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はじめに 

 

 私たちは皆、「兄弟の目にあるちりを見ながら、自分の目

にある梁を認めない」（マタイ 7：1-5）傾向があります。 こ

こでパウロは、以前、話した罪深い世界について、裁く道徳

主義者や宗教者に注意を向けます。 ローマ人への手紙、第 2

章の最初の箇所の「あなた」に注目してください。 第 1 章の

問題は、「彼ら」でした。 彼らは、これを行い、また、あれ

を行っています。 彼らは、神を恐れず、神を拒否しているの

で、神の裁きを経験します。神は、彼らに、気ままな道を引

き渡されました。 パウロは、第 2 章で、「今度は、あなたに

ついて話しましょう。」と述べています。 神の鏡は、第 2 章

に出てきて、独善的な人が見る反映は良くありません。 ロー

マ人の手紙、第 2 章は、人間の罪の問題を明かします。たと

え非常に優れていると思っている人でも、 私たち全人類が神

の基準に達していないことを示しています。 

 

あなたに問題があります：2：1-4 

 

 パウロの隣に座っている非常に敬虔な友人が、第１章で、

世界の罪を指摘しているところを想像してください。 友人が

「彼らに、その様に言ってください！まったく、 その言葉は

彼らに値します！」と言ったとします。 突然、パウロは、友

人に振り向いて言いました。  

2:1 だから、ああ、すべて人をさばく者よ。あなたには弁解の

余地がない。あなたは、他人をさばくことによって、自分自

身を罪に定めている。さばくあなたも、同じことを行ってい

るからである。 2:2 わたしたちは、神のさばきが、このよう

な事を行う者どもの上に正しく下ることを、知っている。 2:3

ああ、このような事を行う者どもをさばきながら、しかも自

ら同じことを行う人よ。あなたは、神のさばきをのがれうる

と思うのか。 2:4 それとも、神の慈愛があなたを悔改めに導

くことも知らないで、その慈愛と忍耐と寛容との富を軽んじ

るのか。 （ローマ人２：１－４） 

 第 1 章では、良心と創造を通して、語っておられる神の御

声を無視する「彼ら」には、言い訳の余地がありませんとあ

りました。第 2 章では、。「あなたは、彼らと同じことをし

ています！」その明らかな事実を無視する「あなた」には、

言い訳の余地はありません。鏡を見て、正直に言ってくださ

い。あなたは、他のすべての人を裁くことは得意ですが、自

身を裁くことは得意ではありません。 

 パウロさえもです！パウロは回心する前、非常に独善的な

敬虔なユダヤ人でした。他人に非難の指を指しながら、神の

律法に従うために一生懸命でした。パウロが自分の独善的で

殺人的な心に立ち向かうには、復活されたキリストとの劇的



な出会いが必要でした  （使徒 9:1-19;  22:3-16;  26:9-18）。    神がその鏡

をパウロの内なる人に向け始められたとき、パウロは、神の

視点から自分を見ました。パウロが幼少期から学んだ旧約聖

書に帰ったとき、自身の罪深い（自己意志な）内なる人を、他の

人と同様に不義であり、さらには、自身がキリスト従者を迫

害する殺人者に見え始めました。自身の魂が非難してきた他

の人々すべてと同じ邪悪な傾向を含んでいることに気づきま

した。パウロが神の聖なる基準に照らして見るのに長い時間

が要しました。 

 

