
ルカの福音書4章1～13節 「敵の戦略」2021年7月4日

I. ようこそ

A. おはようございます。 7月4日、おめでとうございます。 独立記念日おめでとう
ございます。

1. 私たちみんながアメリカ人ではないかもしれませんが、今朝、主を礼拝するため
に集まり、カルバリーの十字架上でのイエス・キリストの御業のゆえに、私たちが
罪の束縛から解放されたという事実を覚えながら、自由にともなう祝福を思い起こ
すことは、とって良いことだと思います。 

2.  今週、多くの方が特別な休暇を過ごされると思いますが、主があなたのすべての
行動とともにあることをお祈りします。

3. 新しく来られた方やネットで礼拝を守られている方を歓迎します。

B. 先に進む前に、小さな子供たちを日曜学校の教室に送り出しましょう。 

C. では、聖書を開いて、ルカの福音書の第4章を開いてください。この書を1章ず
つ、1節ずつ、体系的に読み進めていきます。 

1. 今朝は、前回の続きで、イエス・キリストのバプテスマの話をする予定です。 

2. また、礼拝の終わりに、教会の家族として一緒に聖餐式を行います。 

a. 私たちの教会では、毎月第一日曜日に、私たちを罪の罰から解放することを確約
するために、裂かれた体、流された血潮、私たちのために払ってくださった代価、
それらをしてくださった主を覚えるための時間を取っています。 

3. しかし、その前に、主の御言葉を通して、私たちに何をしてくださるのかを見て
みましょう。

4. 今回は、ルカの福音書4章の最初の13節を取り上げ、皆さんが一度は読んだこと
がある、あるいは少なくとも聞いたことがあると思われる聖書の一節を見ていきま
す。 キリストの生涯における重要な出来事が記録されている、おなじみの聖句の個
所です。

5. 荒野でイエスが受けた誘惑の事は、4つの福音書のうち3つの福音書に記録されて
います。全ての共観福音書（マタイ、マルコ、ルカ）には、そのことが書かれてい
ます。 ヨハネの福音書だけが、この出来事を明らかに省いています。主が何らかの
理由で彼を別の方向に導いたのでしょう。 

6. 今日の個所を読みながら、敵がどのように私たちの主に立ち向かおうとしたか、
また、主がどのように、受けた誘惑に戦ったのかを見ていきます。 

7.敵がどのように動くか、どうやったら私たちも主との歩みの中で成功を収め、誘
惑に打ち勝つことができるようになるか少しでも理解できればなと思っています。



8. 今朝のメッセージのタイトルは「敵の戦略」です。 

9. 皆さんは、主と主の御言葉に敬意を表し、お立ち上がりください。 私が聖書をお
読みしますので、あなたがたの聖書でついてきてください。 ルカは、4章1節で次の
ように書いています（R＆P）。

II. 復習と導入

A. 前回は、バプテスマのヨハネの宣教について詳しく見ていき、特にヨルダン川で
イエスにバプテスマを授けたヨハネの主への宣教について見てきました。

1. この洗礼は、驚くべき出来事でした。 父なる神が天から下られ、神なる聖霊が鳩
の姿を取られて降りてこられ、祈りながら、ヨハネから洗礼を受けていた御子なる
神の上に降り注いだのですから。主の驚くべき姿です。 

2.  目撃するにはなんという光景でしょう。また、父の承認が天から聞こえてきて、
「あなたは、わたしの愛する子、わたしはあなたを喜ぶ。」と宣言さるような場に
立ち会うことができたのはなんと神々しい出来事でしょう。

B. さて、今朝の聖書の個所では、この出来事に対するアンチテーゼのように思える
ことが書かれています。 

1. 川のほとりの大衆の中での、驚くべき、畏敬の念を起こさせるような神の存在に
代わって、今度は、私たちはキリストがどん底の状態、荒野でのひどく、そして難
しく、孤独により衰弱した時期の姿に触れます。

2. 私たちは、自分たちの人生でこのような時期を経験することがよくあります。 多
くの場合、最高潮の経験をした後に、敵が待ち構えている谷に降り立つことになり
ます。

a. 私たちから主にある喜びを奪おうとし、攻撃を仕掛け、あらゆることをして私た
ちの心を乱し、主との素晴らしい時間を忘れさせようとします。 

i. カルメル山でバアルの預言者たちに勝利した後、エリヤにもこのようなことが起
こりました。 翌日、エリヤが山を下りてくると、敵は、エリヤの命を奪うことを
誓ったイゼベルという悪の王妃の姿で彼を待ち受けていました。 

