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主  題：人となられた神 

聖書箇所：ヨハネの福音書 １章１４－１８節 

 

 クリスマス、町はロマンティックな雰囲気に包まれすてきなシーズンではあるけれど、それがすばら

しいのではありません。クリスマスがすばらしいのは最初のクリスマスの日に起こったことがすばらし

いからです。そこに私たちは創造主なる神の深遠でかつ壮大な救いの計画を見ることができます。そし

て、そこに私たちは罪の赦しの希望を見出し、自分は神に愛されているとの確固たる確信を見出し、神

は私のことを見捨てておられないとの慰めを見出し、永遠のいのちを実際に自分のものとしていただく 

その方法を見出すのです。そのメッセージ、それは神が人となられたというものです。神がこの世に人

として来られたことにより、このすべてが、そして、救いが現実のものになりました。このヨハネが私

たちに教えるのはこの事実です。それはもし神が人となられなかったのなら、私たちの信仰の根幹が崩

れてしまうからです。私たちの信仰、クリスチャンの信仰というのは神が人としてこの世に来られたと

いうこの事実に基いています。ですから、私たちが今から学ぼうとしているこのみことばは私たちに繰

り返して神が人となったということを教え続けるのです。 

神が人となられた、受肉と言います。ヨハネは六つの証拠をもってそれが事実であることを私たちに

教えてくれるのです。今朝、私たちはヨハネ１：１４からヨハネが教える六つの確かに神は人となって

来てくださったという、その証拠を見て行きましょう。 

☆ヨハネが教える受肉の証拠 

 聖書のみことばを見ると、救世主、メシヤは人として、また、神として来られることが教えられてい

ます。もう私たちは何度もそのことを学びましたが、たとえば、創世記３章を見ると、女の子孫から救

世主が生まれて来ると言っています。３：１５「わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの子孫と女の

子孫との間に…」。ですから、明らかに人間として救世主が来ると教えています。また、その救世主はダ

ビデの子孫として生まれるのだと、Ⅱサムエル７：１２に約束されています。「あなたの日数が満ち、あな

たがあなたの先祖たちとともに眠るとき、わたしは、あなたの身から出る世継ぎの子を、あなたのあとに起こし、

彼の王国を確立させる。」。また、私たちが先週見たイザヤ書５３：３でもこのメシヤは悲しみの人だと

言っています。「彼はさげすまれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。…」。ですから、聖

書を見ると、確かに救世主がお生まれになることを教えているのですが、その救世主は人であると教え

ているのです。しかし同時に、この救世主は人間であるけれど神でもあると教えています。イザヤ書９：

６にこの方は「…「不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君」と呼ばれる。」、「力ある神」と言って

