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Gospel Venture４
根をしっかり張る  偶像を断ち切る

QUESTクエスト●2

次のいくつかの状況について考えてみ

てください。

　

自治会で、近所の神社のお祭りのための奉納金を集めています。あ

なたならどうしますか？

他界した上司のお通夜に来ています。同席したほかの社員はみなお

焼香をしています。あなたはどうしますか？

祖母が同居することになりました。おばあちゃんはご本尊を持って

くるそうですが、あなたはどうしますか？

友だちはみなお寺の盆踊りに行くらしく、誘われました。あなたは

どうしますか？

代々伝わるお札を相続しました。とても価値があり、高価なものだ

そうです。あなたはどうしますか？

これらの状況に置かれた時、あなたならどうするでしょう？　同調

してもよいのでしょうか？　少しくらい妥協してもよいのでしょう

か。どれ程大事なことでしょうか？
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QUESTクエスト●2

もちろん、日本での生活は仏教的、神道的の意味が込められている

ものが多くあります。偶像はあちこちにあります。人々は何千年もの

間、あらゆるものを拝んでいます。そしてこの偶像礼拝の問題は、聖

書の中の最も重要な課題でもあるのです。ですから主の弟子にとって、

特別に注意を払う必要のある問題です。またこの領域は慎重に取り組

まなくてはなりません。八百万もの神々がある以上、私たちはみな避

けて通れないからです。

どちらを向いても、偶像があります。果物の桃でさえ神とされてい

るのをご存知ですか？　岐阜県高山市にある崇教真光の寺には、屋根

にピンク色の巨大な桃が鎮座しています。しかし桃を聖なるものとす

る伝統はかなり昔からあるのです。古事記と日本書紀の記述によると、

伊弉諾尊（いざなぎのみこと）は死んだ妻の伊弉冉尊（いざなみのみ

こと）を黄泉の国から助け出そうとしました。けれども彼の救出策は

失敗し、黄泉の国の霊たちに追われることになります。イザナギは追

いつかれ、桃の木のところまで来たところで、その実をとって投げ、

相手が驚いている隙を見て、逃げ切ります。イザナギは助けられたこ

とを感謝し、桃にオオカムズミの命（みこと）と命名し、神に格上げ

したのです！　ばかげた話ではありませんか？　なんと夏に見かける

桃にでさえ、偶像礼拝はありえるのです！

しかし聖書の時代も、さほど違いはありませんでした。偶像礼拝

は神の民にとって、常についてまわる深刻な問題でしたし、何度も

つまずいたことでもあったのです。幸いにも、聖書の中には英雄的

に偶像礼拝に立ち向かう話があり、私たちはみなそこから多くを学

ぶことができます。その中でも、ダニエル書に記されているのは指

折りの話です。



24

1 ネブカデネザル王は金の像を造った。その高さは六十キュビト、その幅

は六キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に立てた。
2 そして、ネブカデネザル王は人を遣わして、太守、長官、総督、参議官、

財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官を召集し、ネブカ

デネザル王が立てた像の奉献式に出席させることにした。
3 そこで太守、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸

州のすべての高官は、ネブカデネザル王が立てた像の奉献式に集まり、

ネブカデネザルが立てた像の前に立った。
4 伝令官は大声で叫んだ。「諸民、諸国、諸国語の者たちよ。あなたがた

にこう命じられている。
5 あなたがたが角笛、二管の笛、立琴、三角琴、ハープ、風笛、および、

もろもろの楽器の音を聞くときは、ひれ伏して、ネブカデネザル王が立

てた金の像を拝め。
6 ひれ伏して拝まない者はだれでも、ただちに火の燃える炉の中に投げ込

まれる。」
7 それで、民がみな、角笛、二管の笛、立琴、三角琴、ハープ、および、

もろもろの楽器の音を聞いたとき、諸民、諸国、諸国語の者たちは、ひ

れ伏して、ネブカデネザル王が立てた金の像を拝んだ。
8 こういうことがあったその時、あるカルデヤ人たちが進み出て、ユダヤ

人たちを訴えた。
9 彼らはネブカデネザル王に告げて言った。「王よ。永遠に生きられます

ように。
10 王よ。あなたは、『角笛、二管の笛、立琴、三角琴、ハープ、風笛、お

よび、もろもろの楽器の音を聞く者は、すべてひれ伏して金の像を拝め。
11 ひれ伏して拝まない者はだれでも、火の燃える炉の中へ投げ込め』と

ダニエル書３：1-30
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QUESTクエスト●2

命令されました。
12 ここに、あなたが任命してバビロン州の事務をつかさどらせたユダヤ

人シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴがおります。王よ。この者たち

はあなたを無視して、あなたの神々に仕えず、あなたが立てた金の像を

拝みもいたしません。」
13 そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデ・

ネゴを連れて来いと命じた。それでこの人たちは王の前に連れて来られた。
14 ネブカデネザルは彼らに言った。「シャデラク、メシャク、アベデ・ネ

ゴ。あなたがたは私の神々に仕えず、また私が立てた金の像を拝みもし

ないというが、ほんとうか。
15 もしあなたがたが、角笛、二管の笛、立琴、三角琴、ハープ、風笛、および、

もろもろの楽器の音を聞くときに、ひれ伏して、私が造った像を拝むな

ら、それでよし。しかし、もし拝まないなら、あなたがたはただちに火

の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が、私の手からあなたがたを救

い出せよう。」
16 シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴはネブカデネザル王に言った。「私

たちはこのことについて、あなたにお答えする必要はありません。
17 もし、そうなれば、私たちの仕える神は、火の燃える炉から私たちを

救い出すことができます。王よ。神は私たちをあなたの手から救い出し

ます。
18 しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあな

たの神々に仕えず、あなたが立てた金の像を拝むこともしません。」
19 すると、ネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデ・

ネゴに対する顔つきが変わった。彼は炉を普通より七倍熱くせよと命じた。
20 また彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデ・

ネゴを縛って、火の燃える炉に投げ込めと命じた。
21 そこで、この人たちは、上着や下着やかぶり物の衣服を着たまま縛ら

れて、火の燃える炉の中に投げ込まれた。
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22 王の命令がきびしく、炉がはなはだ熱かったので、シャデラク、メシャ

ク、アベデ・ネゴを連れて来た者たちは、その火炎に焼き殺された。
23 シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴの三人は、縛られたままで、火

の燃える炉の中に落ち込んだ。
24 そのとき、ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問た

ちに尋ねて言った。「私たちは三人の者を縛って火の中に投げ込んだので

はなかったか。」彼らは王に答えて言った。「王さま。そのとおりでござ

います。」
25 すると王は言った。「だが、私には、火の中をなわを解かれて歩いてい

る四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の

姿は神々の子のようだ。」
26 それから、ネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいて言った。「シャ

デラク、メシャク、アベデ・ネゴ。いと高き神のしもべたち。すぐ出て

来なさい。」そこで、シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴは火の中から

出て来た。
27 太守、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火

は彼らのからだにはききめがなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と

変わらず、火のにおいもしなかった。
28 ネブカデネザルは言った。「ほむべきかな、シャデラク、メシャク、ア

ベデ・ネゴの神。神は御使いを送って、王の命令にそむき、自分たちの

からだを差し出しても、神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神に

も仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。
29 それゆえ、私は命令する。諸民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、

メシャク、アベデ・ネゴの神を侮る者はだれでも、その手足は切り離さ

れ、その家をごみの山とさせる。このように救い出すことのできる神は、

ほかにないからだ。」
30 それから王は、シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴをバビロン州で

