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2019 年横浜ナザレン教会聖霊降臨節第四主日礼拝 

「主イエスの隣人とされて」ルカ福音書 10:21～37 

【聖書】 

ルカ１０：２１そのとき、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。「天

地の主である父よ、あなたをほめたたえます。これらのことを知恵ある者や

賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、

これは御心に適うことでした。 ２２すべてのことは、父からわたしに任せら

れています。父のほかに、子がどういう者であるかを知る者はなく、父がど

ういう方であるかを知る者は、子と、子が示そうと思う者のほかには、だれ

もいません。」 23 それから、イエスは弟子たちの方を振り向いて、彼らだけ

に言われた。「あなたがたの見ているものを見る目は幸いだ。 24 言っておく

が、多くの預言者や王たちは、あなたがたが見ているものを見たかったが、

見ることができず、あなたがたが聞いているものを聞きたかったが、聞けな

かったのである。」  

25 すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。

「先生、何をしたら、永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。」 26 イ

エスが、「律法には何と書いてあるか。あなたはそれをどう読んでいるか」と

言われると、27 彼は答えた。「『心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思

いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また、隣人を自分のよう

に愛しなさい』とあります。」 28 イエスは言われた。「正しい答えだ。それを

実行しなさい。そうすれば命が得られる。」29 しかし、彼は自分を正当化しよ

うとして、「では、わたしの隣人とはだれですか」と言った。  

30 イエスはお答えになった。「ある人がエルサレムからエリコへ下って行く途

中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服をはぎ取り、殴りつけ、半

殺しにしたまま立ち去った。 31 ある祭司がたまたまその道を下って来たが、

その人を見ると、道の向こう側を通って行った。32 同じように、レビ人もそ

の場所にやって来たが、その人を見ると、道の向こう側を通って行った。33

ところが、旅をしていたあるサマリア人は、そばに来ると、その人を見て憐

れに思い、34 近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして、自分のろばに

乗せ、宿屋に連れて行って介抱した。 35 そして、翌日になると、デナリオン

銀貨二枚を取り出し、宿屋の主人に渡して言った。『この人を介抱してくださ

い。費用がもっとかかったら、帰りがけに払います。』 36 さて、あなたはこ

の三人の中で、だれが追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。」 37

律法の専門家は言った。「その人を助けた人です。」そこで、イエスは言われ

た。「行って、あなたも同じようにしなさい。」 

 

1 弟子たちと律法学者 
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今日の礼拝では少々長い範囲を聖書テキストとして選びました。それは、

