
ルカの福音書7章18～35節「バプテスマのヨハネ学ぶ人生の教訓」2021年10月17日分
歓迎：
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（航海から帰ってきた海軍の人もいらっしゃる方もしれません）や、ネット
で礼拝を守られていらっしゃる方を歓迎します。
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。
子供たちが向かっている間に、他の皆さんは聖書を開いてルカの福音書第7章をご覧ください。
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お使いください。  私たち
は、皆さんが御言葉に沿ってご自分で、神の言葉を読んでいくことが大切だと考えています。
今朝は、イエス・キリストの生涯と宣教において、イエス自身と弟子以外の主要な登場人物の
一人を見ていきます。  バプテスマのヨハネの生涯と働きに注目します。バプテスマのヨハネ
は、私たちの主の先駆者でした。  悔い改めのメッセージを伝え、イエスへの道を整えるために
遣わされました。  

今朝の箇所では、バプテスマのヨハネから貴重な人生の教訓を学ぶことにしましょう。  実際、
私たちの学びのタイトルは、まさに「バプテスマのヨハネから学ぶ人生の教訓」としていま
す。  

ヨハネが私たちに残した素晴らしい例や、私たちが共感し、学ぶことのできるヨハネの苦悩な
ど、今日の箇所を読み進めていく中で、ヨハネについて様々なことを観察していきましょう。  

今朝の箇所は、ルカの福音書7章18～35節です。 見ていくところがたくさんありますので、さっ
そく進みましょう。  

皆さん、ルカの福音書のところを開いていると思います。  皆さんには、主と御言葉に敬意を表
して、お立ちください。  これから今日の箇所を全部読んでから、この学びの時間に神の継続的
な祝福があるように祈りましょう。  

ルカは7章18節で次のように書いています... 

ルカの福音書7章18節です。
先週は、イエスが未亡人の一人息子を生き返らせたという話をしました。  そして、本文の最後
の節で、この信じられないような奇跡についての話が、広く広がっていることに注目しまし
た。  

イエスについての噂が国中に広まったのです。 7章17節によると、「この日の出来事は、あっと
いう間にユダヤ全土と回りの地方一帯に広まりました。」とあります。   (ルカ7:17)

今日の箇所の最初の節で、このうわさが洗礼者ヨハネの弟子の何人かの耳に入り、彼らがヨハ
ネに報告したとあります。
さて、ルカによる福音書を通して、バプテスマのヨハネについて学ぶのは、これが初めてでは
ありません。  



ルカはまず1章で、彼の両親であるザカリヤとエリザベトが彼を受胎し、誕生するまでの特別な
状況について語っています。
また、ルカによる福音書の3章では、バプテスマのヨハネが荒れ野で行っていた伝道について学
びました。  

神の言葉が彼に与えられました。「そこで、ヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪
の赦しを得させるために悔い改めの洗礼を宣べ伝えた。」（ルカ3：3）
多くの人々が彼のもとに出てきて、彼の説教によく応じ、洗礼を受け、自分の罪を悔い改めま
した。
彼は、とても大胆に説教をしました。  彼は誰に対しても真実を語ることを恐れませんでした。  

実際、それが最終的に彼を今の境遇に導いたのです。
バプテスマのヨハネについて私たちが最後に学んだのは、ガリラヤ地方を支配していたヘロデ
王を、事実、公然と叱責したということでした。   

ヘロデ王はヘロデヤと結婚しましたが、実は彼女は兄フィリポの妻でした。   これは間違った
ことであり、バプテスマのヨハネはヘロデにそう告げることに何の躊躇もありませんでした。  

(ルカ3:19-20)

しかし、ヘロデに反論した彼の行動によって、ヘロデはバプテスマのヨハネを捕らえ、牢獄に
入れてしまいました。  それ以来、彼はずっと牢獄にいることになります。  

そういうわけで、弟子たちは牢屋にいるバプテスマのヨハネのところに知らせに行かなければ
ならなくなりました。  弟子たちは、イエスのことを聞いて、そのことをヨハネに報告しに来ま
した。
ヨハネは、神の国のメッセージを恥じることはありませんでした。  彼は、神のメッセージを周
囲の人々に伝えることを恐れませんでした。  自分に降りかかる可能性のある結果にもかかわら
ず、彼は揺るぎませんでした。  そして、彼は私たちが従うべき素晴らしい模範となっていま
す。  

