
２０１４／０３／１６  礼拝メッセージ  近藤修司 牧師 

 

主  題：赦されない罪がある 

聖書箇所：マタイの福音書 ２章２２－３７節 
 

 特に、今、３１節と３２節を読みます。「:31 だから、わたしはあなたがたに言います。人はどんな罪も冒

涜も赦していただけます。しかし、御霊に逆らう冒涜は赦されません。:32 また、人の子に逆らうことばを口にす

る者でも、赦されます。しかし、聖霊に逆らうことを言う者は、だれであっても、この世であろうと次に来る世で

あろうと、赦されません。」。非常にショッキングな箇所でもあります。確かに、私たちは聖書のみことば

を学んで、皆さんもよくご存じのように、すべての罪は赦されます。しかし、この箇所を見ると、みこ

とばは赦されない罪があることを教えています。いったい、どういうことを主ご自身が教えておられる

のでしょう？この箇所はいろいろな面で誤解されているのですが、大切なところでもあります。今日、

私たちは聖書が教える「赦されない罪」について、みことばを正しく学んでいきたいと思います。 

 先ず、私たちは３１節のみことばを見ますが、この節は「だから、」という前置詞で始まっていること

に注意してください。「このため、」と言えますが、これまで語って来たことを受けて、その結論をイ

エスは語るのです。ですから、当然、私たちはここを学ぶために文脈を見る必要があります。思い出し

てください。前回も見たように、マタイの福音書の１章から１０章では、主イエス・キリストはご自分

がだれであるかということを人々の前で明らかにして来られました。ご自分が神であること、救世主で

あることを明らかにして来られました。それを受けて、人々はどのような応答をするのか、彼らはどの

ようにイエスを受け入れたのか、そのことが１１章と１２章に出て来ます。悲しい現実は、イエス・キ

リストの奇蹟を見た多くの人たち、イエス・キリストのメッセージを直接聞いた人々、そのすべてが救

いに与ったわけではなかったということです。ある人たちは言います。もし、私たちがイエスがおられ

たときに住んでいて、イエス・キリストの御顔を拝して、イエスの声を聴き奇蹟を見ていたなら信じる

に違いないと。残念ながら、それは真実ではありません。その時も、多くの人々がこの特権に与ってい

ながら、救いには与りませんでした。 

 １２章の初めを見ると、パリサイ人たちが主イエス・キリストに対して、最初に弟子たちのことで非

難している様子が記されています。安息日に麦畑を通っているときに、弟子たちがその麦の穂を摘んで

食べ始めました。そうするとパリサイ人たちは言います。「あなたの弟子たちは安息日の法を犯してい

ます」と。そこでイエス・キリストは彼らのしていることの正当性を教えるために、旧約のダビデが行

なったことから説明していることが１－８節に書かれています。その後、イエスは会堂に入って行きま

すが、「そこに片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して「安息日にいやすのは正しいことでしょう

