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はじめに 

 

 コリント人への手紙第二は、他のどの手紙よりも深くパウ

ロの心を反映しています。この教会との関係の困難さから、

パウロ自身の深い感情と確信を表明しつつ、使徒職を理解し

受け入れ、キリストの従者として成熟するよう懇願しました。

頻繁に、人生において、最も困難な関係が、私たちをより深

く掘り下げる要因となり、土の器の中に宿す、真の宝を世に

明らかにさせます（2Cor.4：7）。 パウロは、「心は広くなってい

ます」（6:11）、「ですから私たちに心を広くして応じて欲

しいと招きました」（6:13）。 コリントの教会の状況が最終的に

どの様に展開されたかについては、記されていませんが、聖

書は、この特別な手紙を残すことによって、パウロの心を見せ

てくれました。 この手紙を書いた後、パウロは、コリントへ

の最後の訪問を遂げて、エルサレムに戻り、そこで逮捕され、

最終的にローマに裁判のために送られました。 

コリント人への手紙第二の概要 

 

 

挨拶：1：1-2 

パウロの宣教活動説明：第 1-7 章 

寛大な献金の勧め：第 8‐9 章 

パウロの使徒的権威：第 10-13 章 

 

 

１．パウロの宣教活動の説明：第 1-7 章 

 

-苦難における神の慰め：1：3-11 

 エペソでの 3 年間の滞在中に、パウロは、多くの苦難に耐

えました（1：8-11）。 時には、死に直面したこともありまし

た。 それでも主は、パウロを支え、多くの人々による祈りを

通して、それらの試練を乗り越えさせてくださいました。 パ

ウロ自身の苦しみを語る前置きとして、試練を体験すること

をお許しになる神の重要なお目的の一つを教えています。 

 

1:4 神は、いかなる患難の中にいる時でもわたしたちを慰めて

下さり、また、わたしたち自身も、神に慰めていただくその

慰めをもって、あらゆる患難の中にある人々を慰めることが

できるようにして下さるのである。 1:5 それは、キリストの

苦難がわたしたちに満ちあふれているように、わたしたちの

受ける慰めもまた、キリストによって満ちあふれているから

である。（第二コリント１：４，５） 

 苦しんでいる人に対して、本物の支援と快適さを提供する

には、同じ苦しみを体験した人が必要です。 したがって、神

によって試練を経験するように召されたとき、私たちは、健

全に苦しむことが重要です。 神により頼み、御霊、みこと



ば、共同体の慰めを引き出すとき、後に同じ苦しみを体験し

ている人に同じ慰めを与えることが出来る者となります。 

 どんな試練を体験されて来られたでしょうか？ 主の慰め、

備え、保護をどの様に経験されましたか？ 神が誰かを慰めら

れるために、あなたをお用いになられた可能性があると考え

られたことはありますか？ 個人的な経験（特に難しいもの）が他の

人に慰めと希望を提供する宣教の機会と場所を探してくださ

い。 

 