私たちは、ヨハネが示したような確信を持ちたいと願っています。  福音を恥じることのない信
念、どのような結果になっても、主のために大胆に生きようとする姿勢。
さて、このように弟子たちからイエスの驚くべき行動についての報告を受けたヨハネは、二人
の弟子をイエスのもとに送り、質問をさせることにしました。  19節と20節を読んで、ヨハネの
質問を見てみましょう。

ルカの福音書7章19～20節
ヨハネが二人の弟子を送って、イエスが「来るべき方」なのか、それとも別の方を待つべきな
のかを尋ねるというのは、少し混乱しています。  

なぜバプテスマのヨハネは、イエスがメシアを明確に指し示す「来るべき者」であるかどうか
を問うのでしょうか。

キリストが洗礼を受けるために彼のところに来たとき、ヨハネは主の道を準備するために荒野



で説教をしていた人でした。
ヨハネが、「見よ、世の罪を取り除く神の小羊だ。 『わたしの後から一人の人が来られる。そ
の方はわたしにまさる。わたしよりも先におられたからである』とわたしが言ったのは、この
方のことである。」と宣言したのです。(ヨハネの福音書1:29-30）
聖霊が鳩のようにイエスの上に降りてくるのをヨハネは、その場にいて目撃しました。
「「これはわたしの愛する子、わたしの心に適う者」(マタイ3:17)　という 天からの声を聞い
たとき、ヨハネは、その場にいました。
バプテスマのヨハネが、あれほど自信を持って宣言したことに疑問を持つようになったのはな
ぜでしょうか。
それは、満たされていない、実現していない期待ということに尽きるのではないでしょうか。  

バプテスマのヨハネは、メシアの働きがどのようなものかという考え、先入観を持っていまし
た。  

バプテスマのヨハネは、来るべきメシアについて、その方は、聖霊と火であなたたちに洗礼を
お授けになると語りました。  (ルカ3:16)

ヨハネは来るべきメシアの働きについて、あたかも大きな裁きであるかのように話しました。  

しかし、彼が聞いた親切で憐みのあるイエスについての話は、彼が考えていたメシアについて
の話とは一致していなかったのかもしれません。
バプテスマのヨハネも、他の多くの人々と同様に、来るべき人、メシアが新しい御国をもたら
すと信じていたのではないでしょうか。  

ヨハネは、当時の多くのユダヤ人と同様に、メシアが来てローマ政府を倒し、メシアが支配す
る地上の御国を建設すると信じていました。
また、彼の質問には、ヨハネが獄中にいたことも関係していると思います。  ヨハネは囚人であ
り、獄中での生活がヨハネを苦しめ、イエスが誰であり、何をしているのかという理解に疑問
を持つようになったのだと思います。
ヨハネは、キリストの働きについて聞いていました。イエスが行ったことは、イエスがキリス
トであること、「来るべき者」であることを明確に示していました。
ヨハネは、メシアの働きと宣教に関する旧約聖書の予言を知っていました。  イザヤが何を言っ
ていたかも知っていました。
イザヤ書２９：１８－１９には、「その日には、耳の聞こえない者が書物に書かれている言葉
をすら聞き取り盲人の目は暗黒と闇を解かれ、見えるようになる。苦しんでいた人々は再び主
にあって喜び祝い貧しい人々はイスラエルの聖なる方のゆえに喜び躍る。」と書かれていま
す。
イザヤ書35:4-6には、「心おののく人々に言え。『雄々しくあれ、恐れるな。見よ、あなたた
ちの神を。敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。』そのと
き、見えない人の目が開き聞こえない人の耳が開く。そのとき歩けなかった人が鹿のように躍
り上がる。口の利けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧きいで荒れ地に川が流れる。」と
あります。