ここに神様からご覧になった私たち人間の姿が丁寧に描かれていると思った

からです。神様からご覧になった自分の姿を知るという事は、本当の自分の

姿を知るということ。それは私たちがどのように生きればいいのか？を教え

てくれます。真実の姿を知らずにどのように生きればいいのかは分からない

でしょうから。今日は、ルカ福音書の有名な「善きサマリア人」のたとえ話

の中に神の御前での私達の姿を見出していきたいと思います。 

今日のテキストの前半には、対照的な二種類の人間が出て来ます。弟子た

ちと律法学者であります。七十二人の弟子たちは、主イエスによってほうぼ

うの町へと遣わされました。そして主イエスのお名前を使うと悪霊までもが

屈服するという不思議な出来事を経験し、主のもとに戻って驚き喜びつつ報

告しました。主イエスはこれを聞いて無上の喜びに満たされます。知恵ある

者や賢い者は神の御業を見ることが出来ないのに、無知な幼子である弟子た

ちは、今、神の国が到来している現実を経験していると知ったからです。だ

から主は喜びにあふれ神様を賛美し、向き直って弟子たちにこう言われたの

です。 

「あなたがたの見ているものを見る目は幸いだ。」 

「多くの預言者や王たちは、あなたがたが見ているものを見たかったが、見

ることができなかった。」 

歴史にその名を残す偉大な預言者や王たちが見ることを切望しつつ叶わな

かったものを、無学で無知な弟子たちが見ています。父なる神は彼らにこそ

ご自身を示し、ご自身との愛の交わりの中に生かしておられるのです。これ

は、ユダヤ人社会、人間が造り上げた秩序を根底からひっくり返す主の言葉

です。イエス・キリストという方は、私たち人間の既成概念を打ち砕き、神

をしめしてくださる方です。 

この主の言葉に触発されたのか、律法の専門家です。彼は、主イエスに対

して興味をもっていたのでしょう。「ナザレ出身のイエスという男は、民衆の

噂によるとすごい業をし、素晴らしい説教をすると聞いてやってきたが、聖

書に反するような事を言ってるじゃないか！よし、この男がどれほどの知識

をもっているか、律法の専門家であるこの私が試験してやろう」というつも

りだったのでしょう。実際に２５節の「イエスを試そうと」の「試す」は“テ

ストする”という意味のある言葉です。 

 

2  律法の専門家の喜びと弟子たちの喜び 

だから、律法の専門家は立ち上がって、挑むようにこう質問しました。「先

生、何をしたら、永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。」「永遠の命」

とは、聖書の中では、「神の国」と同じ意味の言葉です。父なる神のご支配の

もとに生きる喜びの命です。 
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律法の専門家は律法に関する知識がありますし、その律法を守りながら生

きています。だからこそ、自他共に神を知る者と認められ、地位や名誉が与

えられています。しかし、彼は自分が本当に「永遠の命」を生きているとは

思えていないのではないでしょうか。律法を守り、そのことの故に神に愛さ

れているはずだと確信していても、神様との命の交わりの中を生きている実

感がないのです。イエス様が弟子たちに「幸いだ」と言ったような意味での

「幸い」を生きているわけではないからです。主イエスを通じて神様との深

い関係に生きていること、生かされていることを心の底から喜び、その喜び

が神への賛美となって溢れ出てくるということはないのです。律法の専門家

の喜びは、結局、人と比べて自分の方が優れている…という優越感に過ぎま

せん。そんな優越感をもっていますから、幼子のようになることができず、

神の国に生きることもできません。だから、神を実感できず、神がどのよう

に自分をご覧になっているかも判らず、真実な自分の姿を知ることもできな

かったのです。 

一方、イエス様は弟子たちを「幼子」と呼びました。確かに財布も袋も履

物も持たないで「神の国は近づいた」と宣べ伝えるために出かけて行くこと

は、分別ある大人が出来ることではありません。弟子たちは主イエスを通し

て父なる神を素朴に信じ、全身をその御手に委ねて、何の心配もせずに出か

けて行きました。それはまさに親の見守りの中に安心して振舞う幼子の姿で

す。そこで、彼らは主イエスの名前が持っているとてつもない力を知らされ、

主を通して神様の愛の力がこの地上に突入してきている様子を実際に経験す

ることが出来ました。幼子だからこそ、神の国がこの地上に到来している現

実を経験できたのです。そこに弟子たちの喜び、幼子の喜びがあります。弟

子たちは、神を知り、神から見た幼子の自分達を知ることができました。  

 

 

 

3 自己正当化 

 さてそんな律法の専門家は、主イエスの「律法には何と書いてあるか。あ

なたはそれをどう読むか」という問いかけに申命記とレビ記の記述をもって

正しく答えました。彼は神の御心が愛であることを知識としては知っている

のです。だから、正しく答えることができましたが、幼子のように愛されて

いる喜びも、愛する喜びも具体的に知りません。 

そのことを見抜いているのか主は律法の専門家の答えを聞いて言われまし

た。「正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。」「そう

すれば命を得られる」の部分は、「そうすれば生きるだろう」が直訳です。愛

を行う。そのことで人は生きる。そして、そこには喜びがある、神から愛さ
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れて生きている実感がうまれる。主イエスは、そうおっしゃっているようで

す。 

律法の専門家も、主のおっしゃっていることは至極尤もなことだと…と分

かっているので反論できません。だけれども、彼はここで「自分を正当化し

ようとして」言います。「では、わたしの隣人とはだれですか。」。「正当化す

る」とギリシャ語の本来の意味は、「自分を義とする」、「正しい者であると主

張する」です。これは私たちの誰もが普段やっていることです。ですが、聖

書においては、自分で自分を義とすること自体が罪です。「義」は神から与え

られるものだからです。自分で自分を義とすることは、自分が神となるとい

う事なのです。自己正当化とは、自分で自分を神とすることです。神の御前

に自分を誇ること。それは、自分を神として生きたいという罪に目を閉ざさ

れ、神の御前のありのままの自分を見ることができなくなった者のよくやる

ことだと言えます。私達も度々この過ちを繰り返します。 

 

