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ウェルカム＆レビュー

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。 私たちの主であり、救
い主であるイエス・キリストを礼拝するために、教会の家族として一緒に集うこと
ができ、皆さんと一緒にいられることを嬉しく思います。 

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。

先に進む前に、小さなお子さんは日曜学校の教室送り出しましょう。 

私たちは、これからルカの福音書を一節一節ずつ学んでいきたいと思います。 聖書
のルカの福音書の第3章を開いてください。 

もし、今朝、聖書をお持ちでない方は、礼拝堂の椅子の下に、たくさんの聖書が置
かれています。 お持ちでない方は、ご自由に手を伸ばしてお使いください。 私たち
は、御言葉を読み進めていくことが重要だと考えています。

先週は、主の道を用意する荒野で叫ぶ声であるバプテスマのヨハネの働きを見まし
た。 

ヨハネが宣教を始めた時代背景を見て、神が最も強い人や最も影響力のある人を選
ばれなかったことに注目しました。神はローマ帝国の皇帝や総督、王たち、宗教指
導者にメッセージを送られませんでした。 らくだの皮と革のベルトを身につけ、イ
ナゴと野蜜を食べ、荒野に住んでいた男を通してメッセージを送ることにしたので
す。 

ヨハネは、私たちがおそらく選ぶようなタイプの人物ではありませんでしたが、神
にとっては完璧な候補者だったのです。 神は、賢い者を惑わすために、この世の愚
かなものを選ばれます。 神の仕事を成し遂げるために、最も可能性の低い者を選ば
れるので、私たちは皆、神が働かれるための最高の候補者なのです。 

また、ヨハネのメッセージの主な強調点にも注目しました。 それは悔い改めのメッ
セージでした。 ヨハネは人々に、彼らの考え方を変えるようによびかけ、そうする
ことで彼らの行動すら変えることになるかもしれなかったのです。 

そして、ヨハネは人々を呼び、悔い改めにふさわしい実を結ぶように要求すること
をためらいませんでした。 ヨハネは、生活を変えることで、人々が悔い改めて心を
入れ替えることを望んでいました。 人々の悔い改めのしるしとして、本物の実が結
ばれるのを見たかったのです。

そして最後に、ヨハネが求めていたものが簡単なことであったことに注目しまし
た。 多くの人々がヨハネのもとにやってきて、悔い改めの実が自分の人生におい
て、どのように現れるのか不思議に思い尋ねました。群衆から取税人、兵士に至る
までが。ヨハネの要求がいかにシンプルなことであったかに注目しました。 

ヨハネは、彼らに記念碑的な信仰の業績を求めていたわけではありません。 ヨハネ



は彼らに奇跡的なことを求めていたわけではありません。 ヨハネは人々に、親切で
あること、思いやりがあること、困っている人に分け与えること、正直であるこ
と、そして自分が持っている権力や特権を乱用しないことを求めていました。 

それを一言でいうなら「愛」です。 それは、神様が私たちに求めているものです。 
神は私たちが神を愛し、人を愛することを望んでおられます。 愛は、すべての律法
と預言者の成就であり、愛は、私たちをこの世のものと見分けるためのものだとイ
エスはおっしゃいました。 

今日の箇所では、引き続きヨハネの働きを見ていきます。特に、ヨハネの働きにつ
いて見ていき、彼がどのようにしてキリストのための道を備え、どのようにしてキ
リストに奉仕したかを見ていきます。 

今朝の学びのタイトルは「心の問いかけ」で、聖書の箇所はルカの3章15～38節で
す。 

今日の箇所全体を読むつもりはありませんが、最初の8節を読んでみたいと思いま
す。名前（今日の箇所の後半に出てくる）を言い間違えるのは後回しにして、一度
だけ聞くだけですむようにしますね。 

皆さんには、主とその言葉に敬意を表して、起立していただきたいと思います。 今
回も、テキストの最初の8節だけを読んで進めていきますが、最終的には3章の残り
の部分をカバーする予定です。

ルカは話を続け、3章15節で次のように書いています...（R＆P）

概要

メモを取ったり、テキストのアウトラインを書いたりするのが好きな方のために、
今朝のテキストを4つのセクションに分けます：バプテスマのヨハネについてのセク
ション２つと、イエス・キリストについてのセクション２つです。

それぞれのセクションでは、私たちが心に留めておくべき様々な質問、反省したり
自分自身のために考えてみる必要のある質問について考えていきます。 

最初の章では、バプテスマのヨハネを取り上げ、15～17節にある「ヨハネへの期
待」について考えてみます。 今一度、この冒頭の箇所を見てみましょう。

ルカの福音書3章15～17節、ヨハネへの期待

この時代は、とてもエキサイティングな時代でした。 神が動き、人々の心が動かさ
れていました。 人々は期待していました。

ここでの表現は、人々が何かを求めて、何かに憧れ、何かを切望していたことを意
味します。 何か素晴らしいことが起こるのではないかと、大きな期待を持って待っ
ていたのです。



