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「杖」と「ムチ」が示すこと 
 
これまでお話ししておりますようにイスラエルの二代目の王であったダビデはか
つては羊飼いであり、その実体験に基づく経験から羊飼いの仕事について、また
羊の性質というものを熟知していました。その経験がある彼は羊を私達人間、羊
飼いを主として、あの有名な詩篇２３篇をつくりました。 
 
1主はわたしの牧者であって、わたしには乏しいことがない。2主はわたしを緑
の牧場に伏させ、いこいのみぎわに伴われる。3主はわたしの魂をいきかえらせ、
み名のためにわたしを正しい道に導かれる。4たといわたしは死の陰の谷を歩む
とも、わざわいを恐れません。あなたがわたしと共におられるからです。あなた
のむちと、あなたのつえはわたしを慰めます。5あなたはわたしの敵の前で、わ
たしの前に宴を設け、わたしのこうべに油をそそがれる。わたしの杯はあふれま
す。6わたしの生きているかぎりは必ず恵みといつくしみとが伴うでしょう。わ
たしはとこしえに主の宮に住むでしょう（詩篇２３篇１節－６節）。 
 
ここにいたるまで主は私達の牧者であって、主は私達を緑の牧場、憩いの水際に
導くということを、またたとい私達が死の陰の谷を歩むようなことがあっても、
主は私達と共におられるということをお話ししました。 
 
しかし、羊飼いのなすべきことはそれだけではありません。彼の手には「ムチ」
と「杖」が握られているのです。『あなたのむちと、あなたのつえはわたしを慰
めます。す』（詩篇２３篇４節）と書かれている通りです。聖書にはこの「ム
チ」と「杖」が色々なところに出てきます。それらを読むかぎり、この「ムチ」
と「杖」はどちらもその状況によって色々なことに用いられていたことが分かり
ます。しかし、その中であえてその主な役割を申し上げますのなら、「ムチ」は
敵から羊を守る武器となり、またそれは羊を本来彼らが歩くべき道へと連れ戻す、
その矯正のためにも用いられたようです。「杖」は羊にとりましては彼らの先頭
を歩く羊飼いの後についていくために必要な目印となり、ゆえにその杖は羊飼い
の権威をあらわしました。今日はこのところから二つのことをお話したいとおも
います。一つ目、それは「必要な権威」ということです。 
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「必要な権威」 
 
「杖」と言えば私達はあのモーセの杖を思い起こします。モーセの杖はエジプト
で奴隷になっているイスラエルの民を救い出すようにと神様がモーセに与えられ
た権威の象徴でした。この杖によりモーセはエジプトの魔術師と戦い、この杖を
紅海に差し伸ばすことにより水は分かれ、民は乾いた地の上を歩いて渡り、この
杖で岩を打った時にそこから水が沸き出ました。この杖は常にモーセと共にあり、
民はこの杖を見るたびにモーセに神が与えられている権威というものを思い起こ
したのです。 
 
権威というのは自分で承認するものではなく、与えられるものです。モーセはイ
スラエルの民を導く権威を神様からいただき、それを行使しました。なぜ警察官
が私達の車を止めることができるのか。なぜなら彼らはそうすることができる権
威が与えられているからです。 
 
マルコ２章１節ー１２節に、かつてイエス・キリストがガリラヤ湖畔のカぺナウ
ムのある家にいた時、それを聞きつけた多くの人達が集まってきたということが
書かれています。その家には隙間がないほどに人が集まっていました。そこに一
人の中風の人を四人の人達が運んできました。彼らは人が多くてイエス様に近寄
ることができないと判断し、屋根にのぼり、屋根をはぎとり、空いた穴からこの
中風の人をイエス様の前に吊りおろしました。イエス様は彼らの信仰を見て、中
風の者に言われました。「子よ、あなたの罪はゆるされた」。そして、この言葉
を側で聞いていた幾人かの律法学者は心の中でこう論じたのです「この人は、な
ぜあんなことを言うのか。それは神をけがすことだ。神ひとりのほかに、だれが
罪をゆるすことができるか」。イエス様は彼らが内心そのように論じているのを
すぐ見ぬいて「私は地上で罪をゆるす権威をもっていることが、あなたがたに分
かるために」と語ります。そう、人間には本来、罪を赦す権威はありません。確
かに私達の世界では裁判所があり、そのところで免罪や減刑というような判決は
なされますが、実際のところ誰しも神の前には罪人であり、その罪人が同じ罪人
である人の罪を赦す権威はないのです。しかし、イエス様はその権威をもってい
るのだというのです。 
このご自身が与えられている権威についてイエス様はこの地を離れる時にさらに
明確にこう言いました18イエスは彼らに近づいてきて言われた、「わたしは、
天においても地においても、いっさいの権威を授けられた。19それゆえに、あ
なたがたは行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって、
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彼らにバプテスマを施し、20あなたがたに命じておいたいっさいのことを守る
ように教えよ。見よ、わたしは世の終りまで、いつもあなたがたと共にいるので
ある」（マタイ２８章１８節-２０節）。 
そうイエス様は父なる神様からいっさいの権威が授けられていたというのです。
そして、その授けられた権威に従ってイエス様は私達に語りかけております。そ
うです、私達はそのイエス様の権威に従うものなのです。 
 
