
２０１４／１２／２８  礼拝メッセージ  近藤修司 牧師 

 

主  題：恵みシリーズ 13、真の救い主 

聖書箇所：ヨハネの福音書 ８章２１－２９節 
  

ヨハネの福音書８：２１－２９をご一緒に学びたいと思います。 
ヨハネ８：２１－２９ 

:21 イエスはまた彼らに言われた。「わたしは去って行きます。あなたがたはわたしを捜すけれども、自分の罪の中で死に

ます。わたしが行く所に、あなたがたは来ることができません。」 

:22 そこで、ユダヤ人たちは言った。「あの人は『わたしが行く所に、あなたがたは来ることができない。』と言うが、自殺す

るつもりなのか。」 

:23 それでイエスは彼らに言われた。「あなたがたが来たのは下からであり、わたしが来たのは上からです。あなたがた

はこの世の者であり、わたしはこの世の者ではありません。 

:24 それでわたしは、あなたがたが自分の罪の中で死ぬと、あなたがたに言ったのです。もしあなたがたが、わたしのこと

を信じなければ、あなたがたは自分の罪の中で死ぬのです。」 

:25 そこで、彼らはイエスに言った。「あなたはだれですか。」イエスは言われた。「それは初めからわたしがあなたがたに

話そうとしていることです。 

:26 わたしには、あなたがたについて言うべきこと、さばくべきことがたくさんあります。しかし、わたしを遣わした方は真実

であって、わたしはその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。」 

:27 彼らは、イエスが父のことを語っておられたことを悟らなかった。 

:28 イエスは言われた。「あなたがたが人の子を上げてしまうと、その時、あなたがたは、わたしが何であるか、また、わた

しがわたし自身からは何事もせず、ただ父がわたしに教えられたとおりに、これらのことを話していることを、知るようにな

ります。 

:29 わたしを遣わした方はわたしとともにおられます。わたしをひとり残されることはありません。わたしがいつも、そのみ

こころにかなうことを行なうからです。」 

さて、２１節からのみことばを見たのですが、少しこの出来事の背景を思い出していただきたいと思います。 

イエス様は姦淫の現場で捕えられた女性の罪をお赦しになり、主はご自分が救い主であることを明らかにして

来られました。そのことをただ話しただけではなく、実際にこのように罪の現場で捕えられたひとりの女性の罪を

お赦しになった。そのことを通して確かに彼が救い主であることを明らかにされました。その後イエス様はご自分

が「世の光」であるということを人々にお伝えになります。イエス様がこのように言われたのを聞いたユダヤ人た

ちは、本来ならばこの方は自分のことを神としているということに気づくはずでした。残念ながら人々はそのこと

に気づいていません。 

イエス様が１２節で「わたしは、世の光です。」と言われたことにはこういう意味がありました。主イエス･キリスト

は光として我々人間が知らなければならない真理というものを明らかにしてくださる方です。この世にあって我々

が何のために生まれて来たのか、何のために生きているのか、どこへ向かっているのか――。神様はおられる

のか、おられるとしたら一体誰なのか――。そういう我々が知らなければならないことについて真理を示す光だ

と言うのです。暗闇の中で何もわからないところに一筋の光が差すように、主イエス･キリストは私たちが知るべ

き真理を我々に明らかにしてくださる方であると。 そして同時に闇の中を歩んでいる人々、つまり、罪の中を生

きている人々をその罪から、その闇の中から救い出すことがおできにな存在であるということをイエス様はお話

になったわけです。 

しかし、それを聞いていたパリサイ人は１３節でイエスに反論します。彼らの言うことはこういうことでした。あな

たは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではないと。あなたはそんなことを言って

いるけれども、あなたの言っていることを裏付けてくれる人はいないではないですか、あなたの言っていることが

真実だと証言できる人がいないではないですかと言って、イエス様の話しておられることを彼らは否定しようとし

ます。そこで１４－１８節、イエス様はイエス様の言われていることを証言してくださる方は父なる神であると言わ

れます。つまりイエスの話を理解できない彼らに、父なる神とご自分が一つであるということをお教えになったの

