
ルカの福音書5章27～39節 - 「徹底的な改革」2021年08月15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、ネットで礼拝をご覧になっている方を歓迎します。

ここで、小学生の子どもたちを日曜学校のクラスに送り出します。

子供たちが日曜学校に向かっている間に、残った皆さんはルカの福音書第5章を開い
てください。

今日は、ルカの福音書の学びを続けながら、5章の残りの部分をまとめることにし
ます。

先週は、癒され元気になることを願って、イエスのもとに麻痺を患った友人を連れ
てきた4人の男性の話を見ていきました。

彼らがやっと友人をイエスの前に連れて行くと、イエスは友人たちの信仰を見て、
麻痺をした人に「あなたの罪は赦された」と言われました。

その人の罪が赦されたというイエスの宣告は、おそらく友人たちが考えていたもの
とは違っていたでしょう。 しかし、イエスはその麻痺をしていた人の最大の必要性
に対応されたのです。 彼の最大のニーズとは、この地上にいるすべての人間と同じ
で、罪が赦されることです。

イエスの話を聞いて、麻痺をした人の友人たちがショックを受けただけでなく、ガ
リラヤ地方で大いなる権威を持った人が宣教しているという噂を聞いて、自分の目
で確かめようと各地から集まってきた宗教のエリートたちもショックを受けまし
た。

彼らの考えを察知したイエスは、彼らに挑み、「『あなたの罪は赦されました』と
言うのと、『起きて歩け』と言うのと、どちらが簡単か」と尋ねました。(ルカ
5:23-24)
そして、イエスご自身が言われたことを言う力があることを証明するために、麻痺
をした人の方に向き、そしてこう宣言しました。「わたしはあなたに言う。起き上
がり、床を担いで家に帰りなさい。」

もちろん、皆はその光景を見て驚き、「今日は不思議なものを見た」と口々に言い
ました。

奇妙なこと、普通ではないこと。 イエスは、物事を変え、現状を揺さぶり、これま
で行われなかったこと、行われていなかったことを行っていたのです。 

今日の記述では、イエスが続けて同じことをされているのを見ることになります。

イエスの登場は、新しいものの見方、ものへの新しいアプローチの仕方、普通の考
え方の変化、そして、主に従い、仕える者に期待されることへの根本的な変化をも



たらしました。 

私たちの学びのタイトルは「徹底的な改革」とします。 イエス様は、人々が可能だ
と思っていたことを根本的に変えてくださいました。 受け入れられていた規範を変
え、パリサイ人や律法学者などの宗教エリートが推進していた古臭い宗教と比較し
て、新鮮な息吹を感じさせる新鮮な働きをもたらしました。 

今朝の聖書の箇所は、ルカの5章27～39節になります。 皆さんには、主とその御言
葉に敬意を表してお立ちください。 私は私の聖書から読みますが、皆さんもご自分
の聖書でがんばってついて来てください。 ルカは27節で次のように書いています... 
(R & P) 
イントロ

ジョン・マクスウェルは、「変化は避けられない。 成長はオプションである」と
言っています。 

今日の記述に登場するイエスは、人々の見方や物事の進め方にいくつかのことを根
底から覆しました。 イエスは、霊的な歩みを成長させるために、人々のある特定の
物事についての考え方を変えたかったに違いありません。

しかし、すべての人がその変化を歓迎したわけではありませんでした。 ある人々
は、物事がそのままであることを望んでいました。 当時の宗教的なエリートたち
は、現状維持を好み、現状に異議を唱えるものをすぐさま排除しようとしました。 
彼らは波風を立てる人を嫌っていましたし、間違いなくイエスのことも嫌っていま
した。

今日の箇所では、イエスがご自身の宣教を通して、最も可能性の低い人々にもたら
した徹底的な変化のいくつかに注目します。 

宗教的なエリートが関わりを持たない人々。 ほとんどの人から軽蔑され、拒絶さ
れ、蔑まれ、敬遠されていた人々です。 社会的に少数派で、見失われたと考えられ
ていた人々です。

もう一度、27-28節を見てみましょう。

ルカの福音書5章27～28節です。

今日の箇所は、「そののち...」で始まります。 どんなことの後に？ それは、ペテロ
の家でイエスが大勢の人々に奉仕しているときに、人々が見た不思議な出来事のこ
とです。  

さて、マルコの福音書によると、イエスは、再び湖のほとりに出て行かれた。群衆
が皆そばに集まって来たので、イエスは教えられた。 (マルコ2:13)