400年以上もの間、預言的な言葉が語られていなかったのです。 最後に確認された
預言的な言葉は、紀元前5世紀半ばから後半にかけて預言された預言者マラキのも
のでした。 

マラキが最後に語ったのは、「彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの
心をその父に向けさせる。」ということでした。 （マラキ4:5-6a）

突然、エリヤにそっくりな預言者が現れ、荒野で預言し、主の御言葉を宣べ伝え、
人々に悔い改めを呼びかけています。

父親のザカリヤは天使の訪問を受け、息子が「エリヤの霊と力で主の前ぶれをし、
父たちの心を子どもたちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうし
て、整えられた民を主のために用意するのです。」と告げられました。(ルカ1:17)

同じくそのザカリヤという人は、その後、自分の息子について預言し、「幼子よ。
あなたもまた、いと高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その
道を備える」と宣言します。(ルカ1:76)

そして、この言葉を聞いた人は皆、心に留めて、「いったいこの子は何になるので
しょう。」と問いかけたと言われています。(ルカ1:66)

そして人々は、旧約聖書の聖句に基づいて、メシアが来れば、その預言が再び現れ
ると信じていました。

ヨエルは主の日と主がどのように主の霊をすべての肉なる者に注ぐのかを預言しま
した。彼らのむすこ、娘がどのように預言をし、彼らの老人たちはどのように夢を
見、彼らの若者たちはどのように幻を見るか。神はその日、「神の霊をしもべ、は
しために注ぐ」と約束されました。[ヨエル2:28-29]。

ですから、バプテスマのヨハネがしていることを見て、人々が抱いた興奮、期待、
切望を想像することができます。 人々は心の中で、「今日はその日かもしれない」
「この人かもしれない」「待ち望んでいたメシアがついに来たのだろうか」「その
人はやってきているのだろうか」と問いかけました。

ルカは「みんな心の中で推論していた」と書いていますが、あなたの訳では「みん
な心の中で疑問に思っていた」「みんな心の中で不思議に思っていた」と読めま
す。 

それがこの「推論」という言葉の意味です。 自分の心のうちで議論したり、心の中
で対話したりすることを意味しています。 彼らはこれらのことを思案し、それらが
何を意味するのかを考えていました。 

人々は皆、ヨハネがキリストであるかどうかを知りたかったのです。 彼らは驚きと
期待でいっぱいでした。 神は動いていて、彼らは何か素晴らしいことを期待してい
たのです。 

ここで、私たちが自分自身に問いかけ、心に留めておかなければならない最初の質



問にいきあたります。 この人々を見ていると、彼らの興奮、期待、切望を目の当た
りにして、今日の私たちも同じような熱意と期待感を持っているだろうかと考えさ
せられます。

私たちは期待に満ちた心を持っているでしょうか。 神が今日も働いておられること
を信じているだろうか。 そして、神が私たちの人生において、また私たちの人生を
通して、驚くべきことをしたいと願っておられることを信じているでしょうか。 私
たちは、期待を持って主のもとに来ているでしょうか。

しばしば、私は、私たち教会が主の元に、そしてこの場所に待ちわびた心でやって
くるようにと祈ります。 大きな希望を持って来ることができますように。 なぜな
ら、私たちは、偉大なことをするのが好きな偉大な神に仕えていると確信している
ので、私たちは大きな希望と期待をもってこられるようにと祈ります。 

教会の家族のみなさん、神は働いておられ、私たちの中で働くことを望んでおられ
ます。 そして、私たちは、私達のうちに良い働きを始められた方は、キリスト・イ
エスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを知っています。 (ピリピ1:6)

私たちは、自分の心と人生において、神の偉大な働きを期待しながら、毎日を生き
ていきたいと願い、祈っています。

人々は期待と驚きでいっぱいでした。 人々は、ヨハネがキリスト、メシアであるか
どうかを知りたがっていました。ヨハネは１６節で答えて言いました。「私は水で
あなたがたにバプテスマを授けています。しかし、私よりもさらに力のある方がお
いでになります。私などは、その方のくつのひもを解く値うちもありません。その
方は、あなたがたに聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。」

私はここが大好きです。 ヨハネのもとには、さまざまな人々が集まってきました。 
いたるところから人々が砂漠にいる彼のもとに集まり、彼の話を聞き、バプテスマ
を受け、悔い改めようとしていました。

