
ルカ8:1-15「神の言葉と私たちの心」2021年10月31日 

ようこそ   

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。 

新しくこられた方、オンラインで礼拝を守られている方を歓迎します。 

続ける前に、小学生の子供たちを日曜学校のクラスへ送り出しましょう。 

この一週間は、ミニストリーに携わっている者も、軍人の皆さんにとっても、本当

に忙しい一週間でした。  主への礼拝で週を始め、前の週からの休息を見つけ、こ

れから始まる週への力を得るのは良いことです。   

多くの方にとって、アクティブ・シールドの演習やそれに伴う不便さに対処しなけ

ればならず、少し大変だったのではないでしょうか。   

Farahと私は基地のフェンスの外側に住んでいるのですが、あらゆる装備で身を固

めた男たち、通りの端にある掩蔽壕、そして一日中私たちの家の上を旋回するヘリ

コプターが目につきました。  それはちょっと怖く感じましたが、同時にちょっと

かっこよくもありました。   

とにかく、水曜日は屋内退避のため、水曜日の夕礼拝は木曜日の夜に延期しまし

た。  この日は月に一度のカレーナイトで、教会としてのマイルストーンを祝いま

した。  マラキ書を通しての学びを終え、それを終えることで小預言者と旧約聖書

の学びを終えました。   

これから、創世記の学びを持って、旧約聖書の学びを再開する予定ですが、その前

に、神が神の民イスラエルに命じて守らせた7つのユダヤの例祭を、これから2ヶ月

間、特別シリーズで勉強していきます。   

とても魅力的で充実した内容になっていますので、ぜひご参加ください。   

木曜日の夜に続いて、金曜日の夜もワーシップの夕べに集まりました。  それは、

ただ主を待ち望み、私たちに対する主の大きな愛を歌い、教会に奉仕する機会を与

える、親密な時間でありました。   

また、12月に開催するのでそれも楽しみです。    

そして、昨日の朝は、この教会で男性信者のための朝食会を行いました。  聖書に

出てくる強い男性についての勉強を続け、預言者エレミヤと彼の人生に対する神の

召しについて学び始めました。   

美味しいものを食べるだけでなく、霊的な糧を得ることができる素晴らしい時間で

した。 

そして今日、私たちはルカの福音書の勉強を続けます。  今朝はルカ8章を学びま

すが、ここの聖句はおそらく皆さんにとって馴染みのあるものでしょう。   

ルカ8章1節から15節までを見て、「神の言葉と私たちの心 」と題したメッセージ

をお話しします。 



それでは、お手元に聖書がありましたら、ルカによる福音書8章を開いてくださ

い。   

もし、聖書をお持ちでないなら、周りの椅子の下にある聖書をお使いください。  

聖書の一節一節を読みながら、御言葉を目で追うことが大切だと思います。   

それでは、神と御言葉に敬意を表しお立ちください。  これから今日の箇所全体を

読みます。そして、今朝のこの時間を神様が引き続き祝福してくださるように祈り

ましょう。   

ルカは、8章1節にイエス・キリストの生涯と宣教について、次のように書き続けて

います...（R & P）。 

ルカによる福音書8章1-3節。 

今朝の箇所は、イエス・キリストの生涯と宣教に関するある種の時間的な指標とな

るところです。  この8章に書かれている出来事は、イエスがガリラヤ地方の二度

目の宣教旅行の始まりで、以前訪問した同じ町や村に入ることになります。   

馴染みのある場所に戻りながら、悔い改めと愛と赦しのメッセージを説き続けてい

きます。 イエスは 神の国の福音を宣べ伝え続けているのです。  聖書の訳によっ

ては「説きまた伝え」とあるかもしれません。 

福音メッセージ：イエス・キリストは失われた者を探し、救うために来られまし

た。  ローマ当局の抑圧からではなく、罪の束縛から捕らえられた人々を解放する

ために来られたのです。   

神の国の良い知らせは、イエス・キリストが、信仰と悔い改めだけによって、人々

がその一部となることができる霊的な御国を樹立するために来られたことを語って

います。   

私は、イエスが粘り強く説教を続け、良い知らせを宣べ伝え続けたことが好きで

す。  これらの町や村は、すでにイエスの悔い改めのメッセージを聞いていたので

すが、イエスにとってはそんなことは関係ありませんでした。  イエスは神の民に

忠実に、神のことばを宣べ伝え続けました。 

もちろん、これらの群衆の中には、イエスの最初の宣教旅行でメッセージを聞かな

くて新たに来た人々もいたでしょうから、イエスは間違いなく彼らにもメッセージ

を伝えようとしました。   

しかし、イエスは、すでに人々が聞いたことのある福音メッセージの重要性、重大

さ、シンプルさを、改めて人々に思い出させたかったのだと思います。 

 