歩いていると、イエスは収税所に座っていたレビという取税人を見かけたとありま
す。

このレビはマタイとも呼ばれ、新約聖書の最初の本であるマタイの福音書の著者で



ある人物です。 

レビが取税人であったことは、かなり大きな意味を持っていました。

ローマがイスラエルを占領したとき、彼らはすべての人に厳しい税制を課しまし
た。 町や都市には収税所が設置され、ローマ人はしばしばユダヤ人に収税所を運営
させていました。

このような役職に就いたユダヤ人は、近親者からは裏切り者とみなされていまし
た。 彼らは、敵に協力していると見なされ、人々から軽蔑されていました。 

ローマの圧政は、ほとんどすべてのユダヤ人が嫌っていたものでした。 そして、自
分たちの仲間がその圧政の道具になることは、すべての人に嫌われることも同然で
した。 

取税人は、この土地で最も軽蔑されている人々でした。 彼らは最も悪い罪人と見な
されていました。 異教徒や娼婦のようなものと一緒にされていました。 

彼らは仲間を裏切ることで嫌われていただけでなく、ひどく心のゆがんでいるとい
うことで有名でした。 

彼らは、ローマで定められている義務的な税金よりも多くの金額を徴収することが
多く、請求した金額が余った場合には、その分を自分の懐に入れることが許されて
いたと言われています。 

彼らはそうやって余分に税金を取り立てて生計を立てていたのでした。このよう
に、彼らは民衆と敵対していただけでなく、民衆からの搾取を生業としていたので
した。 

その土地では、取税人を避け、冷笑し軽蔑して、一切関わらないのが常でした。 

しかし、イエスはこの取税人に声をかけ、「わたしについてきなさい」と言われま
した。

イエスが取税人のレビに「一緒に来なさい」と呼びかけたのを聞いて、大勢の人が
どう思ったかを想像してみてください。 

集団の中には、「あいつか！」と思った人もいたことでしょう。 彼に何の用がある
のか。

しかし、イエスはレビを見た時、他の人のようには思いませんでした。 

裏切り者、悪党、嫌な人間、つまり、ダメで汚い、腐った罪人ではなく、社会全体
から軽蔑され、拒絶されている人、誰も付き合おうとしないような人を見て、イエ
スは彼に手を差し伸べ、自分についてくるようにと呼びかけたのです。 

イエスは、この世で軽蔑され、拒絶された人を用いるのが得意です。 イエスは、世
の無学な者、世の無力な者、底辺のもの蔑まれているものを用いることが好きで
す。もし神が、取税人のような悪名高い罪人、誰からも軽蔑され拒絶された人を用



いて、主に忠実に従う者、仕える者にさせることができるなら、私たち全員に希望
があります。

レビの召命と改心は、神の恵みと赦しの力の究極の例です。 このような人を神が用
いられるなら、私たち一人ひとりにも希望があります。

28節によると、レビは「何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った」とありま
す。

ここでの順序に注意してください。これは大切なことです。 彼は何もかもを捨て、
立ち上がってイエスに従ったのです。 私たちは、すべてを捨てる前に立ち上がりた
いと思うことがあります。 

神に従うようにと言われたときに、私たちの人生には、神が私たちに捨てさせたい
と思っているものがあります。 それは、神が知っておられる私たちに重くのしかか
るものであったり、私たちが最大の可能性を発揮するのを妨げるものであるもので
す。

Jon Courson牧師は、その注解書の中で、「現在、主にあって最も高く舞い上が
り、永遠に王国で報われる人は、全てのものを捨て去った人たちである」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
と書いています。

続けて、「私は、自分が望んでないときは、ミニストリーにおいて自分の生活の限
界が見えました。サタンはこの世のもので私たちを押しつぶしたいのです。 イエス
は私たちを自由にしたいのです。」

私はCourson牧師が言ったことを気に入りました。 イエスは、私たちを妨げ、主に
あって成長し、成熟すること、完全に主に従うことから遠ざけるものから私達を解
き放ちたいのです。

そして、主に従うことは、クリスチャンであることのすべてです。 それはイエスに
従うことです。 救いは、人の中に、イエス・キリストの中に見いだされるものであ
り、単に信条に固執するのではなく、実にイエスに従うことなのです。

