
1 

 

シリーズ神学ミニレポート 

   ≪キリスト者の真の実際生活の在り方を求めて≫ 

作成 2014年 3月 20日（木）、修正/改定 2015年 2月恵日 

   米子復活教会/鳥取復活教会牧師:佐 藤 勝 徳 

≪初めに≫ 

「キリストの如くに聖く歩む」事は、私がキリストを信じて救わ 

れてからの深い願望でしたが、60歳になって漸くその道を 

聖霊によって諭して頂きました。それから約 6年半、その道 

を更に究める為に、パウロの説く福音を聖書によって考察 

し続けてきました。以下の文書は、私が 18歳で救われてか 

ら 48年間追い求め考察してきた、「キリストの如く聖く生きる 

道」について纏めたものです。お読み下されば幸いです。 

 

【キリスト者の救われる前の生き方】 

 救われる前も救われてからも多くのキリスト者は良心の機能 

がありますので、自分の心の中に起こる邪悪な思いや欲望 

を、程度の差はありますが、ある程度で意志によって抑えて 

コントロールし、道徳的に良い生活を送ろうと努力をしている 

と思われます。 

 

①≪救われる前のキリスト者の良心の機能≫ 

良心の機能は、その人がどのような善悪の知識や価値観

や真理認識によって教育を受けてきたか、或いはどの様な

環境によって育ったかによって、それぞれ違いがあります。

例えば、作家の三浦綾子さんが戦前において小学校の教師

として勤務をされていた時は、天皇を神として絶対化し、そ

れを教える事が正しいとしていたので、三浦綾子さんの良心

はそれに背く教えは悪として認識し機能していました。三浦

綾子さんは天皇を神だという認識に基づき、それを教える事

が良心に沿った教えだと信じていたのです。ところが、戦争

が終わり、天皇が神で無かったという事を知った時に、逆に

間違った事を教えていたという事で、彼女は良心に責められ

苦しみ、二度と教師にはなりたくない、今後、誰かに何かを

教える事がない乞食になりたいと強く思うようになったのです 

人は正しいと教えられ受け入れてきた価値観や道徳観に

背く時に、良心がそれは間違いだと指摘し責めるのです。  

では、救われる前のキリスト者はどのような価 

値観や道徳観を持っていたのでしょうか。 

 

②≪救われる前のキリスト者の価値観と道徳観の源泉≫ 

  日本人の多くのキリスト者は、救われる前は天地万物を創 

造された創造主を否定した人間の価値観と道徳観を心に 

植え込まれていたので、偶像崇拝が悪だと思わないし、創 

造主の神様に感謝を献げなかったり、賛美を献げなかった 

り、祈らない事を悪だと思わないので、それについては良 

心からの責めを受ける事なく生活していました。又、創造主 

の神様の無条件の愛に生きる事を教えられていないので「 

敵」は愛する者でなく憎んで当然という道徳観がありました 

そのような、創造主との関係を失ったあり方、或いは創造主 

が教える事とは違った価値観や道徳観を悪としないという 

価値観や道徳観はどこから来たのでしょうか。パウロによる 

と、第一の天と呼ばれる大空を行き来している悪魔とその手 

下である悪霊どもによって、人間にもたらされたものだという 

事になります。救われる前のキリスト者は、厳しい表現です 

が悪魔や悪霊によって支配されて、神の目に悪とされるあり 

方を悪と思わず生活をしていたのです。それ故に救われる 

前のキリスト者は生まれながらにして神の怒りを当然受ける 

べき「怒りの子」と呼ばれています。 

「あなたがたは自分の罪過と罪との中に死んでいた者 

であって、そのころは、それらの罪の中にあってこの世 

の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従 

順の子らの中に働いている霊に従って、歩んでいました。  

 私たちもみな、かつては不従順の子らの中にあって、 

自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、ほ 

かの人たちと同じように、生まれながら御怒りを受ける 

べき子らでした。」（エペソ 2:1-3） 

 

【キリスト者の救われた後の生き方】 

キリストを信じる信仰によって罪赦され、義人とされ、救われ

たキリスト者は、神様の御心に沿った新しい価値観と道徳観に

基づき、良心に責められないように、自分の生活を意志によっ

て選択し生活を始めるようになります。「神様に愛されている

喜び」の故に、無理のない自由意志によって日曜日の礼拝に

喜んで参加したり、喜んで献金したり、喜んで聖書を読んだり、

喜んで祈ったりするようになります。それは、救われた当初の

多くのキリスト者の体験しているところです。それは無理のない

キリスト者の自然な歩みです。また、聖書を学ぶ事によって、よ

り多くの真理を聖霊によって諭して頂き、その諭して頂いた真

理に沿って歩むように自由意志を働かせ、選択をするようにな

ります。それは、価値観が変わり心が新しくされた事を証明し

ています。例えばですが、19歳の時に、私はキリストの「ふた

りまたは三人が、わたしの名によって集まっている所には、

わたしもその中にいるのである。」(マタイ18:20)の御言

葉の意味を諭され、教会の礼拝と定例集会に行くと生ける復

活の主イエス様に必ずお会いできると確信しました。その結果、

礼拝は勿論ですが、その他の定例集会にも時間が許された時

は進んで出席をしました。生けるキリストがどのような形で触れ
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て下さるかお任せして、必ず触れて下さると信じて進んで出席

をするようになりました。 

 

①≪キリスト者の価値観と道徳観の源泉≫ 

 キリストを信じて救われたキリスト者の心は新しくなりました 

が、新しくなったという事には二つの意味があります。一つは、

神様の命と神の性質を心の中にもつ者となったという意味で

す。もう一つは価値観や道徳観や真理認識に変化が起き、

神様の御心に叶った価値観や道徳観を持つようになった事

を意味しています。私は、救われる前は、尐々の嘘は誰もつ

いているので良いと思っていた事が、神様には喜ばれない

と知らされる事によって、良心よりの責めを感じるようになりま

した。また、神の御言葉である聖書から教えを受け、学ぶこと

によって、益々心は新たにされて、その価値観や道徳観は

神様の御心に沿ったものとなるようになりました。例えばです

が、教会で収入の十分の一の献金は絶対にしなければなら

ない義務だと教えられると、神様に愛されている喜びのゆえ

にと喜んで献金をしようと思うようになりました。また、全ては

神様のものだという聖書の教える真理を受けいれると、更に

喜んで献金をするようになりました。しかし、時々に金銭欲が

働き、惜しいと思う気持ちが働き、献金する事に葛藤が生ま

れる事も体験してきました。それをしなければ罪だと思い、良

心の責めを受けたり、それを怠る自分や他のキリスト者を裁く

ようになりました。また、お酒は尐しでも駄目だという「禁酒」

が教えられると、たとえそれが梅酒であっても、又、梅酒を付

けた後の果肉であってもアルコールがしみ込んでいるので

ダメだと思い、尐しでも酒を口にする自分や他のキリスト者を

責めるようになりました。母教会で禁酒を教えられていた私

は、神学生の時に、ある牧師から、結婚式でお祝いの席で

お付き合いで酒を口にしたという事を聞きました。その言葉

を聞いて私はその牧師に対する尊敬の念を失っていました。

自分が牧師になってから分かった事は、聖書は禁酒を教え

ていないという事です。ただし、濃い酒は避けるように、或い

は酔ってはいけないと教えられています。イエス様も弟子達

もぶどう酒を飲んでいます。メシヤ王国でぶどう酒の恵みに

与る事も約束されています。健康の為に尐量のぶどう酒が進

められています。（箴言 20:1、マタイ 26:29、Ⅰテモ 5:23、エ

ペソ 5:18参照） 

以上のように、キリスト者は教会によって説かれる聖書の

教えに従って、新しく知らされた価値観や道徳観によって、

自分も他人も批判したり裁いたりするようになりますので、自

分の良心から責めを受けないように、意志を働かせて正しい

あり方を選択する努力が始まります。 

 

 

②≪正しい福音理解と正しい聖書解釈に基づく価値 

観と道徳観の重要性≫ 

  キリスト者の良心は、自分が教えられ受け入れた価値観や

道徳観や真理認識によって機能し、その良心により意志によっ

て神のみ心に叶う道を選択します。したがって、キリスト者がも

し間違った聖書解釈や間違った福音理解を教会の指導者や

教会の信徒リーダーから受けると、そのキリスト者の良心は間

違った教えに沿って機能し、意志で間違った選択をするように

なります。それ故に、教会の指導者や信徒リーダーは、自分が

正しいと信じてきた事も繰り返し聖書に照らして再検討すると

いう、真摯な姿勢が求められています。 

 

◆モーセ律法の十分の一献金と安息日規定について 

例えば、上記にも述べていますが、「十分の一献金は、新

約のキリスト者にも要求されている神様の律法で、厳格に

守らなければならない。キリストもそのように教えておら

れる。」と、私は長い間教えられ、私もそのように信じて十分の

一の献金が経済の祝福につながると何度かメッセージをしてき

ました。また、マラキ書に従って十分の一の献げものをしない

事は神様のものを盗んでいる盗みの罪だともメッセージをした

こともあります。 

「人は神のものを盗むことができようか。ところが、あ

なたがたはわたしのものを盗んでいる。しかも、あなたが

たは言う。『どのようにして、私たちはあなたのものを盗

んだでしょうか。』それは、十分の一と奉納物によってで

ある。」(マラキ3:8) 

しかし、聖書をよくよく学んでみると、十分の一の献げものの

律法はユダヤ人に対する戒めであり、異邦人キリスト者には関

係のないものである事が分かります。私たちは聖書に書いてあ

るからと言うだけでなく、誰に宛てて書かれているかとか、どの

時代の人々に書かれたのかとか、文脈を大事にして解釈をし

ないと間違った解釈をする危険があります。主の諭しを求めな

がら、正しく解釈するための聖書研究と黙想は非常に重要

です。イエス様は、モーセ律法が生きている旧約時代に地上

の生活を送られていましたので、十分の一の献げものの重要

性を教えておられます。 

「偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わ

ざわいである。はっか、いのんど、クミンなどの薬味の十

分の一を宮に納めておりながら、律法の中でもっと重要な、

公平とあわれみと忠実とを見のがしている。それもしなけ

ればならないが、これも見のがしてはならない。」 

(マタイ23:23） 

しかし、イエス様が十字架で死なれた時に、十分の一の献

げものや安息日規定を含む613のモーセ律法が終わった事を

聖書は私たちに教えています。ユダヤ人は、キリストによって



3 

 

613のモーセ律法から解放されたのです。キリストは完全に613

のモーセ律法を守り、律法の一点一角もすたる事無く、ことごと

く成就されたのです。次の主の御言葉を主御自身が成就され

たのです。 

「よく言っておく。天地が滅び行くまでは、律法の一点、

一画もすたることはなく、ことごとく全うされるのであ

る。」(マタイ5:18) 

主はユダヤ人と人類の代表者として主が律法を全うされまし

たので、それによって、ユダヤ人をはじめ全人類が神様の前

に義とされる道が開かれたのです。 

 