います。また、旧約聖書の一番最後、マラキ書３：１には「見よ。わたしは、わたしの使者を遣わす。彼は

わたしの前に道を整える。あなたがたが尋ね求めている主が、突然、その神殿に来る。あなたがたが望んでいる契

約の使者が、見よ、来ている。」と万軍の主は仰せられる。」、神が彼の神殿に突然来られることが預言され

ています。ですから、確かにみことばを見るとき、救世主が来られる、私たちを私たちの罪から救って

くださる救い主がこの世に来てくださるという預言が出て来ます。その救世主に関して聖書が教えてき

たことは、その救世主は人でもあり同時に神でもあるということです。ですから、この神が人となる、

受肉というのは、神がある人間のうちに宿られるという意味ではありません。神が人になられたという

ことです。マタイの福音書の中でこの人物は「インマヌエル」と呼ばれると言っています（マタイ１：

２３ 「見よ、処女がみごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」（訳すと、神

は私たちとともにおられる、という意味である。））。神が私たち人間のところに来てくださり、私たち人間

と同じようになってそこに住んでくださるということです。このような預言が聖書の中には記されてい

ました。ヨハネが言いたいことは、この預言が成就したということです。このようにみことばを通して

救世主の誕生が預言されていたのですが、それがイエス・キリストによって成就した、このイエス・キ

リストこそが預言されていた救世主なのだと彼は教えようとするのです。ですから、彼は１４節からこ

のイエス・キリストこそが人となられた神だということを教え続けて行きます。 
１．人となられた方はことばである 

１４節には「ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。」と記されています。ことばは人となった

と言います。ヨハネ１：１を見ると「初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であ

った。」ということばから始まります。つまり、初めにヨハネが言ったことは、ことばは神だということ

です。そして、１４節ではその神であることばが人間となったということを言っています。それがまず

ヨハネが私たちに訴えることです。イエス・キリストはこのヨハネの福音書を見て行くと、七つの奇蹟



を行なっています。興味深いのは、その七つの奇蹟の中の四つはことばによってイエスは奇蹟を成して

おられます。創世記の初めに、神がこの天地宇宙をことばによって造られたように、イエス・キリスト

はことばでもって人々の必要に奇蹟的にお応えになったのです。たとえば、２章に出てくる最初の奇蹟、

水をぶどう酒に変える奇蹟、４：４６からはカペナウムでの王室の役人の息子のいやしがあります。 

創造主であり、唯一真の神であるお方が私たちの間に人間となって来てくださった、しかも、この方

によって新しく生まれ変わることができるということ、１：１２に「しかし、この方を受け入れた人々、す

なわち、その名を信じた人々には、神の子どもとされる特権をお与えになった。」とあり、「その名」とは「こ

とば」です。１：１で教えられていた初めから存在していたことば、神とともに存在していたことば、

そして、神であることば、そのことばを受け入れることによってその人には「神の子どもとされる特権」 

が与えられる、つまり、罪が赦されて救いをいただくことができるというのです。私たちを生まれ変ら

せることができる、そのような力をもった神であることばが人間となってこの世にきてくださった、そ

のことを先ずヨハネは私たちに訴えるのです。人となってくださった方はことばである、神であると。

ことばであるお方が人となられたと言うのです。 

２．この方には栄光がある 

 同じ１４節に「私たちはこの方の栄光を見た。」とあります。これは神の栄光のことです。なぜなら、そ

の前に「住まわれた」とあります。この動詞はテントを張るとか、天幕生活をするとか、単純に「住む」

という意味をもったことばが使われているのです。これの名詞形は聖書の中では「幕屋」と訳されてい

ることばなのです。イスラエルの民がエジプトを出てきたとき、彼らはその道中にあって幕屋を築きま

した。そこで神と会見したのです。ですから、ヨハネは当然この幕屋を考えながらこのことばを使った

のでしょう。「私たちの間に住まわれた」、幕屋が張られた、そして、「私たちはこの方の栄光を見た。」、旧

約の時代に神が幕屋を造れと言われ、その幕屋を造ったときに主の栄光がそこを満たしたのです。出エ

ジプト４０：３４に出て来ます。「そのとき、雲は会見の天幕をおおい、主の栄光が幕屋に満ちた。」と、人々

はそこに神が臨在しておられることを見たのです。もちろん、神はすべてのところにおられるのですが、

そのときに人々は神がここに臨在しておられることを確信したのです。なぜなら、幕屋が栄光に満ちた

からです。神殿が完成したときもそうでした。Ⅰ列王記８：１０－１１「祭司たちが聖所から出て来たとき、

雲が主の宮に満ちた。:11 祭司たちは、その雲にさえぎられ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光

が主の宮に満ちたからである。」と。ですから、ヨハネがここで言いたかったことは、旧約の時代にあって

幕屋が完成したときそこに神の栄光が満ち溢れた、神殿が完成したときも神の栄光が満ちた、人々はそ

の栄光を見た、ここに神がおられると、ヨハネは同じことを言いたいのです。この神が人となって来て

くださった、そして、この方が神である証拠は私たちはその方に栄光があることを見たのです。ちょう

ど幕屋が栄光に満ち溢れたように、神殿が栄光に溢れたように、この方のすべてに私たちは神の偉大さ

を見たというのです。この栄光の神が私たちの間に人となって生まれてくださったのです。コロサイ１：

１９でパウロは「なぜなら、神はみこころによって、満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、」と言ってい