立ち上がり、取税人としての職を捨てるというレビの選択は立ち上がることを選ん
だのは、レビにとって重大な信仰の一歩でした。 ローマ帝国は彼に二度と仕事を与
えませんでしたが、彼はイエスに従うために元の生活には戻れないように自分を追
い込み、すべてを捨てました。

そういう面で、レビは私たちにとって何よりのお手本です。 イエスが私たちを罪深
い生活から呼び出すとき、イエスは私たちがすべてを捨てることを望んでおられま
す。 かつて私たちを縛っていた絆を断ち切り、後ろを振り返らないようにと。   

私たちが、そのしがらみを断ち切らず、すべてを捨てようとしないとき、多くの場
合、罪の傾向が戻ってきて、再び私たちを縛ることになります。 

私たちはレビのようになり、すべてを捨てなければなりません。罪深い道から立ち



返り、主に従うために決して振り返らないようにしなければなりません。

続けて、イエスが他にどんな過激なことをされたのか見てみましょう。

ルカの福音書5章29～30節 

レビは、主に従うことでわくわくし、イエスが自分の人生にしてくださっているこ
とにとても興奮していたので、パーティー、祝宴を開くことにしました。 

そして、自分の友人全員を招待したようです。 

このことを少し考えてみてください。 このレビは、実際、街のほとんどの人から嫌
われていました。 取税人と一緒に過ごす人はいませんでした。 では、レビは誰を招
待したと思いますか？ レビが自分の家での宴会に招待するような人とは、どんな人
でしょうか？

もちろん、それは、他の軽蔑され拒絶された人々、つまり取税人や罪人たちでしょ
う。 

イエスは、人々が期待する町の新しい強力なラビであり、人々が熱狂している人で
あり、神の言葉を他の誰よりも権威を持って語る教師でありますが、何人かの弟子
とともに、罪人や取税人でいっぱいの盛大パーティーに来ていました。

これは、ラビやその弟子たちが、どのような人たちと付き合っているのかという、
普通の期待に明らかに反することでした。 

イエスは、罪人と一緒にいるところを見られることを恥じたり、恐れたりしません
でした。 当時の他の宗教指導者たちが持っていたような「聖人ぶった」考えは持っ
ていませんでした。 

他のラビや宗教的エリートは、この種の人々を鼻で笑い、一緒に過ごすことを考え
るだけで嫌悪感を抱くのですが、イエスは彼らのところに行き、彼らが置かれてい
る状況に合わせたのです。 

先週の箇所では、友人たちが一人の男を主のもとに連れてきたという話を見まし
た。 しかし、この箇所では、イエスが彼らのいる場所自ら来て、彼らに会っておら
れます。

主を信じる者として、私たちは皆、どのようにしてイエス・キリストを信じるよう
になったか、どのようにして神が私たちの人生を動かされたかについての証しを
持っています。

ある人は、先週学んだ麻痺を患った人のような経験をしました。 あなたの人生に
は、あなたを見捨てない人や仲間がいました。 その人たちは、あなたを主のもとに
導くためにあらゆる努力をしました。 

そして最終的に、彼らの努力と聖霊の働きによって、あなたはついにイエスを信じ
るようになったのです。



一方で、今日の話のような人もいました。 イエスがあなたのところに来て、あなた
がいた場所から呼んでくださいました。 あなたは罪の中にいて、必ずしも主のこと
を考えていませんでしたが、突然、主が現れて、あなたを罪の中から呼び出し、イ
エスとの愛の関係へと導いてくださったのです。 

もしかしたら、誰かが、たまたまくれたチラシや、たまたま聞いただれかの信仰の
話を通して、イエスさまは現れてくださったのかもしれません。 

神は、あなたがいる場所にその人を送って、あなたを罪と暗闇から神の光の中へ、
神との愛に満ちた関係の中へと招いたのです。 

私は、イエスが私たちの置かれている状況の中で喜んで会ってくださるという事実
が大好きです。 私たちは、イエスのもとに行く前に自分の人生をきれいにする必要
はありません。 

イエスは、私たちに手を差し伸べる前に、イエスが私たち関わることが恥ずかしく
ないような状態になるのを待つことはありません。 

私たちのところに直に来てくださるのです。 私たちが置かれている状況の中で私達
に会ってくださり、私たちを罪から救い出し、イエスとの愛に満ちた関係へと導い
てくださるのです。 私たちが自分でやるのを待つのではなく、主が私たちをきれい
にしてくださるのです。