ii. ペテロ、ヤコブ、ヨハネは、イエス様が、彼らのまさに目の前で変容された経験
後にも、同じようなことを経験しました。 

- 山から降りてきた彼らが最初に出会ったのは、他の弟子たちではどうにもできな
かった悪魔に取りつかれた少年でした。

iii. モーセが四十日四十夜、主と共にいた後、山を降りてきたとき、彼は何を見たで
しょうか？ 敵が働いていました。 民衆が主の代わりに金の子牛を拝んでいたので
す。

b. これは、聖書全体を通して見られることであり、私たちの人生においても同様に



見られることを証明できるでしょう。 

c. クリスチャンの人生は、いつも最高潮の経験ではなく、困難を経験し、挑戦を経
験し、時に谷にいることに気づくでしょう。

i. しかし、重要なことは、私たちが主との歩みの中で最も成長を見るのは、たいて
い谷にいる時なのです。

ii. 辛い時、困難な時にこそ、主との歩みの中で真の進歩を見ることが多いのです。 
主は私たちを見抜き、より強く、より洗練され、次の山に挑戦する準備ができた状
態で向こう側に連れて行ってくださいます。 

iii. 私たちが様々な高低差を経験しても、主は私たちの人生において不変です。

C. 今日の個所では、敵がどのように行動するか、またイエスがどのように敵の攻撃
に対抗したかに注目しています。 

1. どんな戦いでも、敵を知り、理解することはとても重要です。 

2. 敵の動きを知り、敵の傾向を知り、敵の長所と短所を知ることは、敵対する誰か
に打ち勝つために非常に重要です。 

a. 軍事的な戦争戦略の話であろうと、スポーツの試合の話であろうと、はたまた友
人同士とするボードゲームの話であろうと。 相手を知り、相手がどのように動くか
を知ることは、あなたを極めて優位に立たせてくれます。

3. 私たちが成功を収め、キリストが私たちのために勝ち取ってくださった勝利の中
を歩み続けるためには、敵がどのように行動するかを知り、その戦術にどう対抗す
るかを確認する必要があります。 

4. そして、今朝の聖書の個所では、イエスが私たちに素晴らしい模範を示してくだ
さっています。 それでは、テキストの冒頭部分に戻って、状況を見ていきましょ
う。

III. ルカの福音書4章1-2節

A. マルコの福音書によると、この出来事が起こったのは、イエスの洗礼の直後だっ
たと書かれています。 (マルコ 1:12)

1. つまり、イエスは、祈りの時を持ち、聖霊が降臨された直後から、そのまま誘惑
と悪魔の攻撃の時に移ったのです。

B. 続ける前に、いくつかのことを整理しておく必要があります。 

1. 一つは、悪魔は実在し、狡猾で、強力であることを皆さんに理解していただきた
いと思います。 しかし、彼は神様の対極にある存在ではありません。 

a. ある人は、悪魔を神の対極にあるもの、神と同等のものと考えています。 まる
で、良い神様と悪い神様がいるかのように。 これは真実ではありません。



b. 悪魔は、創造された天使のような存在です。 全能でもなく、同時にどこにでもい
る存在でもなく、全知全能でもありません。 彼は神ではありません。 

c. 神様は唯一の存在であり、神様のような方は他にはいません。神様は、地上のだ
れにも比較できないお方であり、最高のお方です。 悪魔は主に比べて何者でもあり
ません。 

2. 二つ目。 悪魔は常に主と主の民に対して非難をしてくることを理解しなければな
りません。

a. ギリシャ語の「devil 悪魔」という言葉は、文字通り「偽りの告発者」という意
味です。 ヘブライ語の「Satan サタン」も同じ意味です。 

b. 彼の肩書きは、彼が何をするのが好きかを物語っています。 彼は、理由もなく、
主と主の人々を分裂させようと、私達に対して偽りの告発をするのが好きです。 

c. 御言葉に彼は嘘の父であると書いてるあるように、彼は嘘や欺瞞を広めたい中傷
者なのです。

d. ヨハネの福音書8章44節によると、悪魔は最初から人殺しであり、「心理をより
どころとしていない。彼の内には心理がないからだ。悪魔が偽りを言うときは、そ
の本性から言っている。自分が偽りものであり、その父だからである。」とありま
す。 (ヨハネの福音書8:44b　新共同訳)