 「私は、そのような罪を犯していません！」とか、「私は

善人であり、清い生活を送っています。」等という人がいる

かもしれません。イエスは、姦通を犯すことを思うだけで、

それを実行する人と同様に罪人であると言われました。あな

たが憎しみに満ちた思いを抱き、殺人を思うなら、殺人を犯

す人と同様に罪びとなのです。言い換えれば、私たちの思考

は、私たちの心にある罪深い傾向の深さについて明らかにし

ています（参照：マタイ第 5章 山上の説教）。イエスは、パリサイ人

についてこう言われました。「あなたがたは白く塗った墓に

似ている。外側は美しく見えるが、内側は死人の骨や、あら

ゆる不潔なものでいっぱいである。 23:28 このようにあなた

がたも、外側は人に正しく見えるが、内側は偽善と不法とで

いっぱいである。」（マタ 23：27,28）。これが、ローマ人へ

の手紙第２章のパウロの要点です。私たちは、外側は、よく

見えますが、内面では、私たちの罪深い心は、異なる物語を

語っています。 

1:13 わたしは以前には、神をそしる者、迫害する者、不遜な

者であった。しかしわたしは、これらの事を、信仰がなかっ

たとき、無知なためにしたのだから、あわれみをこうむった

のである。 1:14 その上、わたしたちの主の恵みが、キリス

ト・イエスにある信仰と愛とに伴い、ますます増し加わって

きた。 1:15「キリスト・イエスは、罪人を救うためにこの世

にきて下さった」という言葉は、確実で、そのまま受けいれ

るに足るものである。わたしは、その罪人のかしらなのであ

る。 1:16 しかし、わたしがあわれみをこうむったのは、キリ

スト・イエスが、まずわたしに対して限りない寛容を示し、

そして、わたしが今後、彼を信じて永遠のいのちを受ける者

の模範となるためである。（第一テモテ１：１３－１６） 

 人間の潜在的な部分については、一般的に楽観的ですが、

「潜在的な」基準を設定しているのは誰でしょうか？ それが

人間の基準によって測定されている場合、より高い神の基準

の鏡を無視していることになります。最終的に重要な唯一の

基準は、神の基準です。 人間の潜在的な基準をはるかに超え

る、神聖な鏡に目を向け始めるとき、すべてが変わります。 

それから目覚めが始まり、神の御前の不完全さが見えてきま

す。 悲しいことに、神の神聖さと義は、私たちの理解を超え

ます。 人類は、教えられている文化や信念に応じて、自身の

基準と可能性を定義しています。 それらの理想に到達するた

めに良い仕事をすれば、私たち自身と他者の目に「潜在的

な」基準に到達したことになります。 神は、私たちに恥をか

かせようとしておられるのではなく、はるかに高い水準に目

を開かせたいと願っておられます。 

 

さばきの蓄積：2：5-11 

 この聖句には、2 つの主な着想があります。 1）神は、独善

的な人々ではなく、壊れた人々だけを救われます。 実際、独

善的な人は「神の得点を蓄積する」のではなく、「神の怒り

を蓄積する」のです。 



2:5 あなたのかたくなな、悔改めのない心のゆえに、あなた

は、神の正しいさばきの現れる怒りの日のために神の怒り

を、自分の身に積んでいるのである。 （ローマ人２：５） 

 壊れは、常に救いへ繋がります。「こころの貧しい人たち

は、さいわいである、天国は彼らのものである。（マタイ

5：3）。 私たちが神に対して正しくあることを望むなら、先

ず、神に対して正しくないことを見極める必要があります。  

 私たちは、自分の終わりにたどり着く必要があります。 ル

カの福音書第 18 章の貧しい徴税人のたとえ話の様に、「神

様、罪人のわたしをおゆるしください（ルカ 18：9-14）！」

と、私たちは言う必要があります。 神は、自身の罪が非常に

現実的な問題であることを知っている、壊れた人々だけをお

救いになられます。 独善的な人は、間違った道を歩んでいま

す（参照：ルカの福音書 18:9－14、同じたとえ話の独善的なパリサイ人）。 

 