福音は決して伝えることを止めてもいいものではありません。  イエスは神の国の

良い知らせを宣べ伝えることを強調されましたが、私たちも同じようにその機会と

責任を負っています。 

私たちが福音という素晴らしい知らせを、周りの世界に伝えることに飽きることが



ありませんように。  たとえ彼らが以前に福音について聞いたことがあるとして

も、私たちはそれを伝え続け、宣言し続け、生き続けるのです。  神の言葉、福音

の真理は、繰り返し、頻繁に分かち合う必要があるものなのです。 

さて、イエスがいろいろな町や村を巡りながら、12人、つまりイエスが選んだ12人

の弟子たちと一緒に旅をしていること、弟子とは別のグループたちがいることが語

られています。 

ルカは3人の名前を挙げていますが、その人たちは皆、悪霊に取りつかれたり、何

らかの病気や不調をイエスに癒された女性たちでした。   

マグダラのマリアは、ルカによる福音書の記述の中で初めてでてきます。  彼女は

悪霊にひどく取り憑かれていた女性でした。  イエスは彼女の悪霊を癒し、その

後、彼女はイエスのそばをついて歩く姿が目撃されています。   

彼女はイエスの死と埋葬と復活の場面で目撃されています。  実際、救い主が復活

した後、最初に御自身を現されたのは、彼女にでした。 

また、ヘロデの側近で家令として仕えていたクーザの妻ヨハナという女性について

も語られています。 

彼女は夫がヘロデの宮廷内で高い地位にあったことから、富と影響力のある女性で

あったと推測されます。 

そして最後に、スザンナという女性について書かれています。  この女性が誰であ

ったかはあまり知られていませんが、聖書の中で具体的に言及されているのはこの

一回だけです。   

この3人の女性をはじめ、多くの女性が自分たちの財産でイエスを養っていまし

た。  つまり、彼女たちは自分たちの資源、所有物、私的な手段からイエスとその

弟子たちを支えたのです。 

イエスが町から町へ移動し、複数の村々を、旅をしている間、イエスとその弟子た

ちは食料を得る必要性があり、特にこの3人の女性、そして他の名もない多くの

人々が、彼らの必要を満たし、宣教の働きを支えるために常にそばにいたのです。 

私たちが神の言葉を伝える働きをサポートすることが、いかに重要であるかという

ことです。  私たちは皆、牧師や教師としてフルタイムの働きに召されているわけ

ではありませんが、だからといって、私たちに果たすべき役割がないわけではあり

ません。 

祈りによるサポートとキリストの体（教会）の献身がなければ、牧師や教師は御言

葉と祈りに時間とエネルギーを集中させることが、より困難になると思います。   

彼女たちは、前面に出て宣教をリードすることはなかったかもしれませんが、彼女

たちの主への忠実な奉仕とサポートが、様々な場所に行った主や弟子たちを実際の

ところ支えたのです。  もし彼女たちの愛と恵みがなかったら、事態は大きく変わ

っていたでしょう。   

さて、今日の箇所に戻りますが、今朝の箇所の次の部分を設定するために、4節を



簡単に見てみましょう。   

ルカによる福音書8章4節 

ここには、大勢の人々がイエスのもとに集まり、あらゆる町から来たことが記され

ています。   

イエスの人気は過去最高を更新していました。  彼がすでに教え、さまざまな奇跡

を行っていたいくつかの町や村に再び入ると、人々はイエスのことをよく知ってお

り、すぐに彼のもとに集まってきました。   

しかし、これもまた、その特定の都市や村の人たちだけがイエスのもとに集まって

きたのではありません。  神の言葉が広まり、さまざまな場所から人々が集まって

きたのです。   

これは、日常的に見られるような群衆ではないのです。  これは、あちらこちらか

ら、見たり聞いたり、もしかしたらイエスに触れられたり癒されたりするために集

まってきた大群衆なのです。 

その数は驚くべきものでした。  ルカ9章に進むと、イエスが5,000人に食べさせる

シーンがあります。  5,000人の中には女性や子供は含まれていなかったと言われて

います。  つまり、何千人、おそらく1万人に近くの群衆が、イエスから食事をい

ただくために集まってきたのです。   

もちろん、そのような群衆の中には、イエスの弟子たちはもちろん、見物人、野次

馬、疑っている人、見世物を求める人、奇跡を求める人、そして、律法学者やパリ