しかしながら権威という言葉に対して好意的な思いをもつ人はあまりいないよう
です。人は成長していく過程において、特に若い時にはこの権威に対してことご
とく反抗します。今日の言葉で乱暴にいいますなら、それが「うざったく」思え
るからです。さらにそれは若い時だけの話ではなくて、成人となっても「権威的
に話す人」というのはどうしても受け入れられません。独裁者に与えられる権威
は私達には害となります。ですから大切なことはしかるべき存在に与えられる権
威です。その権威がどんな動機で発せられているのか、それが正しく遂行されて
いるのか、その権威に対して私達が信頼して従うことができるということが大切
です。 
 
今、米国では連日、大統領選挙の報道がなされていますが、なぜ、私達の関心が
そこに向けられているかといいますと、言うまでもなく私達はその選ばれた人に
大きな権威を与えることになるからです。その人はその権威を使うことが許され
る、すなわちこの国に対して、その国民である私達に対してその影響力は多大だ
からです。 
 
正しい権威が失われた世界は混沌としており、やがてそれは混乱と破壊へと導か
れていくことでしょう。親としての権威を失った者が子を育てることはできませ
ん。警察官に権威が与えられていなければ無秩序が支配する世界となりますでし
ょう（今、この国で問題となっていることは、その権威の行使の仕方であります。
権威には力がありますが、それが誤った動機で用いられますとその権威自体が混
乱を招きます）。 
 
今、私達の世界は寄って立つ基軸を失っています。何が善であり、悪であるかと
いうことが曖昧となり、何を基準にして物事を決めていいのかが分からなくなっ
ています。結婚生活の基準はどこにあるのか。学習するということの基準はどこ
にあるのか。育児の基準はどこにあるのか。果ては「なぜ人を殺してはいけない
のか」ということに対しても私達は答えを窮するような有様です。ですから、私
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達はこれらのことについて、権威ある方の言葉を必要とします。これらのことに
ついて私達に語りかける権威をもっているお方がイエス・キリストなのです。 
 
牧者なるイエス・キリストが持っておられる、その権威のしるしである杖は十字
架のかたちをしています。その権威は私達に強制をうながすものではなく、私達
がその十字架の前に、自発的に喜んでイエス様に従う力を与えるものです。そし
てその権威は私達を正しい道へと導いてくださるのです。 
 
パウロは『26そこで、わたしは目標のはっきりしないような走り方をせず、空
を打つような拳闘はしない』（Ⅰコリント９章２６節）と言いました。私達はま
さしく空を打つような空回りの生き方をしているのかもしれません。「何かに当
たれば御の字」と言うかのごとく色々なことに手を出しては失意落胆しています。
もし私達がイエス様の権威のもとに生きるのなら、私達が向かうべき目標を見出
し、私達がなすべきことが神様からいっさいの権威を与えられているイエス様の
もとに明らかになることでしょう。二つ目のことをお話します。それは「愛のか
たち」ということです。 
 
「愛のかたち」 
私達の牧者なる主はその権威をあらわす杖を持ち、またムチをも持つお方です。
主イエスはそのムチをもって私達を正すことがあります。この言葉を実際に主が
私達の体にムチ打たれるということとして受け止める必要はないと思います。そ
うではなくて、主は時に私達の過ちを正すために、歩むべき道に私達を連れ戻す
ために、そのムチをもって私達に気づきを与えられます。そして、その気づきに
は大きな価値があるのです。このことについて聖書はみ言葉をもって私達に語り
かけています。 
 