 

 

 

 

◆キリストは613のモーセ律法を終わらせた 

神殿での犠牲を捧げる儀式(律法)が終った事を証明する出

来事として、イスラエルの国はＡＤ70年にローマによって滅び、

神殿は失われユダヤ人は世界に散らされていきました。その

ユダヤ人の一人であるパウロが、「キリストは律法を終わら

せたとか、廃棄された。」と教えています。又、私たちキリスト

者が「律法の下にいない」とか、「律法に死んだ」と説いて

います。献金も十分の一をしなければならないとは説かず、喜

んでささげるという動機が大切だと説いています。日も、良い

日とか悪い日は無いと教えています。 

「キリストが律法を終わらせられたので、信じる人はみな

義と認められるのです。」(ローマ10:4) 

「キリストはわたしたちの平和であって、二つのものを一

つにし、敵意という隔ての中垣を取り除き、ご自分の肉に

よって、数々の規定から成っている戒めの律法を廃棄した

のである。」(エペソ2:15) 

「各自は惜しむ心からでなく、また、しいられてでもなく、

自ら心で決めたとおりにすべきである。神は喜んで施す人

を愛して下さるのである。」(Ⅱコリント9:7） 

「また、ある人は、この日がかの日よりも大事であると考

え、ほかの人はどの日も同じだと考える。各自はそれぞれ

心の中で、確信を持っておるべきである。」(ローマ14:5) 

しかし、教会の多くの指導者は、「確かにキリストの十字架の

死以後、モーセ律法の祭儀規定や食物規定や服飾規定など

が終わったが、十分一の献げもの規定と安息日規定を含むモ

ーセの十戒は、今もユダヤ人とか異邦人を問わず有効で終わ

っていない」と教えているように思われます。安息日規定はキリ

ストが甦られた日曜日に変更しただけだと教えています。映画

「炎のランナー」では、そのように教えられていたイギリスのオリ

ンピック選手が、自分の走る日が日曜日だと知って、競技を拒

否するというシーンがありました。私も何度も何度も日曜日の礼

拝厳守を教えられてきましたので、牧師になって長い間そのよ

うに説いてきました。果たしてそれは正しいのでしょうか。その

ような理解は、聖書が教えているように集合体であるという律法

の性格を正しく学んでいなかった事によると、私はヤコブ書を

通して知りました。ヤコブ書では、律法が集合体である事を以

下のように教えています。 

「なぜなら、律法をことごとく守ったとしても、その一

つの点にでも落ち度があれば、全体を犯したことになるか

らである。」(ヤコブ2:10) 

モーセ律法には613の戒めがあると言われますが、その律

法が集合体だという事は、一つを破れば全部を破った、一つ

が終われば全部終わったという事を意味しています。祭儀律

法が終われば、安息日規定も十分の一献げもの規定も全部終

わった事を意味しているのです。律法が集合体である事は、

613あると言われているモーセ律法の「律法」という言葉が、ギリ

シャ語では単数形が使用されている事からも理解が出来ます。

ヤコブ書2章10節のギリシャ語は次の通りです。“o[stij ga.r 

o[lon to.n no,mon thrh,sh| ptai,sh| de. evn 

e`ni,( ge,gonen pa,ntwn e;nocojÅ”ここで律法を意味

する“no,mon”(ノモン)は名詞“no,moj "（ノモス)の対格形

男性単数が使用されています。繰り返しになりますが、集合体

とは一つの中に他の全部を含んでいるという事を意味していま

すので、一つが終われば全部が終わった事になります。 

 

◆新約時代に生きるキリスト者の為のキリストの律法 

今日の新約の時代は、キリストによって新しい律法としてモ

ーセの十戒の安息日規定を除いた「偶像崇拝の禁止と隣人愛

の実践」と言う律法が与えられております。しかし、だからと言

ってモーセ律法に生きているのではないのです。もし、モーセ

律法が生きているというならば、モーセ律法は集合体ですの

で、613の戒めが全部生きている事になりますので、その全て

を守る事が求められます。モーセ律法は終わり、新約時代に

生きるキリスト者には「新しいキリストの律法」として「偶像崇

拝の禁止と、隣人愛の実践」が求められているのです。その隣

人愛の実践には「キリストが愛されたように愛せよ」と新し

い内容が増し加えられています。それを、キリストは「新しい戒

め」だと教えられました。 

「わたしは、新しいいましめをあなたがたに与える、互に

愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように、あ

なたがたも互に愛し合いなさい。」(ヨハネ13:34） 

パウロは、自分がキリストの律法を守る者であると証をしていま

す。「──私は神の律法の外にある者ではなく、キリスト

の律法を守る者ですが──」(Ⅰコリント9:21) 

では、新約時代における献金や集会はどのようになすべき
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だと聖書は教えているのでしょうか。聖書は、集会をもつ事の

重要性を次のように教えています。「ある人たちがいつもし

ているように、集会をやめることはしないで互に励まし、

かの日が近づいているのを見て、ますます、そうしようで

はないか。」(ヘブル10:25) 

聖書は喜んで献げる献金の重要性も次のように教えています。

「ひとりひとり、いやいやながらでなく、強いられてでも

なく、心で決めたとおりにしなさい。神は喜んで与える人

を愛してくださいます。」(Ⅱコリント9:7) 

神様は心の動機を見られるお方ですので、神様を愛し人を

愛して喜んで礼拝に集い、又、献金をしているかどうかをご覧

になっている事をパウロは教えています。キリスト者は、モーセ

律法が終わったから集会に集わなくても良いとか、献金をしな

くても良いと誤解をしないようにしましょう。ただ礼拝のために

絶対に土曜日に集わなくてはならないとか、日曜日に集わなく

てならないという事では無いという事です。集会の曜日や時間

は、それぞれの教会が自由に決めてお互いの約束事項にす

れば良い事です。礼拝形式も、それぞれの教会が御霊の知恵

によって自由に決める事が出来ます。決まった形式は無いの

です。献金も喜んで出来る事をすれば良いのであって、額は

自由です。しかし、福音宣教等の教会の使命と運営を考えて、

その教会が、自由献金を原則として、モーセ律法以前の信仰

の父であるアブラハムが大祭司メルキゼデクに献げた十分の

一の献げものを模範として、それを目安として献げましょうと、

お互いの約束事項としても良いわけです。しかし、強制力はあ

りませんので、それをしなければ神様のものを盗んでいるとい

うメッセージは正しくありません。注意をしましょう。ただ、キリス

ト者の心に内住されている御霊が細き御声で「献げなさい」と

促された時に、それに逆らって「献げない」時は主に対して「盗

み」の罪を犯している事になります。それは主とその人との個

人的な問題であり、主の示しがなければだれも介入は出来ま

せん。 

もし、私達教会の指導者が、モーセ律法の安息日規定や十

分の一の献げものは今も絶対に有効だと言う間違った教えを

発信すれば、その教会の信徒の方々の良心は、それを守らな

ければ罪だ、悪だという認識に基づき働きますので、守らない

自分を裁くだけでなく、守っていない人達をも裁くようになるの

です。それは、律法主義であり、お互いに教会生活に疲れを

来たらすのではないでしょうか。 

 

③道徳的であれ、信仰的であれ、しかし道徳主義者(律法

主義者)になるな 

 

◆日々自分の十字架を負う生活 

キリスト者は、他の全ての人々と同様に、人格的な 

長所や個性を持っています。生まれながら、優しい人 

おおらかな人、厳格な人、繊細な人、内気な人、社交的

な人、明るい人、楽しい人、努力する人、意志の強い人

等々です。そうしたお互いの長所によって、良い生活を

送る事を自由意志によって選択をする事は自然ですので、

それは大事にされなければなりません。また、他者と自

分を比較しないようにしてお互いを尊重する事は、キリ

スト者だけに特別に求められている道徳でなく、全ての

人に求められている普遍的な道徳です。正に、スマップ

が歌った「世界でたった一つだけの花」としてお互い認

め合い尊重をし合う事は大事な道徳です。しかし、ここ

で一つ押さえておかなければならない事があります。そ

れは、事柄によっては従順である為に、意志を強く働か

せ犠牲を払わなければならない事があるという事です。

人は個性によって好みや愛着が異なり、また、得意や苦

手な事も異なりますが、キリスト者の心の中におられる

魂の監督であり牧者である主イエス様が、毎日の生活に

関わり、お導きの御声をかけ、時に、自分の好みに合わ

ないこと、苦手な事もするように導かれます。犠牲を求

められる事があります。つまり、十字架を負う事です。

その時は、強い意志を持ってその導きの声に従い、十字

架を負う決断が必要となります。例えば、ある伝道者は

病院と言う場所が好みに合わず、苦手意識がありました。

ある時、神様がある病院に行って伝道するように導かれ

ている事を感じました。しかし、苦手意識がありました

ので、気は進みません。しかし、間違いなく神様の導き

と思いましたので、苦手意識に逆らって病院に出かけ伝

道をしました。結果、帰りには心は非常に充足と喜びが

あったというのです。普段は、私達は自分の好みや個性

によって無理なく自然と意志を使い生活をしていますが、

主の導きは、時にそのような個性や好みに逆らって従う

事を命じられる事もあるという事を覚えておきましょう。

聖書の中に良い事例があります。アブラハムのイサク献

祭です。彼は、息子イサクを心から愛していました。イ

サクを見るたびに喜びを感じていました。喜びがありま

すから自然とイサクと一緒に居る事を無理なく意志によ

って選んでいました。そんな時に、神様よりイサクをモ

リヤの山で献げなさいと言う命令が下りました。彼にと

っては晴天の霹靂です。恐らく、イサクを犠牲として神

様に献げる事に強い抵抗があったでしょう。そのあたり

の苦悩が映画『天地創造』で描かれていました。しかし、

苦悩するアブラハムは痛みを覚えながらも、神様の約束

と全能の力を信じる信仰から生まれた復活信仰でイサク

を神様に献げる決断をします。その意志の決断は、決し

て自然に無理なくなされたのではありません。自分の信
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仰の意志で決心を強め、決断をしたのです。アブラハム

は自分の十字架を負ったのです。奉仕や仕事などを行う

上で、時に神様は強い決断をもって従う事、つまり十字

架を負う事を求められる事があるのです。例えばですが、

次のような事を本で読んだ事があります。ある牧師が神

学博士号を取得することに精を出していました。博士号

を取る事が教会形成と成長に必ず役に立つと判断したの

です。しかし、神様はある時に、博士号を取る必要はな

いと御声をかけられました。その牧師は、しばらく神様

と押し問答をしましたが、神様に聞き従う事を決め、神

学博士号を取るための勉強は止めたのです。その牧師は

神学博士号を断念するという犠牲を払ったのです。した

くない事をするように、したい事を止めるように愛着の

あるものを捨てるようにと、導きを感じたら聞き従う決

断をして従う事が求められています。それは聞き従う事

が出来ると安んじて、聖霊の助けを仰ぎながらも自分の

意志の力で選択をしなければなりません。 

 