ます。つまり、どこから見てもすべての点で神であられるお方が、栄光の主が人としてこの世にお生ま

れになった、このお生まれになった方は神なのだ、なぜなら、この方はことばであるから、同時に、こ

の方には栄光が存在している、だから神である、そして、その方が人となったとそのことをヨハネは言

うのです。 

３．この方は恵みとまことに満ちておられる 

 １４節の後半「父のみもとから来られたひとり子としての栄光である。この方は恵みとまことに満ちておられ

た。」と言います。「恵み」とは、私たち罪深い人間に対してご自身の意志によって惜しみなく善を為し

続けてくださる神のそのわざです。罪を犯している者に対して、神はそれでもその人を愛し続けようと

されている、これが「恵み」です。なぜなら、私たちはだれ一人として神の恩恵をいただくのにふさわし

い者は存在しません。なぜ、神は私たちに今日という日をくださったのでしょう？なぜ、私たちは今日

このように喜ぶことができるのでしょう？なぜ、私たちはこのように生きているのでしょう？なぜ、呼

吸しているのでしょう？すべて神の恵みです。神はあなたを愛してあなたに今日という日を与えてくだ

さった、神があわれみ深いお方だから私たちに今日という日を与えてくださった、なぜなら、これほど

私たちは例外なく神を汚す者です、神の悲しまれることを繰り返す者です。私たちも私たち自身のこと

を客観的に見ると、このような私たちがいなければ世の中に問題がないし、人間の間には争いが起こら

ない、なぜ、このような者を置かれるのでしょう？でも、神は私たちを愛してくださりあわれんでくだ

さり、こんな私たちにこの日を与えてくださった、ですから、私たちがこうして生きていること自体が

神の一方的なあわれみです。神の恵みです。私たちがいただいているものの一つ一つを見ても、どれ一

つとして私たちにふさわしいものはありません。 

そして、「まこと」、イエスが言われたことを思い出しませんか？「わたしが道であり、真理であり、いの



ちなのです。…」（ヨハネ１４：６）と。私たちは皆この世の中でいったい何が真理なのか、何が本物な

のか、何が本当なのかと求めます。人は死んだらどうなるのだろうとか、私たちの罪はどうなってしま

うのだろう、これから世の中はどうなって行くのだろうと、私たちはいろいろなことに疑問を持ちます。

私たちはこの人は偉い人だ、経験を積んでいる人だと聞くと、その人のところに行ってその知恵を聞こ

うとします。ここに立派な人がいるというとそれを聞かせていただこうとするかもしれません。ベスト

セラーの本が出るとそれを読みたいと思います。いったい、どこに真実が、真理があるのか…と。神は

言われます、わたしが真理だと。神だからです。人間とは違うのです。ですから、もし私たちが永遠に

ついて知りたければ私たちに真理を教えてくれるところに行けばいいのです。私たちの死後について知

りたければその方のところに行けばいいのです。神について知りたければその方のところに行けばいい

のです。自分を変える秘訣について知りたければ、どうすればいいのかを教えてくれる方のところに行

けばいいのです。本当の幸せを得る秘訣を知りたければそれを教えてくださる方のところに行けばいい

のです。私たちが幸せな家庭を築くためにはどうすればいいのかと思っているなら、それを教えてくだ

さる方のところに行けばいい、子どもを正しく導く秘訣を知りたければそれを教えてくださるところに

行けばいいのです。救いについて知りたければこの方が私たちに真理を教えてくれます。この方のとこ

ろに行けばいいのです。私たちに必要なのは真理です。人間の考えは私たちの周りに溢れています。私

たちが聞きたいのはいったい何が真理かです。だから、神は言われます「わたしが真理だ、わたし以外

に神は存在しないから、人間が言うことに耳を傾けることがいかに愚かであるか」と。私たちには何が

真実であるかが分からないからです。永遠から永遠に存在される唯一の神は何が真理かをご存じなので

す。神ご自身が真理だからです。真理であるゆえに言われることは常に真理なのです。私たちは真理で

はないから、私たちの言うことは正しいことばかりではないのです。その方がこのように言われます。

「この方は恵みとまことに満ちて」いると。そのことに関していっぱいである、欠けたところがない、不足

がない、完全だという意味です。恵みにおいても真理においても、この方には欠けたところが何一つな

い、だから神なのです。その神を私たちは聖書を通して知ることができるのです。 

ヨハネが私たちに教えてくれるこの人となられたお方はまことの神だということ、それはこの方に「恵

みとまこと」が満ち溢れているからだと言います。確かにそうです。イエスがこの地上を歩まれたときに

人々は彼の教えを聞いて驚きました。いったいこの人はこのような知恵をどこから得たのだろう、あの

大工の息子ではないのかと。イエス・キリストの言われることに誤りはなかった、人々はイエス・キリ