-パウロの伝導旅行の予定の変更：1：12-24 

 コリントの人々は、パウロの旅行の予定変更の動機に疑問

を投げかけました。 パウロが神に導かれている使徒であるな

ら、なぜ旅行計画を変更したのでしょうか？ 単に人間の思考

と知恵に基づいて計画を立てていたのでしょうか？ パウロ

は、つき従うために信頼に値する人でしょうか？ 

1:17 この計画を立てたのは、軽率なことであったであろう

か。それとも、自分の計画を肉の思いによって計画したた

め、わたしの「しかり、しかり」が同時に「否、否」であっ

たのだろうか。（１：１７） 

 パウロは、人間の思考によって導かれ、動揺する人ではな

く、御霊によって導かれていることを彼らに保証しました。 

しかし、また、同じ文脈で、コリント人に次のように教え、

思い出させました： 

1:19 なぜなら、わたしたち、すなわち、わたしとシルワノと

テモテとが、あなたがたに宣べ伝えた神の子キリスト・イエ

スは、「しかり」となると同時に「否」となったのではな

い。そうではなく、「しかり」がイエスにおいて実現された

のである。 1:20 なぜなら、神の約束はことごとく、彼におい

て「しかり」となったからである。だから、わたしたちは、

彼によって「アァメン」と唱えて、神に栄光を帰するのであ

る。（１：１９，２０） 

 パウロは、その状況を把握し、その状況に霊的な類似点を

見出すことが出来るという真のスキルを備えていました。 自

身の行いの動機を共有することに開放的でしたが、直ぐに自

分から注意をそらし、キリストに戻ることを望みました。 

 1:21 あなたがたと共にわたしたちを、キリストのうちに堅く

ささえ、油をそそいで下さったのは、神である。 1:22 神はま

た、わたしたちに証印をおし、その保証として、わたしたち

の心に御霊を賜わったのである。（１：２１，２２） 

 パウロはこの機会を用いて、さらに別の重要な霊的真理、

各信者の安全を強調しました。 神は、私たちの心の中に、ご

自身の御霊を宿らせてくださり、私たちを神ご自身のものと

してくださっています。 その御霊は、私たちにしっかりと立

つ力を与えてくださいますが、また、いつか御霊は、私たち

を天国に連れて行ってくださるという神のお約束（キリストにあっ

て）を果たしてくださるという、御霊の究極の働きの保証でも

あります。 神がパウロの計画を変えるように導かれた理由

は、あまりにも多くの苦難が伴う訪問から、パウロたちをお

救いになられるためでした（1:23; 2：1）！ 

 人々は頻繁に、密かに、私たちの動機に疑問を抱き、私た

ちについての誤った結論に至ります。 そして、私たちは個人

的に同じことを他の誰かにしてしまうことがよくあります。 

健全なアプローチは、「私は困惑しています」という質問を

することで推定を明確にすることです。 「なぜ今頃でなく、

もっと早く電話をかけなかったのか、私は困惑していま



す。」これは正直で敬意を表し、他の人が動機、意図、行動

を明確にできるようにします。 多くの対立は、私たち自身の

静かな結論に至り、他人の動機を判断する代わりに質問する

ことで回避できます。 この質問をもって、アプローチする必

要がある人はいますか？ その動機、意図、または行動に関す

る明確な質問をしていないことで、あなたがそれらについて

推測していることを認める必要がある人はいますか？ 

 

痛みを伴う訪問と痛みを伴う手紙：2：1-4 

 パウロは痛みを伴う手紙と痛みを伴う訪問について言及し

ました（7：8-10も参照）。 殆どの聖書学者は、パウロが第一コリ

ントを「苦痛の手紙」と呼んでいたとは考られず、第一コリ

ントの後に書かれた短い手紙が存在し、それに続いてコリン

トへの苦痛な訪問があったと考えています。次の箇所が示す

様に、その痛みを伴う訪問は、教会の深刻な問題に立ち向か

い、それを修正することが目的でした。 

 2:4 わたしは大きな患難と心の憂いの中から、多くの涙をも

ってあなたがたに書きおくった。それは、あなたがたを悲し

ませるためではなく、あなたがたに対してあふれるばかりに

いだいているわたしの愛を、知ってもらうためであった。

（２：４） 

 ここで困難な事柄を話すのは、「あなた方への愛の深さ」

の証であるとパウロは言います。 困難な会話を要するとき、

聖霊の明快さと勇気が得られるように、あなたのために祈っ

てくれる他の人に頼みましょう。 そして、愛をもって実行し

ましょう。 これまでに、あなたに対して、真理の言葉を愛を

もって話した人がいらっしゃいましたか？ それらをどの様に

受け止めましたか？ 

‐罪を犯した兄弟の回復：2：5-11 

 パウロがここで言及している状況は定かではありません。 

第一コリント 5：1-8 で言及されている道徳的な問題かもしれ

ませんし、別の状況についてかもしれません。 いずれにせ

よ、パウロは、この問題に対処するために厳しい手紙を書い

て、苦痛を伴う訪問をする必要がありました。 しかし、彼は

罪を犯した人が悔い改めた心で教会によって課された懲戒に

応じたという報告を受けたことを喜びました。 パウロは会衆

に、この個人を許し、回復させ、彼らの愛を再確認するよう

に促しました。そうすれば、その個人は過度の悲しみに圧倒

させられることなく、サタンは、状況を超えて教会を分裂っ

することは出来ないからです。 

 

