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　　　　　　　　　　１　「命の木」と「善悪を知る木」

　　　　　　　　　　２　聖書における「命」と「死」

　　　　　　　　　　３　イエスと「命の木」

１　「命の木」と「善悪を知る木」

旧約聖書の創世記第二章第九節には、日本語訳で、

　また主なる神は、見て美しく、食べるに良いすべての木を土からはえさせ、更

に園の中央に命の木と、善悪を知る木とをはえさせられた。

（下線は筆者）

                                                        

英語訳で、

　                

                

            

（下線は筆者）

と書かれている。

　そして、同じ章の第十六、十七節には、日本語訳で、

　16　主なる神はその人に命じて言われた、「あなたは園のどの木からでも心の
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ままに取って食べてよろしい。17　しかし善悪を知る木からは取って食べて

はならない。それを取って食べると、きっと死ぬであろう」。

（下線は筆者）

英語訳で、

　          “     

              

                  

  ”

（下線は筆者）

と書かれている。

　神は東のかた、エデンの園に、「見て美しく、食べるに良いすべての木を土か

らはえさせ」、さらに、その中央に、「命の木」と「善悪を知る木」をはえさせ

た。神が園の中央にはえさせたということは、その二本の木が、数多くの木々の

中でも、人間にとって、とりわけ、重要な木であることが暗示されていると考え

てよいだろう。神は人間を住まわせるつもりで、エデンの園を設けたのであるか

ら、この二本の木は、他でもなく、これから、その園に住むことになる人間に

とって、最も重要な木であると思われる。しかし、不思議なことだが、ここで、

神は、この二本の木のうち、「善悪を知る木」についてのみ、その木から取って

食べてはならないと言っているが、「命の木」については、何も言及していな

い。神は「あなたは園のどの木からでも心のままに取って食べてよろしい」と

言ったあと、「善悪を知る木からは取って食べてはならない」と言っているので

あるから、「善悪を知る木」以外なら、「命の木」を含めて、エデンの園に生えて

いる、どの木からも取って食べてもかまわないということになる。

　神は、人間に対して、「善悪を知る木」から取って食べることを禁止している

だけではなく、さらに付け加えて、「それを取って食べると、きっと死ぬであろ
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う」と言っている。聖書において、神が、人間に対して、「きっと死ぬであろ

う」という強い口調、いわば、死を宣言するような口調で言うのは極めてめずら

しいことである。「善悪を知る木」から取って食べた場合には、人間には、必

ず、死が訪れると言っている。これは神から人間に対して言われた、かなり強い

禁止命令である。第十六節に、「主なる神はその人に命じて言われた」とある

が、その人とは、もちろん、アダムを指しているのであって、エバのことではな

い。神がこのことを彼に言ったときには、エバはまだ生まれていないのである。

彼女が生まれるのは、それから六節のちの第二十二節になったときである。その

ため、「善悪を知る木」についての神の禁止命令を、直接、神から聞いたのはア

ダムであり、エバではないということになる。

　神が「善悪を知る木」から取って食べると、きっと死ぬであろう」と言ってい

ることから判断すると、「善悪を知る木」は、単に、人間が善悪を知ることがで

きる木というだけではなく、同時に、それは死をもたらす木、すなわち、「死の

木」と言えるだろう。すると、エデンの園の中央にある二本の木というのは、

「命の木」と「善悪を知る木」というだけではなく、「命の木」と「死の木」とい

うことにもなり、「命」と「死」という、相対立する概念が二本の木となって、

エデンの園の中央に生えていることになる。人間にとって、最も重要な木で、エ

デンの園の中央にはえている二本の木が「命の木」と「死の木」である。言うま

でもなく、「命」は誕生や生存を意味し、「死」は生存の終わりを意味するので、

アダムとエバに限らず、現代人にとって、いや、いつの時代においても、それは

最も重要な木である。その二つの木が、人間が住むエデンの園の中央にあるの

は、ある意味では、当然であると言える。

　神は人間が「善悪を知る木」から取って食べると、「きっと死ぬであろう」と

言っているので、神から見れば、人間が善悪を知ることは、死にも値する重大な

罪であるということになる。しかし、人間の側から見れば、善悪を知っただけ

で、その結果が死であるというのはあまりにも厳しすぎる罰のような感じがす

る。それどころか、人間が善悪を知った結果として、神が死を罰として与えるこ

とに対して、何か理不尽で、受け入れがたいものを感じる。善悪を知った人間は
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死に値すると考えている神と善悪を知った結果が死であるとは、あまりにも惨