◆神様と人の前に責められない良心的な在り方 

全ての人はたとえ罪に堕落した存在であっても、個性

が豊かであるだけでなく、神様の象に似せて創造された

大変尊い存在であり、更に、キリストが御自身の命を懸

けても救わんとした、キリストの命に匹敵する価値ある

尊い存在だという事をキリスト者は知っています。キリ

スト者は未信者・信者を問わず、お互いにそのような尊

い存在として心で認め、そのお一人お一人との出会いを

神様が与えて下さった最高最善の出会いとして（全ての

出来事は神様の愛と正義に基づく積極的な主権と許可の

主権威によって起こっているので、全ての出来事はいつ

も全ての人にとって最高最善の出来事です。）、その出会

いを意志で喜んで感謝し合う事はキリスト者として大事

な道徳的あり方です。例えばですが、隣にいる人を、私

の心の中で傲慢な思いで見下していると、その人と共に

いる事は楽しくありません。しかし、私が、その傲慢な

思いを否定し十字架に委ねて殺し、その人はキリストの

如く尊い存在であり、神様が隣に居合わせて下さったの

で最高最善の出会いだという真理を認めて感謝を始める

と、不思議にその人と共にいる事が楽しくなっていくの

です。私の教会のある姉妹が、「いつも全ての人をキリス

トの様に尊い存在として接しています。」と証をしていま

したが、キリスト者として正しい真理認識と意志による

正しいあり方だと言えるでしょう。キリスト者は、創造

主の神様を信仰の意志によって良いお方として認め感謝

し礼拝を喜んで献げますし、また、キリストを救い主と

して信仰の意志によって良いお方として認め喜んで感謝

します。また、キリストがなされた救いの御業を信仰の

意志によって良い事として福音として認め喜んで感謝し

ます。パウロはその事を次のように告白しています。 

「わたしがいま肉にあって生きているのは、わたしを

愛し、わたしのためにご自身をささげられた神の御子を

信じる信仰によって、生きているのである。」 

（ガラテヤ 2:20） 

 

◆聖なる公同教会（主の御体なる教会）の一員として 

キリスト者は、更に、同じ信仰の仲間の存在によって、

自分が支えられ生かされているという事実も信仰の意志に

よって良い事として認め喜んで感謝し合い共に集う事を大

事にします。キリスト者は全て聖なる公同教会の一員であ

り、主の御体なる教会の各器官であり、既に愛し合い支え

合う存在となっているのです。先日、山陰新年聖会で講師

の西海満希子先生（埼玉の越生教会牧師）がメッセージの

中で、「これから地の塩、世の光になるのでなく、主は既

になっている、と教えておられます」と語っておられまし

た。正にそれが聖霊によって諭された人のメッセージです。

聖霊によって諭された人は諭しを受けた霊的事実に安んじ

感謝しながら、出来る者に既にされているという信仰で地

の塩として世の光とし一歩踏み出すのです。そのように、

キリスト者はこれからキリストの御体の一器官になるので

なく、すでに全世界の聖徒と共に、聖なる公同の教会の一

員とされ、支え合い助け合う存在になっているのです。「キ

リスト者同士互いに愛さなければならない。」でなく「既

に愛し合う者とされている。」という霊的事実に安んじる

信仰によって、愛を実践していくのです。既になっている

という霊的事実に聖霊によって諭して頂く事が聖なる公同

教会の秩序維持と御霊の一致を保つ道の一つです。また、

更に、キリスト者は全ての事を御存知の神様の目に叶うよ

うに、神と人の前に良心的に責められないあり方を意志に

よって選択をする事も、キリスト者の大事な信仰的道徳的

あり方です。パウロが次のように告白しています。 

「わたしはまた、神に対しまた人に対して、良心を責め

られることのないように、常に努めています。」 

(使徒行伝24:16) 

以上のようにキリスト者は神様と人の前に信仰の意志 

によって無理なく喜んで出来る事を実際に行うという信仰

による道徳に生きる事が求められています。神様のみ前に

自由意志で無理なく選択できることを選択し、実践を続け

る時にその人は神様の祝福で満ちて行きます。逆に、自由

意志で選択できる実践を選択せず、実践を怠るとその人か

らは神様の祝福を消えて行きます。 
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④キリスト者が遭遇するいくつかの問題事例 

では、いつでも意志の力で、神様と人の前に喜ばれる

道徳的に愛に満ちた聖なる生活を実践できるのかと言い

ますと、そうはいかないのです。意志の力で自然と無理

なく喜んで出来ない事態にしばしば遭遇するようになり

ます。又、十字架を負う事に困難を覚える事態にも遭遇

します。以下にいくつか事例を取り上げましょう。 

 

◆残存する古い人の問題 

▲自分に近い人や友人が誰かより高く尊敬されたり、又、

尊敬されていると推測すると、なぜか、普段からその人

と比較して劣っていると思っている人は自分勝手に自分

が批判されていると思い込み、自然と妬みが起こり自尊

心を傷つけ不愉快になり、その近い人や友人が尊敬され

るという事を一緒に喜べなくなります。その人と一緒に

いる事に不愉快を感じしんどくなります。又、そのよう

な発言をした人の存在も喜べなくなり、その人と一緒に

いる事にも不愉快を感じしんどくなります。 

▲自分に近い人や友人が何か幸福そうに見えると、自分

が幸福でないと思っている人は、劣等感のゆえに自然に

妬みが起こり、その妬みによって自尊心を傷つけ不愉快

になります。(妬みによって親友を殺すという事態に発展

することもあります。親友と共に受験勉強してきたある

学生は、親友だけが受験に受かり、自分が落ちた時に激

しい妬みに襲われ、ついに親友を殺すに至ったという事

件がかつてありました)。 

▲自分に近い人や友人が仕事や事業に成功すると、仕事

や事業が上手く行っていないと思う人は、劣等感のゆえ

に自然と起こる妬みによって自尊心を傷つけ、不愉快に

なり、素直に近い人や友人の成功を喜べなくなります。

また、その人と一緒にいる事がどこかしんどくなります。

私は、社会人として勤めていた時に、後輩が自分より良

い仕事をしている事を妬み喜べない事を度々経験しまし

た。（教会の中で、ある人が豊かな賜物があり、その賜物

によって喜んで奉仕をしている姿を見ると、自分には豊

かな賜物がないと思うと、妬みにより自尊心が傷つき、

喜んで奉仕が出来なくなるという事が起こる事がありま

す。それに似た事が教会の中で度々起こるのです。） 

▲人から批判されると、その批判が愛を動機としたもの

であって良いものだと認めながらも、自尊心の故に自然

と不愉快になりむっとし、怒りの感情を持つようになっ

たり、自己憐憫の感情を持つようになったりして、その

批判を前向きにとらえなくなります。私は、社会人とし

て野球部に属していましたが、ある試合で私は大きなミ

スをしてしまいました。その時に監督にどやされました

が、腹が立ってくってかかったことがありました。ミス

をした私はどやされて当然なのですが。素直に受け入れ

ることが難しかったのです。 

教会の中で、総会や会議で自分の意見が批判されると、

人から認められたいという承認の欲求の貪欲により自尊

心が傷つき、違った意見を述べたり批判した人に対して

不愉快な感情を抱くようになり、建徳的な会議が難しく

なるという事があります。牧師も信徒も尐々のことは忍

耐して我慢していますが、自尊心がひどく傷ついた時は

怒りが爆発し、会議の雰囲気が悪くなっていきます。私

は、若い時に、教会の総会で怒鳴った事がありました。

又、教団の実行委員会の時にも、私の自尊心が傷つく言

葉を受けた結果、その心の傷の故か、その会議中、私は

理不尽と思える言葉を聞くと直ぐに怒鳴るという事をし

ていました。傷ついた自尊心を放置していると、最悪の

事態は分裂が起きたり、或いは、牧師に躓き信徒が教会

を去るという事態を招きます。自分で傷つけた自尊心を

放置していると、愛と赦しを自由意志で無理なく選択す

る事が困難になって行くのです。私は教会でそのような

暴力の悪循環を何度か体験してきました。 

▲自分の自尊心を自分で傷つけてしまう結果を招く言動

を他者から受けると、その言動の発言者が家族や親しい

者であっても、自然と腹が立ち憎しみの感情を持つよう

になります。私は、孫が私に対して口答えをした時に、

悲しい事ですが、腹が立ち孫に対しても自然と憎しみの

感情を抱くという体験をしました。また、小学生の時に

弟と口喧嘩した事があり、口で勝てない弟を強く憎むと

いう感情をもった自分を知って愕然とした事がありまし

た。それ以外に、何度か強い憎しみの感情を抱く体験が

ありました。 

▲私達罪人は欲望の充足を邪魔する人が、それがどんな

に良い人であっても、又、神様であっても自然と腹が立

ち憎しみの感情を持ちます。子どもが、母親と一緒に買

い物に出かけ、欲しいものをねだった時、母親が応えて

くれないと、子どもは心の中でむっとしているのです。

おとなしい子どもやしつけられている子はじだんだを踏

んで叫ぶことはありませんが、それでも心の中は穏やか

ではないのです。 

「そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、

大言壮語する者、悪事をたくらむ者、親に逆らう者、・・。」

(ローマ 1:30) 

「彼らの目の前には、神に対する恐れがない。」 

(ローマ 3:18) 

▲救われたキリスト者も、古い人の故に自然と貪欲にな

り、情欲で異性を見つめます。自分のそのような不純さ
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にしばしば悩むようになります。欲しがってはならない

のに、自然に欲しがるのです。それは、偶像崇拝だと聖

書は戒めています。 

「だから、地上の肢体、すなわち、不品行、汚れ、情欲、

悪欲、また貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝

にほかならない。」(コロサイ3:5) 

▲無くて七癖と言う諺がありますが、人は自分の悪い癖

を知っています。例えば「おしゃべりな人」がいるとし

ます。それはその人が持って生まれた傾向性です。しか

し、おしゃべりは慎まなければと、その性格に逆らって

意志で自分の口を開かないように頑張ります。しばらく

は意志の力で出来ますが、その人の持って生まれた傾向

性ですので、一度話し始めると意志のブレーキはききま

せん。喋り捲っている自分がそこにいるのです。その人

は意志の決断が弱かったと思い、失敗してはまた意志を

強くして挑戦しますが、やはり持って生まれた傾向性に

は意志は勝てませんので、繰り返し失敗をするのです。

逆も真です。寡黙な傾向性の人は話さなければと思うの

ですが思うように話せないのです。その他に「怒りっぽ

い人」、「自分の思い通りにしたいという支配欲や権力欲

の強い人」、その他、短所とされる人の性格は意志の力

で勝てないのです。ある程度改善は出来ますが。根本的

な解決には程遠いのです。 

 

