
ルカの福音書6章39～49節 「御国の生活」 第3回 2021年9月26日

歓迎と先週のまとめ

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、ネットで礼拝を守られている方を歓迎します。

小学生の子どもたちを、日曜学校のクラスに送り出しましょう。

今朝は、2週間前に始めた学びの続きです。 タイトルは「御国の生活」です。 今回
はパート3ですが、もし、最初の2つのパートを聞き逃した方は、私たちのホーム
ページで、日曜日の朝に行われるすべての説教をストリーミングまたはダウンロー
ドすることができます。 

これまでの覚書と復習ですが、私たちは、ルカによる福音書の第6章に記されている
イエスの有名な説教を見てきました、私たちが「平地の説教」と呼んでいる説教で
す。

マタイは、「山上の説教（山上の垂訓）」と呼ばれている、これと同じ、あるいは
似たような説教をマタイ書で書き記しています。 ルカとマタイの記述には微妙な違
いがあり、おそらくイエスはこの教えをさまざまな機会に複数の異なるグループに
伝えたのではないかと信じられています。 

私たちの学びでは、別の角度から物事を見るために、マタイの教えを参考にしてき
ましたが、大体において、これらは違う出来事として扱っています。 

イエスが教える説教は20節から始まり、6章の締めくくりである49節まで続きま
す。 

2週間前、私たちは20-26節を見て、御国の優先順位をどのように扱っているかに注
目しました。 この世の王国のために生きている人とは対照的に、神の国のために生
きている人を表す祝福と災いのリストを見ました。 

そして先週は、27-38節を見て、主に御国の原則にどのように重点を置いているかと
いうことに焦点を当てました。私たちの人生を築くためのルールであり、キリスト
の名を呼び求めて、キリストの道に従おうとする者への期待です。

第一の原則は愛を中心としたもので、神が私たちを愛したような愛、すなわち無償
の犠牲的な無条件の愛で私たちが愛することを神が望んでおられることを述べまし
た。

また、私たちは聖い生活を送らなければならないこと、つまりこの世の他の人々か
ら切り離された生活をしなければならないことにも触れました。 私たちの生活は、
主を知らず、キリストに人生をゆだねていない罪人たちとは異なっていなければな
りません。 

また、私たちはこの世のようになってはいけないだけでなく、主のようになるべき



であり、神を敬う生活を送るべきであることを述べました。

そして最後に、私たちは永遠のために生きるべきだと述べました。私たちの焦点は
天国にあり、ゴールを見失わないようにしなければなりません。 

私たちは刈り取りと種まきの世界に生きていますが、神に従う者には神が報いてく
ださることを忘れてはなりません。

すぐには起こらないかもしれないし、私たちが生きているうちには起こらないかも
しれないけれど、私たちには、すべてのことを見て知っておられる天の父がおら
れ、私たちがあきらめず、正しい行ないに疲れ果ててないなら、私たちが本当に父
の祝福、報いを刈り取ることができると保証してくださっています。 

さて、これでイエスの説教の3つ目、最後の部分に入ります。この最後の部分では、
いくつかの異なる「御国のたとえ」を扱います。 

イエスは、説教の最後に、弟子たちや集まっている人々に、いくつかのたとえ話を
されます。

イエスはしばしばたとえ話で教えられましたが、そのほとんどは、信者とそうでな
い人が混在する群衆に向かって話されたときでした。 

これらはルカの福音書の中で最初に出てくるたとえ話ですが、これが最後のもので
はありません。 ルカの福音書には、いくつものたとえ話が記録されており、それら
はルカの福音書全体に散りばめられています。

たとえ話とは、象徴的な意味を持つ短い道徳的な話のことです。 簡単に考えると、
たとえ話とは、天の真理を伝える地上の話ということになります。 

「たとえ話」という言葉自体が、「横に投げる」という意味を持っています。 地上
の道徳的な話を、霊的な真理と一緒に投げているのです。

たとえ話は、私たちに霊的な真理を教えてくれるものですが、それは、その道徳的
な話や発言の中に描かれている霊的な意味を、時間をかけて探し出す人にのみ与え
られるものです。

そして、それは今朝、私たちがしようとしていることです。 私たちはこれらのたと
え話を見て、地上の話、イエスの発言の真理、そしてそれらの意味するところを理
解し、そしてイエスがたとえ話から私たちに教えようと望んでいる霊的な真実を探
し出そうとしています。