サイ人の中にもいた可能性がありました。   

さまざまな目的でイエスのもとにやってきた人々が混在していたのでした。 

そして、4節には、群衆に、たとえ話によって語られたことが記されています。 

これは、イエスの教え方のアプローチの変化を示しています。   

以前は、彼は会堂から会堂へ行き、巻物を使って教えていました。  しかし、人数

が多いので、小さな会堂では集まることができなくなります。 

そこで彼は、自分のメッセージを外に行き、大勢の人々に伝え、巻物からではな

く、たとえ話を用いて教え始めたのです。 

たとえ話を簡単に定義すると、「天の真理を伝える地上の物語」ということになり

ます。 

parable（たとえ話）という単語は、「横に投げる」という意味です。  つまり、地

上の話を天の真理と一緒に横に投げるという意味です。 

たとえ話は、自然や人生経験という身近なものを通して、馴染みのないものを紹介

するために使われました。  多くの場合、日常生活の簡単な状況、パン、水、光、

塩のような一般的で身近なものが、たとえ話の中に登場します。 

今回のたとえ話は、農業を扱っています。  ユダヤ人は概して農耕社会でした。  

多くの人が農業や耕作、種蒔きの基本的な要素を知っており理解していました。  



それは、ユダヤ人にとって非常に身近なものだったのです。 

このたとえ話に入る前に、このたとえ話を3つの簡単なセクションに分割してみま

しょう。 

最初のセクションは、5-8節で、「たとえ話をすること」を説明しています。 

第2節の9-10節では、「たとえ話の理由」を説明しています。 

そして、最後の第3節は、11-15節で「たとえ話の解釈」を説明しています。 

では、最初のセクションである5-8節の「たとえ話をすること」について見てみま

しょう。  読み進めていきますので、お付き合いください。 

ルカによる福音書8章5～8節 

ある聖書は、このたとえ話を「種をまく人のたとえ話」としていますが、私は「土

のたとえ話」の方が適切なタイトルだと思います。 

イエスはこのたとえ話を大勢の人々に話されましたが、それはイエスの前にいた

人々にとって農作業は身近なものであることを理解し、その上で話されたのです。 

彼らの多くは、農作物や農場に頼って生活していたのです。  しかし、たとえ農業

をしていなかったとしても、種を植え、作物を育てるという基本的な原理は理解で

きるはずです。   

イエスはこのたとえ話の中で、同じ種類の種を自分の畑に蒔いた人のことを語って

います。  種を蒔くと、さまざまな種類の土に種は落ちました。   

そして、イエスは、4つの異なるタイプの土壌が、それぞれ全く異なる結果をもた

らすことを詳しく説明しています。 

 最初の土は「道端」です。「道沿い」に落ちたと訳してもよいでしょう。   

そして、種は決して地中に浸透することはないと言われています。  ただ踏みつぶ

され、鳥に食べられてしまうだけです。   

もちろん、農業や作物の植え付けをしたことがある人なら、これはよくある問題で

あることは知っておられると思います。   

頻繁に、育てたい作物の種を撒くと、鳥がやってきて、タダでご飯を食べようとす

ることがよくあります。   

道端や、地面が硬くてよく踏まれている道沿いに落ちた種は、近くを飛んでいる鳥

たちの格好の餌になりました。   

次の土壌は、岩の上に種が落ちた場合です。  これは、種が根を張るための土があ

まりなく、ただ硬い岩があったということです。   

種は芽を出しても、岩の上に薄く土があるだけなので、地中に深く根を張り、必要

な水や養分を地中から取り込むことができない。   

皆さんは、岩肌に植物や草が生えているのを見たことがありますか？   



小さな歩道の上に土があって、その上に草や雑草が生えているのを見たことがある

かもしれません。  あるいは、汚れた側溝に雑草が生え放題になってしまったと

か？ 

その薄い表土から生えてくるだけの植物は、とても簡単に引き抜くことができるの

です。  それを引き上げると、たいてい表面の土全体が一緒に引き上げられます。   

側溝の掃除をしたとき、生えている雑草をつかんでしまい、表面の土全部引き抜い

てしまったことがありませんか？   

雑草や泥、虫などが長いロープのように絡まっているのです。  根っこが伸びる場