です。ここでもイエス様はご自分がまことの神であるということを明らかにされました。そのことが１９節の中に出

て来ました。そしてきょう私たちが学ぶ２６節にも同じことが記されています。 

特にきょう我々が見ようとしている２１節からは、主の語られた真理を理解しない彼らに対して、主は非常に厳

しいメッセージを与えておられます。神のメッセージを何回聞いても真理を悟ろうとしない、真理を理解しようとし

ない人々に対して神は非常に厳しいメッセージを語っておられる。これだけ聞いていると、どうも希望を与えるメ

ッセージというよりも絶望をもたらすメッセージのように思えます。しかし感謝なことに、その中にあっても罪人に

とってすばらしい希望をイエス様はお話になっておられます。 

A．二つの運命：「主とともに」か「主から離れて」か。  ２１－２４節 



まず最初にイエス様は「わたしは去って行きます。」というお話をされた。でもこれはもう既に７章の中でお話にな

っていることです。イエス様はヨハネ７：３３－３４で「：33 そこでイエスは言われた。『まだしばらくの間、わたしはあなた

がたといっしょにいて、それから、わたしを遣わした方のもとに行きます。:34 あなたがたはわたしを捜すが、見つからない

でしょう。また、わたしがいる所に、あなたがたは来ることができません。」と、今我々が見た８：２１と同じことを言われ

ています。主は同じことを何回も繰り返し人々に教えておられます。一度聞いたらそれで終わるのではなくて、主

は何度でも彼らにこの真理を教えようとしてくださっている。ここでも同じようにこの大切なメッセージをイエス様

は人々の前でお話になります。 

ここでまずイエス様は実は人間には二つの運命があるということをお話になります。主とともに永遠を過ごす

のか、それとも主から離れて永遠を過ごすのかです。すべての人間は死んで終わるのではありません。その後

すべての人が永遠を過ごすのです。ただある人々は主とともに永遠を過ごし、ある人々は主から離れて永遠を

過ごす。別の言い方をすれば、ある人々は永遠のいのち、天国に至り、ある人々は永遠のさばき、地獄に至る

と。 

１．主とともに過ごす永遠 

まず主は最初のところで主とともに過ごす永遠の話をこう言われています。イエス様は「わたしは去って行きま

す。」と言われた。これはこの後に起こる十字架の話だけではありません。イエスが十字架に架かって死なれた

後、三日目にその死からよみがえり、そして４０日ご自分が肉体を持ってよみがえったことを明らかにした上で昇

天されて行かれた、そのすべてがここに含まれています。イエス様が来られた所、主なる神の臨在なさる天に戻

るのだと言うのです。 

そして、その上であなたたちはそこに行くことができないとイエス様は言われます。２１節をよく見ると、「あなた

がたはわたしを捜すけれども、自分の罪の中で死にます。わたしが行く所に、あなたがたは来ることができません。」と、

「あなたがた」を限定しています。すべての人がわたしの行く所に来ることができないとは言われなかった。「あな

たがた」はと言われました。だから一部の人々、ここで話しておられたユダヤ人たちに対して、あなたたちはわた

しが行く所に来ることはできない。あなたたちは無理だけれども、わたしの行く所に来ることができる人々がいる

とイエス様は言われたのです。この２１節のみことばが私たちに教えてくれるのは、この一部の人々はイエス様

の祝福の中に天国に行くことができないけれども、その祝福の中に招かれる人々がいるということです。 

２．主から離れて過ごす永遠 

そして主から離れて永遠を過ごす人々。今お読みした「あなたがたはわたしを捜すけれども、自分の罪の中で死に

ます。わたしが行く所に、あなたがたは来ることができません。」とあるように、わたしの行く天国に来ることができず、

わたしとともに永遠を過ごすことができない彼らは永遠に主から離れて過ごさなければならないと言われた。つ

まり、イエス様がお話になっていた人々というのは救われていなかったのです。救いに与っていなかった人たち、

罪の赦しをいただいていなかった者たちです。 

そしてこの後イエス様はなぜ彼らが永遠のいのちに、天国に至ることがないのかという理由を４つ述べて行き

ます。 

１） 「罪の中にいる」から  ２１節 

まず一つ目の理由は、２１節「自分の罪の中で死にます」と書いてあります。つまり彼らが永遠の地獄に行くのは、

彼らが罪の中にいるからだと言うのです。イエス様は、あなたたちがわたしと一緒に天国に行けないのはあなた

