
 

 

２０１８年横浜ナザレン教会  三位一体後第三主日礼拝  

「地上で罪を赦す権威」 

ルカ福音書 5:17～26、Ⅱコリント 12:7～10 

 

【聖書箇所】 

17 ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教

師たちがそこに座っていた。この人々は、ガリラヤとユダヤのすべての村、

そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いて、イエスは病気をいや

しておられた。 18 すると、男たちが中風を患っている人を床に乗せて運ん

で来て、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。 クリック） 

 19 しかし、群衆に阻まれて、運び込む方法が見つからなかったので、屋

根に上って瓦をはがし、人々の真ん中のイエスの前に、病人を床ごとつり

降ろした。 20 イエスはその人たちの信仰を見て、「人よ、あなたの罪は赦さ

れた」と言われた。21 ところが、律法学者たちやファリサイ派の人々はあれ

これと考え始めた。「神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神のほかに、いっ

たいだれが、罪を赦すことができるだろうか。」 クリック） 

 22 イエスは、彼らの考えを知って、お答えになった。「何を心の中で考えて

いるのか。 23『あなたの罪は赦された』と言うのと、『起きて歩け』と言うのと、

どちらが易しいか。 24人の子が地上で罪を赦す権威を持っていることを知

らせよう。」そして、中風の人に、「わたしはあなたに言う。起き上がり、床を

担いで家に帰りなさい」と言われた。 25 その人はすぐさま皆の前で立ち上

がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰って行った。 26

人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして、恐れに打たれて、「今日、

驚くべきことを見た」と言った。 

クリック） 

7 それで、そのために思い上がることのないようにと、わたしの身に一つのと

げが与えられました。それは、思い上がらないように、わたしを痛めつけるた

めに、サタンから送られた使いです。8 この使いについて、離れ去らせてく

ださるように、わたしは三度主に願いました。クリック） 

9 すると主は、「わたしの恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ

十分に発揮されるのだ」と言われました。だから、キリストの力がわたしの内

に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。  10 それゆえ、

わたしは弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリ

ストのために満足しています。なぜなら、わたしは弱いときにこそ強いからで

す。  

 

1 教会に愛された物語  



 

 

 今日の物語は、屋根をはがしてあけた穴から、病気の男がイエス様の前に

つり下ろされる…という場面で印象深いよく知られたエピソードです。イエス様

は、ある家の中で、教えておられ、病を癒しておられました。家の中は群衆で

いっぱい。大勢の人々が主イエスの言葉を一言も聞き漏らさないように…と熱

心に耳を傾けている、緊張した空気が張り詰めていたでしょう。その時、人々

の頭上でメリメリ、バキバキと音がする。パラパラと土埃が落ちて来る。怪しん

で上を見上げる人々。すると、天井に穴が開いている。その穴はみるみる大き

くなり、ほの暗い部屋の中に、まるでスポットライトがあたったように、主イエス

の周りだけ光の環ができます。やがて男達の掛け声とともに、光の環の中を、

床に寝たままの男が吊り下げられてきます。人々はびっくり仰天。口をぽかー

んと口を開けてみている。 

そんな中、イエス様は、寝床の上の中風の男に、「あなたの罪は癒された」

「起きて歩きなさい」と言って男を癒された… 

わくわくするような、思わず微笑みが浮かんでくるような物語。だから、教会学

校でもよく取り次がれ、子ども達と一緒に大人も喜んで聖書に聴く物語でもあ

ります。 

この物語を愛したのは、現代のキリスト者だけではありません。まだ、できた

ばかりの教会も、この物語をとても愛して語り伝えたようです。何故でしょうか。

それは、この物語が地上でのイエス様のご様子をよく伝えていたからではない

でしょうか。福音書が書かれたのは、イエス様が父なる神の御許に代えられて

から、４０年から６０年ほどたってからだと言われています。その間、地上でイエ

ス様と直接触れ合った人々は、イエス様のなさった事、話された言葉をしっか

りと記憶にとどめ、話し伝えていきました。地上に在りし日のイエス様の記憶を

何度もたどるように、人々は喜んでこの話を語り伝えてきました。 

初期の教会は大変な困難の中にありました。ユダヤ人やローマ帝国に迫

害され、また考え方の違いで内部の分裂もありました。この物語が伝えるよう

な主の言葉、主のお姿が、迫害や分裂の痛みに苦しみ悩む教会の人々を慰

め、力づけてきたのです。この物語には、そんな、主イエスとはどのようなお方

なのか…という事が、日頃の伝道活動の様子を通じて記されています。古代

教会の人々がそうであったように、今日は、この物語から主イエスの姿に目を

こらし、その言葉に耳をすましていきたいと思います。  

 

