはなおも罪人としてさばかれるのだろうか。 
8 むしろ、「善をきたらせるために、わたしたちは悪をしようではない
か」（わたしたちがそう言っていると、ある人々はそしっている）。彼ら
が罰せられるのは当然である』（ローマ３章１節ー８節）。 
 
皆さんの前に握りたての鮨があるとします。皆さんは最初に何を食べ、最
後に何を食べますか？最初にかっぱ巻きを食べ、最後にウニでしょうか。
最初にウニ、そして最後にかっぱ巻きでしょうか。 
 
私はどちらかというと最後に一番、好きなものを残しておくタイプです。
その時の食事のフィナーレとなる鮨をベストのものとし、その後味を口の
中に残したまま席を立ちたい者なのです。 
 
時々、聞く言葉があります。I have a bad news and good news. Bad 
news is…., good news is….  皆さんはバッドニュースを先に聞きたいで
すか。それともグッドニュースを先に聞きたいですか。私も考えてみまし
た。そうです、グッドニュースを最初に聞いておきながら、バッドニュー
スで後味が悪くなるよりも、まずバッドニュースを聞いて、それを帳消し
にできるようなグッドニュースを聞きたい。そんな風に私は思いました。 
 
私達が見ておりますこのローマ書においてパウロがとっている方法はどち
らかと言いますと、この後者です。そう、まずパウロはバッドニュースに
ついて記し、その後にグッドニュースを書いています。今日の箇所もその 
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ような意味では、私達に対してパウロは私達の心にある問題についてまず
触れ、そのことを指摘し、私達の思いを光に向けさせようとしています。 
 
先週お話しましたことを覚えていらっしゃるでしょうか。パウロは同胞の
ユダヤ人に向かい「あなたたちはただいたずらに律法に従おうとしている
のであって、律法の本来の意味を知らない。我々が先祖代々、受け継いで
きた律法はイエス・キリストにあって成就したのだ。そこには新しい契約
があるのだ」と指摘し、今やイエス・キリストという光が我々には与えら
れているのだと彼は言いました。 
 
パウロは恐れることなくユダヤ人に真実を語りかけます。言いづらいこと
を避けて語るようなことをせず、パウロはユダヤ人にとりまして聞きたく
ないことを指摘します。なぜでしょうか。彼は本当に同胞ユダヤ人のこと
を大切に思っているからです。ここに書かれているようなことに臆せずに
食い込んでいくということがどんなにリスクを伴うことなのかを一番よく
知っていたのはパウロ本人で、彼は自らの身の危険を覚悟してこの手紙を
書いたに違いありません。 
 
そうです、私達が忘れてはならないことはこのパウロ自身もユダヤ人であ
ったということです。そのユダヤ人である彼が同胞ユダヤ人に向かって
「これはおかしいのではないか」と言っているのです。そして、そのこと
に対して同胞が何を言い返してくるのかということを彼は知り尽くしてい
ました。言うまでもなく彼自身がユダヤ人であったのですから、仲間の気
持ちは手に取るようにわかるのです。ですから彼はここで問題を提起しな
がら、彼らが反論するであろうことを先回りして答えているのです。 
 
ここには我々日本人には馴染みのない言葉が出てきます。そう「割礼」と
いう言葉です。世界中には色々な儀式があり、今でもそれらが大切に守ら
れています。ある民族はある年齢になると入れ墨をいれたり、耳に穴をあ
けたりすることにより、自分達のアイデンティティーとしています。イス
ラエル民族のこのような儀式が割礼であり、この割礼がイスラエル民族と
他民族とを区別する大切な目印となっておりました。まさしく割礼こそが
神の民であることの証明とされ、それは神が彼らに求めたもので、ユダヤ
人の男の子が生まれて８日目にその性器の皮を切るというものでした。 
 