か」と言った。イエスを訴えるためであった。」（１０節）。同じパリサイ人たちです。彼らは真剣に答え

を聞きたかったのではなく、何とかしてイエス・キリストの失敗を見出して、イエスを訴えようとした

のです。そこでイエスが何と答えられたか？１１－１２節「イエスは彼らに言われた。「あなたがたのうち、

だれかが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。:12 

人間は羊より、はるかに値うちのあるものでしょう。それなら、安息日に良いことをすることは、正しいのです。」 

と、このように言ってこの人をいやされます。 

 そして、その後、１５節から、イエスはパリサイ人たちが何を考えているのかをご存じで、その場所

を去って行かれたとあります。１５－１６節「…すると多くの人がついて来たので、彼らをみないやし、:16 そ

して、ご自分のことを人々に知らせないようにと、彼らを戒められた。」。少し不思議に思いませんか？みな

に伝えるべきだと思いますが、語ってはいけないと言われたのです。なぜなら、この当時の人々は救世

主、メシヤは自分たちをローマから救ってくれる政治的な力をもった権力者であると期待したのです。

ですから、イエス・キリストをそういう人として持ち上げていこうという動きがいつもあるのです。だ

から、イエスはご自分のことを人々の前に明らかにしないようにと言われたのです。そのように人々に

担ぎ出されていく、そのことが起こる可能性が十分にあることをイエスはご存じだったからです。 

 そして、その後で、イザヤのみことばを使いながら、来られる救世主について話されています。１８

節からはイザヤ４２章から引用しています。見ると、来られるべき救世主は政治的な力をもって、ロー

マなど、イスラエルの敵から解放してくれる解放者ではなく、この約束の救世主は「優しさと平和」を

もって来られる方である。しかも、２１節にあるように「異邦人は彼の名に望みをかける。」、この救いは

ユダヤ人に留まることなく、異邦人にまで及ぶ、異邦人にまで希望をもたらすお方であると、そのこと

を話されているのです。 

 このような一連の出来事が起こったのです。そして、２２節「そのとき、」と続きます。「…悪霊につか 



れて、目も見えず、口もきけない人が連れて来られた。イエスが彼をいやされたので、その人はものを言い、目も

見えるようになった。」と記されています。これは非常に大きな奇蹟だったようです。というのは、２３

節を見ると「群衆はみな驚いて言った。」とあるからです。この「驚いて」ということばは「びっくりする、

仰天する」ということで、非常に大きな驚きが人々の間に生じたことを表わしています。この奇蹟は人々

に大変な衝撃をもたらしたようです。注目していただきたいのはその次です。群衆は驚いてこんなこと

ばを口にします。「この人は、ダビデの子なのだろうか。」と。 

 「ダビデの子」という表現は、「メシヤ・救世主」の称号の一つです。イザヤ書９：６に「ひとりのみ

どりごが、私たちのために生まれる。ひとりの男の子が、私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は「不

思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君」と呼ばれる。」とあります。この預言は、生まれて来る救世

主は神だと告げているのです。しかも、その神がひとりの男の子としてお生まれになるということです。

続いて７節には「その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座に着いて、その王国を治め、さば

きと正義によってこれを堅く立て、これをささえる。今より、とこしえまで。万軍の【主】の熱心がこれを成し遂

げる。」とあり、「ダビデの子」と言ったときそれは救世主を指したのです。その称号の一つだったので

す。このようなみことばはユダヤ人はみな知っているのです。 

 「ダビデの子」に関して、聖書辞典はこんな解説をしています。「これは、メシヤの称号であり、聖

書はイエスがダビデの子孫であることを明確に記している（マタイ１：１、ルカ３：３１、ローマ１：

３）。しかし、この称号は多くの人々にこの世の王としてのメシヤを期待させることにもなった。だが、

一方では、真に霊的な王なる方を待望している人々もいた（参照、ルカ１：６８－７９、２：２５－ 

３８）。イエスはご自分でこの称号は用いられなかったが（マルコ１２：３５－３７）、人がそう呼ぶ

ことは容認された（マタイ２１：９－１６、マルコ１０：４７）。」と。確かに、このことはみことば

の中に見ることができます。 

 そうすると、群衆は悪霊につかれた人がいやされたことを見て驚きました。驚きの声があちこちで上

がりました。人々はひそかに言います。「この人は、ダビデの子なのだろうか。」、「この方は約束の救世

主なのだろうか？」と。ところがここにパリサイ人たちがいました。多分彼らは群衆とは距離を置いて

いたのでしょう。彼らは主イエスが為さる奇蹟には関心をもっていないからです。距離を置きながら群

衆の様子を見ていたのでしょう。そして、群衆の中で、「もしかすると、この方は私たちがずっと待っ

ていた約束の救世主かもしれない」と、そのような声が聞こえ始めたときに、彼らは次のようなことを

言うのです。２４節「この人は、ただ悪霊どものかしらベルゼブルの力で、悪霊どもを追い出しているだけだ。」

と。群衆の反応を見たパリサイ人たちは腹を立てました。 

 ちょうど、これと同じようなことがイエス・キリストがエルサレムに入城したときにも起こっている

のです。マタイ２１：７－１６「:7 そして、ろばと、ろばの子とを連れて来て、自分たちの上着をその上に掛

けた。イエスはそれに乗られた。:8 すると、群衆のうち大ぜいの者が、自分たちの上着を道に敷き、また、ほか

の人々は、木の枝を切って来て、道に敷いた。:9 そして、群衆は、イエスの前を行く者も、あとに従う者も、こ

う言って叫んでいた。「ダビデの子にホサナ。祝福あれ。主の御名によって来られる方に。ホサナ。いと高き所に。」:10 

こうして、イエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、「この方は、どういう方なのか」と言っ

た。:11 群衆は、「この方は、ガリラヤのナザレの、預言者イエスだ」と言った。:12 それから、イエスは宮に入

って、宮の中で売り買いする者たちをみな追い出し、両替人の台や、鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。:13 そ