2 主イエスの伝道活動  

 「ある日のこと…」…福音書記者ルカはそう語り始めます。ルカがそのよう

に始めたのは、この日が平凡な何もない日というわけではありません。２６節で

は、「驚くべき事を見た」と言っているのですから、特別な日であったわけです。

しかし、特別な事が起こった日でありますが、ルカが敢えて「ある日のこと」と記

すのは、その特別なことは、他のイエス様が伝道される日にも起こった事だ…



 

 

という意味をこめているのです。主イエスがそこにいらっしゃる時、いつもの日

は特別な時となります。 

3 病と罪  

 先ほど、この物語は教会に愛された物語だと申しました。小さい子達も喜ん

で聞く物語だと。ですが、この物語が分かりやすいか？と言うと、決してそうで

はありません。病の癒しと罪の赦しについての問いかけが出て来るからです。

主イエスがファリサイ派と律法学者達に「『あなたの罪は赦された』と言うのと、

『起きて歩け』と言うのと、どちらが易しいか。」と問いかけたからです。 

確かに、今から２０００年前の古代世界では「病気や障碍は、本人か家族

が神に背いた罪の結果」だと一般的に考えられていたようです。ですが、主イ

エスも、病や障碍を罪の結果と考えていたのでしょうか。 

ヨハネ福音書では、次のようなエピソードが描かれています。生まれつき目

が見えない人を見かけた弟子たちが主イエスに尋ねます。「先生、この人が

生まれつき目が見えないのは、誰が罪を犯したからですか、本人ですか、そ

れとも両親ですか。」イエス様は答えます。「本人が罪を犯したからでも、両親

が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。」（ヨハネ福

音書 9:3）そう言って、主イエスは目の不自由な人の目を開いてくださった…

とヨハネ福音書９章には記されています。主イエスが、「病や障碍が必ずしも

罪の結果とはいえない」と考えておられた事が分かります。では、どうして主は、

中風の男に対して、先ず「あなたの罪は赦された」と仰ったのでしょうか。 

4 癒しと赦し 

その為には、主イエスによって癒される…というのは、どういう事なのか…を

考えていかねばならないでしょう。 

主イエスに病を癒して頂いた人は、肉体的な癒しだけではありません。新し

い存在として生まれ変わる事を意味します。主イエスを通して、父なる神の力

を実感する…それまでとは全く異なる命に生きる…という事です。今日の聖書

箇所でも、はっきりとその事が描かれています。２６節です。主イエスの「わたし

はあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい」という言葉によって、

「その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美し

ながら家に帰って行った」とありますが、この「立ち上がり」は、主イエスが復活

する際に使われた単語と全く同じです。つまり、「その人はすぐさま皆の前で

甦らされ、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰って行った」と訳

すことができるのです。“主イエスの癒しによって、この中風の男に復活の命

が与えられた”とルカは語っています。 

これはいったい、どういう事なのでしょうか。明らかに人間の医者が治す治

療行為とは異なります。 

 



 

 