ここで、イエスが取税人や罪人と一緒に大きなパーティーで過ごしたことについ
て、とても重要なことを指摘したいと思います。 

イエスは、罪人と会いながらも、ご自身を罪から遠ざけることができました。 そし
て、イエスは彼らの人生に良い影響を与えることができたのです。

「イエスは、ありのままの状態の人々のもとに来られたが、イエスは彼らを見つけ
たときとは違った状態にされた。」

これは、私たちが罪人や世の人々と接するときにならうべき例だと思います。 

イエスが、彼についてきた弟子たちのために、天の父に祈っていた時、「わたしは
彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。わたしが世に属していない
ように、彼らも世に属していないからです。 わたしがお願いするのは、彼らを世か
ら取り去ることではなく、悪い者から守ってくださることです。 わたしが世に属し
ていないように、彼らも世に属していないのです。 真理によって、彼らを聖なる者
としてください。あなたの御言葉は真理です。 わたしを世にお遣わしになったよう
に、わたしも彼らを世に遣わしました。」と祈りました。(ヨハネの福音書
17:14-18)
ヨハネはその後、第1ヨハネ2章15～16節にも、私たちと世との関係について詳しく
書いています。

ヨハネは、「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。」と書いてい
ます。 (1ヨハネ2:15-16)

この世のものであることと、この世にいるものであることの間には、微妙なバラン
スがあるのです。 

私たちはこの世のものになってはいけません。 世も世にあるものも、愛してはいけ
ません。

しかし、私たちはこの世に遣わされています。 イエスは、私たちが光となり、塩と
なるためにこの世に遣わされたのです。 イエスは、私たちがこの世から取り除かれ
るのを祈っているのではなく、単に悪しき者から守られることを祈っているので
す。 

私たちは喜んで人々と会い、この世の人々と交流を持たなければなりません。 私た
ちは、彼らが歓迎され、愛されていると感じるようにしなければなりません。 そし
て、そのような関係の目的は常に、何らかの形でキリストを伝えることでなければ
なりません。

しかし、残念なことに、いつもそうなるとは限りません。 私たちが仲間に良い影響
を与えるのではなく、仲間が私たちに悪い影響を与えているのです。 

これは、私たちが判断力を働かせて、関係を断つべき時を知るべきことです。 

もし、あなたが一緒にいる仲間が、あなたが影響を与える以上に、あなたに影響を
与えているのであれば、気をつけなければなりません。 あなたは危険な状態にいま
す。

簡単に言えば、罪人と付き合うことで罪を犯してしまったり、罪の誘惑にさらされ
てしまうのであれば、そのような状況には近づかないようにする必要があります。 

イエスはこの罪人たちがおかれた状況で彼らに会ったのですが、イエスは彼らをそ
のままにはしませんでした。 

実際、マルコの同じ内容の箇所では、「取税人や罪人たちも大ぜいレビのようにふ
るまい、イエスに従っていたのである。」と語られています。 (マルコ2:15b）。)  

これらの人々は、軽蔑され拒絶された罪人としてレビの家に来ましたが、最終的に
は主に従う者として去っていきました。

さて、律法学者やファリサイ派の宗教エリートたちは、イエスの行動を見て愕然と
し、イエスの弟子たちに質問を持ちかけました。「なぜ、あなたがたは取税人や罪
人と一緒に飲み食いするのですか？」と。

人々と一緒に飲み食いするのは、当時の文化では、お互いに分け合う、とても個人
的で親密な時間でした。   

食事にはパンが出て、それを人から人へと渡し、それぞれが自分のためにパンを裂



いて食べていました。 

つまり、あなたが食べているパンは、何人もの人が触ったものなのです。

それだけでなく、みんなで、さまざまなスープやディップにパンを浸して食べるこ
ともよくありました。 現代では文化的にNGですが、当時は２度づけ、３度づけも
ありました。 

その時代、誰かと食事を共にすることは、その人と一体になることに似ています。 
同じパン、同じ飲み物を食べ、分け合うことで、体が同化し、自分の一部になって
いくのです。 

これが、ユダヤ人が異邦人と食事をしない理由です。ユダヤ人は異邦人と一体化す
ることを嫌ったのです。 そして、誰かと食事を共にすることは、その人と一体にな
ることと見なされたのです。

宗教指導者たちは、イエスがこのような人たちと飲食することに驚きました。そう
することでイエスは彼らと一体化していると見られたのです。イエスは彼らと一体
になっていました。 彼らにとって、それは全く深い意味はありませんでした。

