
ルカの福音書5章17～26節 - 「霊的トリアージ」2021年08月08日

歓迎とおさらい

おはようございます。 カルバリーチャペル岩国へようこそ。 ここで皆さんと一緒に
主を礼拝できることをうれしく思います。

新しく来られた方や、オンラインで礼拝を守られている方を歓迎します。

ここで、小学生の生徒たちを日曜学校の教室に送り出します。 

子供たちが出て行く間に、他の皆さんはルカの福音書に進んでください。 

ルカの福音書を一節一節学んでいっていますが、前回まで学び終えた次のところか
ら始めましょう。 先週は12～16節を取り上げましたが、今週は17～26節を取り上
げたいと思います。

ルカの福音書の4章から、ガリラヤ地方でのイエス・キリストの地上での宣教を見て
きました。 

その中で、イエスが持っていて示した権威に人々が驚愕し驚いたことが多く語られ
ています。

イエスは、他の誰とも違う教え方をすることで、教えの中にその権威を示しまし
た。 イエスは、悪霊を追い出し、病人を癒す力において、その権威を示されまし
た。 ２艘の舟に見たこともないほどの魚を溢れさせたことで、自然に対する権威を
示されました。 

人々に自分に従うように呼びかけることで、ご自身の権威を示しました。 

先週は、不治の病と思われた人を治すことで、イエスの権威を見ました。 イエスは
触れてはいけない人に触れ、手を伸ばし触れ、斑点でおおわれているらい病患者を
癒し、体を回復されました。 

イエスは人々に畏敬の念を抱かせ、ご自分のなされたことで圧倒し、その権威と力
で驚かせました。

さて、今日、イエスはルカの福音書ではまだ見たことのないことをされます。 イエ
スが肉体的な病気を癒すのを見てきましたし、高熱や様々な病気を癒すのを見てき
ましたし、らい病を患っている人を癒すのも見てきましたが、今日の部分では、イ
エスは、いわばゲームをアップします。 

イエスは、人が知る限り最大の病気に挑戦されます。 私たち全員を悩ませる病気、
疾患。 罪という致命的な病気のことです。 罪は、アダムとエバの時代から人類を悩
ませてきたものです。 

他のウイルスや伝染病、流行病よりも、罪は歴史を通して広がり続けており、対処
しなければ必ず死に至ります。

今日の記述では、イエスがこの病気に対するご自身の権威を示し、それを目撃した



すべての人々が驚きと畏敬の念を与えたことが書かれています。 

今朝の学びのタイトルは、「霊的トリアージ」です。 

イエスは偉大な医師として、他の医院や病院が行うように、麻痺した人を癒す機会
を与えられました。イエスは霊的なトリアージを行うことで、この男と彼の生活状
態の診断を始めました。目の前に置かれた罪人が最も必要としているものを特定
し、それに取り組むことで。

私は自分の聖書から本文を読みますが、皆さんもご自分の聖書でがんばってついて
きてください。 その前に、主とその御言葉を称えて、皆さんおたちください。

ルカは5章17節で次のように語り続けています...（R＆P

背景と場面設定

今日の箇所では、すぐに話に飛び、ある日に起こったある働きについての詳細がか
かれています。

しかし、ルカはそれ以上の背景や詳細については書いていません。

この記述は、他の共観福音書、マタイとマルコにも記録されていますので、それら
の記述を読むことで、場面設定に役立つ背景やその他の詳細を知ることができま
す。

マルコの福音書によると、この出来事は、イエスがカペナウムに戻った後に起こっ
たとされています。 (マルコ2:1）。)

カペナウムは、イエスがガリラヤ地方の会堂を回って神の言葉を宣べ伝えるために
出発した町でした。

つまり、イエスは各地での巡回伝道を終えて、戻ってこられたと思われます。

ルカの福音書を読み進めていくと、イエスが地上での3年間の宣教の間、ずっとこの
町に戻って来たり、出ていったりしているのがわかります。 

この町は、イエスと弟子たちにとって、ある意味、活動拠点でした。 実際、マタイ
はこの出来事を並行して記述しており、マタイ9:1でカペナウムの町をイエスの「自
分の町」と書いています。

また、マルコの福音書では、イエスが「家」に戻ったと記されています。 これは、
イエスがカペナウムの町にいるときによく泊まっていたと思われるペテロの家のこ
とを指している可能性が高いです。 