2）神は、宗教的背景に基づいてえこひいきされない。 

2:9 悪を行うすべての人には、ユダヤ人をはじめギリシヤ人に

も、患難と苦悩とが与えられ、 2:10 善を行うすべての人に

は、ユダヤ人をはじめギリシヤ人にも、光栄とほまれと平安

とが与えられる。 2:11 なぜなら、神には、かたより見ること

がないからである。 （ローマ２：９－１１） 

 神は、宗教上の称号、または所属に基づいて、人を受け入

れられたり、拒否されたりしません。神にしか見えない、私

たちの心の秘密の場所で、何が起こっているのか、私たちの

心の奥の真の状態を見ておられます。私たちの信仰の歩みの

始まりは、神の赦しが真に必要であり、神の御子なる、イエ

ス・キリストが、私たちの唯一の救い主であるという基本的

な理解に応えることにあります。  

 私たちが成熟するにつれて、重要であるのは、神の御前の

心の状態です。その心の状態が、私たちの生活の果実に、ど

の様に現れているかです。 神は、私たちの人生の果実（私たち

の働き）を裁かれます。なぜなら、その果実は、私たちの心の

真の状態の証拠であるからです。  

 異邦人の世界の使徒として遣わされたパウロは、自分たち

の罪（壊れ／悔い改め）を認め、神の恵みと神の真理によって、変

えられた多くの異邦人（非ユダヤ人）を知っていました。 その結

果、良い働きが新しくされた心から生まれました。同時に、

生まれつきユダヤ人であるパウロは、罪の問題（誇り／独善）を

認めることを拒否した多くの宗教的な人々を知っていまし

た。 その結果、彼らの働きは、謙虚さからではなく、精神的

な誇りから生まれていました。 神は、行動そのものではな

く、行動の背後にある心を調べられます。  

 

本の人々：2：12-16 

 パウロの時代、ユダヤ人は「本の人々」として知られてい

ました。 彼らは、モーセと預言者を通して与えられた、神の

律法の受けた民であり、後見人であることに誇りを持ってい

ました。異邦人が神の御言を知る特権なしに生きていた時、

ユダヤ人らには、すでに神の御言が与えられていましたが、

パウロは、私たちに、神の御言を持っているだけでは、十分

ではないと言っています。 

2:12 そのわけは、律法なしに罪を犯した者は、また律法なし

に滅び、律法のもとで罪を犯した者は、律法によってさばか

れる。 2:13 なぜなら、律法を聞く者が、神の前に義なるもの

ではなく、律法を行う者が、義とされるからである。 2:14 す



なわち、律法を持たない異邦人が、自然のままで、律法の命

じる事を行うなら、たとい律法を持たなくても、彼らにとっ

ては自分自身が律法なのである。 2:15 彼らは律法の要求がそ

の心にしるされていることを現し、そのことを彼らの良心も

共にあかしをして、その判断が互にあるいは訴え、あるいは

弁明し合うのである。 2:16 そして、これらのことは、わたし

の福音によれば、神がキリスト・イエスによって人々の隠れ

た事がらをさばかれるその日に、明らかにされるであろう。

（ローマ人２：１２－１６） 

 パウロは、ユダヤ人の仲間より、律法を守ることに優れて

いた多くの異邦人を知っていました。これらの異邦人は、神

の律法が心の板に刻まれていることを示しました。外的な行

いの現れではなく、宗教的特権や利点でもなく、私たちの心

の秘密の部分を神はさばかれます。 

 聖書は、神が深い御心と神聖な基準を示す超自然的な「神

の鏡」です。その 鏡は、神が誰であるか、神が、私たちとの

より深い関係をどれほど切望しておられるか、神の基準がど

れほど神聖であるかを示しています。 これらの真理は、私た

ちの思考、言葉、動機、反応、行動などを照らす光であり、

私たちに、より自己認識させ、他人に対する批判を少なくさ

せるはずです。 聖書は、あなたの日常生活の一部ですか？ 神

の御声に、毎日、耳を傾けるとき、御言は、あなたの心の中

で働いていますか？ スマートフォンで、読んだり聞いたりす

ることも出来ます。 神が見ておられるものを明らかにしてい

ただくよう求めましょう。 あなた自身に注意を払い、あなた

に最も近い人々に謙虚に尋ねて、彼らがあなたをどのように

体験しているかを教えてもらいましょう。 次第に使徒ヤコブ

と共に、神の律法は、真の「自由の律法」であると言うこと

ができる様に変えられるでしょう（ヤコブ 1：22-25）。 

宗教の所属：2：17-24 

 