すぎると考えている人間との間には、何か埋めることのできない深い溝が横た

わっているように感じられる。

　第三章第二十二節には、日本語訳で、

　主なる神は言われた、「身よ、人はわれわれの一人のようになり、善悪を知る

ものとなった。彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きるかも知

れない」。

（下線は筆者）

英語訳では、

　      “          

              

          ”―

（下線は筆者）

と書かれている。

　「善悪を知る木」から取って食べた人間が「われわれの一人のようになり、善

悪を知るものとなった」という神に言葉には、大きく分けて、二つ意味があるよ

うに思われる。一つは「われわれの一人のようになり」という部分である。これ

は善悪を知った人間は神のようになるということであり、これから先、人間も、

自分が神であるかのように考え、神のように、振る舞うかもしれないということ

である。もう一つは人間は、神のように、「善悪を知るものとなった」という部

分である。人間が、神のように、物事の善悪がつくようになったということであ

る。これは、多くの人々にとっては、好ましいことであるように思われる。現代

でも、子育てをする場合、親は、必ずと言っていいほど、まず、善悪のけじめが

つく子供を育てようと願うことだろう。この世の中には、人の物と自分の物の区
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別がつかない人や人の命をいとも簡単に絶つ人が多いように感じられるので、

自分の子供はそうなって欲しくはないという親心であり、そう思うのは当然で

ある。

　アダムとエバは、「善悪を知る木」から取って食べたあと、神のように、「善悪

を知るものとなった」と書かれているところから判断すると、その木から取って

食べる以前は、二人は善悪を知ることができなかったことになる。そのため、二

人が「善悪を知る木」から取って食べる以前は、善悪を知っていたのは神だけで

あり、二人には、善悪の基準がなく、善悪の判断ができなかったことになる。そ

れゆえ、神が善と言えば、善であり、悪と言えば、悪であった。人間が善悪につ

いて口を差し挟む余地はなかった。神による以外に、善悪の基準がなかった。神

だけが、唯一、善悪の基準であった。人間は神の善悪に口を挟むことができず、

神の判断に従ってさえいればよかった。すなわち、神に従うことが善を行うこと

であり、神に逆らうことが悪を行うことであった。

　しかし、人間が、神の禁止命令に逆らって、「善悪を知る木」から取って食

べ、善悪を知った時点から、このような神と人間の関係は一変した。人間が「善

悪を知る木」から取って食べた結果、善悪を知るものは、神と人間というよう

に、いわば、二分化され、二極化した。このような状態になると、一方には、善

そのものである神がいて、善悪を判断する。そして、もう一方には、神に背いた

人間、すなわち、悪を行うこともある人間がいて、善悪を判断することになる。

このような二極化が起こった場合、人間は、ある事について、善悪の判断をしな

ければならないとき、どちらの判断に従うかという問題が起こってくる。つま

り、善悪の最終的な判断者を誰にするかという問題が起こってくる。人間が善悪

を判断するとき、人間は神の判断に従うか、それとも、人間は神の善悪の判断に

頼らず、自らが善悪の最終的な判断者になり、判断を下すのかという重大な問題

に直面することになる。

　神は人間について「われわれの一人のようになり」と言っているように、神

は、人間は「善悪を知る木」から取って食べたあとは、ときには、神のようにな

り、神を差し置いて、自らが善悪の最終的な判断者になるであろうと預言してい
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る。神によって創造された人間が創造主である神のようになるということは、神