律法学者やパリサイ人が、イエスのところに直接来るのではなく、イエスの弟子た
ちのところに来たことは、私は興味深いなと思いました。 

そうしたのは、弟子たちをイエスから引き離そうとしたのかもしれませんし、彼ら
の間に分裂の原因となるものを持ち込もうとしたのかもしれません。

イエスの行動に疑問を持たせ、このような人たちと一緒に過ごすことを否定的に考
えるように仕向けたのかもしれません。

結局、このような人たちとは誰も関わらないのが普通だったのです。 「あなた方の
先生であるイエスが、取税人や罪人と飲み食いするようなタブーを犯すとは」

律法学者やパリサイ人が弟子たちに質問しているのを聞いていたイエスは、31節と
32節で答えられています。 もう一度読んでみましょう。

ルカの福音書5章31～32節。

大変シンプルで奥深い主の答えですね。

病気の人が医者を必要とするのは当然のことで、元気な人は医者を必要としませ
ん。 

同じように、罪人には悔い改めの呼びかけが必要で、正しい人は自分の力でやって
いけるということも、明らかなはずです。 

イエスが来られたのは、正しい人を招くためではなく、罪人を悔い改めに導くため
です。 だからこそ、取税人や罪人と一緒に飲み食いしたのです。彼らこそ悔い改め
る必要があったからです。 

大変わかりやすい説明です。 彼らこそが、神の言葉を教えてもらう必要があるので



す。 彼らは神の赦しを最も必要としている人たちであり、神がご自身のしもべを送
る場所であるべきではないでしょうか。

律法学者とパリサイ人は、地域で宗教的指導者として見られていました。経験深く
あるべき、主に対して熱心であるべき彼らは しかし、彼らは主を最も必要としてい
る人々を馬鹿にしていました。

この神々しいと呼ばれる人たちは、なんという非難を受けているのでしょう。 彼ら
は神を代弁しておらず、失われた人々に対する神の心を代弁していませんでした。 
彼らは規則や規定、律法主義や束縛を代弁していたのです。 

イエスはわかりやすい説明で、律法学者とパリサイ人がいかに的外れなことをして
いたかを示しています。 

彼ら敬虔な者として社会から見られていましたが、プライドが邪魔をして、主から
心をそらしていたのです。 

彼らは、自分よりも劣っていると思われる人々に対して、「聖人ぶった」態度を
とっていました。

その人たちに手を差し伸べて助けるのではなく、ばかにして関わりを持たないよう
にしていたのです。

私たちがそのような態度意をとりませんように。 神の愛を最も必要としている人に
分け与えようとしないようなことをしませんように。 

自分自身のプライドと自尊心に目がくらみ、自分が他の人よりも優れていると思う
ようなことがありませんように。 

いいですか、私たちはみんな同じ状況なんです、救い主を必要としている罪人なの
です。 

しかし、律法学者やパリサイ人は、そのようには考えませんでした。 イエスが「わ
たしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるため
である。」と言われたとき、律法学者とパリサイ人は、自分たちは救われたと思っ
たことでしょう。

彼らは自分たちが正しいと信じていました。 自分たちは医者を必要としない健康な
人間だと信じていたのです。

しかし、イエスはそういう意味で言ったのではありません。 イエスはこの人たちに
フリーパスを与えたわけではありません。 

ローマ人への手紙によると、正しい人とは誰のことでしょうか？ ローマ人への手紙
3章10節には、「正しい者はいない。一人もいない。」とあります。

また、ローマ人への手紙によると、罪人とは誰でしょうか？ ローマ人への手紙3章
23節には、「人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています」と書かれ



ています。

イエス様が「人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています」とおっ
しゃったのは、イエスを必要としない正しい人たちがたくさんいたからではありま
せん。 そう、イエスが正しい人を呼ばなかったのは、呼ぶべき人がいなかったから
なのです。 

イエスが「罪人を悔い改めさせるために来た」と言ったのは、取税人などの社会的
に最悪な一部の人たちのことではなく、すべての人を悔い改めさせるために呼んだ
のです。

しかし、律法学者やファリサイ派の人々はそうは考えませんでした。 律法学者やパ
リサイ人は、自分たちのルールや規則、その他の人が作り上げた伝統の中に、自分
たちなりの正義を持っていました。 

彼らは自分たちの罪に気づかなかったのです。 彼らは、自分たちの悔い改めの必要
性に気づかなかったのです。 彼らが救い主を必要としていることを理解し、認識す
ることができませんでした。 