イエスがカペナウムに戻り、ペテロの家に入ると、イエスが戻ってきてペテロの家
にいるという噂が広まり、大勢の人々が再びイエスのもとにやってくるようになり
ました。

この地域を離れる前、イエスは一昼夜の働きを終えて、次の朝、町中の人々がイエ
スを探したことを思い起すかもしれません。 



しかし、ペテロや他の弟子たちが人気のない場所で祈っているイエスを見つける
と、イエスは「ほかの町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。わたし
はそのために遣わされたのだ。」 と言われました。(ルカ4:43)

留まるように説得した街の人々にもかかわらず、イエスは各地で説教をしていきま
した。 しかし、今、イエスは戻ってきました。そして、人々も戻ってきたのです。

今日の箇所の最初の節を見て、新たに加わった人々のことを読んでみましょう。

この箇所によると、家に向かってきた人々の中に、ファリサイ派の人々とスクライ
ブズと呼ばれる律法の教師たちがそこに座っていました。 

ファリサイ派はエルサレムのサンヘドリンを支配する宗教的エリートであり、スク
ライブズは律法の教師でした。 福音書を読み進めていくと、このグループが何度も
でてきます。

この人たちは、イエスを監視し、イエスの教えや奇跡について情報を集めるために
派遣されたと考えられます。 

イエスのこと、イエスが教えるのにもちいた権威、イエスが癒すのにもちいた権威
が、この地域に広まっていたことを思い出してください。 

間違いなく、イエスの噂はエルサレムに伝わっており、宗教指導者たちは、人々が
話していることを直接聞くために人を送り出しました。 

ルカによれば、彼らはエルサレムだけでなく、ガリラヤやユダヤのあらゆる町から
友人や同僚を連れてきていたようです。

さて、私が注目したいのは、大勢の人々が再びイエスのもとに集まってきて、今回
は宗教指導者や律法の教師までもがそこにいたのに、イエスは何を真っ先にしたか
ということです。

冒頭の節には、イエスがこの機会に彼らを教えたことが記されています。 マルコの
福音書には、「イエスが御言葉を語っておられる」とあります。(マルコ2:2b)

イエスは、神の言葉を人々に教え、説いておられました。 神の言葉が広がるよう
に、それが教えられ、宣べ伝えられるとはどれほど重要なことでしょうか。

多くの人が癒しや奇跡を求めていたと思いますが、イエスは御言葉を説くことを強
調し続けました。

イエスが御言葉の説くことを強調され続けた理由はたくさんあります。

一つは、人々が信仰に至るのは、御言葉の教えと説教によるものだからです。 

パウロはローマ人への手紙の中で、「実に、信仰は聞くことにより、しかも、キリ
ストの言葉を聞くことによって始まるのです。」(ローマ10:17)

2つ目は、イエスが教え、説いた福音のメッセージには、救いをもたらす力がある
ということです。



あらためてパウロはローマの福音書にも書いています。「わたしは福音を恥としな
い。福音は、ユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも、信じる者すべてに救いをもたら
す神の力だからです。」(ローマ1:16)

第三に、神の言葉は空しく戻ることはありません。 

預言者イザヤは次のように書いています。「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.55:10-11)

第四に、神の言葉は私たちのすべての必要を満たしてくれます。

パウロは若いテモテに手紙を書き、御言葉が十分であるであると彼を励まし、助言
しています。「 聖書はすべて神の霊の導きの下に書かれ、人を教え、戒め、誤りを
正し、義に導く訓練をするうえに有益です。 こうして、神に仕える人は、どのよう
な善い業をも行うことができるように、十分に整えられるのです。」 (2テモ
3:16-17)
神の言葉が聞く人すべてにもたらす恩恵については、まだまだ語り尽くせません。 
しかし、今日は話す時間が40分しかありません。 