それでは、今朝のテキストを読んでみましょう。そして、神の御霊が私たちを導
き、神の御言葉の学びと御言葉を生かせるように案内してくださるように祈りま
しょう。 

今日の箇所は、ルカの福音書6章39-49節です。 聖書をお持ちの方で、まだ開かれて
ない方は、ルカの福音書6章を開いて、私が今日の箇所を読むのについてきてくださ
い。



聖書箇所が開けましたら、主と主の言葉を称えてお立ちください。 私はNew King 
James Version(新欽定訳)の聖書を読みます。 もし、他の翻訳で読んでいる場合は
がんばってついてきてください。 ルカは、イエスの「平地の説教」について、39節
で次のように続けています。

概要

今日の箇所で、イエスは私たちに霊的真理や霊的原則を示すために、いくつかの異
なる発言をしています。 

私が思うに、イエスは5つの異なるたとえ話入れ混ぜて話しています。 あるものは
簡単な文であったり、あるものはもう少し複雑で、またあるものはイエスが私たち
に真意を教えるために使う仮定の状況です。

39節では、イエスはまず2つの簡単な質問をしています。

そして、40節では別の話がそれに続きます。 

そして、目に「もの」が入っている人について、ユーモラスで明らかに作り話のよ
うな話をされます。 

次に、木とその実についてのたとえ話をして、その話を人の場合だったらという話
になぞらえたり、人が語ることになぞらえたりします。 

そして最後に、全く異なる2つの基礎の上に建てた2人の人についての例え話をされ
ています。 

私たちは、イエスの霊の導きと案内のもとに、これらのイエスの宣言の一つ一つを
見て、道徳的な話や地上の話を理解するだけでなく、イエスがこれらの横において
いる発言が表す霊的な真理を理解するために、最善を尽くしましょう。 

まず、39節のイエスの発言から見てみましょう。

ルカ6:39；明白な質問

イエスはまず、答えが明らかな2つの簡単な質問をします。 

目が見えない人が目が見えない人をを導くことができますか？ その答えは明らかに
「いいえ」です。 

次に、「二人とも穴に落ちることはないのですか」と尋ねられます。 ここでもま
た、答えは明らかです。 答えは「はい」です。二人とも目が見えないので、穴に落
ちてしまいます。 

しかし、私を疑う人のために、マタイの福音書に記録されているイエスの言葉を見
てみましょう。 

イエスはマタイの福音書15章14節で、「目が見えない人が目が見えない人の道案内
をすれば、二人とも穴に落ちてしまう。」とはっきりとおっしゃいました。



イエスがこの言葉を言ったのは、パリサイ人を指してのことでした。 弟子たちがイ
エスのところに来て、パリサイ人たちがイエスの言ったことに腹を立てたことを伝
えました。 イエスの答えは、「彼らを放っておきなさい。 彼らは『目が見えない
人』の『目が見えない指導者』なのだから。」  

では、この二つの質問から、イエスは弟子たちにどのような霊的真理を示そうとし
ているのでしょうか。

私はここで、「目が見えない人が目が見えない人を導く」ことについてのイエスの
この質問について、2つの重要なことがあると考えています。

一つは、自分を導く人に注意する必要があるということです。 

私たちは、自分を教えたり、自分の人生に語りかけたり、自分に影響を与えたりす
ることを許可する人たちに注意することが大切だと思います。

残念なことに、世の中には権威やリーダーシップを持つべきでない人がいます。 教
会の中にもそのような人がいます。 

そのような人たちは、目が見えないリーダーです。 自分が進むべき方向を知らず、
ましてや人を導くこともできません。 

私は、リーダーの発言や教えをチェックすること、特に霊的な事柄で私たちを導い
てくれるリーダーをチェックすることが大切だと思います。 

使徒行伝では、べレアの人々が、非常に熱心に御言葉を受け入れ、そのとおりかど
うか、毎日、聖書を調べていたことを称賛しています。(使徒17:11) 

私たちは良きべリアの人々でなければなりません。 私は皆さんに、私と一緒に聖書
を学び、私が教えていることがおかしなナンセンスなことや、単に私自身の意見で
ないことを確認していただきたいと思います。 

