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テレビで飢餓や飢饉の映像を見たり、新
聞で暴力や虐待のニュースを読んだりする
と、世の中は苦しみに満ちていると感じます。
なぜ良い人々に悪いことが起こるのでしょう
か。

テロリストが自分の爆弾で死んだり、喫煙
者が肺がんになったりするのは納得できま
す。

でも、爆弾テロの巻き添えになった人はど
うでしょう。白血病にかかった幼い子どもは
どうでしょう。私たちの世界には、なぜ痛み
や苦しみがあるのでしょう。

苦しみに満ちた世界
痛みのない世界を想像してみてください。
一見良いように思えますが、骨が折れたり、
胃潰瘍で胃に穴が開いたりしているときは困
ります。痛みには、警告を与える、という意

なぜ苦しみが 
あるのか
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味があります。

問題は、痛みの原因です。そもそも、神が
世界を創造したとき、世界は完璧でした。痛
みも、苦しみも、死もありませんでした。す
べては完璧に調和していました。そして神は、
人類の祖であるアダムとエバと、愛に満ちた
関係を築いておられました。

しかし、アダムとエバは神に背きました。
神に従わず、神の座に着こうとしました。こ
の反逆は聖書で「罪」と呼ばれています。罪
により、完璧な調和を保っていた世界と、神
との関係が損なわれました。残念なことに、
人の反抗的な態度は今日まで変わりません。
また、世界が調和をなくしたことで痛み・苦
しみ・死がもたらされ、今なお存在するので
す。

しかし神は、苦しみを用いてご自分を現さ
れます。小説『ナルニア国物語』の著者 C.S. ル
イスは「神はわれわれの楽しみの中でささや
かれ、われわれの良心に語られる。しかし、
われわれの痛みの中で叫ばれる。痛みは耳が
不自由な世界の人々を覚醒させるメガホンで
ある」と述べています。痛みは、世界を引き
裂くより大きな問題に対する私たちの自覚を
喚起しています。苦痛、戦争、飢餓、病気な
どすべては、世界が神の意図した世界ではな
いと宣言しているのです。
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罪により、完璧な調和を保っていた世界と、
神との関係が損なわれました。
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それなのに、私たちはその叫びを無視しま
した。神は存在しないと公言したり、行動で
それを示したりしています。

それで神は、私たちの望みどおりにしまし
た。それが、神の支配がない、苦しみに満ち
た世界です。しかし、神は私たちを気にかけ
ておられます。神を無視する私たちを深く愛
しておられます。では、私たちにはどんな希
望があるのでしょう。

苦しみのない世界
私たちは、神に主導権を握られるのを拒み
ますが、神は、ご自分の計画を信頼してゆだ
ねてほしいと望まれます。神は、壊れてしまっ
た神と人との関係を回復すると約束してくだ
さいました。これは、この苦しみに満ちた世
界にとって、唯一の希望です。

新約聖書の最後の書、ヨハネの黙示録 21
章 3-4 節は、その希望について、神がすべて
を回復させて、意図していた元の状態に戻さ
れる未来について述べています。

「ごらんなさい。神の住まいが人々の間に
あります。神は人々と共に住み、人々は神の
国民となります。神ご自身が人々の中に住み、
その目から涙をぬぐってくださるのです。も
はや、死も悲しみも叫びも苦痛もありません。
それらはみな、永遠に姿を消したからです。」
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神は...われわれの痛みの中で叫ばれ
る。痛みは耳が不自由な世界の人々
を覚醒させるメガホンである。
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そのような世界を誰もが望みますが、人の
力では実現できません。できるのは神だけで
す。そして、その世界の中心には神がおられ、
神と人間との関係は修復されます。これが本
来の姿です。救われた人々は、そのときを心
待ちにします。

どうしたら救われるのか。
この世は罪のせいで台無しになり、人が直
すことはできません。そこで神は、ひとり子
イエスを送ってくださいました。イエスを信
じれば救われると聖書は述べています。

実に神は、ひとり子をさえ惜しまず与える
ほどに、この世界を愛してくださいました。
それは、神の御子を信じる者が、だれ一人
滅びず、永遠のいのちを得るためです。神
がご自分の御子を世にお遣わしになったの
は、世をさばくためではなく、世を救うた
めです。� �
（新約聖書　ヨハネの福音書 3章 16-17 節）

イエスを信じれば、永遠のいのちが約束さ
れます。死ぬと神のもとへ行き、苦しみから
自由になって神とともに生きられます。でも、
正直なところ、私たちはいつも神に背いてい
ます。それなのに、神に受け入れていただく
ことができるのでしょうか。

私たちが逃れる道もなく、行き詰まってい
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私たちがまだ罪人であった時...キリストが
私たちのために死なれたことにより、神は
私たちに大きな愛を示してくださったので
す。（新約聖書　ローマ人への手紙5章8節）
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た時、キリストはおいでになり、何のとり
えもない、私たち罪人のために死んでくだ
さいました。…私たちがまだ罪人であった
時、神はキリストを遣わしてくださいまし
た。そのキリストが私たちのために死なれ
たことにより、神は私たちに大きな愛を示
してくださったのです。
（新約聖書　ローマ人への手紙 5章 6-8 節）

