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２０２０年横浜ナザレン教会聖霊降臨節第十五主日礼拝（9/6） 

「キリストの僕」 

ルカによる福音書 17:1～10、Ⅰコリント 8:1～13 

【聖書】 

ルカ福音書 17::1 イエスは弟子たちに言われた。「つまずきは避けられない。だ

が、それをもたらす者は不幸である。2そのような者は、これらの小さい者の一

人をつまずかせるよりも、首にひき臼を懸けられて、海に投げ込まれてしまう

方がましである。3あなたがたも気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら、戒

めなさい。そして、悔い改めれば、赦してやりなさい。4一日に七回あなたに対

して罪を犯しても、七回、『悔い改めます』と言ってあなたのところに来るなら、

赦してやりなさい。」 
5使徒たちが、「わたしどもの信仰を増してください」と言ったとき、6主は言わ

れた。「もしあなたがたにからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に、

『抜け出して海に根を下ろせ』と言っても、言うことを聞くであろう。7あなたがた

のうちだれかに、畑を耕すか羊を飼うかする僕がいる場合、その僕が畑から

帰って来たとき、『すぐ来て食事の席に着きなさい』と言う者がいるだろうか。8

むしろ、『夕食の用意をしてくれ。腰に帯を締め、わたしが食事を済ますまで

給仕してくれ。お前はその後で食事をしなさい』と言うのではなかろうか。9命

じられたことを果たしたからといって、主人は僕に感謝するだろうか。10あなた

がたも同じことだ。自分に命じられたことをみな果たしたら、『わたしどもは取る

に足りない僕です。しなければならないことをしただけです』と言いなさい。」 

コリント信徒への手紙Ⅰ8:1 偶像に供えられた肉について言えば、「我々は皆、

知識を持っている」ということは確かです。ただ、知識は人を高ぶらせるが、愛

は造り上げる。2自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は、知らね

ばならぬことをまだ知らないのです。3 しかし、神を愛する人がいれば、その人

は神に知られているのです。4そこで、偶像に供えられた肉を食べることにつ

いてですが、世の中に偶像の神などはなく、また、唯一の神以外にいかなる

神もいないことを、わたしたちは知っています。5現に多くの神々、多くの主が

いると思われているように、たとえ天や地に神々と呼ばれるものがいても、6わ

たしたちにとっては、唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神から出、

わたしたちはこの神へ帰って行くのです。また、唯一の主、イエス・キリストが

おられ、万物はこの主によって存在し、わたしたちもこの主によって存在して

いるのです。7 しかし、この知識がだれにでもあるわけではありません。ある人

たちは、今までの偶像になじんできた習慣にとらわれて、肉を食べる際に、そ

れが偶像に供えられた肉だということが念頭から去らず、良心が弱いために

汚されるのです。8わたしたちを神のもとに導くのは、食物ではありません。食

べないからといって、何かを失うわけではなく、食べたからといって、何かを得

るわけではありません。9ただ、あなたがたのこの自由な態度が、弱い人々を



2 

 

罪に誘うことにならないように、気をつけなさい。10知識を持っているあなたが

偶像の神殿で食事の席に着いているのを、だれかが見ると、その人は弱いの

に、その良心が強められて、偶像に供えられたものを食べるようにならないだ

ろうか。11そうなると、あなたの知識によって、弱い人が滅びてしまいます。 

その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのです。12 このようにあなたが

たが、兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるのは、キリスト

に対して罪を犯すことなのです。13それだから、食物のことがわたしの兄弟を

つまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために、わたしは今後決して

肉を口にしません。 

 

1 使徒パウロ 

先週に引き続きルカによる福音書第１７章に聞いていきます。今日のルカ

福音書のテキストを繰り返し読んでいると、一人の人の姿が浮かびあがってき

ました。使徒パウロです。後に、初期キリスト教最大の神学者にして伝道者と

言われるようになった人、もしパウロがいなければ、教会も私達の信仰もなか

ったでしょう。パウロはまさに神が選ばれた器でした。しかし、彼はキリスト・イエ

ス故に苦しみ抜いた人でもありました。ローマ帝国やユダヤ同胞からの迫害、

貧窮、病、遭難等など、外からの困難にも苦しみましたが、彼をより深く悩ま

せたのは、教会の問題ではなかったかと思います。伝道者として、人々にキリ

ストを伝えていく事に苦しみ悩み、しかし、その中にあっても常に共にいてくだ

さるイエス・キリストを見出し、益々、キリストの愛に駆り立てられて福音を宣べ

伝えた人、イエス・キリストを土台として教会の基礎を築いた人が、使徒パウロ

でした。今日は、コリント信徒への手紙Ⅰにつづられるパウロの言葉を参考に

しつつ、ルカ福音書の主イエスの言葉を聞いていきたいと思います。 

 