このことは、イエスが尋ねたこれらの質問と、それを尋ねることによってイエスが
得ようとしていたことに関する私の第二の見解につながります。 私たちは、指導者
が盲目ではないことを心に留めておかなければなりませんが、同時に、私たちも目
が見えない人の役割を果たしていないことを確認しなければなりません。

私たちは聖書を学び、誰かが私たちを間違った方向に導いているかどうかを見極め
る必要があります。

自分が行くべき正しい道を知らなければ、簡単に道を踏み外してしまうことになり
ます。 盲目的な信徒になってはいけません。 

パリサイ人をはじめとする宗教指導者たちは、人々が盲目的に従う盲目の指導者で
した。 そして、イエスはここで、彼らが人々を危険な場所、つまり破壊の象徴であ
る溝や穴に導いていることを示しています。

私たちは、自分が進むべき方向を知り、自分が従うべきリーダーがそこに導いてく
れているかどうかを確認する必要があります。 自分の行くべき方向を知り、そこに



導いてくれるような人についていきましょう。

それでは、今日の箇所に移って、40節のイエスの発言を見てみましょう。 一緒に読
んでみてください。 

ルカの福音書6章40節：わかりやすい説明

イエスはここで、弟子は先生の立場上にいるのではなく、先生のようになる可能性
があるというわかりやすい説明しています。

 
弟子とは、最も基本的な理解では、学生、学習者、またはある種の生徒のようなも
のです。 先生や指導者の指導を受ける人のことです。 

しかし、新約聖書で使われている場合は、単なる生徒や学習者以上の意味を持って
います。 弟子とは、自分に与えられた教えを受け入れ、それを自分の行動のルール
とする信者のことです。 

イエスの弟子の場合は、自分たちに与えられたイエスの教えを忠実に受け入れ、そ
れを自分の行動の基準とすることを意味します。 

イエスがここで述べている基本的な真理は、影響力と模範の力について語っていま
す。 

弟子は、指導者から与えられた教えや指示に従うと、必然的に指導者のようになっ
ていくのです。

これは、イエスが弟子たちの足を洗った後、２階の広間で彼らに思い出させた真実
でした。 

「わたしがあなたがたにしたことが分かるか。あなたがたは、わたしを『先生』と
か『主』とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。わたしはそうである。 ところで、
主であり、師であるわたしがあなたがたの足を洗ったのだから、あなたがたも互い
に足を洗い合わなければならない。わたしがあなたがたにしたとおりに、あなたが
たもするようにと、模範を示したのである。はっきり言っておく。僕は主人にまさ
らず、遣わされた者は遣わした者にまさりはしない。」(ヨハネの福音書13章12～
16節）

イエスは、弟子たちが従うべきお手本を示されました。 イエスは弟子たちの足を洗
い、彼らに仕えられました。 

イエスが彼らの師であったからこそ、弟子たちはイエスがしたようにすべきだった
のです。 弟子たちは、イエスの例から学び、イエスのようにすべきでした。 それ
が、「僕は主人にまさらない」というイエスの言葉の意味でした。

「弟子はその師よりも偉大ではない」というイエスの言葉も同じです。

私たちはイエスよりも決して偉大になることはありませんが、イエスの教えに従え



ば従うほど、イエスのようになっていくのです。 

ここで注目していただきたいのは、イエスの言葉です。 「だれでも、十分に修行を
積めば、その師のようになれる。」と言っています。

イエスは、私たちに完璧さを求めているわけではありません。 私たちが失敗するこ
とを知っているからです。 完璧に訓練されたというのは、そういう意味ではありま
せん。

この「十分に修行を積めば」という言葉は、ギリシャ語で1つの単語であり、ある
特定の目的や用途、出来事のために、事前に準備されている、適している、装備さ
れている、という意味を持っています。

この言葉は、折れた骨が修復され、再び使えるようになることを意味しています。

また、破れた漁網が修理され、再び魚を捕ることができるようになったことを指し
て使うこともできます。

また、完全に作られた船に帆や索具を取り付けて、すぐに出航できるようにした状
態を指すこともあります。 

この言葉の基本的な意味は、あるものを適切な状態にすること、つまり、何かや、
誰かが課せられた仕事のために完全に装備されることです。

イエスがここでこの言葉を使ったのは、弟子たちが完璧でなければならないという
ことではなく、弟子たちが教師に最も似ているときに、十分に備えられ、求められ
たことを実行する準備ができるということを示しています。

