
「謙遜は体に悪い」 

一木真 

 

4:10 それでもなお、モーセは主に言った。「ああ、主よ。わたしはもともと弁が立つ方ではあ

りません。あなたが僕にお言葉をかけてくださった今でもやはりそうです。全くわたしは口が重

く、舌の重い者なのです。」 

4:11 主は彼に言われた。「一体、誰が人間に口を与えたのか。一体、誰が口を利けないように

し、耳を聞こえないようにし、目を見えるようにし、また見えなくするのか。主なるわたしでは

ないか。 

4:12 さあ、行くがよい。このわたしがあなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教え

よう。」 

4:13 モーセは、なおも言った。「ああ主よ。どうぞ、だれかほかの人を見つけてお遣わしくだ

さい。」 

4:14 主はついに、モーセに向かって怒りを発して言われた。「あなたにはレビ人アロンという

兄弟がいるではないか。わたしは彼が雄弁なことを知っている。その彼が今、あなたに会おうと

して、こちらに向かっている。あなたに会ったら、心から喜ぶであろう。 

4:15 彼によく話し、語るべき言葉を彼の口に託すがよい。わたしはあなたの口と共にあり、ま

た彼の口と共にあって、あなたたちのなすべきことを教えよう。 

4:16 彼はあなたに代わって民に語る。彼はあなたの口となり、あなたは彼に対して神の代わり

となる。 

4:17 あなたはこの杖を手に取って、しるしを行うがよい。」 

― 出エジプト 4 章 10-17 節 

 

3:1 わたしの兄弟たち、あなたがたのうち多くの人が教師になってはなりません。わたしたち

教師がほかの人たちより厳しい裁きを受けることになると、あなたがたは知っています。 

3:2 わたしたちは皆、度々過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全

身を制御できる完全な人です。 

3:3 馬を御するには、口にくつわをはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。 

3:4 また、船を御覧なさい。あのように大きくて、強風に吹きまくられている船も、舵取りは、

ごく小さい舵で意のままに操ります。 

3:5 同じように、舌は小さな器官ですが、大言壮語するのです。御覧なさい。どんなに小さな

火でも大きい森を燃やしてしまう。 

3:6 舌は火です。舌は「不義の世界」です。わたしたちの体の器官の一つで、全身を汚し、移

り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。 

3:7 あらゆる種類の獣や鳥、また這うものや海の生き物は、人間によって制御されていますし、

これまでも制御されてきました。 



3:8 しかし、舌を制御できる人は一人もいません。舌は、疲れを知らない悪で、死をもたらす

毒に満ちています。 

3:9 わたしたちは舌で、父である主を賛美し、また、舌で、神にかたどって造られた人間を呪

います。 

3:10 同じ口から賛美と呪いが出て来るのです。わたしの兄弟たち、このようなことがあっては

なりません。 

3:11 泉の同じ穴から、甘い水と苦い水がわき出るでしょうか。 

3:12 わたしの兄弟たち、いちじくの木がオリーブの実を結び、ぶどうの木がいちじくの実を結

ぶことができるでしょうか。塩水が甘い水を作ることもできません。 

― ヤコブの手紙 3 章 1 – 12 節 

 

多くの日本人がそうであるのではないかと思いますが、僕は、コミュニケーションにおい

て、大なり小なり、自分への賛辞が聞こえた時には、間髪を入れずにそれを否定する習慣が

身についています。先月はあべしんが、演者と観客の関係になぞらえて、コミュニケーショ

ン媒体の変化によって現代に生じている問題を指摘してくれました。自分にとってのその

問題を考えた時、特にこの「謙遜」という行為あるいは態度が、他者とのコミュニケーショ

ンの中で自分が演じる仮面の自分として常態化されていることの代表例として思い浮かん

だので、今日は謙遜というテーマについて話してみようかなと思いました。 

今日は感話のタイトルに「謙遜は体に悪い」と付けさせてもらいました。本当は「卑下」

という言葉が相応しいのですが、今日は敢えて「謙遜」とか「謙虚」という奇麗な言葉をと

りあげて問題提起したいと思います。日本社会で生活している場合、多くの「謙虚である」

という態度や「謙遜している」という言動は、実際のところ「卑下」に近いものであること

が多く、あまり良いものではないと僕は思っているからです。 

 