この割礼の始まりは創世記１７章にまでさかのぼります。そこには７５歳
にして神の召しを受けたアブラハムに対する神の言葉がありました。 
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『9 神はまたアブラハムに言われた、「あなたと後の子孫とは共に代々わ
たしの契約を守らなければならない。あなたがたのうち 10 男子はみな割
礼をうけなければならない。これはわたしとあなたがた及び後の子孫との
間のわたしの契約であって、あなたがたの守るべきものである。11 あな
たがたは前の皮に割礼を受けなければならない。それがわたしとあなたが
たとの間の契約のしるしとなるであろう」（創世記１７章９節-１１節）。 
 
現代のような衛生的な医療設備のない時代に高齢の彼が割礼を受けるとい
うことはまさしく命がけでした。しかし、彼はそれを受け、以後代々、ユ
ダヤ人は生後八日目の男児にこの割礼をほどこすようになるのです。しか
し年月が経つにつれて、割礼を受けるという、そのことだけに満足してし
まい、割礼をしているから何をしてもいいのだというような思いが蔓延し、
その心は神様から離れていきました。これは人の常であり、私達は心のと
もわない形式的な信心へと容易になりうるものです。 
 
パウロはそのことを指摘して、ローマ２章２５節において「もし、あなた
が律法を行うなら、なるほど、割礼は役に立とう。しかし、もし律法を犯
すなら、あなたの割礼は無割礼となってしまう」と言っています。そう、
割礼と共に律法を行うのならいい、しかし、割礼をしているということに
甘んじで、律法を犯していくのなら、あなた方の割礼には全く意味がない
のだというのです。 
 
そして、そのようなことを言うと彼らからは「それなら、私達にとって割
礼は意味のないもので、私達ユダヤ人と異邦人（ユダヤ人以外の者達）の
間には何の区別もないということなのか」という反論がなされるであろう
ということをパウロは知っていました。 
 
そして、パウロはこの反論に対して開口一番「そうではないのだ。我々ユ
ダヤ人には異邦人が持っていないものがあるのだ」といっているのです。
そして、それは我々ユダヤ人に神は律法を与えてくださったのだ、我々は
その律法をもっているのだというのです。 
 
神が天地万物を造られたと聖書の初めには書かれています。もし、そんな
神が地球上に存在している全ての人間と行く行くは深い関わりを持つこと
を願っておられるとするのなら、どのような方法をとられるでしょうか。
私は神ではありませんから、その神の御心など到底知り得る者ではありま
せんが、あえてこの小さな頭で想像するに、もし神が地球上にいる全ての
人間と関わりをもとうとするならば、その手始めとしてまず、一つの民族
との関わりから始めるのではないかと思うのです。 
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そして、その民こそが我々、ユダヤ人なのだと聖書は言っているのです。
そして、そんなユダヤ人とそれ以外の者達の違いは神が我々に直接、律法
を与えられたということなのだとパウロは言ったのです。 
 
しかし、それに対して彼らはこう反論するのです「神は多くの民族の中か
ら我々ユダヤ人を選び、我々に律法を与えた。しかし、我々はそれを守る
ことができなかった。これは確かに選んだ側の神の落ち度であり、神が不
真実であるということの証拠ではないか」。それに対してパウロは４節に
おいて「断じてそうではない！」と言い、続いて「あらゆる人を偽り者と
しても、神を真実なものとすべきである」と言っています。 
 
「ああ、言えばこう言う」という言葉がありますが、まさしくここで言わ
れているのは屁理屈なのです。確かに神は俺たちに律法を与えられた。し
かし、その律法を俺たちが守れないということは、そんな俺たちを選んだ
神が悪いのではないかというのは明らかに自分のことを棚に上げた責任転
嫁です。そう、これはどこかで聞いた話です。 
 
 
創世記の３章に最初の人、アダムとエバについての記事が書かれています。
彼らはエデンの園において神様から食べてはならないと言われていた実を
とって食べてしまいました。聖書によると蛇が女エバに語りかけ、エバが
まず食べ、それを夫アダムに与え、彼もそれを食べたと記録されています。 
 