たちの罪が洗いきよめられていないからだ、あなたたちの罪がまだ赦されていないからだと教えます。そしてそ

の証拠が２２節に出て来きます。彼らはイエス様の言われた真理を理解できていません。イエス様がこの話をし

た時、イエス様は自分でいのちを絶つつもりなのか、イエス様は自殺を考えているのかと、彼らはトンチンカンな

ことを言うわけです。神様の真理を理解できない、これはまさに救われていない人たちの特徴です。 

パウロはⅡコリント４：３－４で「:3 それでもなお私たちの福音におおいが掛かっているとしたら、それは、滅びる人々

のばあいに、おおいが掛かっている」と教えます。ある人々は福音のメッセージを何度聞いてもそれがどんなにすば

らしいものであるかがわからないと言うのです。私たちの罪が赦されて、私たちが新しく生まれ変わり、神様と和

解して神とともに永遠を過ごせるという救いのメッセージを聞いても、ある人々にとってそれはすばらしいメッセー

ジだと思えないと。それは「:4 そのばあい、この世の神が不信者の思いをくらませて、神のかたちであるキリストの栄光

にかかわる福音の光を輝かせないようにしている」のだと教えます。「この世の神」、つまりサタンがまだ救われていな

い人々の思いをくらませて、このすばらしい福音がそんなにすばらしいものと見えないように働きをしていると言

うわけです。だから、この人々はイエス様の言われている真理を理解できなかったのです。なぜなら救われてい

なかったからです。 

また、パウロはⅠコリント２：１４でも「生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼に

は愚かなことだからです。また、それを悟ることができません。」と言っています。「生まれながらの人間」、罪の赦されて

いない人間はこの救いを受け入れないと言うのです。理由は、「それらは彼には愚かなことだ」と、「愚かな」というの

はばかげたことだという意味です。だからある人々はイエス様が成し遂げてくださったすばらしい完全な救いの



話を聞いても、それはばかばかしいと言ってそれに耳を傾けようともしないと言うのです。まさにこれこそが救わ

れていない人々の特徴です。だからここでイエス様は、あなたたちはわたしの行く所に来ることができない、あな

たたちは救われていない、罪の赦しをいただいていないと言われたわけです。その証拠が彼らはこの神の真理

を理解することがなかったと。 

でも弟子たちの中にはイエス様の言われたことを理解できなかった者もいるのではないかと皆さんは思うかも

しれません。確かに、弟子たちはイエス様が言われたことをすべて理解したわけではありません。ヨハネ１３：７

にイエスは答えて「わたしがしていることは、今はあなたにはわからないが、あとでわかるようになります。」と言われて

います。イエス様もイエス様が与えられた教えを弟子たちがすべて完璧に理解したかというと、そうでないことを

ご存じでした。しかし、先ほどの人々と今お話ししているクリスチャンたち、確かにどちらもイエス様の言われたこ

とを完璧に理解したわけではなかったけれども、決定的に違うことがあります。 

数ページ戻ってヨハネ６章、イエス様がいのちのパンであるとお話しになった時、つまりイエス・キリストを信じる

ことによって救いに与るという話をした時、６０節「そこで、弟子たちのうちの多くの者が、これを聞いて言った。『これは

ひどいことばだ。そんなことをだれが聞いておられようか。』」と、イエス様の言われたことに対してある人々はつぶや

いたのです。そしてその結果どうなったかというと、６６節「こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去って行

き、もはやイエスとともに歩かなかった。」とあります。だから弟子と言われていながらイエスの話を聞いて、そんなお

かしなことはと言って、彼らはイエスから離れて行った。彼らは救いに与っていなかったということを意味します。

なぜならば、イエス様がその後十二弟子たちに「あなたたちも離れて行くのか」と質問されています。そこで６８－

６９節でシモン・ペテロが「:68 『主よ。私たちがだれのところに行きましょう。あなたは、永遠のいのちのことばを持ってお

られます。:69 私たちは、あなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。』」と答えています。ある人々は残った