◆意志の力の限界 

以上のように、キリスト者として自然と感謝と喜びに

満ちた良い信仰生活を送りたいのですが、そのような生

活を送らせない自分の罪深さや弱さと言う事態に私達は

何度も何度も遭遇します。その結果、多くのキリスト者

が意志の力ではどうも対処できないという、意志の力の

限界を感じるようになるのです。そこで、真面目な人や

熱心な人は熱心に祈れば神様の偉大な力で意志が強くさ

れ、強くされた意志の力で憎しみ妬みなどの邪悪な感情

を持たなくなったり、意志の力で人を赦していけると思

い意志が強くなるように熱心に祈るようになります。し

かし、現実は、何度祈っても、批判されると同じように

自尊心を傷つけたり、幸福な人の姿を見ると同じように

自然と妬み、罵倒されると自然と同じように憎しみの感

情を持っている自分を知るのです。条件がそろえば、い

つも同じような邪悪な感情を自然と持っている自分を発

見して絶望するのです。そのようにどんなに祈っても相

変わらず自然と人を妬んだり憎んだりしている自分を発

見し、苦しみます。赦したいと思った途端に、また、同

じような否定的な条件がそろえば相変わらず邪悪な憎し

みの感情を抱いている自分を発見して失望して行きます。

愛したいと思った途端に、同じような否定的な条件がそ

ろうと憎んでいる自分を発見し、キリスト者は絶望に導

かれて行きます。そのようにしてキリスト者は罪と死の

法則(原理)を発見していくのです。又、何度祈っても、何

度断食しても、何も変わらない自分がそこにいて「ああ

悩めるかな！」とパウロと似た体験をしていくのです。

パウロは人の「妬まないぞ！」「憎まないぞ！」「貪欲に

ならないぞ！」と強く決心するその意志(肉)に罪と死の法

則(原理)が働き、自然と邪悪な感情を持たせていると教え

ています。 

「そういうわけで、私は、善をしたいと願っているの

ですが、その私に悪が宿っているという原理を見いだす

のです。すなわち、私は、内なる人としては、神の律法

を喜んでいるのに、私のからだの中には異なった律法が

あって、それが私の心の律法に対して戦いをいどみ、私

を、からだの中にある罪の律法のとりこにしているのを

見いだすのです。」(ローマ 7:21～23) 

 

⑤道徳主義者(律法主義者)になってはいけない！ 

以上のような、意志の力の限界や祈りや修業の限界を 

無視して、何でも人の意志の力で、祈りで、修業で頑張

ればキリストの様な義と聖と愛と赦しに満ちた神様に喜

ばれる生活を送る事が出来るという教えは、道徳主義で

あり律法主義となりますので、人を疲れさせるだけでし

ょう。キリスト者は無理のない自然な意志の選択によっ

て道徳的でなければなりませんが、意志の力や難行苦行

と祈りで不可能な事をやり遂げようとする道徳主義者、

律法主義者になる必要はないのです。 

人間は、お互いに良い関係を築いている時は、自分の

意志でお互いに尊重し合ったりできるのですが、批判を

受けたり侮辱されたりすると、それらによって自分の自

尊心を自然と傷つける古い人によって、お互いの関係を

だめにし、お互い尊重し合う事が出来なくしてしまう短

所と弱点があるのです。人は生まれながら罪の性質を持

って生まれているので、隣人との関係を破壊していく邪

悪な感情を自然に持ってしまいます。自然と貪欲になり、

自然と異性に対して醜い情欲を抱いたり、又、情欲を掻

き立てる映画やドラマや写真や雑誌等に関心を持つので

す。更に、承認の欲求の貪欲のゆえに批判されたり、侮

辱されると自然と人を恨んだり憎んだり妬んだりして自

分で自尊心を傷つけ不愉快になり、気が付けば隣人を傷

つける言葉を発したりしているのです。そのようにして、

人はお互いに自尊心を傷つけて、不愉快と憂鬱を増大さ

せていくのです。何事もなければ道徳的に良い関係を築

いてくのですが、いざ、問題が起こると、自分の意志の

http://jp.123rf.com/photo_32924523_.html
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力で道徳的に良いあり方ができなくなり、意志の力の限

界を感じるのです。人間には誰にも自尊心がありますが、

人は自然と抱く自分の妬みや憎しみなどの邪悪な感情に

よって自分の自尊心を自分で傷つけるのです。 

自尊心を傷つける最も根本的な第 1 原因は他人の言動

にあるのでなく古い人によって生じる貪欲にあるのです。

しかし、道徳主義者は、意志の力で何とかなるとして、

邪悪な貪欲と感情をひっこめたり押し殺したりして、そ

の人を愛するように意志で選択をして意志の力で愛する

ように努めるように教えるのです。又、意志を強くする

ために、人は難行苦行等の宗教的努力をしたり、キリス

ト者であれば神様に祈って意志を強めてもらい、愛する

意志を強固にしてもらおうとします。しかし、生まれな

がら罪の性質を持っている古い人は、聖霊の力で、神様

の全能の力で改善をされる事を断念させるほど邪悪な存

在になっているのです。「古い人」というのは、神様がキ

リストと共に十字架で殺し死なせて下さらなければなら

ないほど腐りきったどうしようもない存在なのです。聖

霊に満たされたからと言って、残存する古い人による貪

欲や邪悪な感情を持たないという保障は無いのです。聖

霊に満たされ活躍してきた有名な牧師たちが、時になぜ

情欲に溺れ、金銭欲に溺れ、物質欲に溺れて大失敗をす

るという大事件を起こすのでしょうか。それはキリスト

者の内に残存している貪欲の塊である古い人に原因があ

るのです。 

◆父なる神の古い人に対する解決策 

父なる神様は古い人を聖霊に満たし、聖霊の力で改善

して、キリストの様に敵を赦し合い愛する良い人にする

という改善による救いの計画でなく、キリストと共に十

字架に付けて殺し死なせ、キリストと共に新たに復活さ

せるという救いの計画を立てられたのです。その為にキ

リストが誕生をされた時に古い人である全人類をキリス

トに結び付けられたのです(拙書「全人類はいつキリスト

に結び付けられたのか」参照)。生まれながらの古い私達

は、ある程度、道徳的に生きたり、また、祈ったり難行

苦行を積んだり修業を積む事によって、内側に起こる邪

悪な感情を意志によって抑えて生きる、道徳的に良い人

間に改善できますが、内側から起こってくる邪悪な感情

が起こらないようにすることはできません。内面に生じ

た邪悪な感情を心の奥に抑え込むことはできますが、消

滅させることはできません。詰まり古い人は人間の意志

の力と難行苦行によっては絶対に改善できないのです。

聖霊の力で古い人を改善し意志の力で聖なる生き方を目

指すことが、聖なる神様に喜ばれる生き方だとして教え

る事は福音でなく道徳主義でありと律法主義となります。

それは決して聖なる神様が喜ばれる生き方ではないので

す。内側に起こる邪悪な感情を意志の力で心の奥に抑え

込んで我慢する信仰生活は、やがて疲れてきますし、何

かの時に、その邪悪な感情が再び顔を出し、意志のコン

トロールが出来ない状況に遭遇し、大喧嘩になる危険が

あります。また、その邪悪な感情の故に傷ついた心の傷

が癒えないままですと、鬱病になる危険があります。心

の中に、一物をもったままで意志の力で良い人間を演じ

たり、愛の人を演じる事は、偽善者になっている可能性

があます。聖書で、偽善と訳されている言葉は、役者と

か俳優の意味があると言われています。「偽善者

（u`pokrita ユポクリタ）よ。まず自分の目から梁を取りの

けなさい。そうすれば、はっきり見えて、兄弟の目から

も、ちりを取り除くことができます。」(マタイ 7:5) 

※u`pokrita(ユポクリタ)は名詞u`pokrith,j, (ユポクリテ

ース)呼男単で、偽善者､俳優と言う意味があります。 

 

⑥私達罪びとの魂とキリストの魂の違い 

◆魂の機能 

キリストは、実際にどのような知性や感情や意志を持 

って歩まれたのでしょうか。先ず、魂の機能である知性

と感情と意志の関係を考察しましょう。その上で、キリ

ストの魂の知性と感情と意志がどのように機能していた

のかを考察します。知性と感情で人は色々な知識を記憶

していきます。記憶は知性だけでなく感情も記憶をする

機能を持っています。善い思い出や苦い思い出などを感

情は知っています。また、知性で正しい価値観や人の正

しいあり方や真理は何かを黙想し考えて行きます。その

結果、たどり着いた真理認識(聖霊による諭しも含めて)

に基づき、真理に沿った正しい生活を送るために意志を

働かせて、意志で選択を行っていきます。そのような、

生活の中で、正しい選択をして嬉しい事に出あうと感情

に喜びが与えられ幸福な気分になります。意志は平安や

喜びがあると、多くの場合無理なく自然に良い道を選択

しています。意志の無理のない自然な選びは意志の力と

言うよりは、平安な感情、或いは良い麗しい感情の力に

よる所が多いように思います。意志が無理なく自然に良

い選択をする生活、それは、感情が良い状態である時だ

と思われます。逆に感情が否定的になったり消極的にな

ったり悪い思いが支配すると、意志は自然に悪い方向に

動きますので、そこから「為せば成る､為させねば成らぬ

何事も」と言う根性(強い意志)が大事だという信念が生ま

れてきたものと思われます。しかし、それは自然ではな

いので、ある意味しんどい事だと言えるでしょう。 
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◆罪びとの魂の機能 

しかし、罪びとの私達はどのように意志を強く働かせ

て良い感情を持ちたいと願っても、妬んだり憎んだりす

る邪悪な感情は、侮辱されたり批判をされたりと言う否

定的条件が揃ったり、人が成功したり幸福になるという

条件が揃えばいつも自然と起きて来るので、意志の力で

は、邪悪な感情を生じさせないようにする事は出来ない

という事を体験的に分かるようになって行きます。意志

の力で生じさせないように出来ない、自然と生じる邪悪

な感情や貪欲を放置していると、意志は自然と悪い選択

をするようになり、その人は不道徳となり、時に犯罪が

生み出されていきますので、自由意志によってその悪を

抑えるように、戒めたり、裁きを設けたりします。もし、

裁きや戒めがなければ人はどのようになるでしょうか。

この世界は無法地帯の暴力と殺戮の世界になってしまう

でしょう。しかし、裁きや叱責を恐れて法的罪を犯さな

いからと言って、その人が、神の目に善人とは映っては

いないのです。 

 