イザヤ書61章は、イエスが故郷のナザレで公の宣教を始められた日に読まれた箇所です。  「主
はわたしに油を注ぎ主なる神の霊がわたしをとらえた。わたしを遣わして貧しい人に良い知ら
せを伝えさせるために。打ち砕かれた心を包み捕らわれ人には自由をつながれている人には解
放を告知させるために。主が恵みをお与えになる年」（イザ61:1-2a）。
メシアが行うことをリストアップすると、バプテスマのヨハネが疑問を持ち始めた理由が見え
てきます。
見えない人の目が開き　聞こえない人の耳が開く、心の傷ついた人は癒される、苦しんでいた
人々は主にあって喜び祝い、貧しい人には福音が伝えられる、足の不自由な人は鹿のように跳
ねる。  他には？  これらの御言葉によると、捕らわれ人には自由を、つながれている人には牢
屋を開くと、メシアは宣言するとあります。
もしかしたら、確証はありませんが、バプテスマのヨハネは、イエスが行っているすべての働
きを聞いて、これらのことをチェックリストのように見ていたのかもしれません。  

耳の聞こえない人　聞こえるようになる　チェック、
目の見えない人　見えるようになる　チェック　
足の不自由な人　歩けようになる　チェック、
貧しい人　福音が伝えられる　チェック、
捕らわれている人　自由が与えられる　うーん？　
つながれている人　牢屋が開かれる　うーん？
 
おそらくヨハネは、"私はまだ牢屋にいて、捕らえられている、どうなっているのか？"と思って
いたのではないでしょうか。  

もしかしたら彼は、イエスが自分を閉じ込められている独房から救いだしてくれると期待して
いたのかもしれません。
ヨハネの質問は、イエスが行っていることというよりも、行動していないことに関連していた
のかもしれません。  ヨハネが思い描いていたようには事が運ばなかったからです。  そして、
彼は疑い始めました。「他に探すべき人がいるのではないか？」「あなたがその人なのではな
いか？」と考え始めたのです。
みなさんもわかると思いますが、これは私たちにも時々起こりうることです。  私たちは、イエ
スがあるやりかたでで行動したり、あることをしてくれるなどと期待しますが、イエスがそう
されないとき、私たちは疑問を抱き、疑い始めることがあります。  

私たちはそのような傾向から、自分自身を守る必要があります。  イザヤが言った「神の道は私
たちの道にまさり、神の思いは私たちの思いにまさる」という言葉を思い出さなければなりま
せん。 （イザヤ書55:8-9）。
私たちが考えているように神様が物事を解決してくれない時、神様にはもっと良い計画と目的
があるということを確信することができます。

ヨハネは結局、牢屋からも出れず、イエスがローマ当局を打倒するのを見ることもなく、イエ



スが地上の御国を築くのを見ることもありませんでした。
それどころか、キリストへの信仰のために殉教し、先達の多くの預言者たちの仲間入りをしま
した。
でも、ヨハネは今の自分に満足していたのでいないかなと思います。  イエスがどのように解決
されたか、ヨハネは後悔していないのではないでしょうか。  神の計画が自分の計画よりも無限
に優れていることを確信し、実感し、理解しているのです。
ですから、次に自分が予想していた通りに物事が進まなかったとき、神に問うたり、疑いや最
終的には不信仰が自分の人生に入り込んでこないようにしましょう。  神の計画と方法は、私や
あなたが考えたり想像したりするものよりもはるかに優れていることを覚えておき、神の計画
とやり方を頼っても良いということを確信してください。  

続けて、イエスがヨハネの弟子たちにどのように答えているかを見てみましょう。  21-23節を
一緒に読んでみましょう。

ルカの福音書7章21～23節
イエスは、ヨハネの弟子たちにすぐに言葉で答えるのではなく、ご自分の働きで示しました。  

その間に、イエスは多くの人の病をなおし、悩みを解決し、悪霊を追い出し、多くの盲人を見
えるようにしました。
それから、イエスはヨハネの弟子たちに向かい、彼らが彼ら自身の目で見たことだけでなく、
イエスについて聞いたことをすべてヨハネに伝えてくるように言われました。  