ソロモンは書き残しました。『むちと戒めとは知恵を与える、わがままにさせた
子はその母に恥をもたらす』（箴言２９章１５節）。へブル人への手紙を書いた
記者はこう書きました。『また子たちに対するように、あなたがたに語られたこ
の勧めの言葉を忘れている、「わたしの子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。
主に責められるとき、弱り果ててはならない。 
 
主は愛する者を訓練し、受けいれるすべての子を、むち打たれるのである」。あ
なたがたは訓練として耐え忍びなさい。神はあなたがたを、子として取り扱って
おられるのである。いったい、父に訓練されない子があるだろうか。だれでも受
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ける訓練が、あなたがたに与えられないとすれば、それこそ、あなたがたは私生
子であって、ほんとうの子ではない。その上、肉親の父はわたしたちを訓練する
のに、なお彼をうやまうとすれば、なおさら、わたしたちは、たましいの父に服
従して、真に生きるべきではないか。肉親の父は、しばらくの間、自分の考えに
従って訓練を与えるが、たましいの父は、わたしたちの益のため、そのきよさに
あずからせるために、そうされるのである。すべての訓練は、当座は、喜ばしい
ものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによ
って鍛えられる者に、平安な義の実を結ばせるようになる』（へブル１２章５節
-１１節） 
 
先週も紹介しましたようにサバティカル中、色々な本を読み、多くの収穫を得ま
した。その中の一つに豊田信行という牧師が書きました「父となる旅路：聖書の
失敗例に学ぶ子育て」（いのちのことば社）があります。豊田先生はまだ幼い時
に牧師である父親を亡くしています。ゆえに自らに父親像というものがなく、そ
の自らの探究を「父となる旅路」というタイトルに託しているように思われまし
た。 
 
豊田先生はユダヤ人の心理学者、哲学者であるエーリッヒ・フロムの言葉を引用
して母親の愛についてこう書いています「母親に愛されるというこの経験は受動
的である。愛されるためにしなければならないことは何もない。母親の愛は無条
件なのだ。しなければならないといったら、生きていること、そして母親の子供
であることだけだ。母親の愛は至福であり、平安であり、わざわざ獲得する必要
はなく、それを受けるために資格もない」（『愛するということ P６７』』エ
ーリッヒ・フロム） 
 
このことについてはあまり説明はいらないと思います。海という漢字に母という
字が含まれているようにまさしく母の愛は広く、私達が何をしたか、どんな者な
のかということに関係なく、私達が母の子であるということだけで、母は私達を
包み込むものです。それでは父親の愛とはどんなものでしょうか。 
 
豊田先生はエーリッヒ・フロムの言葉を引用して父の愛についてはこう書いてい
ます『父親の愛は条件つきの愛である「わたしがおまえを愛するのは、おまえが
私の期待にこたえ、自分の義務を果たし、私に似ているからだ」というのが父親
の愛の原則である』（『愛するということ P７１』エーリッヒ・フロム） 
 
この言葉は私にとりまして目から鱗となりました。日本の心理学の第一人者であ
る河合隼雄さんは「日本人はほんとうの父性というものを理解できていません」
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と指摘しているそうですが、なるほどと思わされます。そうなのです、自らを振
り返ってみましても父とは何かということについて問われるのなら、考え込んで
しまう自分がいるのです。しかし、エーリッヒの言葉、「父親の愛は条件つきの
愛である」ということにハッとしたのです。そう、このことはまさしく聖書の中
に繰り広げられる父なる神の姿を表しているからです。 
 
ここ２０年ほどでしょうか「ありのままのあなたが愛されている」ということが
キリスト教会ではさかんに言われてきました。それは間違ってはいません。確か
に神様の愛は無条件です。この言葉は私達日本人にもよく分かるのです。とても
嬉しい言葉なのです。既に亡くなられたクリスチャン作家であった遠藤周作はカ
トリック教徒として父なる神を日本人に伝えることの難しさを覚え、日本という
国にキリスト教を根づかせるために、母性的な神、すなわち「母親のように全て
を包み込む神」というテーマに生涯、向き合い、小説を書きました。そう、それ
は「ありのままのあなたが愛されている」という母性的な愛です。しかし、それ
は聖書に記されている神様の一つの姿であり、神様には父なる神の愛というもの
があるのです。 
 