イエスは、御言葉を説くことを強調されました。 だからこそ、ここカルバリーで
は、御言葉に多くの時間を費やしているのです。 

神の言葉は、信仰をもたらし、救いをもたらす力があり、空しく戻ってくることは
なく、私たちのすべての必要を十分満たしてくれます。 

率直に言って、もし私たちがここで神の言葉を教えなかったら、何をしたらいいの
かわかりません。 他に何をすることがありますか？ 

神の言葉が教えられ、説教されている教会に実際に来ることがどれほど素晴らしい
ことなのか、人々が私のところにきて言ってくれたことがありました。 

そのような方々にとって、礼拝が祝福となっていることを感謝する一方で、正直な
ところ、私は時々不意打ちを食らうことがあります。 

私が救われたとき、私は御言葉を重視しているカルバリーチャペルのミニストリー
に参加しました。 私にとっては、それがすべてです。 

しかし、世の中には御言葉を教えようとしない教会やミニストリーがあることに驚
いています。 

彼らは、神の言葉の代わりに、あらゆる種類の仕掛けや、ごまかしに、10段階の自
己啓発プログラム、その他あらゆるものに頼ります。 

教会は、羊に食べ物を与える場所である必要があり、楽しませたり、多くのプログ



ラムに参加するように励ます場所ではありません。 羊として、私たちは神の御言葉
を習慣的にとる必要があります。

大衆が自己啓発や楽しませてくれる奇跡を求めていた時に、イエスは御言葉を説き
ました。 イエスは御言葉を説くことに集中しました。

そして、神の恵みにより、私たちの主であり、救い主イエス・キリストが残した模
範に倣って、私たちもここでそれを続けていきたいと思っています。

また、17節の最後には、「主の力があって、彼らをいやした」と書かれています。

これは、あなたがお持ちの聖書では訳が少し違っているかもしれませんが、翻訳さ
れた原文の違いによるものです。 あなたがたの聖書の中には、「主の力は、彼らを
癒すために主と共にあった 」と書かれているものもあるでしょう。

しかし、基本的な考え方は同じです。 神は、この時、この瞬間に、何か素晴らしい
ことをしたいと思っておられました。 人々を教えるだけでなく、人々に癒しを与え
ようとしていたのです。

私は今日でも、神は同じようにふるまわれると信じています。 人生には、神が現れ
て、何かすごいこと、力強いこと、輝かしいことをしたいと思われる時や瞬間があ
ります。 もしかしたら、今日は、そんな日になる人もいるかもしれません。 

では、聖書の箇所の続きを見てみましょう。

ルカの福音書5章18～19節です。

18節と19節には、イエスに癒していただけるかもしれないと、ある人々が、ひとり
の麻痺をわずらっている人を床にのせたまま連れてきて、家の中に運び入れ、イエ
スの前に置こうとしたことが書かれています。

ルカは何人の人がきたかを書いていませんが、マルコの福音書では4人の男がこの男
をイエスのもとに連れてきたと書かれています。(マルコの福音書2：3)  

この麻痺をわずらっている人は、この4人の男たちにとって友人であったことは間違
いなく、この4人の男たちがこの男のことを深く気にかけていたことが推測されま
す。   

この男たちは、イエスが再びこの町にいらっしゃると聞いて、自分の友人が主に癒
される機会を見逃すわけにはいきませんでした。

確証はありませんが、もしかしたら、この4人の男性とこの麻痺をわずらっている人
は、イエスが最後にカペナウムにいた朝、イエスを探していたグループの一員では
なかったのかもしれません。

この箇所には書かれていませんが、考えてみると面白いことがわかります。 もしこ
の男が、イエスが以前に街にいた時にいたなら、何らかの理由でその夜は出てこら
れなかったのでは。 



しかし、彼はイエスができることをすべて聞き、癒されたすべての人々のことを聞
き、病人を癒し、悪霊を追い出すことでイエスが示した権威について聞いたので
す。 

イエスが来た人たちをすべて癒された翌日、イエスを探す別の群衆が現れたことを
知っています。 

この男もその群衆の一人だったのかもしれません。 聖書にはそう書かれていません
が、そうであっても不思議ではありません。   

この4人の男たちは、家に集まった大群衆のために、イエスに近づくことさえできま
せんでしたが、彼らは迂回しませんでした。 

彼らは家の屋根の上に上がり、イエスが下で教えている屋根の一部を剥がしたと言
われています。 

当時の家には、屋根に上がるための外階段がありました。 

屋根は多くの場合、平らで、梁の上にかやぶきや土、瓦などを敷いて作られていま
した。 ここでは、この家には瓦があったと書かれています。

しかし、「tiling タイル」と訳されているギリシャ語は、固く焼いた粘土や陶器を
意味します。 実際に瓦があったのか、それとも泥のような粘土が詰められていたの
かは、はっきりとは分かりません。 

