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神は我らと共に 

パート１０：初期の手紙 

第 3メッセージ－ヤコブの手紙 

行いは信仰の果実 

ヤコブの手紙第１－２章 

 

 

 

はじめに 

 ヤコブの手紙は、イエスの異父兄弟であり、エルサレムの

キリスト教の共同体の指導者であるヤコブによって書かれま

した（参照：マタイ 13:55、マルコ 6：3）。この書簡は、ユダヤ教信者

とキリスト教信者が、まだ会堂で集まっていた時期に書かれ

たもので（注：ヤコブ 2：2）、「外国に離散した 12 部族」（ヤコブ

1：1）、つまり、ローマ帝国全体に散ったキリスト教ユダヤ人

に宛てられた書簡の中の最初のものでした（おそらく、使徒 8章に記

されたステパノの殉教の後、国外に離散した人々）。 ヤコブは、ユダヤ教と

キリスト教の共同体の指導者として、離散した群れに牧会書

簡を記す責任を感じ、キリスト者に敵対する世界で、いかに

信仰を持ち続けていくかについて指導し、試練に直面して

も、不動であるよう奨励しました。「試練」に関する冒頭の

箇所は、手紙の主調を示しています。 この書簡は、イエス様

の有名な「山上の説教」（マタイ 5-7章）と並行しています。 イ

エス様の説教の様に、ヤコブの手紙は「キリスト教共同体の

ための一種のガイドブック」の様な役割を果たします。ヤコ

ブの手紙とイエス様の山上の説教に見られる並行するテーマ

の幾つかを上げてみました： 

-試練の中の喜び（ヤコブ 1：2、マタイ 5：1—12）。 

-成熟の追求（ヤコブ 1：4、マタイ 5:48）。 

-神に良い贈り物を求める（ヤコブ 1：5、マタイ 7：7）。 

-怒りの対処（ヤコブ 1:20、マタイ 5:22）。 

-御言を聞く者と行う者（ヤコブ 1:22、マタイ 7：24-27）。 

-貧しい人は神の目に豊か（ヤコブ 2：5、マタイ 5：3）。 

-あわれみ深い者への祝福（ヤコブ 2:13、マタイ 5：7）。 

-平和を造り出す者への祝福（ヤコブ 3:18、マタイ 5：9）。 

-へりくだる者への祝福（ヤコブ 4:10、マタイ 5：5）。 

-世を友とすることについての警告（ヤコブ 4：4、マタイ 6:24）。 

-他人を裁いてはならない（ヤコブ 4：11-12、マタイ 7：1-5）。 

-虫と錆は富を腐敗させる（ヤコブ 5：2、マタイ 6:19）。 

-誓いに対する警告（ヤコブ 5:12、マタイ 5：33-37）。 

 

 

ヤコブの神学的貢献 

 

 ヤコブの手紙は、キリスト教信者たちの生活の様々な側面

を扱った非常に実用的な書物です。さらに、救いの方程式に

おける、善い行いの位置づけに関する重要な神学的メッセー

ジが含まれています。善い行いは、救われるための基盤では

ありませんが、信仰を救うことが期待される果実です。この

問題において、ヤコブは揺ぎなかった。ガラテヤ人への手紙

で学んだように、福音の初期の説教者たちに対して、恵みの

教義が罪への自由を促したという告発がありました。その告

発に対するパウロの応えは、御霊によって導かれる人生に見

出されます（ガラテヤ人への手紙 5-6章）。キリストの十字架による、

罪の罰からの自由には、内在する御霊による罪の力からの継

続的な解放が伴います。真のキリスト者は、恵みを罪への無

料券などとは決して見なしません。むしろ、神の驚くべき恵



みは、私たちが神の御霊と歩み、「御霊の果実」を担い、ま

すますキリストの様に変えられるための原動力です。 

 ヤコブは、パウロと類似する内容を、別の方法で指摘して

います。 ヤコブは、真の救いの信仰には、常に善い行いが伴

うと主張しています。 ヤコブは、行いが私たちを救うと言っ

ているのではありません。 むしろ、真の救いの信仰は、善い

行いを生み出すと言っています。 信仰は、私たちの救いの根

っこであり、善い行いは、私たちの救いの果実です。 偉大な

宗教改革者／神学者であるジョン・カルビンは、次のように

言っています： 「信仰だけで救われますが、救いの信仰は決

してそれだけに留まらない。」したがって、ヤコブは、非常

に実用的な語調ではあるものの、新約聖書の神学に大きく貢

献しています。救いの信仰は人生を変える力であり、最終的

には善い行いの果実によって証明されます。 善い行いの果実

がなければ、その人の信仰は「死んでいる信仰」に過ぎず、

「生きた救いの信仰」ではない可能性が高いです。 

 

 

ヤコブの手紙の概要 

 

 ヤコブの手紙には明確な「概要」はありませんが、むしろ、

様々なテーマに関する教えの集まりです。 あるテーマと次の

テーマとの間に明確な繋がりがある場合もあり、 そうでない

場合もあります。 以下は、テーマのリストです。 

 