して彼らに言われた。「『わたしの家は祈りの家と呼ばれる』と書いてある。それなのに、あなたがたはそれを強

盗の巣にしている。」:14 また、宮の中で、盲人や足のなえた人たちがみもとに来たので、イエスは彼らをいやさ

れた。:15 ところが、祭司長、律法学者たちは、イエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子

どもたちが「ダビデの子にホサナ」と言って叫んでいるのを見て腹を立てた。:16 そしてイエスに言った。「あな

たは、子どもたちが何と言っているか、お聞きですか。」イエスは言われた。「聞いています。『あなたは幼子と

乳飲み子たちの口に賛美を用意された』とあるのを、あなたがたは読まなかったのですか。」 

 １５節に「ところが、祭司長、律法学者たちは、イエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中

で子どもたちが「ダビデの子にホサナ」と言って叫んでいるのを見て腹を立てた。」とあります。彼らはイエス

が本当に救世主かどうかを探ろうとは思っていません。最初からイエス・キリストを否定しているので

す。なぜ、彼らはこのような反応をとったのでしょう？少なくとも、二つのことが考えられます。 

（１） イエス・キリストが自分たちの教えに反する教えをしていたから 

 パリサイ人たち、ユダヤ教のリーダーたちは行ないによる救いを伝えていました。前回も見たように、

彼らは「こういう教えを守らなければいけない」と人々に大変な重荷を載せていました。ですから、自

分たちと違う教えをするイエスのことを快く思っていなかったことは明らかです。反発を感じていたの

です。 

（２）イエスが自分たちの罪を責めたから 



 主イエス・キリストはこのリーダーたちの救いを否定し、彼らの罪を責められました。彼らが救われ

ていないことを明らかにされました。それを聞いて彼らは非常な反発を覚えました。ですから、彼らは

主イエスを責める口実を見つけようと躍起になったのです。 

☆赦されない罪について 

Ａ．主イエスへの反発  １－１４節、２４節 

 ここにはパリサイ人たちのイエスへの反発の様子が書かれています。このリーダーたちは主イエス・

キリストのすばらしいみわざを見ていながら、その教えを聞いていながら、彼らはイエスに逆らうとい

う選択をするのです。そして、詳しい説明はしませんが、この箇所を見ると、彼らはここで何とかイエ

スを訴える口実を見つけようとします。そして、彼らはイエスに質問をします。ルカ１１：５４に「彼ら

は、イエスの口から出ることに、言いがかりをつけようと、ひそかに計った。」とある通り、彼らは常にイエス

のどこかに責めるところを捜すのです。彼らはそのようなことに時間を費やしていたのです。 

 また、先に見ましたが、マタイ１２：１０で彼らが片手のなえた人をイエスの前に連れて来た理由も

書かれていました。「…これはイエスを訴えるためであった。」と。そして、１４節には「パリサイ人は出て

行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。」とあります。先ほど見たように、２２節で悪霊に

つかれた人がいやされることによって、群衆が驚いて「この方が約束の救世主ではないか？」と叫んだ

ときに、パリサイ人たちは人々の心がイエスに傾き始めたことを見て、イエスを冒涜することばを口に

するのです。それが２４節のことばです。「この人は、ただ悪霊どものかしらベルゼブルの力で、悪霊どもを

追い出しているだけだ。」、「ベルゼブル」とはサタンや悪霊のかしらの別名です。 

 実は、ヨハネの福音書８章を見ると、群衆はイエスを見て特にリーダーたちは「あなたは悪魔につか

れている」と言いました。８：４８「ユダヤ人たちは答えて、イエスに言った。「私たちが、あなたはサマリ

ヤ人で、悪霊につかれていると言うのは当然ではありませんか。」。マタイ１２：２４でパリサイ人たちが言

ったことは「あなたは悪魔そのものだ」です。ですから、「悪霊どものかしら」です。それはサタンです。

サタンはひとりです。そして、サタンが操る悪霊たちが無数にいるのです。ですから、パリサイ人たち

は、イエスがそのような奇蹟を行なっているのは彼自身がサタンだから、悪霊どものかしらのサタンの

力をもってこのようなことを行なっているのだと言うのです。大変な冒涜を口にするのです。 

 群衆は言いました。「この方はメシヤではないか？救世主ではないか？」と。パリサイ人たちは言い

ます。「とんでもない！彼はサタンだ。」と。明らかに、こうしてみことばを見ると、パリサイ人たち

の心は主に対して完全に閉ざされている様子が分かります。彼らのことばには悪意が含まれています。

彼らはイエスの方に引き寄せられていく群衆の姿を見て黙っておれなかった。彼らは群衆がイエスを信

じ、イエスを受け入れることがないようにありとあらゆることを行なって、それを阻止しようとします。 