 第 2 章の多くは、「アブラハムの子」であることを誇りに

思い、この物理的遺産が神との正しい地位を保証すると考え

ていた、パウロの仲間のユダヤ人が対象でした。 パウロは、

正しい宗教的系統にいることは、私たちの心の状態に関する

神の正しい基準を満たさないと警告しました。 

2:17 もしあなたが、自らユダヤ人と称し、律法に安んじ、神

を誇とし、 2:18 御旨を知り、律法に教えられて、なすべきこ

とをわきまえており、 2:19 2:20 さらに、知識と真理とが律法

の中に形をとっているとして、自ら盲人の手引き、やみにお

る者の光、愚かな者の導き手、幼な子の教師をもって任じて

いるのなら、 2:21 なぜ、人を教えて自分を教えないのか。盗

むなと人に説いて、自らは盗むのか。 2:22 姦淫するなと言っ

て、自らは姦淫するのか。偶像を忌みきらいながら、自らは

宮の物をかすめるのか。 2:23 律法を誇としながら、自らは律

法に違反して、神を侮っているのか。 2:24 聖書に書いてある

とおり、「神の御名は、あなたがたのゆえに、異邦人の間で

汚されている」。（ローマ２：１７－２４） 

 宗教的背景、家族の絆、名前、肩書きは、神にとって意味

がありません。 重要なのは、内なる営みの現実です。 教師は

自分にも教えているでしょうか？ 誠実さを提唱する人は、誠

実さとともに生きているでしょうか？ 偶像崇拝に反対する人

は、自分の心に偶像を持っていないでしょうか？ パウロは、

異邦人の世界で、偽善的な振る舞いのために、ユダヤ人の評

判がどれほど悪いかを知って悲しみました。 ユダヤ人が口で

言うことと、行いは伴っていなかったからです。 

 



 これは頻繁に生じることです。 誰かが、あれこれと反対意

見を論じ、本人も同じことをしていることが判明します。パ

ウロは、人々に生き方を伝え回っている霊的指導者たちが、

個人的生活の中で、別の基準で生活していたことを知ってい

ました。パウロ自身も、イエスに出会う前、偽善の教師の一

人でした。 名前、主張、言葉は、神にとっては、意味があり

ません。 重要なのは、あなたの心の最も深いところで、あな

たの歩みが言葉と一致しているかどうかです。 これはあなた

自身の人生についての思いにどの様に影響しますか？ どこに

偽善の領域を見たり、感じたりしますか？ 周囲の人から、あ

なたを通して、神の名が敬われていますか？ それとも、あな

たのために、人々は、神から離れる理由を見出だしているで

しょうか？ 

 

宗教儀式：2：25-29 

 