2コリント3:18でパウロは、「わたしたちは皆、顔の覆いを除かれて、鏡のように主
の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと、主と同じ姿に造りかえられていきま
す。これは主の霊の働きによることです。」と語っています。

また、ローマ人への手紙8章では、神は前もって知っておられた者たちを、御子の姿
に似たものにしようとあらかじめ定められ、それは、御子が多くの兄弟の中で長子
となるようにされたことが語られています。 (ローマ8:29）。

私たちは、キリストと同じかたちに姿を変えられます。 主に従って歩むとき、私た
ちはますますキリストに似てきます。 神の御霊が私たちの中で、また私たちを通し
て働くことによって、私たちはイエス・キリストの姿に、捏ねられ、形作られてい
きます。

そして、私たちの行動や態度、全体的な性格が最もイエスに似ているときに、私た
ちは主に用いられる準備が最も整っているのです。 

つまり、この言葉の裏にある真実は、私たちは自分が従う人に似ていくということ
です。 ですから、リーダーを賢く選ぶことが大切です。 自分の人生に語りかけてく
れる人、自分を弟子にしてくれる人を選ぶことが大切なのです。

なぜなら、私たちは自分を導いてくれる人に似ていくからです。 これは、人生のさ



まざまな場面で見られます。 

大人になるにつれて、「親のようにはなりたくない」と思って努力しても、どうし
ても、親が何度もやっていたことを思い出すような行動や発言をしてしまい、「あ
あ、親と同じになってしまった」と思うことがあります。 それが悪いことでなけれ
ばいいのですが。

あるいは、結婚生活が長い人はどうでしょう。 お互いに学び合い、ともに成長して
きたからこそ、行動や態度が不気味なくらいそっくりになってしまうのです。 

私たちが自分の人生に語りかけ、私たちを形成してくれる人は、私たちが最もよく
まねたり、似てくる人たちです。

だから、あなたの人生に力や影響力を与える人には注意が必要です。 自分がそんな
人になりたいと思う人であることを確認してください。 

私たちクリスチャン、そして信じる者として、キリストの姿により近づきたいと
願っています。そのためには、キリストと、キリストの御言葉と、キリストの霊に
導かれ案内される必要があり、私たちを捏ね形作ってもらい、ますますキリストの
ようになるようにしていかなければならないのです。

次の2つの節を見てみましょう。この節では、多くの人にとって非常にデリケート
なトピックについて書かれています。 41節と42節を一緒に読んでみましょう。

ルカ6:41-42; 偽善的に他人を裁く

先週の学びの最後に、先週の最後の節に書かれていること、つまり「裁き」と「裁
くこと」についての話に戻ることをお伝えしました。

先週は、37節の「人を裁くな。そうすれば、あなたがたも裁かれることがない。人
を罪人だと決めるな。そうすれば、あなたがたも罪人だと決められることがな
い。」で始まる37節を見ましたが、これがクリスチャンとしてどのような意味を持
つのか、あまり時間をかけて説明しませんでした。

なぜそうしなかったかというと、今週、イエスのこの特別なたとえ話に入るとき
に、この問題を扱うことになると思ったからです。

さて、この話に入る前に、イエスが私たちのために解き明かそうとしている重要な
ことを理解しておく必要があります。 イエスが「人を裁いたり非難したりしてはい
けない」と警告されたのは、「人を見て、正直に状況を評価してはいけない」とい
う意味ではありません。 

イエスは、私たちが人を裁いたり非難したりするのと同じ尺度で、私たちも裁かれ
たり非難されたりするということを人々に警告していたのです。 イエスは、私たち
が決して裁いたり、判断力を働かせたり、ある状況を評価したりしてはいけないと
言っているのではありません。 

実際、私たちは聖書の中で何度も何度もそうするように促されています。 



ヨハネの福音書の中で、イエスは「うわべだけで裁くのをやめ、正しい裁きをしな
さい。」（ヨハネ7：24）と言っています。

第一コリント人への手紙の中で、パウロは、コリントの教会が、罪の中で生きてい
る兄弟を裁き、教会から追い出す必要があることを語っています。 

彼は姦淫の中に生きてきて、彼の父親の妻と寝ていたのですが、教会はそれをよし
としていました。 リベラルで開かれていることで、正しいことをやっていると教会
は考えていました。