ただ言えることは、この作業は、ある人が言うように、屋根の上の木の枝を引っ込
めたり、屋根の上に跳ね上げ式扉を開けたりするような簡単なものではなかったと
いうことです。

その男たちは、友人が通れるほどの大きさの穴にするために一生懸命に働かなけれ
ばなりませんでした。 マルコの福音書では、この友人たちの働きを「突き破る必要
があった」と表現しています。 このことから、彼らは屋根に穴を開けなければなら
なかったと考えられます。(マルコ2:4b）。)

この男たちが自分の友人をイエスに引き合わせるために行った努力を見ると、非常
に感銘を受けます。 

この男たちは、あきらめず、やめたりしませんでした。 粘り強かったのです。 彼ら
は拒まれませんでした。 どんなことをしてでも、自分の友人をイエスのもとに連れ
て行こうとしたのです。 

そして私は、彼らの中に、友人や愛する人、家族を主に引き合わせるためにとるべ
き私たちの態度をみます。 

彼らのために祈ることをやめず、彼らにイエスのことを伝えることをやめず、彼ら
を主のもとに導くことを何にも邪魔されないようにするのです。 

友人や愛する人、家族があまりにも遠くに離れて行ってしまったとあまりにも頻繁



に考え、彼らが主のもとに来ることはないだろう、私たちが何度も何度も誘うこに
彼らが応じることはないだろうと考えてしまい、彼らのことをあきらめてしまいま
す。 

あきらめないでください。 私たちは、愛する人をあきらめないような友人になる必
要があります。 愛する人を主のもとへ連れて行くことを妨げるような障害をつくら
ないように。

そのような友人になるだけでなく、そのような友人に囲まれる必要があります。 私
たちを主のもとへ連れて行ってくれる人、私たちのことをあきらめない人、 私たち
を頼り、必要なときには助けをもとめてくる人たちです。 

私たちが主から離れてしまうのを防ぐために、私たちを愛してくれる人たちです。 

この男性たちは、私たちにとって非常に心強いお手本です。 

彼らは屋根を突き破って友人を降ろし、その友人はイエスの前に現れました。 20節
を読んで、次に何が起こったかを見てみましょう。

ルカの福音書5章20節 

この場面を想像できますか？イエスは教え、御言葉を説いておられます。 イエスが
福音を人々に伝えているときに、突然、屋根が上から崩れ始めたのです。 屋根が壊
れてできた瓦礫が彼の周りに落ちてきます。

イエスが上を見上げ、この4人の男性に気づいたとき、彼は何を見たでしょうか？

彼らの信仰を見たのです。 彼は...彼らの行動を通して...彼らの信仰を見たのです。

2週間前にも少しお話ししましたが、ヤコブ手紙の中で述べていることをもう一度
思い出してください。 

彼は、「それなら、行いのないあなたの信仰なるものを見せてほしい。そうした
ら、わたしの行いによって信仰を見せてあげよう。」書きました。 (ヤコブ2:18) 

私たちの信仰は、明らかにすべきものです。 私たちの信仰は、私たちの行動や働き
の中で見られるべきです。 私たちの信仰は目に見えるものでなければなりません。

もし私たちが単に信仰を持っていると言うだけで、その信仰に対応する働きや行い
がないなら、ヤコブは私たちの信仰は死んでいると言っています。 

それでは私たちのために何にもなりません。 私たちの信仰は行動に移されなければ
なりません。

イエスは、自分の友人をイエスの前に連れて行こうと彼らが決意したことから、こ
の人たちの信仰を実際にご覧になりました。 彼らの行動は、友人を癒すという奇跡
を起こしてくれるキリストを信じている証拠でした。 

イエスは本当に奇跡を起こそうとしていました。彼らの友人を癒そうとしていたの



ですが、彼らがおそらく期待していた方法ではありませんでした。

イエスは麻痺をわずらっている人を見て、「人よ、あなたの罪は赦された」と言わ
れました。

イエスの「人よ、あなたの罪は赦された」という言葉を聞いて、屋根の上にいた人
たちはどんな顔をしていたのでしょうか。

私が思うに、少し混乱し、おそらく失望していたのではないかと想像します。 

彼らはこの人をペテロの家に運び、屋根に上がり、屋根を突き破って麻痺した友人
をイエスの前に降ろしたら、イエスは麻痺した人の罪を赦すとおっしゃったので
す。

彼らは、「イエス様、この人を赦してくれてありがとう、でも、この人の麻痺をど
うしてくれるのか」というようなことを考えていたのではないでしょうか。 

おそらく彼らは、肉体的な癒しがこの人の最も必要なことだと考えていたのではな
いでしょうか。 おそらく彼らは心の中で、「この人はイエス様に癒されなければな
らない。 彼は歩けない。 彼は麻痺している。 だから、私たちは彼をあなたのもと
に連れてきたのです。 あなたが彼を癒してくださるために」と。