僕にとって、謙遜に見せる行為というのは、威嚇射撃という表現で言い換えるととてもし

っくりきます。相手からの非難の視線や言葉を想像して、先手を打って謙虚そうな態度や謙

遜する言葉を放っておく感覚です。実際には謙遜な心がそれほどあるわけでもないと思い

ますし、そもそも本当は謙遜したくないのにしてる気もします。しかも今僕が、自分には謙

遜な心はないし謙遜したくなんかない、と言ったことさえも、そのように自分の至らない現

実を認めるような態度がまた謙虚に見えるという計算から、そう表明している気さえしま

す。 

 

わざとらしい、自分の至らない現実について語っちゃうぜ劇場をもう少しだけ続けちゃ

いますが、僕は基本的には良くも悪くも自己評価が本当は高い人間だと思います。できれば

自分を誇りたい、自分の良いところをたくさん認めたい気持ちが強くあります。僕の場合、

自分を誇るということの中には、セルフエスティームや自己肯定感と呼ばれるような無害



そうな感覚だけでなく、他者に対する優越感というものも含まれています。 

逆に何かについて劣等感を感じているような場面も多くありますが、劣等感は自分が優

越すべき存在であるという認識から来る感覚であると僕は思っているので、ある意味で自

己評価の高さの裏返しであると思います。例えば僕は、フィギュアスケートの宇野昌磨選手

や歌手の LiSA という人がすごく好きなのですが、彼／彼女に対して自分が劣等感を感じる

などという場面は一ミリも想像できません。それは、比較を絶して彼／彼女の卓越性を認め

ていて、彼らに対して優越しない自分を認めるということについてなんの抵抗感も生じな

いからです。 

 

さて、僕は自分が本当は自分のことを誇りたいのに誇れないので、日本の謙虚や謙遜が徳

とされる社会慣習をとても憎んでいます。この謙虚さを徳とする慣習は、実際のところは、

謙虚に見える態度や言葉の社会的イメージにどれだけ沿うか、が重要なことになっていて、

実態を反映し得ない無意味な慣習であるにも関わらず、この社会の全ての空間を満たして

いて、執拗に人間を貶めるべく重くのしかかっているように僕は感じています。 

しかし一方で僕は、この社会慣習を最大限利用する仮面を発達させてきた結果、それなり

に徳高い人であるかのように周りの人を勘違いさせることに、まあまあ成功してきた人間

ではないかと思っています。 

自分が過剰適応してきたこの社会慣習を、自分が実はとても憎んでいる、ということに明

示的に気づいたのは、三年半前のことです。実はそれまでは、今よりもっと顕著に謙遜威嚇

射撃を過剰に行っていて、口を開くたびに自分を何かしらの意味で貶めなくては気が済ま

ないような強迫観念のもとで過ごしていた気がします。三年半前に心身の健康を崩して以

来、この謙遜しなくてはならない日本のコミュニケーションコードに従うことが自分の心

を傷つけているということに気づいて、今は少しずつ自分を治療しながら、どうやってこの

社会慣習を転覆してやろうか～、と思案している最中です。 

 

その三年半前の心身の健康を崩した経験以来、勝手に僕の心の中でひっそり唱えている

僕の名言が、今日のタイトルにした「謙遜は体に悪い」という言葉です。 

 ここでまた威嚇射撃しておきますが、今日の聖書箇所は、僕が言いたいことを言うために

引用した箇所なので、これから僕が述べることは、聖書が言っていることと言うよりは、中

立的でない、単に僕の言いたいこと、として聞いてください。 

 

