
 

となり人としてくださる主 

ルカによる福音書 10:25-37 

 

ルカによる福音書 10:23～37 

  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 この物語は道徳の話なのか 

このサマリア人の譬え話はわかりやすいお話に思えます。道徳の教科書に

取り上げられるような、「困った人を助けてあげよう」とも受け取る事がで

きる話です。実際にこういう人助けをした事がある人もいるかもしれない。 

しかし、この物語は状況が許せばできるような人助け、善い行いについて

語られているのではありません。今日は主イエスと律法学者とのやり取りの

中で語られたサマリア人の譬え話から、主イエスのみ言葉を聴いてまいりま

しょう。 

 

2 主イエスの喜びと律法学者 

このたとえ話が語られたのは、どういう状況だったのでしょうか？主イエ

スは伝道の旅から戻ってきた弟子たちを迎えた所でした。弟子たちが、迷い



苦しむ人々に主イエスのことを告げ知らせ、癒しを行いました。弟子たちが

父なる神のものとされた事を知り、主は、この上もなく、途方もなく喜んで

おられました。 

しかし、そこにひとりの律法学者が立ち上がりました。２５節の「すると」

は、「ほら見てごらん」と訳せる言葉です。福音書記者ルカは主イエスの喜

びにあずかる事のできていない一人の男にフォーカスをあてます。 

みんなの視線の中で彼は主イエスに質問しました。律法の専門家である彼

は、どういう気持ちだったでしょう。 

民衆から人気を集めてラビとさえ呼ばれているこのイエスという男、彼の

力量を専門家である私が試してやろう・・位の心積もりだったのかも知れま

せん。自信たっぷりにイエス様に問いかける声が響きます。「先生、何をし

たら永遠の命を受け継ぐ事ができますか」。 

 

3 永遠の命 

この問いにもある永遠の命とは、一体どういう事なのでしょうか。聖書に

は何と書いてあるでしょうか。 

ヨハネ福音書１７：３節の言葉をここで聴きたいと思います。「永遠の命

とは、唯一のまことの神であられるあなたと、あなたのお遣わしになったイ

エス・キリストを知ることです。 」この「知る」という言葉、知識として知

るという事ではありません。全存在で知るという事です。 

これを、ある方は、「父なる神と子なる神の愛ある交わりにあずかる事だ」

と言いました。時が流れ出す前、永遠の昔から、神の御子イエス・キリスト

は、父の懐深くかき抱かれ、「私の愛する子よ」という父なる神の声を聴い

ていました。そして子なる神も深い信頼をこめて、「お父ちゃん」と全知全

能の神を呼んでいたのです。そんな愛と喜びあふれる交わり。創造者である

父なる神と御子なる神のそのような交わりに、創られたものである私たち人

間が参加し与ること。つまり、私達被造物が神の子とされることーそれが永

遠の命と言えます。 

被造物にも関わらず神の子として生きるためには何をすればいいのか・・

それがこの問いです。 

 

4  隣人 

主イエスは質問でお返しになります。「律法には何と書いてあるか」。律

法学者はよどみなく答えます。「『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』です」。これは申命記とレビ記に記されている戒めで、 

ユダヤ教の中でも最も重要な戒めとされていました。さて、この重要な戒

めの後半にある「隣人」とはどういう意味があるのでしょうか？ 

 

この言葉を直訳すれば「近い人」です。自分の近くにいる人、つまり、 



自分と分かり合える所の多い人とも言えるでしょう。 

そして、隣人という言葉は、自分とその人がいくら近くても別個の人格

として対等である事をも表しています。自分がその人の上に立って支配者に

なるのではなく、またその人の下に立って支配される側になるのでもない。

横に並んでいる人、自分の近くにいて、人間としてお互いに尊重しあう事が

できる人、それが、隣人、となり人です。 

 

