
ルカの福⾳書7章11～17節 「ナインの貴重な情報」 2021年10⽉10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。  皆さんと⼀緒にここ
で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（航海から帰ってきた海軍の⽅もいるかもしれません）や、オン
ラインで礼拝を守られている⽅を歓迎します。

今から、⼩学⽣の⼦供たちを⽇曜学校のクラスに送り出しましょう。

それ以外の⽅は、今朝もルカの福⾳書の学びを続けます。  それでは、聖書を開い
て、ルカの福⾳書の7章をご覧ください。

もし、今朝、聖書をお持ちでない⽅は、周りの椅⼦の下に置いてある聖書を遠慮な
くお借りください。  私たちは、皆さんが御⾔葉を理解し、⾃分⾃身で神の⾔葉を
読むことが⼤切だと考えています。

先週、私たちは7章の学びを始めるにあたり、「すばらしい軍⼈」と題した学びで
始めました。  

ローマの⼀⼈の百⼈隊⻑の話で、死の床に横たわり、苦痛に苦しみ、動くこともで
きない彼のしもべを、イエスが必ず癒してくださるはずだという、信じられないほ
どの信仰を⾒ました。  

百⼈隊⻑はユダヤ⼈の⻑⽼たちに頼んでイエスを呼び寄せましたが、イエスが彼の
家に到着する前に、「イエスに⾃分の家に来ていただく資格はない」、「⾃分⾃身
もイエスの御前に出る資格はない」という⾔葉を伝えました。  

彼はただ友⼈たちを送って、イエスに「イエス様が⼀⾔おっしゃってくだされば、
⾃分のしもべが良くなること、癒されて完全なものになることを知っています」と
宣⾔したのです。  

イエスは、このローマの異邦⼈である百⼈隊⻑の信仰に驚かされ、「あなた⽅に⾔
うが、これほどの信仰はイスラエルの中でも⾒たことがない」と宣⾔されました。  
そして、百⼈隊⻑のしもべは、まさにその瞬間に癒されたと⾔われています。

さて、今朝の学びは、そこからルカの福⾳書の内容を続けていくことになります。  
今⽇の箇所はルカの7章11節から17節、タイトルは「ナインの貴重な情報」としま
す。

皆さん、主と主のことばをたたえてお⽴ちください。

まず、今⽇の箇所全体を読んでから、神の御⾔葉の中に⾶び込んでいく私たちに神
の助けがあるように祈ります。  私は聖書の新欽定訳から読みますが、他の訳の聖
書を読んでいる⽅は、頑張ってついてきてください。  ルカは、イエス・キリスト
の⽣涯と宣教についての記述を、11節で次のように続けています（R＆P）。

ルカの福⾳書7章11～12節。

この箇所は、先週7章の冒頭で取り上げた出来事の翌⽇に起こった出来事であるこ
とを知らせる簡単な時間の⽬印から始まっています。  



あなたの翻訳では、「すぐ後に」起こったと書かれているかもしれません。  ギリ
シャ語の直訳では「次の」となっていますが、実際の「⽇」を表す⾔葉はありませ
ん。  しかしも、実際の⽇にちは書かれていません。

「すぐ後」か「次の⽇」かは、重要ではありません。  重要なのは、この出来事
が、百⼈隊⻑のしもべの驚くべき癒しの直後に起こったことであることを理解する
ことです。

なぜそれが重要なのでしょうか？  それは、この時のイエスに従う⼈々の背後にあ
る全体的な興奮とエネルギーを理解するのに役⽴つと思うからです。

今⽇の箇所によると、イエスはナインという町に旅⽴し、多くの弟⼦たちと⼤勢の
群衆を伴っていたとあります。  

ナインの町は、カペナウムの町から南⻄に20数キロ離れたところにあり、⼀⽇がか
りの旅でした。  

具体的には語られていませんが、この群衆が感じているであろう興奮、熱意、そし
て全体的な期待感を想像することができます。  イエスは、死の床に伏していた⼈
を、⾔葉を発するだけで奇跡的に癒されたばかりでした。

イエスと⼀緒に旅をしているこの⼤群衆は、さらに信じられないようなことを⾒た
り聞いたりすることを期待していることは間違いありません。  さらに多くの奇跡
を⾒たい、⽬撃したいと思っているのです。  