 つまずいた兄弟や姉妹の回復は、キリストのからだ（神の「家

族」）に求められていることの一つです。 イエスご自身がこの

経過について教えておられます（マタイ 18：15-20）。 それが、オ

ークポイント教会の様な大きな教会の「共同体」に関与する

ことが重要な理由の一つです。 私たちが他人の生活に深く関

わっているとき、皆、「教会家族生活」の責任から恩恵を受

けます。 同様に、迷い出た兄弟や姉妹に訴えるとき、私たち

は、神の愛を回復する代理人になることができます。 感情的

および霊的な成熟の兆候の一つは、相互の責任、許し、愛を

もって、お互いに開かれた能力です。 

 

-祝勝行進とキリストの香：2：12-17 

 パウロは、トロアスに到着したとき、キリストについて説

教するために開かれた扉があると説明しましたが、パウロに

は、心の平安がありませんでした。 パウロは、トロアスでテ

トスに会うことを期待していましたが、テトスは到着しませ



んでした。 そこで、パウロは、トロアスを去り、マケドニア

に向いました。 

 ここに「御霊と歩む」ということに関する、興味深い原則

があります（ガラテア 5:25）。 トロアスでは、キリストについて

説教するための扉が開かれましたが、パウロは、一人では宣

教をしない決断を下しました。 弟子のテトスとパートナーで

あったパウロは、テトスの不在について深く心配し、誰かに

拘束された可能性も懸念しました。 パウロは、激しいストレ

スにさらされていたため、限界を感じていた可能性が大いに

考えられます。パウロはまた、テトスが単独で宣教している

のではないかと心配しました。 トロアスに留まらず、マケド

ニアに移動するという決定について、パウロは決して「失

敗」とは見なしませんでした。むしろ、それでも神は、パウ

ロ（および他の信者）を勝利に導き、パウロを通してキリストを広

めておられました。 

 パウロは、自分の生涯と宣教を説明するために、二つの比

喩を用いました。 第一に：戦争で勝利を遂げた後、ローマの

凱旋将軍は祝勝行進で軍隊を率いていました。 （スポーツチームが

勝利後に故郷をパレードする様な光景を思い浮かべてみてください。）この凱旋

行進は、将軍にとって最高の名誉でした。 パウロにとって

は、イエスが将軍であり、イエスによって凱旋行進に導かれ

ていました。 

  第二に、パウロは、自身の命と証を香に例えました：「キ

リストの香」。救いの福音を拒絶した者にとって、このキリ

ストの香は、死の香りでした。また、恵みによる福音によっ

て救われていた人々にとっては、それは人生の甘い香でした。 

パウロの結論：いったい、このような任務に、だれが耐え得

ようか。（2:16）？ 暗黙の応え：誰も耐えられない！ 

 この世で神の働きに役立つ道具として用いられるのは、神

の恵みと霊によって、強めてくださる働きだけです。 私たち

が用いられ、誰かがキリストを受け入れるなら、それはこの

上ない喜びです。 しかし、この箇所は、キリストの愛と赦し

を誰かと分かち合い、その上で、彼らが耳を塞いだり、ある

いは拒絶した場合、個人的に責任を感じないようにと教えて

います。 誰一人、キリストの証人になるに十分で、一つの心

を変えるに十分な人はいません。 

 

-生きた推薦状：3：1-3 

 今日と同様、当時もキリスト者が新しい町へ移転する場

合、推薦状を要しました。 パウロの推薦状はペンで紙に書か

れた様なものではありませんでした： 

3:2 わたしたちの推薦状は、あなたがたなのである。それは、

わたしたちの心にしるされていて、すべての人に知られ、か

つ読まれている。 3:3 そして、あなたがたは自分自身が、わ

たしたちから送られたキリストの手紙であって、墨によらず

生ける神の霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板

に書かれたものであることを、はっきりとあらわしている。

（３：２－３） 

 誰の人生があなたの働きによって変わりましたか？その

人々の救われた人生は、あなたの心にキリストによって記さ

れた推薦状です！ 神が、あなたをお用いになって、その人々

の人生において、働かれました。 あなたの職業に関係なく、

あなたのミニストリー分野を明確に定義していただくよう

に、神に求めましょう。 そうすれば、人々の生活の中で、キ

リストの香として忠実であるとき、他の人の生活が変わるに



つれて、神の御霊によって記された生きた推薦状を見ること

になるでしょう。 

 