5 愛すべき人を区別する人間 

主イエスは、正確に答えた律法学者を褒めます。「正しい答えだ」。しか

し、重要な事を付け加えておっしゃいます。「それを実行しなさい。そうす

れば命が得られる」。直訳すると「それを行いなさい。そうすればあなたは

生きる」。この主イエスのお言葉に、律法学者は「自分はこの二つの戒めを

きちんと行えてはいない」と気づきました。ですが、彼は自分の罪を素直に

受け入れる事ができない。正当化しようとして「私の隣人は誰ですか」と主

イエスに尋ねたのです。 

しかし、この問こそ、私達人間の罪の本質を明らかにしているのです。私

達の罪の本質・・それは自己中心です。自分を中心に考え、人間を「自分と

近く共通点のある人達―愛さなくてはならない人たち」と「自分とは近くな

い共通点のない人達―愛さなくてもよい人たち」に分けて考える。 

分類方法は様々あるでしょう。家柄、出身地、学校、民族、国。文化、思

想、道徳、宗教、世代、実に様々。しかし、表面的にどのように現れようと

も、「自分と同じ点のない、理解できそうにない人は愛せない」という人間

の本質は変わりません。自然のままの人間は、自分の回りに安心できる世界、

自分が神でいられる安全圏をつくり、そこにいる人だけ、愛を返してくれそ

うな人だけを愛する・・と言ってもよいのではないでしょうか。 

「そんな事はない、世の中にはなんの共通点もない人々に寄り添い、報い

を求めず愛し返されなくても愛し続けている人はいるじゃないか」と疑問を

抱く方もおられるかもしれません。 

 

6 私の中の O さん 

先週の超教派の研修で次のような話を他教団の牧師から聞きました。昨年、

相模原の精神障害者の施設で元職員が入所者を虐殺したあの事件に関連して

の事です。この衝撃的な事件を受けて、障害者施設の職員をしたことのある

クリスチャンの女性が「私の中の O さん」という文章を書いたそうです。

「O さん」というのは相模原事件の犯人の名前。この文章を書いた女性は、

情熱をもって障害者教育の現場に出て行きました。「すべての人間は生まれ

ながらにして尊い」と理想に燃えていました。 

でも、現場は慢性的な人手不足。仕事は忙しく、十分な休みを取る事もで

きません。そんな中でも障害者に寄り添おうと必死で頑張った。しかし、自

分の思いに答えてくれる障害者はいません。そのような日々を数年間過ごし



ていく内に、彼女は消耗し、心は磨り減っていきました。気づくと、彼女は

入所者を一人の人間として見る事ができなくなっていた。自分の仕事の対象、

極端な事をいえば“もの”としてしか見る事ができなくなっていったそうで

す。そして、病気ゆえに面倒をおこして、自分の仕事を妨害する入所者を邪

魔者とさえ感じている自分に気づいた。そして、彼女はイエス・キリストを

知りました。「私の心の中にもこの犯人と同じものがあった」記事の中で彼

女は振り返っていたそうです。 

私自身も精神の病を持つ人と長く生活した経験があります。何度となく

「この人がいなくなればどんなにいいだろう」という思いに駆りたてられま

した。どうしようもなくなった時に主イエスと出会いました。実際に殺さず

にすんだのは全く神の憐れみです。 

自然な人間の愛には限界があるのです。人間は自分の中にないものを人に

与える事はできません。そして被造物の私達のうちには無尽蔵な愛はない。

愛を注げば注ぐほど、私達の内の愛は確実に減ります。愛し返してくれない

存在を自分の力で愛し続ければどうなるか。最後には枯れ果てるのです。 

ですが、どうしてそれを罪といえるのでしょうか。律法の掟も「あなたの

隣人を愛しなさい」と書いてある。愛に応えてくれない人は、「自分の隣人

でない人」ではないのか？だったら、愛さなくてもいい筈、罪ではないので

は？ 

  

7 神を愛する事は隣人を愛する事 

 ここで先ほどの２７節の戒めを見ていこうと思います。直訳するとこうな

ります。「心を尽くして、精神を尽くして、力を尽くして、思いを尽くして、 

あなたの主である神を、そしてあなたの隣人を自分のように愛しなさい」。”

