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不安を取り除く真理の霊
ヨ八 ネ 14:8〜 17、 25〜 27/李

正雨師

世 の中で心配な く生きてい る人はいない と思 います。 これを逆に言えば、人 々は不安 と心配 を持 って生 き
ているとい うことで しょう。最近 のニ ュースを見る と、20代 の青年 の中で約7割 くらいが未来へ の恐怖 を持 っ
てい るそ うです。面 白いのは、韓国もこれ と同 じだ とい うことです。世 の中の多 くの青年 たちは、未来へ の
漠然 とした恐怖 を持 って生きています。社会が彼 らに求める基準は高まっていって、 このよ うな社会 でお金 、
職場、結婚など、多 くのこ とを準備 しなければな らない状況 が、彼 らをより恐れ させてい ると思います。今、
考 えてみると、私 もそ うで した。牧師になるために神学院まで進学 しま したが、一寸先 も見えない未来が 自
分 を不安 にしま した。 では、今、牧師になって 日本 で牧会を している私には、未来へ の不安や心配がないの
で しょ うか。そ うではないで しょ う。青年 の時 とは違 う心配が 山のよ うに積み上がっています。ある調査に
よると、 日本人 の9害 」くらいが未来へ の心配 と不安を持 つてい るそ うです。そ してこの調査 は、青年 に対す る
ものではなく、私 のよ うな中年 を中心に した調査です。子供、 コロナ、健康 、職場、安全事故、国際関係、
地球温暖化 まで … む しろ若者 よりも心配や不安を持 って暮 らしています。社会的な経験 が積 もれば、積 も
るほどより多 くの心配 をしてい るのです。
ところが、 これ をご存知 で しょ うか。 このよ うな心配が私 たちの生活 の中で実際に起 こる可能性は、わず
か2%程 度 だそ うです。私 たちが′
心配 していることの98%は 、実現 され る可能性がないのにヽ私 たちは起 こる
か も しれないこ とに縛 られて生きてい るのです。 しか し、 この2%し かないことの力は、ものす ごいです。私
たちの9害 1を 心配 させ 、青年 たちの7割 に未来への恐怖 を植 え付けさせます。そ して、 これがひ どくなると、p
hobia、

つま り恐怖症 とい う病 も生 じます。 どうすれば、私たちはこの不安 と恐怖 か ら逃れ ることがで きるで

しょ うか。完全に自由になることはできない といって も、ある程度、 これを減 らす ことがで きた らいい と思
います。
今 日の福音書 では、不安 と恐れに包まれている弟子 の話 が書 かれています。そ して、 この弟子はイエ ス様
にとんで もないこ とを要求 します。今 日の福音書8節 の言葉 です。 「フィ リポが『 主 よ、わた したちに御父
をお示 しくだ さい。 そ うすれ ば満足できます』 と言 うと。」 フィリポはイエス様 に御父、つ ま り神様 を示 し
て くだ さい と求めています。私 たちにとってのこのよ うな要求は、普通な ことか も しれませんが、ユ ダヤ人
にとってのこの要求は、あ り得ないこ とで した。先週 の説教 でエルサ レム神殿 について少 し分 かち合 いま し
たが、大祭司だ といっても、至聖所には1年 に一度、贖罪 の 日だけに しか入 ることがで きなかったと申 し上 げ
ま した。なぜな ら至聖所 とい う所は、神様 と出会 う聖なる所だつたので、罪 のある人は入 ることができなか
つたか らです。それ でユ ダヤ人たちは、罪 のある人が神様 と出会 うこ とは、大きな災 いだ と思いま した。 こ
れは、旧約聖書イザヤ書6章 に書かれています。 ところが、今 日の福音書でのフィリポは(イ エス様 に神様 を
示 して くだ さい と求めています。ユ ダヤ人 としては、すべ きでない要求で した。それ では、なぜ フィリポは
このよ うな要求をイエス様 に したので しょ うか。
私は、 このよ うな要求は不安 によって起 こったことだ と思います。 フィリポは不安 を抱 いていま した。今
日の福音書 の前 の章 である13章 を見れば、イエス様は弟子たちの足 を洗われ 、弟子 たちの一人 がご自分 を裏
切 ると言われます。そ して今 日の福音書 の前 の箇所 では、 ご 自分は弟子たちを離れ ると言われています。 こ
のすべ てのことは、弟子 たちと福音 のた めで したが、当時弟子たちはイエ ス様 のこの言葉 を理解す ることが
できませんで した。それ で、 トマスは 「主よ、 どこへ行 かれ るのか、わた したちには分 か りません」 と言 い、
フィリポは御父 を示 してくだ されば満足できます と言 つたのです。 これはフィ リポの不安 を表 していて、 こ
のよ うな不安は、 フィリポにイエス様 の教 えと御業 さえ も忘れ させま した。そ のため、彼 はユ ダヤ人 として
は想像 もできないこ とをイエ ス様 に求めたのです。何 か確 かにして くれ ること、頼 ることができることがフ
ィ リポには必要だつたか らで しょ う。

