
 

 

2018 年度横浜ナザレン教会降誕節第六主日礼拝  

「神の子の闘い」ルカ福音書 8:26～39 

【聖書箇所】 

ルカ 8:26 一行は、ガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。27

イエスが陸に上がられると、この町の者で、悪霊に取りつかれている男がや

って来た。この男は長い間、衣服を身に着けず、家に住まないで墓場を住

まいとしていた。 28 イエスを見ると、わめきながらひれ伏し、大声で言った。

「いと高き神の子イエス、かまわないでくれ。頼むから苦しめないでほし

い。」 29 イエスが、汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この

人は何回も汚れた霊に取りつかれたので、鎖でつながれ、足枷をはめられ

て監視されていたが、それを引きちぎっては、悪霊によって荒れ野へと駆り

立てられていた。 クリック） 

30 イエスが、「名は何というか」とお尋ねになると、「レギオン」と言った。たく

さんの悪霊がこの男に入っていたからである。 31そして悪霊どもは、底なし

の淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにと、イエスに願った。 32

ところで、その辺りの山で、たくさんの豚の群れがえさをあさっていた。悪霊

どもが豚の中に入る許しを願うと、イエスはお許しになった。 33 悪霊どもは

その人から出て、豚の中に入った。すると、豚の群れは崖を下って湖にな

だれ込み、おぼれ死んだ。 34 この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、

町や村にこのことを知らせた。 35 そこで、人々はその出来事を見ようとして

やって来た。クリック） 

彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が、服を着、

正気になってイエスの足もとに座っているのを見て、恐ろしくなった。 36 成

り行きを見ていた人たちは、悪霊に取りつかれていた人の救われた次第を

人々に知らせた。 37 そこで、ゲラサ地方の人々は皆、自分たちのところか

ら出て行ってもらいたいと、イエスに願った。彼らはすっかり恐れに取りつか

れていたのである。そこで、イエスは舟に乗って帰ろうとされた。 38 悪霊ど

もを追い出してもらった人が、お供したいとしきりに願ったが、イエスはこう

言ってお帰しになった。 クリック） 

39「自分の家に帰りなさい。そして、神があなたになさったことをことごとく話

して聞かせなさい。」その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったこと

をことごとく町中に言い広めた。  

 

1 湖の向こう側  

先々週 1/20は、ルカ福音書からガリラヤ湖の激しい波風を主イエスが静め

てくださった物語を共に聴きました。今日のルカ福音書は、その続きです。嵐

を乗り越えて、主と弟子達が乗った舟は、湖の向こう岸ゲラサ地方の港に入

っていきました。実は、一行が到着した地名についてははっきりしていません。



 

 

確かにイエス様の時代、「ゲラサ」という大都市がありました。しかし、その街は

ガリラヤ湖から５５キロ以上も遠くに離れた山地にあります。いったい主イエス

一行は、この時、どの辺の港についたのか、長いあいだ色々と推測されてきま

した。ですが、町の名前を詮索してもあまり意味はないでしょう。確かなことは、

ガリラヤ湖の向こう岸は、主イエス一行の故郷であるガリラヤ地方とは、文化も

生活も全く違う地域であり、信仰も異なる場所ということです。ガリラヤ湖の東

側には、ギリシャの植民都市が数多くあり、「デカポリス」という都市連合を作

っていました。住民の大半はユダヤ人以外であり、文化はギリシャ・ローマを

中心としたヘレニズム文化、信仰している神も神話の神々。ユダヤ人は、豚を

汚れた動物として嫌っていましたが、デカポリス地方では豚の飼育が盛んに

行われていたようです。このように、湖の向こう側には、何もかも違うよその国

が広がっていました。島国日本に住んでいるとぴんと来ませんが、ヨーロッパ

や韓国、中国など大陸に住んでいる人は普通の感覚のようです。 

 