彼の宣教はとても成功していました。彼にとって順調に進んでいたと言えるでしょ
う。 しかし、ヨハネはその成功と注目浴びることでうぬぼれることはありませんで
した。

ヨハネは、簡単にうぬぼれようと思えばできました。 彼は、人々に、自分を大きく
みせようとすれば、そうすることもできました。 

結局、彼にとっては有利なことがたくさんありました。 奇跡的な誕生、予言された
運命、大きな予言を成就する者として主に特別に選ばれたこと、力強い説教者であ
ること、荒野でかなりの支持者を得ていたことなどです。 

これらのことが、彼をうぬぼれさせるのには容易なことでした。 しかし、ヨハネは
そうしませんでした。 ヨハネは自分の居場所、立場、役割を知っていました。彼は
先駆者でした。 そして、彼はそれに満足していました。 ヨハネは主が彼に求めてい



ることに委ねていたのです。 

ヨハネは、人々が、自分がメシアであるかどうかを尋ねてきたとき、自分に注目さ
せるのではなく、人々が探しているのは自分ではないことを理解させました。 

また、自分や自分の働きに注目させるのではなく、イエスとイエスがなさろうとし
ている宣教について人々に示しました。 

ヨハネは水で洗礼を授けましたが、ヨハネにはその方のサンダルの紐は緩める価値
さえもない、ヨハネよりも力のある方が来られるのです。 

人のサンダルの紐を緩めて足を洗うという仕事は、しもべ、奴隷の仕事でした。 ヨ
ハネは、自分を高めるのではなく、自分の後に来る方の奴隷になる資格もないと宣
言したのです。 

何と素晴らしい謙遜の例でしょう。 ヨハネの周りでは成功と興奮が起こっていまし
たが、彼はそれが自分のためではなく、人々をイエスにむけるものだと理解してい
ました。 

ヨハネの福音書の中で、「彼あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。」
と宣言したのはバプテスマのヨハネでした。(ヨハネの福音書 3:30)

このことは、私たちが考えるべき2つ目の質問につながります。 私たちは、他の人
たちをイエスのほうに向けているでしょうか？ 神が与えてくださった場、私たちの
周りにある機会を使って、人々をイエスのほうに向けていますか？ 私たちの言葉、
行動、証しは、人々を主に向けていますか？

私たちの人生は、多くの人に対して開かれた本です。 あなたの人生のページには何
が書かれていますか。それとも、ページには自分のことだけ、自分がやったことだ
けかかれていますか、私たちの人生は、人々をイエスに向け、自分のことではな
く、主と、私に対する主の大きな憐みと恵みのことを語っているでしょうか？

私の願いは、バプテスマのヨハネのように、私たちが人々をイエスのほうに目を向
けるようにすることです。

さて、ヨハネは自分のバプテスマとイエスのバプテスマを区別していました。 ヨハ
ネは水でバプテスマを授けましたが、イエスが来られると、聖霊と火でバプテスマ
を授けられるというのです。 これは一体どういうことでしょうか？

ヨハネが、イエスが聖霊と火「をもって」或いは「において」（ギリシャ語では明
確に書かれていますが）、バプテスマを授けると言ったとき、何を指しているのか
解説者によって意見が分かれています。とりわけ、「火をもって」なのか「火にお
いて」の部分で。

これはおそらく、救いの瞬間に聖霊が信者の人生に入り込み、聖霊の働きによっ
て、貴金属を浄化するために火が使われるように、火によって私たちの人生を内側
から浄化することを指しているのではないかという人もいます。



また、その後に迎えるペンテコステの日に、弟子たちが聖霊に強められ、炎のよう
な分かれた舌が現われて、ひとりひとりの上にとどまり、みなが聖霊に満たされ、
他国のことばで話しだした出来事のことを指しているのではないかと言う人もいま
す。 (使徒2:3-4)

そして、「これがヨハネが言っていることだ」と考える人の気持ちもわかります
が、そのような結論に至るとき、良い聖書の学びをする上で最も重要なことの一つ
を考慮していないのではないでしょうか。 

文章を解釈する際に最も重要なことの一つは、文脈を考慮することです。 文脈がな
ければ、私たちは聖書にいろいろなことを言わせようとしたり、捻じ曲げたり、操
作したりして、間違った解釈をしてしまいます。

イエスが聖霊と火によるバプテスマを授けることに触れた直後、ヨハネは続けてこ
う言いました。「手に箕を持っておられ、ご自分の脱穀場をすみずみまできよめら
れます。麦を倉に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。」

ヨハネは、イエスのバプテスマの記述に続いて、イエスが麦と殻を分けている様子
を記しました。 麦は集められて納屋に安全に保管されますが、もみ殻は掃き集めら
れて消えない火に投げ込まれます。 