3. さて、もう一つ、私たちにとって重要なことは、イエスが聖霊に満たされただけ
でなく、荒野での経験をするにあたって聖霊に導かれたとういうことです。

詩篇23に書かれているように、聖霊がいつも静まり返った水のほとりに導いてくだ
さるという誤った思い込みを持っている方もいます。

i. 「主は羊飼い、わたしには何も欠けることがない。主はわたしを青草の

原に休ませ憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる主は御名

にふさわしくわたしを正しい道に導かれる。」

ii.  (詩篇23:1-3)

ii. ある人はそこで止まってしまい、主に導かれる人生とは、緑の牧草地、静かな
水、そして素晴らしい平和な義の道だけだと考えてしまいます。

iii. しかし、この詩篇は続けます。 「死の陰の谷を歩こうとも、私は災いを恐れませ
ん。あなたが私と共におられるからです。」(詩篇23:4)

iv. 神様は、私たちをどちらの場所にも導き、またその場所を通されます。

b. イエス様は聖霊に導かれ、長く困難な試練の時を過ごされましたが、聖霊は私た
ちの人生でも同じことをされるかもしれません。



c. 聖書は、試練と誘惑について、私たちが理解しなければならないことがいくつか
書かれています。 

i. ある目的のために誰かを試すという意味の2つのギリシャ語があります。

ii. 一つは「dokimazo ドキマゾ」です。 この言葉は、冶金家が使う言葉で、火に
よって何かの真偽を試すことを意味します。 火で、不純物を焼き切る（浄化する）
ことで、本物の金属が残ります。 この物理的なプロセスは、神や人間が他者をテス
トするための強力な特徴となりました。 この言葉は、受け入れることを視野に入れ
た肯定的な意味での試練という意味でのみ使われています。

-パウロが私たちの働きについて、そして「おのおのの仕事は明るみに出されます。
かの日にそれは明らかにされるのです。なぜなら、かの日が火と共に現れ、その火
はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。」と書いている1コリ
ント3:13のような聖句が頭に浮かびます。

- また、ペテロの手紙第一　1:7には、私たちの信仰について書かれています。 ペテ
ロは、私たちの信仰は、「その試練によって本物と証明され、火で精錬されながら
も朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れるときには、称
賛と光栄と誉れとをもたらすのです。」と書いています。

- 旧約聖書でもこれと同じような言葉が使われていて、箴言の中で 「銀にはるつ
ぼ、金には炉、心を試すのは主 」と書かれています。(箴言 17:3)

iii. もう一つの言葉は、ギリシャ語の「peirazo ペイラゾ」です。 この言葉には、欠
点を見つけたり、拒絶したりするための調査という意味合いがあります。 

- 誘惑や試練に関連して使われています。 これは、罠を仕掛けたり、過ちで捕らえ
ようとすることを意味します。

- 宗教指導者たちは、何度もイエスを試し、罠にはめようとしたり、不利になるよ
うなことをイエスに言わせようとしました。 

- 今朝の聖書の個所で、イエス様が40日間、悪魔に誘惑されていたと書かれている
のは、この言葉です。

- 悪魔はイエスのあらを探そうとしました。 悪魔は、イエスを非難し、イエスを罠
にかけることができるようなことを、イエスにさせたり、言わせたりしようとして
いたのです。

iv. 面白いことに、これらの言葉は、ヤコブの手紙の中にあるように、一緒に使われ
ることがあります。 

- ヤコブ1:2-3には、「わたしの兄弟たち、いろいろな試練（peirazo ペイラゾ）に
出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。 信仰が試される（dokimazo ドキマ
ゾ）ことで忍耐が生じるとあなたがたは知っています。

- 敵が悪意をむけたものを、主が良い意味で使われることがあります。 罠、災難、



誘惑となるはずだったものが、主に用いられて私たちをテストし、忍耐のような主
が切望するものを私たちに持たせるためです。

- ヨセフはその典型的な例ですよね。 彼の兄弟は彼を奴隷として売ったのですが、
神はそれを良い方向に使われました。 「あなたがたはわたしに悪をたくらみました
が、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために、今日のようにしてくださっ
たのです。」とヨセフは言いました。（創世記50：20）。)

- ヤコブは後にこう述べています。「試練（peirazo ペイラゾ）を耐え忍ぶ人は幸い
です。その人は適格者と認められ、（dokimazo ドキマゾ）神を愛する人々に約束
された命の冠をいただくからです。(ヤコブの手紙1:12)

- ここでもまた、何かに耐えるということは、おそらく悪い意味を持ち（誘惑）神
はそれを、私たちを証明したり試したりするものに変え、私たちの主への愛を明ら
かにするのです。

- 「誘惑に遭うとき、だれも、『神に誘惑されている』と言ってはなりません。神
は、悪の誘惑を受けるような方ではなく、また、ご自分でも人を誘惑したりなさら
ないからです。 むしろ、人はそれぞれ、自分自身の欲望に引かれ、唆されて、誘惑
に陥るのです。そして、欲望は、はらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。」
(ヤコブの手紙1:13-15)と、ヤコブは続けて述べています。