5 人の罪と主の癒し 

私達人間の罪とは、自己中心の罪と言えるでしょう。自分に不都合な者を

「いなくなればいい」と考えてしまう存在です。自分を創ってくださった神を見

失い、神を神とせず、自分や他の人間を神としてしまう。それは現代も全く変

わりません。先週一週間のニュースを見ても、面識もない若い女性を連れ去

って殺したり、障碍者を虐待したり…悲惨な事件が毎日のように起こっていま

す。その背後には「自分達さえよければいい」という私達の罪がつくりだした社

会があります。 

しかし、その一方、被造物である私達は神を求めるように造られている、神

を求めて神の御許で生きる命こそ「きわめて良い」と神が喜ばれる命だ…と聖

書は語るのです。ですが、私達人間は、その神の御前に造られた者という本

来の在り方に反して、神を神とできず、自分達を神としてしまう。私達は本来

の在り方を見失い、健やかではない状態なのだ…と聖書は語っているようで

す。ですから、主イエスの目から見れば、肉体の病気が治っても、神を知らな

ければ本当に健やかになったとは言えないのです。中風の人が身動きできず、

寝床に縛り付けられているように、罪に縛り付けられた不自由な存在、病んだ

存在…それが私達人間です。 

主イエスの癒しは、神を神とせずに自分勝手に生きようとする私達の病ん

だ状況を健やかな状態に戻してくださることです。主は神と私達を隔てる罪の

壁を壊してくださるのです。ですから、主にあっては、病の癒しも罪の赦しも同

じ事になります。「その事に気づきなさい」と主イエスは、ファリサイ派や律法学

者達を招いておられるのです。それが「『あなたの罪は赦された』と言うのと、

『起きて歩け』と言うのと、どちらが易しいか。」の意味です。 

 

 

6 権威  

そして、「人の子が地上で罪を赦す権威を持っていることを知らせよう。」と

続けられます。 

権威とは何でしょうか。人を服従させる力、人に言う事をきかせる力だ…と

辞書にはあります。納得です。なだいなだの『権威と権力』という本を読みまし

た。そこには「権威には、地位が持つ権威と、組織が持つ権威、個人が持つ

権威がある」とありました。みな私達にはなじみ深いものです。例えば、社会的

に地位にある人の言葉を信じて従う人は多いのではないでしょうか。ヒラ社員

よりも社長の言う事の方に人は従う…確かにそうでしょう。この力が、「地位の

持つ権威」です。 

人が持つ権威とは、「この人の言う事なら…」というものです。今日の所の少

し前、シモン・ペトロが主イエスの弟子となる場面で、漁師でもない主イエスが、



 

 

漁には不適切な昼間に舟を沖に漕ぎ出して漁をしなさい…と無茶な注文を

出します。その時、シモン・ペトロは、「お言葉ですから」と言って従いました。

それは、主イエスという個人の人格に、シモン・ペトロが「この人が言う事だか

ら」と思わせる力があったのです。つまり、主イエスの人格は、人に従わせる力

を持っていたのです。このシモン・ペトロのように、聖書は、人は先ず主イエス

というお方と出会い、主イエスがどういうお方かを知り、その人格に心打たれ

て、その言葉に従うようになる様子を描いているようです。…主イエス・個人の

権威に従うようになるのです。それは現代の教会でも変わらないでしょう。教

会の伝道を通じて、主イエス・キリストというお方を知る、そして、いろんな不安

や悩みを解決して頂き、イエス・キリストの言葉であれば耳を傾けてみよう、読

んでみよう、書いてある事はやってみようか…という気持ちになります。 

しかし、そこで私達が出会うのは、歴史上の偉大な人の持つ権威、力では

ありません。神の御子の権威、力と出会うのです。 

 