しかし、パウロは、彼を教会から引き離すべきだと言いました。 「わたしは体では
離れていても霊ではそこにいて、現に居合わせた者のように、そんなことをした者
を既に裁いてしまっています。 つまり、わたしたちの主イエスの名により、わたし
たちの主イエスの力をもって、あなたがたとわたしの霊が集まり、 このような者
を、その肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それは主の日に彼の霊
が救われるためです。」  (1コリント5:3-5)

ですから、私たちは物事を評価し、それが正真正銘、本物であるかどうかを試す必
要があります。 しかし、それは慎重に、そして寛大に行わなければなりません。

人は裁かれるのが好きではありません。 それは人々が非常に敏感に反応する話題で
す。 人は、自分が誰かに裁かれていると感じると、非常に身構えてしまいます。 

そこで、イエスはここで、ユーモアを交えて、少し心を軽くして教えようとされて
います。 明らかに、イエスはここで少し誇張して、目から梁や板が突き出ている状
態で歩いている人について話しています。 ここでは文字通りの意味ではありませ
ん。

イエスはこのユーモラスな話を使うことで、場の雰囲気を少し明るくし、なおか
つ、人がある問題に悩んでいるときに、その人を助けるためにどのように適切に対
応すべきかという問題に取り組むことができました。 

この例え話は、人を裁くことについてです。 イエスは、多くの考えやアイデアを伝
えるために、ちょっと馬鹿げた例えを使っています。 今日の箇所から4つを取り上
げます

最初に注目すべきことは、私たちはしばしば、他人の人生における罪を簡単に見つ
けることができるということです。 私たちは、兄弟の目の中にあるごみに簡単に気
づくことができます。

私たちが他人の罪を簡単に気づくことができるのには理由があり、それは自分が悩
んでいる罪と同じだからだと思います。

ある男の目の中にしみがあることに気づきます。speckという言葉を調べてみる
と、おがくずや破片、小さなチップや木のかけらのことを指しています。 

一方、自分の目の中に丸太がある人がいますが、これも同じ素材である木でできて



います。

自分の目の中に板がある人は、兄弟の目の中にある小さな木の破片をすぐに見つけ
ることができます。それは彼が同じようにもがいているからです。

私の息子たちがまだ小さかった頃、家族で食事の準備をしていた時のことを思い出
します。息子たちがまだ小さかった頃、家族で一緒に食事を食べようとしていまし
た。家族みんなでテーブルについて、私たち主に私たちの食べ物に感謝をしようと
していました。私は息子たちに「目を閉じてお祈りして、神様に食べ物に感謝しよ
うね」と言いました。 私は主が与えてくださった食事にたいして、感謝して祈りま
した。そして、最後に「アーメン」と言って祈りを締めくくりました。 そして、
「アーメン」という言葉が私の口から出てくるやいなや、息子の一人が「パパ、パ
パ、だれだれは、お祈りの時に目を閉じていなかったよ」と口走ったのです。 

私はたいてい驚いたふりをしますが、実際には驚いていませんでした。そして、 
「本当？　それはあまり良くないな？」 と言うと、彼らは「そうだね、お父さん、
それは本当に良くないね」と心から同意します。 そして、私は息子にこう言いま
す。「どうして兄弟が目を閉じていないとわかったの？」  そうすると、彼らは本当
に静かになるんです。

子供たちが、兄弟の罪を簡単に気づくことができることを考えると、ちょっと可愛
くて面白いですが、キリストにある兄弟姉妹たちにそういうことをするということ
を考えるとあまり可愛いことではありません。

裁くことについて注目すべき2つ目のことは、私たちが自分の罪をなかなか認めない
ということです。 自分の目からツーバイフォーの柱を突き出して歩いているくら
い、周りの人から見れば明らかな罪であっても、それを否定したり無視したりする
傾向があります。

イエスは、丸太を持った男が自分の目の中の丸太を認識していないと表現しまし
た。 彼は自分の目の外に突き出ている丸太を全く見ていなかったのです。 

イエスはこのたとえ話の中にでてくる「仮想上の人」に、「どうして兄弟に、自分
の目に入っている丸太を自分自身が見ていないのに、『兄弟よ、あなたの目に入っ
ているおがくずを取りましょう』と言えるのか 」と問いかけます。 あなたは想像で
きますか？ 