僕は謙遜に関して一つの逆説を発見して、なるべくこれを普段から思い起こしたいなと

思っています。それは「誰かが何かについて謙遜して見せる時、その人はそれを自身の所有

権が及ぶ範囲にあるものと見なしており、その所有の感覚自体はある種の傲慢でもある」と

いう逆説です。 

 



 たとえば、もし誰かが僕の今着ている T シャツについて褒めてくれたとしたら、僕はち

ゃんと意識して注意していないと、反射的に「いえいえ大したことないです」とか、いやい

や「僕の服のセンスはほんとに最低なんです」、のように答えてしまう可能性があります。

でも実は今日僕はこのくだりを話すためだけにもう三つの T シャツを持ってきてみたので

すが、もしみなさんが僕の持ってるこの三枚のTシャツのどれかについて褒めてくれたら、

「そうでしょう、とっても良いでしょう？僕も好きです。」のように答えると思います。な

ぜでしょう？ 

なぜかと言えば、この T シャツは僕の T シャツではなく、あべしんから借りていて、今

日返すために持ってきた T シャツだからです。あべしんありがとう。これは最もわかりや

すい、所有権に関する認識が評価基準を変えてしまう例です。T シャツ一つとっても、他人

の所有する T シャツである場合はそれを尊重するような評価を下しやすく、自分の T シャ

ツだと思っているものは、絶対に他人のものだったら言わないでしょ、というような不必要

に低い評価を言ってしまうことが多々あります。 

他にも興味深い例があります。こちらの T シャツは確かに自分の所有している T シャツ

ともある意味で言えるものなのですが、友達から誕生日プレゼントで買ってもらった T シ

ャツなので、すごく大切にしているし、この T シャツに何かネガティブな評価を与える気

持ちは僕には起こりません。むしろいつもこの T シャツを手にとると嬉しい気持ちにりま

す。 

こちらの T シャツも、僕の友達がデザインした T シャツなので、たとえある面で自分の

所有物であったとしても、ネガティブな評価を与えなくてはいけないような感覚は全く起

こりません。むしろこの友だちの活躍を思い出してわくわくする気持ちが起こります。 

ここで僕は別に、他人のものは非難しないようにすべきだ、のような規制を自分にかけて

いるわけではありません。そもそも僕は、ある T シャツを殊更に酷評する理由も意味も全

然ないと感じているのです。しかしそれが、100%自分の所有物であると認識してる T シャ

ツに話が移った途端に、安易に酷評してしまう可能性や、むしろ酷評しなくては、という強

迫観念がでてくるのが、本当に不思議なくらいだと思います。 

 もっと冷静に考えてみれば、この今僕が着ているこの T シャツだって、自分のお金で買

ったものですらなく、たぶん昔に親のお金で買ってもらったものであって、もっと尊重して

あげても良いはずです。それにこの T シャツのデザインだって、僕の知らないどこかの誰

かがデザインしたものであって、もしその誰かの顔を知っていて思い起こすことさえでき

れば、僕はこれを酷評しなくてはいけないという脅迫観念からは全く自由に過ごせるはず

です。 

 

 今日引用した二つの聖書箇所について、大きく分けると二つのテーマが共通してありま

す。1 つ目が「自分という存在の所有権の所在に関する問題」、つまり「私という存在は私

の所有物であるか、神の所有物であるか」という問題です。2 つ目が「人間の口が発する言



葉が持つ権能に関する問題」、つまり「私が発する言葉は無力なのか、力があるのか」とい

う問題です。僕の問題意識から言えば、この二つをまとめて「人間の持つ神性に関する問題」

と言うこともできます。 

 