人が自分の罪を理解し認め、悔い改めの必要性を認識しない限り、イエスはその人
を救いません。 私たちはまず、自分が罪の中にいることを認めなければなりませ
ん。 救い主を必要としていることを認めなければなりません。 

イエスだけが罪人だけをお救いになれます。 自分の罪を認め、主の前でそれを告白
する人。 そういう人こそ、神が救ってくださるのです。 

自分は人より優れていると思っている人、自分の独善性を持っている人、悔い改め
る必要がないと思っている人は、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリス
トの救いの恵みを経験することはありません。

続けて、イエスがもたらす大きな変化についてもう少し記しておきましょう。

ルカの福音書5章33節。

イエスが取税人や罪人たちと一緒に食べたり飲んだりして楽しい時を過ごしていた
ところ、宗教指導者たちがやってきて、「なぜイエスの弟子たちは、自分たちや洗
礼者ヨハネの弟子たちのように断食したり祈ったりしないのか」と尋ねたことを読
みました。

ここでも大きな変化がありました。 バプテスマのヨハネの弟子もファリサイ派の弟
子も、断食して祈ることを大切にしていました。 そして、自分たちの断食と祈りを
みんなに知らせていました。

彼らは、なぜイエスが自分たちのように振る舞わないのかを知りたかったのです。 
なぜイエスは彼らのように行動しないのかを知りたかったのです。 イエスは、主に
対して情熱と熱意を持っているように見える人々の常識から外れたことをしていた
のです。



モーセの律法によると、すべての人が守らなければならない断食の日は1日だけで、
それはユダヤ人がヨム・キプールと呼ぶ贖罪の日だけでした。 

それにもかかわらず、パリサイ人たちは、本当に正しい人、つまり聖なる者になり
たい人は、週に2回断食すべきだと教えていました。 

彼らは、なぜイエスの弟子たちが、週2回の断食をするいわゆる聖なる人々と呼ば
れる人たちの教えや模範に従わないのかを知りたかったのです。 

私たちは、自分が作った基準で他人の霊的なことを評価しはじめるとき、注意しな
ければなりません。 

ファリサイ派の人々は、断食を頻繁に行っていたため、自分たちがイエスや弟子た
ちよりも優れていると考えていたに違いありません。 

しかし、律法では、贖罪の日に一日だけ断食をすることが求められていました。 

イエスも弟子たちも、断食をしなかったからといって罪を犯したわけでも、清さが
が減ったわけでもありませんが、そのことを非難されているようです。習慣や人が
作った断食の伝統に従わなかったので、断食をした人よりも劣っているというので
す。 

ファリサイ派の弟子やヨハネの弟子たちは、神への献身の表れとしてしばしば断食
をしました。 

しかし、彼らはそうしなければならなかったわけではありません。 しかし、自分た
ちがそうしているのだから、他の人たちもそうすべきだと思ったのです。 

それはとても危険なことです。 自分が作った基準で人を縛ることはできません。 自
分の信念や基準に沿って人々が生きることを期待してはいけないのです。 

特定の問題について神の御言葉には書かれていなかったり、曖昧だったりする場
合、私たちが独自の基準を作っても、他の人がそれに従うことを期待することはで
きません。

神の言葉がはっきりしているときは、私たちはその御言葉に立って行動し、他の信
者も同様に行動することを期待してもよいのです。

イエスは、パリサイ人が作り上げた伝統には従いませんでした。 他人の基準に従う
こともありませんでした。 彼らの人の手による宗教への試みを拒絶したのです。

イエスはこの質問に対して、3つの異なるたとえ話で答えようとしていますが、これ
らはすべて、イエスが普通とは異なることをしていたことに関連していると思いま
す。

たとえ話とは、天の真理を伝える地上の話です。 地上の話は簡単に理解できます。 
しかし、天の真理は、時に理解しがたいものです。 

では、なぜイエスは、他の人と違うことをするのかという問いに対して、主はなん



と言っているのかを考えてみましょう。 

最初のたとえ話は、34-35節にあります。 見てみましょう。

ルカの福音書5章34～35節

イエスは、この最初の場面で断食の問題を具体的に取り上げ、誰もがよく知ってい
る結婚式というイベントを持ち出しました。

ユダヤ人の結婚式は大きな喜びの時でした。 ユダヤ人の結婚式は通常1週間続き、
多くの人々、食べ物、飲み物、そして様々な楽しい活動が行われました。 

花婿の友人たちは、今日の結婚式で言うところの“ベストマン”や他の“グルームズマ
ン”のような存在でした。 

花婿の友人たちに期待されていたのは、パーティーを盛り上げることでした。 彼ら
は、新郎新婦をはじめとするすべての人が楽しい時間を過ごせるように、祭りを賑
やかで楽しいものにする役割を担っていました。