栄えさせた。
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QUESTクエスト●2

１：シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴはこの話の中で、何を失う
状況にありましたか。

２：ここで、どうすれば妥協策を正当化できたでしょうか。

３：王に対しての彼らの返答はどのようなものだったでしょうか。詳
しく述べてください。

４：シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴが勇気をもって、妥協策を
拒んだ結果はどうなったでしょうか。
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偶像とは何か

この話の中に登場する

偶像は、金の像ですが、

何でも偶像になることが

できます。多くの偶像

はもう少しとらえがたい

もので、祈るための像や

お香を炊く対象物ではな

かったりするのです。簡

単に定義すると、偶像と

いうのは神様の代わりに

崇めたり、頼ったりする

ものであり、何でも偶像

になり得るのです。人々

は神様に捧げるべきもの

を、何か別のものに与え

るのです。そして神様の

代わりに、何か別のもの

に対して導き、守り、力、

成功、慰め、そして祝福を与えてもらおうとします。もう一度言いま

すが、何でも偶像になり得るのです。

４：考えられる偶像を挙げてみましょう。

日本のものでもなく、
栄光に満ちた話でもない
仏教は本来日本のものではありません。
元 は々インドのものでした。
多くの日本人は、自分は仏教徒だとい

うかもしれません。でも本当のところどう
でしょうか。多くの人たちはそれがどうい
う意味なのかあまり考えずに言っているよ
うです。
また、ほとんどの人は釈迦がどのよう
に死んだのかを全く知りません。彼の死
は入滅という言葉によって美化されていま
す。しかし記録によると、彼は悪い食事
のせいで亡くなったそうです。それを隠す
のにずいぶんと手が込んだことをしていま
すね。一説によると悪くなった豚肉のせい
だというのです！
これらはあまり、
栄光に満ちた話と
は言えない気がし
ます。
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QUESTクエスト●2

偶像を下の 5つのカテゴリー別にグループ分けし、それぞれどん

な偶像が入るかやってみましょう。

Ⅰ　自然

Ⅱ　生き物

Ⅲ　人

Ⅳ　物

Ⅴ　無形のもの

ダニエル書の話は、とても力強い励ましとなる話ですが、旧約聖

書の他の箇所を読むとき、残念なことに読むのが嫌になることがあ

ります。

イスラエルの民は何度もくり返し神様から偶像へと翻
ひるがえ

ります。何世

代にもわたって、イスラエルの民、そして次から次へと変わった王ま

でも偶像に走ったのです。ようやく失敗から学んだと思うや否や、ま

た同じことを繰り返します。しかも彼らが裏切るのは、しばしば神様

が御自身をあらわされるという、劇的な体験のすぐ後であったりする

のです。

神様がイスラエルの民をエジプトでの奴隷生活から解放された時の

話を覚えていますか？　イスラエルの民は圧政者を逃れ、エジプトの

災いから脱出しました。彼らは懐を金で一杯にしてエジプトを出発し

ました。追いかけてきたエジプト軍は葦の海（紅海）の底に沈んでいっ

たのです。神さまがそれらすべてを行われ、全能の力と民への慈愛を

あらわされたのです。ところがシナイ山で神様がモーセに臨んでおら
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れた時には、すぐさま金の牛の像を作り、拝み始めました！  そして