のです。ある人々はわからないからと言ってイエスから離れて行った。ある人々はわからなくてもイエス･キリスト

を信じて従って行ったのです。本当の弟子たちというのは、たとえそのすべてが理解できなくても主から離れるよ

うなことをしないのです。主を信じて、信頼してその方の教えに従って行こうとした。 

イエス様は、あなたたちは罪の中にいてまだその罪を赦してもらっていない、まだその罪を洗いきよめてもらっ

ていない。だからあなたたちはわたしが行く所に来ることができないのだ、あなたたちは救われていないのだと

言われたのです。 

２） 「下から来た」  ２３節 

二つ目の理由は、２３節「あなたがたが来たのは下からであり」とあります。彼らが天国に行けない二つ目の理由

は、あなたたちは下から来たと。この「から」という前置詞は、どこに由来するかを表しています。イエス様は、あ

なたたちは神にではなくて、この世に属する者だと言われたのです。イエス様は上から、つまり天から来られたと。

そしてあなたたちとは全く違うのだと言われたわけです。実はイエス様はこれをここで初めて言われたのではな

い。ヨハネ３：３１にもイエス様は全く同じようなことを言われています。「上から来る方は、すべてのものの上におられ、

地から出る者は地に属し、地のことばを話す。天から来る方は、すべてのものの上におられる。」と。上から来たお方、つ

まり主イエスはすべての主権者なのだということをヨハネが告げています。しかし下から来た者、すなわち地から

出て来る者はこの地上のことしか考えないということです。そこが違うのです。天からこの地上に人として来られ

たイエス様がいつも何を考えて歩んでおられたのかを思い出してください。実はこの後イエス様が言われるので

すが、イエス様はこの地上に人としていた時には父なる神様のみこころしか考えていなかった。みこころを考え、

そのみこころに従って来たのです。だから救われた者たちも同じように主のみこころを考えながら生き始めるの

です。主によって救われたからです。主が歩まれたと同じように神様は私たちを歩ませてくださるのです。それが

救いです。地上におられた時イエス様は、父なる神のこと、父なる神のみこころを考えてそのように歩んでおられ

た。 

しかし、主なる神を信じていないパリサイ人やユダヤ人たちは「この世」のことを考えるのです。もっといえば彼

らの主人であるサタンを喜ばせることだけを考え、そしてそれが彼らのすべての生き方の動機になっている。つ

まりこの「下から来た」者たち、「地に属」する者、「この世」に属する者たちというのは、自分たちの主人であるサタ

ンを喜ばせることしか考えていないし、それがすべての動機になっている。イエス様が言われたのはそのことな

のです。わたしは天から来た、それが証拠に父なる神のみこころを常に求め、そのように歩んだ。しかしあなたた

ちはそのようなことを全く考えもしない。あなたたちが考えているのは「この世」のことだけであり、あなたたちのや

っていることはあなたたちの主人であるサタンを喜ばせることだけだと。ちょうどヨハネ８：４４に「あなたがたは、あ

なたがたの父である悪魔から出た者であって、あなたがたの父の欲望を成し遂げたいと願っている」と出て来ます。なぜ

彼らが天国に行けないのかというと、それは彼らが「下から来た」者であり、この「地に属」する者だからです。神の

ことよりも神以外のことを考え、それらを愛している。 

３） 「この世の者」  ２３節 

（１） 「この世の者」 

彼らが天国に行けない三つ目の理由は、２３節で彼らが「この世の者」であるからだとイエス様は言われました。



「あなたがたはこの世の者であり、わたしはこの世の者ではありません。」、「この世」ということばは新約聖書の中に非

常によく出て来ます。このことばは新約聖書の中に１８６回、１５１節に出て来ます。特にヨハネがこのことばを好

んで使っています。１８６回出て来る中でヨハネは１０５回も使っています。福音書の中では７８回も使っているし、

ヨハネの手紙の中では２４回、黙示録の中では３回使っています。このことばは、基本的には世界、人類、この

地のこと、また宇宙という意味です。ところが、２３節で「この世の者」と言われたのは今見て来たのとは違う意味

で使われていることは明らかです。実はヨハネはこのことばをⅠヨハネ５：１９で「私たちは神からの者であり、全世

界は悪い者の支配下にあることを知っています。」と、こんなふうに使っています。「この世」というのは悪い者の支配