しかし、偉大な医師であるイエスは、すぐに患者の精神的なトリアージを行い、こ
の人の最も必要なことが何であるかを知っていました。 

肉体的な癒しよりも、この人には霊的な癒しが必要だと知っていたのです。 イエス
は、一時的なものではなく、永遠のものに目を向けておられました。 この人は自分
の罪が許されることを必要としていたのです。 

イエスがこの人を癒して完全なものにしても、彼の罪の対処をせず、そのまま地獄
にまっしぐらなことに何の意味があるでしょうか？

のちにイエスはこう言っています。「もしあなたの片手または片足が、罪を犯させ
るなら、それを切って捨てなさい。両手、両足がそろったままで、永遠の火に投げ
込まれるよりは、片手、片足になって命に入る方がよい。」(マタイ18:8)  

また、「人が全世界をもうけても、自分自身を失いまたは損したら、なんの得にな
ろうか。」とも述べています。 (ルカ9:25)

イエスはこの人を癒すことができたかもしれませんが、もしこの人の最大の必要性
に対処しなかったら、彼は地獄に直行していたでしょう。 

この人の最も必要なことは、自分の罪が赦されることでした。 そして、この男の人
の必要なことは、今日生きているすべての人間の最も必要なことでもあります。 

人間の最大の必要は、自分の罪が赦されることです。 罪の赦しがなければ、人は絶
望的に失われ、悪魔とその堕天使のために作られた場所で、神の聖なる臨在から離
れて永遠に過ごす運命にあります。 地獄と呼ばれる実在する場所です。 



私たちは皆、自分の罪を対処してもらう必要があります。そして、私たちの罪の問
題を解決することができるのは唯一のお方、私たちの罪を赦し、私たちの罪の罰を
取り除くことができるのはただ一人、それはイエス・キリストです。

イエスは私たちのために十字架にかかり、私たちの罪を肩に担いで、命を差し出
し、私たちの罪の対価を払い、私たちのために十字架にかかって死んでくださいま
した。 

そして、罪と死を打ち破って3日後に死からよみがえってくださいました。 そし
て、恵みと信仰によって、私たちに罪の赦しを与えてくださいました。 

主の御前に義とし、ご自身の義を私たちに与えてくださいます。 私たちがそれを受
け取るためにすべきことは、悔い改めて、イエス・キリストの完成された御業に信
仰を置くことです。 

聖書にはこうあります。「すなわち、自分の口で、イエスは主であると告白し、自
分の心で、神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救わ
れる。 なぜなら、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからであ
る。 」（ローマ10:9-10）。

第一ヨハネ1:9は「もし、わたしたちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正し
いかたであるから、その罪をゆるし、すべての不義からわたしたちをきよめて下さ
る。」と証言しています。

もしあなたが今朝ここにいて、神が御子イエス・キリストを通してあなたに提供さ
れている無料の救いの贈り物にまだ応答していないなら、私は単純にあなたに理由
を尋ねたいと思います。 

なぜあなたは自分の最大のニーズに対して応えないのですか？ あなたは赦しを必要
としており、神はあなたが神のもとに来るのであれば、無償でそれを与えてくださ
います。 

これ以上遅れてはいけません。 この建物を出る前に、あなたのもっとも必要なこと
を主に委ねてください。 

イエスは、この男性が最も必要としていることに対応し、彼の罪を赦してください
ました。 彼の友人たちは気づいていなかったかもしれませんが、イエスはこの人の
ために最高のことをしてくださいました。

しかし、そこには、イエスの言葉に満足していない人々がいました。 21節を見てみ
ましょう。

ルカの福音書5章21節。

律法学者やパリサイ人は、イエスがこの麻痺をしている人に罪の赦しを宣言したの
を聞いて、自分たちにとって侮辱と感じました。 彼らは自分たちの間で議論を始
め、イエスが神を冒涜する言葉を発しており、法を犯しているという結論に達しま