- 神様は私たちを試されますが、決して誘惑されることはありません。 私たちの信
仰が試され、強められ、火の中で証明される機会を与えられますが、悪を行うよう
に誘惑されることはありません。

4. 今日の聖書の個所に戻ります。 願わくは、良くなるように神様がどのように試練
を私たちのために用いられるか、また、悪くするように敵がどのように誘惑を用い
ようとするか、その違いを理解したいものです。 この箇所では、イエス様は神様に
導かれ、聖霊に導かれて、悪魔の誘惑を受けています。 

C. 2節の後半では、イエス様が40日間、何も食べなかったことが書かれており、40
日の終わりにはお腹が空いていたことが書かれています。

1. これは、私たちにとって重要なことです。 断食をすると、最初の数日間は空腹感
にさいなまれますが、4～5日目以降になると空腹感は収まります。 体は蓄えていた
脂肪を燃料として使うようになるのです。

2. イエス様がここで再び空腹を感じているということは、イエス様の体が蓄えてい
たものをすべて使い果たし、飢え死にしそうになっていることを示しています。 

3. 身体的には、非常に疲労し弱っています。 彼の体は衰弱していっています。

D. 続いて、イエスを陥れようとする悪魔の最初の試みを見ていきましょう。

IV. ルカの福音書4:3-4

A. 40日の終わりに、イエスが文字通り飢え死にし始めたとき、悪魔がやってきてイ



エス様に言いました。「もし、あなたが神の子なら、この石がパンになるように命
じなさい。」

1. 悪魔は、イエスが神の子であるかどうかを問うているのではないことを理解して
ください。 「もし」と書いてあったら、「～であるので」とも解釈できます。 あた
かも悪魔が、「あなたは神の子であるから、その石をパンに変えてごらんなさい」
と言っているかのようです。 

2. 悪魔は、イエスがそうすることが十二分にできることを知っていました。 しか
し、それは彼の真意ではありませんでした。 悪魔は単にイエスが石をパンに変える
ことができることを証明させようとしたのではありません。 彼はそれができること
を知っていたのです。

3. では、悪魔の狙いは何でしょうか？ 悪魔は、イエスの肉体に訴えています。 彼は
イエスが自分の肉体を養うために神の資源を使うように仕向けているのです。 

4. 悪魔は、「あなたは神の子なのだから、なぜお腹が空くのか？ 自分のためにパン
を作れば良いではないか。大したことではないだろう。４０日もここにいたんだろ
う。  もう何か食べなさい。」

B. 私たちの魂の敵は、同じ手口を何度も使います。 敵の戦略には、3つの主な作戦
しかありません。 敵が私たちを誘惑し、主から離れさせようとする3つの主な方法
です。

1. それは、ヨハネの手紙第一には書かれています。 ヨハネはこう書いています。
「世も世にあるものも、愛してはいけません。世を愛する人がいれば、御父への愛
はその人の内にありません。 なぜなら、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生
活のおごりは、御父から出ないで、世から出るからです。」(ヨハネの手紙第一
2:15-16)
2. 敵の戦略には、肉の欲、目の欲、人生の誇りという3つの要素が含まれていま
す。 敵は、私たちを陥れるのに、この3つが単純で効果的であることを知っている
ので、多くのバリエーションを必要としません。

3. サタンは、エデンの園での最初の出来事以来、同じ戦術を使っています。 サタン
は、これらの戦術を使って最初のアダムを堕落させることに成功したので、最後の
アダムに対しても使おうとしているのです。 

C. ここで、悪魔は、エデンの園でエバにしたように、肉の欲を引き出します。

1. 悪魔はエバに、神の言葉と神の愛と気遣いを疑わせました。 悪魔は、実は、神が
彼女に隠し事をしていると言いました。 神は自分のために最高のものを取っておい
て、庭のすべての果物だけで、彼女の体を満足させるようにしていると。神が認め
ない唯一の果物はのぞいては。[創世記3:5]

2. ここでは、悪魔は同じことをしているようです。 あたかも、「あなたは神に愛さ



れた子ではないか、なぜそんなにお腹が空いているのか。あなたが荒野にいる間、 
神はなぜあなたに食べ物を与えなかったのか？ 神はあなたの要求を拒否しているの
だ。 自分で食べ物を用意して、自分の肉を満足させる必要がある。 あなたはここで
死にかけている。」

3. 悪魔は私たちにも同じことをします。 彼が言うには、「あなたはそれをもらうに
ふさわしい者だ。どうして他の者だけが楽しんでいるのか。 あきらめて、肉体を満
足させなさい、大丈夫、あなたはもう神の子なのだから、問題にならない」と言っ
てきます。

