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「アダムとエバ  問題の原因をつきとめる」 
	 	

 
「ベン・ハー」という映画が上映されています。これは１９５９年にチヤールトン・ヘ
ストン主演で上映され、アカデミー賞１１部門を獲得した映画のリメイクです。このよ
うにオリジナル作品が大ヒットをしたゆえに今回のようなリメイクが作られることがあ
ります。この「べン・ハー」については分かりませんが、多くの場合、リメイクがオリ
ジナル以上に注目や評価を得ることは少ないように思えます。「最初に創作された原
作」と「それを真似たもの」の違いです。 

二月にイスラエルツアーに行きました。ヨーロッパの観光地を見てこられた方達が、言
っておりました。「やはりイスラエルは別格だ」と。何が違うのでしょうか。ヨーロッ
パの文化、音楽、建築、芸術のほぼ全てにはキリスト教の影響があります。イスラエル
はそのキリスト教発祥の地です。すなわち、その場所こそオリジナルのキリスト教があ
る場所です。これは「伝えらえたもの」と、「そこで生まれ、育まれたもの」の違いで
す。 

人間について書き記されたものには色々あります。小説も映画もその中には登場人物が
います。その人達が何を考え、何を言い、どんな行動をするか、そのことが書かれてい
るのが小説であり、映画です。しかし、この人間に関する記録のオリジナルは聖書にあ
ります。特に今日、私達が注目する人はまさしくその人間の原型とも呼ぶべき人です。
私達はこの人達から今日は大切な聖書の言葉を聞きたいと願っています。時は天地創造
にまでさかのぼります。 

「はじめに神は天と地を創造された」という言葉で始まる聖書は、神が六日をかけてこ
の世界を創られた様を描いています。二週間前に黒澤明監督の言葉を紹介しましたが、
監督が言っていますように、私達人間が無から有を創造するのは不可能であり、私達の
創造は、それまでに私達が見聞きしたことを土台としてなされます。しかし、この天地
創造に関してはまさしく神が無から有を生みだしたということであり、その創造の冠と
して一番最後に神はアダムという人をつくり、そのアダムからエバという女性を創造さ
れたと聖書は記録しています。言うなれば、彼らこそが我々全ての人間の初めであり、
我々の原型であったということができます。 

この二人が暮らしていた場所は神の備えたもうエデンの園という場所でありまして、そ
の所で彼らは生きていくために必要なものが全て与えられていました。彼らは園の中央
に置かれた一本の木からなる実以外は、そこにあるいかなる植物を食べてもいいという
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許しを神様から直々に得ていました。そんな日々を過ごしていた彼らにある日、こんな
ことが起こります。 

1 さて主なる神が造られた野の生き物のうちで、へびが最も狡猾であった。へびは女に
言った、「園にあるどの木からも取って食べるなと、ほんとうに神が言われたのです
か」。2女はへびに言った、「わたしたちは園の木の実を食べることは許されています
が、3 ただ園の中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、
死んではいけないからと、神は言われました」。4へびは女に言った、「あなたがたは
決して死ぬことはないでしょう。5それを食べると、あなたがたの目が開け、神のよう
に善悪を知る者となることを、神は知っておられるのです」。6女がその木を見ると、
それは食べるに良く、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を
取って食べ、また共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。7すると、ふたりの目が開
け、自分たちの裸であることがわかったので、いちじくの葉をつづり合わせて、腰に巻
いた。8彼らは、日の涼しい風の吹くころ、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。
そこで、人とその妻とは主なる神の顔を避けて、園の木の間に身を隠した。9主なる神
は人に呼びかけて言われた、「あなたはどこにいるのか」。10彼は答えた、「園の中
であなたの歩まれる音を聞き、わたしは裸だったので、恐れて身を隠したのです」。
11神は言われた、「あなたが裸であるのを、だれが知らせたのか。食べるなと、命じ
ておいた木から、あなたは取って食べたのか」。12人は答えた、「わたしと一緒にし
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」。13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１節―１
３節）。 