2 悪霊と取り憑かれた男  

そんな外国に初めて足を踏み入れた主イエス一行。それだけでも心細い

のに、一行を迎えでた男は、怖しい様子をしていました。悪霊に取り憑かれ、

ほとんど裸同然で墓場を住まいとしていたと聖書は記します。 「悪霊」と聞く

と、自然科学が発達した現代に生きる私たちが思い出すのは、「エクソシスト」

などのオカルト映画でしょうか。しかし、主イエスの時代には悪霊は、人々に

取り憑いて肉体的な、精神的病を引き起こしたり、湖や海では嵐を起こしたり

するものだと考えられていました。人や自然に取りついて、人々に災いをもた

らす力を持つ目には見えない存在を、「悪霊」と呼び、恐れていました。 

その悪霊に取り憑かれた男が主イエスを出迎えます。おそらく、本人さえも、

わけのわからない力に振り回されていたのでしょう。家族も、土地の人々も、

色々と手を尽くしてやってみたけれども、どうにもならない。人間の無力を思い

知らされる時です。この男の家族は、彼が家族の一員であることを忘れたいと 

思うくらいであったでしょう。本人も、家族も悪霊による病に縛り付けられ、振り

回されている。本当に辛い状況です。 

そこに、主イエスが弟子達と共に来られます。日本語の聖書ではわかりづ

らいのですが、２７節以降、主イエス達の行動を表す動詞は単数形です。つ

まり主イエスは、単独で悪霊どもと向かい合っているのです。確かに弟子達は

主イエスのそばには、いたでしょう。しかし、彼らがたとえそばにいたとしても、 

全く関与することができない、そういうところで、主イエスはこの男を捕らえてい

る悪霊たちと闘っておられるたのです。 

  

3 主イエスはいと高き神  



 

 

人間が歯がたたない悪霊に対して単独で立ち向かえたのは、主イエスが、

神であるからです。神の力、神のきよさがなくては、悪霊を制圧することはでき

ません。悪霊に取りつかれている男は叫びます。「いと高き神の子イエス、か

まわないでくれ。たのむから苦しめないでくれ」主イエスが「いと高き神の子イ

エス」であられるということを悪霊が認めています、いえ、悪霊だからこそ、すべ

ての人に先立って認めざるを得なかったのでしょう。いと高き方の聖さにある

神の子イエス！いと高き方の聖さを持っている者であって初めて闘える闘い、 

汚れた霊との闘いを、湖の向こう側、異邦人の地で、人の手を借りないで、主

イエスは闘ってくださっています。それが、今日の物語です。主イエスが悪霊

と闘って救おうとした者は、主イエスとは違う民族で別の信仰の中にあるもの

でした。ですが、主は、この男を悪霊から解放するために、いと高き神のきよさ

と力で悪霊と闘いました。悲惨な男を自分とは関係ない者とはなさらず、深く

関わって救ってくださったのです。 

 

4 敗北した悪霊  

その様子を見ていきたいと思います。最初に、主が悪霊に「この男から出て行

け」と命じたようです。悪霊は恐れおののき、先ほどの言葉を叫び、ひれ伏し

て懇願します。「いと高き神の子イエス、かまわないでくれ。たのむから苦しめ

ないでくれ」悪霊は、神と私たち人間とが関わらないようにしたいのです。私た

ちを神やイエス様から引き離そうとします。 

イエス様は、悪霊に名前を尋ねます。古代では名前を知るという事は、そ

の存在全体を知る事を意味しましたから、通常は敵に名前を教えることはな

いのです。しかし、悪霊たちは神の子の清さと権威に恐れを感じ、答えざるを

えません。「レギオン」と。”レギオン”とは、古代ローマ帝国の軍団を示すギリ

シャ語です。一個軍団で、歩兵五千から六千、百騎以上の騎兵からなる大

規模なものだそうです。それほど多くの悪霊が、この男に乗り移っていたので

す。 

悪霊達は、主イエスと対決して、もうこの男の中に居座ることができない…と

悟ったのでしょう。「”底なしの淵に行け”と命令しないように」と主イエスに願い

ます。「底なしの淵」というのは、地獄のこと。そこに行ったものは、永遠の滅び

に渡させると考えられていました。つまり、ここで悪霊達は、「滅ぼさないでくだ

さい」と命乞いをしているのです。そこで彼らは代替案を提示します。「山で飼

育されている豚の中に乗り移らせてくれ」。主は許されます。動物に悪霊が乗

り移る悪霊追放物語は古代ではよくあったようです。悪霊に乗り移られた豚の

大群は、なだれを打って断崖をかけ下り、湖に突進して溺れ死にます。マル

コ福音書では溺れ死んだ豚は２０００頭であったと言います。２０００頭の豚が

崖を駆け下り、湖に砂煙を巻き上げながらなだれ込む、断末魔の泣き声が響

く。悪霊の悪しき力の大きさが現れた阿鼻叫喚の惨状であったでしょう。豚飼



 