4. しかし、悪魔がやっていることはもう一つあり、それは少し巧妙です。 彼はイエ
スに肉体と霊を分けるように要求しています。

a. 「体を養うことは、肉体的には当然であって、霊的なこととは何の関係もない。 
さあ、その石をパンに変えよ」

b. 私たちが生活の中で物事を肉体的なものと霊的なものの領域に分け始めるとき、
私たちは必ず、神様が本来属している領域から神様を外してしまいます。 

i. 私たちは人生を、仕事、遊び、家族、神様、教会のこと、趣味、休暇などに分け
ることができるかもしれません。 しかし、そうすると、私たちは、神様が本来いる
べき私たちの人生の中から神様を外してしまいます。

ii. 本来、神様は私たちの人生のあらゆる部分に関わる必要があります。 神様はすべ
てのことにおいて第一でなければなりません。 私たちは、人生のすべての面で神様
を考えなければなりません。 私たちは、神様を第一に考えなければなりません。イ
エス様はこう言われました。「まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、
これらのものはみな加えて与えられる。」（マタイ6：33）。

iii. 神様には、私たちの人生のあらゆる面に深くかかわっていただく必要がありま
す。 私たちは、仕事、遊び、家族、休暇、趣味に関して、主と霊的なものを考慮す
る必要があります。 あらゆる面で主が必要なのです。

c. 悪魔は、霊的なものと肉体的なものを切り離そうとしました。肉体的な体を満た
すことは、霊的なものとは関係ないと言ったのです。 しかし、彼は間違っており、
イエスはその誘惑に耐えられました。

D. イエスは、御言葉を引用することで、悪魔の策略に対抗しました。 

1. 神の御言葉は、神の武具の中で、私たちの唯一の攻撃するための武器です。 エペ
ソ6:17によれば、「霊の剣」です。(エペソ6:17b)

2. そして、私たちは、敵の攻撃に対抗するために、この剣を正しく使うことを学ば
なければなりません。 

3. イエス様は申命記8章を引用されました。申命記８章に、モーセは、40年間砂漠
をさまよっていたとき、神様がどのようにして彼らの肉体を支えてくださったか、



また、彼らを養うために神様が天からマナを与えてくださったかを民衆に語ってい
ます。

a. 人々は、神様により頼み、彼らに土地を与え、砂漠を乗り越えるという神様の約
束を信頼する必要がありました。

b. 申命記８：３には、「主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わった
ことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口
から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。」と
あります

c. イエスは、ご自分の使命を知り、神の約束を知り、ご自分がなぜこの地上に来た
のかを知り、イスラエルの民を荒野で死なせなかったように、神様がイエスも荒野
で死なせないことを知っておられました。

4. イエスは自分の手で問題を解決する必要はありませんでした。 肉体的にも霊的に
も必要なものはすべて神様が用意してくださるので、これからもそれに委ねていく
だけです。 彼は、自分のすべての必要を満たしてくれる神様の御言葉を信頼してい
たのです。

E. しかし、敵はまだ終わっていませんでした。 敵はまだ終わっていませんでした、
もっと多くのことをしかけていたのです。 5-8節を読んで、次に何が起こったか見て
みましょう。

V. ルカの福音書 4:5-8

A. 肉欲がうまくいかないと、悪魔は次の手を打ってきました。 今度は、目の欲を利
用してイエスを陥れようとしました。

1. 悪魔は、おそらく何らかの幻で、イエスに一瞬にして世界のすべての王国を見
せ、イエスがただサタンを礼拝するなら、そのすべてをイエス様に与えると宣言し
ました。

2. サタンは、世界中の王国が自分に渡されたと主張しました。 そして、イエスはそ
の主張に反論しませんでした。 悪魔はいつ、どのようにしてこの世界を支配するよ
うになったのか。

3. もう一度、エデン園の話に戻って、創世記の初めに戻ります。 神は、世界とその
中にあるすべてのものを造られました。 その後、神は地上の支配権を人間に譲られ
ました。 

a. アダムとエバを創造した後、神は彼らに宣言しました。「産めよ、増えよ、地に
満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。」
(創世記1:28)

4. しかし、アダムとエバが果実を食べ、サタンに耳を傾けて屈したとき、事実上、
この世界の支配権をサタンに与えてしまったのです。 



a. アダムとエバは支配するはずでしたが、主に耳を傾けるのではなく、サタンに耳
を傾けて、支配をサタンにゆだねました。 

b. そのため、パウロは悪魔を「この時代の神」と説明しています。他の多くの現代
語訳では「この世界の神」と表現しています。(2コリント.4:4)

c. ヨハネの福音書の後半で、イエスは悪魔をこの世の支配者と呼び、どのように追
い出されるかを記しています。(ヨハネ12:31)