愛しなさい”という言葉は一つしかありません。つまり、神を愛する事と、 

自分のように隣人を愛する事この二つは一つなのです。これはいったいどう

いう事でしょうか。 

ある方の証をご紹介します。私が神学校三年生の夏休みに参加したナザレ

ン教団の関西地区ティーンズキャンプで聞いたある青年の証です。彼の父は

お酒に溺れた生活をしていました。家は貧しく、母親が一日中働き、彼と身

体障碍者の妹を育てていました。お母さんは彼と妹を連れて教会へと通うよ

うになりました。教会で「神さまはあなたを愛しています」と聞かされまし

た。だけど、小学生であった彼はその言葉を信じる事ができません。「神様

が自分たちを愛してくれているなら、どうしてこんなに自分たちは困ってい

るのか。神様はどうして助けてくれないのか。」やがて親子は教会から離れ

ていきました。 

歳月が流れ、彼は高校生になった。その頃、彼は自分の父親を激しく憎む

ようになっていました。「この父親さえいなければ自分は大学に行けるのに。 



こいつさえいなければ！」抑えても抑えても湧き上がる怒りと憎しみを持て

余していた頃、偶然町で教会の牧師と再会しました。「ただで勉強を教えて

あげるよ」という牧師の申し出を受けて日曜日に教会へと通うようになりま

した。牧師夫妻や教会員さんたちの優しさに包まれ、だんだんと「神さまは

自分や母や妹を愛してくれている」と思えるようになっていた時。受難節、

牧師が礼拝で取り次いだ言葉に彼の心はざわめきました。「神の御子イエ

ス・キリストは、すべての人を罪から救うために十字架にかかってくださっ

た」。 

全ての人のために？あのろくでもない父親の為にもイエス・キリストは十

字架にかかったというのか？生活費は勿論、身体障碍者の娘に支給される手

当さえ飲み代に使う人間の屑のようなあいつの為にイエス・キリストは死ん

だというのか？ 

礼拝が終わった後、彼は牧師に詰め寄った。「自分の父親のような人間の

屑のためにもキリストは十字架に死んでくれたというのですか？」牧師は彼

をじっと見つめて、愛おしそうにでも確信をこめて「そうだよ。君のお父さ

んの為にも主は十字架にかかって死んだ」後頭部を殴りつけられるような衝

撃を覚えた・・と彼は語りました。 

その頃、彼は何度も自分が父親を殺す場面を想像していたそうです。そう

する事で父への憎しみをやり過ごしていた。自分は想像の中で父親に繰り返

し包丁を振り下ろしてきた。 

だけど、だけど、その刃の下にいたのは、父ではなかった。イエスさまだ

った、そしてイエスさまは怒りに狂った彼を「かわいそうに」と悲しんでく

ださっている、そのイエスさまの眼差しを確かに感じた。「罪人は自分だっ

た」。その時、彼は主イエスの深い憐れみに捉えられたのです。怒りに支配

され、父を赦す事、愛することができない彼の不自由さ、悲しみ、惨めさを、

主はご自分の事として、腸がちぎれるほどに痛みを感じておられる。そして

罪人である彼に近寄り、“となりびと”となり、その罪を肩代わりして十字

架にかかってくれるまでに愛していてくださる。主イエスの憐れみに、深い

深い愛に自分全体が捉えられた、そして、あの父親のためにも主は十字架に

かかってくださった・・という事を確かに知った。そのような証でした。 

 

主イエスの十字架を徹底的な神の憐れみの業として受け入れる時、主が全

ての人の為に死なれたことを私達は知るのです。そして神を真剣に愛すれば、

心と思いと力と精神を尽くして愛する時、主イエス・キリストの十字架によ

って贖われたすべての人を愛すべき人と愛さなくてもよい人に区別すること

はできない・・とわかります。 

私達は神を愛する事なく、正しく自分も隣人も愛する事はできません。そ

して神を真剣に愛するならば、その神が命を投げ出してまで愛した人一人一

人をないがしろにはできなくなるのです。 

 



私達、それぞれに一人一人違う。ですが、たった一つだけ共通点がある。 

それは、私達一人一人の為に、御子イエス・キリストが十字架に磔になって

くださった・・その点において私達はすべての人と共通点があり、すべての

人がとなり人であると言えます。十字架と復活の主イエスが、すべての人を

“となり人”とするのです。 

 