そして、イエスは23節で興味深いことで締めくくりました。おそらくバプテスマのヨハネは、
イエスがヨハネのために行動を起こさないことに悩んでいたのではないかという考えを裏付け
ています。
そして、「わたしにつまずかない人は幸いである。」と言われました。
"offended "という言葉を調べてみると、この文脈では、「誰かに気分を害されること、その人
の性格、言葉、行動に腹を立てて、その人を拒絶すること 」という意味があります。
イエスはここでの発言から、ヨハネがイエスの行動やイエスがヨハネのために明らかに動いて
くれないことに悩まされていることを知っているようです。
祝福されているとは、神の好意を持っているということであり、神から満たされていることを
示す状態です。  

イエスは、私の言葉や行いにつまずかないなら、あなたは神の好意を持って、祝福され、満足
し、満たされると言われました。
イエスはヨハネの弟子たちに、実は、ヨハネに 「私の言葉や行動につまずかなければ、神の好
意を持って満足し、満ち足りるでしょう 」と伝えるように言いました。  

まるでイエスは、ヨハネが悩んでいることをよく知っていて、優しく叱る材料としてこの言葉
を送ったかのようですが、同時に、主の言葉を信頼し、主の行いを信頼するようにとの注意喚
起でもあります。  主は主ご自身が何をされているかをご存じだということです。  そして、ヨハ
ネはこの事実に満足することができるはずです。



今の時代、イエスのことで気分を害する人がたくさんいます。  彼の性格、言葉、行動に不快感
を覚え、そのために彼を拒絶しているのです。
現代の人々は、あなた方が、イエスの言葉を分かち合うと気分を害します。  彼らは、何が正し
くて何が間違っているのか、どうやって自分の人生を生きるべきなのかを誰かに言われるのが
好きではありません。  

その結果、神との正しい関係がもたらす充実感や満足感を得ることができないのです。  

今日は、この23節の言葉を真剣に受け止めていただきたいと思います。  政治的に正しいかどう
かよりも、聖書的に正しいかどうかを気にしましょう。  

私たちは、エペソ4:15の教えに従って、愛をもって真実を語るべきなのです。  

Warren Wiersbe ウォーレン ワーズビー氏は「愛のない真実は残忍であり、真実のない愛は偽善
である」と書いています。
私たちは残忍である必要はなく、偽善的であるべきでもありません。  それでも、私たちは愛を
もって真実を語り、そうすることで充実感や満足感を得ることができるのです。
さて、本文の24～28節を読み進めていきましょう。

ルカの福音書7章24～28節
ヨハネの弟子たちが去ると、イエスは群衆に目を向け、バプテスマのヨハネについて話し始め
ました。
次の数節では、人々が何を見るために荒野に出て行ったのかという主な疑問に関連して、一連
の質問をされます。
バプテスマのヨハネの働きが、非常に成功したことを覚えておいてください。  

マタイの福音書では、「バプテスマのヨハネがユダヤの荒野で説教をしに来た」とあり、「エ
ルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン周辺のすべての地域が彼のもとに出て行き、ヨルダンで彼か
らバプテスマを受け、自分の罪を告白した」とあります。(マタイ3:1, 5-6)

周りの人々が彼に会いに出てきたのです。
24節でイエスは「あなたがたは何を見に荒れ野へ行ったのか。風にそよぐ葦か。」
風に揺れる葦というのは、風の向きによって縦横無尽に揺れるものをイメージしています。  

人のイメージと結びつけて考えると、不安定な人、流行の思想に乗ってしまう人を表していま
す。
それは、バプテスマのヨハネのことですか。  不安定で、最新の主流の考えや意見に従うことに
熱心な人？  そうではありません。
むしろ、ヨハネはそれとは真逆の人物でした。  彼は権力者に対しても、発言する人でした。