から見れば、人間がとる態度の中で、これほど不遜で、横柄な態度はないであろ

う。よく言われるように、陶工によって創られたはずの器がそれを創った陶工の

判断や振る舞いをするのである。創られた者が創った者と同じ振る舞いをする

のである。それゆえ、「善悪を知る木」から取って食べ、善悪の知ること自体、

神から見れば、人間が取る態度の中で、これほど不遜な態度はないであろう。と

いうのは、善悪の判断において、神と同じようになったからである。

　「善悪を知る木」から取って食べると、「きっと死ぬであろう」と神が言ってい

るにもかかわらず、あえて、「善悪を知る木」から取って食べるという行為の中

には、人間が持つ、ある特性が表されている。神は禁止し、それを取って食べる

と、「きっと死ぬであろう」と言っているが、それを食べたところで、けして死

ぬようなことはないであろうという、人間の側の判断の甘さがあるように思え

る。すなわち、人間は、心のどこかで、神を軽視しているのである。聖書では、

人間がそのように思い始めたのはへび（悪魔の化身）が誘ったためであるとして

いる。

　第三章第一節、日本語では、

　１　、、、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

とうに神は言われたのですか」。

（下線は筆者、点線部分は省略部分）

英語訳では、

　       “     ‘    

      ' ”

（下線は筆者、点線部分は省略部分）

また、第四節で、日本語訳では、
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　４　、、、あなたがたはけして死ぬことはないでしょう、、、」

 点線部分は省略部分）

英語訳では、

　      

 点線部分は省略部分）

と書かれている。

　神は、第二章第十六、十七節で、「あなたは園のどの木からでも心のままに

取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない」と

言っているにもかかわらず、へびは「園にあるどの木からも取って食べるなと、

ほんとうに神は言われたのですか」と言っているように、神の言葉をねじ曲げ

て、エバに質問している。さらに、神は「それを取って食べると、きっと死ぬで

あろう」と言っているにもかかわらず、へびは「あなたがたはけして死ぬことは

ないでしょう」と言って、まさに、神とは正反対のことを言っている。これは人

間が言ったのではなく、へびが言ったことになっているが、人間がそれに従った

ということは、とりもなおさず、人間は神よりも悪魔を信じることもあり、人間

の心の中には、悪魔に同調する部分もあるということを物語っている。

　このように、人間は神の言っていることを軽視するときもあり、信じないこと

もありうる。もし、この場合、人間が悪魔の言葉よりも神の言葉を信じていたと

すると、神が「善悪を知る木」から取って食べると、「きっと死ぬであろう」と

言っているのだから、人間はそれを食べたら、必ず、死ぬと考えるのが普通であ

ろう。もし、人間が神の言葉を信じていて、「善悪を知る木」から取って食べた

とすると、神が「きっと死ぬであろう」と言っているのであるから、人間は必ず

死ぬのである。それにもかからず、人間が「善悪を知る木」から食べるのは、人

間にとって、まさに、自殺行為そのものである。死ぬとわかっていて、食べるの

であるから、これは自殺以外の何ものでもない。しかし、この場合、人間は、ほ
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んとうに死にたいから、つまり、自殺したいから、食べたとはとうてい思えな