8 サマリア人は主イエス 

だから、全ての人を愛せない私達人間は、そのままでは罪の中にいるので

す。私達は時として自分の生活の為に強盗する追い剥ぎでもあり、その追い

はぎに襲われ、殴りつけられ、半殺しにされた人であるとも言えます。また

宗教家であるにも拘らず、死の穢れに触れるという危険を犯してまでは人を

助けようとしない、半死半生の人から遠ざかった祭司やレビ人とも言えます。 

しかし、追い剥ぎや祭司やレビ人もまた罪の力にねじ伏せられて倒れこん

でいる人です。私達は、みな永遠の命への道の途上で、罪の力によって倒れ

伏した惨めで孤独な者達です。 

そこに近づく一人のサマリア人。彼こそ、私たちの為にその身を投げ出し

てくださった神の御子イエス・キリスト、そのお方であります。それは、３

３節。サマリア人が、その人を見て憐れに思い・・という部分の「憐れに思

う」という単語からもわかります。この「憐れに思う」とは、先ほども証の

中で述べた相手の痛みを自分の腸がよじれるほどに感じる憐れみです。相手

の困窮を自分のものとして痛み呻くのです。この単語は、聖書の中では主イ

エスと天の父なる神にしか使われていない動詞です。 

更に、この旅人が「サマリア人」とされている事からもわかります。当時、

ユダヤ人とサマリア人の間には、根深い対立がありました。二つの民族は７

００年以上憎み合っていたのです。ユダヤ人は旅行するときもサマリア地方

を避けて通りました。当時の旅行は現代のように安全ではありません。今日

の例え話のように追い剥ぎにあうこともありましたし、クマや野犬などに襲

われる事もありました。旅行は命懸けでした。だから通常は最短距離を行っ

たのです。しかし、ユダヤ人は命の危険を犯してまでサマリア地方を迂回す

る為に大きく遠回りしました。このことからもユダヤ人が徹底的にサマリア

人を忌み嫌い、差別していた事が分かります。サマリア人にとっても、ユダ

ヤ人は、自分たちを貶めて差別してきた敵でした。 

ですから、このエルサレムからエリコに向かう寂しい道を旅するサマリア

人は、ふるさとを離れて、自分を憎む敵ばかりが住む土地を旅していたので

す。父なる神のみもとを離れ人間の間に宿られた神の御子イエス・キリスト

もそうです。御子イエス・キリストも、自分が安心して過ごせる父なる神の

みもとー故郷を離れ、人間世界という異郷においでになりました。実際に私

達人間は主イエスを拒み、彼の敵となり、最後は十字架にかけて殺しました。 

 

 



しかし主は、そのように神の敵である私達が罪に閉じ込められている事を

「可哀想に」と憐れに思い近づき、ご自身の十字架によって私達の罪を肩代

わりして助けてくださいました。葡萄酒と油で聖別してくださったのです。 

それはご自身の敵である私たちすべての人間に対する愛ゆえでした。自分を

殺す敵さえもご自身のとなり人として憐れまれる愛、まことの愛。この異郷

に赴いた神の御子イエス・キリストによって私たちは救われたのです。サマ

リア人は主イエス以外にはありえません。 

 

9 律法学者を憐れみ招く主 

ここで私たちは、隠された主の御業を見る事が許されています。それは、主はこのたとえ

話を語る事で、あの律法学者の隣人となられたのです。それは３０節の「お答えになった」

という単語からわかります。この単語は新約聖書ではここだけにしか出てきません。そして、

「受け入れる」「理解する」という意味が含まれているのです。 

主イエスは、彼が自己正当化せずにおられない瀕死の重病人、愛の一歩が踏み出

せない、罪の中に閉じ込められているさまを見たのです。永遠の命への道の上で倒れふ

し、神のみ前で半死半生となっている律法学者を見出しました。律法学者は主ご自身を

殺そうとする者たちの仲間です。しかし、にも拘らず、この男の本人さえ気づかない痛みを

ご自分のものとし、憐れに思われ、そして近づかれました。このたとえ話と全く同じ事、父な

る神のみもとを離れて異郷にやってきた神の御子、救い主が、永遠の命の道の上で半

死半生で倒れている男を見て憐れに思い近づき、介抱し、隣人となるという出来事が、

律法学者と主イエスの間にも起こっていました。私たちはここに罪びとを隣人として招く主イ

エスの深い高い広い憐れみの眼差しを見出す事が許されているのです。 
 

10  小さなサマリア人 

主イエスは律法学者を招きます。「行って、あなたも同じようにしなさ

い」。私に倣いなさい・・とおっしゃっているのです。このように主イエス

は、どのような人にも、“となり人”となり、となり人として招くのです。

決して強制したり支配したりしようとはなさいません。私達被造物を一人の

人格として尊重してくださいます。 

この後、律法学者が主の招きに応えたかどうかはわかりません。追い剥ぎ

や祭司やレビ人のその後もわかりません。しかし、この物語の中で確実にそ

の後日談が分かる人がいます。 

 