この時、イエスの⼈気はまだ⾼まっており、⼈々は⼤きな興奮と期待を持ってイエ
スについて⾏っていました。  

それとは対照的に、イエスと⼤群衆が町の⾨に⼊っていくと、町の⾨の外に向かっ
ているその町の別の⼤群衆が現れました。

町の⾨の外に向かっていた別の⼤群衆は、⼤きな葬儀の列でした。  この葬儀の⾏
列は、未亡⼈の⼀⼈息⼦を乗せていたと⾔われています。  

ユダヤ⼈の葬儀は、地域全体を巻き込んで⾏われるのが普通でした。  派⼿で感動
的な⾏事でした。  

通常は、雇われたプロの嘆き悲しむ⼈が通りを歩き、泣き叫び、死を嘆き、⼈々に
参加を呼びかけながら、町の⾨の外にある墓地へと向かいました、その墓地に通常
亡骸を埋葬します。  

対照的なのは、⼈混みだけではありませんでした。 葬列の先頭には、先にでてきた
ように、イエスが後に⽣き返らせる運命にある、亡くなっている男性、⼀⼈息⼦が
いました。

そしてもちろん、神の独り⼦であるイエスは、他の群衆を率いていました。  イエ
スは⽣きてはいますが、死ぬ運命にあります。  彼は、世界の礎の前に屠られた⼦
⽺です。

イエスの⼈⽣の⽬的は、罪のない⼈⽣を送り、その⼈⽣を私たちのために無私無欲
で犠牲的に捧げ、⼗字架にかかり、私たちの罪の罰を受けることでした。



死ぬ運命にあった⽗なる神の独り⼦と、⽣きる運命にあった未亡⼈の独り⼦が出
会ったのです。  そして、町に⼊って⾏く喜びと興奮に満ちた⼤群衆が、町の外の
死の場所に向かう別の⼤群衆と出会ったのです。  

ここには、私たちが認識し、注意しなければならない霊的な絵が描かれていると思
います。  霊的に⾔えば、あなたも私も、そしてすべての⽣きとし⽣けるものは、
この⼆つの群衆のうちのいずれかに属しています。  

ひとつの群衆は、イエスに導かれ、都に⼊る運命にあります。  霊的に⾔えば、イ
エスに従う者、主であり救い主であるイエスに信仰と希望を置く者は、神が建て
造った都に到着するように運命づけられています。  

ヘブル11:16によると、神は私たちのために都を⽤意されました。

ヨハネの黙示録21章には、神のもとを出て天から下って来る、聖なる都、新しいエ
ルサレムが描かれています。  この都には、12の真珠の⾨があり、純⾦の道があり
ます。  神の栄光がそれを照らすので、太陽も⽉も必要ありません。神の⼩⽺、イ
エス・キリストがその光です。  

他の群衆の⾏き先は、都の外、神の天の家の外です。  彼らの⾏き先は死であり、
涙を流し、泣き叫び、⻭ぎしりをする暗闇の場所で、神様から永遠に離れることで
す。  その場所を聖書は「地獄」と呼んでいます。

霊的には、⾃分の⼈⽣をイエスに委ねていない⼈は、罪と不法の中で死んでおり、
神の都に⼊る望みはありません。  

ヨハネの福⾳書3章36節には、「御⼦を信じる⼈は永遠の命を得ているが、御⼦に
従わない者は、命にあずかることがないばかりか、神の怒りがその上にとどま
る。」と書かれています。  

あなたと私は、霊的にはこの2つの群衆のどちらかにいることを意味しています。  
あなたは、イエスに導かれて、イエスに希望と信頼を置く⼈のために神が⽤意され
た町で永遠に過ごす運命にある群衆の⼀員であることを確認してください。 もう⼀
⽅の群衆の⼀員にはなりたくないものです。

さて、今⽇のところを続けて、他にどんな貴重な情報があるか⾒てみましょう。    

ルカの福⾳書7章13節

この節では、イエスと、イエスのこの未亡⼈に対する⾏動について、3つのことが
書かれています。

第⼀に、イエスは彼⼥を⾒られたということです。  ギリシャ語で「saw ⾒た」と訳
されている⾔葉は、「単に何かを⾒たとか、何かに気づいた」という以上の意味を
持っています。  それは単に、イエスが他のすべてのものを⾒たように、彼⼥を⾒
たという意味ではありません。  

それ以上に、この⾔葉には「知覚」「⾒ること」「知ること」という意味が込めら
れているのです。  これは、イエスがこの未亡⼈を何気なく⾒ただけではありませ
ん。

彼は彼⼥を⾒て、彼⼥は彼の注意を引き、彼の焦点を合わせたのです。  イエスは



彼⼥を⾒て、彼⼥が経験していることを理解したのです。  

夫を失った未亡⼈が、たった⼀⼈の息⼦を失うという事態に直⾯していたのです。  

彼⼥の時代には、⼥性は主に家で仕事をし、家族の中の男性が外に出て賃⾦を得る
ことを頼りにしていました。  

彼⼥には家族がなく、夫も息⼦もいませんでした。  彼⼥は⼤勢の⼈々に囲まれて
いましたが、おそらく孤独で、⾒捨てられ、希望がないと感じていたことでしょ
う。

そして、イエスは彼⼥を⾒て、彼⼥が経験していること、感じている痛み、彼⼥の
状況の絶望感を察知し、知っていました。

私たちもまた、困難な季節、困難な時を経験し、傷つき、おそらく孤独で⾒捨てら
れたような、希望のない気持ちになることがあります。  チャーチファミリーの皆
さん、聞いてください。神はあなたが経験していることを⾒ています。  イエス
は、私たちが何を感じ、何を経験しているのかを⾒ておられ、知っておられます。  