い。それでは、神が禁止しているのにもかかわらず、何故人間は取って食べたの

かという疑問がわいてくる。それは「善悪を知る木」から取って食べたら、必

ず、死ぬと言っている神の言葉よりも、取って食べたとしても、「あなたがたは

けして死ぬことはないでしょう」という悪魔の言葉を信じたからに他ならな

い。人間は神の言葉を信じないで、神をないがしろにしたことになる。

　エデンの園は理想の楽園である。食べ物は豊富にあり、衣服も入らないほど、

気候は温暖である。すべてのものが満ち足りた状態であり、欠けたものが何一つ

ない理想郷である。人間は、誕生と同時に、このような場所に置かれたのであ

る。このような場所は、いつの時代においても、理想の場所となるであろう。そ

れほどまでの理想郷に住んでいながら、人間は自分が置かれた状況に不満を持

ち、神に逆らう。このことは、人間は、どんなに満ち足りた場所に置かれていよ

うとも、けして満足することがなく、絶えず、不満を持ち続けるということを表

している。人間には、これで満足をするという場所は存在しないのである。

　神は、背いた人間について、さらに、「彼は手を伸べ、命の木からも取って食

べ、永久に生きるかも知れない」と言っている。人間は神が禁止した「善悪を知

る木」から取って食べたのであるから、神が禁止していない、エデンの園の中央

にある、もう一本の木、「命の木」からも、当然、取って食べるだろうと神は考

えた。この「命の木」とは、取って食べると、人間が「永久に生きるかも知れな

い」木であり、いわば、「永遠の命」を約束してくれる木である。

　ここで、一つの素朴な疑問がわいてくる。エデンの園の中央には、二本の木、

「善悪を知る木」と「命の木」がはえているが、何故、人間は「永遠の命」が約

束され、しかも、神から禁止されていない「命の木」を選ばずに、必ず訪れる死

が約束され、しかも、神から禁止されている「善悪を知る木」を選んだのか。何

故アダムとエバは、「永遠の命」にではなく、善悪を知ることに、意味を見いだ

したのだろうか。人間が自我に目覚めたために、いつまでも、神の奴隷の立場に

甘んじて、神の言いなりになって生きることがいやになり、自らが自分自身の主

人になろうとしたのだろうか。そのため、この選択の機会をとらえて、神に対し
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て、一種の独立戦争のような気持ちで、神に逆らい、命をかけてまでも、故意

に、禁止されている「善悪を知る木」を選んだのだろうか。それとも、単純に、

訳も分からず、悪魔の誘いに乗ってしまったのか。人間は、体に悪いと知りつ

つ、ドラッグやタバコに手を出すように、束の間の安らぎのために、悪いと知り

つつ、悪魔の誘いに乗ったのか。また、食べることが許されていないがゆえに、

その分だけ、「善悪を知る木」から取って食べたかっただけなのか。これには、

様々な理由が考えられることだろう。

　「創世記」第三章二十四節には、日本語で、

　24　神は人を追い出し、エデンの園の東に、ケルビムと、回る炎のつるぎとを

置いて、命の木の道を守らせた。

（下線は筆者）

英語訳で、

　                 

           

       

（下線は筆者）

と書かれている。

　人間が、神に背いて、「善悪を知る木」から取って食べたあと、神は人間をエ

デンの園から追放し、彼等が、今度は、「命の木」から取って食べないように

と、エデンの園の東に、ケルビムと回る炎のつるぎを置いて、「命の木」へ通じ

る道を守らせた。すなわち、神は「命の木」へ通じる道を封鎖し、人間が「命の

木」へ近づくのを禁じた。神は、人間が「善悪を知る木」から取って食べる以前

は、「命の木」から取って食べることを禁止しなかった。しかし、人間が、神に

背いて、「善悪を知る木」から取って食べた後は、「命の木」から取って食べるの
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を許さない。これは何故であろうか。神は善悪を知った人間には、永久に生きる

ことを許さないのである。善悪を知る以前は、永久に生きる機会を与えたが、善

悪を知った後は、永久に生きることを許さないのである。何故、善悪を知った後

は、永久に生きるのを許さないのであろうか。

　それは善悪を知った人間は神の善悪ではなく、自らの善悪に従う場合がある

からではないだろうか。しかし、神のように善悪の絶対的判断者ではない人間が

判断する善悪には、おうおうにして、落とし穴が待ちかまえている。人間は、自

分が神に取って代わって、善悪を判断する立場に置かれたとき、概して、自分が

善であり、他の人は悪であると思いこむことがある。それとは反対に、他人が善

であり、自分が悪であるかもしれないと考える比率は極めて少ないだろう。戦争

をしてきた多くの国々は、多くの場合、自分の国が善であり、相手の国は悪であ

ると思ってきた。いや、そう思いこんできたと言ってもいいだろう。自分の国が

悪であり、相手の国が善であると思って、戦争をしてきた国は少ないであろう。

これは、何も、日本に限ったことではなく、アメリカやヨーロッパを含め、全世

界において、そうである。

　戦争がないときでも、時には、自分が所属しているグループが善であり、他の

グループが悪であると思うときもある。さらには、自分が好きなものが善であ

り、嫌いなものが悪であると思いこむ場合もある。ある人が好きになった場合は

その人は善であり、ある人が嫌いになった場合、その人は悪になる場合がある。

もちろん、好きなものイコール善、嫌いなものイコール悪になるとはかぎらない

が、人間は好きなものが善であり、嫌いなものが悪であると思いがちである。そ

のため、嫌いな人の中に、善を見いだすことはむずかしいだけでなく、好きな人

の中に、悪を見いだすことも、また、むずかしい。人間は善悪を言ったところ

で、多くの場合、自分を善の立場に置くだけではなく、どこかで、自分が一番か

わいいと思う。人間は自分が善悪の最終的判断者であると思ったときから、自分

には、悪の部分がなく、すべてが善であるかのように考え、振る舞う。そのよう

に考えた人間は「命」をないがしろにする場合が多い。自分がしていることは善

であるから、何をしても許されると思うようなる。自分の行動が善であると思え
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ば思うほど、横柄になり、相手を叱りとばし、良心の呵責もなく、ひどいことを