2 パウロの回心  

パウロは、本人の語る所によるとファリサイ派の中のファリサイ派。神に従い、

律法を完璧に守る事を第一として生きた者でした。十字架で処刑されたナザ

レ人イエスを神の独り子と信じる者達の数が増した時、パウロは彼らを迫害し

ます。使徒言行録第９章には、ユダヤ名サウロと呼ばれていた頃のパウロの

行いが物語風に描かれています。彼は、イエス・キリストの弟子であった無実

のステファノを石打ちの刑で死刑とするのに協力し、イエスをキリストと信じる

者達を捕える為に大祭司の許可をとり、シリアのダマスコに向かうのですが、

ダマスコ近郊で、事件は起こります。突然天からの光に照らされ、倒れ込んだ

サウロは、「サウル、サウル、何故、私を迫害するのか」という声を聞くのです。

「主よ、あなたはどなたですか」と問いかける彼に声の主は言います。「わたし
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は、あなたが迫害しているイエスである。 起きて町に入れ、そうすればあなた

のなすべき事が知らされる。」サウロは起き上がりますが、目が見えなくなって

いたので、人に手を引かれてダマスコの町に入ります。そこには、アナニアと

いう主の弟子が住んでいて、主イエスから命じられ、サウロに洗礼を授けます。

その時、目から鱗のようなものが落ちて、サウロの目が開かれた…と言います。

「目から鱗」といういい方は、ここからきているそうです。それは兎も角、この甦

りの主との出会いを通じて、ユダヤ名サウロ、ギリシャ名では「パウロ」と呼ばれ

る男は、十字架に架かったナザレ人イエスは甦られた救い主、神の御子、我

が救い主と受け入れ、信じるようになりました。 

彼は神を信じているつもりながら、実は自分が神のようになり他者を裁いて

いたあり方から正反対に変えられます。自分は主人ではなく、キリストが自分

の主人である事に気づかされたからです。このパウロの回心が、先週お話しし

たルカ福音書１７：７～１０の僕と主人の譬え話の中で、「自分が主人のつもり

でたとえ話を聞いていたら、実は僕だった」という主人と僕の入れ替わりとよく

似ています。 

パウロは、この回心の何年か後に、トルコの小アジアやギリシャ地方を巡り

歩き、宣教旅行に出かけてゆき、多くの教会を設立しました。パウロは自分が

造った教会を去った後でも、教会で起こる問題について、手紙を書き送りま

す。先ほどルカ福音書と一緒に読んだコリント信徒への手紙Ⅰもそういう手紙

の一つです。 

 

3 コリント教会  

よく「問題のない教会はない」と言われますが、教会も人間同士の集まりで

すから、完全無欠ではありえず、問題があって当然です。パウロが創設したコ

リント教会も、多くの問題を抱えた教会でした。コリントという町は、２０００年前

には、地中海貿易で繁栄した世界有数の大港湾都市であり、多種多様な

人々が集まっていました。ギリシャの神々の大規模な神殿もあり、当時の神殿

にはつきものの神殿娼婦、神殿男娼が多くいた事でも有名だったようで、「コ

リントの娘たち」と言えば、神殿娼婦を指していたほどでした。そんな混沌とし

た大都会にパウロは長期間滞在し、コリント教会を創設します。しかし、創設

者であり指導者であるパウロがコリントの地を離れると、問題が噴出します。先

ず、「私はパウロ先生につく」「私はパウロよりもずっと説教がうまいアポロ先生

につく」と教会内に派閥ができ、対立したようです。パウロはこの件について、

「人ではなくて、キリストに従え」と繰り返し強い言葉で書送ります。キリスト・イ

エスではなく、人間の指導者を神のように崇め、「教会を◎◎先生の教会とす

る」これは現代の教会にも繰り返し現れる問題です。更に、コリント教会の中

では、異性関係について由々しき事件が起こりました。性的問題は、現代の
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教会でもみられる事。見て見ぬふりはできません。このような教会内部の問題