した。

冒涜とは、神の悪口を言ったり、神を侮辱したり、神に敬意を払わないことです。 

神への冒涜には、神の属性を主張することも含まれます。

イエスが「人よ、あなたの罪は赦されました」と言われたとき、律法学者とパリサ
イ人は、神だけが罪を赦す力を持っていると信じていたので、それを神への冒涜と
同一視したのです。 

この宗教指導者たちは、最初の結論については間違っていましたが、2番目の記述
については正しかったのです。 

彼らは、神だけが罪を赦すことができると主張した点では正しかったのです。

神は私たちの罪を許すことのできる唯一のお方です。 

なぜなら、すべての罪は神に対するものだからです。 私たちが罪を犯すとき、私た
ちは神の法に対し罪を犯し、私たちは神の律法を破り、神に対して罪を犯すので
す。

ダビデはこのことを知っており、これは正しいと理解していました。 それは彼が書
いた詩篇にも表れています。 彼がバテシバとの罪について書いたとき、「わたしは
あなたにむかい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪い事を行いました。それ
ゆえ、あなたが宣告をお与えになるときは正しく、あなたが人をさばかれるときは
誤りがありません。」（詩篇51:4）と書きました。

ヨセフもこの真理を知っていました。 ポテパルの妻がヨセフを追い続け、嘘をつか
せようとしたとき、ヨセフは「どうしてわたしはこの大きな悪をおこなって、神に
罪を犯すことができましょう」と言って否定しました。(創世記39:9)

誤解しないでいただきたいのは、私たちの罪は周りの人々に大きな影響を与え、特
に罪の衝撃を受けている人々には大きな影響を与えます。 しかし、私たちが罪を犯
すとき、私たちは神に対して罪を犯すのだということを理解してください。 

だからこそ、神のみが私たちの罪を赦すことができるのです。 私たちはお互いに罪
を赦すことができますし、またそうすべきですが、最終的に私たちの罪は主によっ
てのみ赦されます。 

宗教指導者たちは、この点では正しかったのですが、最初の結論については間違っ
ていました。 彼らは、イエスが神の属性を身にまとって、神を冒涜する発言をして
いると結論づけました。 

彼らが気づかなかったのは、イエスは神であり、それゆえにこの麻痺を患っている
者の罪を赦す権利があったということです。 

そして、イエスは次に、ご自分が神であることを宗教家たちに証明するために、あ
ることをされます。 22-23節にあることを見てみましょう。



ルカの福音書5章22～23節 

イエスは、律法学者やパリサイ人が自分の心の中で推論している考えを察しておら
れた。 

マタイの福音書には、イエスが彼らの考えを知っていたことが書かれています。(マ
タイ9:4）。)

ソロモンは、主に捧げた祈りの中で、神に「あなたは、あなたのすみかである天で
聞いてゆるし、かつ行い、おのおのの人に、その心を知っておられるゆえ、そのす
べての道にしたがって報いてください。ただ、あなただけ、すべての人の心を知っ
ておられるからです。」とお願いしました（1列王8：39）。

神だけが人の子すべての心を知っておられます。 これはソロモンが知っていたこと
です。 それは、父ダビデが彼に指示したことでした。

第一歴代誌28:9で、ダビデは息子のソロモンに次のように勧めています。「わが子
ソロモンよ、あなたの父の神を知り、全き心をもって喜び勇んで彼に仕えなさい。
主はすべての心を探り、すべての思いを悟られるからである。あなたがもし彼を求
めるならば会うことができる。しかしあなたがもしかれを捨てるならば彼は長くあ
なたを捨てられるであろう。主はすべての心を探り、思いの意図をすべて理解され
る。」

ダビデがこの教訓を学んだのは、サムエルが彼に、次のイスラエルの王に選ばれた
方法を話した時だったに違いありません。 主はサムエルに言われた。「しかし主は
サムエルに言われた、「顔かたちや身のたけを見てはならない。わたしはすでにそ
の人を捨てた。わたしが見るところは人とは異なる。人は外の顔かたちを見、主は
心を見る」(1サムエル16:7）。)

神のみが心の真の思いと意図を知っておられます。 

これは特筆すべきことです。 神は私たちの心の中で起こっていることを知っておら
れます。 すべてを知っておられます。 あなたの心の中で、神が知らないものはあり
ません。 

