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神は我らと共に 

パート１０：初期の手紙 

第１１メッセージ – ローマ人への手紙 

  この世における問題 

ローマ人への手紙第一章 

 

 

 

はじめに 

 ローマ人への手紙は、パウロの書簡の中で最も重要です。

新約聖書の手紙全体の中でも最も重要と言えるかもしれませ

ん。この手紙は、御霊からの霊感によって与えられた、キリ

スト教の主要な教義に関する、パウロによる完全な説明で

す。パウロは、最後のエルサレムへの旅の後、ローマを訪問

することを望んでいました（参照：15：22-33におけるパウロの旅行計

画）。彼の訪問に先立って送られたこの手紙は、パウロの回心

以来、説教してきた福音のメッセージを完全に説明するため

に記されています（参照：1：11-15）。パウロの反対者たちは、常

にパウロの教えについて、誤った考えを広め、しばしばパウ

ロの教えと矛盾し、教会に混乱をもたらしました。私たちは

ガラテヤ人への手紙とコリント人への手紙の中で、パウロが

教えを明確にし、誤りを訂正するために多くの時間を費やし

たことを見てきました。この包括的な手紙を前もって送るこ

とによって、ローマ人にしっかりとした教育の基盤を構築

し、パウロがローマを訪れた際には、これまで教えてきたこ

との本質をすでに知っているようにするためでした。 

 したがって、ローマ人の手紙は、福音の真理を完全に説明

し、力強く擁護するために記されました。 「神は、ユダヤ人

と異邦人、つまり全世界に、すべての人間は、聖なる神に受

け入れられる義に至らないが、この義は、神の義であられる

御子なる人によって、そのお方への信仰を通して、そのお方

から受けられるかもしれないと言っている」（ローマ人：アーヴィ

ング L.ジェンセン）。ローマ人への手紙が教会の歴史に大きな影響

を与えたわけが理解できます。西暦 386 年、アウレリウス・

アウグスティヌスは、ローマ人への手紙の一節を読んだ後、

イエス・キリストを救い主として受け入れました。彼は、教

会の最も優れた指導者と神学者の一人になりました。千年

後、プロテスタント改革の父である、マルティン・ルター

は、次のように記しています。「私は、真理を掴むまで、ロ

ーマ人の手紙を日夜考えました。生まれ変わったと感じまし

た。このパウロの一節は、私にとって天国への入り口となり

ました。」数世紀後、ジョン・ウェスリーは、自身のローマ

人への手紙の研究について、次のように記しています。「私

は、不思議なほど胸が熱くなるのを感じ、救いのためにキリ

ストだけを信頼していると確信しました。そして、キリスト

が、私の罪を取り除いてくださったという保証が与えられま

した…。」宗教改革の偉大な神学者である、ジョン・カルビン

は、「この信徒の知識を得るとき、聖書の最も隠された宝に

至る入り口が開かれる」と語った。聖書を最初に英語に翻訳

した、ウィリアム・ティンデールは、ローマ人への手紙につ

いて、次のように記しています。「それは新約聖書の原則で

あり、最も優れた部分です。ローマ人の手紙を頻繁に読み過

ぎたり、よく勉強し過ぎるなどということは、あり得ない。

勉強すればするほど理解しやすくなり、噛めば噛むほど、楽

しくなり、 研究すればするほど、貴重な発見があります

…。」 



 今日でも、ローマ人の手紙は、それを読み、熱心に勉強す

る人々の思いと心の中で良い働きをしてくれています。これ

から 6 週間、この素晴らしい手紙を読み、勉強することに専

念されることをお勧めします。 

 

 

ローマ人への手紙の概要 

 

挨拶と感謝：1：1-13 

罪の問題：1:14 – 3:20 

義と認められる：3:21 – 5:21 

御霊の聖なる働き：6：1 – 8:39 

イスラエルと異邦人の位置づけ：9：1 – 11:36 

キリスト者の生活の実践的問題：12：1 – 15:13 

結びと挨拶：15:14 – 16:27 

 

 

挨拶と感謝：1：1-13 

 

 パウロは、福音の説明から始めます（良い知らせ） 

パウロは、世に説教するために神から召されました： 

 

‐旧約聖書によって約束された福音です（1：2）。 

‐ダビデの子、人、イエス・キリストについての福音です 
 （ローマ人 1：3）。 

‐神の御子、イエス・キリストについての福音です 
 （ローマ人 1：4）。 

‐復活によって、イエスが主であられると宣言する福音です 
 （ローマ人 1：4）。 

‐パウロが異邦人の世界にもたらすために召された福音です  
 （ローマ人 1：5）。 

 