何とか群衆がイエスから遠ざかり続けるようにと願ってこのような発言をしているのです。 

 ですから、先ず、私たちがこの箇所を通して見ることは、群衆たちが主イエスに対して心開かれたと

きに、パリサイ人たちは主イエスに対する反発をこのような形で表わしたということです。 

Ｂ．主イエスの反論  ２５－３０節 

 それに対してイエスは反論をしています。２５節から記されています。三つの反論があります。 

１．仲間割れの問題  ２５－２６節 

 「:25 イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。「どんな国でも、内輪もめして争えば荒れすたれ、どんな町

でも家でも、内輪もめして争えば立ち行きません。:26 もし、サタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだ

ったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。」。仲間割れがあるなら、それが町であっても、家であって

も、国であっても、立ち行かないと言います。今、私たちはそのことを実際にマスコミを通して見てい

ます。いろいろな国が独裁者から解放された。でも、そこには仲間割れがあります。民族間の争いや宗

教間の争いなどがあります。そうすると、国として成長できるどころか、多くの人は大変な状況にあり

ます。人々はインタビューに答えて「前の方がよかった」と言っています。つまり、このような仲間割

れがあると、その国が一致していなければ、どのようにしてその国は成り立つのか？と言うのです。 

 イエスが言われることは、サタンの策略は被造物であるサタン自身が、すべての被造物の神として崇

められることを望んでいるということです。サタン自身も造られたもの、被造物です。それでいながら

サタンは、創造主だけが受けるにふさわしい、すべての被造物からの崇拝を受けようとしたのです。つ

まり、自分自身が創造主なる神になろうとするのです。この計画、この目的を果たすために、彼は人々

の心を盲目にし続け、真理にたどり着かないように惑わし続けているのです。サタンが望んでいること

は、すべての人が神に逆らい続けることです。すべての人が自分の支配下に留まり続けることです。 

 そこでイエスは言われます。そのサタンがもうすでに自分の支配下に置かれている人を、その支配か

ら解放するような、そんな愚かな行動を取りますか？それはサタンの計画と違うでしょう？サタンの 

支配下から自由にするなんて、サタンの計画をサタン自身が反故にすることになるではないか、そんな 



ことがあり得るか？と。こうしてイエスは、「あれはサタンの力でやっているのだ」と言うパリサイ人

たちに対して、「そのようなことがあり得るか？」と２５－２６節で説明するのです。 

２．自己矛盾  ２７節 

 「また、もしわたしがベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなたがたの子らはだれによって

追い出すのですか。だから、あなたがたの子らが、あなたがたをさばく人となるのです。」。実は、ユダヤ人た

ちも悪霊を追い出して病気を治すという働きをしていたのです。パウロがエペソにいて奇蹟を行なって

いた時に、ユダヤの祭司長スケワの七人の息子たちがやって来ます。そのことは使徒の働き１９：１１

－１６に書かれています。「:11 神はパウロの手によって驚くべき奇蹟を行われた。:12 パウロの身に着けてい

る手ぬぐいや前掛けをはずして病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出て行った。:13 ところが、諸国を巡回

しているユダヤ人の魔よけ祈祷師の中のある者たちも、ためしに、悪霊につかれている者に向かって主イエスの御

名をとなえ、「パウロの宣べ伝えているイエスによって、おまえたちに命じる」と言ってみた。:14 そういうこと

をしたのは、ユダヤの祭司長スケワという人の七人の息子たちであった。:15 すると悪霊が答えて、「自分はイエ

スを知っているし、パウロもよく知っている。けれどおまえたちは何者だ」と言った。:16 そして悪霊につかれて

いる人は、彼らに飛びかかり、ふたりの者を押さえつけて、みなを打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負っ

てその家を逃げ出した。:17 このことがエペソに住むユダヤ人とギリシヤ人の全部に知れ渡ったので、みな恐れを

感じて、主イエスの御名をあがめるようになった。:18 そして、信仰に入った人たちの中から多くの者がやって来

て、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。:19 また魔術を行っていた多くの者が、その書物をかかえ