下にあると言うのです。ヨハネはそういう意味で２３節の「この世」を使っているのです。「悪い者の支配下にある」世

の中の話です。だから、ヨハネはヨハネの手紙の中で、世を愛する人には神への愛がないと教えています。Ⅰヨ

ハネ２：１５「もしだれでも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。」と。この「世」は悪によっ

て支配されているものだから、あなたたちは永遠のいのちを得ることがないと。さっきも見たようにヨハネはⅠヨ

ハネ２：１７で「世と世の欲は滅び去ります。」と言いました。悪の支配下にあるこの「世」というのは滅び去ります、

神様がさばかれますと言っています。悪によって支配されている「世」という意味でこの言葉は使われています。

ですからこの世を愛する者というのは、神を愛する者のことではありません。かえってこの世を支配している悪い

者、つまりサタンを愛してその支配下にある人々のことです。それがイエス様がお話になった「この世の者」という

ことばの意味です。人間はどちらかです。創造主なる神を愛している者か、それともその神を憎み、かえってサタ

ンを愛しているか、この二種類の人間しか存在していません。皆さんどちらかに入っています。 

（２） 「この世の者ではない」 

そしてイエス様が言われるのは、神を愛する者たちはわたしとともに永遠を過ごすけれども、わたしではなくて

サタンを愛している者はわたしが行く所に来ることはない、決して永遠のいのちに至ることはないと警告しておら

れます。私たちクリスチャンは「この世の者」ではないから、「この世」は私たちを迫害するわけです。それは「この

世」をサタンというイエス様の、神の敵が支配しているからです。イエス様はこのヨハネ１５：１８でも「もし世があな

たがたを憎むなら、世はあなたがたよりもわたしを先に憎んだことを知っておきなさい。」と言っておられます。世の中は

イエス様を憎み、イエス様を迫害しました。だから同じようにイエスを信じるあなたを迫害し、あなたを憎むと。そ

れを見ても、ここであなたたちが天国に行かないのは、あなたたちが「この世の者」であり、神の敵であるサタンに

従う者たちだからと主が言われていることは明らかです。それが三つ目の理由です。あなたたちは罪の中にいて、

罪が赦されていないからだと。あなたたちは天から来たのではなくて、この地に属する者たちであり、「この世の

者」だと。神の敵である「この世」の中に生き、「この世」を愛し、神に逆らっている者たちだと。 

④ 「主イエスを信じない」  ２４節 

そして２４節のところに四つ目の理由が出て来ます。それは主イエスを信じないことが天国に入ることができな

い理由であると教えています。「この世の者」であるから、「それでわたしは、あなたがたが自分の罪の中で死ぬと、あ

なたがたに言ったのです。もしあなたがたが、わたしのことを信じなければ、あなたがたは自分の罪の中で死ぬのです。』」、

イエス様は、神が備えられた救い主しかあなたをその罪から救うことがないと言うのです。確かにたくさんの宗教

家はいるし、救い主と名のつく人はたくさんいるのかもしれない。しかし、あなたの罪を負って十字架に死んでく

ださった方はただひとりです。イエス・キリストだけがあなたをその罪から救い出してくださる。イエス様はここで

「もしあなたがたが、わたしのことを信じなければ、あなたがたは自分の罪の中で死ぬ」、神が備えた救いを拒み続ける

のなら、そこには救いがないと言うのです。神様はせっかく私たちのために、あなたのために罪の赦しを備えてく

ださったのに、それを拒むならそこには救いはない。これが赦されない罪です。なぜなら神はあなたのことすべて

を知っておられ、そしてあなたのすべての罪を負ってイエス様は十字架で死んでくださった。このイエス・キリスト

の十字架はあなたのすべての罪、どんな罪でも完全に赦すことができ、あなたを罪から完全にきよめることがで

きます。でも赦されない罪――救いが備えられているのに救い主を拒み続けるという罪を犯した以上は、救いに

与ることはありません。わたしを信じることがなければ、救いを得ることはないとイエス様は言われているので

す。 

＊ 「主イエスについての知識を持つこと」を言っているのではない 

８：２８「イエスは言われた。「あなたがたが人の子を上げてしまうと、その時、あなたがたは、わたしが何であるか、また、
わたしがわたし自身からは何事もせず、ただ父がわたしに教えられたとおりに、これらのことを話していることを、知るように