 

い達が逃げ出しても無理はありません。豚たちの末路は、悪霊に取り憑かれ

たままでは、滅ぶしかない…ということを表しています。男は、主イエスにより救

い出されました。 

 

5 時代の諸霊  

冒頭にも申しましたが、「悪霊」と聞くと、科学の発達した現代の私たちに

は関係のない存在、昔の迷信だと考えてしまいがちです。ですが、果たして

本当にそうでしょうか。現代にも、「悪霊」はいるのではないでしょうか。エクソシ

ストなどに出てくるオカルトチックな悪霊を言っているのではありません。もっと

ごく普通の事柄の中に悪霊が潜んでいるように思えます。ごく普通の顔をして、

ごく普通に私たちの心に忍び込み、神から引き離そうとする目に見えない力

が、私たちに働いていることを感じます。先週も悲しいニュースが流れました。

十歳の女の子が実の父親に虐待死させられた事件です。日本では分かって

いるだけで年間五十人以上の子供たちが保護者の虐待によって命を落とし

ているそうです。一週間に一人の割合で子供たちが親に殺されているのです。

また、「人を殺せば死刑になると思ったから殺した。誰でもよかった」という自

分勝手な動機の行きずり殺人も後を断ちません。殺人まではいかなくとも、自

分の欲望を満足させるために、相手の人格を否定し支配しようとするハラスメ

ント行為は、私たちの身の回りでも見かけることですし、当事者となることもあり

ます。 

個人を支配する悪しき力の他にも、「時代の悪霊」としか言えない強力な

力があります。第二次世界大戦の最中の日本など、まさに悪魔の力に憑か

れたような軍事独裁国家でした。現代日本も時代の悪霊とは無縁ではありま

せん。何度かお話しましたが、「今だけ、金だけ、自分だけ」の『三だけ主義』

が跋扈し、世界中を覆っています。先日、アメリカが中距離核戦力廃棄条約

を一方的に破棄し、ロシアもこれに対抗して廃棄条約は無効となるようです。

大国の自国第一主義が世界を揺るがせています。そんな三だけ主義の時代

の悪霊達は、世界中に張り巡らされたインターネット網で大暴れ。事実とは全

く異なる捏造ニュースが飛び交い、世界を混乱に陥れています。まさにカオス

の時代、悪霊が表立って跳梁跋扈する世界。そこに生きる私たち一人一人

も、時代の悪霊の力から無縁ではありません。 

 

6 ゲラサ人  

このように私たち人間を神から引き離す目に見えない力は確かにある。そ

れは、今日の聖書箇所でのゲラサの人々を見ればよくわかります。自分たち

の仲間の一人が、長い歳月、捕らえられ苦しめられてきた悪霊から解放され、

癒されました。鎖で縛り足枷でつないでも、それらを引きちぎって荒れ野に逃



 

 