て来て、みなの前で焼き捨てた。その値段を合計してみると、銀貨五万枚になった。」。 

 ユダヤ人の中に祈祷師がいて、彼らは諸国を巡回していました。彼らがパウロをまねて「パウロの宣べ

伝えているイエスによって、おまえたちに命じる」と悪霊を追い出そうとしたときに、悪霊たちは「自分はイ

エスを知っているし、パウロもよく知っている。けれどおまえたちは何者だ」と言い、「そして悪霊につかれて

いる人は、彼らに飛びかかり、ふたりの者を押さえつけて、みなを打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負っ

てその家を逃げ出した。」と、つまり、２７節でイエスが言われたことは「あなたたちの仲間も出て行っ

て悪霊を追い出しているでしょう。ということは、彼らも悪魔の力でそれを為しているとあなたたちは

言うのか？」です。「もしわたしがベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなたがたの子らは

…」、つまり、ユダヤ人たちは「だれによって追い出すのですか。」、彼らのやっていることもサタンのわ

ざだと言うのか？矛盾しているでしょう？と言うのです。「あなたたちはユダヤ人たちの働きは神のわ

ざだと言っている。そして、わたしのわざはサタンのわざだと言う。あなたたちの言っていることに矛

盾がある。」と。「だから、あなたがたの子らが、あなたがたをさばく人となるのです。」と、彼らのやって

いることの間違いは、彼ら自身が明らかにすると言うのです。 

３．預言の成就  ２８－３０節 

 ２８－２９節「しかし、わたしが神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなたが

たのところに来ているのです。:29 強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわ

ないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めて、その家を略奪することもできるので

す。」、その家に入って略奪しようとするなら、その家にいる人たちよりも自分の方が強くなければなら

ないと。パリサイ人たちは確かに信じませんでした。しかし、主イエスは為しておられるすべての働き

が聖霊によるものであることを明らかにし、そして、それが聖霊によるものであるなら、もう救い主が

約束の王がこの世に来られたことになると。なぜなら、メシヤに関する預言が為されていたからです。 

１）メシヤ預言の成就 

 それはイザヤ３５：５－６に記されています。「そのとき、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者

の耳はあく。:6 そのとき、足のなえた者は鹿のようにとびはね、口のきけない者の舌は喜び歌う。荒野に水がわ

き出し、荒地に川が流れるからだ。」。このようないやしが為されるということです。主はこの箇所を引用

して、ご自分が約束の救世主であることをヨハネの弟子たちに話されました。マタイ１１：３－６です。

ヨハネの弟子たちがイエスのもとに来ます。「:3 イエスにこう言い送った。「おいでになるはずの方は、あ

なたですか。それとも、私たちは別の方を待つべきでしょうか。:4 イエスは答えて、彼らに言われた。「あなた

がたは行って、自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。:5 目の見えない者が見、足の

なえた者が歩き、ツァラアトに冒された者がきよめられ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者た

ちに福音が宣べ伝えられている。:6 だれでもわたしにつまずかない者は幸いです。」と。５節は先のイザヤ書

３５章からの引用です。つまり、バプテスマのヨハネに対してイエスが言われたことは、「預言されて

いた救世主がどのようなことを為すのか？それをあなたがたは見ているでしょう？それを見るなら、あ

なたがたはわたしがだれであるかに気付くはずです。わたしにつまずかない者は幸いです。」です。で

すから、イエスははっきりとご自分が約束の救世主であることを明らかにして来られたのです。ご自分

のことを隠しておられたのではありません。 



２）サタンの力に勝るお方   

 ２９節を見ると、ご自分だけがサタンの力に勝るもの、つまり、神だということを明らかにしておら

れます。 

３）サタンの敵 

 ３０節に「わたしの味方でない者はわたしに逆らう者であり、わたしとともに集めない者は散らす者です。」

と書かれています。ご自分がサタンの敵であることを明らかにしておられます。ここでイエスは、サタ

ンの味方は神の敵だ、神の味方はサタンの敵だと言われました。つまり、どちらかに仕えると言うので

す。全員が例外なく、神の味方なのかサタンの味方なのか？です。あなたはどちらかに属しています。 

＊神の味方であるクリスチャンとは？ 

・「わたし・主イエスの味方である人」 

・「わたし・主イエスとともに集める人」、これはたましいの収穫のことです。つまり、救いのみわざ

のことです。そのことは次の聖書の箇所が明らかにしています。マタイ９：３７－３８「:37 そのとき、

弟子たちに言われた。「収穫は多いが、働き手が少ない。:38 だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送って