◆キリストの魂の機能         

 以上のように罪びとである私達の在り方を考えますと、

キリストがいつも自然に自由意志によって無理なく人を

赦したり、愛したり、ご自分を無にして人を自分より優

る者として尊敬し喜ばれたのは、一度も妬んだり、恨ん

だり、憎んだり、自尊心を自分で傷つけて不愉快になっ

たりする邪悪な感情や思いを持たれた事がないからだと

いう事実が見えてきます。それは、同時に一度も貪欲に

なられた事がないことを意味しています。キリストは外

側に見える言動において罪や失敗がないばかりか、心に

おいていつも自然と聖い思いを持ち、自然と無理のない

自由意志によって神様を礼拝し、祈りと黙想と賛美を献

げ、人の幸福や成功を喜び、隣人の幸せのために無理の

ない自然な自由意志によって仕えておられた事が分かり

ます。 

 キリストは私達のように、他人が尊敬されると、妬ん

で自分で自尊心を傷つけられた事はありませんでした。

いつもその喜びと幸福を自然と共有されていたのです。

又、ご自分にひどい仕打ちをする人があっても恨んだり

憎んだりする事無く、自然と憐みの情を持たれ、無理の

ない自然な意志によって赦しを選択され赦しの祈りを十

字架上で父なる神様に献げられたのです。主は、隣人の

苦しみや不幸を思うと自然と憐みと痛みをお持ちになり、

自然と無理のない自由意志によって御霊のお導き 

の中で愛のお祈りを献げられていたのです。 

 

⑦罪びとの私達がキリストの如く無理のない自由意志に 

よって自然と聖く愛に満ちて歩む為に(御霊の実を結

びながら生活する為に) 

以上のキリストの聖く愛に満ち溢れた生活は、意志の 

力でなく、キリストが神の命と性質と聖霊に満ち溢れて

おられた事によります。キリストの聖く愛に満ちた生活

の原動力は意志の力でなく神の命と性質と聖霊にあった

のです。キリストと私達罪人との決定的な違いは、命の

違い、性質の違いにあるのです。 

キリストは母マリヤが聖霊によってみごもってお生ま

れになった方ですので、神の命と性質を持って誕生され

ました。罪びとの私達は、罪に堕落したアダムより罪の

命と性質を遺伝によって受け継いでいますので、キリス

トとは正反対に、自然と邪悪な思いや感情を持ってしま

うのです。そのような私達が、キリストの様に神の命と

性質に預かり、自然と良い感情を抱き、無理のない自由

意志の選択によって隣人を赦し愛する道を父なる神様は

備えて下さったのです。その道は罪人である全人類をキ

リストに結び合わせて一体化させる事でした。罪の性質

を持って生まれた、生まれながらの古い人である私達を

十字架で対処し、神の聖なる性質をもった新しい人にす

る為に、神様はキリストを約 2000 年昔に、全人類の代表

者としてこの地上にお遣わしになったのです。それが、

キリストがユダヤのベツレヘムに誕生した時の意味なの

です。全人類の代表者としてキリストが誕生されたその

時に、全人類はキリストに結び付けられました。キリス

トと一体化された全人類はキリストが十字架で死なれた

時に共に死んだのです。 

「私たちはこう考えました。ひとりの人がすべての人

のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。」 

（Ⅱコリント 5:14） 

又、キリストが甦られた時に共に甦り、キリストが天

の座に着かれた時に共に天の座に着いたのです。つまり、

罪の性質を持った古い私達は十字架で既に父なる神様に

よって殺され死にました。そしてキリストと共に甦って、

既にキリストの如く神の命と性質に預かる者となりまし

た。それが、キリストにあっての神の救いの御業です！ 

しかし、その救いの御業の適用を受けるのはキリストを

主として、救い主として信じた人です。ですので、実際

にキリスト共に死に共に甦ったのはキリストを信じたキ

リスト者だけです。よって、パウロは、キリスト者はキ

リストを信じた時に古きが過ぎ去り全てが新しくなった

と教えています。「だれでもキリストのうちにあるなら、

その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、

見よ、すべてが新しくなりました。」(Ⅱコリント 5:17) 
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又、キリストと共に十字架で死に共に甦り、共に天の

座に着いたと教えています。「罪過の中に死んでいたこの

私たちをキリストとともに生かし、──あなたがたが救

われたのは、ただ恵みによるのです── キリスト・イエ

スにおいて、ともによみがえらせ、ともに天の所にすわ

らせてくださいました。」（エペソ 2:5～6） 

更に、キリストにある者は神の徳（神の性質）で満ち

満ちていると教えています。「キリストのうちにこそ、神

の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そして

あなたがたは、キリストにあって、満ち満ちているので

す。」（コロサイ 2:9～10） 

以上の救いの御業は、キリストにあっての目に見えな

い霊的歴史的絶対の事実なのです。その救いの事実は、

最初は感じたりしないのですが、その事実に聖霊によっ

て目が開かれ、その事実に安んじる事によって、自然と

邪悪な感情が聖霊によって消え、聖霊によって自然にキ

リストの様な良い感情が与えられ、無理のない自然な意

志の選択によって、人を愛して祈ったり、赦したり喜ん

だりしている自分を実際に体験して行きますので、その

事実を徐々に実感するようになります。しかし、その霊

的絶対の事実は実感しようがしまいが事実ですので、実

感をしなくても、その霊的事実を認めて日々安んじるの

です。例えば、友人が誰かよりほめられた事によって妬

みが起こり自分で自分の自尊心を傷つけたとしましょう。

それはキリスト者の内に残存している、キリストと共に

十字架で過ぎ去った古い人からおきている感情です。そ

の邪悪な感情は古き人に繋がっていますので、古き人が

キリストと共に十字架で過ぎ去ったという霊的事実にた

って古き人を十字架に委ね否定する時に同時にその邪悪

な感情も十字架に委ねている事になります。パウロはそ

の事を次のように教えています。「キリスト・イエスにつ

く者は、自分の肉を、さまざまの情欲や欲望とともに、

十字架につけてしまったのです。」(ガラテヤ 5:24) 

邪悪な感情を生じさせる古き人を十字架に委ねた時に、

その邪悪な感情も否定し十字架に委ねているのです。そ

れに続き、同時に、妬みを生じさせた出来事を感謝する

神の徳で満ち満ちた者となっているという事実に十分に

安んじます。十分に安んじる時にその出来事を意志で感

謝している自分を発見します。そうすると、聖霊により、

傷ついた自尊心は癒え、妬みの感情は取り去られている

自己を体験します。また同時、神の命と性質のゆえに隣

人が尊敬されている事をキリストの様に心から喜ぶ者と

なっている事に感謝して安んじます。その平安の中で隣

人の幸いは私の幸いだと意志を持って感謝します。する

と、聖霊によって、友人が尊敬されて幸いである事を自

然と喜んでいる自分を発見し、友人に対して喜びを共有

しながら、無理のない自由意志の選択によって「良かっ

たなあ」と声をかけている自分を発見していきます。そ

の他、神の命に与っている私達は、聖霊によって無意識

の内に愛の行為を自然と行っている事もあるのです。後

にある人から「あの時の事を感謝します。」と言われても

覚えていない事が度々あるのです。 

 無理のない自然な自由意志の選択により人を愛したり

赦したりできるのは、意志の力でなく、平安な心とキリ

ストにあって与えられている神の命と性質が聖霊によっ

て働く事によるのです。それが、御霊の実と呼ばれてい

います。「しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、

親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを

禁ずる律法はありません。」（ガラテヤ 5:22～23） 

 キリストの様に自然に無理のない自由意志の選択によ

る赦しと愛の人生を生きる道は、キリストにあって古い

人が十字架で既に過ぎ去り、キリストにあって既に神の

命と徳で自分が満ち満ちているという神の救いの御業に

安んじ、内住の聖霊に委ねながら聖霊の導きという真理

に沿って一歩意志を働かせることです。 

 それは真理に生きていますので、真理の御霊である内

住の聖霊の働きによって神の命の支配に実際に与り、自

然と無理なくキリストの様に聖く愛と赦しと謙遜に満ち

て歩んでいる自分を体験して行くのです。 

 最初はよちよち歩きですが、残存している古い人が顔

を覗かす度に十字架に委ね処分し、キリストにある事実

に安んじ聖霊に委ね一歩信仰の意志で行動し続けます。

その繰り返しにより、だんだんと体験も重なり、その歩

みが自然になって行きます。歩くという事は、健康な人

間にとって無理なく自然にできることです。パウロは、

全てのキリスト者は無理なく、キリストの様に謙遜と愛

に満ちて歩く者とされている事を知っていますので、ピ

リピ書 4章 1節~3節で次のように勧めています。「さて、

主の囚人である私はあなたがたに勧めます。召されたあ

なたがたは、その召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と

柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍

び合い、平和のきずなで結ばれて御霊の一致を熱心に保

ちなさい。」 

全てのキリスト者は召しにふさわしく無理なく自然な

自由意志によって歩く者とされているのです。そうでな

ければ、パウロがどうして「歩きなさい」と勧めること

ができるでしょうか。 

 キリストが自然と無理なく聖く正しく、自由意志をも

って人を愛し赦して歩まれたように、キリスト者である

私達もキリストの如く聖く歩むことができるように、父
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なる神様は救いの御業をなされたのです。その道を聖霊

によって諭して頂けるように祈りましょう。 

※以上の、キリストにあって自然とキリストの如く歩

む者とされているという「キリスト者の霊的歴史的絶対

の事実」を実際の生活の中で体験して行く方法を以下に

纏めておきます。 

 

 

≪真のキリスト者像/キリスト者のアイデンティティの

確立のために≫ 

 

①神様の御心に従う信仰の意志による第一歩について 

 キリスト者がキリストの如く自然と聖く愛と喜びに満

ちて生きる為に、以下のように自分のキリストにあって

の目に見えない霊的実態の自己像をしっかりとイメージ

し安んじましょう。生活の中で以下のように古い人が顔

を覗かせば、繰り返しになりますが、以下のように心の

中で唱えて安んじ、平安の中で新しい神の徳で満ち満ち

た者として意志を一歩働かせましょう。平安の中で神の

徳で満ち満ちた者として御霊の導きに従って意志を一歩

働かせるのが、キリスト者として自然な生き方であり、

キリストの如き歩みをしているのです。例えば、人を赦

さなければならないと、神様から示された時に、キリス

トにあって人を赦さない古い人は既にキリストと共に十

字架で過ぎ去っているという霊的事実に立って否定し、

既にキリストと共に甦り既に神の徳で満ち、どんな人も

七度を七十倍するほどに赦せる人になっているという霊

的事実に安んじて、その平安の中に留まっている時に、

その人は信仰の意志で赦しますと宣言するように導かれ、

それを喜んで行うのです。それが、信仰の一歩であり、

それが正しい福音的意志の使い方ですので、その信仰の

一歩、福音的意志の使用によって聖霊がより働き、更に

自然に喜んで赦している自分を傍らに見て行くのです。 

 

②聖霊の働きを受ける為の信仰の意志による第一歩の 

事例 

 