言うまでもなくこれは創世記に記されている最初の人、アダムとエバがエデンの園にて
サタンの誘惑を受けて、神様から食べてはならないと言われていた実を食べてしまう出
来事です。このところから今日はいくつかのことを見ていきたいと思います。まず最初
に「問題は最高の環境で起きた」ということです。 

問題は最高の環境で起きた。 

創世記を読んでいきますと常識では考えられないことに直面することがあります。その
一つにその時代の人間は９１２年とか９０５年生きたというようなことが書かれている
ということです（創世記５章８節、１１節）。私達の常識で考えましたらありえない話
です。 
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その時は、まだ地球そのものがブランドニューのまま保たれていた時代でした。これら
の驚くべき人間の生涯年齢は完璧な環境の中に生きた人の年齢なのです。すなわち排気
ガス、紫外線、農薬で汚染された食物、有害電波というものがまだ存在していない時代
の話なのです。そもそも人間の肉体そのものがブランドニューで、まだ喘息とか癌、脳
梗塞のような病気が人の間に生じる前の肉体を彼らは持っていました。彼らが吸う空気
も完璧で、彼らは園を歩き、大地を耕し、ストレスがない最高の環境にいました。私達
には想像もできない完ぺきな環境の中で今の私達には想像もできない寿命を彼らは生き
たのです。 

ゆえに後に地球規模の環境破壊となりましたノアの洪水が起こりますまで、この寿命は
続き、洪水後になってからは人の寿命はかつての時の半分以下となり、徐々に減り続け、
最終的に人の寿命はこれからは１２０年だろうと聖書は我々の生存限界年齢を記してい
るのです（創世記６章３節）。今日、医学的に見て、多少の例外はあるでしょうが人間
の寿命の限界は驚くべきことに、この創世記が既に書き残している１２０年前後となっ
ているのです。 

そのような完ぺきな環境を有するエデンの園で問題が起きました。そうです、私達はこ
こで教訓を得ます。そう「問題は最高の環境でも起こる」という教訓です。経済的に何
の問題もない。食べるものは全て無農薬で最高品質、家にはスポーツジムがあり、最高
の教育を受け、仕事も収入も安定している。しかし、それでも問題は起きます。環境を
改善することはとても大切です。時に環境を変えることも大切です。そのことにより、
問題が解決することもしばしばあります。しかし、環境が変われば全てがよくなるとい
う保証はありません。問題というのは私達が行く先々にいつもあるものです。そうです、
それではなぜどこに行っても問題があるのでしょうか。二つ目のこと、「問題の原因に
向き合う」ということをお話しします。 

問題の原因に向き合う 

アダムとエバに忍び寄ったのは蛇でした。彼は園にいた野の生き物のなかで最も狡猾だ
った、悪賢かったと聖書は記しています。創世記でこの蛇はサタンとされています。彼
はそのところでまずエバに忍び寄り、その巧みな言葉によってエバはその実を食べ、ア
ダムにも食べることを勧め、彼もこの実を食べてしまうのです。 

その時まで彼らは身にまとうものなく生きていたようです。しかし、その実を食べた瞬
間から彼らは自らを恥ずかしく思うようになり、イチジクの葉で自らを覆うようになり
ました。そして、神に対しても恐れを感じ、身を隠すようになるのです。 
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私達はこの「恥」と「恐れ」をしっかりと引き継いで生きています。我が子に向かい
「お父さんは恥ずかしい」とか「あの人のことを考えると恐れで震える」というような
ことは私達の日常であり、このような人間の感情が小説や映画の題材となっています。
今、お話ししているこのアダムとエバの心に芽生えた「恥」と「恐れ」はそれらのもの
の一番初めのものであり、まさしくこれこそが「恥」と「恐れ」のオリジナルなのです。
そして、この「恥」と「恐れ」がどのようにして彼らの心に生まれたのかという、その
原因を見出すことこそが、まさしくこれらの問題に悩む者達の問題の解決の糸口となる
ことは言うまでもありません。そう、その問題の「原因」を見つけることこそが問題解
決の大前提なのです。 