その良い例が、第2サムエル記12章にあります。 

12章では、預言者ナタンがダビデ王に会いに来て、ダビデに、ある町に住む二人の
男の話をし始めます。 一人の男は金持ちで、もう一人は貧しかった。 金持ちの男は
たくさんの羊の群れを持っていたが、貧しい男は一匹の小さな羊の子を持っている
だけだった。 金持ちの男は、町に来客があったとき、自分の羊の群れからその人の
ために食事を用意する代わりに、貧しい男の一匹の雌羊を盗んで、旅人のために食
事を用意した。



ダビデはこの話を聞いて激怒し、ナタンに言った。「主は生きておられる。そんな
ことをした男は死罪だ。 小羊の償いに四倍の価を払うべきだ。そんな無慈悲なこと
をしたのだから。」(2サムエル12:5-6)

その時、ナタンはダビデに 「その男はあなただ。」と言いました。 そして、ダビデ
がヘト人ウリヤの妻バテシバをとって、彼女と寝て、戦闘中にウリヤをアンモンの
人々の犠牲にし、殺した罪を責め続けたのです。

この話は、ダビデとバテシバとの罪を語っているとすぐにわかるものでしたが、ダ
ビデはそれが見えていませんでした。 

彼は、その話と自分の話を合わせることすらせず、自分がそのような男であること
に気づかなかったのです。 

彼は、目にツーバイフォー材を入れて歩いている男のようでした。 彼は相手を非難
していましたが(付け加えるなら非常に厳しく)、自分の罪の方がはるかに大きいこ
とに気づかなかったのです。

人を裁くとき、私たちはしばしば自分自身の罪については考えません。

パリサイ人は、姦淫の行為をしている女性をイエスの前に差し出したとき、このよ
うな罪を犯しました。

イエスは「あなたがたの中で罪のない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい」
と言われました。(ヨハネ8:7)

パリサイ人は、すぐに非難しましたが、自分たちの罪には目をつぶりました。

注目すべき第三の点は、人を裁く前に、まず自分自身を裁かなければならないとい
うことです。 

イエスは、兄弟を助けることを禁止したのではなく、兄弟の役に立つ前に、まず自
分自身の問題を解決しなければならないことを明確にしたのです。

「まず自分の目から梁を取りのけるがよい。そうすれば、はっきり見えるように
なって、兄弟の目からちりを取りのけることができるだろう。」 

主に用いられて人を助け、仕えるためには、まず主との関係が良好でなければなり
ません。

私たちは模範となって導かなければなりません。 

主にある兄弟姉妹を励ますなら、自分が説いていることを実践しているかどうかを
確認するべきです。 そうでなければ、目に梁が刺さったこの人のようになってしま
います。 イエスは彼を偽善者と呼びました。

偽善者になってはいけません。主の前で自分の問題に対処し、そののちに、他の人
を助けることができるのです。

最後に4つ目のポイントは、「裁く」ということは、非常に注意深く、繊細に行わ



なければならないということです。

イエスが裁きについて語るときに、人の目のおがくずを例に挙げられたのは偶然で
はないと思います。

目は人間の体の中でも、とても繊細でデリケートな部分です。 

もし主があなたに、兄弟姉妹の生活の中の罪に直面して助けるようにと言われた
ら、愛と細心の注意を払ってそれを行うようにしてください。

全力で突撃して、相手の目に指を突っ込むようなことはしないでください。 状況を
敏感に察知し、思いやりと励ましの気持ちを持ってください。 

罪を非難しますが、それ以上にダメージを与えたり、痛みや傷を与えたりしないよ
うに最善を尽くしてください。

誰かの目に指を突っ込むと、おがくずのかけらより傷つけることになります。 です
から、兄弟姉妹のところに行くときは、そのことを思い出してください。

人を裁くのと同じように、私たちも裁かれるということを忘れないでください。 で
すから、繊細にふるまい、思いやりを持ち、自分の罪に盲目でないことを確認し、
他の人の歩みを助けようとする前に、自分の主との歩みが良好であることを確認し
てください。

それでは、今日のところを続けて、イエスが話された木とその実を扱った次のたと
え話を見てみましょう。

ルカ6:43-45；木とその実

イエスがたとえ話をされるとき、地上の話と一緒に、霊的な真理の適用を実際に与
えることがあります。 

ここのところでは、イエスが木とその実について語っています。 私たちにとって幸
いなことに、この例では、イエスが　明らかにしようとしている霊的な真理を私た
ちにも示しています。 