する場合がある。なぜなら、自分は善の人であり、他の人は悪の人だからであ

る。

　神から見れば、このような善悪の基準を持った人間が永久に生きたら、たいへ

んなことになる。それゆえ、神は、人間が善悪を知ったときから、人間に「永遠

の命」を与えず、人間の「命」を限りあるものとしたのではないだろうか。人間

が、エデンの園の中央にある「命の木」と「善悪の木」、すなわち、「死の木」と

いう二本の木から選択するというのはとても興味深い。そして、これが、聖書に

おいては、人間にとって、最初の選択であると言えるかもしれない。人間が自ら

の意志でする人類史上初の選択ということになる。「命の木」から取って食べれ

ば、「永遠の命」が手に入る。それとは反対に、「善悪を知る木」から取って食べ

ると、善悪を知ることができるが、この場合は、必ず、死ぬ。これは、煎じ詰め

れば、「永遠の命」をとるか、「死」をとるかの選択である。この最初の選択で、

人間は、善悪を知ることができるようになったが、死への道をも選択したことに

ある。そして、死を選択したの後の人間の歩みは、旧約聖書の中に、書かれてい

るとおりである。

 ２　聖書における「命」と「死」
　

　創世記において、人間は「善悪を知る木」から取って食べたあと、「きっと死

ぬであろう」存在になったために、「永久に生きるかも知れない」機会を失っ

た。そのため、聖書においては、創世記以降の人間の歴史は、再び、人間が「永

久に生きるかも知れない」機会を求める歴史であったと言えるだろう。

　人間が「命の木」からではなく、「善悪を知る木」（死の木）から取って食べた

あと、聖書では、旧約、新約を問わず、「命」と「死」という語やその派生語が

夥しい数で使われている。口語訳聖書では、「命」はひらがなで「いのち」と表

記されることもあれば、「生命」と表記されることもある。また、「命」の派生語

としては、「生きた」、「生ける」、「生きている」等がある。また、「死」の派生語
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には、「死ぬ」、「死んでいる」、「死んだ」等がある。聖書において、最も多く使

われている言葉は、おそらく、「主」、または、「神」であろう。「主」は、合計

4,988節（旧約、4,342節、新約、646節）で使われている。「神」は、合計4,217

節（旧約、2,926節、新約、1,291節）で使われている。「主なる神」という形に

なると、337節（旧約、320節、新約、17節）で使われている。

　日本語の口語訳聖書は、総数で、1,735ページ（旧約聖書1,326ページ、新約聖

書409ページ）であるので、「主」は、旧約、新約で、１ページにつき３回弱、

「神」は2.5回弱（「主なる神」は５ページに一回強）使われていることになり、

「神」と「主」は合計すると、旧約、新約で、9,585節で使われ、１ページにつ

き、５回強使われていることになる。また、「イエス」は、もちろん、新約聖書

にだけ登場するが、1,663節で使われ、新約聖書では、１ページに４回強使われ

ている。

　これを整理して、簡単な表にしてみると、

　

　

　

　

となる。

　聖書で、このように、「神」（「主」、「主なる神」）や「イエス」が数多く用いら

れるのは当然と言えば当然だが、これ以外では、「命」と「死」を表す語やその

派生語もかなり多いように思われるので、対比する意味で、少し調べてみよう。

まず、「命」という言葉を見てみることにしよう。

　前にも述べたように、不思議なことに、口語訳聖書を見ると、「命」を表すの

に、ひらがなの「いのち」、漢字の「命」、それに、「生命（せいめい）」の三つが
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旧　約 新　約 合　　計

主
神
主なる神

イエス

4,342
2,926
320

0

646
1,291
17

1,663

4,988 
4,217
337

1,663

図１



 