所がないから、お互いに絡み合って、1本の雑草を引き抜くと、1区画の雑草を全部

引き抜くことになるのです。 

とにかく、イエスがここで言っているような状況を想像しています。  岩の上に撒

かれた種は、根が潜るための土がないので根の行き場がありません。   

この種が枯れたのは、水分が足りなかったからだと言われています。  土から必要

な栄養分と水分が足りず、強い根が張らなかったのです。 

イエスがおっしゃった第三の土は、とげの間です。   

この「とげ」というのは、植物にある「とげ」のことではなく、「いばら」とい

う、とがったとげを出す植物のことです。 

この種は、岩の上に投げられた種と違って、深い土の中に根を下ろして、芽吹くこ

とができました。 

しかし、隣にあるいばらのために、その植物は窒息してしまいました。  いばらの

圧倒的な存在感によって窒息してしまったのです。 

マルコの並行記事では、この種について「実を結ばなかった」とあります。  つま

り、この種の土壌に植えられた種は実を結ばず、決して収穫を得ることはなかった

のです。 

イエスが言われた四つ目の土壌は、良い土地、良い土壌です。 

種は土の中に深く根を張り、いばらもなく、百倍の実を結び、実り多い収穫となり

ました。 

イエスは、8節の終わりで非常に重要なことを宣言して、このたとえ話をしめくく

っています。  「聞く耳のある者は聞きなさい」と。 

大群衆の中のほとんどの人が聞く耳を持っていたと考えてよいでしょう。  しか

し、イエスはここで、身体的な解剖学的なことを述べているのではありません。 

「聞く耳のある者は聞きなさい」という言葉は、単に言葉を聞くだけでなく、その

言葉を理解し、その言葉に従順であることを意味しています。 

今朝の聖書の箇所では、「聞く」ことがとても重要に扱われています。  「聞く」

という言葉は5回使われています。  「聞く」ということは、イエスが語っておら

れることの一番大事なテーマです。 



イエスは人々にイエスの言葉を聞くように、理解するように、従うようにと呼びか

けています。 

このたとえ話は、7章の終わりで起こった出来事に続いて、出てきたことを思い出

してください。  7章の最後は、イエスがパリサイ人シモンの家で開かれた食事会

に出席されたことを思い出してください。  シモンは、イエスが本当にその人であ

るかどうかを確かめようとしました。  シモンは、イエスが神から遣わされた預言

者なのか、そうでないのかを見極めようとしました。   

キリストが神から遣わされたメシアであり、肉体を持った神であり、聖霊によって

力を与えられているという、キリストの正体については、多くの証拠がありまし

た。    

それらすべての証拠によって、判断できるのです。   

イエスは、人々が、イエスが何者かを正しく理解するようになることを望まれてい

ました。  そして、イエスは、人々によく聞いて、イエスが言われていることを理

解し、その証拠と神の霊の証を信じるという選択をするようにと呼びかけられまし

た。 

聖書は、「したがって、信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言

葉から来るのである。 」と教えています。  (ローマ10:17) 

ここで、神の御子は、この大勢の人々に神の言葉を語り、彼らが聞いて理解し、従

うことを望んでおられます。   

天の真理を伝える地上の物語であるたとえ話をされていました。 イエスは、この

たとえ話の天の真理を、大勢の人々に理解してもらおうとしているのです。 

幸いなことに、イエスはこのたとえ話を分解して、後ですべてを説明してくださる

のです。  続けて、２番目のセクションの「たとえ話の理由」に目を向けましょ

う。 

ルカによる福音書8章9～10節 

弟子たちがイエスのところに来て、このたとえ話について尋ねた。  この出来事に

関する他の福音書の記述によると、彼らは後でイエスと彼らだけになった時に、そ

うしたとあります。(マルコ4:10) 

この9節で弟子たちは、「このたとえはどんな意味か」と尋ねています。 

さて、マタイの並行記事によると、彼らが尋ねた質問には2つ目があったようで

す。  マタイによれば、彼らはこのたとえ話の意味を尋ねただけでなく、「なぜ、

彼らにたとえでお話しになるのですか」とも尋ねました。(マタイ13:10) 