 パウロは、ローマ帝国の首都、ローマに住んでいた信者に

語りかけます。パウロは、ローマ人の信仰を神に感謝し、彼

らを訪れたいという長年の願望を祈りました。パウロの祈り

の中心にあったのは、神がキリストの使者としてローマに行

く特権を最終的に彼に与えてほしいという要求でした。パウ

ロは、頻繁に計画していたが、数十年の宣教期間において、

まだ一度もかなっていませんでした。 

 

 

罪の問題：1:14 – 3:20 

 

 ローマ人への手紙の区分には、明確な境界線がありませ

ん。 したがって、提案されたアウトラインは任意です。 パウ

ロは、最初の主要な主題、すなわち、私たちの世界（人類の初め

から）と私たち個人の生活における罪の問題に移行します。 最

初に問題を理解しない限り、問題に対する神の解決策を適切

に理解することは出来ません。 治療法について話す前に、明

確な診断を下す医師の様に、パウロは、顕微鏡で人間の状態

を分析し、最終的に「3:23 すべての人は罪を犯したため、神

の栄光を受けられなくなっており、」と教えます（ローマ人

3:23）。 

 

-パウロの 3 つの「私は」宣言：1：4-17：パウロは、全人類に

福音を宣べ伝える義務を明確に述べることによって、主題に

移ります。 パウロの宣教を定義した 3 つの「私は」の声明に

注目しましょう。 

 

1:14 わたしには、ギリシヤ人にも未開の人にも、賢い者にも

無知な者にも、果すべき責任がある。 1:15 そこで、わたしと

しての切なる願いは、ローマにいるあなたがたにも、福音を



宣べ伝えることなのである。 1:16 わたしは福音を恥としな

い。それは、ユダヤ人をはじめ、ギリシヤ人にも、すべて信

じる者に、救を得させる神の力である。 1:17 神の義は、その

福音の中に啓示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これ

は、「信仰による義人は生きる」と書いてあるとおりであ

る。（ローマ人１：１４－１７） 

 

義務：パウロは、かつてキリスト教徒を裁判と死に導いた独

善的なユダヤ人でした。それでも、彼の心と人生は、イエス

によって完全に変えられました。パウロは、救いのメッセー

ジを託され、キリストによって大使に任命されました。パウ

ロは、世界にもたらすように託された、このメッセージを忠

実に伝える強い義務感（責務感）を感じました。「義務」を表す

ギリシャ語は「債務者」です。パウロは、窮状にある世界の

ために、神の真理を心に抱いているので、世界に負債を負っ

ている様に感じました。 

 

熱心：パウロは、心の中で、人類にとって最大の必要に対す

る真の答えを知っていたので、その義務感は、喜び（熱意）と

バランスが取れていました。証人に関連する絶え間ない困難

にもかかわらず、パウロは熱心な使者でした。 

 

恥としない：十字架につけられて、よみがえられたユダヤ人

のメシアのメッセージは、多くの人にとって愚かさの様に聞

こえましたが、パウロは、このメッセージには、信じるすべ

ての人に救いをもたらす神の力が含まれているので、その良

い知らせを広めることを恥じとしませんでした。パウロは、

福音書を旧約聖書のハバククの預言を引用して要約しまし

た：義人は、信仰によって生きる。言い換えれば、十字架に

つけられて、よみがえられた救い主であるイエス・キリスト

に、信仰を置くことによって、人々は、神に対して正しくさ

れます。 

 

 パウロの 3 つの「私は」の声明は、あなたに何を語りまし

たか？影響力の領域でイエスを知らせるための健全な義務感

（責務）はありますか？ 神が、あなたの周りの人々の最も深い

必要のために提供してくださる解決策をあなたが抱いている

事実の重みを感じますか？ あなたの言葉と行いによって、イ

エスを知らせる機会を熱望しておられますか？ あなたの「ト

ップ３」を特定し、彼らのために祈っておられますか？ あな

たは、イエスのメッセージを恥じておられないでしょうか？ 

 

 

-人類の問題：1：18-32 

 パウロは、次第に罪の問題へと移ります。 （罪とは、聖書が定義

しているように、神に対する反逆です。神の道徳的人格、または道徳的律法に違反す

ることです。むしろ利己的または、不従順であると教えられるために、私たちは無私

無欲で従順であると教えられなければなりません。罪の性質は人間の本性に結びつき

ます。） 

 