そもそも、フロムの言う「父親の愛は条件つきである」ということはどういうこ
とでしょうか。そんなこと初めて聞いたという方がいるかもしれませんが、その
ことは聖書のいたるところに書かれています。例えば信仰の父となるアブラハム
を神様が召された時に何と言われましたか「1 時に主はアブラムに言われた、
「あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を離れ、わたしが示す地に行きなさい。
2 わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくし
よう。あなたは祝福の基となるであろう」（創世記１２章１節ー２節） 
 
神はイスラエル民族とその物語を始めるにあたりアブラハムに語りかけました。
全てはここから始まったのです。その時に神様は「あなたは国を出て、親族に別
れ、父の家を離れ、わたした示す地に行きなさい」とアブラハムに要求したので
す。そう、それは先にお話しました権威を有するお方としての要求です。そして、
その要求に応じるのなら「わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、
あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福の基となる」と約束されたのです。 
 
この父なる神の要求はこれだけにとどまりません。やがてアブラハムには待望の
息子イサクが与えられますが、その彼に神様はそのイサクの命を捧げるように要
求します。アブラハムがそれに従おうと剣をイサクに振りかざした時に御使いは
神様の御心を代弁するかのようにしてアブラハムに語りかけます「わらべを手に
かけてはならない。また何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたのひとり
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子をさえ、わたしのために惜しまないので、あなたが神を恐れる者であることを
わたしは今知った」（創世記２２章１２節）。そう、明らかにここにはイサクを
捧げるようにとアブラハムに要求した神と、それに応えようとしたアブラハムの
心のうちを知り、アブラハムがその要求に応えることを知り、それに満足されて
いる神の姿があります。実に父なる神は私達にその要求に応えることを期待なさ
るお方なのです。 
 
豊田先生はこう書いています。「もし、父が子供に何も期待せず、要求しなけれ
ば、子供は父の愛を受け取ることができない。何も要求しない優しい父は無理難
題の要求ばかりをする父よりは無害かもしれない。しかし、要求しない父親は子
供を承認することをしていない」（P３２） 
 
神様の愛は完全な愛です。それは父性的な愛と母性的な愛を包括し、超越してい
ます。神の愛は無条件の愛でありながら、その期待に応えることを求める愛なの
です。ゆえにイエス様は私達にこう要求されたのです「だから、あなたがたは天
の父が完全なように、完全でありなさい」（マタイ５章４８節）。 
 
豊田先生はこの後にダビデとその息子アブシャロムとの関係について書いていま
す。そう、ダビデには異母兄弟からなる２０人の子供がいました。その中でダビ
デは長男アムノンを特に愛しました（聖書にはいつもこのようにある子供だけを
愛する溺愛というものが出てきます）。やがてはこのアムノンに王位も継承して
もらいたいとダビデは願っていたことでしょう。しかし、問題が起こります。 
 
このアムノンは自らの異母の妹タマルに恋心をもちます。そうです、それは禁断
の恋です。しかし、彼の思いは激しく、彼は無理やりにタマルと関係をもち、彼
女を辱めるのです（いつもお話しますように聖書は人間の美しさを書いているの
ではなく、人間の赤裸々の姿を書いています）。妹に起きたことを聞いたタマル
の兄アブシャロムはこの一件を聞き、激怒します。しかし、その怒りを押し殺し
て、長兄アムノンと向き合います。そうです、なぜ彼がそのように装うことがで
きたかと言いますと、アブシャロムは自分の尊敬する父、ダビデならたとえ愛す
る長兄アムノンであっても特別扱いをせずにタマルを辱めた罪を正しく裁いてく
れるに違いないと父を信頼するのです。 
 
父の子達に対する愛は「正しい要求」、この場合はダビデの「正しい裁き」によ
って証明されます。子供は父の愛を正しい裁きによって経験するのです。聖書は
愛を「不正を喜ばずに真理を喜びます」（Ⅰコリント１３章６節）と教えていま
す。過ちを正さないのは愛ではない。不正を見過ごすことは愛ではありません。
愛は真理を喜びます。 
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フロムは成熟した人間の特徴は母親的良心と父親的良心を併せ持っていると記し
ています。『母親的良心は言います、お前がどんな過ちや罪を犯しても、私の愛
はなくならないし、お前の人生と幸福に対する私の願いもなくならない」。父親
的良心は言います、「おまえが間違ったことをした。その責任をとらなければな
らない。何より私に好かれたかったら、生き方を変えねばらない」（「愛すると
いうこと」。P７３） 
 