それは、助けられた人です。このおそらくユダヤ人であろう人は、助けて

くれたサマリア人を決して忘れなかったに違いありません。そして、このサ

マリア人にしてもらったように、他の人にもしたのです。小さきサマリア人

となった。 

どうしてそのように言い切れるか？小さきサマリア人の集まりー主に救わ



れた者の集まり、それが教会だからです。私達もまた主に助けられた者とし

て、教会の中に生かされているからです。だから、教会の業は、人間的な善

行とは違います。主イエスに倣う業なのです。区別を設けず、報いを期待せ

ずに自分と同じ罪人を愛する業。なぜそのように愛するのか、主が私達を区

別せずにとなり人となってくださり、助けてくれたからです。小さなサマリ

ア人にはそれ以外の動機はありません。 

先ほど、自分たちを苦しめる父への憎しみから主イエスによって救われた

青年の話をしました。彼のその後の話をします。彼と父親がすぐに分かり合

う事はできませんでした。しかし、彼は父親への憎しみから解き放たれ、昼

間働きながら、夜間の大学を卒業する事ができました。その間、お母さんと

妹さんが洗礼を受けました。父親は体を壊して長い間入院し、教会の牧師の

訪問を通して主イエスを知り、信仰を告白して洗礼を受け、召されたそうで

す。青年は大学卒業後に神学校に進み、関西地方の教会に仕える牧師となり

ました。そして、彼は、教会でのつとめの傍ら、関西地方の中高生の宣教に

身を捧げています。中高校生に主イエスを宣べ伝えるために自分は召し出さ

れたと確信しているからです。それは多感な思春期、罪に囚われて苦しんで

いた自分を、キャンプに集う若者の中に見出すからなのかもしれません。彼

は紛れもなく小さきサマリア人として、自分が助けられた道へ赴いているの

です。そして倒れふしている仲間の中高生のとなり人となっています。 

11 永遠の命への歩 
 

私たちが小さきサマリア人として罪に倒れふしている方々の所に赴いたか

らと言って、すぐにキリストのように為せる・・と言っているのではありま

せん。私たちは、被造物です。自分の中に無尽蔵の愛はない。主イエスと父

なる神より愛を注いで頂かなければ一歩も進めない者です。小さなサマリア

人の歩は、主イエスと父なる神から常に注がれる愛に生かされ続けないとで

きる事ではありません。小さなサマリア人の道は主イエスと父なる神と共に

いて頂き、神と主イエスを知り続ける道です。 

しかし、主イエスが共にいてくださると判っていたとしても、自分に敵す

る方々に対して、祭司やレビ人となる事もあるかもしれません。再び、罪ゆ

えに倒れ込んでしまう事もあるでしょう。しかし、しかし、そこで、また私

たちはまことのサマリア人、主イエスと出会うのであります。新たに生まれ

る。そして、自分の罪を知り、悔い改めて、新たに主の恵みを知るのです。

以前、倒れた時よりも深く大きく高く主を知る事ができるのです。 

小さなサマリア人の道、それは、「神を知り、主イエス・キリストを知る」

という歩です。永遠の命への道。永遠の命への道は、罪人である私たちが主

イエスの十字架の憐れみに全人格を捉えられつつ、神を愛し自分を愛し隣人

を愛する歩を続ける事なのです。この道を与えてくださった天の父なる神に



心よりの感謝と賛美を捧げましょう。 

あのエルサレムからエリコに向かう寂しい道。私達がかつて半死半生で倒

れていた場所、さぁ、主が私達を助けて抱き起こしてくれた所へ行きましょ

う。そこは永遠の命への道です。そこに助けを待つ仲間がいます。そして、

私たちの愛する救い主イエス・キリストが、そこで私たちを待っておられま

す。 