  パウロは先ず、全人類に当てはまる罪を扱います（1：18-

32）。次に、非常に宗教的な人でさえ、罪がどの様に影響する

かを示しています（2：1-29）。第三に、パウロ自身も含めて、罪

が私たち一人一人に、どの様に触れたかについて語っていま

す（3：1-20）。また、パウロは、私たちには、罪の問題から、自

分を救うことは出来ないので、イエス・キリストの人格と働

きを通しての神の介入の必要性を示します。 

 

 ローマ人への手紙 1:18 は、対照から始まります。福音は、

イエス・キリストを通して世界に神の義が啓示されるという

事実に集中していると、パウロは教えたところでした（1:17）。



人がイエスを信じるとき、神の義を受け取り、罪の罰から救

われます。それが良い知らせです。今、神の怒りは、世に現

われていると言っています（18節）。なぜでしょうか？次の箇

所は、人類の状態、この世界での経験、問題に対する神の解

決策を理解するために重要です。部分ごとに見ていきましょ

う。 

 

2:24 それで人はその父と母を離れて、妻と結び合い、一体と

なるのである。 2:25 人とその妻とは、ふたりとも裸であった

が、恥ずかしいとは思わなかった。造このかた、被造物にお

いて知られていて、明らかに認められるからである。したが

って、彼らには弁解の余地がない。（ローマ人１：１８－２０） 

 

 「神の怒りが明らかにされる。  」 （文字通り、「明らかにされてい

る」－現在形）。パウロは、私たちの世界は、神からの継続的な

さばきのもとにあると教えています。神の怒り（罪に対する彼の宣

告）が地上で明らかにされる（経験される、見られる、感じられる）こと

を許されています。なぜでしょうか？これがパウロの重要な

ポイントです。私たちが神の存在についての明白な真実を抑

圧しているので、神の怒りは、私たちの人生と世界で感じら

れます。私たちは神を見捨てた結果、神に見捨てられた世界

に住んでいます。 

 

 神についてのこの真実は、私たちの内（19節）と周り（20節）

で明らかです。良心と天地創造の両方が、全知全能の創造主

であらえる神の真理と存在を証明しています。神についての

これらの基本的な考え方は、非常に明確であるため、私たち

は、神の存在と私たちの生活における神の正当な場所を否定

するとき、言い訳の余地はありません。これが私たちの根本

的な問題であるとパウロは言います。他のどんな問題も、真

の創造主であられる神を捨てたという、この中心的な問題の

二の次です。 

 

人類が創造主である神についての明白な真実を抑圧している

場合、私たちは、神を何に置き換えたのでしょうか？ 

 

1:21 なぜなら、彼らは神を知っていながら、神としてあがめ

ず、感謝もせず、かえってその思いはむなしくなり、その無

知な心は暗くなったからである。 1:22 彼らは自ら知者と称し

ながら、愚かになり、 1:23 不朽の神の栄光を変えて、朽ちる

人間や鳥や獣や這うものの像に似せたのである。 

（ローマ人１：２１－２３） 

 

 私たちがどこから来たのか、なぜここにいるのか、どこに

向かっているのか、私たちの存在の意味そのものについて、

神を虚しい憶測に置き換えました。 人類は、答えを創造主で

はなく、被造物に向けました。 人間を崇拝する人たち、 動物

を崇拝する人たち、 太陽や月、星を崇拝する人たち、自然そ

のものを崇拝する人たちもいます。 何らかの形で、私たち

は、すべての創造主であり、維持者であられる神のみに起因

する名誉を他の被造物に授けてしまいました。 

 

「礼拝」とは、誰かまたは何かに「価値を置き」、「名誉を

与える」ことです。 私たちは、神によって、神を礼拝するた

めに創造されました。 ですから、私たちが礼拝するかどうか

は問題ではありません。 むしろ、私たちが誰を、または何を

礼拝するかが問題です。 オークポイント教会の８つの弟子の

特性のうちの一つ目は、礼拝です。 神に対するあなたの愛は

どの様に示されていますか？ あなたの人生は、イエスがあな

たにとって一番の存在であることをどの様に示していますか？ 



 ここでパウロは、私たちが創造主であられる神を拒絶した

結果を説明します。神の怒りは、人間の領域でどのように明

らかにされていますか（18 節）。言い換えれば、神は、人類を

私たち自身の欲望に任され、その罪深い欲望は、私たちを自

己破壊的な道に連れて行きました。繰り返される「神は彼ら

を～に任された」に注意しましょう（24、26、28節）。親が反抗的

な子供に「好きにしなさい。」と言っているようなもので

す。 

 