ストの知恵に驚嘆したのです。そして、イエスは罪人のところに出かけて行きました。苦しんでいる人

のところに、弱っている人のところに、悩んでいる人のところに行きました。誰からも相手にされない

人のところに行きました。彼の生き様を見たとき、私たちは確かにこの方には「恵みとまことが満ち溢

れていた」と言えるのです。 

４．バプテスマのヨハネが証言したお方 

 １５節「ヨハネはこの方について証言し、叫んで言った。「『私のあとから来る方は、私にまさる方である。

私より先におられたからである。』と私が言ったのは、この方のことです。」、ヨハネはここで二つのことを

言っています。（１）『私のあとから来る方は、私にまさる方である。』、ヨハネはそのことを知っていまし

た。ヨハネは預言者でした。しかし、その預言者が言ったことは「私はこの世に神のメッセージを伝え

るために来た、それが私に与えられた責任だ、私のあとに来る方は私よりもはるかに優れた方である」

と。ヨハネがイエスのことをどのように見ているのか、その次のことばがそのことを明らかにします。

（２）「私より先におられたからである。」と、非常に不思議なことをヨハネは言いました。なぜなら、バ

プテスマのヨハネはイエス・キリストより少なくとも６ヶ月前に生まれているからです。先に生まれた

者が「この方は私より先におられたから」と言うのです。このバプテスマのヨハネがイエス・キリスト

のことをどのように見ていたのかが明らかです。ヨハネはこのお方が永遠に存在なさっておられる神だ

ということを知っているのです。確かに、実際に人として生まれたのは私の方が６ヶ月ほど早かったけ

れど、この方はそれよりも先に存在しておられる方だ、永遠に存在しておられる神だということをバプ

テスマのヨハネは証をするのです。 

５．すべての霊的必要を満たすお方 

 １６節「私たちはみな、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。」、

ヨハネは、このお生まれになったイエス・キリストはすべての霊的必要を満たすお方だと言います。「こ

の方の満ち満ちた豊かさの中から」、この方はすべてにおいて満ち満ちたお方であるということを言ってい

るのです。充満であるとか、豊富である、満たす、いっぱいにする、完全にするという意味をもったこ

とばです。先ほど見たコロサイ１：１９やコロサイ２：９にこのことばが出て来ます。２：９「キリスト

のうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。」、ここでも「満ち満ちた」と記されてい

ます。１：１９では「満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、」と教えていますが、どちらを見ても言



っていることは同じです。イエス・キリストは神だとパウロが証言したのです。そのことばをヨハネが

ここで使うのです。ですから、ヨハネが言いたいことはパウロと同じです。このイエス・キリストのう

ちには神の力、神の属性、そのすべてが欠けることなく完全に宿っているということを言うのです。ど

の点から見てもイエス・キリストは１００％神なのだと、そのことをこの１６節でヨハネは私たちに教

えてくれたのです。その神であるお方が私たちの必要を与えてくれると言います。「恵みの上にさらに恵

みを受けた」と。このようにすべての点で満ち溢れたお方だから、欠けたところが何一つないお方だから、

この方は私たちにとって必要なすべてのものを十分に与えることが可能なのです。このヨハネの福音書

は私たちに、神が私たちイエス・キリストを信じる者に与えてくださるすばらしい祝福を記しています。

少し見て行きましょう。１０：２８「わたしは彼らに永遠のいのちを与えます。彼らは決して滅びることがな

く、また、だれもわたしの手から彼らを奪い去るようなことはありません。」とあります。つまり、イエス・

キリストを信じる者に神が約束されたことは、その者たちに神は永遠のいのちを与えてくれるというこ

とです。この永遠のいのちには何一つ欠けたところはないのです。なぜなら、神はそのいのちをもって

おられるからです。その方が私たちに完全ないのちを与えてくれる、しかも与えられるだけでなく、そ

のいのちを私たちは失うことがないのです。イエス・キリストを信じた者は罪が赦されて、そして、永

遠にその罪のさばきを受けることがない、救いは完全であり永遠のものです。神の備えてくださった救

いにどこか欠けたところはないのです。１４：２７には「わたしは、あなたがたに平安を残します。わたし

は、あなたがたにわたしの平安を与えます。わたしがあなたがたに与えるのは、世が与えるのとは違います。あな

たがたは心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。」とあります。このみことばが教えているように、