使われ、それぞれ使い分けられている。「いのち」は124節（旧約、48節、新約、

76節）で、「命」は365節（旧約、294節、新約、71節）で、「生命」は21節（旧

約、８節、新約、13節）で使われている。「いのち」、「命」、「生命」の合計は510

節である。さらに、「生ける」は67節（旧約、42節、新約、25節）、「生きた」は

17節（旧約、12節、新約、５節）、「生きている」は95節（旧約、68節、新約、

27節）で使われている。そして、「死」（「死んで」、「死ぬ」、「死んだ」等を含

む）は874節（旧約、620節、新約、254節）で使われている。さらに、聖書に出

てくる頻度が極めて高いと言われているだけでなく、最も重要な語に挙げられ

ている「愛」と「罪」について言えば、「愛」は522節（旧約、246節、新約、276

節）で、「罪」は830節（旧約、600節、新約、230節）で使われている。

　これらも簡単に整理して、表にしてみると、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

となる。

　「図１」や「図２」を見て、「いのち」（「命」、「生命」、及び、派生語、「生け

る」、「生きた」、「生きている」を含む）と「神」（「主」、「主なる神」を含む）や
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旧　約 新　約 合　　計

いのち
命

生命
生ける
生きた

生きている

48
294

8
42
12

68

76
71

13
25
5

27

124
365

21
67
17

95

図２

死 620 254 874

愛 246 276 522

罪 600 230 830



 

「イエス」と比べてみると、「神」（「主」、「主なる神」を含む）が圧倒的に多く使

われているのがわかるが、「いのち」（「命」、「生命」、及び、派生語、「生ける」、

「生きた」、「生きている」を含む）と「愛」を比べて見ると、「いのち」（「命」、

「生命」、及び、派生語、「生ける」、「生きた」、「生きている」を含む）は「愛」

よりも多い。「いのち」（「命」、「生命」、及び、派生語、「生ける」、「生きた」、

「生きている」を含む）を「罪」と比べてみると、約0.86倍で、「罪」のおよそ五

分の四を越えている。また、「死」は「愛」と比べてみると、「死」は「愛」の約

1.57倍であり、「死」は「罪」よりもわずかに多い。このように、使用頻度から

見ても、聖書においては、「いのち」（「命」、「生命」、及び、派生語、「生ける」、

「生きた」、「生きている」を含む）や「死」は、「愛」や「罪」に比べても、けし

て引けを取らないほど重要なキーワードであることがわかる。

　前にも述べたように、聖書では、「いのち」が、「いのち」、「命」、「生命」とい

うように、三つに分けられて用いられているが、それは「いのち」（「命」、「生

命」を含む）の持つ様々な面を表そうとしているからに他ならない。ここで、聖

書における「いのち」（「命」、「生命」を含む）の多様性について少し目を向けて

みよう。

　まず、「いのち」（「命」、「生命」を含む）の形容詞である「いのちの」、「命

の」、「生命の」を調べてみると、「いのちの」は37節（旧約、10節、新約、27

節）で、「命の」は67節（旧約、58節、新約、９節）で、「生命の」は３節（旧

約、３節、新約、０節）で用いられている。また、「いのち」（「命」、「生命」を

含む）に「永遠の」という形容詞をつけて、「永遠のいのち」、「永遠の命」、「永

遠の生命」を調べてみると、「永遠のいのち」は16節（旧約、０節、新約、16

節）で、「永遠の命」は19節（旧約、０節、新約、19節）で、「永遠の生命」は９

節（旧約、０節、新約、８節）で使われていて、「永遠のいのち」、「永遠の命」、

「永遠の生命」は、ほとんど、新約のみで、集中的に使われていることがわか

る。それは、新約においては、イエスが登場し、創世記で失われた「永遠のいの

ち」（「永遠の命」、「永遠の生命」も含む）を、イエスが再び約束しているからで

ある。
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　これも簡略的に表にして、整理してみると、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

となる。

　さらに、詳しく、「いのちの」、「命の」、「生命の」と「死の」という形容詞に

続く名詞を調べて見ると、聖書では、驚くほど多くの豊かな表現に出会う。それ

を、再び、整理して、表にしてみると、
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旧　約 新　約 合　　計

いのちの
命の

生命の

10
58

3

27
9

0

37
67

3

永遠のいのち

永遠の命
永遠の生命

0

0
1

16

19
8

16

19
9

いのちの 命の     生命の  死の 

「いのちの水」

「いのちの光」
「いのちの道」 
「いのちの泉」 

「いのちの神」 
「いのちの書」 
「いのちの息」 

「いのちの君」 
「いのちの御霊」
「いのちの言葉」

「いのちの約束」
「いのちの望み」

「命の息」

「命の木」
「命の血」
「命のつぐない」

「命の神」 
「命の日」 
「命の光」     

「命の泉」     
「命の道」     
「命の糸」     

「命の息」 
「命の霊」   

「生命の書」

「生命の終わり」
 

                 