さて、この実を食べた二人に神は問いかけるのです。「あなたが裸であるのを、だれが
知らせたのか。食べるなと、命じておいた木から、あなたは取って食べたのか」（創世
記３章１１節）。アダムは答えます「わたしと一緒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」（創世記３章１２節）。それを受けて神様
は女に言います「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１３節）。 

アダムは自分が実を食べたのは「あなたが私にこの女を与えたからだ」とその原因は
「あなた」にあると神様に向かって語りました。そして、同時に「この女が自分にその
実を取ってくれたから」と、その原因はエバにもあると言われました。このようにアダ
ムから指さされたエバはどうしたでしょうか。彼女は「蛇に私は騙され、私は食べまし
た」と言ったのです。言うまでもなく、これらの二人の心にはこんな思いがあります。
「俺、わたしが悪いのではない。俺、わたしは被害者だ。このことの原因は神にあり、
この女にあり、そして蛇にあるのだ」というのが彼らの主張なのです。 

少年時代、私はよく自転車にのりました。小学校から帰るといつも自転車にのって好き
なところに行っていました。まさしく自転車は私の足でした。でも自転車も乗り続けて
いると色々なところがが故障します。その最たるものはパンクです。パンクをするとい
つも町の自転車屋さんに持って行って直してもらっていたのですが、そこのおじさんが
自分の自転車を直してくれているのを見ながら、そのうちに自分でパンクを直すように
なりました。経験された方かがいるかもしれませんが、自転車がパンクしますと、まず
はタイヤを車輪から外して、中にあるチューブをだします。ご存知のようにあのチュー
ブの中には空気が詰まっており、故にタイヤはその役目をはたすのです。パンクとはそ
のチューブに穴が開いているから起こります。ですからそのチューブのどこに穴が開い
ているのかを探すのが大切となります。そのチューブの全てに問題があるのではなく、
針の穴のような小さな穴がパンクの原因なので、その穴を見つけるのです。そのために、
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たらいに水を入れ、チューブをそこに沈めていきます。そうしますと穴が開いたところ
から気泡が出ています。そこがパンクの原因です。原因が分かれば、そこにチューブと
同じ材質のパッチをつければ修理完了。そこから再び空気がもれることはありません。 

パンクをした人がハンドルが曲がっているからそこを直さなければならないとか、ペダ
ルがおかしいと言っていたのでは、パンクが直されることはありません。そうではなく、
パンクの問題の原因を見つけることがまず第一で、見つかってはじめてそれを修理する
ことができるのです。これがパンク修理の原則であり、このことはパンクのみならず、
あらゆる問題解決の原則となるのです。 

アダムとエバは神の言葉に従わず禁じられていた実を食べました。そして、彼らはその
原因を「神」と「エバ」に、そして「蛇」としました。どうやら私達人類はその初めに
問題解決を誤ってしまったようです。そして、それは最初のボタンの掛け違いとなり、
今日も私達はこのような問題の掛け違いをし続けているのです。 

明らかにこのところではアダムもエバも責任を転嫁しています。そして、その矛先にな
りました蛇だけは責任を転嫁することなく沈黙を保っています。なぜなら、このことは
蛇にとりましてはまさしく「してやったり」なことだからです。人間の心に責任を転嫁
するという思いがインプットされた限り、後に続く者達もその問題の原因を見極めて、
その修復をすることが困難となったからです。「責任転嫁」は問題の原因から目をそら
すことですから、その修復と解決へと至ることがなく、問題は未解決のままそこにあり
続けますから、さらに問題が広がったり、大きくなったりします。ひいてはその問題に
関係している者達の間には不信感が生まれ、怒りや恨みというものすら生まれてきます。
このことにより人の世界は混乱し、さらにはそのことにより互いの憎悪が増すのですか
ら、サタンにとりましてはアダム、エバが実を食べたということに加え、その後に彼ら
が責任を転嫁し始めたということは非常に喜ばしいことなのです。 