彼は、宗教的エリートを「蝮の子ら」と呼び、彼らに悔い改めに値する実を結ぶことを要求し
ました。  

また、ヘロデ王がヘロディアスと不倫関係にあったことを指摘するなど、政治的な権力者に対
しても発言しました。



ヨハネは、風に揺れる葦ではありません。私たちもそうであるべきです。
エペソ人への手紙4章14節には、「こうして、わたしたちは、もはや未熟な者ではなくなり、
人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の、風のように変わりやすい教えに、もてあそばれた
り、引き回されたりすることなく」と書かれています。
私たちは不安定で、世間で流行っているどんな考えにも翻弄されるべきではありません。  私た
ちは、自分の信仰にしっかりと根ざし、地に足をつけていなければなりません。
さて、25節でイエスは尋ねます。  「何を見に行ったのか。しなやかな服を着た人か。」
柔らかい服とは、シルクやカシミアのような柔らかい素材で作られた、肌触りの良い服のこと
です。
イエスは、そのような人とは贅沢な生活をしていて、王の宮廷にいることを示しており、富と
権力のある人を象徴しています。
あのバプテスマのヨハネは、王の宮廷で最新のファッションに身を包んで生活していたので
しょうか？  そんなわけはありません。
ヨハネは、王の宮廷ではなく、荒野に住んでいたと言われています。そして、ラクダの毛を身
につけ、革のベルトをしていました。  ラクダの毛の表皮は、柔らかくてふかふかしたものでは
なく、粗くて硬いものです。
ヨハネは富裕層や権力者に影響されなかったし、私たちもそうあるべきではありません。  

ヤコブ2章には、「栄光に満ちた、わたしたちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔
てしてはなりません。」と書かれています。  

続けて、もし金持ちが立派な着物を着て来たとしても、来た貧乏人よりも贔屓目に見てはいけ
ないと話しています。  

また、神は、貧しい者を御国を受け継ぐ者として選ばれたこと、金持ちがいかにあなた方を圧
迫し、キリストの名を冒涜しているかを語りました。（ヤコブ2:5-7）
最新の流行を追い求めることで、時間を無駄にするのではなく、キリストに従い、信仰と従順
でシンプルな生活を送りましょう。
26節で、イエスは尋ねます。「では、何を見に行ったのか。預言者か。」

そうです！  バプテスマのヨハネは預言者であり、主に代わって話をする人でした。  しかし、
イエスは続けて「あなたがたに言います」とおっしゃいました。「ヨハネは預言者以上の存在
でした」と。
イエスは、バプテスマのヨハネが、普通の預言者以上の存在であると言われたのです。  彼は他
の旧約聖書の預言者の誰よりも優れていました。  

彼が預言者以上の存在である理由は、27節でイエスがマラキ3:1を引用しているところにありま
す。
「見よ、わたしはわが使者をつかわす。彼はわたしの前に道を備える」(マラキ3:1)

バプテスマのヨハネはただの預言者ではなく、メシアの到来を告げる預言者として選ばれたの
です。  



バプテスマのヨハネが現れる前の預言者たちは皆、将来現れる栄光や未来の出来事について
語っていましたが、ヨハネはそれらの「未来の出来事」の到来を告げる栄誉を与えられたので
す。
ヨハネは、主のために道を整え、主の到来を告げるという働きを与えられたので、他のすべて
の預言者よりも偉大な存在となったのです。  

必ずしも他の預言者よりも聖なる者、義なる者であったわけではなく、過去の預言の成就を見
とどけ、その予言の成就の一部となったのです。
そして、イエスは、「女の産んだ者の中で、バプテスマのヨハネより大きい人物は起らなかっ
た。しかし、天国で最も小さい者も、彼よりは大きい。」と言われます。
天の国で一番小さい者とは？  それは、あなたと私です。  ピリピ3章20節には、キリストにある
者は天に市民権を持っていると書かれています。
私たちの中で最も小さい者は、バプテスマのヨハネよりも大きいのです。  

どうしてそうなるのでしょうか？
繰り返しになりますが、それは個人の性格や神聖さ、自分の正しさとは関係ありません。  それ
は、キリストの中での私たちの立場や立ち位置に関係しています。
バプテスマのヨハネは、私たちが祝福されている新しい契約にあずかることができませんでし
た。  