                 
                 
                 

                 

「死の苦しみ」

「死の野」   
「死の波」   
「死のわな」 

「死の初子」 
「死のうめき」
「死の眠り」 

「死の網」   
「死のちり」 
「死の陰」   

「死の恐れ」 
「死の部屋」



 

　

　

　

　

　

　

となる。          

　旧約聖書で、人間が「命の木」ではなく、「善悪を知る木」（死の木）を選択し

た後、イエスが登場する新約聖書までの間には、様々な「命」や「死」が横た

わっていることが、これらのイメージの広がりを通しても明らかである。

３　イエスと「命の木」

　アダムとエバが「善悪を知る木」から取って食べ、結果として、「死」を選択

してから、聖書では、「命」と「死」のオンパレードと言ってもいいほど、「命」

と「死」に関する夥しい数の言及が見られる。そのため、聖書は「命の木」が表

す「永遠の命」と「善悪を知る木」が表す「死」の狭間で生きる人間を描いてき

たと言える。人間は、最初、創世記のエデンの園で、「永遠の命」を手に入れて

いた。しかし、神に背いて、「善悪を知る木」から取って食べ、「永遠の命」を

失った。そして、楽園追放の後、人間は、「限られた命」の中で、再び、失った

「永遠の命」を手に入れようとしてきた。しかし、それは不可能なことであっ

た。「限られた命」と「永遠の命」の間に横たわる溝はあまりにも大きすぎた。

溝が大きすぎると言うよりも、「限られた命」と「永遠の命」では、次元そのも
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「いのちの価」 

「いのちの力」 
「いのちの冠」 
「いのちの恵み」

               

               
               

「命のパン」、 

               
               
               

               
               

    
               

                 

                 
                 
                 

 
                 
                 

             
                 

「死の日」   

「死の病」   
「死の道」   
「死の地」  

「死の支配」 
「死のとげ」 
「死の危険」 

「死の務め」 
「死の証明」 

いのちの 命の     生命の  死の 



 

のがまったく異なっていた。「限られた命」、すなわち、「死」の絶対性は、人間

が神に逆らい、「善悪を知る木」から取って食べた結果、与えられたものであ

る。そのため、人間にとって、「死」は、まさに、罪が払う代価であった。

　パウロが、「ローマ人への手紙」第六章第二十三節の前半で、日本語訳で、

　23　罪の支払う報酬は死である。、、、

（点線部分は省略部分）

英語訳で、

　      　　　

（点線部分は省略部分）

と言っているときには、おそらく、このことが頭にあったのかもしれない。その

ため、このような状態に置かれている人間にとっては、自ら進んで、できること

は何一つなかった。人間は、ただ、「限られた命」を生きるだけであった。

　しかし、人間がこのような状態に置かれているとき、新約聖書で、イエスが登

場してくる。イエスは「限られた命」である人間と「永遠の命」である神との間

に横たわる溝を埋める存在として登場してくる。それはイエスが「限られた命」

と「永遠の命」の間に横たわる「死」、罪が支払う報酬としての「死」を克服す

る存在、すなわち、人間が犯した罪を許す存在であることを意味している。彼

は、まず、人間にとって、部分的な「死」とも呼べる様々な病を次から次へと癒

しながら、やがて、「ローマ人への手紙」第六章第二十三節の後半、日本語訳

で、

　23　、、、しかし神の賜物は、私たちの主キリスト・イエスにおける永遠のいの

ちである。

（下線は筆者、点線部分は省略部分）
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英語訳、

　               

（下線は筆者、点線部分は省略部分）

　

と書かれているように、イエスは「永遠の命」を与える存在となる。

　イエスが「永遠の命」を与える存在であることは、より具体的には、「ヨハネ

による福音書」に書かれている。その第六章第三十三節から第三十五節には、日

本語で、

　33　「神のパンは、天から下ってきて、この世に命を与えるものである」。34　

彼らはイエスに言った、「主よ、そのパンをいつも私たちに下さい」。35　イエ

スは彼らに言われた、「わたしが命のパンである。わたしに来る者は決して飢

えることがなく、わたしを信じる者は決してかわくことがない。

（下線は筆者）

英語訳では、

　  “               

    ”      “   

   ”      “        

              