そして、そのことについて神が彼らに問うと、アダムは言います『わたし
と一諸にしてくださったあの女が、木から取ってくれたので、わたしは食
べたのです』そこで主なる神は女に言われた、「あなたは、なんというこ
とをしたのです」。女は答えた、「へびがわたしをだましたのです。それ
でわたしは食べました」（創世記３章１２節－１３節）。 
 
ここでパウロが書いておりますユダヤ人の反論はこのアダムの言葉と何ら
変わらないのです。両者共にその責任を神になすりつけているのです。そ
して、肝に銘じなければならないことは、我々もこの性質を引き継いでい
る者達であるということです。 
 
問題の原因を確実に見つけることはとても大切です。それが解決の糸口に
なるからです。でも、その時に私達がしかねないことはその「責任の所
在」を見つけようとするのではなく、「責任の転嫁」を探し始めるという
ことです。責任の本当の所在を見つけるべきなのに、いつの間にか責任を
転嫁するものを探そうとしている、この切り替えはとても早く、あっとい 
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う間に責任を転嫁する矛先を見つけ、自分は無関係のように、自分は被害
者のように、そこに居座ってしまう、これはまさしく私達の本能のような
もので、確かにそのような心が私達にはあるのです。「責任転嫁」という
のは言うなれば「私には問題はない。問題はあの人だ、あのことだ、この
ことだ」と言うことです。 
 
解決可能な問題でありながら、そのことが責任転嫁によって棚上げにされ
て未解決のまま放置されている問題は、この世界にいったいどれぐらいあ
るのでしょうか。 
 
アダムはその時に神に向かって、こう言ったのです「あなたが一緒にして
くださったあの女が！」。人間だけではない、我々は神にも責任を転嫁す
るのです。そして、そのことをパウロは『あらゆる人を偽り者としても、
神を真実なものとすべきである』（ローマ３章４節）とここで指摘してい
るのです。 
 
「私は一生懸命やったのに、どうしてこんな結果なの、ああ、神様なんて
信用できないわ」。皆さん、神は私達の夢を実現させるための道具ではあ
りません。「ああして欲しかった、こうして欲しかったのに、そうじゃな
くてこんなになってしまった、神様なんていない！」。神はあなたの願い
を何でも叶える便利屋ではありません。 
 
「今日、モールに行ったけれど、パーキングスペースがなかったのよ。一
生懸命お祈りしたけれど、神様は聞いてくれなかったわ。神様なんていな
いのよ」。 
このようなことは極端なことでしょうか。いいえ、けっこう私達はこのよ
うなことで問題を神のせいにしているということがあるのです。 
パウロがその場に居合わせたらこれらのことを聞いたのなら、机をたたい
て「断じて違う！」と言うことでしょう。おぼえてください、神様は私達
のためにバレットパーキングで働く人ではありません。パーキングスペー
スがないのは、その日が週末だったかもしれないし、その日がセールの日
だったのかもしれません。そして、そんなに日にモールに行こうと決めて
やってきたのは私達であり、パーキングスペースがないのは神のせいでは
なく、モールに来たくて来た私達が受け止めるべき現実なのです。この責
任を自ら、引き受けることなくして神と私達の関係が健全なものとなるこ
とはないのです。 
 
皆さん、私達はクリスチャンと称しながら、けっこうこの辺りをウロウロ
しながらクリスチャンライフを送っていることがありませんでしょうか、 
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否、もしかしたらこんなことを繰り返している内にクリスチャンライフを
終える方がいるかもしれません。 
 
問題は誰にでも起こります。その原因を突き止め、私達はその原因に即し
た解決をしなくてはなりません。私達が心に留めるべきことは、このよう
な問題は今日、解決しうるということです。そう、それはとてもシンプル
なことで、その問題を直視し、その問題を転嫁する前に自ら省みて、その
原因に何かしら自分が関与していることが分かったら、そこから取り組み
始めることです。 
 
思えばアダムとエバもあの時、神が悪い、蛇が悪いというのではなくて、
「自分が悪かった」と悔い改めれば神は彼らを赦されたでしょう。あの園
を追われることもなかったことでしょう。彼らの放置された責任転嫁が現
代にまで陰を残しているのです。いつまでも人や環境を責めているなら、
それだけで私たちの人生は終わってしまうでしょう。 
 