5. つまり、この世の支配権はサタンに渡されているので、彼の申し出は有効だと思
われます。 しかし、サタンの狙いは何でしょうか？ 彼は本当にここで何をしている
のでしょうか？

B. サタンは、イエスが最終的に支配することを知っていました。 サタンは、自分が
世界を支配しているのは一時的なものだとも知っていました。 彼がイエスに提供し
たのは、簡単に言えば、近道でした。 

1.サタンは、イエスが最終的に支配することになるこの世のすべての王国をイエス
に示し、その場でイエスに提案しました。 彼は、十字架にかからなくても、地上を
支配し、統治することができると言ったのです。

2.  イエスは、苦しみなしに地上を支配し、統治することができるというすべての栄
光を、イエスに提案したのです。 

a. イエスが現在進まれている道は、栄光に入る前に、まずは大きな苦しみを受ける
ものだったのです。

b. 悪魔の提案は、「苦しむ必要はない、そんなことをする必要もない、今すぐ栄光
を与えよう、今すぐすべての王国を与えよう。 あなたがするべきことは、ひれ伏し
て私を崇拝することだけだ。」と。

C.  イエスは、主の御言葉で再び応答され、再び申命記を引用して、「サタンよ、私
の後ろに下がれ」と言われました。 「あなたの神、主を畏れ、主にのみ仕え、その
御名によって誓いなさい。」と書かれているからです。

1. この引用は申命記6章13節からです。申命記6章で、モーセは民が主を忘れて、そ
の土地に入った後、その土地の偶像を追い求めていることに警鐘を鳴らしていまし
た。 

2. モーセは次のように言いました。「あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出
された主を決して忘れないよう注意しなさい。 あなたの神、主を畏れ、主にのみ仕
え、その御名によって誓いなさい。 他の神々、周辺諸国民の神々の後に従ってはな
らない。」(申命記6:12-14)

3. 目の欲とは、悪いことをするように誘惑したり、刺激したりするようなものを見
ることだけを指しているのではありません。 目の欲とは、神の目的を達成すること



よりも、違うほうに目を向けることです。 

a. 悪魔はイエス様を誘惑して、神様のやり方に従う必要はない、十字架にかかるこ
となく、悪魔をひれ伏して拝むだけで、すべてを手に入れることができると言いま
した。

b. 悪魔は、イエスに、犠牲や十字架の苦しみを伴わない支配の栄光を提案しまし
た。 

c. しかし、神様のご計画は、栄光に入る前に、まず大きな苦しみに耐えることでし
た。 

d. 悪魔は、いつもこのように私たちを誘惑しようとします。しばしの間の栄光と快
楽を提案しますが、最終的には大きな痛みと苦しみで終わります。 

i. 罪は、一時的には楽しいものですが、その終わりは痛みと苦しみ、死です。

e. 神様の方法はその反対です。神様の方法は、苦しみから始まり、栄光で終わるの
です。 (ペテロ第一　5:10)

i. 神は、私たちに多少の痛みや苦しみに耐えさせますが、私たちの終わりは、主の
御前で永遠に続く栄光と喜びなのです。

ii. 選択するのは私達です。 今だけの喜びを味わい、永遠に苦しむのか、多少の苦し
みを耐えて永遠の栄光を得るか。

4.　イエスは、サタンを拝むためにひれ伏した瞬間、父の使命を果たせなくなるこ
とを知っていました。 イエス様は十戒の第一の戒めを破り、世の罪を取り除くこと
のできる罪のない神の子羊となることができなくなったでしょう。 

5. その提案だと、イエスは私たちを贖うために、私たちの罪の代価を払うことがで
きなくなるので、聖人になることができない罪人たちを支配することになります。

6. イエスは、神のやり方で物事を行い、神だけを崇拝し仕えるという選択を再確認
することで、この誘惑に打ち勝ちました。 近道はせず、神様の計画に全面的に従わ
れたのです。

a. イエスは、私たちが礼拝するものは何であれ、仕えることになると知っていまし
た。 もし、ひれ伏してサタンを礼拝するなら、主ではなくサタンに仕えることにな
ります。 

b. 主に仕えることは真の自由を伴いますが、悪魔に仕えることは恐ろしい束縛で
す。 イエスはこのことを知っていたので、ひれ伏して悪魔を拝み、仕えることはあ
りませんでした。