-新しい契約 対 古い契約：3：4-18 

 パウロは、神がシナイ山で、イスラエルの民との間で結ば

れた古い契約（出エジプト記 34：29-35）と最後の晩餐で、イエスに

よって制定された新しい契約を対比されました。古い契約は、

石板に書かれた律法に基づいており、人々は、それらの法律

を基準にしていました。 新しい契約は、私たちの内に宿られ

る御霊の働きに基づいています。神は、御霊の内在を通して、

心に律法を刻み、御霊の力を与えて下さり、律法に従い、内

から変わるのを助けてくださいます。パウロは、私たちの内

での御霊の働きを要約しています： 

3:17 主は霊である。そして、主の霊のあるところには、自由

がある。 3:18 わたしたちはみな、顔おおいなしに、主の栄光

を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと、主と同じ姿に

変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。

（３：１７，１８） 

 モーセは、神とそのご栄光の内に時を過ごす度に、神のご

栄光によって輝いた自身の顔を覆いで覆わなければなりませ

んでした。 やがてその栄光は薄れ、覆いをかぶる必要はなく

なります。 パウロは、キリストにおいて、その死によって始

まった新しい契約により、それが逆転したと説明しました。 

私たちは、信じるまで心の上に覆いをかぶり、信じる時、覆

いは取り除かれます。 キリストと共に歩けば歩くほど、私た

ちの顔と人生は、より輝かしくなります！ 神の御霊は、私た

ちをよりイエスに似た者、イエスの輝かしい似姿に変えてく

ださるために内で働いてくださいます。 

 デトロイトの有名な銅像、「スピリット オブ デトロイ

ト」の背後の壁に聖句が刻まれています。「3:17 主は霊であ

る。そして、主の霊のあるところには、自由がある。」

（3:17）。 確かに、主の御霊は救いの際に、私たちを解放し

てくださいますが、引き続き、私たちが御霊を自分の内で働

いてくださるように招くとき、解放し続けてくださいます。

神が、私たちの生活の中で実際に何をしておられるのか、 

つまりイエスの様に変えてくださっているのかを理解する時、

神がお許しになる神秘的な事柄、特に試練、心痛、苦しみを

よりよく理解することが出来ます。 神によって変えていただ

く経過の多くは、信仰を磨く「試練の火」を通してもたらさ

れるとペテロは言います。 あなた自身がが直面しておられる

困難のいくつかは、イエスの似姿に変えようとしてくださっ

ている過程で、イエスのご栄光を反映させるために用いてお

られる神の道具である可能性はないでしょうか？ 

 

-土の器に入った天の宝物：4：1-18 

 パウロは、壊れた人を世の「光」として用いて、神の働き

についての大きな謎を明らかにします。 

4:6「やみの中から光が照りいでよ」と仰せになった神は、キ

リストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、わ

たしたちの心を照して下さったのである。 4:7 しかしわたし

たちは、この宝を土の器の中に持っている。その測り知れな

い力は神のものであって、わたしたちから出たものでないこ

とが、あらわれるためである。（４：６，７） 

 壊れやすい土の器が私たちです。ですから、神は、私たち

の弱さ、失敗、物語を、福音の光に注目している世に輝かせ

るところとして用いてくださいます。 神は、私たちの長所や



能力を通してではなく、私たちの弱点や無能さを通して、最

もイエス様を表されます。私たちの生活において、弱さの内

に神の力を表されるからです。 この様な明確な思考により、

パウロは最も困難な時代を乗り切ることができました。 パウ

ロの永遠の視点が乗り越えさせてくれました。 

4:16 だから、わたしたちは落胆しない。たといわたしたちの

外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされてい

く。 4:17 なぜなら、このしばらくの軽い患難は働いて、永遠

の重い栄光を、あふれるばかりにわたしたちに得させるから

である。 4:18 わたしたちは、見えるものにではなく、見えな

いものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないも

のは永遠につづくのである。（４：１６－１８） 

 目に見えないけれども永遠に続くものについての教えは、

天国で私たちを待っている輝かしく新しい栄光の体について

の説明へとパウロを導きました。 

 