彼らは2つの質問をしました。「なぜイエスは彼らにたとえ話をしたのか？」と 

「そのたとえ話の意味は？」です。 

弟子たちは物事を理解できないことが多かったので、恐れずにイエスにいろいろと

質問したことは、とてもよかったと思います。  イエスが彼らのために詳しく説明



してくださると、私たちもとても理解しやすくなるのです。   

イエスはまず、マタイの「なぜ彼らにたとえ話をしたのか」という問いに答えよう

とされています。   

10節の前半で、イエスは、なぜ、たとえで話されたのか、その一つ目の理由を述べ

ておられます。   

弟子たちには、御国の謎を知ることができるという事実を述べています。 

謎という言葉は、秘密や隠された真実のことです。  ある翻訳では、この言葉を

「秘密」と訳しているものもあります。   

しかし、聖書で使われている「謎」という言葉は、現代の私たちが理解している

「謎」とは違います。  この言葉を聖書的に理解すると、かつて隠されていたもの

が、今は知られていることを意味します。 

人間には秘密で未知のものであったものが、人々が知り、理解するために、今、神

によって明らかにされるのです。   

弟子たちに明かされた御国の謎とは、いったい何だったのでしょうか。  それまで

他のほとんどの人々には隠されていた、どんな真理を彼らは知っていたのでしょう

か。 

それは、イエスの真の姿と本質を語っているのだと思います。  イエスとは、隠さ

れていたものが、神によって明らかにされたものなのです。   

何年も何十年も、何世紀も前から、メシアの真の姿は隠されていたのです。  人々

はメシアについて、ある程度の特徴、属性、事実は知っていましたが、メシアが誰

であるかは正確に知りませんでした。 

イエスが現れるまで、それは謎だったのです。  そして、イエスはメシアに関する

預言を成就し始め、権威をもって教え、神の力と権威をもって人々を癒したので

す。  神は、イエス・キリストを待望のメシアとして、世に明らかにされたので

す。   

しかし、すべての人が聞く耳を持っていたわけではありません。  誰もが聖霊によ

る神の証を喜んで受け取るわけではなかったのです。 

10節後半で、イエスは、なぜたとえ話をされたのか、もう一つの理由を述べられ、

残りの人々のことを持ち出されました。   

この人たちは主の弟子でもなく、従う者でもありませんでした。 

彼らは、御国の一部ではない人々を表しています。  聖霊の証と罪の自覚を拒否し

た者たち、信仰をもたない人たちのことです。 

その人たちに対して、イエスは、それを受け入れない人たちから、秘密と隠された

ことを隠すために、たとえ話で語られます。   

聞く耳を持たず、理解せず、従わない人たちです。 



なぜイエスは、人々から真理を隠そうとされたのでしょうか。  それについて不思

議に思ったり、イエスが人に隠し事をするのは卑怯だと思う人もいるかもしれませ

ん。   

イエスは慈悲の行為として、彼らに真理を隠されたのです。   

イエスが人々を闇に葬ろうとしたわけではないのです。  ここで前後の文脈を理解

する必要があります。   

イエスは非常にオープンで、神の霊がイエスを証ししており、イエスの奇跡は御国

の到来を証明するものです。   

イエスは、自分が誰であるかを明確にし、人々は彼と彼の言葉に従うかどうかを選

択する必要があると言いました。  しかし、ある人々は拒絶しました。  ある人々

は、理解しようとせず、従おうともしませんでした。 

イエスが、従わない人たち、神の証を受け取らない人たちに、たとえ話をされた理

由に関連して、イザヤ書6章を引用されたのは興味深いことです。 

イザヤ書6章では、主が高くあげられたみくらに座し、その衣のすそが、神殿に満

ちているのを、イザヤは見たのです。 

「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つ」と主

について説明するセラフィムの叫びを聞いたとき、イザヤは自分が滅びへ向かう人

間であることを知ったのである。   

彼は、「Woe is me：わざわいなるかな」と公言しました。  彼は、聖なる神の御

前で、自分がいかにふさわしくない存在であるかを悟ったのです。  彼は自分がど

れほど罪人であるかを悟り、主と自分を隔てる大きなものに気づきました。  彼の

罪は、主の臨在を見ることと比較すると、とても明らかでした。 

「セラフィムは火鋏で取った炭火をイザヤのところに持ってきて、それを彼の唇に

当て、イザヤの罪を清めた。  それから主は『誰を遣わすべきか。誰が我々に代わ

って行くだろうか。』と言われ、イザヤは『わたしがここにおります。 

わたしを遣わしてください。』と答えました。」    (イザヤ6:8) 