 通常、神は、人類に抑制的な影響を及ぼします。これは、

すべての人間に対して示された神の慈悲深い恵みの一部です。

私たちの世界がこれ以上に酷くない唯一の理由は、神が私た

ちに罪の影響を「抑制」しておられるからです。（参照：テサロニ

ケ人への手紙 2：6, 7）。これは、たとえ子どもが故意に危害を加え

ようとしている場合でも、親が子どもを危害から守ろうとし

ていることによく似ています。神は、私たちを愛しておられ

るので、人類のために罪を抑制してくださっています。 

 

  しかし、ある時点で、神は、抑制している綱を手放され、

文化、人々、個人に、頑固で、神を捨てる選択の完全な影響

を体験させられます。それがここで起こっていることです。 

「神は、彼らに任せられます 。 」神は、抑制している綱を放

され、人類は、自らの罪に真っ逆さまに転落します。 

 

 その結果、私たちは、神なしに、また神の指示、指導、強

め、助け無しに、人生を航行しようとし、虚しい様々な形の

汚職（腐敗）にますます「任され」ます。 

 

1:24 ゆえに、神は、彼らが心の欲情にかられ、自分のからだ

を互にはずかしめて、汚すままに任せられた。 1:25 彼らは神

の真理を変えて虚偽とし、創造者の代りに被造物を拝み、こ

れに仕えたのである。創造者こそ永遠にほむべきものであ

る、アァメン。（ローマ人１：２４－２５） 

 

 私たちの心は不純になり（24節）、不純な肉体的および肉体

的な欲望とわがままに至りました。私たちは、神の真実を嘘

に置き換えたのですと、パウロは、再び核となる問題を繰り

返します。私たちは、創造主ではなく、被造物を崇拝し、仕

えました。私たちの世界の根本的な問題は、神の拒絶です。

他のすべての問題は、この中核的問題の二次的な結果です。 

 

 米国大統領候補者は、世界の問題をどのように解決するか

について白熱した議論に取り組んでいます。 これらの議論を

見るとき、私は、ローマ人の手紙第一章と、パウロが人間の

状態と問題下にある問題について言っていることについて考

えます。 真の癌は、人間の奥深くにあります。 神を見捨てる

人々は、神に見捨てられる人々です。 神に戻る必要がありま

す。 命を一人ずつ救うことによって、世界を変えていかなけ

ればなりません。 そして、それは、パウロが窮状にある世界

にイエスのメッセージを広めることに、非常に熱心であった

理由を説明しています。 パウロは、真の問題に対する、真の

答えがあることを知っていました。 

 

  次にパウロは、神の啓示された御心に反する性的欲求は、

神の拒絶の結果であると断言します。 私たちの神の否認が最

初に来て、性的逸脱が次に来ます。 

 

1:26 それゆえ、神は彼らを恥ずべき情欲に任せられた。すな

わち、彼らの中の女は、その自然の関係を不自然なものに代

え、 1:27 男もまた同じように女との自然の関係を捨てて、互



にその情欲の炎を燃やし、男は男に対して恥ずべきことをな

し、そしてその乱行の当然の報いを、身に受けたのである。

（ローマ人１：２６，２７） 

 

 創世記の物語の中で、人間の性に対する罪の影響の最初の

仄めかしがみられます。 アダムとエバは、罪に陥る前に、裸

で恥ずかしくありませんでした（そして、互いに性的に結ばれました-創

世記 2:25）が、その後、二人は裸であることを恥じ、自分自身を

覆いました（創世記 3：7）。 創世記３章以降、夫と妻の肉体の結

合からの逸脱が増加しました。一夫多妻、近親相姦、レイ

プ、同性愛、姦通、売春など、そして人類は、逸脱し続けて

います。 パウロの時代は、神のご計画からのあらゆる逸脱

は、ローマの性的慣行において明らかでした。 

 

 なぜパウロは、同性同士の結びつきに焦点を当てたのでし

ょうか？パウロの主なポイントは、人類が、自分たちも、私

たちの関係も、私たちのセクシュアリティも含む、すべての

創造主であられ、維持される神を拒否したという事実です。

同性同士の結びつきは、神がもともとデザインされた男性と

女性の関係を否認することになります： 

 

1:27 神は自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のか

たちに創造し、男と女とに創造された。（創世記１：２７） 

 

2:21 そこで主なる神は人を深く眠らせ、眠った時に、そのあ

ばら骨の一つを取って、その所を肉でふさがれた。 2:22 主な

る神は人から取ったあばら骨でひとりの女を造り、人のとこ

ろへ連れてこられた。 2:23 そのとき、人は言った。「これこ

そ、ついにわたしの骨の骨、わたしの肉の肉。男から取った

ものだから、これを女と名づけよう」。（創世記２：２１－２５） 

 