7 罪を赦す権威  

しかし、神の御子の権威、力と栄光は、私達人間の考えつかない形で現

れ、私達と繰り返し出会います。それが罪を赦す贖いの十字架です。「地上

で罪を赦す権威」、「地上で罪を赦す力」です。「地上」とは、天の世界に対

立するものです。神の力が隅々までいきわたり、神のみ旨のみが為される天

の世界とは異なる世界、それが地上です。人の世、人の自己中心の罪がは

びこっている世界。神を神とできず、人がお互いを大切にできない世界。この

地上と天上の間には大きな隔たりがあります。 

神は徹底的に正しいお方ですから、決して地上の人間の罪を看過できま

せん。なかったことにはできない。神のいらっしゃる天と人間の世界である地

は激しく対立しているのです。その地上で、人となりたる神の御子が、神の権

威をもって罪を赦すという事はどういう事でしょうか。 

それは、ご自身が人間の罪を肩代わりして父なる神に贖うという事なので

す。人間を救おうとするなら、人間の病を癒そうとするなら、そうならざるを得ま

せん。私達の汚れを主イエスは引き受けてくださり、「私はあなたが清くされる

事を望む、清くなれ」と仰り、ご自身の清さを私達にくださる。私達の罪という

病をご自身で引き受け、罪に縛り付けられている私達に「起きて歩け」と声を

かけ、罪を赦してくださる。私達の弱さをご自身で引き受け、ご自身の強さを

私達にくださる。私達の貧しさをご自身で引き受け、私達を豊かにしてくださ

る。滅ぶべき私達の死をご自身で引き受け、私達にご自身の命を分け与えて

下さる。そうして、私達に父なる神を示してくださる。それが「地上で罪を赦す

権威」なのです。 

主イエスの仰る「罪を赦す権威」の「権威」とは、人間が考える「権威」のよう

に人をがんじがらめにして服従させる力ではありません。神の愛へと人を解放



 

 

する、自由にする力です。何故なら、人は「あなたの罪は赦された」という言葉

を十字架の主から聴く時、神の弱さと出会うからです。私達への愛ゆえに弱く

なられた神の御子と出会う。これほどまでの愛を私達人間は知りません。強い

神が弱くなってくださる迄の愛を知る時、私達が深い所で病んでいる病は癒

されます、新しい命を生きる者とされるのです。不思議な事ですが、確かにそ

うです。そこで新たに創り変えられます。古代の偉大なる神学者アウグスティ

ヌスは言いました。「キリストはその弱さをもって私達を尋ね出し、その強さをも

って私達を造ってくださる。」この地上で罪を赦す権威とは、人を新たに創り

変える力です。地上にあって、罪の世にあって、罪から自由な命へと創りかえ

られます。どんな時にも、どんなところでも。 

 

8 十字架の上の証人  

 それは十字架の上で、罪を赦す神の御子と出会った一人の死刑囚の物語

によく表れています。ルカ福音書２３章に描かれている物語です。主イエスは、

ローマ兵によって、十字架に釘打たれ磔にされました。言葉にできぬ程の痛

み、苦しみであったでしょう。まさに殺されているのです。しかし、イエス様は、

自分を殺す者ために祈りました。「父よ、彼らの罪をお赦しください。彼らは何

をしているか知らないのです」と。弱さの極みにあって、主は敵の為に罪の赦

しを父なる神に祈り願ったのです。 

この主の執り成しの祈りに撃ち抜かれた人がいます。主と同じく十字架に

かかっていた死刑囚です。彼は、罪を赦す神の御子に土壇場で出会い、悔

改めました。神の弱さの内に働く罪を赦す権威と出会い変えられました。「こ

の方には何の罪もない」ともう一人の死刑囚に証しをし、主イエスに対して 

「イエスよ、あなたの御国においでになる時には、わたしを思い出してください」

と信仰を告白しました。そんな死刑囚に対して、「今日、あなたは私と共に楽

園にいる」と主イエスは永遠の命を約束されたのです。彼は弱さの極みの内

にいる時、キリストと出会い、癒されて新しい命を与えられたのです。  

9 弱さの中の恵み 

また、パウロ書簡にも随所に「罪を赦す権威」との出会いが描かれています。

今日のもう一つの聖書箇所、Ⅱコリント１２章もその一つです。ここでパウロは、

肉体の病は癒されずとも、主イエスによって罪赦され、父なる神さまを知る信

仰が与えられれば、真の癒しである事を証しているのです。パウロはある時、

天の国を幻を見ます。それは言葉には出来ぬ程に素晴らしく驚くべき経験だ

ったようです。しかし、その代償としてパウロは、「身体に一つの棘が与えられ

た」と語ります。棘とは病気の事です。目の病ではないか、また、癲癇ではな

いか？と色々と推察されていますが、どれも確証はありません。確かな事は、

パウロが「サタンから送られて来た使い」と言うほど、彼を苦しませ続けた病だ



 

 