 

4  隣人の限定 

自分が何者か分からない律法の専門家は、私たちは、自分の隣人を自分で

限定しようとしています。愛すべき人がいるけれど、愛すべきではない人も

いる。自分のように正しく生きている人間は神が愛している人間であり、神

が愛している人間同士は愛し合うべきだ。しかし、神が憎み、見捨てている

罪人は愛すべきではない。恐ろしいことですが、それが神のみ旨だと勘違い

しています。だから当然、「わたしの隣人とは誰ですか」という彼の問いかけ

に、主イエスが「あなたの隣人とは、あなたの家族であり、友人である」と

答えられることを期待したはずです。そういう返答がくれば、「わたしは家族

や友人を自分のように愛しています」と胸をはって答えることができるから

です。 

 

5 人を滅ぼす罪の姿 

この律法の専門家の自己正当化の罪は私たちにとって決して他人事ではな

い。でもだからといって、決して見過ごしてよいものではない…ということ

を、ある牧師の説教にでてきた映画から知ることができました。もう１０年

以上前ですが、アフガニスタンの前線基地に派遣される兵士たちを半年間に

亘って密着取材したドキュメンタリー映画です。デンマークの派遣部隊の基

地近くにある村は、かつてタリバンの支配地域でした。タリバンが追い払わ

れた今でも「平和維持活動」という名のパトロールを継続していないと、彼

らが帰って来るのだそうです。そこに派遣されるデンマークの兵士たちは二

十代前半の青年たち。家族がいて、友人や恋人がいる普通の青年たちが、名

誉心や好奇心、冒険心を抱いてアフガン行きを志願します。そして「村の人々
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の隣人になるために来た」と言います。しかし、兵士たちのやっていること

は村人を戦闘に巻き込むことです。畑を荒らし、家屋を破壊し、時には誤っ

て村人を殺してしまうこともあります。村人は、タリバン兵を愛すべき隣人

だと思っているわけではありませんが、それでもタリバン兵たちが貧しさゆ

えに兵士をしている、実はもともとは自分達と同じ境遇であることを村人は

知っています。それに対して、気が遠くなるほど遠い国からやって来て、お

腹一杯食べ、重装備に身を固め、タリバン兵と疑わしき人影が見えれば即座

に殺すデンマークの兵士たちを、村人たちが隣人と思えるはずはありません。

村人は兵士たちにこう言います。「あんたらは遠くから銃をもって来て、ここ

で撃ちまくって帰るだけだ。あんたらに協力は出来ない。協力すれば、後で

タリバンによって首を切られるのは俺たちだ」。 

ある時、タリバンとデンマークの兵士たちとの間で銃撃戦が始まります。

退屈なパトロールにあきが来ていた兵士達はここぞとばかりに機関銃を撃ち

まくります。手榴弾を投げこみ、その爆発で吹き飛ばされたタリバン兵に向

かっても三十発も四十発も機関銃で撃ちまくる兵士達。そして、基地に帰っ

てきてから、その時の様を仲間たちに自慢げに話して聞かせます。その翌日、

タリバン兵の遺体に銃を乱射した兵士は「勇敢であった」と称えられて勲章

を貰うのです。帰国してデンマークの空港で親や恋人たちが涙を浮かべて抱

きしめた青年は、戦場では「敵」と見れば迷わず銃を撃ち、「タリバンを殺す

よりも野良犬を殺す方がずっと良心が痛む」と口にする人間になります。敵

は野良犬以下。野垂れ死にしようが、死体に銃を撃ちまくろうが構わないと

いうのです。彼らは、自分達の正義に酔っているのでしょう。自己正当化の

喜びに溢れています。自己正当化の罪がもたらす恐るべき現実です。神様か

ら与えられていた正しい感覚を麻痺させ、客観的な自分の姿を見失わせる。

自分を自己正当化して始まる道は、滅びへとつながっています。そこにしか

自分の生きる道がないかのように思いこむ滅びの道です。 

 