 デザイナーを拒否して、私たちは「デザインに反する」方

法で生きてきました（パウロは「不自然」という言葉を用いました）。 

 

 しかしパウロは、性的指向において、神のデザインから逸

脱していたことは、神の否認によって、私たちの生活に影響

を与えた多くの方法のうちの 1 つに過ぎないと指摘します。

神の否認は、私たちの生活に影響を与えました。 パウロは、

人間の状態の破壊を説明する行いのリストを提供していま

す： 

 

1:28 そして、彼らは神を認めることを正しいとしなかったの

で、神は彼らを正しからぬ思いにわたし、なすべからざる事

をなすに任せられた。 1:29 すなわち、彼らは、あらゆる不義

と悪と貪欲と悪意とにあふれ、ねたみと殺意と争いと詐欺と

悪念とに満ち、また、ざん言する者、 1:30 そしる者、神を憎

む者、不遜な者、高慢な者、大言壮語する者、悪事をたくら

む者、親に逆らう者となり、 1:31 無知、不誠実、無情、無慈

悲な者となっている。 1:32 彼らは、こうした事を行う者ども

が死に価するという神の定めをよく知りながら、自らそれを

行うばかりではなく、それを行う者どもを是認さえしてい

る。（ローマ人１：２８－３２） 

 

 上記の聖句の始まりに注目してください：「1:28 そして、

彼ら（全人類）は神を認めることを正しいとしなかったので、神

は彼らを正しからぬ思いにわたし、なすべからざる事をなす

に任せられた。   」 （ローマ人 1:28）。 「認めることを正し

いとしなかった」という句は、ギリシャ語ででは、次のよう

に読めます：彼らは、神を彼らの知識の一部とするのに相応

しいとは思いませんでした。彼らは、神を思考プロセスから



禁じました。彼らは、心から神を追い出しました。彼らは、

神を学習から除外しました。彼らは、神を意識から追い出し

ました。 

 

 そして、彼らは「あらゆる不義に満たされ」（1:29）ました。

悪い行いのリストには、21 の不義の特定の形式が示されてい

ます。 

 

  第一章の最後の行は、私たちを元の開始位置にもどしま

す。 「…彼らは、こうした事を行う者どもが死に価するとい

う神の定めをよく知りながら、自らそれを行うばかりではな

く、それを行う者どもを是認さえしている。」（ローマ人

1：28-32）。私たちの心、思い、良心に深く埋められている

のは、神と神の義の基準の認識です。しかし、私たちは、不

義な行動を続け、良心の内なる声を抑え、行うすべての人を

称賛します。 

 

概要： 

 英国の有名な作家であり神学者の C. S.ルイスは、かつて次

のように記しています：最終的には、神に「あなたの御心が

成されますように」と言う人と、神が「あなたの好きにしな

さい。」と言われる人の 2 種類しかありません。それはまさ

に、ローマ人の手紙のパウロの冒頭の議論です。私たちは、

神に言った：「私たちには、あなたは必要ではありませ

ん！」そして、神は人類にこう言われます：「あなたの好き

にしなさい。」したがって、人類は、神を捨てるという決定

において、必要な結果の犠牲になります。神を見捨てる人種

は、神が見捨てる人種になります。 

 

 *しかし、ローマ人の手紙のパウロの主なメッセージは、神

（愛してくださる神）が私たちの問題を改善するために、急進的な

何かをしてくださったので、すべての人類に希望があるとい

うことです。罪のないイエス・キリストの犠牲を通して、私

たちは、罪と死から贖われることが可能です。 キリストへの

信仰を通して赦しと新しい命を見出だすことが可能になりま

す。 これが、パウロが窮状にある世界に、そして最終的に

は、私たちの世界に時代を超越した福音（良い知らせ）をもたら

すことに熱心で、義務を負い、恥としない理由です。 

 

 

 

 

 

ディスカッションのための質問 

 

 

１．パウロの人間の状態の説明を読んで、何を感じられまし

たか？ 

 

２．パウロが説明したことと、今日の私たちの世界との間に

は、どの様な類似点がありますか？ 良くも悪くも同じです

か？ 

 

３．「良い知らせは、悪い知らせであることに気付いたとき

にのみ良い知らせになるという考えについて話会いましょ

う。 

 

４．パウロの 3 つの「私は」という言葉に戻ります（ローマ人

1：14-16）。 これらの声明は、あなたにどの様な影響を与えます

か？ 



 