くださるように祈りなさい。」。ルカ１９：１０「人の子は、失われた人を捜して救うために来たのです。」。

ヨハネ４：３５－３６「:35 あなたがたは、『刈り入れ時が来るまでに、まだ四か月ある』と言ってはいません

か。さあ、わたしの言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて、刈り入れるばかりになっていま

す。:36 すでに、刈る者は報酬を受け、永遠のいのちに入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者がと

もに喜ぶためです。」。Ⅰコリント９：２２「弱い人々には、弱い者になりました。弱い人々を獲得するためで

す。すべての人に、すべてのものとなりました。それは、何とかして、幾人かでも救うためです。」。 

＊サタンの味方である未信者とは？ 

・神に逆らう人 ＝ 神のみこころに従おうとしない人 

・散らす人 ＝ 人々の救いのために働くのではなく、その働きを邪魔する人、ヨハネ１０：１２に「牧

者でなく、また、羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして、逃げて行きます。それ

で、狼は羊を奪い、また散らすのです。」とある通りです。 

 ですから、３０節でイエスが言われたことは「わたしの味方である者はわたしとともに集める者だ。

わたしがこの地上でしようとしていることは、人々を救いに導くことで、その働きに加わる者たちであ

る。ところが、そうでない者たち、つまり、わたしの敵でありサタンの味方である者はわたしに逆らい

続けるだけでなく、わたしが為そうとする働きを妨げようとする者たちである。」です。だから、その

ような存在であるイエスがなぜサタンであったり、サタンの力を借りて働きをするなどということがあ

り得るのか？矛盾しているでしょう！と言っているのです。 

 このパリサイ人たちの「イエスはサタンだ」という宣言に対して、イエスは真っ向から、いかにそれ

が愚かなものであるかということを明らかにされたのです。 

Ｃ．主イエスの警告  ３１－３２節 

 さて、そこからです。初めにお読みした３１節と３２節ですが、三つ目に、ここには主イエスの警告

が記されています。 

１． 赦されることの約束 

１）人はどんな罪も冒涜も赦していただけます  ３１節 

３１節に「だから、わたしはあなたがたに言います。人はどんな罪も冒涜も赦していただけます。…」と書か

れています。ここには「罪」と「冒涜」という二つのことばが並んでいます。 

「罪」＝神の前におけるあらゆる汚れた思い、行ないです。皆さんご存じのように、神が喜ばれる正し

い道から外れていることです。神のみことばの教えに従わないことです。神のみこころから外れて生き

ることです。 

「冒涜」＝神を否定したり神を拒むことです。自分の意志をもって神に対して悪を語るのです。今、私 

たちはパリサイ人を見て、そこに冒涜を見たのです。 

 ですから、イエスは「たとえ、あなたがたがどんなに大きな罪を犯していようと、たとえ、あなたが

たが神を否定し神を拒み、自分の意志で神に悪を語って神の聖さを汚すようなことをして来たとしても

赦される」と言います。 

２）人の子に逆らうことばを口にする者でも赦されます  ３２節 

そして、３２節には「また、人の子に逆らうことばを口にする者でも、赦されます。…」とあります。ここ

にイエスのことを「人の子」と記されているのは、イエスの人間性を表わしているのです。主イエス・キ

リストは受肉された後、人として歩まれました。創造主なる神であるお方がへりくだって人に仕える者

として歩んでおられた。イエス・キリストは神であり人でもあられたからです。 

３）赦しの実例 



このイエスに逆らうことばを口にする者でも赦されるとあります。実際に、私たちはそのことを見て 

来ました。例として三つしか上げませんが、 

ダビデ＝彼は殺人という大きな罪を犯しました。姦淫という罪を犯しました。しかし、神はそれを赦し

てくださった。 

パウロ＝ステパノを殺すことに賛成していたことで、彼は殺人の共犯でした。でも、神は彼をお赦しに

なった。そして、彼をお用いになりました。 

ペテロ＝主イエスを冒涜しました。マルコ１４：７１に「しかし、彼はのろいをかけて誓い始め、「私は、

あなたがたの話しているその人を知りません」と言った。」とある通りです。 

 ですから、このようにどのような罪であっても、それが殺人であっても姦淫であっても、盗みであっ

ても神は赦してくださると。主イエスに対する冒涜であったとしても神は赦してくださるのです。そし