私たちが礼拝する神は「⾒ておられる神」であり、創世記16章13節でハガルが宣⾔
したように、エル・ロイ（「私を顧みてくださる神」の意）です。  彼⼥はサライ
からひどい仕打ちを受けた後、彼⼥の前から逃げ出しました。  

そこで彼⼥は荒野で迷⼦になり、孤独になっていましたが、主は彼⼥を⾒て近づ
き、彼⼥に働きかけ、戻ってくるように励まし、⼦孫が⼤きく増え広がることを約
束してくださいました。  

主は私たちを⾒ておられ、私たちの状況、境遇を知っておられ、そのような状況の
中で、またそのような状況を通して、私たちに働きかけたいと願っておられます。  
主の⽬に余るものはなく、主はすべてを⾒ておられ、知っておられます。

箴⾔15:3はこう宣⾔しています。「どこにも主の⽬は注がれ善⼈をも悪⼈をも⾒て
おられる。」

詩篇34：15には、「主の⽬は正しい⼈をかえりみ、その⽿は彼らの叫びに傾く。」
とあります。

詩篇33:13は、「主は天から⾒渡し⼈の⼦らをひとりひとり御覧になり」と述べてい
ます。

へブル⼈への⼿紙4：13では、「そして、神のみまえには、あらわでない被造物は
ひとつもなく、すべてのものは、神の⽬には裸であり、あらわにされているのであ
る。この神に対して、わたしたちは⾔い開きをしなくてはならない。」と教えられ
ています。

主にある兄弟姉妹よ、まさにこのことを確信してください。  神は⾒ておられ、あ
なたが抱えているすべてのことを知っておられ、あなたを助けたいと思っていま
す。

さて、私はこの節で注⽬したいことが3つあると⾔いました。  1つ⽬は、イエスが
この未亡⼈を⾒たこと、2つ⽬は、イエスが未亡⼈を憐れんだことです。  



この「compassion 憐れみ」という⾔葉は、新約聖書には12回しか出てきません。  こ
の⾔葉は、「深く感動する」ことを意味しています。  

この元となる⾔葉は「bowels 腸」のことであり、当時、「腸」は愛や同情などの感
情が宿る場所だと考えられていたからです。  

今⽇、私たちは⼼をこれらの同じ感情が宿る場所として認識しています。  「誰か
のために⼼が痛む」とか「誰かを⼼の底から愛している」などと⾔います。  昔は
このような感情を表すのに、「⼼・⼼臓」ではなく「腸」を使っていました。

さて、興味深いことに、この⾔葉が12回使われているうち、9回はイエスが他の⼈
に抱いた感情を表しています。  

残りの3回は、イエスが教えたたとえ話の中で、神の私たちに対する愛に関する記
述の中に⾒られます。  

つまり、この⾔葉が使われるのは、ほとんどがイエスと私たちに対するイエスの愛
に関連しているのです。

イエスは、彼⼥を⾒て、彼⼥の状況を察知しただけでなく、彼⼥に対して憐れみの
⼼を抱きました。  イエスの⼼は、彼⼥のために働きかけ、彼⼥を慰めることを切
望しました。  

憐れみは、「あなたの痛みが私の⼼の中にある」と表現されます。  憐れみは他⼈
の痛みを感じ、⾏動に移すものです。  

イエスが教えられ、この⾔葉を使われたたとえ話の⼀つに、「良いサマリヤ⼈のた
とえ」があります。  

あるユダヤ⼈の男性が泥棒に⼊られ、服を剥ぎ取られ、傷を負って半殺しにしたま
ま放置されていたという話です。  

祭司がやってきて、その⼈を⾒たが、反対側に通り過ぎてしまった。  同じように
レビ⼈も来て⾒たが、この貧しい男の窮状には無関⼼で、彼もまた反対側に通り過
ぎた。

そして、サマリヤ⼈が来た。  彼は来て、その⼈を⾒て（イエスがこの未亡⼈を⾒
たことを説明するときに使われたのと同じギリシャ語）、その⼈をあわれんだ。(ル
カ10:33）。