D.  敵は、イエスが弱っている時にそれを実行しようと、戦略の中にもう一つ作戦を
立てていました。9-12節を一緒に読んでみましょう。



VI. ルカの福音書4:9-12

A. サタンは、神の言葉に頼るというイエス様の戦術に気付いて、イエスを罠にか
け、陥れようとする最後の試みとして、いくつかの聖句を引用しました。

1. 悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の一番高いところに立たせて、飛
び降りるように言いました。 そうしたら、天使たちが彼を受け止めて、安全に地上
に連れてくるだろうと言った。

2. この考えは、神の力のこの壮大な啓示を見るために、あらゆる人々がそこにいる
だろうというものです。イエスは奇跡を起こすことができるある種の強力な存在と
見なして、 すべての人がそれを見て、イエスのことを騒ぎ立てるでしょう。

B. 悪魔は、主に対して実行する前にも後にも、数え切れないほどの人々を堕落させ
た彼のお気に入りの最終手段、すなわち「人生のプライド」を引き合いにだしてき
ました。 

1. まるでサタンが次のように言っているかのようでした。「もしお前が自分の力を
大々的に発揮したら、お前を見たり聞いたりするために群衆が集まってくることを
想像できるか。 もしあなたがこの山頂から飛び降りて、神の御使いたちがあなたを
受け止めて、安全に地上に運んでくれる。そうするなら、おまえの本当の姿をすべ
ての人々に見せることになる。 それは、おまえがどれほどの力を持っているかを示
すことになるだろう。」

2. 人生の誇りとは、過剰な偉大さや権力への誘惑のことです。

3. サタンはこのようにしてエバに実を取らせました。 サタンは、エバに果実を食べ
れば、神のようになれると思わせたのです。 サタンは、エバが、神が彼女に与えた
ものよりも大きなものを求めるように誘惑しました。 エバは、より大きな力や影響
力を求め、神のようになりたいと思いその実を食べて、アダムと共有したのです。
(創世記3:6)

4. 4. この戦略は以前から効果がありましたが、サタンは自分の申し出に良い対策を
加えるために、サタンはさらに御言葉をいくつか加えました。 

a. 詩篇91:11-12を引用していました。 この詩篇は、神を信頼する者に対する神が
守ってくださることについて述べています。 もちろん、悪魔は聖句をねじ曲げて、
本当は書かれてないことにすり替えています。

b. 文脈上、この詩篇は、神の御心の中にいて、神に仕えている間に危険にさらされ
ている人に対して、神の保護を約束しています。 この箇所は、神の愛と配慮を試す
ために人為的に作られた危機に対する保護を約束するものではありません。 私たち
は神を試すべきではありません。それはまさに、イエスが答えた内容です。

C. イエスは、「『あなたの神である主を試みてはならない』と書かれている」と答
えられました。



1. これは、再び申命記からの引用です。 今回は6章16節です。 その節でモーセは、
以前マサでやったように、主を誘惑してはいけないと民に念を押しています。 (申命
記6:16)

2. マサは、民が、「果たして、主は我々の間におられるのかどうか」と言って、水
がないこと訴え、主を誘惑した場所です。 (出エジプト記17:7)

a. 民は、モーセと神に、神が民と共にいることを証明する強力なしるしを要求して
いました。 彼らは主を試していたのです。

3. イエスは、飛び降りることは、主を試し、ご自分を証明することを要求すること
になると知っていました。 イエスはそうする必要はありませんでした。 人間の承認
や好意を必要とされなかったのです。 父なる神の承認があり、それだけで十分だっ
たのです。

4. 聴衆の気をひくために、何か派手なことをして、イエスに人間の好意を持たせよ
うとする誘惑は、イエスの使命の一部ではありませんでした。 それは神のご計画の
一部ではなかったので、イエスは悪魔の誘惑を拒否されました。

5. イエスは、聖句と聖句のバランスをとることで、人生のプライドの誘惑に打ち勝
ちました。 イエスは、敵が神の言葉をねじ曲げて、主を試すように仕向けるのを許
さなかったのです。

6. 世の中のほとんどのカルトは、聖句に基づいています。 彼らは、特定の個所や節
を取り上げて、その全体的な文脈から切り離したり、聖句をねじ曲げて、本当に意
味のないことを言ったりします。 

7.  私たちは、神の御言葉がねじ曲げられたり、操作されたり、不名誉な方法で使わ
れているのを見分けることができるように、御言葉をよく学ぶ必要があります。 

8. 私たちは、聖書の全体像と一致しないことを正しく見分けるために、神のお考え
を理解する必要があります。

D. では、この最後の節を読んで、今日の学びを終わりにしましょう。

VII. ルカの福音書4:13

A. 聖書は、「だから、神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば、悪魔はあな
たがたから逃げて行きます。」と証言していますが、これはまさにここに書かれて
いることです。(ヤコブ4:7)