（下線は筆者）

と書かれているように、神のパンは「天から下ってきて、この世に命を与える」

ものであり、イエスは自らがその「命のパン」であると言っている。通常の「パ

ン」はこの世における「命」を維持するためのものであり、イエスが言う「命の

パン」は、通常の「パン」のように、この世の命を持続させるものではなく、人

間が「命の木」を選択しなかったために失った「永遠の命」を再び与えてくれる
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「パン」という意味であり、この「命のパン」には、「永遠の命」の復活が込めら

れている。

　同じ六章の第四十七節から五十一節では、日本語訳では、

　47　よくよくあなたがたに言っておく。信じる者には永遠の命がある。48　わ

たしは命のパンである。49　あなたがたの先祖は荒野でマナを食べたが、死ん

でしまった。50　しかし、天から下ってきたパンを食べる人は、決して死ぬこ

とはない。51　わたしは天から下ってきたパンである。それを食べる者は、い

つまでも生きるであろう。わたしが与えるパンは、世の命のために与えるわた

しの肉である。

（下線は筆者）

　英語訳では、

　  “              “  

    ”  “         

    “           

         ”         

               

        ”

（下線は筆者）

と書かれている。ここでも、イエスは自らを「命のパン」と呼んでいる。そし

て、「天から下ってきたパンを食べる人は、決して死ぬことはない」、「それを食

べる者は、いつまでも生きるであろう」と言っているように、「命のパン」がイ

エスであり、「永遠の命」を与えるのがイエスである。

　また、「ヨハネによる福音書」第十四章第六節は、日本語では、
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　イエスは彼に言われた、「わたしは道であり、真理であり、命である。だれで

もわたしによらないでは、父のみもとに行くことはできない」

（下線は筆者）

英語訳では、

　                  

     

（下線は筆者）

となっている。ここでも、イエス自身がアダムとエバが「善悪を知る木」から

取って食べた結果、断ち切られた、神との一体感を回復するための存在であると

言っている。それはイエスが「だれでもわたしによらないでは、父のみもとに行

くことはできない」と言っていることからもわかる。

　さらに、「ヨハネによる福音書」第十一章第二十五、二十六節には、日本語で

は、

　25　イエスは彼女に言われた、「わたしはよみがえりであり、命である。私を

信じる者は、たとい死んでも生きる。26　また、生きていて、私を信じる者

は、いつまでも死なない。あなたはこれを信じるか」

（下線は筆者）

　英語訳では、

　      “           

               

        ”

（下線は筆者）
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と書かれている。

　人間は、創世記において、「命の木」ではなく、「善悪を知る木」を選択し、自

らに「死」をもたらしたが、イエスは、彼自身自ら、「死」から「よみがえる」

ことによって、人間が、その罪の結果、支払った「死」をうち破る力を示したの

である。このことは、人間が、罪として、神から科せられた「死」をイエスがう

ち破り、「永遠の命」を与えてくれる存在であることを示している。それゆえ、

イエスは「私を信じる者は、たとい死んでも生きる。また、生きていて、私を信

じる者は、いつまでも死なない」と言い、イエスを信じる者には、「限られた

命」ではなく、「永遠の命」を与えると約束している。

　アダムとエバが「命の木」を選ばず、「善悪を知る木」から取って食べた結

果、人間には、「死」が訪れることになったが、イエスは私たちに、もう一度、

「命の木」を選ぶか、「善悪を知る木」を選ぶかの選択の機会を与えたのである。

アダムとエバは神を信じないで、悪魔の誘いにのって、「善悪を知る木」から

取って食べた。おそらく、このことを意識していたイエスは、あえて、「あなた

はこれを信じるか」と言い、再び、人間に、念を押したのではないだろうか。

 おわり

　これは2003年８月３日（日曜日）に、日本ホーリネス教団八王子キリスト教会

の礼拝時に話したものに、大幅に手を加え、加筆訂正したものである。

　テキストには、

　日本語訳、『聖書』口語訳　日本聖書協会　1984、英語訳、   

       

を使用した。

創世記における「命の木」と「善悪を知る木」
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