なります。」、「わたしが何であるか」、わたしが一体誰かをあなたたちは知ると言うのです。ただイエス様に対する

知識を持つことを言っているのではありません。イエス様のことをたくさん知ることを言っているのではありません。

イエス・キリストを個人的に信じることです。地獄にはイエスについての豊富な知識を持った人々がたくさんいま

す。地獄にはイエスのことをいっぱい知っている人たちがいます。どれだけイエス様のことを知るかでは救いに

与らないのです。イエス・キリストを個人的に心から信じ、この救いに与った者だけです。この時代の多くのユダ

ヤ人たち、パリサイ人たちは聖書の教えをよく知っていました。間違いなく彼らは救世主が来ること、その知識を

持っていました。非常に熱心なユダヤ教徒でした。ところがパウロはローマ１０：２で「私は、彼らが神に対して熱心



であることをあかしします。しかし、その熱心は知識に基づくものではありません。」と言っています。これだけ熱心だか

ら神様はあなたを救ってくれるのかというと答えはノーです。これだけ神様のために奉仕をしたからあなたを救っ

てくれるのか、答えはノーです。主イエス・キリストの前に立った未信者たちは、私たちはあなたの名のために奇

跡を行ない、悪霊を追い出し、これだけのことをしたではないですかと主に対して言います。イエス様が言われる

のは「わたしはあなたがたを全然知らない」です。（マタイ７：２１－２３）地獄にはイエス・キリストのことを知っている

たくさんの人々がいます。でもイエス・キリストのことを心から信じていない人たちであふれています。 

もう一つ覚えないといけないのは、この真理を知っていながらその真理を拒んでいる人たちに対して、地獄に

あってより厳しいさばきがあります。イエス様はここであなたたちがわたしの行く所に来ることができない理由は、

あなたたちがこの救い主なるイエスを信じていないからだとはっきり言われました。まことの神であり、あなたを

罪から救い出し、完全な救いを与えてくださる主イエスを心から信じ受け入れることです。これまでのあなたが自

分の考えに基づいて生きて来た人生、自分自身に従って来たこれまでの誤った生き方を捨てて、救い主をあな

たの新しい主人として受け入れてその方に従う決心をすることです。どんなに福音のことを知っていても、そのイ

エス・キリストを心から受け入れていなければ、この永遠のいのちの約束はあなたのものではありません。イエ

ス様がここでこの多くのユダヤ人たちに対して、あなたたちは救われていないということを明確にお話になり、そ

の理由を明確にお伝えになった。 

皆さんはいかがですか？イエス様のことはたくさん知っているかもしれない。聖書の箇所をたくさん暗唱してい

るかもしれない。問題はあなたがイエス様を個人的に知っているかです。もっと言えばあなたの信仰はあなたを

変えているかどうかです。イエス様を信じることによってあなたの人生が変えられたかどうかです。先ほど見て来

たように、イエス様は父なる神のみこころを行なおうとした。あなたはイエス様を信じてから父なる神のみこころに

従って行こうという新しい思いを持って生きておられるかどうかです。神が救ってくださった人たちはそのような思

いを持って生きています。自分で救われたと思い込んでいる人たちは、天国の約束だけを神様からいただいたこ

とを喜び、これまでと変わらない生き方をしています。どうして聖書の中にこうして救いに関する警告が何度も記

されているのか――。それはどの時代にあっても、救われていると自分では思っていながら、救われていない未

信者がいっぱいいるからです。しっかり自分を吟味しなければいけない。神が私を新しく生まれ変わらせて下さ

ったのか――。まずこのような警告をイエス様はこの人たちにお話になった。 

B．罪からの救い主  ２５－２９節 

そして２５－２９節ではイエス様が罪からの救い主であるということを主は語っておられます。先ほどから見て

いるように、イエス様はご自分がだれであるかというのを人々に隠しておられたわけではありません。２５節を見

ると、イエス様の話を聞いていた群衆は「あなたはだれですか。」と聞いています。一体あなたは何者なのですか

――。そうするとイエス様は「それは初めからわたしがあなたがたに話そうとしていることです。」とお話になります。つ

まりイエス様はわたしはあなたたちにそのことをずっと語って来たというのです。確かにこのヨハネの福音書だけ

を見ても、サマリヤの女とイエス様がお話になった時、サマリヤの女は「キリストと呼ばれるメシヤの来られることを

知っています。」と言います。彼女はその知識を持っていました。救世主が来てくださるのだということを彼女は知

っていた。その時にイエス様は「あなたと話しているこのわたしがそれです。」と言われました。イエス様はちゃんとご

自分が約束の救世主、メシヤであると言われています。（ヨハネ４：２５－２６） 

５章になって３８年間の病を患っていた人がイエス様に癒されました。その後多くの人々がイエスを殺そうとし

ました。なぜかというと、ヨハネ５：１８「ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んでおられたからである。」とみこと

ばは教えてくれています。人々がイエス様を殺そうとした理由はイエス様がご自分を神と呼んでおられたからで

す。ご自分を神としていたゆえに人々はイエスを殺そうとした。ヨハネ１０：３３で人々がイエスを殺そうとし、イエ

ス様はなぜわたしを殺そうとするのかと問われた時、「良いわざのためにあなたを石打ちにするのではありません。冒

涜のためです。あなたは人間でありながら、自分を神とするからです。」と人々は答えます。こうして人々はイエス様の

メッセージを明確に理解したのです。この人物は自分のことを神としている。イエス様はご自分のことを隠してお

られたのではない、イエス様はご自分のことを明らかにしておられたのです。ヨハネ１０：２４でユダヤ人たちはイ

エスを取り囲んで「あなたは、いつまで私たちに気をもませるのですか。もしあなたがキリストなら、はっきりとそう言ってく

ださい。」と言うのです。イエス様は２５節で「イエスは彼らに答えられた。『わたしは話しました。しかし、あなたがたは信
じないのです。わたしが父の御名によって行なうわざが、わたしについて証言しています。:26 しかし、あなたがたは信じま