 ユダヤ人は、他の多くの宗教グループと同様に、特定の宗

教儀式が神との正しい地位を保証すると信じていました。 ユ

ダヤ人にとって重要な儀式は、割礼でした（神とアブラハムの子孫の

間の契約の物理的印として、割礼が導入された創世記第 17章を参照）。ここで 

パウロは、肉体の外向きの印／儀式は、霊的な内向きの変化

と一致しない場合、価値がないと主張します。 

2:25 もし、あなたが律法を行うなら、なるほど、割礼は役に

立とう。しかし、もし律法を犯すなら、あなたの割礼は無割

礼となってしまう。 2:26 だから、もし無割礼の者が律法の規

定を守るなら、その無割礼は割礼と見なされるではないか。 

2:27 かつ、生れながら無割礼の者であって律法を全うする者

は、律法の文字と割礼とを持ちながら律法を犯しているあな

たを、さばくのである。 2:28 というのは、外見上のユダヤ人

がユダヤ人ではなく、また、外見上の肉における割礼が割礼

でもない。 2:29 かえって、隠れたユダヤ人がユダヤ人であ

り、また、文字によらず霊による心の割礼こそ割礼であっ

て、そのほまれは人からではなく、神から来るのである。

（ローマ２：２５－２９） 

 ユダヤ人は、割礼によって、自分たちが神と正しいことを

保証しました。悲しいことに、これは救いの誤った希望でし

た。 今日、救いのために、幼児洗礼の儀式を信頼しておられ

る人々がおられますが、これはユダヤ人の割礼の儀式に似て

います。 これも救いの誤った希望になり得ます。 最終的に

は、個人個人がキリストを信じなければなりません。 キリス

ト教のバプテスマなどの儀式は、真の信仰の内なる現実の外

的な象徴であるべきです。 これが、新約聖書の人々がイエ

ス・キリストを信じた後に、バプテスマを受けた理由です。 

オークポイント教会では、「信者の洗礼」を強調していま

す。 信者のバプテスマによって、イエスに対するあなた自身

の信仰を告白されましたか？ それとも、あなたの親が行った

幼児洗礼の儀式によって、神との地位が保証されているでし

ょうか？ 

 神が、私たちの心を見られるとき、罪の問題を見られま

す。私たちも、問題を無視したり、私は大丈夫という思い込

みを止め、問題を見ることを望んでおられます。神は、私た

ちは霊的な手術が必要であると考えておられ、その手術の必

要性に気付くなら、行ってくださいます。そこでパウロは、

初めて、私たち全員が必要とする真の解決策である霊的手術

について話します。 



2:28 というのは、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、ま

た、外見上の肉における割礼が割礼でもない。 2:29 かえっ

て、隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、また、文字によらず

霊による心の割礼こそ割礼であって、そのほまれは人からで

はなく、神から来るのである。（ローマ２：２８，２９） 

 

 私たちには、神の御霊によって与えられた新しい心が必要

です。心の中に入って、心に割礼を施してくださる御霊が必

要です。 イエス・キリストの清めの水で、心を洗っていただ

く必要があります。外側の宗教ではなく、内側の宗教が必要

です。 それが、私たちの生活において、神に喜んでいただけ

るような果実を実らせ始めることができる唯一の方法です。 

つまり、私たちは皆、イエスが必要です。 

 ここで、キリストの救いの良い知らせが人間の心に根付き

始めます。私たちが土を耕し、独善の誤った自己救済の概念

を根こそぎ根絶し、私の罪（壊れ、精神的貧困）を認めるとき、心

に良い知らせの種を植える準備ができます。 パウロがローマ

人への手紙第 2 章で、私たちに教えている、神の義が、あな

たの魂に根づき始める前に、先ず、あなた自身の独善主義の

終わりにたどり着かなければなりません。 

 

「ユダヤ人」であることには利点があります：3：1- 8 

 ローマ人への手紙第 3 章は、必要な余談で始まります。 パ

ウロは、第 2 章で、ユダヤ人の仲間に厳しく、ユダヤ人もま

た、他の全ての人たちと同様に罪びとであると教えました。

そこで、彼のユダヤ人の読者たちには、神の「選ばれた民」

の一員であることは、何の役に立つのかという疑問が残され

ました。ユダヤ人であることに何の意味もないのでしょう

か？ パウロは、第 9 章‐11 章で、この質問に対する、より完

全な答えを記していますが、ここでは、簡単に対処していま

す。 

3:1 では、ユダヤ人のすぐれている点は何か。また割礼の益は

何か。 3:2 それは、いろいろの点で数多くある。まず第一

に、神の言が彼らにゆだねられたことである。 3:3 すると、

どうなるのか。もし、彼らのうちに不真実の者があったとし

たら、その不真実によって、神の真実は無になるであろう

か。 3:4 断じてそうではない。あらゆる人を偽り者として

も、神を真実なものとすべきである。それは、「あなたが言

葉を述べるときは、義とせられ、あなたがさばきを受けると

き、勝利を得るため」と書いてあるとおりである。 

（ローマ３：１－４） 

 ユダヤ人には、大きな恵が与えられました。何よりも、彼

らには、モーセを通して、神の御言が与えられました。問題

は、彼らは、神の御言に従うのが得意ではなかったというこ

とです。第 2 章のパウロの要点を覚えておられますか？ユダ

ヤ人は、神の律法を「所有」していました。しかし、神の法

律は、彼らを「所有」しませんでした（彼らの生活を支配しなかっ

た）。 

 