ですから、私たちはこれを理解するために多くの時間を費やす必要はありません。 
イエスは、この木とその実についてのたとえ話は、人々の言葉と、それが本当の意
味での内面を示すものであることを教えています。

このたとえ話は、私たちに、ある特定の木から実る果実の種類を眺め、観察するよ
うに命じています。 どのような木かは、その木に実った果実でわかります。

りんごの木にはりんごが、みかんの木にはみかんが、柿の木には柿が実ります。 

柿という言葉をご存じない方は、persimmonのことです。良い木には良い実がな
り、同様に悪い木には悪い実がなるか、全く実がなりません。 

そして、良い木は悪い実を結ばず、もちろん悪い木は良い実を結ばないのです。 実
をみるだけで簡単に良い木か悪い木か見分けることができます。



これを私たちの人生に当てはめると、イエスは、私たちの口から出る言葉は、内面
にあるものの、言うなれば「実」であるとおっしゃいます。 

良い人は、その心の良い宝から良いものを生み出します。 悪人は、その心の悪の宝
から悪を生じさせます。 

私たちの言葉は、私たちが思っている以上に私たちのことを語っており、ある人は
良い人であり、ある人は悪い人であることを明らかにしています。 

人は一時的に芝居をうつ打つことができますが、やがて実を結び、やがて口から出
るものによって内側にあるものが明らかになります。 

イエスは、「あなたがたに言うが、審判の日には、人はその語る無益な言葉に対し
て、言い開きをしなければならないであろう。 あなたは、自分の言葉によって正し
いとされ、また自分の言葉によって罪ありとされるからである」と言われました(マ
タイ12:36-37)

「どういうこと？」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。 その答えは、
ローマ人への手紙10章にあると私は信じています。

ローマ10章には、「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。」とあり
ます(ローマ10:9-10)

ローマ10章では、心で信じれば、口が告白して救われると断言しています。 もし、
キリストが私たちの罪を清め、私たちをきれいに洗ってくださらなかったら裁きの
日に受けたであろう非難から救われるのです。 

さて、あなたの言葉遣いは、本当のあなたをどのように表していますか？ あなたの
話し方は、あなたが主に従う者であることを示していますか？ 真実を語り、あなた
の話し方で神を敬い、人に親切に話していますか？ 

エペソ4:15では、愛をもって真実を語るようにと勧められています。

コロサイ人への手紙の中で、パウロは私たちにこう言っています。「いつも、塩で
味つけられた、やさしい言葉を使いなさい。そうすれば、ひとりびとりに対してど
う答えるべきか、わかるであろう。」（コロサイ4：6）

私たちの言葉は重要であり、私たちの口から出てくるものは、私たちの心の中にあ
るものを示しているに過ぎません。

では、この最後のたとえ話に取り組み、イエスがどのようにこの説教を締めくくっ
たかを見てみましょう。

ルカ6:46-49；二人の建築家と彼らが築いた基礎

イエスの「平地の説教」の最後の部分は、二人の建築家と家を建てる基礎について



のたとえ話です。

今回もイエスは、私たちに伝えようとしている霊的な真理を教えています。 今回
は、46節と47節で真理を説明し、それに続いて、この真理を説明するための例え話
をされています。

ここで強調されているのは、イエスを「主よ、主よ」と呼びながら、イエスが言わ
れたり教えられたりしたことを実行しない人々のことです。

イエスを「主」と呼ぶことは、イエスへの忠誠と献身を表明することです。 あなた
は自分自身をイエスの権威に服従し、自分の人生をイエスに委ね、イエスとイエス
の教えに従った人生を送ることを誓っているのです。

イエスは、人々が自分を「主」と呼びながら、イエスが命じたことに実際に従わな
いという考えに困惑しています。 それは全く意味のないことです。 

イエスが主であれば、あなたはイエスの命令に従うはずです。 イエスは、「あなた
がたは、わたしを愛しているならば、わたしの掟を守る。」と宣言されました。(ヨ
ハネの福音書14:15)

また、ヨハネは、「わたしたちは、神の掟を守るなら、それによって、神を知って
いることが分かります。『神を知っている』と言いながら、神の掟を守らない者
は、偽り者で、その人の内には真理はありません。 しかし、神の言葉を守るなら、
まことにその人の内には神の愛が実現しています。これによって、わたしたちが神
の内にいることが分かります。 神の内にいつもいると言う人は、イエスが歩まれた
ように自らも歩まなければなりません。」(1ヨハネ2:3-6)