そして、神はイザヤを遣わされました。  悔い改めていない民に、イザヤを遣わさ

れたのです。  理解せず、理解しようともせず、見る目はあっても悟らず、聞く耳

はあっても、心で理解しようとしない世代に、です。 

神は、自分たちの神を拒み、周囲の国々の偽りの神々に目を向け、自分たちの神で

ある主に目を向けず、より頼まず、周囲の国々に支えと安心を求めた彼らに対する

神の懲罰に備えるため、主のメッセージを宣べ伝えるためにイザヤを遣わされまし

た。   

神は、彼らが捕らえられ、バビロンに流されることを許されようとされました。  

そのため、イザヤは彼らのもとに遣わされたのです。  彼らが、神を拒絶している

ことを証しするためにです。 



従わない者、理解しない者、聞く耳を持たない者に関して、イエスがイザヤを引用

されたのは、非常に良い対応だと思います。   

彼らは、イザヤが送られた人々と全く同じ聴衆を思い浮かべているのです。  主と

主ご自身に関する証しを、拒絶した人々です。   

そこで、慈悲の心から、これらの真理を隠されたのです。  なぜなら、イエスは、

誰もが審判の日に、人々に啓示された真理ゆえに、立ち上がって説明しなければな

らないことを知っておられるからです。   

聖書には、「すべて多く与えられた者は、多く求められ、多く任された者は、更に

多く要求される。」と書かれています。(ルカ12:48) 

つまり、耳を貸さない、悔い改めない世代に対する憐れみから、これらの明らかに

されていない真理を隠していることがわかります。 

今日の箇所の二番目の質問は、「このたとえ話は何を意味しているのか」というも

のでした。  そしてこのことは、本文の三つめのセクション、「たとえ話の解釈」

で学ぶことができます。  イエスは、11節から15節にかけて、このたとえ話に関す

る霊的な真理を説明されています。  読んでみましょう。 

ルカによる福音書8章11節から15節 

イエスはまず、種が何であるかを私たちのために明らかにします。  種とは、神の

言葉、御言葉です。   

私は、神の言葉が種として描かれているのが好きです。   

ヘブル4:12によると、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな両刃の剣よりも

鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに刺し通して、心の思いや考えを見

分けることができるからです。 

1ペテロ1:23は、私たちのために、永遠に生き続ける朽ちない種を、神の言葉にほか

ならないものとして描写しています。   

神の言葉は生きていて、力があり、永遠に存在します。  そして、私たちには、そ

れを他の人々と分かち合う責任と特権があります。   

種をまく人は特定されていませんが、神の言葉、特に神の福音のメッセージを語り

継ぐ人だと考えていいと思います。   

私たちは、神の言葉を蒔く者として召されています。  2テモテ4章では、「御言葉

を宣べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。とがめ、戒め、励ましなさ

い。忍耐強く、十分に教えるのです。 だれも健全な教えを聞こうとしない時が来

ます。そのとき、人々は自分に都合の良いことを聞こうと、好き勝手に教師たちを

寄せ集め、 真理から耳を背け、作り話の方にそれて行くようになります。」と勧

めています。(2テモテ4:2-4) 