 それはパウロを別の質問へと導きます。神の御言が与えら

れた彼らは、神の言葉に従わなかったため、神に不忠実でし

た。しかし、もしユダヤ人が不誠実であるならば、それは、

神が不忠実に対応されることを意味するのでしょうか（ユダヤ人

を拒絶し、彼らのために神のご計画と目的を果たさないことによって）？そのよ

うなことは全くありません ！ 私たちが忠実でなくても、神は

忠実なお方です。 第二テモテでは、パウロは、次のように述

べています。2:13 たとい、わたしたちは不真実であっても、



彼は常に真実である。彼は自分を偽ることが、できないので

ある」（2 テモテ 2：13）。 パウロは、神の「選ばれた」民、

ユダヤ人のための将来のご計画の説明のために第１１章を用

います（ローマ第 11章）。 

3:5 しかし、もしわたしたちの不義が、神の義を明らかにする

としたら、なんと言うべきか。怒りを下す神は、不義である

と言うのか（これは人間的な言い方ではある）。 

（ローマ人３：５） 

3:8 むしろ、「善をきたらせるために、わたしたちは悪をしよ

うではないか」（わたしたちがそう言っていると、ある人々

はそしっている）。彼らが罰せられるのは当然である。  

（ローマ３：８） 

 パウロは、そのような中傷から、自身を守ろうともしませ

んでした。 誠実な質問と中傷的な告発の違いを知っていたか

らです。 パウロが人々をより大きな罪人とすることを奨励し

ていたと言うのは、反応するに値しない愚かな侮辱でした。

（パウロは 6-8章で、人が罪の罰からの解放である、神の恵みを受け入れると、罪の

力からの解放をますます与えたいと願われる聖霊の賜物も受け取ると主張します。こ

れは、パウロの批判者が理解していなかった「聖化」の教義です。 キリストによる恵

みによる救いが最初のステップです。 霊の力による聖化は第二段階です。） 

 

私たちすべてに問題があります：3：9-18 

 

 ローマ人への手紙第１章１８節以来、パウロは、人間の状

態を描写してきました。そして、神の有罪判決を宣告するた

めに、旧約聖書を引用して説明を終えました。 

3:9 すると、どうなるのか。わたしたちには何かまさったとこ

ろがあるのか。絶対にない。ユダヤ人もギリシヤ人も、こと

ごとく罪の下にあることを、わたしたちはすでに指摘した。 

3:10 次のように書いてある、「義人はいない、ひとりもいな

い。3:11 悟りのある人はいない、神を求める人はいない。

3:12 すべての人は迷い出て、ことごとく無益なものになって

いる。善を行う者はいない、ひとりもいない。3:13 彼らのの

どは、開いた墓であり、彼らは、その舌で人を欺き、彼らの

くちびるには、まむしの毒があり、3:14 彼らの口は、のろい

と苦い言葉とで満ちている。3:15 彼らの足は、血を流すのに

速く、3:16 彼らの道には、破壊と悲惨とがある。3:17 そし

て、彼らは平和の道を知らない。3:18 彼らの目の前には、神

に対する恐れがない」。（ローマ３：９－１８） 

 私たちは、人間の心には、十分な善があると思うかもしれ

ませんが、そうではありません。 パウロは、ここで、皆につ

いて話しており、彼自身も含まれている。 例外は、ありませ

ん。 私たちの世界は、何かが壊れており、皆、壊れていま

す。パウロは、要約します。 

3:23 すなわち、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、（ローマ３：２３） 

 最後の部分に注意してください。私たちは皆、神の栄光の

基準に達していない。 私たちが測定される基準は、神が最初

に、私たちを創造されたときの基準です。つまり罪のない状

態が神の標準です。 

「罪」=「神の基準に達していない」ことです。あなたと私が

走り幅跳びの勝負をしているとしましょう。私が 5 フィート

ジャンプし、あなたは言います。「それを打ち負かすことが

できます。」そして、あなたは猛スピードで走り、6 フィート

跳びます。あなたの方が上手で、私は下手。しかし、あなた

が勝利を喜んでいるとき、ミシガン大の陸上部の選手が通り



かかり、勝負に参加し、25 フィート跳びます！「私たちの基

準によると、彼が勝者で、私たちは敗者です。 

 