げ出し、駆け回っていた男、服も着ず狂気の虜になっていた男が、正気に戻

ったのです。しかし、この男が癒された事を喜び、主イエスにお礼をいう人は

一人もいません。それどころか、主イエスに自分たちの所から出て行ってく

れ！と頼むのです。ルカは、「彼らはすっかり恐れに取りつかれていたのであ

る。」とその理由を記します。ゲラサ人の気持ちは判るような気がします。彼ら

は、彼らの神々とは違う力の持ち主を自分たちの住む所に迎え入れることが

不安だったのでしょう。それが良い結果を生んだ力だと分かっていても。たと

え悪霊であっても、狂人一人ですむなら自分たちでもなんとか管理できる、そ

れでいいじゃないか、よくわからない力を受け入れるよりはるかにいい…と考え

たのです。 

お金の問題もありました。飼育した豚の売買は、豚肉を好むギリシャ・ロー

マ文化圏に暮らすゲラサ人に、大きな利益をもたらしていたでしょう。一人の

人の命より、経済的な利益が大切。原発事故収束の見通しもたっていないの

に、外国に原発プラントを売って歩く政治家と似通ったものがあります。これも

人間としては普通のことなのです。 

ですが、神から見れば違います。悪霊から見ても違うでしょう。他人の命より

も自分たちの経済生活を優先する小さな私たちのエゴは、悪霊にとってはま

たとない好機。悪霊はそこにつけこんできます。そして、「経済的に利益をうま

ない人間は存在価値がない」という神の創造のみ業を否定する考えへと私た

ちを駆り立てるのです。人間をお金儲けの手段と考える社会を作り上げます。

それこそ、悪霊に支配された社会です。二年半前に起きた相模原市やまゆり

園の事件は、私たちの社会がそのような時代の悪霊に捕らえられ根深く病ん

でいる兆候といえるのではないでしょうか。 

そうです、主イエスを拒んだゲラサ人は、他人事ではありません。まさに私

たちは、現代のゲラサ社会に生きているのです。時代の悪霊に捕らえられた

社会であります。 

 

7 イエスの勝利  

このような、目に見えない悪魔的な力に、主イエスは、神の子としてお一人

で対決しました。この外国の民の中における主のみわざに、この時点で、弟

子達は、関わることができません。いと高き神の子の聖さをもってしか立ち向

かえないのです。そして、主イエスは、このあとも、人々を誘惑して神から遠ざ

け滅ぼそうとする悪霊との闘いを続けられました。その闘いは、十字架にまで

及びます。そして、主イエスの甦りにおいて、決定的に、悪霊の頭であるサタ

ンに勝利されました。イエス・キリストを信じる者にも、キリストの霊ー聖霊が与

えられ、死も滅びも力を持たなくなったと、聖書は語るのです。 

その後、主イエスの霊、聖霊を授けられた者たちが、この主の闘いを引き

継ぎます。それがペトロはじめ十二人の使徒たちであり、弟子達でした。 



 

 

しばらくして、弟子達の群れに使徒パウロが加わります。彼は、かつて熱心な

ユダヤ教徒で、できたばかりの教会を迫害して回りました。しかし、ある時、甦

りのイエス・キリストに出会い、それまでの生き方を全く変えられます。熱心な

キリスト者となり、数々の迫害、苦難を乗り越え、多くの教会の基礎を築く古

代最大の伝道者となりました。パウロがいなければ、現在の教会も、信仰もな

い…と言われています。彼は、キリスト者を迫害していたかつての自分につい

て語っています。「至るところの会堂で、しばしば彼らを罰してイエスを冒涜す

るように強制し、彼らに対して激しく怒り狂い、外国の町にまでも迫害の手を

伸ばしたのです。」（使 26:11）。パウロは、キリスト者となってから、教会に伝わ

っていたゲラサ地方での悪霊追放物語を聞いたことでしょう。そのとき、「主イ

エスによって悪霊から救われたのは、まさにこの私だ」と思ったのではないでし

ょうか。『自分は悪霊には関係ない。自分はそんなに酷かったことなどない。 

だからこそ、神に、キリストに選ばれたのだ』などという思いは全然なかったで

しょう。別の手紙でパウロは、『自分は罪人の頭だ』という言い方もしています。

主の十字架の前の晩、イエス様を否定したペトロも同じではなかったでしょう

か。「あの時の自分は悪霊に憑かれていたようだった」「主イエスの眼差しの

中、主の言葉を思い出して正気に戻れた」と。 

悪霊に取り憑かれる弱い彼らが、十字架と復活の主キリスト・イエスと出会

い、聖霊、イエス・キリストの霊を与えられて、新しく生まれ変わりました。そして、

神の子の闘い、人間を神から引き離そうとする見えない巨大な力との闘いを 

闘うものとされたのです。彼らのうちには、生きて働くイエス・キリストがいらっし

ゃるから、できたことであります。イエス様が共にいて、弱い彼らを支え続けた

のです。 

 

8 正気に帰った男  

彼らは、どのように戦ったのか。武器をとって戦ったのか。いえ、違います。 

ただ、言葉と行いによって、私たちの救い主イエス・キリストを伝えることで闘

いました。その先駆けが今日の物語の中に現れています。悪霊を追い出して

もらった男です。彼は悪霊から解放されて正気に戻り、服を着て、イエスの足

もとに座っていたとあります。足許に座るのは、弟子としての振る舞い。この男

はイエスの弟子となったのです。ですが、ゲラサ人全員一致の決断のもと、主

はこの地方を去らねばなりませんでした。悪霊を追い出してもらった男は、「イ

エス様と共に行きたい」とすがりつきます。いと高き神の子と深い関わりをもっ

たこの男には、ゲラサ人を覆う時代の悪霊の姿が見えていたのでしょう。「ここ

に置いていかないでください、おそばに置いてください。」と主に懇願する彼

の気持ちはよくわかります。 

しかし、主はそれをお許しにならず、「自分の家に帰りなさい。そして、神が

あなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。」と命じます。この時、主



 