イエスは、人々がイエスのもとに来て、イエスの言葉を聞き、そしてイエスの言葉
を行動に移す必要性を強調していました。

この真理を説明するために、イエスは2人の建築家が同じような家を建てる例え話
をしています。 

唯一の違いは、家を建てた基礎です。 

一人の人は深く掘って、岩の上に基礎を作りました。 

もう一人の人は、わざわざ深く掘って基礎を作らず、ただ地面や土、表土の上に家
を建てました。 

そして、この2つの家は、おそらく襲ってきた嵐による洪水の悪影響を同じように受
けました。 

岩の上に建っていた家は、しっかりとした基礎の上に建っていたので、洪水にも耐
えられました。

岩の上に建っていた家は、しっかりとした基礎の上に建っていたので洪水に耐えら
れましたが、基礎のない家は倒れてしまい、大きな被害を受けました。



では、このたとえ話は、霊的にはどのようなことを教えてくれるのでしょうか。

霊的に言えば、岩の上に基礎を築くというのは、イエスのもとに来て、イエスの言
葉に耳を傾け、イエスの教えに従う人に例えられます。 岩の上に建てるとは、私た
ちが人生を築く土台がイエス・キリストの教えであることを意味します。

イエス・キリストとその教えがしっかりとした土台であり、それ以外に私たちが築
くことのできる土台はありません。

1 コリント 3:11 には、「イエス・キリストという既に据えられている土台を無視し
て、だれもほかの土台を据えることはできません。」とあります。

イエス・キリストの上に私たちの土台を築くということは、少し深く掘り下げ、私
たちがイエス・キリストの教えに身をゆだねるために、いくつかの犠牲を払わなけ
ればならないということかもしれませんが、私たちの人生が永遠に存続するために
は、それだけの価値があるのです。 私たちは、イエス・キリストという岩の上に自
分の人生を築かなければなりません。

前の、木とその実の例え話で、イエスは私たちの言葉、会話の重要性を語りまし
た。 しかし、ここでは、私たちの行動、つまり神への応答に重点が置かれていま
す。 

私たちは、単に御言葉を聞くだけではなく、御言葉を実行する者でなければなりま
せん。

ヤコブはその手紙の中で、もし私たちが御言葉の実行者でなければ、自分自身を欺
いていることになると言っています。

「御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、聞くだけで終わる者になってはい
けません。」(ヤコブ1:22)

どのようにして自分を欺くのでしょうか？ 単に神の言葉を聞いたり、神の言葉を
知ったりするだけで、神との正しい関係という祝福がもたらされると考えるからで
す。 

イエスはルカ11:28で「むしろ、幸いなのは神の言葉を聞き、それを守る人であ
る。」と言われました。

また、ヨハネの福音書13：17では、「このことが分かり、そのとおりに実行するな
ら、幸いである。」と言われました。

祝福は、神の言葉を守り、神の言葉を行うことで得られます。

多くの人が教会に来て神の言葉を聞き、多くの人が神の言葉を読んでいますが、実
際にそれを自分の人生に適用し、適切な変化をもたらす人はそれほど多くありませ
ん。

ここのところが私たちの違うところです。 私たちは、神の言葉を自分の人生に適用
し、ただ聞くだけではなく、御言葉を実行する者にならなければなりません。



まとめ

イエスの説教は、なんと気の利いた方法で締めくくられました。 イエスは、御国の
生活に関連した素晴らしい真理をすべて教えてくださいました。

イエスは、御国の優先順位、御国の原則について話し、最後に御国のたとえ話をさ
れました。 

そして、最後に言われたことは、基本的に「さあ、これらのことをすべて実践しな
さい。 私の言葉を聞くだけではなく、私の言葉を実行する者となりなさい。これら
すべてのことをあなたがたの人生に適用し、御国、天の国のために生きなさい。

そして、これが私たちの適用でもあります。　過去数週間に渡って解き明かされた 
これらの素晴らしい真実を取り、あなたの生活に生かし、あなたが神の国のために
生きているかどうか、あなたの優先順位が神の国の優先順位と一致しているかどう
か、神の国の原則に従って生きているかどうか、そして神の国のたとえ話で与えら
れたこれらの霊的真理を適用しているかどうかを確認してください。 

アーメン？ アーメン!  祈りましょう。