本当の平安をもっておられる方が信じる一人ひとりにその平安を与えると言われたのです。もしその平

安が不完全なものであったなら、私たちはいろいろなところで不安を感じます。しかし、イエスは神の

平安を与えると言われたのです。完全な平安をもっておられるお方が完全な平安を信じる者に与えると。

だから、私たちクリスチャンはどんなときでもこの平安をもって生きることができるのです。もし私た

ちが日々の生活において正しく選択して行くなら…。残念ながら、私たちの罪がそうさせまいとします。

私たちがいつも喜んでいたら、いつも平安をもって生きているなら、キリストのすばらしさが証されて

行くために、それを望まないサタンは様々なものをもって私たちからその平安を奪おうとするのです。

しかし、神の約束は完全な平安をお持ちの方が信じる者に完全な平安を与えるというものです。 

 １５：１１には「わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、わたしの喜びがあなたがたのうちにあり、

あなたがたの喜びが満たされるためです。」と喜びのことを話しています。神はイエス・キリストを信じた

者に「わたしの喜びを与える」と言われます。だから、クリスチャンはどんなときでも喜んでいること

ができるのです。なぜなら、本当の喜びをお持ちの神が私たち信じる者にその喜びを与えてくれるから

です。２０：２２を見ると「そして、こう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。「聖霊を受けなさい。」 
とあり、聖霊が与えられるのです。ということは、永遠のいのちにしても、平安、喜びも神が私たちに

備えてくださったものは完全なものです。このような約束を神が私たち信じる者一人ひとりに与えてく

ださったのは、神がこのようなものをすべてお持ちだからです。私たちがこのヨハネ１：１６で見て来

たように、「この方の満ち満ちた豊かさの中から」、すべての点において完全なお方である神から私たちは

恵みの上にさらに恵みを受けてきたのです。ちょうど、私たちが種を植えて水をやります。忍耐をもっ

て水を注ぎ続けるうちに芽が出て成長して行くように、神は私たちに恵みに恵みをついで与えてくださ

るのです。それができるのはこの方のうちに恵みがあるからです。私たちがイエス・キリストを信じて

何が変わったかと問われて、罪に敏感になった、性格が変えられてきたという人もいますが、明らかな

ことは、神は私たちを変えて行ってくださる、そのように私たちのうちに働いて行かれることです。こ

の世にあって私たちにはいろいろと不安なこと心配なことがたくさんあります。喜びを奪って行くもの

もあります。けれども、感謝なことに神は私たちに対して、私たちが神の方を向くならその平安を与え

て、喜びをもって生きる者へと導いてくださるのです。 

 １７節には「というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みとまことはイエス・キリストによって実現し

たからである。」とあります。律法とイエスのことがここに記されています。なぜ、ヨハネはこのことを

言おうとしたのでしょう？それは、律法は私たちの本当の必要を満たすことができないけれど、イエス

にはそれができるということです。モーセは神から律法をいただきました。それはすばらしいものでし

た。それを人々に教えなさいと。しかし、律法を聞くことによって人間に何が芽生えたかというと、自

分は神のおきてに背いているということです。神がこのような罪を犯してはいけないと言われるとき、

私たちはそのような罪を犯している者だということに気付かされたのです。律法は私たちに私たちが本

当はどのような者かということを明らかにしてくれました。「雄牛とやぎの血は、罪を除くことができませ

ん」（ヘブル１０：４）と、私たちに罪があることを明らかにしてくれました。私たちが聖書を見てその

聖書の教えを自分の力で実践しようと努力すると、必ず、それができないことに気付きます。つまり、



私たちはどんなに頑張ろうと努力しても、私たちの努力では神の要求している基準には到達しないので

す。神が要求している正しい者、完全なきよい者になることは不可能なのです。それを示してくれるの

が神の律法です。ですから、律法は私たちに私たちには神のあわれみが必要だと教えてくれるのです。

二人の人が主を礼拝するために宮に上ったとき、一人は取税人でしたが、彼は「…遠く離れて立ち、目を

天に向けようともせず、自分の胸をたたいて言った。『神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。』」と 