 

-永遠の住居に置き換えられた地上の幕屋：5：1-10 

5:1 わたしたちの住んでいる地上の幕屋がこわれると、神から

いただく建物、すなわち天にある、人の手によらない永遠の

家が備えてあることを、わたしたちは知っている。 5:2 そし

て、天から賜わるそのすみかを、上に着ようと切に望みなが

ら、この幕屋の中で苦しみもだえている。 5:3 それを着たな

ら、裸のままではいないことになろう。（５：１－３） 

 「肉体から離れる」ということは、私たちが「主と共にい

る」（5：8）ことを意味します。 パウロは常に「主に喜ばれ

ること」を自分の人生の目標としました（5：9）。 

 第 5 章 9 節を考慮してみてください。あなたの人生、姿勢、

行動によって、イエスを喜ばせることは、あなたの目標です

か？ パウロは、ただお一人の傍聴人のために、救い主であら

れ、主イエスの承認のためだけに生きました。それ以外に、

高い動機も目標も必要ありません。「主に喜ばれる」ことを

望んでいれば、人生の多くの疑問や決定をほぼ解決するはず

です。 私たちは「これは主に喜ばれるでしょうか？」という

ただ一つの質問を通して、全てを評価します。その一つの質

問、その一つの欲求は、今あなたにどの様に影響を与えます

か？ 注：主イエスがこの世におられた期間でさえ、イエス

は、天の父を喜ばせようとされました。8:29 わたしをつかわ

されたかたは、わたしと一緒におられる。わたしは、いつも

神のみこころにかなうことをしているから、わたしをひとり

置きざりになさることはない」。（ヨハネ８：２９） 

 

-キリストのための地上の大使：5：11-21 

 すべての人類のためのキリストの愛は、キリストが人類の

罪のために死なれる要因となり、人類の罰が、神に戻される

（神と和解される）必要がありました。 この愛の究極の犠牲は、パ

ウロの人生を制御し、強要しました（5：14,15）。 特に、この世

でのキリストの大使としての役割を果たさざるを得ませんで

した。神の愛を個人個人が受け入れ、神と和解するよう人々

に訴えました（5：18-21）。 一言で言えば、パウロの福音のメッ

セージは、永遠の死という、私たちの罪に対する罰と引き換

えに、キリストが偉大な身代わりとなってくださったので

す。それを教義上の古典的な言い方で、「身代わりの贖い」

といいます。 



5:21 神はわたしたちの罪のために、罪を知らないかたを罪と

された。それは、わたしたちが、彼にあって神の義となるた

めなのである。（５：２１） 

 神は、私たち全員を「キリストの大使」と呼んでおられる

ことをご存知ですか？大使は何をしますか？ 外国に住んでい

る間、一国を代表します。 したがって、この地上（異国）に住

んでいる間、天国（母国）を代表します。 パウロは、ピリピ人

への手紙第 3 章 20 節で、私たちのことを「天国の市民」と呼

びました。 キリストの大使としての役割をどの様に果たして

おられますか？ あなたのために、キリストに引き寄せられて

いる人がいますか？あなたの周りで、イエスを個人的に知ら

ない、イエスの偉大な愛を知らない 3 人の人々のために祈り

ましょう。 彼らがイエスについて聞きたいという思いが起こ

されますように、また、あなたが神のときに、キリストの忠

実な大使になれるように祈りましょう。 

 