「イスラエルよ、これはあなたをエジプトの国から導き出したあなた

の神である」（出エジプト記 32：4）とまで宣言したのです！  ここ

までくると、うんざりどころかあきれてしまいます。

なぜ偶像なのか

６：なぜ人はこんなにも容易に神様から離れて、偶像に走るのでしょ
うか。

人類がこうも簡単に偶像礼拝に傾いてしまう、三つの大きな理由が

あります。

一つ目の理由はサタンの偽りの声です。この偽りはエデンの園にい

る時から始まりました。「あなたは神のようになれる」と蛇は言いま

した。偶像礼拝は、この出来事の表われで、悪魔の歪んだ逆転策です。

神が人を造られた、というのが真実ですが、偶像礼拝では人が神を作

ります。この偽りは私たちが物事をコントロールできる錯覚を与え、

まるで自分に力があるかのような気にさせてくれるのです。これはサ

タンからの策略なのです。

二つ目の理由は肉欲的なアピールです。偶像礼拝は、たいてい感覚

に訴えるものを含みます。金箔の寺院にある宝石をちりばめた偶像な

どは、多くの一般の人たちの目を引きます。聖書の時代、偶像礼拝は

性的乱交と売春、泥酔状態で行う儀式、人目を引く富、華やかさや

ファッションにしばしば結びついていました。イエスラエルの民はそ

れらを前に目がくらみ、彼らの感覚は大いに刺激を受けたのです。彼
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らの強い欲望によって神様を捨てたのでした。

三つ目の理由はおそらく社会的プレッシャーでしょう。これは日本

では特に強い力を持っています。みんながしているからそうする、こ

れは周囲からの承認を求めているのと同時に、拒絶を避けるためなの

です。まさに恐れからくるのです。

偶像礼拝はとても心をそそるものであったりします。そして主の弟

子はそれが悪魔的であるとハッキリと認識する必要があります。偶像

礼拝は悪魔によって生み出され養われたもので、本来真実の神様にす

べき礼拝を悪魔に向けさせるものです。そして偶像礼拝の結果は裁き

で、まさに悪魔の望むことです。偶像崇拝には二つの恐ろしい結果が

あります。

偶像礼拝者は呪われる

「職人の手のわざである、主の忌みきらわれる彫像や鋳像を造り、これを

ひそかに安置する者はのろわれる。」民はみな、答えて、アーメンと言い

なさい。

７：「呪われる」という言葉はどういう意味
でしょうか。

申命記27：15
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偶像礼拝者は地獄に繋がれている

しかし、おくびょう者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不品行の者、

魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、

火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。

８：この箇所によれば、誰が地獄（燃える池）に向かっているのでしょ
うか。

確かにこれは恐ろしい裁きです！　では主の弟子は何をすべきで

しょう？　偶像礼拝の問題にどう対応すべきでしょうか。次の従うべ

き御言葉の原則を見てください。

偶像を持ってはならない

3 あなたには、わたしのほかに、ほかの神々があってはならない。
4 あなたは、自分のために、偶像を造ってはならない。上の天にあるもの

でも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな

形をも造ってはならない。
5 それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、

主であるわたしは、ねたむ神、わたしを憎む者には、父の咎を子に報い、

ヨハネの黙示録21：８

出エジプト記20：３-６
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三代、四代にまで及ぼし、
6 わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施すから

である。

９：なぜこの「わたしのほかに、ほかの神々があってはならない」と
いう律法が十戒の最初に来ていると思われますか？

偶像を恐れてはならない

2 主はこう仰せられる。「異邦人の道を見習うな。天のしるしにおののく

な。異邦人がそれらにおののいていても。
3 国々の民のならわしはむなしいからだ。それは、林から切り出された木、

木工が、なたで造った物にすぎない。
4 それは銀と金で飾られ、釘や、槌で、動かないように打ちつけられる。
5 それは、きゅうり畑のかかしのようで、ものも言えず、歩けないので、

いちいち運んでやらなければならない。そんな物を恐れるな。わざわい

も幸いも下せないからだ。」

エレミヤ書10：２-５
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10：この箇所で偶像を嘲笑の対象としているところはどこでしょう。

聖書の中では偶像をはっきりと卑下している箇所が多くあります。

そして実際、偶像というものの馬鹿々々しさを考えると、それは適切

なのです。

4節の「動かないように」という表現は、落

ちてしまわないように自らを安定させることも

できない偶像には、如何に力がないかを強調

しています。「かかし」は命もなく、鳥を脅か

すくらいしか力のないものであるという意味で

す。「人に運んでもらわなくてはならない」と

いうのも、幼児よりも無力であると示しています。「幸いを下す力も

無いからだ」というのは、全く使えないものだということです。笑え

ますよね。

そして、恐れは偶像に対してだけではないのです。社会的プレッ

シャーの問題を思い出してください。私たちはヨハネの福音書 12：

43に「彼らは、神からの栄誉よりも、人の栄誉を愛したからである。」

と書かれてある罠に掛からないよう気をつけなくてはいけないのです
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偶像を許してはならない