ヨハネが語っているのは、イエスのバプテスマは、これら2ついずれかの結果になる
ということがはっきりしているように思います。 

主によって集められて安全な場所に保管されるか、消せない火の中に掃き集めれる
かのいずれかです。

私は、イエスの聖霊と火のバプテスマを解釈する適切な方法は、たった二つの可能
性の一つとして見ることだと思います。 

主を信じて聖霊のバプテスマを受けること、つまり聖霊が来て信じる者の人生にと
どまり、バプテスマを受けることでキリストの体の部分になるということです。 

あるいは、信じないで、聖霊の働きを拒否するなら、火のバプテスマを受けること
になります。 そして、天で主とともに永遠を楽しむのではなく、蛆が尽きること
も、火が消えることもない場所である地獄で永遠を過ごすことになります。(マルコ
9:48)
なぜ、このような解釈ができるのでしょうか？ さて、イエスが宣教の後半におい
て、マタイ13章で言われたことをみましょう。 

イエスは麦と毒麦のたとえを語り、ある人が自分の畑に麦を植えたが、後から来た
人がその畑に毒麦を蒔いたことを話しています。

麦が芽を出し始めると実がなり始めましたが、毒麦も出てきました。 「だが、主人
は言った。『いやいや。毒麦を抜き集めるうちに、麦もいっしょに抜き取るかもし
れない。だから、収穫まで、両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期に
なったら、私は刈る人たちに、まず、毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の



ほうは、集めて私の倉に納めなさい、と言いましょう。』」(マタイ13:29-30)

かなり内容が似ていますよね？ しかし、イエスがこのたとえ話で何を指していたの
か、麦が救われた人たちを表していたのか、また、毒麦が、消せない地獄の火に向
かう信仰を持ってない人たちを表していたのか、どうやって知ることができるので
しょうか？

イエスは、このたとえ話を弟子たちに説明しました。「イエスは答えてこう言われ
た。『良い種を蒔く者は人の子です。 畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子
どもたち、毒麦とは悪い者の子どもたちのことです。 毒麦を蒔いた敵は悪魔であ
り、収穫とはこの世の終わりのことです。そして、刈り手とは御使いたちのことで
す。ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのよ
うになります。人の子はその御使いたちを遣わします。彼らは、つまずきを与える
者や不法を行なう者たちをみな、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みま
す。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。そのとき、正しい者たちは、天の父
の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。』」 (マタイ13:37-43) 

イエスご自身が、麦を納屋に集めることは御国の子どもたちを表すと話されました
が、毒麦、つまり望ましくない部分は火に、つまり地獄に集められます。毒麦は、
バプテスマのヨハネが言っていた籾殻と同じようなものです。

イエスのバプテスマは、大きな分裂をもたらします。 それは、全人類を2つのカテ
ゴリーに分けることです。つまり、あなた方は集められて安全な場所に入れられる
か、それとも火の中に押し流されるかどちらかということです。 

私たちは、自分自身に問いかけ、私たちの心の中でじっくり考えなければならない
ことだと思います。「主のもとに集められるのか、それとも火の中に投げ込まれる
のか。」

可能な結果は二つしかありません。 あなたがたは、聖霊のバプテスマを受けるか、
火のバプテスマを受けるかです。 あなたがたは主のもとに安全に集められるか、主
から離れて消せない火の中に流されるかです。 天国か地獄のどちらかです。 収穫の
時、つまりこの時代の終わりに、あなたは残りの永遠をどこで過ごすのでしょう
か？

それでは、本文の次の部分である「ヨハネの勧め」を見てみましょう。 18-20節を
見てみましょう。

ルカ3:18-20；ヨハネの勧め

ヨハネは、人々に悔い改めを呼びかけ、主から宣べ伝えるようにと与えられたこと
をすべて宣べ伝えようと、とても熱心に活動しました。 

ルカによると、他にも多く勧告を持って、ヨハネは人々に説いたとのことです。 ギ
リシャ語で「Exhortations 勧め」とは「parakaleo パラカレオ」という言葉で、
「何かを熱心に求める、要求する」という意味があります。



これは、誰かを支援したり助けたり、慰めること、励ますことなどに使われます。 
単にお願いするとか、要求するとか、乞うとかいうことよりも、もっと強い力で懇
願することを意味しています。 

この言葉は、ヨハネがどのように人々に語りかけたことを表す、とても強い言葉で
す。 彼は真剣に人々に懇願し、ヨハネの説教に応じるように促したのです。

また、「説教」という言葉にも注目したいです。 これは、ヨハネがヨルダン周辺の
すべての地域に行って、悔い改めのバプテスマを「preaching 説いた」という、こ
の章の最初のほうの3節で使われた言葉とは異なります。