 もし自分という存在が、神というなんかすごい存在にデザインされた T シャツであった

り、プレゼントしてもらった T シャツであったり、一時的に借り受けている T シャツであ

るというように思うことができれば、自分の持つ性格や、身体的特徴や、傾向性や言動につ

いていちいち殊更にとりあげては安易にネガティブな評価を決めつけて裁いて回るという

ことを脅迫的に繰り返す必要は全くなくなりますし、むしろそれこそが冒涜的なことであ

るようにも思えてきます。 

 

 出エジプト記 4 章でモーセは、自分が神の命令に従えない理由として、自分の口や言葉

に関して、「全くわたしは口が重く、舌の重い者なのです。」とネガティブな評価を表明してい

ますが、神はそれに対して、「一体、誰が人間に口を与えたのか。～主なるわたしではないか。」

また「わたしがあなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。」といって、モー

セの口や言葉がモーセ自身に帰属するものではなく、神自身に由来するものであると叱っ

ています。つまり、モーセが自分の口や言葉を呪う時、それはそれを授けた神を呪うことで

もある、ということにもなるのだと僕は思います。さらにここで大きなこととして、モーセ

はアロンに対して神の代理となる、とされているように、人は神の代理となり得るという点

が挙げられると思います。 

 

 人間が本来、神に由来する存在であるという見方は、聖書の最初から語られている基本的

なメッセージです。 

創世記 1 章 26-27 節にはこうあります。 

 

神は言われた。「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう。そして海の魚、空の鳥、家

畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。」 

神は御自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。 

創世記１章 26-27 節 

 

 聖書ではこのように、人は神のかたちに沿って造られたとされています。この「神のかた

ち」とは何でしょうか。いろいろな側面があると思いますが、「神のかたち」の重大な一側

面が、「言葉」というものではないかと僕は思っています。 

ヨハネの福音書の冒頭はこのように始まります。 

 

初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。 



この言は、初めに神と共にあった。 

万物は言によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった。 

― ヨハネによる福音書 1 章 1-3 節 

 

ヨハネによる福音書の著者は神の本質を「言葉」と表現しています。そして重要なことに、

「万物は言によって成った。」とあるように、この言葉は万物を創造する力でもあったとし

ています。 

 イザヤ書 55 章でも神の言葉の作用について次のように表現されています。 

 

雨も雪も、ひとたび天から降れば／むなしく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を

出させ、生い茂らせ／種蒔く人には種を与え／食べる人には糧を与える。 

そのように、わたしの口から出るわたしの言葉も／むなしくは、わたしのもとに戻らない。

それはわたしの望むことを成し遂げ／わたしが与えた使命を必ず果たす。 

イザヤ書 55 章 10-11 節 

 

神の言葉は創造する力があり、その効力は必ず発揮されるということがここで言われて

います。つまり語ったことが現実になる、ということです。もし、神の本質の一つが現実を

創り出す言葉であり、その本質が「神のかたち」として人にも託されているとすれば、どう

なるでしょう。僕は、神と同じように、人の語る言葉にも、現実を描写したり説明したりす

る機能に留まらない、まさに言葉によって現実が創り出されるような、強い効力が託されて

いるのではないかと思うのです。 

 

さて、「神にかたどって造られた人間」というテーマについて新約聖書中で語られている

箇所が、まさに今日引用したもう一つの聖書箇所である、ヤコブの手紙 3 章です。ヤコブの

手紙 3 章 9-10 節にはこうあります。 

 

わたしたちは舌で、父である主を賛美し、また、舌で、神にかたどって造られた人間を呪います。 

同じ口から賛美と呪いが出て来るのです。わたしの兄弟たち、このようなことがあってはなりま

せん。 

 

ここで著者が神にかたどって造られた人間を呪ってはいけない、と言う時、これは他人の

ことを呪ってはいけないということがもちろん最初に受け取る意味ですが、神にかたどっ

て造られたのは自分自身も同じことですから、自分についてもやはり呪ってはならないと

いうことが含まれていると思います。そして人を呪ってはいけないということの前提とし

てある理由がここでは二つ読み取れます。一つはすぐ読み取れるように、人が神にかたどっ

て造られたから、という理由です。そしてもう一つが、人間の発する言葉には非常に大きな



力が与えられているから、という理由です。この箇所の直前にはこうあります。 

 