◆残存する古い人と神の徳で満ちた新しい人の狭間で 

▲「キリストにあって神の命と徳に満ち満ちたキリスト

者の私は、隣人が尊ばれると妬んで不愉快になる人では

ない。隣人が尊ばれるとその喜びを共有し喜ぶ者とされ

ている。」と信じて安んじながら、御霊の導きに従う事が

信仰の意志による第一歩です。 

※隣人が尊ばれると妬み、自分が見下げられたと邪推を

して、自尊心を傷つけ不愉快になった場合は、それらの

邪悪な感情は内にある残存している古い人から生じて

いるので、その時は「邪悪な感情を持つ古い人はキリス

ト共に十字架で過ぎ去ったものである。」と否定し、信

じて安んじましょう。 

▲「キリストにあって神の命と徳に満ち満ちたキリス 

ト者の私は、人から批判されたり、違った意見を聞くと、 

自尊心を自分で傷つけ不愉快になる人ではない。また、 

自分を批判したりする人を恐れるものではない。その批 

判や違った意見を喜んで受け入れ、自分の成長の為に役 

に立てるものである。批判をした人も異なった意見を語 

った人も自分より優る先生のように思って尊び喜ぶ者と 

なっている。」と信じて安んじながら、御霊の導きに従う 

事が信仰の意志による第一歩です。 

※人の批判や違った意見に対して、自分が低く見られて

いると邪推し自尊心を傷つけ不愉快にする邪悪な感情は

内に残存している古い人共に十字架で過ぎ去ったもので

すので、十字架に委ねて安んじましょう。 

▲「キリストにあって神の命と徳に満ち満ちたキリスト 

者の私は、隣人から暴力的な暴言や仕打ちを受けても父 

なる神キリストのように赦しを祈る者とされている。」と 

信じて安んじながら御霊の導きに従ってとりなしを献げ 

ましょう。それが信仰の意志による第一歩です。 

※もし、人を赦さず、憎んだり恨んだりする邪悪な感情 

が生じれば、それらは残存している内にある古い人と共 

に十字架で過ぎ去ったものである、と信じて否定し十字 

架に委ねて安んじましょう。 

▲「キリストにあって神の命と徳に満ち満ちたキリスト 

者の私は、隣人が仕事に成功したり、幸福になると妬む 

者でなく、共にその成功と幸福を喜ぶ者となっている。」 

と信じて安んじながら御霊の導きに従いましょう。それ 

が信仰の意志による第一歩です。 

※人の幸福を妬み、自分が不幸になったかのように思わ 

せ私達を傷つけ不愉快にする、残存している内にある古 

い人は、キリスト共に十字架で過ぎ去ったものであると 

信じて安んじましょう。 

▲「キリストにあって神の命と徳に満ち満ちたキリスト 

者の私は、悪を憎み退けるものですが、他者の悪と戦う 

時に、人の心は傷つきやすい事を考慮して、出来るだけ 

傷つかないように、言葉に配慮する柔和なものとなって 

いる。」という事実に安んじましょう。その平安の中で御 

霊の導きで大胆に裁きを宣告をしなければならない時は、 

それも、人を恐れずに出来る者とされていると霊的事実 

に安んじながら、御霊の導きに従いましょう。それが 

信仰の意志による第一歩です。 

※人の傷つきやすい心を考慮せずに、批判の言葉を鋭く 
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投げかけたり、人から嫌われる事を恐れて大胆に裁きを

語れない残存する内にある古い人は十字架で過ぎ去った

者であると安んじましょう。 

▲「キリストにあって神の命と徳に満ち満ちたキリス者 

の私は、自分がどのような優れた能力があっても、まる 

でそのような能力がないかのように、その能力を傍らに 

おいて自分を無にして、その隣人が語る事に先ず耳を傾 

ける事に熱心なものとされている。」と信じて安んじまし 

ょう。その平安の中で聖霊の導きに従いましょう。それ 

が信仰の第一歩です。 

 

※隣人を自分より劣るとして見下げ、喜ばず、隣人の語

る事に熱心に耳を傾けない私の内にある残存する古い

人は十字架で過ぎ去った者であると安んじましょう。 

▲「キリストにあって神の命と徳に満ち満ちているキリ 

スト者の私は、隣人を私や全ての人の幸せの為に、私以 

上になくてならない非常に有益で価値ある存在として喜 

びながら、奴隷や僕が仕える最高に尊いご主人のように 

思って、喜んで熱心に仕えるものとされている。」と信じ 

て安んじながら御霊の導きの御声に従いましょう。それ

が信仰の意志による第一歩です。 

※隣人を見下げる傲慢な私の内にある古い人は十字架で過

ぎ去った者であると安んじましょう。 

▲「キリストにあって神の命と徳で満ち満ちているキリ 

スト者の私は、個人主義者でなく、同じ主にある者とキ 

リストの体なる教会を構成し、すでに支え合い助け合っ 

ているものとされている。」と信じて安んじながら、御霊 

の導きに従って助け合いましょう。それが信仰の意志に 

よる第一歩です。 

※他のキリスト者がいなくても、自分一人で信仰を守り 

続け、キリスト者として生きつづける事が出来ると思う

個人主義の傲慢な内にある残存している古い人は十字架

で過ぎ去った者であると安んじましょう。 

▲「キリストにあって神の命と徳で満ち満ちているキリ 

スト者の私は、異性に対して自然とキリストの様に聖い

思いを抱くものとされている。」と信じて安んじながら御

霊の御声に聞き従う事が信仰の意志による第一歩です。 

※異性に対して情欲を抱いたり、性的刺激を与えるもの 

を貪る貪欲に満ちた私の内に残存している古い人は十字 

架で過ぎ去ったものであると安んじましょう。 

▲「キリストにあって神の徳で満ち満ちた者とされたキリスト者 

の私は、貪欲から解放され、金銭欲や物質欲に囚われない

者とされている。」と信じて安んじながら御霊の導きに従う事

が信仰の意志による第一歩です。 

※今あるものを持って満足せず、必要以上に金銭を求めた 

り、必要以上に高級なものを求める貪欲な私の内にある残存 

している古い人は十字架で過ぎ去ったものであると安んじま 

しょう。 

▲「神の命と神の徳で満ち満ちたキリスト者の私は、いつも 

喜び、絶えず祈り、全ての事に感謝する者とされている。」と

安んじながら、御霊の導きに従って神を神として崇め、喜び、

祈り、感謝しましょう。それが信仰の意志による第一歩です。 

※自分思い通りにならないと、あの荒野のイスラエルのように 

つぶやき不平不満を抱き、指導者や更に神様さえも憎む私 

の内にある残存する古い人は十字架で過ぎ去ったものであ 

ると安んじましょう。 

▲「聖書のどのような記事も神様が愛をもって読むように啓

示して下さった愛の手紙と認め、キリストにあって喜びと感謝

の心で読むようにされている。」と安んじながら御霊の導きに

従って聖書を読みましょう。それが信仰の意志による第一歩

です。 

※聖書を読んでいる時に、厳しすぎると思う聖絶思想やさば

きの記事に不愉快な思いを持つのは、思い通り欲望通りに

ならない事に不愉快になる傲慢な古い人から来る思いであ

るので、それも十字架で過ぎ去ったものと信じて、その不愉

快な思いを持つ傲慢な古い人を十字架に委ね安んじましょ

う。 

 

≪人が素直に神様に感謝し喜びたたえる事が難しくなる

十五の原因と解決策≫ 

 

①さまざまな試練や辛い出来事に遭遇した結果、神様を

誤解して神様の愛を信じる事が出来ず不信仰になった時 

◆神様の永遠の愛を魂の奥深く刻印できるように、聖霊の助

けを求めながら訓練しましょう。私は、鏡を利用し、鏡に映っ

ている自分に向かって「佐藤勝徳、あなたは神様に愛されて

いる。」と、何度も何度も言い聞かせて、潜在意識に神様の

無条件の愛を刻印する努力をしました。その結果、以前に増

して神様の愛を信じる事が深まり、信仰の喜びを味わうように

なりました。 

 

②隣人との関係で、人を赦すことが出来ない古い人を上 

手く対処できず、自尊心が傷つき、不愉快な思いが消え 

ない時 

◆古い人から生じる感情処理が真理に立って上手くできるよ 

うに、聖霊の諭しと聖霊の助けを祈り求めましょう。 

 

③神様との関係で、欲望通り、思い通りにならないと神 

様さえ憎む古い人の感情を上手く対処できていない時 

◆キリストにあって全ての事の背後に神様の愛と善意が支配 
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している事実を堅く信じて、又、キリストの様に全ての事に感

謝できる自分になっている事を信じて十分に安んじましょう。

十分に安んじる事によって、私達は意志で喜びの感情を働

かせて神様に繰り返し賛美と感謝を献げる事が出来るので

す。 

 

 

④罪の赦しが確信できず、良心の呵責に苦しんでいる時 

◆キリストの十字架の血によって赦されない罪は何一つな 

いことを再確認し、Ⅰヨハネ 1:9の御言葉に基づき、良心 

の呵責によって示された罪を罪として心の中で同意(告白)し 

ただけで、その罪をはじめ、知らずして犯したそれまでの無 

意識の罪である不義も一緒にきよめられたことを信じて「赦 

された事を感謝します。」と過去形で赦しを受け止めましょ 

う。たとい心に良心の呵責の症状が残存しすっきりしていな 

くても、それを気にせずに、赦された感じがしなくても、御言

葉は絶対の約束ですので赦された事を信じて安んじて聖

霊に委ねて気にしないようにしましょう。するとその信仰に

聖霊が働き、気づいたら良心の咎めが去り、平安な心が

与えられて生きている自分を発見します。悪魔は、罪を告

白した後に良心の呵責の症状が残っている事を理由に

「お前は赦されていない。」と訴えてきますので、その声に

惑わされないようにしましょう。繰り返しますが聖書の絶対

の約束に立って「赦された。」と堅く信じて安んじましょう。 

「もし、わたしたちが自分の罪を告白するならば、神は

真実で正しいかたであるから、その罪をゆるし、すべて

の不義からわたしたちをきよめて下さる。」 

(Ⅰヨハネ 1:19) 

※告白するという言葉の意味は「心で同意する。」と言う事で

す。同意したならば、口が不自由でない人は恐らく口で言い

表すでしょう。口の利けない人は、心で告白しているでしょう。

他の人に聞こえるように口で告白するかどうかは問題であり

ません。神様は心を見られるお方ですので、たとえ口で告白

していなくても、心で「すいません。」と謝罪していれば、神様

はその心の声を聴いてすぐに赦して下さるのです。父なる神

様は、キリストの血がすべての罪を赦すために流された償い

の血のゆえに、心で謝罪した人をただちに赦さなければなら

ない義務を負われました。父なる神様は義務に忠実な真実

で正しいお方ですので告白すれば「即赦される。」のです。 

 

⑤非良心的行為、或いは不従順のゆえに、良心の呵責が

ある時 

◆非良心的行為と不従順の罪を神様に告白し、先ず赦しを

受け取りましょう。その上で、非良心的な行為と不従順から解

放されるように、弱い自分を助けて下さるように神の力と助け

を祈りましょう。 

「わたしを強くして下さるかたによって、何事でもする 

ことができる。」(ピリピ 4:13) 