1 これは、あなたの父祖の神、主が、あなたに与えて所有させようとして

おられる地で、あなたがたが生きるかぎり、守り行わなければならない

おきてと定めである。
2 あなたがたが所有する異邦の民が、その神々に仕えた場所は、高い山の

上であっても、丘の上であっても、また青々と茂ったどの木の下であっ

ても、それをことごとく必ず破壊しなければならない。
3 彼らの祭壇をこわし、石の柱を打ち砕き、アシェラ像を火で焼き、彼ら

の神々の彫像を粉砕して、それらの名をその場所から消し去りなさい。

申命記12：１-３

神道と仏教の不思議な組み合わせ
神道がすっかり定着していた日本に、どうやって仏教が入り込むことが

できたのか不思議に思いませんか。これらの宗教は全く違ったものではな
かったのでしょうか？
一つの可能性として挙げられるとすれば、仏教が中国から朝廷に取り入

れられた時、焦点は太陽と関わる大日如来の解釈でした。もちろん天照も
同じように太陽と関わりのある神でした。コインの表裏のように、太陽に二
つの側面があるというように考えられ、大日如来と天照は同一視されたの
です。
大日如来（毘盧遮那仏ひるしゃなぶつ）が受け入れられた途端、ほか

の仏たちも滑り込んできたというわけです。
興味深いことに、フランシスコ・ザビエルは最初真言宗の僧侶たちに快

く迎え入れられました。それは神様のことを大日と訳して用いたからです。
しかし彼は後に別の考えが浮かんだのか、ラテン語のデウスを代わりに用
いるようにしました。
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11：偶像の取り扱いについて、どのような動詞が使われているで
しょうか。

なんと厳しい言葉でしょう！　でも、あなたが斧を持って鎌倉や京

都に向かう前に、はっきりさせなくてはならないことがあります。こ

れらの所有地はあなたのものではなく、それに対する責任はあなたに

はないのです。それらを所有している人たちが、その所有に対する呪

いに対処するのです。その代わりに私たちが見るべきことは、私たち

の家と生活です。私たちの権威の下にあるもので、破壊しなくてはな

らないものは何でしょう？

それを行い、祝福を受ける備えをしてください。そうです、イスラ

エルはどの時代においても、偶像に対してどのような立場をとったか

で、祝福されるか呪われるかのどちらかが決まったのです。偶像を礼

拝することで、彼らは裁かれ、征服され、破壊され、貧窮しました。

偶像を破壊し神様を礼拝することで、彼らは祝福を受け、健康、繁栄、

影響力、平和に恵まれたのです。

アブラハムが偶像に満ちた故郷を離れ、生ける神様だけを求め、導

きに従ったとき、神様はアブラハムを大いに祝福し、聖書におけるもっ

とも偉大な約束の一つを与えられ、その祝福は彼からすべての民族に

広がったのです。（創世記 12：１- ３）
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QUESTクエスト●2

A：このクエストの「はじめに」の項に戻って、あなたならどうしま
すか？という５つの質問に答えてみてください。

B：エゼキエル書 14：6　「それゆえ、イスラエルの家に言え。神で
ある主はこう仰せられる。悔い改めよ。偶像を捨て去り、すべて
の忌みきらうべきものをあなたがたの前から遠ざけよ。」を読ん
で、考えてみてください。悔い改めるべき偶像があなたにはあり
ますか。

C：あなたの家、または生活において、清めなくてはならないことが
ありますか。あるならば、すぐに取り掛かってください。

3 あなたには、わたしのほかに、ほかの神々があってはならない。
4 あなたは、自分のために、偶像を造ってはならない。上の天にあるもの

でも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな

形をも造ってはならない。

出エジプト記20：３-６
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5 それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、