ヤコブの手紙 3 章 5-6 節 

舌は小さな器官ですが、大言壮語するのです。御覧なさい。どんなに小さな火でも大きい森を燃

やしてしまう。 

舌は火です。舌は「不義の世界」です。わたしたちの体の器官の一つで、全身を汚し、移り変わ

る人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。 

 

 ここでヤコブの手紙の著者は、舌には自分の体を汚し、自分の人生を破壊し、地獄の裁き

をもたらす力があると述べています。ここではとてもネガティブな見方が強調されていま

すが、逆に言えばそれだけ強大な権能を人間の言葉が持っている、ということだとも言えま

す。そしてその力を、自分を傷つけたり、貶めたり、制限したりするために使ってしまうこ

とがとても多いということも、ここで言われていることだと思います。 

 

 僕はかつて、この舌による地獄の裁きをある面で経験したと思っています。自分が発し続

けた自分についてのネガティブな言葉は、最初は本心からではなく謙遜のポーズ、謙遜威嚇

射撃として発されてきた言葉だったかもしれませんが、いつしか自分のうちに内面化され

てしまい、そのうち、自分の一挙手一投足に対して自分を責め立て、嘲笑う言葉が心のうち

からいつも聞こえてくるようになってしまいました。さらに、自分が他者について発してき

たネガティブな言葉も一気に自分に返って来て自分を苛むようになり、自分と世界と神に

対する憎しみと恨みと怒りに心が支配されたまま過ごした日々がありました。あれはまさ

にある種の地獄の裁きであったように思います。 

 

 今の僕は、自分を祝福する言葉をなるべく言えるようになりたいと思っています。きっと、

自分という存在の能力も性格も特徴も、自分で獲得したものなど何一つなく、さまざまな縁

や出会いによってここに実現し、自分が借り受けて預かっているものなのだと、本当に心か

ら思うことができたなら、僕は自然に、傲慢に陥ることなく、自分を称えることができるよ

うになるだろうと思います。謙遜とは、自分に不当に良い評価を与えないという面が強調さ

れがちで、それは謙遜の一側面として正しいことと思いますが、本当の謙遜とは、自分のと

ころで実現した良いものをも、ちゃんと良いものとして認める、ということとセットになっ

て初めて十全に実現するものだと僕は思います。そしてそのように、借り受けた自分という

自己認識と、借り受けた自分という存在を通して働く神の愛と力に自覚的になるとき、本当

の意味で神の子キリストのように生きられるようになるのではないか、と想像しています。

最後に、いくつか聖書箇所を引用しながら話を結んでいきたいと思います。 

 

まず、イエスは人でもある自分に神から託された権威に自覚的であったと思います。 



 

マタイによる福音書 7 章 28-29 節にこうあります。 

イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。 

彼らの律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。 

 

また、マルコによる福音書 2 章には次のようなエピソードがあります。 

イエスはその人たちの信仰を見て、中風の人に、「子よ、あなたの罪は赦される」と言われ

た。 

ところが、そこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。 

「この人は、なぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神おひとりのほかに、

いったいだれが、罪を赦すことができるだろうか。」 

イエスは、彼らが心の中で考えていることを、御自分の霊の力ですぐに知って言われた。「な

ぜ、そんな考えを心に抱くのか。 

中風の人に『あなたの罪は赦される』と言うのと、『起きて、床を担いで歩け』と言うのと、

どちらが易しいか。 

人の子が地上で罪を赦す権威を持っていることを知らせよう。」そして、中風の人に言われ

た。 

「わたしはあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。」 

 