て、皆さんも赦されたのです。問題はその次です。 

２． 赦されないことの約束 

 「赦されません」という約束をイエスご自身がなさっています。 

１）「しかし、御霊に逆らう冒涜は赦されません。」  ３１節 

２）「しかし、聖霊に逆らうことを言う者は、だれであっても、この世であろうと次に来る世であろうと、赦され

ません。」  ３２節 

＊聖霊に逆らう冒涜、聖霊に逆らうことは決してだれであっても赦されない。しかも、「この世であろう

と次に来る世であろうと」とあります。今の世でも、これから先でも、つまり、永遠に赦されないという

ことです。皆さんもご存じのように、この地上で赦されていなかった人は永遠にあって赦されることは

ありません。赦されるのは今私たちが生きているこのときだけです。死んだ人のために一生懸命祈りを

ささげることによって彼らが救われるのか？聖書は「ＮＯ！」と言っています。みことばが私たちに教

えてくれるように、聖霊に逆らう冒涜や聖霊に逆らうことは決してこの世でも赦されないし、そして、

永遠に赦されないのです。これがメッセージです。 

３）その理由 

 それでは、赦されない「聖霊に逆らう冒涜」「聖霊に逆らうこと」とは何のことでしょう？そのこと

を私たちが理解するためには「聖霊なる神の働き」を理解しなければなりません。ヨハネ１６：７－８

には「聖霊なる神の働き」が記されています。「:7 しかし、わたしは真実を言います。わたしが去って行く

ことは、あなたがたにとって益なのです。それは、もしわたしが去って行かなければ、助け主があなたがたのとこ

ろに来ないからです。しかし、もし行けば、わたしは助け主をあなたがたのところに遣わします。:8 その方が来

ると、罪について、義について、さばきについて、世にその誤りを認めさせます。」。ということは、聖霊なる

神は「罪人の心に働きを為す」のです。どのような働きでしょう？「誤りを認めさせる」という働きで

す。「認めさせる」とは「咎める、戒める」ということです。 

 ですから、罪人の、まだイエス・キリストの救いに与っていない人の心に働かれて、それぞれの誤り

を、それぞれの間違いを明らかにされるということです。それぞれが神の前に罪ある者であり、それぞ

れが永遠の滅びに向かっている者であり、それぞれに救いが必要であるということを明らかにするので

す。聖霊はその人が生きているその生き方が間違っていることを明らかにするのです。ですから、ここ

に「罪について、義について、さばきについて、世にその誤りを認めさせます。」とある通り、彼らが間違った

解釈をすることを明らかにするというのです。 

（１）罪について ： パリサイ人たちは自分たちは罪赦されていると思っていました。自分たちの心

が汚れているなどとは思っていませんでした。自分たちにはこの神が備えられた救い主は必要ないとし

たのです。なぜなら、自分たちで救いの道を作り出してそれによって救われていると信じていたからで

す。イエスは言われます。聖霊はそのようなあなたがたの心に働いてあなたがたの罪を明らかにされる

と。どのような罪か？いろいろな多くの罪を明らかにされますが、一番大きな罪は「救い主を自らの意

志で拒んでいる」という罪です。それが明らかにされるのです。皆さんもそのように神から働きをいた

だいたから、神の働きを経験して、そして、その罪を悔い改めて救いに与ったのです。主は皆さんのう

ちにそのように働かれるのです。あなたは正しいと思っているけれど間違っている、正しくない、汚れ

ている、救いが必要なのだ。しかも、愚かなことに、あなたは備えられた救い主を拒んでいると、その

ことを聖霊は明らかにするというのです。 

（２）義について ： 義についてその誤りを認めさせるのです。先にも見たように、イエスがこの話

をされているときに、そこにパリサイ人たちはいました。彼らがどんなことを言ったのか、群衆は聞い

ていました。そこでイエスは言われます。聖霊なる神はたとえ自分がどれ程正しいと思い込んでいたと

しても、神の前に正しくなければ全く無意味だと。どんなに自分は救われていると言っても、神が救っ

ておられなければ悲惨ではないですか？なぜなら、彼らは永遠の地獄に向かっているからです。ですか 



ら、義について彼らに誤りを認めさせるということは、彼らは自分は聖いと言っているけれど実はそう

ではないということを聖霊なる神が彼らのうちに明らかにされるということです。 

（３）さばきについて ： 「さばき」というと「神のさばき」と思いますが、実は、このことばは「判

断、決意、評価、判定」という意味をもっています。つまり、人間のさばき、人間の判断、人間の判定