について、どのように対処したらよいでしょうか？と教会の指導者達がパウロに

手紙を出したようです。パウロがそれに返信した手紙が、コリント信徒への手

紙Ⅰと言われています。そこには、雛を守る親鳥のようにコリント教会の信徒

を深く愛し導く、牧会者パウロの姿があります。かつては教会を弾圧していた

者の姿は微塵もありません。神は本当に不思議な事をなさいます。 

 

4 知識  

それにしても、あれだけ熱心に神の律法を守り神を求めていた筈のファリサ

イ派の人々が、自分達を神のように考え、人を裁くようになったのか、そして遂

には主イエスを十字架に架ける事に手を貸すまでになったのでしょうか。 

パウロがコリント信徒Ⅰの８章で「ただ、知識は人を高ぶらせるが、愛は造り上

げる。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は、知らねばならぬこ

とをまだ知らないのです。しかし、神を愛する人がいれば、その人は神に知ら

れているのです。」と述べている事に注目してよいと思います。ファリサイ派の

人々は、律法を研究し守っている自分達こそ、神について最もよく知っている

と高慢になりました。しかし、人に対して高慢になる所で、決定的に見失うもの、

それは、愛なる神だと思います。高慢なる自己愛に呑み込まれ愛なる神を見

失い、神に憐れまれ生かされている本来の自分を見失い、神への愛を失い、

周囲の人も愛せなくなったのではないかと思います。ここでパウロは、自分達

を高ぶらせるような知識ならば、ない方がよほどましだと宣言しているかのよう

です。 

しかし、客観的な知識が不要というわけではありません。私達人間は、どう

しても主観的に物事を考えますから、自分達が間違った時、それになかなか

気がつきません。神や聖書についての客観的な知識、いわゆる神学は、自

分達の考えや行動が確かに神のみ旨に沿っているものかをチェックする為の

もの。つまり、神に関する知識は、自分達を高ぶらせる為ではなく、反省して

見返す為のものなのです。パウロは自身の書簡でキリスト・イエスの十字架と

復活の意味について繰り返し論理的に解き明かしているのはその為です。 

パウロは続けます。「一方、愛は人を造り上げる」と。この「人を造り上げる

愛」とは具体的にはどういうものなのでしょうか。 

 

5 小さい者の躓きを避けようとする愛  

ルカによる福音書を見て行きましょう。主イエスが弟子たちに「つまずきは

避けられない。だが、躓きをもたらす者は不幸である。そのような者は、これら

の小さい者の一人をつまずかせるよりも、首にひき臼を懸けられて、海に投げ
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込まれてしまう方がましである。」とおっしゃいます。この主の言葉の見事な応