彼は、キリストが十字架上での働きと墓に対する勝利によって新しい契約を立てる前に、首を
はねられて死んでしまったのです。  

彼は、新しい契約の恵みの恩恵を受けることができず、古い契約の律法の下で死んだのです。
チャールズ・スポルジョンは次のように書いています。「一般的に、最も暗い日でも、最も明
るい夜よりは明るいと言うことができるように、ヨハネは自分の秩序の中では最初であるが、
新しい秩序、すなわち福音の秩序の中では最後の方にいる。福音の中で最も小さい者は、律法
の下で最も大きい者よりも高い場所に立っているのである。」
キリストにある私たちの立場を考えると、キリストが私たちのために十字架上でしてくださっ
たことにより、私たちはバプテスマのヨハネよりも大きいのです。
しかし、ヨハネは非常に特別な預言者でした。  バプテスマのヨハネは、最終的に「彼はここに
いる」と宣言する人になるという祝福を受けました。  

そして私たちも、「彼はすでに来ている」と宣言するだけでなく、「彼は再び来る」と宣言す
るヨハネと同様の祝福があります。もしかしたらヨハネが受けた祝福より大きな祝福があると
言えるかもしれません。
私たちは、エキサイティングな時代に生きており、バプテスマのヨハネのように、キリストが
来られるという素晴らしいニュース、過去の初臨と未来の再臨を宣べ伝える機会があるので
す。
本文に戻りましょう。  29-30節には、イエスのもとに集まっていた人々の反応が記録されてい
ます。  読んでみましょう。



ルカの福音書7章29～30節
次第に、イエスのそばにいた大群衆は、さまざまな人たちが混じりあうようになりました。
多くの人々は、イエスの教えを信じて従っている人たちで構成されていました。  また、反対派
の宗教指導者たちも増えてきました。  この二つ集団のほかに、次に何が起こるかを見ようとし
ているやじ馬たちもかなりいました。
すべての人々が、イエスがバプテスマのヨハネについて語ったことを聞いたとき、さまざまな
人が集まっている中で、さまざまな反応があることは想像に難くありません。それがここの箇
所に書かれていることです。
ヨハネの宣教を受け、自分の罪を悔い改め、ヨハネからバプテスマを受けに出て行った人たち
は、神を正しいとしました。悪名高く、想像しうる最も悪い罪人の一人の取税人であっても、
神を正しいと認めたのでした。
ここでの考え方は、彼らが神の義を宣言したということです。  彼らは自分の罪を認め、悔い改
め、彼らの人生に対する神の御心に従ってバプテスマを受けました。
ヨハネの宣教を拒否した人たちは、ヨハネからバプテスマを受けに行かず、そうすることで神
の御心そのものを拒否していたのです。  

それでは、今日の箇所のところをつづけましょう。  31節と32節を一緒に読んでみましょう。

ルカの福音書7章31～32節
この節で、イエスはこの時代の人々に目を向けられました。全体的な文脈から、神の御心を拒
絶し、洗礼者ヨハネの働きを拒絶した人々、つまり宗教的エリート、パリサイ人、法律の専門
家である律法学者たちを、イエスは実にターゲットにしていることが分かります。
そして、イエスは当時の宗教的エリートについて何と言われたでしょうか？  彼らは、「市場に
座っている子供たちのようなもので、互いに呼び合って、「広場に座って、互いに呼びかけ、こ
う言っている子供たちに似ている。『笛を吹いたのに、踊ってくれなかった。葬式の歌をう
たったのに、泣いてくれなかった。』」と言いました。
これらの節は、言葉遊びであり、韻を踏んでいるため、詩調で書かれています。  アラム語でも
ギリシャ語でも、「踊る」と「泣く」という言葉は似たような響きを持っています。  英語では、
このちょっとした言葉遊びや韻を踏むことの効果を十分に表すことができません。
では、イエスはこのちょっとした言葉遊びや韻を踏んで使って何を伝えたかったのでしょう
か？   

イエスは、その時代の男性、つまり宗教的エリートを、何かの理由で癇癪を起こしたり、単に
無関心であったりする仲間（他の子供たち）に呼びかけている子供たちになぞらえました。
「笛を吹いて踊ろうよ」と声をかけても、無駄だった。  仲間たちは誘っても反応がありません
でした。
そこで子供たちは、仲間は踊って祝う気分ではないに違いないと考え、彼らがそのような演奏
をしたいかどうかを確かめるために、彼らに嘆きを告げて手を差し伸べました。
嘆いている間、彼らは応答を求めていましたが、それでも何も得られず、聖書には「彼らは泣