そしてイエスに託された権能は、イエスを通して私たちにも託されているということもい

くつかの箇所で啓示されていると思います。それらをいくつか引用させてください。 

 

ヨハネによる福音書 20 章 21-23 節 

イエスは重ねて言われた。「あなたがたに平和があるように。父がわたしをお遣わしになっ

たように、わたしもあなたがたを遣わす。」 

そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。「聖霊を受けなさい。 

だれの罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦される。だれの罪でも、あなたがたが赦さ

なければ、赦されないまま残る。」 

 

マタイによる福音書 18 章 18 節 

はっきり言っておく。あなたがたが地上でつなぐことは、天上でもつながれ、あなたがたが

地上で解くことは、天上でも解かれる。 

 

マルコによる福音書 11 章 22-23 節 

そこで、イエスは言われた。「神を信じなさい。 

はっきり言っておく。だれでもこの山に向かい、『立ち上がって、海に飛び込め』と言い、



少しも疑わず、自分の言うとおりになると信じるならば、そのとおりになる。 

 

マルコによる福音書 16 章 17-19 節 

信じる者には次のようなしるしが伴う。彼らはわたしの名によって悪霊を追い出し、新しい

言葉を語る。 

手で蛇をつかみ、また、毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。」 

主イエスは、弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。 

 

ヨハネの黙示録 3 章 

(14 節) 

ラオディキアにある教会の天使にこう書き送れ。『アーメンである方、誠実で真実な証人、

神に創造された万物の源である方が、次のように言われる。 

(20-22 節) 

見よ、わたしは戸口に立って、たたいている。だれかわたしの声を聞いて戸を開ける者があ

れば、わたしは中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた、わたしと共に食事をするであ

ろう。 

勝利を得る者を、わたしは自分の座に共に座らせよう。わたしが勝利を得て、わたしの父と

共にその玉座に着いたのと同じように。 

耳ある者は、“霊”が諸教会に告げることを聞くがよい。」』」 

 

詩編 149 編 

ハレルヤ。新しい歌を主に向かって歌え。主の慈しみに生きる人の集いで賛美の歌をうたえ。 

イスラエルはその造り主によって喜び祝い／シオンの子らはその王によって喜び躍れ。 

踊りをささげて御名を賛美し／太鼓や竪琴を奏でてほめ歌をうたえ。 

主は御自分の民を喜び／貧しい人を救いの輝きで装われる。 

主の慈しみに生きる人は栄光に輝き、喜び勇み／伏していても喜びの声をあげる。 

口には神をあがめる歌があり／手には両刃の剣を持つ。 

国々に報復し／諸国の民を懲らしめ 

王たちを鎖につなぎ／君侯に鉄の枷をはめ 

定められた裁きをする。これは、主の慈しみに生きる人の光栄。ハレルヤ。 

 

この詩編では人間の発する声が地上の諸々の権力を縛るということが書かれています。似

たような戦いの表現が新約聖書にもあります。 

 

エフェソの信徒への手紙 6 章 10-17 節 

最後に言う。主に依り頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。 



悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身に着けなさい。 

わたしたちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、

天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。 

だから、邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、

神の武具を身に着けなさい。 

立って、真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとして着け、 

平和の福音を告げる準備を履物としなさい。 

なおその上に、信仰を盾として取りなさい。それによって、悪い者の放つ火の矢をことごと

く消すことができるのです。 

また、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。 

 

僕は最近はこのような、人間に神から託されている権威の大きさにもっと自覚的になりた

いと思っています。 

最後にマタイによる福音書 28 章 18-19 節を引用して終わります。お聞きいただきありがと

うございました。 

 

マタイによる福音書 28 章 18-19 節 

イエスは、近寄って来て言われた。「わたしは天と地の一切の権能を授かっている。 

だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊

の名によって洗礼を授け、 

あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。わたしは世の終わりまで、

いつもあなたがたと共にいる。」 

 