最近、北朝鮮が五度目となる核実験をしたために世界各国の避難を浴びています。それ
にたいして北朝鮮側はこんな声明を出しました。「米国こそが我々を核弾頭開発に駆り
立てた張本人であり、米国をはじめとする敵対勢力の核戦争の威嚇と制裁騒動に対する
実際的な対応措置の一環」と自分達が核実験をしたのは米国および、他国が原因なのだ
として、自らを正当としました。この類のことは北朝鮮に限らず、現に今、各国で起き
ていることであり、さらにはこれら国家間だけに起きていることではなく、私達の間で
も日常的に起きていることなのです。そうです、私達はしっかりとアダムとエバのした
ことを継承しているのです。 
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信仰者である私達は時に「このことは悪霊の仕業だ」と言います。確かに聖書は悪霊の
存在を認めていますし、私達もその存在を知っています。確かに今も悪霊は私達の世界
にはたらきかけていることでしょう。しかし、何から何まで「悪霊の仕業だ」というこ
とになりますと、はたして本当にそうなのだろうかと思うことがあります。それは悪霊
の仕業ではなく、私達の頑固さの問題であったり、私達のいたらなさの問題であるとい
うことが多々あるからです。それこそ悪霊の側としては、私達がこのように何でもかん
でも悪霊の仕業にしていることは願ってもないことなのです。なぜなら私達がその問題
を悪霊の仕業としている限り、問題の本当の原因に光は当てられず、その問題の解決は
手つかずであり、その問題はそこにあり続け、さらに私達の間に混乱を招くことになる
からです。 

それでは「神のせいだ。エバのせいだ。蛇のせいだ」と主張したアダムとエバのそもそ
もの問題の原因は何だったのでしょうか。それはその実に実際に手を伸ばし、最初にそ
れを口に入れたエバの心の問題であり、それを咎めることなく、食べてしまったアダム
の心の問題であり、確かに蛇がその引き金とはなっていますが、その実に手を伸ばし、
それを口にいれたのは彼ら自身であったということろにまず彼らは目を留めるべきでし
た。「俺がこの実を食べてしまったのは神よ、あなたが私にこの女を与えたからだ」と
いう見当違いを持ち続ける限り、この類の問題は再び起こってくるのです。 

小さい頃、こんなナゾナゾがありました。「逃げても逃げてもついてくるものはな～
に」。そう「影」です。どこに行っても私達の影はついてきます。同じように私達がど
こに行ってもついてくるのは私達の心なのです。申し分のない完ぺきな環境に身を置い
ても、そこには私達の心があります。これが曲者なのです。私達を直接悩みます問題の
多くがどこから発生するかと言いますと、それは私達の心からなのです。 

私達は今日から「人生の危機管理」というテーマで礼拝メッセージを聞いていきます。
アダムとエバのみならず、これから色々な人間の失敗を見ていきます。この毎週のメッ
セージでは「だからあの人は」とか「この人と」いうことを考えるのではなく、まずは
自分の心を省みてください。人生で一番、長いつきあいは自分の伴侶でもなく、親兄弟
でもなく、子供でもなく、自分自身なのですから。その心は私達が最高の環境に置かれ
る時も、最低の環境に置かれる時も、いつも私達と共にあり続けるのですから。 

ある人がイケアで本棚を買いました。イケアの家具は自分で組み立てなければなりませ
ん。彼は意気揚々と段ボールを広げ、家具を組み立て始めました。しかし、ネジをしめ
ようと思いましても、なかなかネジが閉まりません。何度やってもダメなのです。彼は
なんという不良品なんだとぶつぶつ文句を言い始め、最後にはそのキャビネットにあた
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り、作るのを諦め、それはガレージに置かれました。手つかずのキャビネットはそのま
ま何年も、埃をかぶったままそこに置かれ続けました。 

彼は不良品を手にしてしまったのでしょうか。ネジ穴とネジが合わなかったのでしょう
か。製品が梱包される時に手違いがあったのでしょうか。いいえ、彼はネジを締めるた
めに回す向きを知らなかったのです。右に回さなければネジはしまりません。しかし、
彼は何度も何度も左に回していたのです。彼はそれに気がつかず、せっかくのキャビネ
ットは使われることなくガレージで埃をかぶっているのです。 