豊田先生はこう書いています。『子供は父親に対して正しさの象徴であることを
望んでいます。子供は父親が愛情を注いでくれないことよりも、矛盾したことを
平気で行うことに深く傷つきます。たとえば父親の女性関係が露呈したとき、特
に息子は母親を愛していない父を憎むのではなく、母親と家族を裏切った不正行
為に腹を立てる。子供が父親に傷つくのは「愛が足りない」からではなく「不誠
実」であるからです。子供は自分が過ちを犯した時、「お前は間違ったことをし
た」と誠実な父親に責められることで父の愛を確かめるのです』（「父となる旅
路：聖書の失敗例に学ぶ子育て」（いのちのことば社）P４０）。 
 
時経たず、アムノンとタマルのことは父ダビデの耳にも届きます。ダビデはそれ
を聞き、激怒します。しかし、結論から言いますとダビデはこのことを聞きなが
らも、アムノンを裁くことなく、彼のしたことを不問としました。詳細は省きま
すが、かつて自分も犯したバテシバとの一件が彼の心に複雑な思いをのこしてい
たのかもしれません。 
 
兄弟アムノンに対して父の権威をもって正しい裁きをすることがないということ
を知ったアブシャロムはダビデを見限って自らの手で兄、アムノンを殺します。
そして、このアブシャロムは父ダビデへの反旗をひるがえします。しかし、父ダ
ビデは我が子アブシャロムとも向き合うことなく逃げます。主にある皆さん、ダ
ビデはイスラエルにおける最も偉大な王でありますが、このような弱さを抱えて
いました。そして、このアブシャロムもダビデとの戦の中で命を失っていくので
す。 
 
もし、ダビデがその権威をもって、アムノンの問題を指摘し、それを裁き、同時
に赦しの愛をもって彼を愛するのなら、彼は二人の息子を失うことはなかったの
です。「もしあなたがたが、誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私
生子であって、ほんとうの子ではないのです」（へブル１２章８節）。この言葉
にダビデを照らし合わせますのなら、彼の子達に起きたことの根本原因はダビデ
がアムノンを私生子としてしまったことなのです。 
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主にある兄弟姉妹、これらのことを私達が知る時に私達はなぜ主がその手に権威
の象徴となる杖があり、私達を戒めるムチがあるのかが分かるのです。なぜ、そ
れが羊なる私達にとって慰めとなるのかが分かるのです。 
 
少年非行で補導された少年少女の多くが「親から叱られなかったこと」で拒絶感
や疎外感が深まったと証言しています。親から贅沢な生活を提供され、何の不自
由もない豊かさを享受していながら、本気で叱ってもらえないことに深い寂しさ
をかんじている。いつも親が子供の罪の償いを肩代わりしてきたのでしょう。い
くらでも正さなければならないところがありながら、子供の言い分や言い訳に相
槌を打ってきた、そのことにより親子の確執は生まれないでしょうが、子は親の
心を見透かしています。親が子供の過ちを肩代わりすることで子供は喜ぶかもし
れない、しかしその時、子供は愛されているとは感じないのです（「父となる旅
路：聖書の失敗例に学ぶ子育て」（いのちのことば社）P６３）。 
 
正直申しまして私はここまで父がなすべきこと、父が示し得るこのような愛とい
うことを考えたことはありませんでした。しかし、その語られていることに対し
て、自らのいたらないところ、失敗と呼ばれるものを省みるにつけ、この姿が聖
書の中にある父なる神の姿であるということを知る時にこのことを十分に納得し
ました。 
 
そして母性とこの父性の愛を併せ持ち、否、それを超越している神の私達に対す
る愛にあらためて驚いたのです。ゆえに神の子として、その権威である杖から目
を離さず、私達を正しい道へと導くために振られる愛のムチを受け、私の先頭に
立つ牧者なる主に従っていくことを心から願うのです。これらのことを知る時に
今まで何度も聞いていたあの言葉が全く違った言葉として私の心に響いてくるの
です。 
 
『また子たちに対するように、あなたがたに語られたこの勧めの言葉を忘れてい
る、「わたしの子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱
り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受けいれるすべての子を、むち打
たれるのである」 
 
そうです、私達は私生子ではなく、私達に語りかける権威をお持ちである父なる
神、私達にその愛ゆえに戒めを与える神の子なのです。神は我々を無条件で愛し、
我々に要求し、我々を正すことによりその愛を示すお方なのです。私達の主がそ
の手に握るムチが私達を守り、私達を救うのです。お祈りしましょう。 
 
 