自分の心がいかに邪悪であるかを知っているだけに、このことを考えるのは少し怖
いかもしれません。

神はすべて見ておられます。 あなたが神から隠せるものは何もありません。

人は表向きの顔を作るのが得意です。人々は自分を誇示し、 多くの人を騙すことが
できるかもしれませんが、神はそのすべてを見抜いておられます。 神はあなたの心
の奥底で起こっていることを知っていて、驚くべきことに...それでもあなたを愛して
いるのです。

驚くべきことではありませんか？ 神は、私たちの心の奥底にあるものをすべて知っ
た上で、私たちを愛してくださっているのです。 



なぜ私たちは自分の罪を神に告白しないのでしょうか？ なぜ私たちは神のもとに来
て、神に信仰を置かないのでしょうか？ 主が私たちの中に見ていないものはありま
せんし、私たちを避けて通るものもありませんし、私達のことで知らないことはあ
りません。 

それでも、主はまだ私たちを愛し、私たちと親密な関係を持ちたいと願っておられ
るのです。 これはすごいことですね。 

さて、イエスがこの宗教指導者たちに、彼らの心の中で起こっている考えや推論を
伝えることができたという事実は、彼らがイエスの神性に気づくきっかけになった
はずですが、彼らは真実に盲目でした。

イエスは、麻痺がある人に「あなたの罪は赦された」と言うのと、「起きて歩け」
と言うのと、どちらが簡単かと彼らに尋ねた。

明らかな答えは、「あなたの罪は赦されました」と言う方がはるかに簡単だという
ことです。なぜなら、誰かの罪が赦されたかどうかをすぐに確認する方法がないか
らです。

もし、イエスが「起きて歩け」と言って、その人がまだ麻痺して横たわっていた
ら、イエスがただニセ医者、詐欺であることがすぐに証明されるでしょう。 

イエスが「あなたの罪は赦されました」と言うのはもっと簡単でしたが、イエスに
そのようなことを言う力があることを証明するために、イエスはもっと難しいこと
を言って実行するという驚くべきことをされたのです。

次の2節、24～25節を一緒に見てください。   

ルカの福音書5章24～25節

イエスは、この人の麻痺を癒して、罪を赦す力があることを証明されました。 しか
し、それに加えて、同じくらい重要なことは、イエスがご自分の神性を証明された
ことです。

ユダヤ人たちは、神だけが罪を赦すことができると信じていました。 そして、イエ
スは彼らの目の前で、罪を赦すとういう力を示されました。 

それだけでなく、イエスは彼らの心を読み、彼らが何を考えているかを知ることが
でき、ご自分が神であることを証明されました。 

イエスは、ご自分のことを「人の子」とまでおっしゃいました。 これは、イエスが
ご自分のために考えた謙遜な称号ではありません。 これは、エゼキエルやダニエル
が予言の中で使ったメシアの称号でした。

イエスは、自分には罪を赦す力があること、自分こそが待ち望んでいたメシアであ
ること、自分は肉体をまっとた神であることを非常に大胆に主張されました。 

しかし、律法学者とパリサイ人は、このような証拠を目の前にしても、信じようと
しませんでした。 律法学者とパリサイ人は、イエスに対して心を硬くし、最終的に



は主に服従するのではなく、主を殺そうと企んで戦いました。

あなたがキリストを信じる決断をするためには、どれだけの証拠が必要ですか？ 永
遠がかかっているのですから、自分の人生をキリストに委ねる決断を先延ばしにし
ないでください。 信仰の一歩を踏み出し、自分の人生をキリストに委ねましょう。 

あなたに欠けているのは証拠ではなく、信仰なのです。 信仰こそが必要であり、神
は私たち一人一人に、神のもとに来るには十分すぎるほどの信仰の量を与えてくだ
さっているのです。 

言い訳をやめて、自分の人生を主に委ねましょう。 

この麻痺人は、イエスの招きに応え、イエスに召しをうけたことをすぐに実行しま
した。 彼は彼らの前で立ち上がり、自分が寝ていたものを取り上げ、神を賛美しな
がら自分の家に向かって出発したのです。