この勧告は、牧師のためだと考える人もいます。  そうではありません。  私たち

は皆、イエス・キリストの福音を宣べ伝える者として召されているのです。  私た



ちは御言葉を伝えなければなりません。自分の心、そして周りの人々の心や人生に

御言葉を蒔く必要があるのです。   

さて、今日の箇所に戻りましょう。  イエスは12節の道端の土壌、最初に挙げた土

壌の隠れた真理を説明されています。 

この節では、土が私たちの心のさまざまな状態を表していることにも気づかされま

す。 

道端に散らされた種は、御言葉を伝えても理解されず、行動されず、従われず、悪

い者であるサタンに取り込まれるために、そこに置かれたままであることにたとえ

られます。 

道端とは、使い古された道、踏み固められた道であることを思い起こしましょう。  

それは硬いものです。  それは硬い心を表しています。 

そして、イエスは、神の言葉が硬い心に伝えられることを言っているのです。  敵

がやってきて、伝えられた言葉を取り上げるので、生き残るチャンスさえないので

す。  彼らの硬い心が、御言葉を受け取り理解することを妨げていたのです。 

あなたには、そのような知り合いはいますか？  主や御言葉に対して、心が硬い人

はいますか？  敵がその人の心に植えるはずの種を奪ってしまっているような人で

しょうか？  私たちみんな、そういう知り合いがいると思います。 

もしかしたら、今日ここにいるあなたが、それは私のことだと言うかもしれませ

ん。  私は自分の心が鈍く、硬くなるのを許してしまった。 硬いです。  私は長

い間、主に抵抗し、敵は私を見えないようにしたのです。   

もし、あなたがそうなら、もう抵抗し続けなくても良いのです。  神は硬い心を壊

して、新しく生まれ変わらせることができるのです。  私は以前、j神がそうするの

を見たことがあります。  あなたの人生をキリストに委ねてください。 

13節で、イエスは、種が岩の上に落ちたところで話された第二の土の隠された真理

を説明します。 

イエスは、私たちのために、心の中でわくわくしたり、たくさん喜び、たくさんの

感情を持って御言葉を受け取る人について説明しています。  しかし、その人は基

礎を作る時間をとらず、自分の中に根を張っていません。   

この人の心は浅いと言わざるを得ません。  浅い心には深みがありません。  これ

は、何の土台を持たない感情的な決断をするような心を表しています。   

このような心の持ち主は、興奮して飛び出しても、最初の困難を目の前にして耐え

切れずつまずいてしまいます。   

そういう人を私は知っています。  彼らは教会や特別なコンサートやイベントにや

ってきて、キリストに従うことを感情的に決心するのです。   

家族の病気や死、仕事での困難、以前の友人からのちょっとした迫害など、突然の

試練が訪れ、つまずき、疑い、なぜすべてが盛り上がらなくなったのかと思ってし



ますのです。   

多くの場合、彼らは神から離れ、「神頼み」をやってみて、自分にはうまくいかな

かったと考えるのです。  もちろん、うまくいかなかったのは、彼らの人生に深み

がなかったからです。  御言葉が彼らの心の奥深くに入り込んで、根を張ることが

なかったのです。    

このようなタイプの人は、土台を築き、根を深く下ろす時間を取らなかったため

に、くじけて、躓いてしまいます。  彼らは心が浅かったのです。 

14節で、イエスは第三の土であるいばらの秘密について説明されています。 

いばらの中に種を受けとった人とは、御言葉を聞いても、外からの影響を受けすぎ

て、息苦しくなり、心がいっぱい、いっぱいになると言われました。   

この世の心配とは、御言葉を聞いて進んでいた人が、突然、来るべき世界、御国に

関わる事柄よりこの世の事柄が、彼らにとってどんどん大事になっていく様子を描

いています。   

富の欺瞞は、富の嘘と見なすのが適切でしょう。  富は嘘をつきます。  富は、あ

なたを幸せにすると言い、物や財産は、成功し、楽しい人生を送るために重要であ

ると言います。   

その結果、持ち物に取りつかれてしまうのです。  残業や副業の奴隷になったり、

人生でより良いものを手に入れるために、家族に副収入が必要だと思われたりしま

す。   

心がいっぱいいっぱいになっている人は、富があれば満たされる、富があれば幸せ

になれるという富の嘘に踊らされているのです。   

イエス・キリストだけが、私たちを完全に満たし、言葉にできないほどの喜びで人

生を満たしてくださるのです。富にはそれはできません。 

15節では、4つ目の土、そして最後にでてきた土である「良い土」が示されていま

す。 

イエスはこの人を、御言葉を聞いてそれを理解し、その人生が実り豊かなものであ

った人と表現しています。   

イエスはヨハネ15章8節で、弟子たちに「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。 

神は私たちが多くの実を結ぶことを望んでおられるのです。  これは真のクリスチ

ャンの証です。真の信じる者は実を結ぶのです。   

ガラテヤ人への手紙5章22節には、霊の結ぶ実は愛であることが書かれています。   

考えてみると、興味深い一節だと思います。  なぜなら、この聖句では、霊の結ぶ

実は愛であると言っているからです。  単数形です。 "the fruits of the Spirit are "で

はなく、 "The fruit of the Spirit is "と書かれています。   



愛は霊の結ぶ実です。  愛とは、誰かが本当に主とともに歩んでいることを知る証

拠です。私達の主への愛、私達の他者への愛なのです。   

イエスは、律法全体は以下の二つに集約されると言われました。  「『心を尽く

し、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』 これ

が最も重要な第一の掟である。 第二も、これと同じように重要である。『隣人を

自分のように愛しなさい。』 律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいてい

る。」(マタイ22:37-40) 