彼は⾃分の⼼の中でこの⼈の痛みを感じ、それに対して何かをしようとしました。  
彼は傷に包帯を巻き、⾃分の動物に乗せて、宿屋に連れて⾏き、世話をしました。
(10:34)

イエスはたとえ話を終えるとき、3⼈のうち誰が泥棒に襲われたこの⼈の隣⼈かを
尋ねた。

イエスがこの質問を問うた律法の専⾨家は、「その⼈を助けた⼈です。」ときちん
と答えました。イエスは「⾏って、あなたも同じようにしなさい。」と⾔われた。
(ルカ10:37)

イエスは、私たちがどのように⼈を憐れむべきかを示してくださいました。  ⼈の
傷を感じ、それを⾏動に移すことができるために。  



イエスはこの⼥性を⾒て、彼⼥の痛みを感じ、それに対して何かをするように導か
れました。  そして、この聖句の3つ⽬のポイントにたどり着きます。

３つ⽬は、イエスが彼⼥にご⾃分の⾔葉を語られたことです。  彼⼥に「もう泣か
なくともよい」と⾔われました。  イエスはご⾃分の⾔葉で彼⼥を慰めようとされ
ました。

「もう泣かなくともよい」と⾔うことで、イエスは厳しいことや残酷なことを⾔わ
れたのではなく、慰め、励ましてくださったのです。  基本的には、「泣かない
で。  ⼤丈夫だよ。  私はあなたを⾒ていて、あなたが何を経験しているか知ってい
るし、あなたを憐れみ、あなたの痛みや傷を感じ、それをどうにかしようとしてい
る」と⾔っていたのです。

神は、御⾔葉を通して私たちをも慰めてくださいます。  詩篇119：50には、「あな
たの仰せはわたしに命を得させるでしょう。苦しみの中でもそれに⼒づけられま
す。」 とあります。

また、その数節後には、「あなたの裁きはとこしえに堪えることを思い主よ、わた
しは⼒づけられます。」と書いています。(詩編119:52)

パウロは、御⾔葉が書かれたのは私たちの慰めのためであり、私たちが希望を持つ
ためだと⾔っています。  （ローマ15:4） 

ですから、御⾔葉に浸りましょう。  神の⾔葉が、イエスにある希望を思い出させ
あなたを慰めてもらいましょう。  

2コリントには、「わたしたちの主イエス・キリストの⽗である神、慈愛に満ちた
⽗、慰めを豊かにくださる神がほめたたえられますように。 神は、あらゆる苦難に
際してわたしたちを慰めてくださる」（2コリント1:3-4a）とあります。

私たちがどのような状況にあっても、神は⾒ておられ、知っておられ、私たちを憐
れんでおられ、私たちに慰めの⾔葉を語り、私たちのために⾏動して、⼤きな慰め
と平安をもたらすことを願っておられることを確信することができます。

なぜ？  なぜ神は、私たちのあらゆる苦難や⼼の痛みを慰めてくださると約束され
ているのでしょうか。  

パウロは、第⼆コリント⼈への⼿紙第⼀章の4節以降で語っています。  「神は、あ
らゆる苦難に際してわたしたちを慰めてくださるので、わたしたちも神からいただ
くこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある⼈々を慰めることができます。」(2
コリント1:4)

神が私たちを慰めてくださるのは、私たちが経験したのと同じような苦難を経験し
ている⼈たちを慰めるためなのです。  

神は、私たちの傷や痛みを無駄にしません。  私たちが、神が私たちを慰めてくれ
たのと同じように、他の⼈々を慰めることができるように、私たちを慰めるために
傷や痛みを⽤いてくださるのです。  そして、ほとんどの場合、神が⽤いられる慰
めは、神の御⾔葉から直接もたらされることがわかります。  

それでは、この聖書の箇所の続きを⾒てみましょう。  14節の最初の部分を⼀緒に



読んで、ナインからのもう⼀つの貴重な情報に注⽬してみましょう。

ルカの福⾳書7章14節a。

ここで、簡単な観察をしてみたいと思います。

2つの群衆が出会ったとき、イエスはこの未亡⼈を⾒て同情し、⾃分が儀式的に汚
れてしまうようなことをしても構わないと思われました。  なぜなら、イエスは開
かれた棺の前に来たとき、それに触れたと⾔われているからです。  

ここでも、ギリシャ語では、この⾔葉の重みがより強く感じられます。  これは、
単に棺に軽く触れただけではありません。  この⾔葉には、「⾃分を固定する」
「付着する」「しがみつく」という意味があります。  イエスは開かれた棺をつか
み、棺を運んでいた⼈たちは⾜を⽌めました。  

私たちがつらい時、イエスは私たちをしっかりと掴みたいと思っておられます。  
私たちに触れ、強く抱きしめ、「⼤丈夫だよ」と教えてくれるのです。  イエスは
私たちの⼈⽣に触れ、私たちを掴んで離さず、私たちを慰め、私たちがいる場所で
出会うのです。