6 そうすれば生きる 

主イエスは、そんな滅びへの道を歩みだそうとしている律法の専門家に「愛

に生きなさい。そうすれば生きる」とおっしゃっています。それは「愛に生

きなければ死ぬ」ということです。愛に生きないとは、自己正当化をしつつ

生きること、自分達のためだけに生きることです。そうしなければ生きてい

けないと思い込んでいます。何故でしょうか？神を知らず、神の御前に生か

される自分を知らないからです。だから隣人は愛するけれど、敵は愛さない。

放置する。不利益や害をもたらすのであれば容赦なく攻撃する。人は自分を

自己正当化し、正しく生きているつもりであっても、実は破滅に向かってい

る。実は死んでいる…イエス様が見てくださる人間の現実、私たちの現実は、

そういう現実、罪の現実です。 
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その罪の行き着く先が十字架です。人々はイエス様を鞭で打ち、棍棒で殴

り、唾を吐きかけ、茨の冠を被せ、イエス様の肉体に釘を打ちつけて十字架

に磔にしました。その無残な姿を見ながら、祭司長や律法学者たちは「他人

を救ったのだ。もし神からのメシアで、選ばれた者なら、自分を救うがよい」

と嘲笑したのです。彼らの自己正当化は、ここに行き着きます。そして、そ

れは罪に囚われた私たちの姿でもあります。 

 

7   サマリア人のたとえ話 

 しかし、自己義認の罪が発する「わたしの隣人とはだれですか」という問

いに対して、主イエスは譬え話で話されました。道徳の本に出て来るような

聖書でも有名なたとえ話です。このたとえ話を単なる「善行の勧め」として

読むこともできるでしょう。ですが、これまでの流れを見て来る時、この有

名なたとえ話は、決して教科書に出て来るような道徳的訓話ではないことが

分かります。 

よく知られているようにユダヤ人とサマリア人は昔から互いに蛇蝎の如く

憎み合う間柄。互いに相手は敵だと思っているのです。エルサレムからエリ

コへの道を行っているのですから、追い剥ぎに襲われた人はユダヤ人です。

そしてユダヤ人の味方であるはずの祭司やレビ人は、半死半生になって倒れ

ている人を見ると道の向こう側を通って行きました。祭司やレビ人とは神に

仕える人々です。現代の教会で言えば牧師や役員達。神を愛し、人を愛する

律法を人々に教える立場の人々です。でも、彼らは同胞を見捨てました。 

味方でさえそうなのに、敵であるサマリア人は、彼を見ると「憐れに思い」

「近寄って」きて手当てをし、さらに宿屋にまで連れて行って介抱したとい

うのです。通常では起こり得ないことです。敵地の中で敵を助け介抱したと

いうのですから、単なる訓話の域を超えています。 

「憐れに思う」とは、本来は、「腸を痛める」という意味があります。当時

のユダヤの人々は、人間の感情は腸に宿ると考えていました。その腸が裂け

るように鋭く激しく痛む。苦しむ他者を、自身の腸が割かれるほどの痛みを

もって、苦しみをもって、自分の痛み、苦しみとして受け止めるという言葉

であり、福音書の中では主イエスと父なる神にしか使われていません。だか

ら、この譬話のサマリア人は、主イエスはご自身のことです。そして、サマ

リア人を主イエスとして、このたとえ話を読み直してみると、それまでは思

ってもみなかった現実が見えてくるように思います。 

 

8   倒れ伏している男 

それはイエス様が律法の専門家を誰に喩えていたか？という事です。祭司

でしょうか、レビ人でしょうか。確かに、彼はしばしばレビ人であり祭司で

あるでしょう。隣人を自分本位で限定する人間であり、敵は死んでも構わな
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い、場合によっては殺しても構わないと思ってしまう、それが正しいことと