3節の言葉は、単純に「到来を告げる」「告知する」　という意味で、公に宣言す
ることを意味しています。 しかし、18節では、ギリシャ語の「euagelizo エウアン
ゲリゾ」という言葉が使われており、これが英語の「evangelize」という言葉の語
源となっています。

この言葉は「説く」と訳され、良い知らせを伝えることを意味します。 

ヨハネが宣べ伝えた「良い知らせ」は、今日の私たちが伝えている「良い知らせ」
とは全く同じものではありません。 ヨハネは、来るべきメシアと彼の御国、そして
罪が赦される機会についての福音を伝えましたが、これは私たちが伝えている福音
とよく似ています。 

主な違いは、救い主が来て、罪のない人生を送り、私たちの罪の罰を受けるために
カルバリーの十字架の上で進んでその人生を捨てたという「良い知らせ」を伝えて
いることです。 救い主は3日後に死からよみがえり、その支払いが本当に主に受け
入れられたことを証明し、私たち自身の将来のよみがえりをも保証してくれまし
た。

ヨハネは、神の計画の詳細を知らず、彼が皆に会うために準備していたメシアが、
どのようにして私とあなた方のために命を捨て苦難のしもべになるのかを知りませ
んでした。

しかし、私がここで言いたいのはそのことではありません。 私が言いたいのは、バ
プテスマのヨハネは「良い知らせ」を伝えたということです。  彼は多くの人々にそ
の知らせを伝え、来るべきメシアとその御国、そして罪が赦される機会についての
「良い知らせ」について、すべての人が理解していることを確認したかったので
す。 

そして、今朝、皆さんに考えていただきたいのは、「あなたはイエス・キリストの
福音という良い知らせを理解していますか？」という質問です。

あなたは、あなたがキリスト中に持っている希望についての弁明を求めてくるかも
しれない人に、福音を伝えることができますか？

ペテロは私たちに心の中で主なる神を聖別するように勧めています。「むしろ、心
の中でキリストを主としてあがめなさい。そして、あなたがたのうちにある希望に



ついて説明を求める人には、だれにでもいつでも弁明できる用意をしていなさ
い。」（1ペテロ3:15）と勧めています。

あなたは、「良い知らせ」の単純な要素を理解していますか？ それは、神の御子が
来られ、この地上で暮らされ、「自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同
じようになられたのです。キリストは人間と同じようなかたちになり、自分を卑し
くし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。」(ピリピ2:7-8)

彼の十字架上の死は、私たちの罪を償うための手段でした。 

しかし、死は彼を捕らえることはできませんでした。 彼は死に打ち勝ち、罪に勝利
して墓からよみがえったのです。 そして、主が十字架の上で完成してくださった御
業というわかりやすい信仰を通して、私たちが自分の罪を償ってもらい、永遠に赦
され、救いの喜びに入ることができるのです。

「あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身
から出たことではなく、神からの賜物です。 」 (エペソ2:8）

私は、私達みんながこれらの良い知らせの基本的な要素を理解し、バプテスマのヨ
ハネのように、できるだけ多くの人々にそれを伝えることを願っています。 

さて、ここで皆さんに注目していただきたいのは、ヨハネの勧めについてです。 彼
は良い知らせを説くだけではなく、悪い知らせを告げることも恐れませんでした。 
19節には、彼が他の人を叱責したことが書かれています。 彼は良い知らせだけでな
く、悪い知らせも伝えました。 

バプテスマのヨハネは、兄弟フィリポの妻ヘロディアスのことをはじめとする多く
の悪事を働いていたことについて、国主ヘロデ、ヘロデアンティパスを叱りつけま
した。

ヘロデはヘロディアスに兄と別れて自分と結婚するように説得したのです。 これ
は、神の律法では、義理の姉と関係を持つことは禁じられていることでした。 しか
し、さらに悪いことに、ヘロディアスは実はヘロデの姪でもあったのです。 これは
近親相関であり、ヨハネは、ヘロデがヘロディアスを妻にしたことが間違っている
と、恐れずに言いました。 

ヨハネがヘロデを叱って問題を起こしたので、ヘロデはヨハネを捕まえて牢屋に入
れようとしました。 

ヘロデは、ヨハネのメッセージを受け取り、自分のやり方を変え、罪を悔い改める
ことなく、ヘロデはただ使者を黙らせようとし、ヨハネを逮捕させたのです。 

ここで、私が言いたいのは、ヨハネが良いニュースを伝えるだけでなく、悪い
ニュースも積極的に伝えて人々に悔い改めを促すことの意義と重要性です。 

良いニュースと一緒に悪いニュースを伝えることは、とても重要です。 悪い知らせ
があるからこそ、良い知らせがあるのです。 悪いニュースは、良いニュースのきら



めく美しさの後ろにかけられた黒い布です。 

それが良いニュースを際立たせているのです。 悪いニュースがなければ、良い
ニュースは本当に意味をなさないのです。 

そして、私からの私たちへの質問です。「私たちは福音に関わる悪い知らせを理解
しているか？」

悪い知らせとは、私たちは皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています 
(ローマ 3:23)