私たちが信じる者たちの生活の中で探す証拠は、愛の実です。  これこそ、私たち

が真の信者であることを示すものです。   

これが、イエスが私たちの人生に求めているもの、実なのです。  神様の愛の実が

私たちの人生に溢れているのです。 

結論 

硬い心、浅い心、いっぱいいっぱいの心、そして実りある心など、様々なタイプの

心を見てきました。私はこの世の全ての心は、この4つの心のどれかに当てはまる

と思っています。 

イエスの前にいた大勢の群衆も、この4つの心のどれかを持っていたと思います。 

そして、今日、この教会も、私たち全員がこの4つのタイプの心のうちの1つを持っ

ていると思います。   

今日、この4つのタイプの心を持っている人たちがすべて揃っているかどうかは分

かりませんが、私たち全員がこの4つのタイプの心のいずれかを持っているという

ことは確かです。   

私の願いは、全員が自分の心を「実りある心」を持っていると認識できることで

す。   

また同時に、たとえ「実りある心」を持っているとしても、他の特徴の心が生活の

中に出てこないように注意する必要があると思います。   

実りある心を持っていても、他の心の兆候や特徴が出てくることがあると思いま

す。  ですから、私たちは心の棚卸しをし、時々、心のチェックをする必要があり

ます。   

今日は、皆さんに、ぜひそうして頂きたいです。  棚卸しをするために。 

そして、自分の心の棚卸しをする際に、これらの特徴が自分の心に表れているかど

うかを考えてみてほしいのです。 

あなたは自分の心が鈍ったり、頑なになったりしていませんか？   

もしかしたら、長い間教会に来て、たくさんの聖書の説教や牧師の話を聞いてき

て、自分の心を少し硬くしてしまったのかもしれませんね。   

あなたの心に浸透するためには、本当に特別で、本当に強力なものが必要です。  

あなたの心が硬くならないように気をつけましょう。   



心が硬くなると、敵が侵入してきて、御言葉がもたらす祝福を奪ってしまうことを

忘れないでください。  敵に忍び寄られないようにしましょう。 

あなたは、自分の心を少し浅くしていませんか？   

昔ほど根を深く張れなくなっているようです。  あなたは、主との歩みが、自分の

感情や人生の出来事によって決まっているように感じています。   

感情に流されて、浅い心になってはいけません。 

あなたは自分の心をいっぱいいっぱいにしまっていませんか？   

いっぱいいっぱいになっている心について、一つ指摘しなかったことがあります。

それは、14節に「覆いふさがれて、実が熟するまでに至らない」と書かれているこ

とです。   

これは、一時は実を結んでいたのに、世の中の気がかりや富の惑わしによって、覆

いふさがれて、実が熟するまでに至らないのではという人もいます。   

あなたは、この世のもので心をいっぱいにして、そのことで主におけるあなたの実

りに影響を及ぼし始めてはいませんか。   

一時は、主はあなたの人生に様々な実を結ばせていましたが、今は、あなたの人生

で起こっている他のすべてのことのために、主のために時間を割くことが少なくな

っていませんか？   

私たちは、そのようなことがないように心を守らなければなりません。 

硬い心、浅い心、いっぱいいっぱいになった心など、それぞれの心の特徴から心を

守る必要があるのです。  私たちは、実りある存在であり続けなければなりませ

ん。 

そのためには、イエスの近くにいること、イエスのうちに留まることです。   

イエスは「わたしにつながっていなさい。わたしもあなたがたにつながっている。

ぶどうの枝が、木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないよう

に、あなたがたも、わたしにつながっていなければ、実を結ぶことができない。 

わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしにつながっており、

わたしもその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。わたしを離れて

は、あなたがたは何もできないからである。」 と宣言されました。 (ヨハネ15：4-

5）。 

私たちの人生には、主イエスがどれほど必要なのでしょう。  私たちは主イエスな

しには実を結ぶことができないのですから、主イエスに寄り添い、あなたの心をい

つも主が多くの実を結ばせる良い土にしてあげましょう。   

アーメン？  アーメン  祈りましょう。 