「最後に言う。主にあって、その偉大な力によって、強

くなりなさい。」(エペソ 6:10) 

 

⑥心が憂鬱である時 

◆憂鬱やストレスから解放されるように神様の癒しと慰めと

助けを祈り求めながら、思い切って考える事もストップし神様

のみ前に静かにする時を持ちましょう。 

「静まってわたしこそ神である事を知れ。」(詩 46:10) 

 

⑦仕事や事業などが順調に行かないときに、その試練を

前向きに考えることが出来ず、素直に感謝出来ない時 

◆全ての試練の意味を、父なる神がキリストの如く練達した 

人に引き上げるためである事を信じるとともに、キリストにあ 

って全ての事に感謝できる者とされていると信じて安んじま 

しょう。安んじながら信仰の意志によって感謝を捧げましょ

う。その時に聖霊が働き更に素直に感謝できるようにして

下さるのです。 

「試練は忍耐を生み、忍耐は練達を生み、練達は希望

を生み出します。」(ローマ 5:3） 

「私の兄弟たち。さまざまな試練に会うときは、それを 

この上もない喜びと思いなさい。 信仰がためされると 

忍耐が生じるということを、あなたがたは知っているか 

らです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、 

あなたがたは、何一つ欠けたところのない、成長を遂げ 

た、完全な者となります。」(ヤコブ 1:2～4) 

 

⑧体調が悪い時や病気の時 

◆牧師によって、オリブ油を注いでもらって主の癒しを祈っ

てもらいましょう。また、教会の兄弟姉妹に祈ってもらいましょ

う。その病の原因が自分の心の中で明確に「ある罪」の故だ

と知らされていたならば、その罪を告白して赦しを頂きましょ

う。「あなたがたの中に、病んでいる者があるか。その人

は、教会の長老たちを招き、主の御名によって、オリブ

油を注いで祈ってもらうがよい。信仰による祈は、病ん

でいる人を救い、そして、主はその人を立ちあがらせて

下さる。かつ、その人が罪を犯していたなら、それもゆ

るされる。 だから、互に罪を告白し合い、また、いやさ

れるようにお互のために祈りなさい。」 

(ヤコブ 5:14-16) 
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⑨礼拝メッセージに恵まれない時 

◆礼拝メッセージは、いつも全てのキリスト者の心にヒットす

るとは限りませんが、一人でも恵まれている人がいれば、そ

の人とキリストの体をお互いに構成している者として、自分の

喜びのようにしてその恵みを喜ぶ者とされていると信じて安

んじましょう。その安心感の中で一歩信仰の意志で喜びを共

有しましょう。また、礼拝メッセージで恵まれるように神様の

助けを祈りましょう。 

 

⑩礼拝メッセージの意味がわからない時 

◆素直に、牧師にその疑問を打ちあけ指導を受けましょう。

又、自分の知恵以上に聖霊の諭しを求めましょう。 

 

⑪個人的祈り不足の時 

◆心を注ぎだして祈る祈りが不足する時は、心が不安になり

ます。解決は祈りの時間を十分持つ決断をすることです。神

様との個人的な交わりの為に、隠れた部屋で祈る事がキリス

トによって教えられています。又、パウロが十分感謝をもって

祈る時に人知を超えた神の平安が与えられると教えていま

すので信じて祈りましょう。祈り不足は心に平安を失う原因で

ある事を覚えましょう。「あなたは、祈るときには自分の奥

まった部屋に入りなさい。そして、戸をしめて、隠れた

所におられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠

れた所で見ておられるあなたの父が、あなたに報いてく

ださいます。」(マタイ 6:6) 

「何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもって

ささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神

に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考

えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思いをキリス

ト・イエスにあって守ってくれます。」(ピリピ 4:6・7） 

        

⑫聖書通読と学びと黙想不足の時 

◆聖書は、キリスト者を義に導く訓練として有効なものです。

又、真理に導く神の霊感の書です。既に知っておかなけれ

ばならない真理に無知である事は罪だと聖書は教えていま

す。既に知っておくべき真理認識の不足は祝福を失う原因

の一つです。聖書を通読したり学んだり黙想する為に時間を

十分持つ事が必要です。聖書は霊的なスイーツであり、霊

的なパンであり、霊的な栄養源ですので、聖書に親しまない

ことは霊的栄養不足、霊的飢餓状態になります。 

「聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと

矯正と義の訓練とのために有益です。それは、神の人が、

すべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられ

た者となるためです。」(Ⅱテモテ 3:16-17） 

「あなたのみ言葉はいかにわがあごに／甘いことでしょ

う。蜜にまさってわが口に甘いのです。」(詩篇119:103) 

 

⑬礼拝参加（集会参加）不足と奉仕不足の時 

◆キリスト者は、キリストの御体の一器官として召され、他の 

キリスト者と共同で礼拝し、共同で奉仕をする事に平安と喜 

びを覚える者とされていますので、他の兄弟姉妹との交わり 

を楽しむ為に、又、互いに助け合う為に礼拝や集会に積極 

的に参加しましょう。参加しないと、他の兄弟姉妹を通して助 

けようとされている神様の恵みに与る事が出来なくなります。 

初代教会のキリスト者はその事を認識して、分かち合いの精 

神でよく集まり、聖餐を守り、共同体として歩みました。信仰 

の歩みはキリスト者一人では不健全となります。「信者となっ 

た者たちはみないっしょにいて、いっさいの物を共有に 

していた。そして、資産や持ち物を売っては、それぞれ 

の必要に応じて、みなに分配していた。 そして毎日、心 

を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心 

をもって食事をともにし、・・。」(使徒 2:44-46)。 

「信じた者の群れは、心と思いを一つにして、だれひと 

りその持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にし 

ていた。使徒たちは、主イエスの復活を非常に力強くあ 

かしし、大きな恵みがそのすべての者の上にあった。彼 

らの中には、ひとりも乏しい者がなかった。地所や家を 

持っている者は、それを売り、代金を携えて来て、使徒 

たちの足もとに置き、その金は必要に従っておのおのに 

分け与えられたからである。」(使徒 4:32-35) 

 

⑭賛美不足の時 

◆聖書は一貫して天地万物を創造されたお方は永遠に万 

物より喜び讃えられ感謝を受けるべきお方であると教えてい 

ますので、神様を神様として喜び讃える事が不足するとその 

不義のゆえに神様からの力が失せて行くのです。「詩とさ 

んびと霊の歌とをもって語り合い、主にむかって心から 

さんびの歌をうたいなさい。」(エペソ 5:19) 

「この日はわれわれの主の聖なる日です。憂えてはならな

い。主を喜ぶことはあなたがたの力です。」(ネヘミヤ8:10) 

                          

⑮静まり不足の時 

◆神様は詩篇 46:10で「静まってわたしこそ神である事 

を知れ」と命じられていますので、静まり不足の不義は霊的 

祝福を受け損なう原因になります。神様御自身を直接に体 

験的に知る為の静まりの時を最低一週間に一度 90分以上 

持つ努力をお勧めします。詩篇 46:10の静まりは、聖書の意 

味や単なる問題解決の為でなく、主であり王である神様が僕 

である今の自分に何を示そうとされているのか。何を望んで 

おられるのか、尐年サムエルのように、乙女マリヤのように心 
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を低くして静まって神御自身を待つ事を大事にする人は、鷲 

の様に翼をかって天高く引き上げられ、この地上で最も高い 

霊的レベルに引き上げられる事がイザヤ書で約束されてい 

ます。その時、その人は他の人が見えない霊的世界を見、 

又、神の目で世界を見る目が与えられるのです。正に、霊的 

鷲の翼と共に霊的鷲の眼が与えられるのです。 

「しかし、【主】を待ち望む者は新しく力を得、鷲のよ 

うに翼をかって上ることができる。走ってもたゆまず、 

歩いても疲れない。」(イザヤ 40:31) 

聖書は神様のみ前に静まる秘訣を母の胸に抱かれた幼子 

のようになって自分の魂を沈黙させる事だと教えていま 

す。「わたしは魂を沈黙させます。わたしの魂を、幼子 

のように／母の胸にいる幼子のようにします。」 

(新共同訳/詩篇 131:2) 

 

 

 

≪終わりに≫ 

 最後に、最近の私の霊的体験を証しさせて頂きます。 

 

①主を待ち望む事の恵み 

◆2014年 8月 5日より、IMMJAPAN(主が米国の金山昌秀ド

クターを通して創設された信徒有志によるリバイバル宣教

団体)の PSGを持ち、詩篇 46:10の「静まってわたしこそ

神である事を知れ。」を実践するようになりました。その結

果、神様の口から出る多くの言葉と多くの幻を与えられる体

験を重ねています。また、ＰＳＧの黙想の訓練によって、祈

りっぱなしでなく、祈った後、主の答えをじーっと待つ習慣

が身に着いてきました。 

一つの事例を証させて頂きます。昨年の 11月 17日に明

石癌センターで肺がんの為に、左肺の上葉の摘除手術を

された友人の姉妹がいます。私は 15 日の土曜日に妻とお

見舞いに行き、3人でＰＳＧの時を持ち病院で90分間静まり、

その後 90分ほど黙想で与えられた幻や恵みを分かち合い

ました。その時は不思議に思うほど喜びと笑いで満ち、病

院の食堂がまるで神の国のようになりました。帰宅してから

16 日の日曜日に、主は徹夜で姉妹の為に祈るように導か

れました。私は日曜日の奉仕で体が疲れており徹夜は避け

たい思いでしたが、主は命をかけて姉妹の為に祈るように

導かれました。結果、朝6時頃に主は幻で答えを下さいまし

た。三羽の可愛い黒いウサギがアニメーションで顕れ、手を

上げてにこにこしながらゆらゆらと「ハレルヤ」を歌っている

ようでした。その幻を見て私は主が彼女の為に善い事をさ

れたと知りました。妻は起きた時に「イエスは勝利を取られ

た十字架の上で・・♪♪♪」が口から自然に出てきました。

主が彼女に勝利を与えて下さった事を信じました。姉妹は

11 月末に退院し電車で通院を初めましたが、術後の痛み

が厳しくて、耐えられず何度も電車から飛び降りたい気持

ちになったというのです。しかし、それは悪魔の声だと思い

退けたと電話で話されていました。その姉妹に私は「不完

全の完全と言う真理を知っていますか。」「悪の善と言う真

理を知っていますか。」と尋ねると姉妹は知らないと返答し

ました。私がその意味の説明を始めると、姉妹が突然「主が

全ての事を感謝しなさい。」と言われましたと、二度叫びまし

た。彼女は医師より肺がんを告げられた時も主から「恐れる

な。」と言う御声を聴いていましたので、主の御声には敏感

になっていました。その後に、私は、「確かに病が癒される

事も大きな恵みですが、いつも喜び、絶えず祈り、全ての

事を感謝する霊性が与えられる事に優っての恵みは無い

ですね。」と言いますと彼女も「そうです。その通りです。」と

喜んでおられました。主はその後にアニメーションの可愛

いウサギの三羽の意味を教え下さいました。①いつも喜び

②絶えず祈り、③全ての事に感謝する姉妹になる事でした。

主は姉妹に、サタンに対して勝利を与えて下さったので

す。 

 