    そこで、3 人をグランドキャニオンに移動させましょう。 

ミシガン大の陸上部の男に、今度は、お先にどうぞと伝えま

す。再び彼は、約 30 ヤード下がり、助走して、25 フィート、

6 インチ飛びます。彼にとっては自己ベストを更新するジャン

プでした。ところが、男は、グランドキャニオンの底に向か

って急降下するるとき、「彼も十分ではなかった！」と口を

そろえて言うでしょう。 

 ローマ人への手紙 1、2、3 章は、聖書の中のどの罪の教義

よりも、完全な説明を提供します。 罪は、神からの疎外の状

態であり、神のデザインに反する、あらゆる類の行動を生み

出す状態です。 罪は、すべての人間が持つ心の状態であり、

人間が正しい方向に動き始める前に、その状態を変えなけれ

ばなりません。  

 パウロが話した、あらゆる教えにもかかわらず、多くの

人々は、いまだに何らかの形で「行いを正す」計画によっ

て、罪の問題を解決しようとしています。 「私は、より良い

人になる必要があります。 ルールの本を下さい、それに従い

ます。 道徳的ガイドラインをいただければ、最善を尽くしま

す。 そうすれば、神がそれを見られ、喜んでくださるかもし

れません。」 自己救済が、ほぼすべてである世界の宗教のア

プローチです。 

 

自己救済は、オプションではありません。 3：19,20 

3:19 さて、わたしたちが知っているように、すべて律法の言

うところは、律法のもとにある者たちに対して語られてい

る。それは、すべての口がふさがれ、全世界が神のさばきに

服するためである。 3:20 なぜなら、律法を行うことによって

は、すべての人間は神の前に義とせられないからである。律

法によっては、罪の自覚が生じるのみである。 

（ローマ３：１９，２０） 

 律法（宗教規定）が命じていることを行うことによって、神に

正しい人となる事は、誰にもできません。なぜでしょうか？

誰にも、神を喜ばせるほど、律法に従うことは、出来ないか

らです。律法は、私たちの罪を示しますが、私たちを罪から

清めることは出来ません。 （これはガラテヤ人への手紙、特に、第 3章の

主要な議論でした。律法は、私たちをキリストへと導く「教師」です。天国への道を

登るのは、梯子を上るのではありません、） 

 

概要：ごまかしてはいけません。 

 シャーリーと私がイタリアに滞在したとき、シチリアのタ

オルミーナで、一日を過ごしました。レイバンのサングラス

を販売している路上販売を通り過ぎました... １０ドルでし

た。それらのサングラスには、レイバンのステッカーがつい

ており、側面には、レイバンのロゴも付いていました。それ

から、通りの向こう側に合法的なサングラスの専門店が目に

入り、路上販売の男が販売していた同じサングラスがあるか

どうか見に入りました。レイバンで、いっぱいの棚がありま

したが、値段は、 200 ドル、 250 ドル、 300 ドルと高めでし

た。理由は聞くまでもありませんでした。アジアの街角でも、

同じ光景を見ました。 5 ドルの「ロレックス」。 25 ドルの

「ギブソン」ギター。どれも偽物です。 

 

 数日後に、トルコに着いたとき、そこでもまた、腕時計で

同様の取引をしていました。しかし、少なくともトルコで



は、それについて正直でした。すべての店の大きな標識には、

「本物の偽時計です」と書かれてありました。彼らは、誰も

だまそうとしているわけではありませんでした。彼らの商品

が「本物の偽物」だと認めていました！ 

 パウロは、自分をだましたり、他の人をだましてはいけま

せんと言っています。 「正しい名前があります」とか、「テ

ーブルに正しい聖書があります。」とか、履歴書に正しい形

式があります。」とか、 「私は正しい宗教の出身です。」な

どと言わないでください。あなたが偽物であることを認めて

ください。 ローマ人 1〜3 章で、概説されている問題は、あな

た自身の罪に満ちた心の中に生きています。心に「本物の偽

物！」と書かれたサインを張ってください。そうすれば、悪

い知らせは、完全に受け取られているので、良い知らせがあ

なたの人生で適切な場所を見つけることができます。 

 

ディスカッションのための質問 

１．私たちの罪の問題に関するパウロの記述のどの部分が、

あなたにとって最も際立っていますか？ 彼が言ったことに個

人的にどのように関連していますか？ 

 

２．あなたの人生で、自分の「神との義」を築くための努力

などを信頼していた時期がありましたか？ 説明してくださ

い。 

 

３．私たちの問題に対する神の解決策は何ですか？ （参照：ロー
マ 3：23, 24）。 

 

 

 

 

 