 

イエスは、ゲラサ地方での宣教をこの男に託したのです。「今、時代の悪霊に

捕らえられているゲラサであなたは、神の御業を宣べ伝えなさい。それは、神

の救いを経験した唯一のゲラサ人であるあなたにしかできないつとめです。ゲ

ラサ地方にはあなたが必要なのです。ここで私の闘いを闘って欲しい」それが

主イエスのお気持ちだったのではないでしょうか。男は主イエスの気持ちを知

り、そこを立ち去って、町中にイエスが自分にしてくださったことをゲラサ地方

中に言い広めた…とルカは伝えます。この「言い広めた」という単語ですが、

「福音宣教する」と同じ単語が使われています。この箇所以外では、主イエス

か弟子達にしか使われていない単語です。この男が、後のパウロやペトロ達

の先駆けであったことは、このことからもわかります。 

 

9 私たちも闘う戦い 

悪霊を追い出してもらい主の証人となったゲラサ人、パウロやペトロ達など、

聖霊を与えられ、キリストの闘いを引き継いで仲間達と戦った者達のあゆみが

教会の歴史となりました。そうしてローマ帝国とユダヤ人の両方に迫害されつ

つも、キリストを信じる信徒の数は増えていきます。信徒の大半は、我々のよう

な一般庶民でした。歴史に名をとどめるようなこともない無名の信徒です。名

も無き彼らが神の子の闘いを闘いました。その闘いの一例をあげます。当時

のローマ社会では、非常に捨て子が多かったそうです。生活が苦しくなれば、

親は子供を捨てました。捨てられた子供たちの行く末は悲惨です。さらわれて

奴隷として売られるか野垂れ死ぬか。しかし、キリスト信徒だけは違いました。 

「どの命も神がお造りになり、そしてイエス・キリストが十字架で贖った尊い命

である」その信念のもと、捨て子を教会でひきとり養育したそうです。当時のロ

ーマ人にとっては非常識なその行動が疑念を呼び、「子供を食べるために捨

て子を拾っている」というデマが流れ、迫害の理由にもなりました。しかし、

人々は言葉と行いで、主イエスを、神の愛を証する行いを諦めませんでした。 

名も無き弱い庶民が、時代の悪霊と闘い、じょじょに世界をかえて行きます。  

その後、長い教会の歴史の中で、悪霊は時には教会の内部深くまで入り

込み、虜にして、その行く道を大きく誤らせたこともあります。しかし、過ちを指

摘する者が起こされ、教会として深く主のみ前に悔い改めてその道を正して

来ました。その一人が、さきほどご一緒に賛美した「神はわがやぐら」を作詞し

た宗教改革者マルティン・ルターです。彼もまた教会の内部まで浸透した悪

霊との闘いをキリストと共に、仲間と共に闘い抜きました。何度となく命を狙わ

れるルターは、さぞや強い人、弱音など吐かない人と思いがちですが、彼のノ

ートには、「私は洗礼を受けている、私は洗礼を受けている」という言葉が繰り

返し書かれていたそうです。「私には神の子の霊が住んでくださっている」そう

言い聞かせ、神の御子イエス・キリストにより頼みながらの闘いでした。そうして

この悪霊との闘いは、現代の教会にも引き継がれています。 



 

 

この横浜ナザレン教会は、小さな教会です。名も無き教会です。しかし、注

がれる主の霊は豊かであります。初代教会や宗教改革の教会が戦った主イ

エスの闘いに、横浜ナザレン教会も連なっているのです。聖霊の聖さをもち、

私たち一人一人を神から引き離す力と、時代の諸霊と闘うのです。イエス・キ

リストのうちに現れた神の義なる愛の支配のうちに留まり続けることで闘います。

主の十字架と復活によって救われた喜びを宣べ伝えることで闘います。苦労

は多くあります。ですが、甦りのキリストの力が共にある喜び溢れる闘いです。 

皆さんと力いっぱい闘っていきたいと願います。 