挨拶：1：1 

信仰が試されるとき 1：2-8 

富と貧しさ 1：9-11 

試練の中における忍耐 1:12 

罪の根源 1：13-18 

語るにおそく、怒るにおそく 1：19,20 

ただ聞くだけでなく、御言を行う 1:21－27 

分け隔ての問題 2：1-13 

死んでいる信仰と生きている信仰の対比 2：14-26 

舌 3：1-12 

上からの真の知恵 3：13-18 

世を愛することの危険 4：1-10 

兄弟を裁くこと 4：11-12 

計画する際の謙虚さ 4：13-17 

金持ちへの警告 5：1-6 

耐え忍ぶことについて 5：7-11 

誓いに関する警告 5:12 

互いに祈り合う 5：13-18 

罪を犯した兄弟の回復 5：19-20 

 

 

挨拶：1：1 

 

 冒頭のあいさつは素朴です。 ヤコブは、神と主イエス・キ

リストとの僕（英：bond-servant）ヤコブがディアスポラ（離散）のユ

ダヤ人信者に宛てて手紙を書いています。ここでの 「僕（英：

bond-servant）」とは、主の生涯の僕になるために、全ての権利を

喜んで放棄したという点で、通常の僕とは異なりました。 

 

 

信仰が試されるとき 1：2-8 

 

 ヤコブの最初のテーマから、敵対してくる世で信仰を貫こ

うとした手紙の読者たちが耐え忍んできた様子が浮上します。 



1:2 わたしの兄弟たちよ。あなたがたが、いろいろな試錬に会

った場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。 

1:3 あなたがたの知っているとおり、信仰がためされることに

よって、忍耐が生み出されるからである。 1:4 だから、なん

ら欠点のない、完全な、でき上がった人となるように、その

忍耐力を十分に働かせるがよい。（ヤコブの手紙１：２－４） 

 試練が私たちの信仰を試す（洗練する）ことを神は許しておら

れます。 忍耐や成熟などの品性は、困難な状況がもたらす良

い果実です。 したがって、試練そのもののためではなく、そ

れらの果実のために、「すべてを喜びとみなす」ことが出来

ます （参照：ローマ人への手紙 5：1-5）。 

 「知恵のために祈る」ことに関する言及（ヤコブ 1：5〜8）は、

前の節で言及された試練との関連の上で、最もよく理解され

ます。 神が何をしておられるのか、または、試練に耐える方

法を理解していないときは、神に知恵を求めるべきです。 

 今、試練の只中におられますか？神がこの試練をお用いに

なり、あなたの神との歩みに磨きをかけ、成長させたいと願

っておられると考えられたことがありますか？ あなたの人生

において、神が何をなさろうとしておられるか、また、試練を

どう進むべきかについての知恵を神に求めてください。 キリ

ストへの信仰に関する、世に向ける最大の証は、頻繁に、私

たちが経験することをお許しになられた神がその試練を導い

て下さる方法にあることを忘れないでください。 

 

 

金持ちと貧しい人：1：9-11 

 

 ヤコブは、貧富の問題について多く語っています（1：9-11; 2：

1-9; 4：13-17; 5：1-6）。 金持ちは、自分より低いと思われる人々を

抑圧し、公集で見下し、賃金を差し控えるなどの不当なこと

を行っていた様です。金持ちと貧しい人々の両方に対するヤ

コブのメッセージは、神の御国には、財産の大逆転があると

いう教えです。 金持ちは、世俗的追求の中で消え去り、貧し

い人々は最終的には「キリストへの信仰のために、御国の相

続者とされました」（参照：2：5）。 

 

 

試練を耐え忍ぶ：1:12 

 

 ここでヤコブは、試練のテーマに戻り、忍耐する者に報酬

が待つことについて奨励しています： 

1:12 試錬を耐え忍ぶ人は、さいわいである。それを忍びとお

したなら、神を愛する者たちに約束されたいのちの冠を受け

るであろう。（ヤコブ１：１２） 

 新約聖書の手紙の中に言及されている異なる「冠」があ

り、それぞれが天国での異なる類の報酬を意味します。 「い

のちの冠」（当箇所、及び、黙示録 2：10）は、苦しみにおいて、キリ

ストを称えた人たちのために用意された特別な報酬です。 

 

 

罪の根源：1：13-18 

 