せん。」と言います。彼らは「あなたはだれですか。」と尋ねますが、本当にイエス様がだれなのかを求めていたの

ではないのです。もしそうだったら彼らはイエスのところに救いを求めて出て来たでしょう。彼らは確かにこのよう

な質問をしたのですが、彼らはこのイエスを信じようとはしていない。そこでイエス様はあなたがたはわたしの行

く所に来ることはできないと言われたのです。初めからずっとそのことを話しているのに、あなたたちがそれを信

じないと。 

そしてイエス様はご自分が神であることを二つの証拠をもって明らかにしておられる。 

１．父なる神のみこころを完璧に語ったお方  ２６－２７節 



２６－２７節を見ると、イエス様は父なる神のみこころを完璧に語ったお方であると言っています。イエス様は

「あなたがたについて言うべきこと、さばくべきことがたくさんあります。」と。しかしわたしはそれをしない、なぜならわた

しはわたしを遣わした方から「聞いたことをそのまま世に告げるのです。」と。イエス様は彼らを見て、彼らを責めるこ

とができた。でもイエス様が言われたのは、わたしは父なる神が語れと言われることを語ったと。イエス様は徹底

して父なる神のみこころに従っておられるわけです。 

２．父なる神のみこころに完全に従ったお方  ２８－２９節 

そして２８－２９節を見ていただくと、父なる神のみこころに完全に従われた様子が出て来ます。「わたしがわた

し自身からは何事も」しないと。だからイエス様がお語りになったことも、彼がなさったこともすべて父なる神のみこ

ころどおりでした。どおりで主イエス・キリストがバプテスマをお受けになった時に、父なる神は「これは、わたしの

愛する子、わたしはこれを喜ぶ。」と言われた。山上の変貌（マタイ１７：１－８）にあって、同じように父なる神はこの

イエスを喜んでおられた。ユダヤ人はあなたはそう言われているけれども、あなたの証言をバックアップする人

はいないではないですかと言うのです。いいえ父なる神がわたしの言っていることが真実であることを証言者で

すと。 

そして最後にイエス様は「あなたがたが人の子を上げてしまうと、（この「上げてしまう」というのは十字架のことで

す）その時、あなたがたは、わたしが何であるか……を、知るようになります。」、あの十字架を通して、そしてその後あ

なたたちはわたしがだれであるかを知るようになると。十字架の後、あなたたちはわたしが言っているように、わ

たしがまことの神であることを知るようになると。そしてそのとおりのことが起こりました。 

・ 十字架のひとりの犯罪人  ルカ２３：３９－４３ 

主イエス・キリストと十字架に架かっていた犯罪人は、最初はふたりとも真ん中のイエス様を非難し、悪口を言

っていました。ところが、神様はひとりの心の中に働かれました。そこでまだイエスに悪口を言うもうひとりの犯罪

人に対して彼をたしなめてこう言ったとあります。「おまえは神をも恐れないのか。」。同じように悪口を言っていた犯

罪人があの十字架の上で、自分の横でいのちを捨てておられるこの方は神だということに気づくのです。そして

彼が「あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。」とあわれみを乞うた時にイエス様は「あな

たはきょう、わたしとともにパラダイスにいます。」と言われます。わたしのいる所にあなたは来ますと。あの十字架の

上で、自分のすぐ横にいるこのイエスが一体誰なのかを彼は知ったのです。ちょうどイエス様が「あなたがたが人

の子を上げてしまうと、その時、あなたがたは、わたしが何であるか……を、知る」と言っておられたとおりに。 

・ 百人隊長  ルカ２３：４７（マタイ２７：５４） 

その光景を見ていた百人隊長は、「ほんとうに、この人は正しい方であった。」とルカ２３：４７、マタイ２７：５４に出

て来ます。「ほんとうに」というのは、この人の確信を言っています。様子を見ていて、彼はある確信に到達したの

です。このイエス・キリストはまことにすべての点において正しいお方であると。この異邦人の百人隊長はイエス

を見ていて、この方が神であることに気づき、この方への信仰を表したのです。 

・ 墓に出かけた女たち  ルカ２４：１－８ 

またイエス様が亡くなった後、三日目に女たちが墓に出かけて行きました。ルカ２４：１－８です。彼らの目的は

イエス・キリストのからだに香料を塗ることでした。そうすると、彼らの前に「まばゆいばかりの衣を着たふたりの」天

使が立ったことが記されています。彼らは非常に恐ろしくなって、顔を地に伏せていると、天使が彼らに「あなたが
たは、なぜ生きている方を死人の中で捜すのですか。 ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおら

れたころ、お話しになったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によ

みがえらなければならない、と言われたでしょう。」（ルカ２４：５ｂ－７）、そのことを話した時に「女たちはイエスのみこと

ばを思い出した」のです。（ルカ２４：８）こうして彼らもこのイエスこそが誰なのかに気づいて行くわけです。 

・ トマス  ヨハネ２０：２８ 

最後にもうひとりだけあのトマスを加えましょう。皆さんよく覚えておられるように、ヨハネ２０：２７でイエス様が

「あなたの指をここにつけて、わたしの手を見なさい。手を伸ばして、わたしのわきに差し入れなさい。信じない者にならな

いで、信じる者になりなさい。」と言われた時、トマスは「私の主。私の神。」と。 

イエス様が「あなたがたが人の子を上げてしまうと、その時、あなたがたは、わたしが何であるか……を、知る」と言わ

れたように、十字架の後、人々は確かにイエスはまことの神であり、唯一の救い主であることを知りました。イエ

ス様が言われたように、人々はこの方こそが唯一の救い主だということを知り、その確信を持ちました。ルカの２

４章の中でイエス様がエルサレムで弟子たちと時間を過ごしておられた様子が出て来ます。ここでルカ２４：４５

－４８「:45 イエスは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、:46 こう言われた。『次のように書いてあります。キリスト

は苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、:47 その名によって、罪の赦しを得させる悔い改めが、エルサレムか

ら始まってあらゆる国の人々に宣べ伝えられる。:48 あなたがたは、これらのことの証人です。」と、こういうことが起こり

ました。イエス様が十字架で亡くなった後、三日目にその死から敢然と肉体を持ってよみがえり４０日間それを

人々の前で明らかにされ、イエス･キリストが約束されたように昇天された後、弟子たちはあの十字架に架かって

死なれたイエス様、三日目にその死から敢然とよみがえって来られたこのイエス･キリストはまことの神であると



いうことを人々に宣べ伝え始めました。彼らは私たちはそのことの証人だと言いました。なぜなら彼らは生まれ

変わったからです。彼らは新しくされたからです。救い主によって罪が赦されたからです。神の救いをいただいた

からです。彼らはこのイエス･キリストこそがまことの神であり救い主であることを知ったのです。 

「その時、あなたがたは、わたしが何であるか……を、知る」と。それを知った者たちはイエス様が言われたように

キリストを証する者として新しい歩みを始めました。信仰者の皆さん、あなたは神の恵みによってこの救いに与り

ました。神は大きな犠牲を持ってあなたにこの祝福を与えてくださった。神はあなたにこう約束されている。あな

たはわたしの行く所に行きますと。あなたはわたしとともに永遠を過ごしますと。でもあなたがこの地上に置かれ

ている理由は、この救いをいただいた者として、その証人としてきょうを生きて行くことです。その務め忘れては

いけません。そのために神はあなたのために犠牲を払い、救いを与え、そして天国をあなたのものにしてくださっ

た。私たちがきょう生きているのは偶然ではないのです。主を証するために生きているのです。ここに救いがある

ことを伝えるために生きているのです。我々日本人は、クリスマスが終わったら次にはどの神社に行って、どの

お寺に行って拝む、そんなことしか考えていない。彼らはイエスが誰であるかを知らないのです。そしてそれを伝

える務めをいただいたのが私たちです。主の力を信じて、主の助けをいただいて、主の証人としてどうぞ歩んでく

ださい。この神様のすばらしい救いを伝える者として、あなたがこの一週間歩まれて、そしてあなたの愛する者た

ちにこのすばらしい救いを語り続けておられることを心から願います。 

この中でまだこの救いをいただいていない人がいるならば、主はあなたにこの救いを与えてくださる。でも途中

で見て来たように、その救いをあなたが拒み続けるのだったらその救いは与えられません。あなたに約束されて

いるのは、このユダヤ人たちと同じです。あなたはわたしが行く所に来ることはできません。罪が赦されてないか

ら。どうぞ罪の赦しをいただいて生まれ変わってこの祝福をいただいてください。心から願います。 

《考えましょう》 

１．この話の背景を記してください。 

２．「あなたがたはわたしを捜すけれども、自分の罪の中で死にます。」とは、どういう意味かを説明してください。 

３．「あなたがたはこの世の者であり」とは、どういう意味かを説明してください。 

４．「わたしのことを信じなければ」とは、どういう意味かを説明してください。 