これは私が創作した例え話です。ネジの回す方向を知らない人はあまりいませんから、
このようなことはほぼ起こらないと思います。しかし、この類のことが私達の人生には
度々、ありませんか。問題の原因を突き止めていないゆえに、問題が解決にいたらずに
心のガレージに埃をかぶって保留されているということ、ありませんか。 

最初にお話ししましたように私達の問題は最高の環境でも起こるものです。ということ
は必ずしもそれは環境の問題ではないのかもしれません。問題は別のところにあるのか
もしれないのです。 

警察官が事件を調べる時に何をしますか。その被害を受けた人の回りの家族、交友関係
をまず調査します。なぜですか、その人に一番、身近にいる人が何かを知っているかも
しれませんし、もしかしたら犯人かもしれません。「身近である」ということはその可
能性が高いことを意味します。さらには目撃者を探します。その事件が起きた時に不審
な人物はいなかったかと聞き取りをするのです。なぜですか、言うまでもなく、その事
件に関与している可能性がその人は高いからです。これらを一言で言いますのなら、そ
の事件が起きた前後、あるいはまさしくその事件の最中に誰が被害者の近くにいたかと
いうことを警察はまず調べるのです。これが事件を解決するための調査というものです。
そして複数出てきました容疑者のアリバイをとり、一人一人をその容疑者リストから消
去していきます。 

私達の問題の原因のアプローチもこのように進められていくべきなのでしょう。私達が
行く先々でいつも問題があるということでしたら、まず私達が調べるべきものは何でし
ょうか。そう、まず私達が取りかかるべき人は自分自身です。どこにいっても起こる、
そのどこに行っても必ずそこにいるのは自分だけなのですから、私達にアリバイはない
のです。まずはそこから始まり、しかし、そこではないのなら、次の原因と思われるも
のにあたっていくのです。 

その時に私達の心が神様の光に照らされるのなら「あなたが与えてくださったこの仕事
が」とか「あなたが結ばせてくださったこの人が」とか「この甘い話をもってきたこの
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人が」とか「この人がこれをくれたから」というようなアダムやエバが言っていたよう
な思いが自分の心にもあることに気がつかされるのです。そして、それが原因なのだと
思うことは、私達の誘惑となります。そうです、誰も自分の過ちや失敗、自分がいたら
ないことに向き合うことはしたくないからです。しかし、その自分がもし問題であるの
なら、その問題の解決のために、まずそこから手をつけなければならないのです。 

皆さんの心のガレージに未完成のキャビネットはありませんか。私達が組み立てるのを
諦めてしまったキャビネットです。なぜなら、あの時、問題があり、解決できずにそれ
を保留したからです。グッドニュースをお伝えします。私達が諦めてしまった心の倉庫
に置かれたこれらのキャビネットはまだ充分に使えるもので、今からでも私達はそれを
用いることが出来ます。 

あの時、「この問題の原因はこれなんだ」と私達が主張したものがあるかもしれません。
しかし、結局、その問題は解決せず、未だに保留されているということはありませんで
しょうか。このことに迷宮入りはありませんから、今日、私達はもう一度、そのような
ものの問題の原因を神の光の前に照らしていただきませんか。主の御手の中にある命の
水の中に、パンクの穴を見つけるかのごとくに自分の心を沈めてみて、放置されている
小さな心の穴を見つけてみませんか。そのために二週間前にお話ししました「主の前に
一人、静まる」という方法を十二分にお用いください。人生はまだまだ捨てたもんじゃ
ありません。まだまだ主にあって十分に取り返すことができるのですから。 

問題はいかなる環境でも起こります。そして、誰もがその解決を願うでしょう。その時、
私達はしっかりと原因を見極めなければなりません。「それが私を悩ます問題」である
のなら、その問題に一番、近くいるのは私達自身です。そうであるのなら、まずその原
因を探るために取りかかるのは、まず私達の心でありましょう。このチャンスをアダム
とエバは逃し、他のものを指さしたゆえに、その問題は保留されてしまったのです。故
にこのことは後に彼らの子供達にも大きな影響を与えていきます。そのことについては
また二週間後にお話ししましょう。主の光が私達一同を照らしてくださり、私達が今も
抱えている問題の中に解決を見出すことができますように。お祈りしましょう。 

 