イエスが問いかけているのは、誰にでもわかることです。 「花婿が一緒にいる間、
花婿の友人たちは断食できるのか？」  もちろん、できません。 

彼らは、みんなが楽しく過ごせるようにする役目を担っているのですから。本来で
あれば、その場にいる全員と一緒に楽しみ、喜ぶべき時に、グルーズマンが悲しみ
表す断食をするのはあきらかにおかしいことです。  

断食は、結婚式の最中にするものではありませんでした。 それは、適切なタイミン
グの問題でした。 断食するにはそれにふさわしい時と場がありますが、結婚式はそ
の一つではありません。 

花婿が連れ去られていなくなった時が、断食をするのに適した時期です。 

このことは、イエスと弟子たちが断食をしなかったことについての質問と関連して
います。 

すべては適切なタイミングということです。 私たちはなぜ私がすることをするので
しょうか、何がそのタイミングを決めるのでしょうか。 

週に2回の断食をするのは、人間が決めたルールだからでしょうか、それとも神が
そうするように導いておられるからでしょうか。

バプテスマのヨハネの弟子たちやパリサイ人たちは、義務感や必要性から断食をし
ていました。 彼らが週2回の断食をしたのは、伝統にしたがっただけで、現在の状
況や神が彼らに召されていることに対応するためではありませんでした。

この例えでは、イエスは花婿で、弟子たちは花婿の友人です。 

イエスは、イエスが弟子たちと一緒にいる間、弟子たちが断食するのは不適切だと
言っています。 



イエスと一緒にいる間は、結婚式と同じように、喜びの時、祝福の時となるべきな
のです。 

余談ですが、イエスはここで、花婿が連れ去られ、断食をする時のことを言ってい
るのは、ご自身の死を暗示しているのだと思います。

断食は悲しみのしるしであり、救い主が弟子のもとから連れ去られ、十字架にかけ
られて殺された時こそ、悲しみのために断食をするのにふさわしい時ではないで
しょうか。 

このことから私たちは何を学ぶのでしょうか？ イエスとの人生は、お葬式というよ
りも結婚式のお祝いのようなものだということです。 

クリスチャンとしての人生は、つまらなくて悲しみにあふれた人生だと思っている
人があまりにも多いのです。 ルールや儀式、制限に縛られた生活。 しかし、それは
イエスが述べられたこととは程遠いです。 

私たちは、イエス・キリストとの愛に満ちあふれた関係の中に召されています。 イ
エス・キリストは私たちの花婿であり、私たち教会はイエス・キリストの花嫁なの
です。 私たちの人生は、結婚式のように、喜びの時、祝賀の時であるべきなので
す。 

ファリサイ派の人々は、規則や儀式、制限がすべてで、週に2回の断食をしたり、周
りの人を鼻であしらったり、自分が誰よりも優れていると思い込み、常に悲哀や悲
しみに満ちた状態にありました。

律法学者とパリサイ人が課した律法主義は、ユダヤ教の宗教を重荷にしていまし
た。 律法主義は、律法学者とパリサイ人によって、ユダヤ教の重荷となっていまし
た。守り従うのが不可能な人の手で作られた規則や規制、制約で、人々は押しつぶ
されそうでした。