私たちは誰一人として善人ではありません。 私たちは皆、一度や二度は失敗してい
ます。 私たちの誰もが、律法と主の義の要求を満たしていません。 私たちは誰も完
璧ではありません。 

そして、私たちは皆、罪を犯し、神の栄光を得ることができなかったので、私たち
の罪は私たちを神との関係から引き離してしまいます。 イザヤ書59:2はこう言って
います。「むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔てお前たちの罪が神の御
顔を隠させお前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだ。」

つまり、私たちは皆、罪を犯したのです。 その罪のために、私たちは皆、主との関
係が離れてしまいました。 そして、さらに聖書は、罪の報酬は死であると教えてい
ます。 (ローマ6:23a)

私たちは罪を犯したので、神から関係的に引き離されただけでなく、罪の報いであ
る死を支払わなければなりません。 私たちは皆、死の宣告を受けているのです。

放っておくと、私たちは自分の命をかけて罪を償わなければなりませんが、それだ
けでは十分ではありません。 私たちの体は死んでしまいますが、私たちの魂は永遠
であり、神が悪魔とその天使たちのために作られた永遠の火の場所である地獄で、
神から離れて残りの時間を過ごすことになります。 (マタイ25:41)

これが悪いニュースです。 私たちは罪を犯し、その罪が私たちを神から引き離し、
罪の代償として肉体の死と地獄での神からの永遠に離れてすごすという代価を支払
わなければなりません。 これは本当に悪い知らせです。 

私たちはこのことを話したくありませんし、人々と共有したくありません。 しかし
いいですか？　その悪いニュースがあるからこそ、良いニュースが輝くのです。 

イエス・キリストが私たちのために喜んで命を捨て、私たちの罪を自らの肩に負
い、私たちが罪を負わなくてもいいように代価を払ってくださったという事実は、
悪いニュースの全体像を理解すると、本当に良いニュースになります。 私たちの罪
が赦され、主の前で正しい地位を得ることができ、天国で主と共に永遠に過ごすこ
とができるということは、代替案が死と地獄であることを理解すれば、本当に素晴
らしいニュースです。 

私たちは、良いニュースと悪いニュースを理解し、その両方を聞く必要のある人に



喜んで伝える必要があります。

さて、第3つめのセクションを見てみましょう。私は、テキストを4つのセクション
に分けると言いました。 3つ目は、天からの承認に関する部分です。 もう一度、21
節と22節を見てみましょう。

ルカ3:21-22；天からの承認

この2節で、ルカはイエスのバプテスマについて簡単に説明しています。 

ヨハネのバプテスマは悔い改めのバプテスマでしたが、イエスは罪がなかったので
悔い改める必要がなかったのに、なぜヨハネからバプテスマを受けたのだろうかと
思っている人もいると思います。

もしあなたがそう思っているのなら、それはそれで大丈夫です。 ヨハネも同じこと
を考えていました。 実際、イエスがバプテスマを受けようと現れたとき、『ヨハネ
は私こそ、あなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが、私のところに
おいでになるのですか。』と言って、イエスを阻止しようとしました。 (マタイ
3:14)
さて、イエスがバプテスマを受けられた理由については、様々な人が様々な理由を
挙げています。 ある人は、罪人に同調するためだと言い、ある人は、人々への従順
の模範となるためだと言い、ある人は、ヨハネの働きを立証するためだと言い、あ
る人は、イエスの公宣教を公式に開始するための一部だと言い、さらにある人は、
イエスが死んで葬られ、生きてよみがえるという、イエスの贖いの業のすべての予
兆だと言います。

これらが本当だとしても、しかし、私は、ヨハネがイエスに質問したときにイエス
が言ったことをそのまま言ってもいいと思います。 イエスは、なぜヨハネからバプ
テスマを受けたいのかと悩むヨハネに、次のように答えられました。「今はそうさ
せてもらいたい。このようにして、すべての正しいことを実行するのは、わたした
ちにふさわしいのです。」 (マタイ3:15)

他のすべての解釈は事実かもしれませんが、イエスが述べた理由は、すべての義を
果たすために必要だったからです。 それは要求されていることでした。 それが正し
いことだったのです。 なぜ？ イエスはその理由をはっきりとは言わなかったので、
推測してもあまり役に立たないでしょう。 