主であるわたしは、ねたむ神、わたしを憎む者には、父の咎を子に報い、

三代、四代にまで及ぼし、
6 わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施すから

である。

【お勧めの聖書通読】詩篇15篇 -28篇

１：彼らが研究し、励んできた仕事のすべてを失い、地位も、栄誉も、
影響力も失うことになります。それだけではありません、命をも失

おうとしていたのです。

２：彼らはこう言うこともできました。「神様はバビロンから私たちを救
い出してくださったのだから、これまで築いてきたことのすべてを

失わせようとはされないはずだ。一度だけ拝むだけなら、神様は許

してくださるだろう。拝むふりはするけれども、心では拝んではい

ないのだから。」等々…。

３：彼らは少しもすまなそうではありませんでした。やわらかい言葉で話
していたわけでもありません。王が宣言したことに反論したのです。

「あなたの神々」などには仕えない、あなたの作ったものなど拝まな

いと言って、はっきりとした立場をとりました。ネブカデネザルは世

界で最も力を持っていた人です。なんという大胆な返事でしょう！

４：神様は、三人のところに、個人的に臨まれました。燃える炉の中で、
肉体を持つ前の神の子なる方が共におられたのです。そして彼らは

火に触れられることがありませんでした。人々は三人を見て呆然と

しました。彼らは偶像崇拝の愚かさをみなの前に露にしたのです。
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QUESTクエスト●2

彼らは制度を変え、法律を変え、自分たちの世界を変えました。

５：各自で答えてください。
偶像のカテゴリー

自然　　　木、石、山、滝、川、雷、星など…

生き物　　動物、魚、鳥、龍や不死鳥など、伝説の生き物

人物　　　アイドル、英雄、恋人、亡くなった人、自分自身

物　　　　人形、像、お金、身体の一部、桃！

無形　　　霊、趣味、仕事、考え方、共産主義などのイデオロギー

６：各自で答えてください。
７：災い、不幸、苦しみなどは避けられません。
８：臆病者、不信心なもの、下品なもの、殺人者、不品行、魔術を行うもの、

偶像を拝するもの、偽る者。

９：これが十戒の中で最も重要な律法であるということができます。す
べてがこの律法を基準にしており、神様はご自身だけを神とし、礼

拝することを命じておられます。

10：きゅうり畑のかかしのよう。ものも言えず、歩けない。わざわいも
幸いも下せない。

11：破壊する、こわす、打ち砕く、焼く、粉砕する、消し去る。

不思議な混ぜ物
古事記には最初の神は天之御中主之神（あめのみなかぬしのかみ→
天の中心におられる主なる神という意味）であると書かれています。し
かし、天照大御神を含む、どこかに眠っていた他の神々がそのうち浮上
してきます。

最初神道は、本当の神への道であったかもしれません。神社の配置は
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驚くほどイスラエルの幕屋内の配置に似ていま
す。また清めに対する強調点も聖書でいわれる
ものと似ています。そして見過ごせないのが、御
神輿と契約の箱の類似点です。特に日本の三大
祭りの一つである京都の祇園祭りに関すると、驚
くべきことがあります。祇園祭山鉾連合会の深見
茂氏はこう語りました。「祇園祭というお祭りのし
きたりあるいはその縁起は、間違いなくユダヤの文明と同じ形態と経過と
結果を持ったお祭りです。」

相撲や民謡（ソーラン節など）は、日本に古代イスラエルの影響があっ
たものと思われます。

ザビエルの渡来より1000年も前に、ペルシャ帝国に移動した古代キ
リスト教の教派の一つネストリウス派が中国を通って日本に入った影響も
あったのでしょうか。

どちらにしても、どこかの地点で、神道はわきにそれ、自然を崇拝し、
自然の力、歴史的人物、そしてほとんど何もかもを神として拝むようになっ
たのです（桃でさえも）。