ここでは、イエスがこの人に召しをうけたことを実行する力を与えたことがわかり
ます。 

イエスは実際に、この人に物理的に不可能なことをするようにと呼びかけられまし
た。 彼は麻痺していたので、起き上がってベッドを取り、自分の家に行くことがで
きませんでした。 

しかし、ここに見られるように、イエスはこの麻痺をわずらっている者に力を与え
て、イエスが召されたことを成し遂げさせました。 

イエスは、私たちの人生においても同じことをしてくださいます。 イエスは、私た
ちに何かをするようにと呼びかけられますが、その前に私たちにその能力を与えて
くださらないことはありません。 

神があなたに召されたことは何でも、その召命を果たすために力を与えてください
ます。 

不可能だと思うことへの恐れによって、信仰を持って踏み出すこと、そして神があ
なたを召されたすべてのことを成し遂げるための力を神に信頼することを避けては
いけません。

それでは、最後に26節を見てみましょう。

ルカの福音書5章26節です。

イエスがこの麻痺した人を赦し、癒したという信じられないような奇跡を目撃した
人々の間には、3つのことが起こりました。 

第一に、すべての人が驚いたことです。 群衆はこれまでにもイエスが奇跡的な癒し
を行うのを見ていましたが、「今日は不思議なものを見た」と言いました。 マルコ
の福音書では、「こんな事は、まだ一度も見たことがない」と書かれています。(マ
ルコ2:12b)



この癒しは何が違ったのでしょうか？ イエスはこの人を肉体的に癒しただけでな
く、霊的にも癒し、この人がもっとも必要としている「罪の赦し」に対応し、それ
を与えたのです。

イエスがこの人の罪の赦しを宣言し、そうすることの力と権威を証明されたので、
人々は再び驚きの声を上げました。

私は、イエス・キリストが私たちの罪を赦す力と権威を持っておられるという事実
を気づいた時、罪人一人一人の反応は、このようなものであるべきだと思うので
す。 

私たちの罪が赦され、洗い流されたことを理解した時、 イエス・キリストが私たち
の最も必要なものを満たしてくださったことを理解したとき。 私たちは、驚きを
もって反応すべきです。 

私たちはそのことに圧倒されなければなりません。 私たちはキリストの義を与えら
れたのです。 私たちは主の前に立ち、主の義中で、聖なる、汚れのない姿で見られ
るのです。 イエス・キリストが私たちの罪を引き受けてくださったので、私たちは
神の前に迎え入れられるのです。 これが驚くべきことでなければ、何が驚くべきこ
となのか分かりません。 

次に、人々が神に栄光を称えたことがわかります。 

「glorified 栄光をたたえて」という言葉には、「栄光や名誉を帰す」、「賞賛す
る」、「祝う」という意味があります。 神の栄光を称えたとは、神に敬意を表し、
神を賛美し、神を祝うことです。 

神に栄光を帰するとは、神がどのようなお方で、私たちに何をしてくださったかを
認識することを意味します。 それは主を称え、賛美し、礼拝し、信仰をもって祝う
ということです。 

繰り返しますが、これはすべての信者に見られるべきことです。 神が私たちの罪を
赦し、私たちが最も必要としているものを与えてくださったという事実を理解した
とき、私たちの反応は賛美であり、礼拝であり、神がどのようなお方であるか、私
たちのためにしてくださったことに対して、神にふさわしいすべてのものを捧げる
べきなのです。 

第三に、人々は大きな恐れに包まれていました。

「恐れ」という言葉には、畏怖の念、尊敬という意味が含まれています。  

神を恐れることは、神を尊敬し、称えることです。 それをするには、神に尊敬、畏
怖の念、賞賛、崇敬、畏敬の念、賛美、降伏、神様のための従順さであることで
す。

それは、私たちの態度、愛情、行動のすべてにおいて、神を礼拝するということで
す。 



『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさ
い。』と呼びかけたイエスの言葉が、この言葉を最もよく表していると思います。
(マタイ22:37)

神を恐れ、神を敬うことは、外面的な行為だけに限定されるものではありません。
イエスは、私たちの行為だけでなく、言葉や心の中でも神を敬うように命じていま
す。

そして、繰り返しになりますが、これは主を信じるすべての人の生活と態度である
べきだと信じています。 私たちが聖なる尊敬の念をもって主を畏れ、神を敬い、自
分のすべてをかけて神を愛することによって、神を敬うことができるように。 

アーメン？ アーメン。 祈りましょう。