った事です。だから、パウロは神に「この使いを離れ去らせてください」と三度

祈った…とあります。三というのは聖書では完全数ですから、「完全に」祈った

のです。しかし、神からの答えは意外なものでした。「わたしの恵みはあなたに

十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ」。 

私達が病や障碍を負い、人間的な目で見れば不利になるような状態があ

ったとしても、その「弱さ」の中でキリストと出会い、自分の「弱さ」をキリスト・イ

エスに取り扱って頂くならば、それは大きな恵みになります。自分を小さくし弱

くして神の力に寄り縋る時、キリストの力が私達の内で大きくなり働いてくださ

るからです。その時、私達は、たとえ肉体の病が癒されてはいなくても、神の

力によって癒された…と言う事ができるのでしょうか。 

自分ではなく、神を神とし、神に寄り縋る…これこそ、主イエスの甦りの命、

全く新しい命に創りかえられるという事に他なりません。キリスト・イエスの与え

る癒し、罪の赦しの宣言は、私達を「神に寄り縋って生きる者」に根本的に創

りかえるのです。このようにその身に病を負っても、神の力によって癒され、  

神の力によって創りかえられている方々は教会には確かにいます。横浜ナザ

レン教会にもいます。彼ら・彼女らもキリストによって癒された証人たちです。 

 

10 罪赦す権威のもとに立つ教会  

キリスト者は、このイエス・キリストの権威のもとにある者達です。つまりどうい

う事かというと、キリストによって罪赦された者という事です。「あなたの罪は赦

された」という言葉を主イエスから聴き続ける者。この主がその命を投げ出して

私達の罪を赦してくださった、主イエスから頂いた罪赦された者の命を精一

杯生きていきたい、真剣に生きていきたいと思います。 

それはキリスト者一個人だけではありません。教会としてもそうなのです。教

会はキリストの罪を赦す権威のもとに建てあげられているからです。 

私達は今年の教会総会で横浜ナザレン教会の「教会戒規」を、ナザレン

教団のマニュアルの範囲内で整備し明文化する事を決定いたしました。早速

五月の役員会でたたき台を話し合い、暫定版はできています。この教会戒規

を成文化するにあたってある方から、「民主的な教会をつくりあげる為に頑張

ってください」とお手紙を頂きました。励ましてくださっているのですが、私は

「民主的な教会」というのに強い違和感を覚えました。民主的―つまり多数決

の論理です。人数が多い方の意見を教会の方針とするのです。皆さんはどう

お思いでしょうか。人の数が多い意見が教会の意見となる…それでは、この

世の共同体と同じではないでしょうか。教会が人の意見に支配されていいの

でしょうか。 

教会は、救い主イエス・キリストの権威の元に建てあげられたキリストの体で

す。数の多い人の意見に従うのではない、牧師の言う事をきくのでもない、有

力な信徒の言う事に従うのでもない、キリストのみに従う…それが教会です。こ



 

 

れを曖昧にしていれば、教会は教会ではなくなります。勿論、みんなでオープ

ンに話し合う事は大切です。ですが、その話し合う場－教会総会や役員会で

話し合う時も、そして教会戒規においても、すべての判断基準に「それは聖

書の語るイエス・キリストの在り方に沿っているか」という事が第一になるので

す。そして、イエス・キリストの権威というのは罪を赦す権威なのです。 

例えば教会で大きな罪が犯されていた時、「その者の罪は赦すべきではな

い。永久追放してしまえ」と言う人の人数が多かったとしても、必ずしもそれが

「罪の赦しの権威」のもとに立つ教会の為すべき事とはいえません。罪は罪と

してしっかりと処罰されねばなりませんが、その処罰の目的は、キリストから教

会へと委託された権威をもってその人を断罪する事では決してありません。キ

リストの十字架のもとで、再び「あなたの罪は赦された」という言葉を聴いてもら

うためなのです。教会に集う者はこの事を決して忘れてはなりません。この事

を忘れたら、教会は教会ではなくなります。 

しかし、私達は忘れっぽい。恵みに慣れてしまう。気づいたら自分達が正

義となり神となる。だからこそ、教会が教会であるためには、地上における赦し

の権威である主イエスにいつも祈り続けなければならないのです。その祈りを

通じて、神が私達一人一人と教会に働き、教会は教会となり続けていくので

す。 

主イエスの体の部分として、主に連なる者として、罪の赦しの恵みの内に

罪赦された者として、歩んでいけますように。 