さて、この棺に触れることで、イエスはご⾃身を儀式的に汚されました。  聖書で
は、死体に触れた者は7⽇間、儀式的に汚れた状態になるとされています。(⺠数記
19:11)

イエスは⼿を伸ばして死んだものに触れることを恐れませんでした。  汚れてしま
うことを恐れず、誰かに奉仕したり、誰かの命に触れたりするためなら、喜んで⼿
を汚しました。  

ミニストリーは時に⾯倒なこともありますよね。  苦労している⼈、必要としてい
る⼈を助けることは、時に避けたいことです。  あなたと私は、傷ついている⼈、
苦労している⼈、⼈⽣で⼤きな困難に直⾯している⼈のニーズに応えるために、⼿
を汚すことをいとわないでしょうか？  私たちは⼿を差し伸べて、周りの汚れた⼈
たちの⼈⽣に触れることを望んでいるのでしょうか？

私の願いは、私たちがここでのイエスの例に従うことです。  私たちの周りにいる
⼈々のニーズに応えるために、⾃分の⼿を少し汚すこともいとわないのではないで
しょうか。  

それでは、14節と15節の続きを⾒てみましょう。

ルカの福⾳書 7:14b-15

イエスはこの死んだ⼈に直接話しかけて、「若者よ、あなたに⾔う。起きなさい」
と宣⾔されました。

イエス・キリストには、死に対する⼒と権威があります。  ヨハネの福⾳書では、
ヨハネが次のようなイエスの⾔葉を記録しています。「すなわち、⽗が死者を復活
させて命をお与えになるように、⼦も、与えたいと思う者に命を与える。」

イエスは死者を蘇らせることでこのことを証明し、⼗字架にかけられた後、ご⾃身
を死から蘇らせることで決定的に証明されました。

「『死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前のとげはどこにあるのか。』



死のとげは罪であり、罪の⼒は律法です。 わたしたちの主イエス・キリストによっ
てわたしたちに勝利を賜る神に、感謝しよう。」(1コリント15:55-57)

「arise 起きなさい」という⾔葉は命令形で書かれており、イエスはこの⼈に死から
起きることを命じていました。  イエスは、私たちにやりとげる⼒を与えてくださ
らないことをするようにとは決しておっしゃいません。  神は可能な者を呼ぶので
はなく、呼ばれた者を可能にされることを覚えておいてください。  

私たちは、神が私たちに求めたり、命令したりすることは何であれ、同じように神
が私たちにその課題を達成し、最後までやり遂げる⼒を与えてくださると確信を持
てます。  

イエスはこの⻘年に死から起きることを命じ、その能⼒を与えました。   

15節によると、死んでいた彼は座って話し始め、イエスは彼を⺟親にお返しになり
ました。

ここで、ルカの福⾳書の中で、イエスが誰かを死からよみがえらせたことが初めて
書かれています。  

もちろん、イエスがそのようなことをするのはこれだけではありません。  ルカの
福⾳書の次の章では、ヤイロの娘を⽣き返らせたことについて書かれています。

そして、主の御⼼なら、ずいぶんあとのことになりますが、ヨハネの福⾳書に進み
そこで、ラザロの死からの復活について読むことになります。  

ここの箇所は、イエスが誰かを死から甦らせたという最初の記述かもしれません
が、このようなことが初めて起こったわけではないこともわかっています。

旧約聖書の預⾔者の中には、死者を蘇らせるために⽤いられた者がいました。  

かなり似ている話としては、列王記上17章で、預⾔者エリヤが貧しい未亡⼈の息⼦
をよみがえらせたことが書かれています。

また、預⾔者エリシャも、列王記下4章で、貧しいシュネム⼈の⼥性の息⼦を⽣き
返らせました。  

このように、死⼈をよみがえらせる能⼒は、聖書の中で神が示してきたものです。  
しかし、興味深いことに、第⼀コリント⼈への⼿紙15章20節では、イエス・キリス
トは眠りについた⼈たちの初穂であると⾔われています。  

神が預⾔者を使い、イエス⾃身が⼈々を死からよみがえらせたといういくつかの記
録があるにもかかわらず、なぜイエスが眠りについた⼈たちの初穂と⾔われるので
しょうか。

