2012 年 5 月 20 日 主日礼拝メッセージ
聖書箇所：ルカの福音書 8 章 1~15 節
説教題：実を結ばせてくださる方
１ 実を結ぶ者となりなさい

（１）神のことばには力がないのか

きょうの箇所は新約聖書の中で
「種まきの

でも私はひねくれた性格なので、
素直にそ

たとえ」
として比較的よく知られている箇所

んなふうには思えない。
二つの疑問が湧いて

です。

きます。一つ目の非常に素朴な疑問。
「神の

種は、神のことばを現しています。その種

ことばって、こんなに力がないのか。
」

がどこに落ちたかで四つの例が挙げれてお

たとえの最初には、
みことばを聞いても悪

ります。

魔が来て、
彼らが信じて救われることのない

一つ目は、みことばを聞いたけれど、後か

ように、
その人たちの心からみことばを持ち

ら悪魔が来て、
彼らが信じることがないよう

去ってしまうとあります。
これを読んだらだ

に、その人の心から、みことばが持ち去られ

れでも思うのではないですか。
神のことばよ

てしまう場合。

り悪魔のほうが強い。
試練にあうとみことば

二つ目は、
みことばを聞いたときは喜んで

は簡単に枯れてしまう。
神のことばよりこの

いたけれど、
試練のときになると身を引いて

世の富や快楽のほうが強くて、
簡単にふさが

しまう場合。

れてしまう。どれを見ても、私たち人間の努

三つ目は、
みことばを聞いてはいるけれど、
この世の心遣いや、富や、快楽で実が熟する

力や助けがなければ、芽を出し、成長し、実
を結ぶことはほとんど難しい。

までに至らない場合。

どこかで、
神のことばには力があると聞い

しかし四つ目だけは違って、正しい、良い

た記憶があるのですが、
この箇所の印象は正

心で聞いた人たちは、しっかりと守り、よく

反対です。
神のことばである聖書を大切にし

耐えて、実を結ばせることができた。

てきたつもりだけれど、
こんなに力がないと

このたとえ話を聞き、
多くの方はこんなふ

いうのなら、少し不安になってしまいます。

うに思うのではないでしょうか。
「イエスは
私たちに実を結ぶ者とならなければならな

（２）正しい、良い心の人はいるのか

い、と命じておられる。そのためには、どん

二つ目の疑問。15 節で「正しい、良い心

な試練にも耐え、
この世のことで心を煩わし

でみことばを聞く人」が出て来ます。この世

ていくのではなく、正しい、良い心でみこと

の中に「正しい、良い心の人」はいるのだろ

ばを聞くことが大切だ。
」

うか。だって聖書にはこうあるのです。
「人

素直な方は、
こんな結論を引き出すと思い

の心は何より陰険で、それは直らない。
」
（エ

ます。

レミヤ書 17 章 9 節）神の前には、だれひと
り正しい者もいなければ良い心を持つ者も

２ 疑問

いない。人間はみな罪人である。それが聖書
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が最初から言っている事です。