私たちはそれをそのままにしておきます。 なぜイエスはバプテスマを受けられたの
でしょうか。それは、イエスがすべての義を果たすためにふさわしい、必要なこと
だったからです。

さて、4つの福音書すべてにイエスの洗礼の出来事が記録されていますし、他の福音
記者の発言を見ることで、もう少し詳しく知ることができます。 しかし、私が注目
したいのは、このルカ福音書にしか記されていないことです。

21節では、イエスが祈っておられると、天が開け、聖霊がイエスの上に降って来



て、天から父の声が聞こえたと書かれています。 

ルカだけが、イエスが祈っている間にこれらの出来事が起こったという重要な詳細
を伝えています。

天が開かれるということは、神が介入して、神様ご自身や神の意志を明らかにする
ということを意味します。 それは、神が私たちの人生に入ってくるということで
す。 

そして、私が皆さんに考えていただきたいのは、この質問です。あなたにとって、
最後に天が開かれたのはいつですか？神があなたの状況、境遇、あなたが経験して
いる何らかのことに入ってこられ、神があなたの人生に何か素晴らしいことを最後
にしてくださったのはいつだったでしょうか？

皆さんの中には、この質問を考えるのが少し難しい方もいらっしゃるかもしれませ
ん。 長い時間が経っていたり、今までにそんなことは経験したことがないと感じて
いる人には、次の質問として、あなたの祈りの生活がどうなっているかを尋ねたい
と思います。

イエスが祈っている間に天が開かれ、神が介入したという事実を見逃してはいけま
せん。 

イエスが天を開いた手段は、私たち一人一人にもあります。 神は、私たちに、祈る
こと、父と交わり、父に語りかけることができるという同じ能力を与えてください
ました。 

イエスは祈りの人でした。 祈りに多くの時間を費やし、日々、父と交わっていた人
です。 イエスは父と非常に緊密で親密な関係を築いており、それはイエスの祈りの
生活の中心でした。

イエスが何よりも際立っていたのは、弟子たちが何よりもその方法を学びたいと
思ったのは、イエスのように祈ることでした。

彼らは、より良い説教者になる方法を教えてほしいとは言いませんでしたし、死人
を蘇らせたり、足の不自由な人や病気の人、目の見えない人を癒すような奇跡を起
こす方法を教えてほしいとも言いませんでした。 

そうではなく、彼らが知りたいと思い、実際にイエスに求めたのは、祈り方を教え
てもらうことだったのです。 (ルカ11:1b)

彼らは、天が開かれ、神が介入して驚くべきことをしていただくための鍵は、祈り
であることを理解していたのです。

私たちも、天が開かれ、神が動いて驚くべきことをするのを見ることができる、祈
りの人になれますように。 

天からの声は、「これは、わたしの愛する子、わたしはこれを喜ぶ。」と宣言する
父の声でした。



イエスのバプテスマにおいて、私たちは三位一体の３人全てが働かれていたのがわ
かります。 父なる神が天から語りかけ、子なる神がバプテスマを受け、聖霊なる神
が鳩のように身体を持ってイエスの上に降りてきたのです。 

三位一体を信じていない人は、このような箇所に難色を示します。 

しかし、それはここでの問題ではありません。 先に進む前に見ておきたいのは、
「父は子を喜ばれた」という事実です。

ここでの表現は、神が御子を大いに喜ばれたこと、父が御子を満足されたことを意
味しています。 この動詞は、直説法アオリスト能動態（*ギリシャ語文法の用語）で
書かれています。 つまり、御子を常に積極的に喜ばれていたということです。

神は常に御子に満足されていました。

このことから、私は自分と主との関係について考え、主が私についても同じことを
言えるかどうかを考えました。 「私たちの人生は主に喜ばれているのか？」

どうすれば神を喜ばせることができるのでしょうか？ ありがたいことに、神は私た
ちに御言葉を与えてくださり、神様に喜ばれることを教えてくださいました。

まず第一に、私たちは信仰を持たなければなりません。へブル書には次のようにあ
ります。「信仰がなければ、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神
が存在しておられること、また、神は御自分を求める者たちに報いてくださる方で
あることを、信じていなければならないからです。」 (へブル11:6)

もう一つ、私が勉強していて見つけたのは、ローマ人への手紙12章で、パウロは
「自分の体を神に喜ばれる聖なる生けるいけにえとして献げなさい。」と書いてい
ます。[ローマ12:1〕。]

この「受け入れられる」という言葉は、多くの場合、「とても喜ばしい」や「喜ば
しい」と訳されています。 私たちの体を生きた聖なるいけにえとして主に捧げるこ
とは、主にとって喜ばしいことです。 