私達が神と共に歩む時に、私達が自分に対して責任を感じることがないな
らば、私達は神様に近づくことができません。なぜなら、そこに真の「悔
い改め」は生まれないからです。「悔い改め」に至る前に私達が通過する
ことは、己の内にある問題なのです。この後の１０節に書かれています。
「義人はいない、一人もいない」。私たちはそのことを認めて、神様の前
に心を砕き、悔い改めるのです。なぜなら、聖書が何度も何度も約束して
いるように神様は「心砕かれた者と共に確実におられるからです」。 
 
ユダヤ人達が持ったであろう反論はこんな風に続きます。「神が不誠実な
ユダヤ人を裁かれるという事実は、神が絶対的な存在であるということの
最良の証明である。そうであるならば、わたしの不真実が、神の真実をあ
らわすのに最良の機会となっていることになる。それならなぜ、わたしを
罪人呼ばわりするのか。わたしの罪は素晴らしいものではないか。神がい
かに善なる方であるかを示す機会となったのだから！わたしは悪を行った
かもしれないが、結果は善以外の何ものでもなかったのではないか」 
 
これはこういうことです。「神は我々を選ばれた。しかし、選ばれた我々
は神に従わず罪を犯した。しかし、この我々の罪こそが神の正しさを明ら
かにしているならば、その罪も役立っているということであり、我々は神
にある善のために、悪をしたらいいではないか」。 
 
先ほど、私達の「責任転嫁」についてお話しましたが、ここには私達の
「開き直り」が書かれています。そう、彼らは罪を指摘されると、そのこ 



2017 年 9 月 3 日 「責任を転嫁せず、開き直らず」 

 

7 

7 

 
とを認めざるをえず、「こうなったら神の善のために我々は悪をなそうで
はないか」と開き直るのです。 
 
先ほど、アダムとエバの責任転嫁についてお話ししましたが、その長男カ
インは次男のアベルを殺します。そのことが神の前に明らかになりました
時に、神はカインに尋ねます「弟アベルはどこにいますか」カインは答え
ます「知りません。私が弟の番人でしょうか」（創世記４章９節）。責任
を転嫁し合った親から生まれた息子は自分がしてしまったことを悔いるど
ころか、神の前に開き直る心を既にもっていました。そして、この心が私
達にもあるのです。 
 
「聖書は私達のどんな罪も赦されると言っているのだから、生きている限
り罪を犯し続けて、死ぬ間際に悔い改めようではないか」とか「一度、徹
底的に悪に染まってみれば、神に赦される時の喜びも大きいだろうから、
そうしよう」というような思いは、この類のことです。 
 
このような思いは私達も持ちうるものであり、私達は常に他者に責任をな
すりつけ、自分の都合のいいように物事を考えて、時には開き直っている
ようなことがあるのです。私達が開き直る時、その時に欠如していますこ
とは、罪に対する認識が全くないことです。このような浅はかな策略が全
知全能の神の前に見過ごしにされるはずはないではありませんか。 
 
神様は確かに私達が生まれた時に一枚の白い紙をくださったのです。そし
て、私達は自ら筆をとりそこに自らの人生を描くことを許されたのです。
意識することもなく私達はそこに様々な色を塗りながら今日にいたってい
るのです。筆を握っているのは私達なのです。神様は私達にその自由を与
えられているのです。その紙に神の善があらわされるためにここには汚い
色を塗りたくっておいて、後で神にきれいにしてもらおうというような確
信犯が神の前に通用するはずがないのです。 
 
私達はこれら自分の姿をしかと見つめて、受け止めなければなりません。
そして、私達は神様を見上げるのです。本当に自分の内側を真実に見つめ
るならば、私達は本当に自分の心にある得たいの知れない暗さに気がつき
ます。この後の９節を読みますときに、そこには「ユダヤ人もギリシア人
も、ことごとく罪の下にあることを、私達はすでに指摘した」と書かれて
いるとおりです。 
 