たらいいでしょう。
「試練のときもがんばっ

聖書で言われなくても、
自分のことを見れ

て信じていきましょう」と言いますか。それ

ば明らかです。
「私は正しい人です。私は良

で済むのなら、
とっくの昔に皆さんがしてい

い心を持っています」
と自信をもって言える

ます。

人がいますか。
もし言える人がいるとするな

イエスは警告しました。
「この世の心づか

ら、その人はおそらく自分のことがよくわ

いや、富や、快楽がじゃまをすることがあ

かっていないだけでしょう。ではどこに、正

る。
」どんな対策をしますか。
「この世の富や

しい人、
良い心を持つ人がいるのでしょうか。

快楽ではなくイエスに目を留めて歩みま

どこに、
実を結ぶことができる人がいるのか。

しょう」と言いますか。それができるのなら

なんだか怪しくなってきます。

だれも苦労しない。

もし、
ひとりも実を結ぶにふさわしい正し

多くの方は、
ここを読んでつらく感じる方

い人がいないとなると、どうなるか。イエス

のではないでしょうか。
どうしてつらく感じ

のもとに、
方々の町や村から大ぜいの人たち

てしまうか。だって、まさにここにあるよう

が来ました。
イエスはその人たちに様々なこ

に、
みことばを聞いても試練が来るとさっと

とばを語りました。けれども、どんなにみこ

身を引いてしまう者だった。日曜日、教会に

とばを宣べ伝えたとしても、
この地上では何

来てみことばを聞くのですが、
教会を一歩出

一つ実を結ぶことはできない。
イエスが一生

てしまうと、この世の心遣い、富のことや快

懸命種を蒔いたのに全部無駄であった。
そう

楽のことですぐにこころがふさがれてしま

いう結論になってしまいます。

うような者だ。もちろん、そんなことではだ

でもこれはどう考えてもおかしい。
何かが

めだと自分を責めて、
改めようと努力はした。

間違っています。

けれども挫折の連続した。
努力して 15 節のような人になれと言われ

（３）努力すれば？

て、できるのでしょうか。皆さんは身にしみ

ある方は言うでしょう。もちろん、私たち

て味わってきたはずです。できない！では、

は最初から良い人にはなれない。
でも努力す

イエスは不可能なことを私たちに押しつけ

れば少しずつ良い人になっていくのではな

ているのでしょうか。
そんなはずはありませ

いか。

ん。

ではお聞きします。
イエスは、
悪魔が来て、

神は最初からご存じです。11 節から 14 節

私たちの心からみことばを持ち去ってしま

に書かれているようなこと、
これが私たちの

うことがあると警告しています。
それに対し

本当の姿であると知っておられる。
努力すれ

て私たちはどんな対策をするのでしょう。

ば正しい人間になれるとか、
良い人になれる

「悪魔が来てみことばを持ち去ってしまわ

とか、罪からきよめられていくとか、そんな

ないように気をつけましょう」
と言って済む

ことができないと最初から知っておられる

ならだれも苦労しません。

のです。

イエスは警告しました。
「試練のときにな
ると、身を引いてしまう。
」どんな対策をし

３ イエス・キリスト
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（１）正しい、良い心を持つ方

かった。まことに、彼は私たちの病を負い、

ではこの 15 節、いったい誰のために語ら

私たちの痛みをになった。だが、私たちは

れているというのでしょう。

思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめ

先ほど、この世には正しい、良い心を持つ

られたのだと。しかし、彼は、私たちのそむ

者はひとりもいないと言いました。
しかし良

きの罪のために刺し通され、
私たちの咎のた

く考えてみますと、
ただおひとりだけ例外が

めに砕かれた。
彼への懲らしめが私たちに平

ありました。イエス・キリストです。この方

安をもたらし、彼の打ち傷によって、私たち

は神でありながら、
人間となって私たちのと

はいやされた。私たちはみな、羊のようにさ

ころに来られました。
最初から罪のない方で

まよい、おのおの、自分かってな道に向かっ

した。
そのことを裏付けするようにマタイの

て行った。しかし、主は、私たちのすべての

福音書 19 章 17 節でこう語ります。
「イエス

咎を彼に負わせた。
」
（イザヤ書 53 章 3〜6

は彼らに言われた。
「なぜ、良いことについ

節）

て、わたしに尋ねるのですか。良い方は、ひ

変な言い方になりますが、
このみことばを

とりだけです。
」
」イエスは、はっきりとは言

主は聞かれます。みことばの種はイエス・キ

いませんが、
良い方とはご自分のことである

リストのところに落ちます。主は、このみこ

とほのめかしております。

とばをしっかりと守り、よく耐えて、十字架

そうしますと、15 節はいったい誰のこと

の苦しみを味わわれました。
この方は良い地

について語っていることになりますか。
そう、

となられ、
実を結ぶ者となってくださいまし

イエス・キリストです。この 15 節は、私た

た。

ちのことではなく、
イエスのことを語ってい

どんな実を結んだのでしょう。
ひとことだ

る。

け言いましょう。
「彼への懲らしめが私たち

しかし、疑り深い人は思うでしょう。
「自

に平安をもたらし、彼の打ち傷によって、私

分で自分のことを、
私は正しくて良い人です、

たちはいやされた。
」

と主張する人など信用できない。
」私たちは

これがこの方が私たちに与えてくださっ

こんな人たちに何度もだまされてきました。

た大きな実であります。
別のことばで言えば、

自分だけが傷つかず、安全なところ立って

救いと言うことになります。
その実を私たち

言っているのならおおいに疑うべきです。
で

はただでいただいている。

は、イエスはどこに立って、このようなこと

主は安全なところに立って
「わたしは正し

を言っているのか。

く良い心を持っています」
と言ったのではな
い。
十字架におつきなりながら語っていまし

（２）苦しみを味わう方

た。

神はイザヤを通し、
やがて遣わされてくる
救い主について次のように語りました。

（３）実を結ばせてくださる方

「彼はさげすまれ、人々からのけ者にされ、

そこで、きょうの結論です。15 節は、私

悲しみの人で病を知っていた。
人が顔をそむ

たちに言われているのではありません。
私た

けるほどさげすまれ、私たちも彼を尊ばな

ちが実を結ぶのではありません。
イエスが実
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を結んでくださいます。その実を、私たちは
そのままただでいただくだけです。
いただい
て、それで終わりというのではありません。
実をいただいた者は変えられていきます。
主
は私のうちにあるわずかな良いところを見
つけ出し、
そこで実を結ばせてくださいます。
最初、
神のことばには力がないように感じ
られました。いいえ。神のことばはイエス・
キリストに働かれました。
十字架において大
きな実を結び、
こんな私たちにでさえも実を
結ばせる力を与えてくださいました。
実を結ばせてくださる主を仰ぎ見たいと
願います。
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