たぶん、 この よ うな要求は、人間的で当然 のこ とだ と思います。不安を解消す るためには、何か確実な こ
とが必要 ですね。 しか し、イエ ス様 はこの要求 の答 えとして、信仰 を語 られます。今 日の福音書914節 の言
葉 は、 フィ リポの要求についてのイエ ス様 の答えです。 この言葉は説得 と説明 と慰 めの言葉、約束などで書
かれていますが、ま とめてみると、信仰 についての言葉 です。イエ ス様 は、フィ リポに信 じることが不安 を
解決す ることだ と答え られたのです。皆様、一度考 えてみて ください。 も しイエ ス様 がフィリポの要求を聞
いて くださった ら、神様や神 の力 を見せて くださった ら、 フィリポの不安は無 くなった と思 うで しょ うか。
そ の時には大きな助 けになったで しょ う。 しか し、時間が経 つた ら、他 の不安 と恐れがフィリポを訪れ るで
しょうし、 これによってフィリポは、 自分 の願 いが叶 えられた ことも忘れて しま うのだ と思います。
ヨハネ による福音書13章 37〜 38節 には、イエス様 とペ トロの会話 が書かれてい ます。イエ ス様 は、 ご 自分
のために命 を捨てると言 つてい るペ トロに、 「鶏 が鳴 くまでに、あなたは三度わた しのことを知 らない と言
うだろ う」」 と言われます。ペ トロは、イエス様 の神的な姿を見た り、奇跡 も経験 した りした人で した。イ
エ ス様 がモーセ とエ リヤ と共に話 し合 ったこ とを見た人 ,イ エス様 の言葉に従 つて水 の上 を歩 いた人 がペ ト
ロで した。 しか し、イエス様 の言葉 のよ うに、ペ トロはイエス様 を三度 も知 らない と言 いま した。 これは人
間は どれほど弱い存在 かを示 して くれ る出来事です。 フィリポ も同 じだつたで しょ う。 イエ ス様 が神様 を示
して くだ さるとしても、 フィリポの不安 と心配は解決 されなか ったのだ と思います。 フィリポの不安を解決
できるのは、ただ一つ、信仰 で したc信 仰 がフィ リポ を導き、信仰が フィリポを祈 らせ 、信仰 がフィリポ を
満足 させ るのです。要求を聞 くだけでは、何 の役 にも立たなかったで しょ う。 それでイエス様 は、神様 を示
して ください とい うフ ィリポの要求に、信仰 のことをお つしゃったのだ と思います。信仰 が不安や心配 か ら
自由にして くれるか らです。 そ して、そのためにイエス様は聖霊を遣わ され ると言われます。 16節 の言葉 で
す。 「わた しは父にお願 い しよ う。父 は別 の弁護者 を遣わ して、永遠 にあなたがた と一緒 にい るように して
くださる。」
ここで、弁護者 は原語 でパ ラク レー トス (Π αρttKλ η■oc)と 言います。 「パ ラ」は 「そばに」 とい う意味で
あ り、 「ク レー トス」 は招 く、助 ける、教 える、慰 めるなどの意味があ ります。 そばに招かれた方、そばで
教 えて慰 める方がパ ラク レー トスなのです。そ して17節 で、イエス様は このパ ラク レー トス を 「真理 の霊」、
すなわち 「聖霊」 と言 われます。聖霊 は、16節 の言葉 のよ うに永遠 に弟子たちと共にお られ るのです。弟子
たちを教 え られ、慰 めて くだ さるのです。弟子 たちが,心 配ばか りしてい ない よ うに、不安だ けに包まれない
よ うに、助 けて くだ さるのです。 また、聖霊は弟子たちと共にお られ、イエス様 が話 された ことをことごと
く思い起 こ させて くだ さるのです (26節 )。 弟子 たちが信仰 を失わない ように、イエ ス様 の働 きを続けて行わ
れ るように、導 いて くださるのです。そ して弟子たちは、 この信仰 の 中で、不安 と心配ではなく平和を享受
す るのです。今 日の福音書 の最後 の言葉 である27節 の言葉 です。 「わた しは、平和 をあなたがたに残 し、わ
たしの平和 を与える。わた しはこれを、世が与えるよ うに与えるのではない。心を騒がせ るな。おびえるな。」
この世 で生きてい る私たちに、多分不安 と心配は、切 つて も切れない ものか も しれません。そ して、 これ
は当時の弟子たちにも、今 日の福音書を初 めて読 んだ読者 たちに も、同 じだつたで しょう。 ローマ によって
搾取 され、ユダヤ人によって迫害 された彼 らにも、不安 と心配はいつぱいだった と思います。 だか らイエ ス
様 は、 ご 自分 のすべての弟子 たちに平和を与 えられることを願 われま した。 ご 自分 の平和がすべての時代 の
弟子 たちを自由にす るように、弟子たちが,い 配 と不安 か ら逃れ るように願われま した。それ で聖霊を遣わ さ
れたので あ り、聖霊は今 も私たちと共 にお られるのです。聖霊降臨の主 日である今 日、イエ ス様 は私たちに
聖霊をお遣 わ しにな りました。 そ してその聖霊を通 して、私 たちはイエス様 の平和を味わ うことがで きます。
世 の中が与えられない平和、世界が知 ることのない平和 が私たちの中にあ ります。 この平和 の 中で、不安 に
なることも、恐れ ることもない皆様 にな ります よ うに祈 ります。 アー メン