私達は全て「罪の下にある」と聖書は言うのです。この下にあるという言
葉は原語のギリシア語によると、ある一つの権威と支配のもとにあるとい 
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う意味があります。すなわち、支配されてしまっているというのです。私
達の上に私達を支配してしまう力があり、私達はそのもとに生きていると
いうのです。 
 
しかし、そんな私達に対してパウロはこのように書いているのです。『し
かし今や、神の義が、律法とは別に、しかも律法と預言者とによってあか
しされて、現された。それは、イエス・キリストを信じる信仰による神の
義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこにはなんらの
差別もない。すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けら
れなくなっており、 彼らは、価なしに、神の恵みにより、キリスト・イ
エスによるあがないによって義とされるのである。神はこのキリストを立
てて、その血による、信仰をもって受くべきあがないの供え物とされた。
それは神の義を示すためであった』（ローマ３章２１節―２５節）。 

神はこのような私達のためにキリストを立てて、その血による、信仰をも
って受くべき贖いの供え物としてくださったのです。 

「END OF SPEAR」 という映画を観たことがあります。この映画は今か
ら５０年ほど前にエクアドルに宣教師として遣わされていた家族に起きた
実話を基に作られています。 

当時エクアドルのジャングルには、槍をもって殺戮を繰り返していた部族
がいました。彼らは刺すか、刺されるか、殺すか、殺されるかという生活
をしていました。その彼らに接触を試みた幾人かの宣教師達は皆、抵抗す
ることもなく槍で殺されてしまいました。残されたのは彼らの妻とまだ幼
い子供達です。憎しみと共に生きていかなければならないであろう彼女達
は、しかし、その地を離れることなく、まもなくその部族の中に入り、彼
らと共に住みはじめ宣教を続けました。その骨をその地に埋めるまで、コ
ツコツとその宣教は続きました。その映画の中に一人の部族の男が語った
こんな台詞があります。 

「ワエンゴンギには息子がいた。その息子は槍に刺されたけれど、彼は刺
し返すことはしなかった。だから、彼を刺し通した者達は、いつか良き生
活を送ることができる」Waengongi とは彼らの部族の言葉で神を意味し
ました。 

この部族が槍で人を刺すことは日常でした。それ以外に自分達の生き方は
ないかのごとくに。しかし、その彼らに今まで聞いたことのない
Waengongi とその息子の姿が明らかにされました。 
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お気づきの方がいるかもしれません。この言葉はイザヤ書５３章５節の聖
書の言葉が土台となっています。そう、その地域に遣わされてきた宣教師
はいつもいつもこのことを彼らに伝え続けたのでしょう。 

『しかし彼はわれわれのとがのために傷つけられ、われわれの不義のため
に砕かれたのだ。彼はみずから懲らしめをうけて、われわれに平安を与え、
その打たれた傷によって、われわれはいやされたのだ』（イザヤ５３章５
節） 

彼らが人を槍で突くという殺戮は終わりました。ワエンゴンギの息子が槍
に刺されることによって。同じように、私達の代わりに打たれたお方の苦
しみによって、私達が罪の下に悩み苦しむことも終わります。 

責任転嫁、開き直り、そこには何の解決もありません。私達は十字架の前
に立つべきです。そして、そこに立つのなら、ますます自分自身の心が光
のもとに照らされますでしょう。人の前では責任転嫁も開き直りも無理や
り押し通すことができるかもしれません。しかし、この主イエスの十字架
の前では責任転嫁も開き直りも通用しませんでしょう。そして、その時に
私達は我にかえるのです。このお方が私のために突き刺された傷によって
我々は癒されるのだということを。そこに私達が向き合っている問題の解
決の糸口があるのだということを。先に申し上げましたでしょう。バッド
ニュースが先にあり、しかし、それを上回るグレートニュースがあるとい
うのは聖書のメッセージなのです。お祈りしましょう。 