-キリストの大使としてのパウロの苦難：6：1-13 

 パウロは、イエス・キリストの使徒として受けた、多くの

苦難の中のいくつかを詳述しました。 パウロは、自分自身に

栄光をもたらすためでなく、むしろ、コリント人の様な人々

（彼の動機に疑問を抱いていた）の間で宣教する際のパウロの動機の

誠実さを示すためでした。 その後、自身の試練について記し

た理由を説明しています。 

6:11 コリントの人々よ。あなたがたに向かってわたしたちの

口は開かれており、わたしたちの心は広くなっている。 6:12

あなたがたは、わたしたちに心をせばめられていたのではな

く、自分で心をせばめていたのだ。 6:13 わたしは子供たちに

対するように言うが、どうかあなたがたの方でも心を広くし

て、わたしに応じてほしい。（６：１１－１３） 

 パウロは、相互の誠実さ、脆弱性、尊敬の念が保たれた関

係を求めていました。 パウロが他の教会に書いた手紙を読む

と、他の教会の信者のからだ（例えば、テサロニケ、ピリピ、エペソ）

と、より健全な関係を持っていたことがわかります。 しか

し、コリント人との関係は、常に不安定でした。 彼らは単純

に、信仰によって神から与えられた指導者と霊的な父を愛

し、感謝したイエスの謙虚な信者ではありませんでした。 彼

らには誇りがあり、パウロに対して常に批判し、その結果、

大きな痛みをパウロに引き起こしました。 

 

-不信者と組まない：6：14-7：1 

 パウロからの愛をコリント人たちが差し控えていたのは 

なぜでしょうか。彼らを欺き、捕らえた、 偽りの教師たち、

いわゆる「スーパー使徒」たちに、彼らが心を捧げていたか

らです（11：3,4;、13-15を参照）。 

 

-パウロ、彼らの反応に励まされる：7：2-16 

 この箇所は、困難な内容の手紙の中でも、わずか数か所存

在する、明るい内容の箇所の一つです。 テトスは、コリント

からエペソに戻り、非常に困難な状況に関するパウロの懲戒

に対し、好意的に反応したという良い知らせをもたらしまし

た。 文脈からすると、彼らの罪は直接パウロに対するもので

あり、裏切りを含んでいた様です。 しかし、コリントの人々

は「信心深い悲しみ」によって応えるように導かれ、悔い改

めとパウロへの影響を認めようとする意欲に満たされました。

彼らは、喜んで過ちを正し、神がお選びになった僕としての

パウロの愛を再確認し、パウロの指導下において、関係を前



進させるよう整えられました。それは、彼らが真の「信心深

い悲しみ」を経験することができたからです。 

 7:10 神のみこころに添うた悲しみは、悔いのない救を得させ

る悔改めに導き、この世の悲しみは死をきたらせる。 

（７：１０） 

 単純な「後悔」（やらなければよかった）と「敬虔な悲しみ」には

違いがあります 。 敬虔な悲しみは当然、悔い改め、更新、成

長へと繋がります。 

 第７章５－７節に注意してください。 パウロは、非常に落

胆しましましたが、その後、テトスの到着に励まされました。 

私たちが疲れた時、神は、他の人を用いて、勇気を魂に吹き

込んでくださいます。 オークポイント教会では、これらの激

励者を「午前 2 時の友」と呼びます。 パウロは、テトスを午

前 2 時の友の一人として指したに違いありません。 パウロも

また、テトスを午前 2 時の友の一人として指したに違いあり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディスカッションのための質問 

 

１．この手紙には、多くの実践的な教訓があります。 このノ

ートの数々の枠内のコメントを調べましょう。今、あなたの

人生に、最も関係があると思われる実践的な教訓は何です

か？ 

 

２．難しい関係を扱うことについて、パウロから、何を学び

ましたか？ パウロがしたこと、又はしなかったことの中で、

あなたにとって教訓として際立っていることは何ですか？ 

 

３．この手紙から、パウロは、永遠の報酬の光の内に、地上

での生活を真に生きていたことが明らかです。 今日、その様

に行うことが、なぜ難しいのでしょうか？ 第二コリント第４

章１７－１８節を生きることを妨げるものは何ですか？  

 

「現在の苦難は小規模で、それほど長く続かないからです。 

それでも、それらの苦難をはるかに上回る栄光を生み出し、

永遠に続くでしょう！ ですから、私たちは、今目に見える苦

難に目を向けているのではありません。むしろ、目に見えな

いものに視線を向けます。 今見ているものは、すぐに消え去

りますが、見えないものは永遠に続くからです。」 

 