②深い意識の底に刻印された虚無意識と神の愛を疑う悪

魔が刻印した何とも言えない嫌な疑念からの解放 

◆私の奥深い意識の中に、幼い時の貧しい環境の影響で植

え込まれた深い虚無意識が残存しています。また、神学生

時代にこの世界に起こる様々な不幸な出来事を許されてい

る神様に対して、愛が信じられなくなり神様への憎しみの感

情が意識の中に刻印され残存しています。そうした、傷つ

いた意識や不信仰な意識が心の奥深くに刻印されているこ

とにより、神様を素直に喜べない感情がいつも自然とわき

おこり、私の信仰の歩みを邪魔してきましたが、私は最近、

祈りの中で、聖書の真理に堅く立って神様にいつも喜びの

感情を献げる事を決断し誓いました。又、一人で繰り返し神

様を讃える時間を持つようにしてきました。その決断と誓い

と努力は私を助けました。自然と湧き起こってくる神様への

誤解に基づく何とも言えない嫌な疑いの感情や虚無意識を

否定し、聖書の絶対的真理に立ち、「キリストにあって神を

神として喜ぶ神の徳で満ちている。」という霊的事実に安ん

じながら、意志を持って一歩神様を神様として喜ぶという信

仰の闘いを闘い続けた結果、最近は以前に増していつも

喜ぶ心と感謝の心を神様に献げる事が自然になってきまし

た。虚無意識や疑念の感情に囚われず、それらの感情や

意識をすぐに捨てて、全ての事に感謝し喜ぶ良い感情を速

やかに持つことが出来るようになりました。以前に増して祈

りと礼拝と聖書通読や学びが楽しくなってきました。その事
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が、罪意識で苦しむことから私を解放しており、深い平安が

継続的に続くようになりました。感謝です。 

  このレポートを読んで下さった全国の牧師先生方や兄弟

姉妹方の上に、知恵と啓示の霊であられる御霊様が豊かに

臨んで下さり、パウロの説く福音の全体像に目が開かれま

すようにお祈りいたします。もし、僭越的な事があれば主に

あってご容赦の程お願いします。日本のリバイバルを求め

てこのレポートを纏めました。主の憐みを感謝 

します。 

 

③聖書が指摘する「行いの伴わない空しい信仰」とは 

 

◆ヤコブの警告 

 宗教改革者のルターは「ヤコブ書」を藁の書簡として聖書

より外すことを主張したと教わってきましたが（晩年その主

張を退けたとも教わっています）。その理由はパウロの説く

キリストを信じる信仰のみによって救われるという教えに真

っ向から反対しているように思えたからでしょう。聖書を読ん

でいますと、時々、信仰義認の教えと異なるのではないかと

思われる聖句に出会う事があります。ルターが躓いたヤコ

ブ書 2:24 の「人は行いによって義と認められるのであ

って、信仰だけによるのではないことがわかるでしょ

う。」はそのように誤解される可能性のある聖句です。 

 

◆パウロの警告 

信仰のみによって救われるという福音を強調しているガラ

テヤ書にも、そのように誤解される危険性のある聖句があり

ます。 

「肉の行いは明白であって、次のようなものです。不品

行、汚れ、好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、

憤り、党派心、分裂、分派、ねたみ、酩酊、遊興、そう

いった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、

私は今もあなたがたにあらかじめ言っておきます。こん

なことをしている者たちが神の国を相続することはあ

りません。」(ガラテヤ 5:19-21) 

この聖句は未信者に向けてのメッセージでなく、ガラテヤ

のキリスト者に向けてのメッセージです。パウロは、ガラテヤ

のキリスト者が肉の働きに囚われていても、信仰によって義

とされたから神の国を相続できるとは教えていません。何故

でしょうか。深く考えさせられる聖句です。 

 

◆イエス様の警告 

イエス様もマタイ 7:21で「わたしに向かって、『主よ、

主よ』と言う者がみな天の御国に入るのではなく、天に

おられるわたしの父のみこころを行う者が入るのです。」

と、信仰によって義とされた人が天の御国に入るとは言わ

れずに、父の御心を行う者が入ると、はっきりとみ心を行うと

いう、行いの重要性を説かれています。では、イエス様は信

仰義認を否定されているのでしょうか。この聖句より、「父の

御心を行わなければ御国に入れない。」と、イエス様の言葉

の通りに伝えるメッセンジャーは信仰義認を否定しているの

でしょうか。ヤコブも、パウロも、イエス様も神の御心を行う

者が神の御国入ると何故一見すれば「信仰義認を否定する

ようなメッセージ」を語っているのでしょうか。それは、信仰

によって義とされていると主張する、信仰者が陥る罠を警告

していると私は理解しています。 

 

◆行いによる義認の教えの意味 

それは、人が信仰によって義とされた目的は、父なる神様と

の個人的なコミュニケーションンの道が開かれ、父なる神の御

声を聴いて聞き従うという、僕の道を歩むことが許された事を

意味しています。天国は父なる神様との個人的な交わりを楽し

みながら父なる神様に喜んで従順にお仕えする場所です。そ

のような天国を求めている人は、地上でも必ず父なる神の御声

を聴き分けて、御心に生きる事に喜んで命がけになるのです。

それは信仰義認の恵みを受けた者の特権的使命であり、特権

的責任であるのです。にもかかわらず、父なる神の御声である

御霊の細き御声を聴いて従わなければ、その人が本気で天国

を求めているとは言えないのです。そのような人は実質的に自

分で信仰義認を否定しているので、天国に入る資格は無いの

です、とヤコブもパウロも主イエス様も厳しく警告をされたので

す。アブラハムが義と認められた信仰が、イサクを献げるという

神の御心を行うという行いの信仰によって、実質的に意味のあ

るものとなりました。僭越的な表現かもしれませんが、キリスト者

が「信仰義認」にあぐらをかき、キリストの如き聖なる道を歩むこ

とを志さなければ、実質的に信仰義認を意味のないものにし

ているのではないでしょうか。キリストを信じる信仰によって義と

された信仰を大事にしながら、その信仰を御霊の細き御声に

聞き従うという「御霊によって歩む」ことで全うする事を目指さな

ければ、つまり、神様にとって糞土である神への敵対である肉

に留まっているなら、パウロも、そのような人は神の国を相続で

きないと警告しています。 

イエス様はイザヤの言葉を使って口先だけの信仰を厳しく

否定しています。 

「偽善者たち。イザヤはあなたがたについて預言して

いるが、まさにそのとおりです。 『この民は、口先では

わたしを敬うが、その心は、わたしから遠く離れている。』」

(マタイ 15:8) 

信仰によって義とされているという信仰者が、命がけで父

なる神様との交わりを求め、御霊の細き御声に命がけで聞き
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従わなければ、それは主が否定されている口先だけの信仰

となるのではないでしょうか。実質的に「信仰義認」を否定し

ているような生活を送っている口先だけの信仰のキリスト者

が、最後の審判の時に、主から「あなたを知らない。」と言わ

れない、という保証はあるでしょうか。 

私はこの問題の結論として次の様に纏めたいと思います。

①人が罪を赦され義とされ、神の国を相続するのは信仰の 

 みによります。 

②信仰によって罪が赦され義とされたものは、日々父なる神

の御声である聖霊の細き御声に聞き従い、キリストの如く

聖なる歩みによって、その信仰全うする特権的使命に授

かっている。 

③②の特権的に使命を喜びをもって実行する事を志さなけ

れば、①の信仰義認の信仰を実質的に否定している事に

なる。 

④①の信仰を実質的に否定している人は、ヤコブが空しい

い信仰､無き等しい信仰に生きていると警告し、最後の審判

の時に裁かれない為に何の役にも立たない信仰になって

いる。又、パウロと主イエス様は神の国を相続できないと警

告している口先だけの信仰と言う罠に陥っている。 

※信仰と行いの関係について、聖書は以上の事を私達に教 

えていると思われます。行いを強調するヤコブもパウロも主イ 

エス様も信仰義認を大事な福音とされながら、同時にその実 

質を御霊の細き御声に聞き従う事によって表明し、信仰義認 

の信仰を行為によって全うさせることが神の御心である事を 

教えておられます。しかし、私は最後の審判の時に次のよう 

に神様に向かって告白をするだろうと思います。「私が、神の 

国に導かれるのは、私が御霊の細き御声に聞き従い、キリス 

トの如き聖なる道を歩むことを志したからでなく、キリストが十 

字架で尊い血をお流し下さった故です。」と。そうです、私が

どんなに御霊によって歩み神様の御心を満足させることが出 

来ても、キリストの罪なき血が十字架で流されていなければ、 

決して天国には行けないのです。 

 

※マタイ 7章 21節～23節の解釈の一例(いのちのことば

社聖書注解要約) 

「狭い門から入る事」は「天におられるわたしの父のみこころ 

を行う事」である。この原理のみが、「天の御国」入りのパスポ 

ートである。「主よ、主よ」と口先だけの熱心でも駄目である。 

「主よ」と呼ぶことには、真実にキリストを心の王座に迎え、聞 

き従い、その教えを生活に実践することが含まれる。その日 

とは、最後の審判の日の事。その信仰に実体のない者たち 

が・・不法を為す者ども。・・必要とされるのは、神の御心を行 

う者としてのすぐれた識別力である」。（P107） 

 

※私の祈り 

「主よ、あなたを信じる信仰によって罪が赦され義とされた事

を感謝します。それによって神の国を相続できる特権を得ら

れました事も感謝します。その救いの喜びを、この地上の生

涯において、御霊の細き御声に聞き従う事によって、又、キリ

ストの如き聖なる歩みによって証が出来ますように助けて下

さい。肉に生きて、信仰によって義とされた救いの恵みを無

にする事が無いように助けて下さい。もし、私が御霊によって

歩まず、肉によって生きているならば、それは不法ですので、

あなたから知らないと厳しくお咎めを受け、神の国を相続で

きないと宣告を受けても、致し方がありません。実質的に信

仰義認を否定していましたので、潔く、あなたの裁きに服しま

す。しかし、そのようなお咎めと裁きは受けたくありません。ど

うか信仰によって義とされた恵みを、御霊の導きに従う事に

よって全うすることが出来ますように助けて下さい。主のみ名

によって祈ります。アーメン」 

 

※私のこの度のレポートについて何か疑問や質問があれば

以下のメールにお寄せ下されば幸いに思います。 

 お読み下さった皆様の上に主の祝福を祈ります。 

 〒683-3804 鳥取県米子市米原 6丁目 1-13  

米子復活教会/鳥取復活教会牧師：佐藤勝徳 

 ℡0859-22-9571 携帯 080-3615-0610 

 メールアドレス：katsunori-sato@wind.sannet.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