用と思えるのが、今日のⅠコリント８章のパウロの言葉です。前にも申し上げ

たようにコリントという都市は、様々な文化の坩堝のような所。雑多な文化の中

で唯一の神への信仰を守りたいと願う人々は、「ギリシャの神々の神殿に供え

られた肉を食べるなんて、とんでもない！」と反対し、食べている人を非難して

いたのでしょう。その一方で、「食べる物で信仰が左右されはしない」という立

場で物事を考える人々は、神殿にささげられた肉であっても気にせずに食べ

て、教会の中に対立が生じたのだと思われます。「パウロ先生、どうしたもので

しょうか、ギリシャ神殿に供えた肉を食べる事は許されるのでしょうか、許され

ないのでしょうか。」そう書いてきたコリント教会の指導者達にパウロが答えた

のが、コリントⅠ８章です。 

パウロは言います。「わたしたちを神のもとに導くのは、食物ではありません。

食べないからといって、何かを失うわけではなく、食べたからといって、何かを

得るわけではありません。」パウロ自身は、食べ物に囚われない自由な考えで

した。しかし、彼は自分の知識よりも仲間のことを優先します。「ただ、あなたが

たのこの自由な態度が、弱い人々を罪に誘うことにならないように、気をつけ

なさい。10知識を持っているあなたが偶像の神殿で食事の席に着いているの

を、だれかが見ると、その人は弱いのに、その良心が強められて、偶像に供

えられたものを食べるようにならないだろうか。11そうなると、あなたの知識によ

って、弱い人が滅びてしまいます。その兄弟のためにもキリストが死んでくださ

ったのです。」まだ偶像の神々に対する信仰心が残っている者達が、神々に

供えられた肉を食べている仲間の真似をしてしまい、昔の信仰がよみがえっ

てキリスト・イエスから離れ、神ではない偶像を神としてしまい、滅んでしまうよ

うな事だけは避けねばならない。パウロは、「このようにあなたがたが、兄弟た

ちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるのは、キリストに対して罪を

犯すことなのです。」とまで言います。 

ファリサイ派であった頃のパウロであれば、自分の知識により頼み、知識に

そぐわない信徒達を裁き、そんな信仰の弱い奴らは教会から追い出せ！と断

罪していた事でしょう。しかし、パウロは主イエスと出会って変えられました。 

弱く小さい仲間の、その弱さや小ささをよく観察し、深く思いやる者へと変えら

れました。パウロは偶像に供えられた肉を食べる事に反対している人々の事

もよくよく知っていた上で、どう考えれば最もよいことなのか、真剣に主に祈り

求めたうえで、このような言葉を語っているのだと思います。これが「人を造り

上げる愛」ではないでしょうか。つまり、人を造り上げる愛とは、人をキリスト・イ

エスとしっかり結びつける事を第一に考える事。人が人を造り上げる事はでき

ません。イエス・キリストこそが、私達を造り上げて下さる方だからです。 
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この「他者をキリスト・イエスと結びつける」のに心を砕く事が、教会の交わり

の基本にある「人を造り上げる愛」。ルカ福音書第１７章で、主イエスは、「そ

のような愛に生きなさい」と弟子達を招いているのだと思います。 

 

6 戒めなさい 

それは、次の主の言葉でもわかります。「兄弟が罪を犯したら、戒め、悔い

改めたら赦しなさい」というものです。「戒める」事は、仲間を裁き切り捨てる事

ではなく、悔い改めに導く事が目的であると分かります。「戒める」には、相手

に対する愛が不可欠です。しかし、私たち一人一人の心の中にも、人と人と

の間にもなんと裁く言葉の多いことでしょうか。戒めるのは、本当に難しい事で

す。先ほど申し上げたコリント教会では、親子で一人の女性と性的関係を持

つというスキャンダルが起こったようです。このスキャンダルを聞いたパウロは、

当事者達とそれを許した教会を強く厳しい言葉で戒め、教会員には「彼らと

は交際するな」とさえ言いました。このパウロの叱責は、当事者達並びにコリン

ト教会の人々を深く悲しませたようです。が、この叱責があったからこそ、当事

者達は主の十字架の前に出て、悔い改め、主の憐みによって赦され、自分

達の行いを変える事ができました。この事をパウロはコリント信徒への手紙Ⅱ

でこう言っています。「神の御心に適った悲しみは、取り消される事のない救

いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします」罪を犯した

仲間が神の憐み、神の赦しを見出す事ができるように切に祈り、悔い改めに

導くような言葉を祈り求め、そして戒めなさい…とパウロ先生が語っているよう

です。悔い改めに導く戒めもまた、相手を主イエス・キリストと堅く結び合わせ

る、人を造り上げる愛だと思います。 

 

7 七回赦す 

しかし、その「人を造り上げる愛」は自分に対して罪を犯す者をも徹底して

赦す事でもあります。「一日に七回あなたに対して罪を犯しても、七回、『悔い

改めます』と言ってあなたのところに来るなら、赦してやりなさい。」と主が仰る

からです。しかし、誰がこんな話をまともに聞く事ができるでしょうか。一日に一

度でも罪を犯されたら、私たちの心は騒ぎ惑い混乱します。それを日に七度

も赦すなど、生身の人間に果たして出来るでしょうか。 

 

8 使徒達の願い 

だから、使徒達が「私達の信仰を増してください」と言った気持ちもよく判り

ます。よほどしっかりとした信仰がなければ、自分に罪を犯す者を愛して、繰り
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返し戒め、徹底して赦す事などできない…と使徒達は考え、私達も考えます。