1. イエスは、躓かせ倒れさせようとする悪魔の試みに抵抗し、悪魔は去っていきま
した。 

B. しかし、この荒野での誘惑の時が終わったとはいえ、イエスが再び、悪魔に直面
しないということではないことに注意してください。 

1. 悪魔は、イエスから離れ、再びイエスに立ち向かい、神様の計画を阻止しようと



する機会をうかがっていました。

2. 罪や誘惑に一度勝ったからといって、二度と誘惑されないわけではありません。 
私たちは、良い戦いを続け、来るべき戦いに勝ち続けなければなりません。 私たち
は、敵の攻撃に備え、不意打ちを食らわないようにしなければなりません。

3.  悪魔は常に攻撃の機会をうかがっています。 彼に機会を与えてはいけません。 

C. イエスが敵との戦いで使ったすべてのものは、主の御名を呼び求める私たち一人
一人がすぐに使うことのできるものであることに注目してください。

1. 先週、述べたように、イエスは祈りの人でした。 聖霊に満たされ、聖霊に導かれ
ていた人でした。 そして、神の言葉を正しく身につけている人でした。

2. イエスが自由に使えるものは、私たちにないものではありません。 私たちは祈る
ことができ、私たちの内には聖霊がいて、私たちを導き、案内してくれますし、神
の御言葉を用いることもできます。

3. さらにその上に、イエス・キリストが父の御座の前で私たちに代わって執り成し
てくださるのです。 もし私たちが、主が提供してくださるすべてのものを十分に活
用するなら、私たちもイエスのように悪魔を逃がすことができるようになるでしょ
う。

8. 結び・聖餐式

A. 今朝は、聖餐式を通して、主と私たちのために主が払った犠牲を思い起こすこと
で、礼拝を終えます。

1. イエス・キリストは、私たちと同じ人間でした。 私たちのように誘惑されました
が、罪を犯しませんでした。 

2. ヘブル人への手紙の著者は次のように書いています。「さて、わたしたちには、
もろもろの天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですか
ら、わたしたちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。 
15この大祭司は、わたしたちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかっ
たが、あらゆる点において、わたしたちと同様に試練に遭われたのです。 16だか
ら、憐れみを受け、恵みにあずかって、時宜にかなった助けをいただくために、大
胆に恵みの座に近づこうではありませんか。」(ヘブ.4:14-16)。

3. ですから、今朝はそれを実行したいと思います。 皆さんには、大胆に恵みの座に
来て、キリストが私達のためにしてくださったことを思い出し、勝利の中を歩むこ
とができるように助けてくださるようにお願いしたいと思います。

4. パウロはコリントの教会に聖餐について指示したとき、自分を吟味するように言
いました。「だれでも、自分をよく確かめたうえで、そのパンを食べ、その杯から
飲むべきです。」(1コ11:28)

5. この「吟味する」という言葉は、今日出てきたギリシャ語で、冶金学者が使うテ



ストの種類について説明した言葉と同じです。 良いものを証明するための火を使っ
て行うテストで、内部の貴金属を浄化するためのものです。

6.  神様は、私たちが自分自身を試すことを望んでおられます。 自分の人生を確か
め、不純物や主を敬わないものを火で焼き払うために。

7. あなたが恵みの御座の前で時間を過ごすとき、私はあなたが自分自身を足しまめ
るのを助けてくれるように、神様に祈ってお願いすることをお勧めします。 焼き払
わなければならない不純物があるかどうか、神様に教えてもらいましょう。

8. 神よ、私を調べ、私の心を知り、私を試み、私の悩みを知り、私の中に悪い道が
ないかどうかを知り、私を永遠の道に導きたまえ」（詩篇139:23-24）と言ったダ
ビデのように祈りましょう。(と言いました（詩篇139:23-24）。)

B. 賛美チームが登場し、係りの人がパンとブドウのジュースをのを配ります。 聖餐
式のパンとジュースを受け取るとき、パンは主の壊れた体を表していることを思い
出してください。 主の体が十字架の前に私たちのために壊されたことを。 また、
ジュースは、私たちを洗い、すべての罪から清めてくださる主の流された血を表し
ていることを覚えておいてください。 

1. 私はこの場所からさがります。 私は今朝、他の聖書の個所から読むことはありま
せん。 皆さんには、主の導きに従って参加するように勧めたいと思います。 しばら
くしたら、ニックが、賛美をするために立ち上がるように、また、まだパンと
ジュースを食べてない方に声をかけます。その後、終わりの案内をしてくれます。

2. この時間を神様と一緒に過ごすことで、神様があなたを導き続けてくださいます
ように。神の恵みがあなたの上にあり、あなたの神との交わりが甘く親密でありま
すように。 神の祝福がありますように。