言いました。まさに、私たちは自分の罪深さを見て、自分はこの罪から逃れることはできない、自分を

変えることができない、自分のもっている罪悪感を拭い去ることができない、私はこの罪に対してどう

することもできないと、その限界に気付いたときに、私たちは「神さま、助けてください」と言います。

律法は私たちをそこまで導くことはできましたが、私たちに一番必要な救いをもたらすことができなか

ったのです。私たちの霊的必要を律法は与えることができなかったのです。しかし、このイエスはでき

るのです。私たちに最も必要な救いをもたらすことが可能なのです。ですから、イエスのこの地上での

歩みを見たとき、人々は驚きましたが、イエスは何度も「罪を赦す」ということを言われました。人々

はこの人は何を言っているのか、罪を赦すことができるのは神だけだと言ったのです。しかし、イエス

が言われたことは神への冒涜ではありません、事実です。なぜなら、イエス・キリストは罪を赦すこと

のできる神だからです。だから、人々に「あなたの罪は赦された」と言われたのです。律法にはできな

かった、しかし、人となってお生まれくださったこのイエス・キリストには可能なのです。なぜなら、

イエス・キリストは人として生まれただけでなく、私たちの罪の身代わりとなって十字架上で死んでく

ださったからです。そして、約束通り三日目によみがえり救いを完成してくださった、この方によって

信じるすべての者の罪が赦されるのです。だれが私たちの本当の必要を満たしてくれることができるの

か、だれが私たちの霊的必要を満たすことができるのか、ヨハネは言います、このイエス・キリストだ

と。この方は神であるがゆえに、私たちに最も必要な救いをもたらし、日々の生活に必要な霊的な助け

を備えてくださると。そのような存在であるとヨハネはここで告げるのです。 

６．神を説き明かされた  １８節   

 １８節「いまだかつて神を見た者はいない。父のふところにおられるひとり子の神が、神を説き明かされたの

である。」、神を見た人はだれもいないと言います。その通りです。だから、私たちは神のことを詳しく

知ることができないと。ヨハネがここで言うことは、だから、神が人となってくださり、私たちに神と

はどのようなお方なのかを教えようとしてくださったということです。〈イエス・キリストが人となられ

た、その目的〉とは何でしょう？（１）私たちの罪の贖いを成すためです。どういうことかと言うと、

私たち人間は皆罪を犯しています。私たちの罪の赦しを私たちにもたらすためには、だれかが身代わり

にならなければならない、しかし、人間の中には罪のない人は存在しないから、神が人となって来てく

ださった、しかし、聖書によれば神は霊だから霊を磔にすることはできないし、霊を身代わりに殺すこ

ともできない、だから、私たちと同じように肉体をもってこの世に来てくださったのです。ヘブル書が

教えてくれます。「…しかしキリストは、ただ一度、今の世の終わりに、ご自身をいけにえとして罪を取り除く

ために、来られたのです。」（ヘブル９：２６）。（２）イエス・キリストを信じた者がどのように生きて

行けば良いのか、その模範を明確に示してくださいました。イエス・キリストがどのように生きたのか

は私たちにとってのすばらしい模範です。そして、この１８節では（３）神がどういうお方かを私たち

に教えています。ここに「父のふところにおられるひとり子の神が」と記されています。「ふところ」とい

う大切なことばをここで使っています。新約聖書には６回しか出てこないことばですが、ヘブル語の言

い回しで、この「ふところ」ということばは親と子、友人間においての最も親密な関係を表わすことば

です。ですから、ここでイエス・キリストと父なる神との最も親密な、密接な関係というものをヨハネ

は言っているのです。しかも、「父のふところにおられる」というのは現在形です。それは、イエス・キリ

ストは人となられる前からずっと父なる神と密接な関係にあった、つまり、神なのです。しかし、イエ

ス・キリストが人として来てくださった、けれども、その関係は変わっていないということです。つま

り、イエス・キリストが人となってこの世に来られた、では、イエス・キリストは神でなくなったのか

というとそうではありません。人としてこの地上におられた間も彼は変わらず神なのです。１８節の「父

のふところにおられる」ということばがそのことを私たちに教えてくれているのです。そして、もうひと

つ、「ひとり子の神が」とあります。これは唯一とか、他に類のないという意味をもったことばです。し

かも、ここでは「他に類のない神が、唯一の神が」と言いますが、ヨハネは「他のだれも成し得ないこ

とをこの方は行なうことができる」、そのような神だと言うのです。罪人を救うことができる唯一のお