しかし、主イエスの答えは、「もしあなたがたにからし種一粒ほどの信仰があれ

ば、この桑の木に、『抜け出して海に根を下ろせ』と言っても、言うことを聞くで

あろう。」桑の木は、ことに根を地中深く張る木だそうです。その桑の木さえも、

命じれば抜け出して海に根を下ろす、芥子種一粒、直径０．５ミリ程度、吹け

ば飛ぶような砂粒のような僅かな信仰でも、このような不可能を可能とする…

と主は仰ってるのでしょうか。 

実はこの部分の原語のギリシャ語は不可解で、前半は「あなた方には芥子

種一粒ほどの信仰がある」と事を前提とした条件文ですが、後半は、「そんな

事は出来るわけはない」というニュアンスのある表現となっています。つまり、

主は、「あなた方にはその芥子種一粒ほどの信仰がある」と言っているのか、 

「あなた方にはそのような信仰はない」と言っているのか、どちらにも取れるし、

どちらにも取れないような言い方をされているのです。 

ですから、ここで主イエスは、「罪を犯し続ける相手を愛し続け、徹底的に

赦し続けるのに必要なのは、どちらにしろ、あなた方の信仰ではない」と言っ

ているのではないかと思います。そして、その理由を述べているのが、次の僕

と主人の譬えです。 

9 僕の信仰  

主人と僕の譬え話については先週お話ししました。ここに出て来る「僕」と

は、お給料で雇われていた召使ではなく、奴隷の事だと言いました。奴隷は

持ち物を持ちません。奴隷のものは、全て主人のもの。奴隷は、主人のものを

用いて言いつけられた仕事を果たします。ですから、弟子や私達がキリストの

僕、神の僕であるなら、私達の信仰もまたキリストの信仰です。悔い改めた罪

人を一日七回赦す事ができる信仰、愛、それはキリストの信仰であり、キリスト

の愛です。弟子達の信仰でも、私達の信仰でもありません。イエス・キリストの

十字架の血によって買い取られ、キリストの僕となった弟子達、私達は、この

キリストの信仰、キリストの愛に生きる事ができるのですが、それは、私たちの

力ではなく、見えないイエス・キリスト、聖霊が与えられているからに他なりませ

ん。 

 

10 キリストの僕  

この「キリストの僕」という言葉は、使徒パウロが自分自身の事を述べた言

葉です。パウロは、コリント教会以外にも多くの教会に手紙を書き送りましたが、

手紙の最初に、自分の事を「キリストの僕、パウロ」と繰り返し呼んでいます。

そして、「キリストの僕」という言葉の内容は、ガラテヤ信徒への手紙の次の言

葉であろうと思います。「もはや我、いくるにあらず。キリスト、我がうちにありて、
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いくるなり。」この確信を得るまで、パウロはどれほどの苦しみを受けた事でしょ

う。どれほどに涙を流した事でしょう。しかし、この確信を得る事が出来た時、  

彼の全ての苦しみは喜びに変わったに違いありません。キリストの僕とは、キリ

ストに捉えられ、キリストの霊が与えられた喜びに生きる者です。「我がうちで

生きるキリストによって自分は生きる！」主イエスは、私達を使徒パウロのよう

に、ご自身の霊によって生きる者となるようにと招いているのだと思います。

「私の僕になりきりなさい。全く世界が変わる、あなたが変わる。」と。 

 

11 マザーテレサ 

そんなキリストの僕として生き抜いた大勢の人々の中に、マザー・テレサが

います。彼女は、インドのカルカッタ駅で「私は渇く」と言って死んでいくホーム

レスと出会うのですが、彼女には主イエス・キリストが路上で人間らしい看取り

も受けずに死んでいく姿に見えました。この出来事をきっかけにキリストへの

愛に突き動かされ、マザーテレサは修道院からスラム街へと飛び出し、「死に

行く人々の家」という施設をつくりました。そして、路上で無惨に死を迎えるし

かない人々を収容し、手厚く看護し、人間としての死を迎えてもらったのです。

彼女の造った施設では、ヒンズー教徒であろうとキリスト教徒であろうとイスラ

ム教徒であろうと、誰であろうとも迎え入れました。マザーテレサは多くの慰め

に満ちた言葉を残していますが、中でも私が驚いた言葉があります。彼女が

「あなたの中の最良のもの」と題した祈りの中で次のように語った言葉です。

「人は不合理、非論理、利己的です。気にすることなく人を愛しなさい。」なん

と突き抜けた言葉だろうか、と驚き感心しました。相手の罪に拘らずに愛しな

さい、ただそれだけ。これこそ、キリストの愛に捕らえられた者の言葉、キリスト

の僕の言葉ではないかと思います。そう、キリストの僕になるとは、何よりも愛

する事に於いて自由になるという事だと気づかせてくれる言葉です。憎しみや

妬み、いや、愛さえも含む人間のせせこましい思いから解き放たれ、キリストの

愛という広い広い空を飛びまわり、のびのびと自由に人を愛する、それがキリ

ストの僕です。このような生き方を被造物にお与え下さる神に感謝します。 