これは良い質問ですが、答えはとても簡単です。  イエスは、死から復活された最
初の⽅で、⼆度と死を⾒ることも味わうこともありません。  

聖書の中で死からよみがえったすべての⼈々は、やがて⼆度⽬の死を経験しまし
た。  

イエス・キリストは、⼆度と死を⾒ることも味わうこともない、死者の中から復活
する⼈々の最初の実です。  イエスの復活は、永遠の命につながります。  



これこそが、イエスに希望と信仰を置いた⼈たちが待ち望むことなのです。

イエスが死からよみがえられたので、私たちも死からよみがえるという同じ保証が
あります。

1コリント15章はこう宣⾔しています。「死が⼀⼈の⼈によって来たのだから、死
者の復活も⼀⼈の⼈によって来るのです。 つまり、アダムによってすべての⼈が死
ぬことになったように、キリストによってすべての⼈が⽣かされることになるので
す。 ただ、⼀⼈⼀⼈にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、次いで、キリス
トが来られるときに、キリストに属している⼈たち、」(1コリント.15:21-23)

この⽣き返った⼈の中に、キリストに出会う前のあなたや私の姿を⾒ることができ
ます。  

パウロは、私たちがキリスト以前にどのような状態であったかを正確に描写してい
ます。  

エペソ⼈への⼿紙には、「さて、あなたがたは、以前は⾃分の過ちと罪のために死
んでいたのです。 この世を⽀配する者、かの空中に勢⼒を持つ者、すなわち、不従
順な者たちの内に今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。 わたした
ちも皆、こういう者たちの中にいて、以前は⾁の欲望の赴くままに⽣活し、⾁や⼼
の欲するままに⾏動していたのであり、ほかの⼈々と同じように、⽣まれながら神
の怒りを受けるべき者でした。 」 (エペソ2:1-3）。

私たちは、過ちと罪の中で死んでいました。  私たちは、⾁の欲望の赴くままに⽣
活し、⾁や⼼の欲するままに⾏動していたのであり、⽣まれながら神の怒りを受け
るべき者でした。

しかし、神の恵みが私たちに注がれたことで、すべてが変わりました。

パウロはエペソ⼈への⼿紙でこう続けています。「しかし、憐れみ豊かな神は、わ
たしたちをこの上なく愛してくださり、その愛によって、 罪のために死んでいたわ
たしたちをキリストと共に⽣かし、――あなたがたの救われたのは恵みによるので
す―― キリスト・イエスによって共に復活させ、共に天の王座に着かせてください
ました。 こうして、神は、キリスト・イエスにおいてわたしたちにお示しになった
慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを、来るべき世に現そうとされたのです。 
事実、あなたがたは、恵みにより、信仰によって救われました。このことは、⾃ら
の⼒によるのではなく、神の賜物です。 ⾏いによるのではありません。それは、だ
れも誇ることがないためなのです。」(エペソ2:4-9）。

今⽇の箇所のこの⻘年のように、神は私たちに豊かなあわれみを与えてくださいま
したが、それはこの⻘年がそれに値するからでもなく、私たちがそれに値するから
でもないのです。  それは、キリストを通して神の⼤きな愛が私たちに示されたか
らです。  神の⾮常に豊かな恵みが私たちに注がれ、命と救いが与えられたので
す。  

主はなんと素晴らしい⽅なのでしょう。  私たちは皆、かつては死んだ⼈間でした
が、神の恵みが私たちの中に働き、私たちを通して働き、私たちもキリストにあっ
て新しい命を与えられたのです。  



神のあわれみ、愛、恵みを賛美します。  それらがなければ、私たちはまだ、死と
暗闇だけを前にし、何もない街の外に向かう死⼈のままだったでしょう。  

それでは、最後の2節を⾒て、この学びを終えましょう。  16節と17節を⼀緒に読ん
で、最後にいくつかのヒントを⾒つけましょう。

ルカの福⾳書7章16～17節

この2節では、この⻘年が⽣き返った後に起こった結果を⾒ています。  ルカが⾔及
しているのは、5つの出来事です。  私と⼀緒に注意深く、そして素早く注⽬してく
ださい。

⼀つ⽬は、すべての⼈に恐れが⽣じたことです。  両⽅の群衆、つまり、そこにい
てこの信じられないような奇跡を⽬撃したすべての⼈が、⼤きな恐怖に襲われたの
です。

これは、彼らが突然イエスを恐れたということではなく、イエスがブギーマンであ
るとか、そういうことではありません。  

そうではなく、この「恐れ」とは、主に対する畏敬の念、つまり、深い尊敬と敬意
の念を意味しているのです。

現代の私たちには、主に対する畏敬の念や尊敬の念が⽋けていることがあると思い
ます。  神を恐れる気持ちが不⾜しているのです。  そして、それは私たちが切実に
必要としているものなのです。

聖書は、「主を畏れることは知恵の初め。無知な者は知恵をも諭しをも侮る。」と
教えています。(箴⾔ 1:7)

今⽇、真の知識を持たない多くの愚かな⼈々がいますが、それは主に対する健全な
恐れを持たず、主に敬意を示さず、⽣活の中で主を尊敬せず、畏敬の念を抱かない
からです。