愛に満ちた神は、ひとり子イエスを送って
くださり、イエスは、私たちが「行き詰まっ
ていた時」に無力な私たちのために死んでく
ださいました。

イエスは、神に背かなかった唯一の人でし
た。しかし、私たちの罪のために、大変な苦
しみに耐えました。イエスは、拒絶され、打
たれ、裸にされ、鞭うたれ、からかわれ、突
き刺され、そして十字架につけられました。
全人類の不従順に対する処罰を、進んで受け
られました。まさに「私たちが逃れる道もな
く、行き詰まっていた時、キリストはおいで
になり、何のとりえもない、私たち罪人のた
めに死んでくださいました。」

イエスは、いのちを投げうって私たちの罪
の代価を支払ってくださいました。それだけ
でなく、死をも克服されました。ですから、
イエスを信じよと聖書は述べているのです。
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イエスは、いのちを投げうって私たちの
罪の代価を支払ってくださいました。そ
れだけでなく、死をも克服されました。
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イエスを信じれば、神と人とを隔てている
壁が取り除かれ、神と人との関係は修復され
ます。その人には素晴らしい未来が待ってい
ます。涙、死、うめき、叫び、そして痛みも
ない世界に行くのです。

神の力なくして苦しみのない世界は実現で
きません。

私たちの人生には苦しみがあり、人はいつ
か必ず死にます。それは事実です。しかし、
神の力と約束は、すべてを覆すことができま
す。神は、平安・喜び・幸せに満ちた、永遠
のいのちを約束してくださいます。

その永遠の人生の実現に向けて、私たちは
何ら貢献できません。すべては神がイエスを
通して成されました。こういうわけで、私た
ちは、神が与えてくださったイエスを信じる
ことによってのみ救われます。

ここまで読んで、「神を中心に人生を考え
たことはなかった」、「苦しみについての聖書
の教えは納得できる」といった感想を持たれ
ましたか。もしそうなら、今日からイエスを
中心に人生を考えてみてはいかがでしょう。

第一歩として、祈ることをお勧めします。
次のページに祈りの言葉があります。これは
祈り方の一例ですが、心を込めて祈れば、新
たな人生を始められます。神とともに生きる
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クリスチャン人生の始まりです。涙も、死も、
うめきも、痛みもない世界で生きるための唯
一の道です。

この祈りでは、神に背いたことを認め、イ
エスを通して示された神の愛に感謝し、日常
生活で神を信頼できるよう助けを求めます。
簡単な祈りですが、人生で最も大きな決断に
なるでしょう。

神さま、
私はあなたを信じないで生きてきました。
私には、あなたとの壊れた関係を修復でき
ません。
あなたの愛に感謝します。私の罪の罰を代
わって受けるために十字架上で死んでくだ
さったひとり子イエスを感謝します。
あなたの助けによって、私は今日、イエス・
キリストを救い主として信頼し、あなたを
信じます。
私は自分勝手な生き方をやめたいと願って
います。代わりに、あなたが私の人生を導
いてくださるよう、お願いします。

自分の罪を正直に認め、イエスの救いを信
じれば、神との本来の関係を取り戻せます。
なんともありがたいことです。
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クリスチャンとして生きる人生は、神の新
しい世界の予告編と言えるでしょう。ヨハネ
の黙示録 21 章 3-4 節に書かれている、神と
ともにある永遠の未来という約束は確実だか
らです。すべての痛みと苦しみは、私たちを
待つ永遠と比べれば、ほんの一時です。痛み
から解放され、苦しみから解放され、回復さ
れた完璧な世界で生きる日が来ます。

クリスチャンになっても、すぐに苦しみか
ら解放されるわけではありませんし、いつも
楽な人生を送れるわけではありません。しか
し、神は苦しみに対処する方法を与えてくだ
さり、日々の祈りを通して神の助けを得られ
ます。毎日を神のために生きて、将来約束さ
れている世界を心待ちにできます。死も、う
めきも、叫びも、痛みもない世界です。

聖書に書かれている事柄や、どうすれば
これから神のために生きられるかについ
て、興味のある方は、公式サイト（https://
japanese-odb.org/）をご覧ください。

リビングバイブル©1978, 1993, 2016 いのちのことば社

https://japanese-odb.org/
https://japanese-odb.org/
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神は、平安・喜び・幸せに満ちた、永遠の
いのちを約束してくださっています。
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恵み。これはキリストを信じる上で大切な言
葉です。神からの最高の贈り物である恵みと
はどのようなものでしょう。聖書から共に学

びましょう。

https://japanese-odb.org/ds/grace/

恵み
神の贈り物

https://japanese-odb.org/ds/grace/ 


あなたのことを完全に知って、 
完全に愛してくれる神さまについて、 

もっと読んでみませんか。

また、聖書の視点で人生を見ることを�
少し体験したいと思う方は、�

https://japanese-odb.org/today/ 
をブックマークして、日々更新される聖書に
関わるエッセーを読んでください。
このサイト�https://japanese-odb.org/
では、その他にも色々なテーマの読み物�

を提供しています。

「A�Story�of�Hope�希望の
物語」は、イエスがどんな存
在でどんなことをしてくれ
たかが書いてあります。

https://japanese-odb.org/today/ 
https://japanese-odb.org/
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