かなかった」と書かれています。
踊りも嘆きもせず、何の反応もありませんでした。
イエスは、今の時代の宗教的エリートを、仲間が手を差し伸べても反応しない、関わらない子
供たちに例えています。  

なぜイエスはこの世代を無気力な子供たちになぞらえたのでしょうか。  33節と34節がその理由
を教えてくれています。  見てみましょう。

ルカの福音書7章33～34節です。
イエスは、バプテスマのヨハネがこの世代に来たのに、ヨハネの話を聞いてその教えに従うど
ころか、人々はヨハネが悪魔に取り憑かれていると言ったと言います。
バプテスマのヨハネは禁欲者で、物質的な快適さを捨て、自分を厳しく律する生活をしていま
した。  

バプテスマのヨハネは、当時の快適な食べ物を食べず、イナゴや野生のハチミツを食べるな
ど、非常に自己管理が行き届いていました。  

また、ヨハネの誕生前にザカリヤを訪れた天使が「彼は主の御前に偉大な人になり、ぶどう酒
や強い酒を飲まず、」と宣言したことから、ナザレ人の誓いを立てたのではないかと考える人
もいます。(ルカ1:15a) 

ナザレ人の誓いの一部は、ワインや強い酒を断つことでした。
つまり、バプテスマのヨハネは、ほとんど何も食べず、土地のものを食べて生活し、人知れず
簡素な生活を送り、酒を断って来たのですが、宗教指導者たちは一様に彼に反応せず、彼が悪
魔に取り憑かれていると非難しました。
人の子イエスは、食べて飲んでいたので、罪深い過剰な飲食をしていると非難し、取税人や罪
人の類と一緒にされてしまったのです。
 イエスは、バプテスマのヨハネのような極端な自己否定の生活をされたわけではありませ
ん。  イエスは他の人たちのように飲んだり食べたりしてきたため、彼らはイエスを大食漢、酒
飲みだと偽って非難したのです。
一般的に、大食とは、食べ過ぎたり、自分勝手に食べたりすることです。  しかし、大食とは単
に食べ過ぎることではなく、過剰に与えられた生活を表すこともあります。  

ですので、このように、相反する2つの要素が提示されています。
バプテスマのヨハネは極端な自己否定の生活をしていましたが、彼らはヨハネに反応しません
でした。  イエスが来られて、彼らはイエスがバプテスマのヨハネとは逆で、過剰な生活と消費
をしていると非難し、彼らはまた、イエスにも耳を傾けませんでした。
まるでイエスが「誰が送られてきても、どっちらにしろ、あなた方は聞く耳を持たないだろ
う」と言っているようです。聞く耳を持たないだけではなく、聞く耳を持たない理由として、
下らない言い訳をするだろう」と言っているかのようです。  

バプテスマのヨハネには耳を貸さない、彼は悪魔に取り憑かれているから。
イエスの話は聞きたくない、彼は大食漢で、酒飲みで、罪人の友達だから。



宗教指導者たちは、何に対しても言い訳をしていました。  本当の問題は、バプテスマのヨハネ
やイエスではなく、彼ら自身の罪と頑固さであり、自分をへりくだらせて主に服従しようとし
ない彼ら自身のプライドだったのです。
私は、イエスの時代の世代と現代の世代には多くの共通点があると思います。  今日、主の言葉
に耳を傾け、主に身を委ねてイエス・キリストを信仰することをしない理由として、様々な言
い訳をする人がたくさんいます。
「私は善良な人間だから、主を必要としない」、「教会は偽善者でいっぱいだ」、「今は降伏
する準備ができていない、楽しみが多すぎる、年を取ってからする」、「科学を信じている」
などです。
どのような言い訳であれ、その根底には罪があり、その罪を解放しない頑固さとプライドがあ
るのです。
ヨハネの福音書3章19～20節には、この真理が説明されています。「そのさばきというのは、光
がこの世にきたのに、人々はそのおこないが悪いために、光よりもやみの方を愛したことであ
る。 悪を行っている者はみな光を憎む。そして、そのおこないが明るみに出されるのを恐れ
て、光にこようとはしない」
そして、罪が暴かれることで、確信が生まれ、自分が間違っていることに気づくのですが、現
代人は、自分のやっていることが間違っていると言う人の話を聞きたくないのです。  だから、
言い訳をするしかないのです。
もっと小さなことですが、教会の中でも同じようなことがあると思います。  クリスチャンとし
て、主に従う者としても、主の声に耳を傾けない、従わないために言い訳をしてしまうことが
あります。  