「⽣ける神の⼿に落ちるのは、恐ろしいことです。」とヘブル⼈への⼿紙に書かれ
ていることを思い出すことができますように。(へブル10:31)

神は神であり、私たちはそうではありません。  この⼤きな違いを認識すること
は、私たちが冷静な⼼を持ち、謙虚になって主にゆだねることを助けるのです。  

⼆つ⽬は、彼らは神を恐れただけでなく、皆、神に栄光を帰していたことがわかり
ます。  

神が現れ、私たちの⼈⽣に⼤きな働きをしたとき、私たちの反応は神に栄光を帰す
べきです。  神に栄光を帰すとは、私たちが神に栄光を差し出し、神が誰であり何
であるかを認識し、賛美、礼拝、崇敬、そして私たちの⼈⽣そのものをもって神を
祝うことを意味します。

詩篇96篇は次のように述べています。「⼤いなる主、⼤いに賛美される主

神々を超えて、最も畏るべき⽅。諸国の⺠の神々はすべてむなしい。主は天を造ら
れ 御前には栄光と輝きがあり聖所には⼒と光輝がある。諸国の⺠よ、こぞって主に
帰せよ 栄光と⼒を主に帰せよ。御名の栄光を主に帰せよ。供え物を携えて神の庭に
⼊り聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。全地よ、御前におののけ。」(詩編 96:4-9)



私たちは、神を礼拝し、賛美するときに歌う歌の中で神に栄光を帰します。  しか
し、私たちは、また、⾃分の⽣活を通しても神に栄光を帰します。  

コリント⼈への⼿紙によると、私たちは「あなたがたは、代価を払って買い取られ
たのです。だから、⾃分の体で神の栄光を現しなさい。」と教えられています。
（1 コリント 6:20）

「だから、あなたがたは⻝べるにしろ飲むにしろ、何をするにしても、すべて神の
栄光を現すためにしなさい。」  (1コリント10:31)

イエスは、「あなたがたが豊かに実を結び、わたしの弟⼦となるなら、それによっ
て、わたしの⽗は栄光をお受けになる。」と⾔われました。(ヨハネの福⾳書15:8)

また、イエスは「そのように、あなたがたの光を⼈々の前に輝かしなさい。⼈々
が、あなたがたの⽴派な⾏いを⾒て、あなたがたの天の⽗をあがめるようになるた
めである。」と⾔われました。(マタイ5:16)

つまり、神は私たちの賛美や礼拝の中で栄光を受けるだけでなく、私たちの⽣き⽅
の中でも栄光を受け、すべてにおいて神の御名により、栄光と栄誉を受けるべきな
のです。

三つ⽬は、ナインの群衆がイエスを⾃分たちの間に現れた偉⼤な預⾔者として認識
していたことがわかります。  

この⼈たちがこのように⾔うのは理解できます。  イエスが未亡⼈の息⼦を⽣き返
らせたことで、先ほど⾒た、旧約聖書のエリヤとエリシャの話を思い出したので
しょう。  

この⼆⼈の預⾔者の働きは、実際にこの同じ地域で⾏われましたので、理解できま
す。

しかし、彼らが⾃分を預⾔者、それも偉⼤な預⾔者と宣⾔したのを聞いて、主はど
う感じられたのでしょうか。  イエスは預⾔者でしたが、それ以上の存在でした。  

そして、イエスを正しく理解することは、私たちができる最も重要なことの⼀つで
す。  イエスとは何者なのか？

2,000年前に⽣きていて、いいことをしたり、いい⾔葉を⾔ったりしていただけの⼈
だったのでしょうか？

単に良い教師であり、道徳的に優れた霊的指導者であったのでしょうか？

神に遣わされた預⾔者だったのでしょうか？  それとも、それ以上の存在だったの
でしょうか？

世の中には、イエスについて様々な種類の宗教的信念があります。

モルモン教徒は、イエスは神の霊の⼦であり、ルシファーの霊的な兄弟であると信
じています。

エホバの証⼈は、イエスは⼤天使ミカエルだと信じています。

イスラム教徒は、イエスは処⼥から⽣まれた神の預⾔者の⼀⼈だと信じています。
しかし、イエスの神格は否定しています。



ヒンズー教徒は、イエスは霊的な神の化身であると信じています。

仏教徒は、イエスは前世で、仏教の修⾏を⾏い⾼い悟りの境地に達したと信じてい
ます。

このように、イエスが誰であるかについては、さまざまな考え⽅があります。  イ
エスが預⾔者であるというのは正しいのですが、同時に⾮常に不完全なものでもあ
りました。  