神が本当に望まれているのは、私たちなのです。 私たちが主のもとに来て、主とと
もに時を過ごし、信仰生活を送るとき、私たちは主にとても喜ばれるのです。 主
は、私たちの行いや宗教的な捧げ物ではなく、私たちを喜ばれるのです。

ヘブル人への手紙の著者は、「あなたはいけにえ、献げ物、焼き尽くす献げ物、罪
を贖うためのいけにえ、つまり律法に従って献げられるものを望みもせず、好まれ
もしなかった（律法に従ってささげられる供え物）」と宣言しています。 (へブル
10:8)
神は、私たちが、信仰によって、そして、自分の人生を神に任せ、委ねて、私たち
のうちで働いてくださいると神を信頼しながら、ただ生きていくことを最も喜ばれ
ます。 

それでは、最後のセクションである「イエスの血統」に取り組んでみましょう。 こ



れは、イエスの系図と言い換えることができます。 一度だけ読みますので、お付き
合いください。 

ルカ3:23-38；イエスの血統

この節では、ルカが提示したイエスの家系が紹介されています。 

聖書に記録されている系図は、これだけではありません。マタイもその福音書の冒
頭に系図を記しています。

これらの系図で興味深いのは、同じ家系を辿っているのではなく、ダビデの後に2
つの異なる家系に分かれていることです。 しかし、どちらもルカが書いているよう
に、イエスの父親とされるヨセフで終わっています。

マタイの福音書では、ダビデの息子ソロモンによる王の系譜をたどっていますが、
ルカの福音書では、学者の間ではナタンによる法の系譜と呼ばれています。 ナタン
はソロモンの兄であり、そのために家系に対する法的な優位性を持っていたので
す。

これらのリストの名前がなぜ異なっているのかという説明はたくさんありますが、
間違えようがないあるいは難しくない説明というのは１つもありません。

しかし、最も理にかなっていると思われ、最も問題が少ないのは、マタイとルカが
別々の親の系図をたどっているという説明です。 

マタイの系図は、イエスの父親とされるヨセフの系図だと考えられています。 一
方、ルカの系図は、イエスの父親とされる人物ではなく、母親のマリアの系図で
す。

また、「息子」と訳された言葉は、「義理の息子」となる人を指す場合にも使われ
ます。 ですから、「ヘリの息子」と書かれているのは、「ヘリの義理の息子」とい
う意味であり、ルカはマリアの家族をさかのぼっているのだと推測する人もいま
す。 

これは最も理にかなっていると思います。 ルカは非常に鋭い研究者、調査者であ
り、マリアが彼の最大の情報源の一つであった可能性が高いことをすでに知ってい
ます。 

ヨセフは、ルカが自分の福音書のために何かを見つけようと姿を現すずっと前、イ
エスが地上で宣教していた頃には死んでいたと推定されていました。 

ルカは、ヨセフがイエスの実の父親ではないことを知っていたし、ここでもそのこ
とをほのめかしているので、正確な系図を作るためには、イエスを唯一の人間の親
であるマリアからさかのぼらなければならないからです。 

ここで、私が指摘したいことは、以前にも指摘したことであり、ルカの福音書の主
要なテーマでもあるので、今後も指摘することになるでしょう。 

マタイはユダヤ人に向けて書いており、イエスをユダヤ人の王であり、待望のメシ



アとして紹介していたことに注意してください。 

そのため、彼の主な目的は、ダビデの王家の系譜をさかのぼり、アブラハムまで遡
ることでした。なぜなら、ユダヤ人との約束はアブラハムにあったからです。

一方、ルカはユダヤ人ではなく、異邦人に向けて書いており、イエスをユダヤ人の
王としてではなく、人の子、神の子として紹介しています。そのため、系図を最初
の人間であるアダムまでさかのぼっています。 

イエスは、神が創造した最初の人間にまで遡ることができる系図を持つ実在の人物
なのです。 

ルカがこのように説明した理由は明らかです。 これはユダヤ人のためだけの救い主
ではなく、ユダヤ人のためだけの良い知らせではなく、全人類のための救い主であ
り、人間から生まれたすべての人のための良い知らせであることを、彼の読者全員
に知ってもらいたいのです。 

福音は、ユダヤ人にも異邦人にも、すべての人のためのものなのです。 

そして、私が皆さんに残す質問は非常にシンプルです。 人の子、イエス・キリスト
を自分の人生の主、救い主としてあなたの信仰をおいていますか？

この質問にどう答えるかは、最も重要なことです。 これは、あなたが答えることの
できる最も重要な質問であり、あなたの人生に永遠に影響を与えるものです。 

私の願いと祈りは、私たち全員が福音のメッセージに応答し、人の子イエス・キリ
ストを通して与えられ救いの贈り物を受け取っていることです。 

祈りましょう。