の不完全さを明らかにするのです。それが証拠に、イエス・キリストを見て、そのおことばを聞き、奇

蹟を見てみなは何と言いましたか？確かに、ある人たちは「この人はダビデの子ではないのか？」と言

いました。でも、多くの人々は「違う」と言って信じませんでした。私たちの判断力がいかに不完全な

ものかが分かります。だから、私たちはみこころを判断するときに神の助けをもらわなければならない

のです。私たちはいつも自分の考えがみこころになることを願い、ときに、それをみこころにしてしま

うのです。私たちは自分のやりたいことをしたいからです。「さばきについてその誤りを認めさせる」、

あなたたちは主イエス・キリストに対する判断において、大きな誤りを犯している、あなたたちの判断

は正しくない、この方こそ真の神であり唯一の救い主なのだ、この方が約束の救世主だ、そのことをあ

なたたちは受け入れていないと言うのです。 

 ですから、聖霊はそのような人たちのうちに働いて、正しいと思っているけれど実は罪がある、その

罪を赦していただかなければいけない、神の前に聖いと思っているけれど実は汚れている、そして、間

違った考えをもって自分の考えこそが正しいと言っているが、それは違うと、そのように認めさせるの

です。そして、聖霊はこの人たちを救いへと導こうとするのです。 

 ここで言われている救われない人たち、聖霊に逆らうことをしている人たち、聖霊に逆らう冒涜をし

ている人たち、その人たちは、聖霊なる神がその人たちのうちに働いてくださっているにも関わらず、

その聖霊の働きを自らの意志をもって拒み続けているのです。自分がいかに汚れた者か、そして、自分

には救いが必要であること、自分の今までの主に対する判断が間違っていること、そのことを示されて

もまだ備えられた救い主に救いを求めようとはしないのです。却って、この方に逆らい続けるという選

択です。一番の例はここにいた多くの人たちです。代表はパリサイ人たちです。間違いなく、聖霊なる

神は彼らの心に働いていました。しかし、彼らは自らの意志でこの方を拒み続けるという選択をし続け

たのです。その人たちには救いはないと言われます。なぜなら、彼らがして来たことは、自分のうちに

働かれる聖霊なる神に対して冒涜を繰り返したからです。イエスに対しても、サタンの力をもって働き

をしているサタンだと言います。彼らは人々が主イエス・キリストを信じるように、人々がイエスを受

け入れるようにと働いたか？その逆でした。人々がイエスの方に行くことを妨げようとしました。その

ような人たちに救いはないと言うのです。 

 もしかすると、皆さんの中にも、神のおことばをよく知っているけれど、神があなたの心を責めて、

あなたの誤りを示して、あなたの罪を示して、あなたを救いへと導こうとされているのに、その声に対

して「必要ありません！」とその働きを拒み続けているとするなら、あなたに約束されていることは何

か？「あなたには確実に救いは与えられない」です。救いを拒んでいるからです。この中でも、主はこ

の人々に救いの御手を差し伸べておられます。その機会を与えておられます。でも、彼らがその救いを

いただくことがないのは、神の責任ではなくて、彼らが神に対して心を閉ざして救いを拒み続けるから

です。そういう人は救い与れない、そういう人の罪は赦されません。なぜなら、彼らの罪はこの救い主

を拒み続けるという罪だからです。 

でも、この人たちでも、パリサイ人たちでも、主よ、私は間違っていた、私を赦してくださいと神の

前に助けを求めるなら、救いを求めるなら、神は救ってくださるのです。どんな罪でも赦していただけ

るからです。でも、救いを拒み続ける罪については救いはないのです。彼らが自らの意志でそれを拒ん

でいるからです。そのような人はここにおられませんか？神があなたの心にずっと働き続けておられる

のに、あなたが自分の意志でそれを拒み続けている…。神の約束は「そのあなたには赦しがありません」 

です。心からお勧めすることは、その罪を今悔い改めることです。救い主の前に救いを求めて出て来る

ことです。そのときに、主はあなたを赦してくださる、でも、あなたが拒み続けるなら、あなたに赦し

はありません。どうぞ、そんな人にならないでください。そんな人であり続けないでください。今、救

いを求めて出て来てください。 

 

《考えましょう》 

１． 私たちの罪や冒涜は赦されるのでしょうか？ 

２． 赦されるためにはどうすれば良いのでしょう？ 

３． なぜ、「聖霊に対する冒涜や罪」は赦されないのでしょう？ 

４． 人は死んでから救いを得ることができませんが、それはどうしてでしょう？ 

 