その言い訳は多くの場合、自己満足に帰結します。  

イエスは弟子たちに毎日、自分自身に対して死ぬことを求めています。  毎日、自分の十字架を
背負い、自分自身に対して死ぬことを。  

多くの場合、私たちはそれをしたくありません。  自分の計画、欲望、快適さを諦めたくない
し、主が求めていることのためにそれらを棚上げにすることもしたくないのです。
主は、同僚に主について話すように求めているかもしれませんし、私たちが持ち歩いている重
りを切り離すように求めているかもしれません。重りは必ずしも罪ではありませんが、それが
私たちの足手まといとなり、効果的かつ効率的に主と共に歩むことを妨げているのです。  もし
かしたら、主はあなたに教会での手伝いや、交わりに参加するように求めているかもしれませ
ん。
主があなたに何を求めているのか、あなたに呼びかけているのかはわかりませんが、主が何か
を求めていることは確かです。  主はあなたとの関係が終わっていないので、あなたのために何
かを用意してくださっているのです。  

主はあなたに何を求めておられますか？  最近、時間をとって主を求め、主がその答えを示して
くれるのを、待っていますか？  私たちは主に耳を傾け、言い訳をしないようにしなければなり
ません。



イエスの時代の宗教家たちは、主に耳を傾けようとせず、さまざまな言い訳をしました。彼ら
のようにならないようにしましょう。  主の声に耳を傾け、何かを求められたら従いましょう。  

言い訳をやめて、主があなたの人生への素晴らしい御心に導いてくださるようにしましょう。  

それでは、最後の35節で本文を終えましょう。  

 
ルカの福音書7章35節です。
イエスが「しかし、知恵の正しさは、それに従うすべての人によって証明される。」と言われ
たときに示された考えは、実を見ること、子孫を見ること、何が生み出されているかを見るこ
とです。
バプテスマのヨハネの知恵は何を生んだのか？  

バプテスマのヨハネは規律を重んじ、禁欲主義者で、ワインや日常の快適な生活を控え、荒野
で生活していました。  彼は主を愛し、自分が宣べ伝えるメッセージを恥じることはありません
でした。
イエスの知恵は何を生み出したのか？  

イエスも同様にシンプルな生活をされ、全人類を愛し、権威ある者として御言葉を教え、悔い
改めのメッセージを説き、数え切れないほどの人々の病気や病を癒し、悪魔が取りついた人も
癒しました。
この時代の知恵は何を生み出したのでしょうか？  賢者とは、宗教的エリートであるパリサイ人
や律法学者であると考えられていました。  彼らの知恵は何を生み出したのでしょうか？  

イエスはマタイ23章で、パリサイ人と律法学者について次のように述べています。「彼らは背
負いきれない重荷をまとめ、人の肩に載せるが、自分ではそれを動かすために、指一本貸そう
ともしない。」  (マタイ23:4）。
その世代の知恵は、自分たちが全く気にしないような重荷を人に負わせていました。
そして、知恵は子供たちによって正義とされます。  どちらが良いのでしょうか？  バプテスマの
ヨハネやイエスの知恵と、時代の知恵とでは。

バプテスマのヨハネとイエスが生み出したものは、今の世代のものよりもはるかに望ましいも
のであったことがよくわかります。
そして、私たちへの応用はとてもシンプルだと思います。  私たちの人生にはどんな実が結ばれ
ているでしょうか。  私たちの子孫に、私たちの人生の実に、知恵があるのか、それとも愚かさ
があるのか。  知恵はその子孫によって義とされるのです。

結論：
バプテスマのヨハネから多くのことを学びましたが、私たちはそれを心に留め、主が私たちを
御子イエス・キリストの姿に形作り続けてくださることを祈ります。  さあ、祈りましょう。