さえ考えます。でも、そういう人間こそ罪に襲われて心身を破壊され倒れこ

んでいる人間なのではないでしょうか。だから主は、この清く正しく生きて

いるつもりの男、正しい知識は持っているけれども、幼子が持っている生き

る喜びを持てない不幸な男の中に罪になぎ倒されボロボロにされている者を

見出し、憐れに思い、その傍らに寄り添い、傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯

をするように譬話をされるのです。彼は放っておいたら本当に死んでしまう

から。律法の専門家に今の自分がどんな状態でいるのかに気付いてほしい、

いかに神から離れた状態であるかを気づいて欲しいのです。正しく生きてい

るつもりで罪に痛めつけられていることを知って欲しい。だから、サマリア

人をご自身に喩えた話をされたのでしょう。 

 

9 隣人になる 

主イエスは、たとえ話の後に律法の専門家に向かって「あなたはこの三人

の中で、だれが追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか」と問われま

した。主イエスにあって本質的な問題は、誰が自分にとっての隣人かではあ

りません。相手が敵であっても、初対面の人であっても、関わると面倒な人

であっても、重要なのは自分の方から隣人になるかどうかです。 

専門家は、主イエスの問いに対して「その人を助けた人です」と、これま

た正しく答えました。「助けた人」とは「その人を憐れんだ人」「憐れみを行

った人」のことです。譬話の中ではサマリア人のこと、つまり主イエスのこ

とです。ご自分を憎み、虫けらのように殺そうとする敵を、主イエスは愛す

る。深く憐れます。そして、十字架の上で、敵たちの罪の赦しを求めて神様

に祈られるのです。そうしてご自身の敵の隣人となってくださいます。父な

る神はそのような主イエスを復活させられ、主イエスの敵をご自身の隣人と

するという在り方が義であると認められました。復活の主イエスは、「敵であ

るあなたを私は自分の隣人とする。あなたも私の隣人となることで神の国の

命を生きなさい。私の隣人としての永遠の命を生きなさい」と律法の専門家

を、私たちを招いてくださるのです。 

 

10 私たちは誰なのか 

しかし、イエス様がそこまで深く彼を愛しても、彼は十字架に苦しむ主に

向かって「もし神からのメシアで、選ばれた者なら、自分を救うがよい」と

叫ぶ人かもしれません。そうであっても、イエス様は彼を憐れまれるのです。

そして、十字架の上から祭司長らと共に嘲笑する彼の姿を見たとしても、「父

よ、彼を赦してください。自分が何をしているのか知らないのです」と祈っ

てくださるに違いありません。主は隣人として招いた者達のために力を尽く

してくださるお方です。 



 

8 

 

私たちも、そのように主イエスに見守られ、祈られている一人一人です。

私たちもまた、主イエスの隣人とされた者です。そして私達もまた招かれて

います。「行って、あなたも同じようにしなさい。」  

 

11  十字架のキリストが見たもの 

最後に一枚の絵をご紹介します。十字架を描く絵のほとんどが、十字架上

の主イエスのお姿を見上げたものですが、十字架上のイエス様から見える光

景を描いた絵があります。それがこの「十字架のキリストが見たもの」です。 
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絵の中に主イエスのお姿はありません。下の方に、交差して釘で打ち抜か

れた主イエスの足の甲とその足を乗せている足台だけが描かれています。大

半のスペースに十字架を囲む多くの人々が描かれています。身分の高い者、

低い者、ユダヤ人と異邦人、男と女、嘆き悲しむマリアもいます。この絵を

見て、十字架に磔にされたイエス・キリストは、その激しい痛みの中で、ど

れほどの深い憐れみをもって人々をご覧になっておられたか…と思います。

それは憐れな自己正当化に走る律法の専門家を見つめる眼差しでもあったで

しょう。 

そして、今、同じ眼差しで主は私たちを見つめておられます。十字架の愛

の眼差しをもって私達を見つめておられます。主の御前に自分を知るという

事は、この主の眼差しに気づき、主の眼差しの内に入れられた自分を知ると

いう事ではないかと思います。私の隣に寄り添い親切に介抱してくれる主の

愛の内にいるという自分を知るということです。この方の愛を幼子のように

信じ、幼子のように素直に悔い改め、主の幼い隣り人としてこの方の愛に生

き、生かされることで、主は神の国をこの地上にもたらされています。私た

ちも今、主の幼い隣人としてその神の国を生き、永遠の命を生きています。

この喜びをもって父なる神を賛美いたします。 