方だ、そういうお方がこのイエス・キリストだとヨハネはこの１８節で告げるのです。もちろん、この

方が神がどういうお方かを教えてくれた、そして同時に、この方は他のだれも成し得ることのできない

こと、律法もできない、どんな宗教もできないことを、この方はできるのです。それは私たちに罪の赦

しをもたらすということです。なぜでしょう？もう何度も見てきました。ヨハネがそれに対して繰り返



し私たちに教えてくれたこと、だから、神が人となられた、神が人となってこの世に来てくださって、

私たち人間が自分の力ではどうすることもできない罪の赦しを与えてくれる、他のどの宗教も与えるこ

とができない罪の赦しを与えてくれる、この方は他に類を見ないまことの神だからと。 

 このヨハネが私たちにもういやというほど繰り返していること、彼は６回も同じことを私たちに教え

てくれるのです。人として生まれたこの方は神なのだ、あなたを救うために来てくれた神だと。だから、

クリスマスはすばらしいのです。神がなぜ人として来られたのか、あなたを愛しているからです、あな

たの罪を赦すためです、あなたの必要をご存じの方がそれを満たすためにです。問題は、あなたはなぜ、

その方のところに出て行かないのかです、なぜ、この方のところに救いを求めて出て行かないのかです。

あなたのことをだれよりも知っておられるこの救い主が、この神が、あなたのために最も必要なものを

与えるために来てくれたのに、なぜ、この方のところに救いを求めて出て行かないのかです。このクリ

スマスのシーズンに讃美歌を聞き、そして、いろいろなところで私たちの国の人々もこのイエス・キリ

ストのことを聞いているはずです。しかし、悲しいことは、人となってくださった方のところに出て行

こうとしないことです。もしこの中でこの罪の赦しを、神が備えてくださったすばらしい救いをご自分

のものとされていない方がいるなら、神はあなたのことをどう思っておられるでしょう？もちろん、喜

んでおられることなど有り得ません。あなたのことを見てあなたのことに心痛めておられます。なぜな

ら、神はあなたを愛してこんなすごいことをしてくださったのに、あなたはその神を受け入れようとし

ないからです。私たちが皆さんに心からお勧めすることは、どうぞ、人となってあなたを救うために来

てくださったこの神のところに、今日、逆らうことを止めて、これまでの罪をこの方の前に告白して、

悔い改めて、この救いをお受けになることです。主よ、どうぞ私の罪を赦して私を救ってくださいと救

いを求めて出て行かれることです。そのことを心かお勧めします。 

 クリスチャンである皆さん、私たちはこのメッセージを語り続けて行くのです。悲しいことに、あさ

っては私たちの周りは様変わりしています。クリスマスはもう過去のものです。でも、このメッセージ

は過去のものではありません。今も、これからも日々語り続けて行くメッセージです。 

Ｆ･クライスラーという２０世紀最大のバイオリニストがいました。この人は富を惜しみなく人々に施

すような人だったと言われています。彼がある旅行に出かけたとき、極めて美しいバイオリンに出会い

ました。そのように人々に施しているために手持ちのお金はありません。それで、売値を聞いて彼は自

分の家に戻り、何とかその必要なお金を工面してその店に行くのです。すると、それはもうすでに売れ

ていました。彼は何とかそのバイオリンを見つけたいと思って、購入した人を捜し当ててその家に行き

ます。そして、あなたが買った金額で私はこのバイオリンを買いたいと言います。ところが、その購入

した人は、もうこのバイオリンは私の持っているものの中で最も貴重な財産だから手放すことはできな

いと言うのです。落胆したクライスラーがこの家を後にしようとしたときに、１回でいいからこのバイ

オリンを奏でることを許してもらえませんかと願います。許可を得たクライスラーはそのバイオリンを

弾き始めました。その演奏が終わったとき、その持ち主はこのように言います。「私にはこの楽器を独

り占めにする権利はありません。クライスラーさん、これはあなたのものです。世界中に持って行って

人々にその音色を聞かせて上げてください。」と。彼は１９２０年代に日本にもやって来ました。 

皆さん、クリスマスのシーズンはまもなく終わります。でも、イエス・キリストの救いのメッセージ

は私たちがこの世界に携えて行かなければいけないメッセージです。神が人としてこの世に来てくださ

った、このキリストによってすべての罪が永遠に赦されるのです。このすばらしい音色を、このすばら

しいメッセージを私たちは全世界に伝える必要があるのです。そのメッセージをすでにいただいた者と

して、どうぞ証を続けてください。一人でも多くのたましいがこのメッセージに心から従って行くこと

ができるように。 

 

 