イエスは、新しいもの、高揚感のあるもの、人が作り上げた伝統の重さから解放さ
れたものをもたらしたのです。 

これは、同じような内容の2つのたとえ話につながります。 それでは、最後の節を
見てみましょう。  

ルカの福音書5章36～39節です。

これらの2つのたとえ話は同じ内容、つまり古いものと新しいものを混ぜることに
ついて語っています。

最初のたとえ話は、古い布に新しい布を縫い付けることについて話しています。

このたとえ話は、誰でもすぐに理解できます。 縮んでいない新しい布を持ってき
て、古い衣服を修繕しようとすることはできません。

古い服はすでに洗われて縮んでいますから、洗っても変化はありません。 しかし、



新しい縮んでない布は、洗うと縮みます。 

縮むと、古い服を引っ張り、さらに破れてしまい、古い服はさらに悪くなります。 

その上、新しい布は古い布には合いません。色の褪せ方や色合いが異なるからで
す。 古いものと新しいものを混ぜることはできません。

2つ目のたとえ話は、古い皮のワイン袋に新しいワインを入れることについてです。

これもまた、誰もがすぐに理解できる地上の話です。

皮のワイン袋は主にヤギの皮で作られていました。 その皮の中に新しいワインを入
れて、発酵すると膨らみます。 

発酵の過程で炭酸ガスが発生し、皮のワイン袋が伸びていくのです。

古くて使い古されたワイン用の皮は、すでに最大限に引き伸ばされています。新し
いワインを新しい皮袋に入れると、新しいワインが発酵プロセスを経て古いワイン
袋を破裂させてしまいます。

このような状況では、ワインもワ革袋もダメになってしまいます。

新しいワインは新しい革袋に入れると両方が大丈夫です。

興味深いことに、ここでのnewという言葉は異なっています。 「新しい」ワインは
「真新しいもの」を意味していますが、「新しい」革袋は「使用することによって
影響を受けていないもの」を意味しています。 伸びきって乾いてもろくなっていな
いもの。

イエスは、これが標準から外れていることを理解しています。 多くの人は古いワイ
ンを欲しがり、古い方が良いと思っているから新しいワインを欲しがりません。

この2つのたとえ話は同じことを言っています。改めてですが、古いものと新しいも
のを混ぜてはいけません。

使い古された古い衣服と古いワイン用の革袋は、ユダヤ教の古いやり方を象徴して
います。 人が作った伝統、規則、規制、制限は古く、人々を疲れさせました。 

新しい布を古いものに加えて、古いものを修繕することはできません。 

イエスの新しいやり方は、ユダヤ教の古い服を直すためのパッチワークではありま
せんでした。 

イエスとその教えは、単に古いものに加えられるものではありませんでした。 イエ
スがもたらした新しい教えを古いシステムに加えようとすると、問題が大きくなる
だけでした。 

イエスは全く新しいことをされたのですから、新たな再出発が必要であり、そこに
ワイン用の革袋が登場するのです。

また、古い革袋は、古いやり方を表しています。 その方法は古くて使い古されたも



のです。 新しいワインを入れても、ワインも革袋もダメになってしまうだけです。

イエスがもたらした新しい教えを受け入れるためには、新しいワイン用の革袋が必
要です。 

イエスは、新しいことのために人々を整えられていたので、彼らとは違うことをし
ていたのです。 

イエスは、弟子たちから離れる前に、新しい契約を結ばれました。 それは、罪の赦
しのために流されたイエスの血潮に基づいた契約です。 新しい契約は、恵みによる
ものです。

もはや、律法による古い契約の下にはなく、規則や儀式、規制といった人の手によ
る伝統に縛られることもありません。

新しい契約は恵みの業に基づいており、律法や伝統を重んじる古いやり方とは混じ
り合わないのです。 

そして、イエスの新しい恵みの業は、新しい器に入れられる必要があります。 この
新しい働きを受け取るためには、新しく生まれることしかありません。 

キリストを信じるようになると、私たちは新しく創造されると言われます。 

「だから、キリストと結ばれる人はだれでも、新しく創造された者なのです。古い
ものは過ぎ去り、新しいものが生じた。」（2コリント5：17）。)

イエスは、人々が主のもとに来る方法を変えられました。 壊れていて人々の負担に
なっている古いやり方を通してではないのです。

人々は主のもとに来て、この新しい契約にある信仰に基づいて、恵みと罪の赦しを
受けることができるのです。 

主は徹底的な変化をもたらし、全く新しい働きをしていたのです。 

私たちにとって、実践するのは非常にシンプルだと思います。 私たちは、新しいワ
インようの革袋のようになる必要があります。 

私たちは柔軟で、少しくらいひっぱられても大丈夫でなければなりません。 私たち
は、自分のやり方に固執してはいけません、融通が利かない、寛容さがなく妥協を
許さず、頑固で。

私たちは、神に委ねたる精神で、神に身を任せ、私たちに新しい働きを注いでくだ
さる準備をしなければなりません。 

神は今日も働いておられます。 神はまだ動いておられ、神の聖霊の動きに委ねられ
た、新鮮でしなやかな新しい皮のワイン袋を探しておられます。 

祈りましょう。