イエスは、100％の神であると同時に100％の⼈間である、⾁体を持った神です。  
全⼈類の主であり、救い主です。  そして、この⽅をそのように認める者だけが、
救いにつながる神の恵みを受けることができるのです。  

あなたは、イエスが誰であるかを知り、理解するようにしてください。  あなたが
イエスについて何を信じるかが、あなたの永遠の運命を左右するからです。  

４つ⽬は、⼈々が「神はその⺠を⼼にかけてくださった」と証⾔したことが書かれ
ています。  この⾔葉がいかに真実であったか、しかし、彼らは⾃分たちの反応の
⼤きさを理解していなかったように思います。

ルカによる福⾳書の学びの中で、神がご⾃分の⺠を⼼にかけてくださったことにつ
いて、このような反応が出てくるのは初めてではありません。  

1章では、バプテスマのヨハネの⽗であるザカリヤが聖霊に満たされて、「ほめた
たえよ、イスラエルの神である主を。主はその⺠を訪れて解放した」（ルカ1:68）
と預⾔したことを思い出します。

このザカリヤの⾔葉は、⼝が開かれた後、神殿での奉仕活動中に天使の訪問を受け
た後に述べたものです。  

⼈々はこの⾔葉を、神が何らかの特別な代理⼈を通して特別な⾔葉を送ることを語
るときに使います。  

ですから、ここで⼈々が「神はその⺠を訪れた」と宣⾔するとき、彼らは必ずしも
イエスを、⾁体をとった神と認めているわけではなく、主の使者、主に代わって遣
わされた者と認めているのです。

神は確かにご⾃分の⺠を訪れ、何よりも彼らの⽬の前に⽴っておられたのです。  
イエスはインマヌエル、「私たちと共におられる神」です。  

そして、約2000年前に神がご⾃分の⺠を訪れてくださったように、神は再び私たち
を訪れてくださると約束されています。  現在、イエスは天上で私たちのために場
所を⽤意されています。

イエスはヨハネの福⾳書14章で、「⾏ってあなたがたのために場所を⽤意したら、
戻って来て、あなたがたをわたしのもとに迎える。こうして、わたしのいる所に、
あなたがたもいることになる。 」と約束してくださっています。 （ヨハネ14：3）

イエスは再び戻ってこられます。  イエスはご⾃分の⺠を訪問されます。  私たちが
⾃問しなければならないのは、私たちがイエスの再臨を受け⼊れる準備ができてい
るかどうかということだと思います。  

私の願いは、私たち全員が「はい」と答えられること、つまり、イエスが再び来



て、ご⾃分の⼈々を訪れる準備ができていることです。  

５つ⽬、最後に、この奇跡に対する最後の反応を⾒てみましょう。  イエスについ
ての報告が、ユダヤ全⼟とその周辺地域に広まったことがわかります。

イエスが⾏った、信じられないような奇跡について、噂はすぐに広まりました。  
このことは、宗教指導者たちがさらにイエスに注⽬し、ガリラヤで皆が話している
この男のことをさらに⽿にするようになり、実際にはさらなる困難を招くことにな
りました。  望まない注⽬を集めることになるのは確かです。

しかし、⼈が死⼈の中からよみがえったことによって⽣じたこの結果について考え
てみると、私たちのことを考えさせられました。そして、いかに私たちが主につい
ての⾔葉を伝えていくか、どのように主が私たちを死から救ってくださったか、信
仰による恵みによる希望と、主との和解というメッセージを伝えることで他の⼈に
同じ命を与えることができるか。  

私たちは⾃分の信仰を⼤胆に伝えていますか？  私たちは、イエス・キリストとそ
の福⾳のメッセージを周りの世界に広めることに全⼒を尽くしているでしょうか？

私たちは、キリストの福⾳が、ローマ1:16に書かれているように、信じる者すべて
に救いをもたらす神の⼒であることを知り、認識しているので、そのことを恥じる
ことはないでしょうか。 

⾒よ、「良い知らせを伝える者の⾜は、なんと美しいことか」(ローマ10:15b)

私たちの中に、まだ時間があるうちにこのメッセージを発信したいという願望と危
機感がありますように。

この⻘年が⽣き返ったことで起こった反応や対応を考えると、神は私たちがここで
いくつかのことを得ることを望んでおられると信じずにはいられません。

それは、私たちが神を聖なるものとして畏敬の念を抱き、⾃分の⼈⽣に神がしてく
ださったすべてのことに対して神を讃えることです。  私たちがイエスを単なる預
⾔者としてではなく、⾁体をとった神として正しく認識し、イエスが再び私たちを
訪ねて来られる準備をし、その⽇が来るまで周囲の⼈々に福⾳のメッセージを広め
ることです。  

アーメン？  アーメン。  祈りましょう。