 「試練」と「誘惑」は異なります。神は、私たちの生活に

もたらされる試練と多く関わっておられますが、罪に導く誘

惑とは何の関係もありません。 ヤコブは、いかに罪が根付く

かについての 4 段階の経過に関する洞察を提供する唯一の新

約聖書の著者です： 



1:14 人が誘惑に陥るのは、それぞれ、欲に引かれ、さそわれ

るからである。 1:15 欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を

生み出す。（ヤコブ１：１４－１５） 

 「死」は罪の結果です（参照：ローマ 6：16,21,23; 8：6,13）。 肉体の

死は罪の産物です。 永遠の死（永遠の神からの分離、「地獄」）も罪

の産物です。 しかし、罪はまた、今ここにある私たちの生活

の内に、 関係の内に、社会の内に、環境の内に、健康等の内

に「死」をもたらします。神は、罪や死の著者ではありませ

ん。 むしろ、神は「上から来るすべての完全な贈り物」（ヤコ

ブ 1：17）、特に、私たちが神の子とされることを可能にする救

いの贈り物（ヤコブ 1：18）の贈り主です。 

 罪がいかに根付くかについてのヤコブの説明を研究してく

ださい。 私たちが「欲望に夢中になって」しまうとき、避け

られない結果を招くことは明らかです。 したがって、罪に対

する勝利を得るための鍵の一つは、罪に「夢中になる」前に、

私たちの欲望に対処することです。 1）あなたの不浄な欲望に

注意し、 それらを特定します。 あなたを失望させ続ける欲望

について正直になりましょう。 2）それら不浄な欲望の根源を

あなたに示していただくように神に求めてください。 不浄な

欲望は、正当な必要を間違った方法で満たす試みです。  3）助

けを求めましょう。 孤立して罪のパターンを克服することは

不可能です。 私たちを良く知り、私たちのために祈り、難し

い質問を投げかけてくれる人が必要です。 それが、午前 2 時

の友が必要である理由の 1 つです。 ヤコブの手紙の最後の 2

節を見てください。私たちは互いに助け合って、罪人を迷い

の道から連れ戻さなければなりません。ガラテヤ人への手紙

6：1 を振り返ってください。 同じ教えです。 神があなたをキ

リスト者の共同体に入れられたのには理由があります。 あな

たは誰と繋がっておられるでしょうか？ 

語るにおそく、怒るのにおそい：1：19-20 

 

 ヤコブは「舌」について多く語っています（1：19,20; 1:26; 3：1-

12; 4：11,12; 5:12） 。 私たちは話すより、より一層聞くべきです。 

あまりにも素早く口を開く人は、怒りやすい傾向にあり、神

の性格を反映しません。 

 

 * OPC のライフスタディの一つに、リスニング・ウェルとい

うクラスがあります。 「聞くのに速く」なるためだけでな

く、他の人が私たちと心を分かち合ったときに、聞かれたと

感じさせる効果的な聞き方を学びます。 

 

 

聞くだけでなく、御言を行う 1：21-27 

 

 いよいよ、ヤコブの主なテーマの一つ、行いの信仰につい

ての教えです。 この教えは、イエス様の御言を聞く人と行う

人についての教えを反映しています（マタイ 7：24-27）。 

1:21 だから、すべての汚れや、はなはだしい悪を捨て去っ

て、心に植えつけられている御言を、すなおに受け入れなさ

い。御言には、あなたがたのたましいを救う力がある。 1:22

そして、御言を行う人になりなさい。おのれを欺いて、ただ

聞くだけの者となってはいけない。（ヤコブ１：２１，２２） 

 神の御言が心と脳裏に植え付けられると、私たちの魂を

「救う」ことが出来ます。 それは、福音のメッセージが最初

に受け取られた救いの瞬間を指します。 しかし、また、神の

御言に耳を傾け、私たちの生活における罪の影響から「救わ

れている」（継続的な、または「聖化される」）、日々の経験を指すこ



ともあります。 いずれにせよ、神の御言は、へり下って受け

入れられたとき、私たちを変える力を持っています。  

 しかし、ヤコブは、神の御言をへりくだって、ただ受け取

る、ただ聞く人になることを望んでいるわけではありません。 

生活に神の御言を適用し、効果的に行う人になることを望ん

でいます： 

 1:23 おおよそ御言を聞くだけで行わない人は、ちょうど、自

分の生れつきの顔を鏡に映して見る人のようである。 1:24 彼

は自分を映して見てそこから立ち去ると、そのとたんに、自

分の姿がどんなであったかを忘れてしまう。 1:25 これに反し

て、完全な自由の律法を一心に見つめてたゆまない人は、聞

いて忘れてしまう人ではなくて、実際に行う人である。こう

いう人は、その行いによって祝福される。（ヤコブ１：２３－２５） 

 ヤコブは、行う信仰がどの様に映るかについて、いくつか

の例をあげて、この部分を締めくくっています（ヤコブ 1：

26,27）。 私たちの舌を制御し、困っている孤児や苦しんでいる

未亡人を見舞い、世俗的な行動によって汚染されないように

身を聖く保つことに限ります。いずれも、真の信仰の証です。 

 より多くの情報を取り入れるために、新しいメッセージを

聞いたり、新しいディボーショナルを読んだりすることは、

非常に容易いことです。 より難しいステップは、神の真理の

（神の御霊が注意を向けようとしている）特定の部分を深く熟考し、それ

らの真理を日常生活に適用する知恵と力を神に求めることで

す。 例えば、最近、隣人に愛をもって手を差し伸べましょう

というメッセージを聞きました。 素晴らしいメッセージで、

ある隣人に一歩を踏み出しなさいという御霊の促しを感じま

した。 ヤコブが語った「祝福」（ヤコブ 1:25）は、神の御霊によ

って語られたことを行うときにもたらされるので、 私は隣人

に向かう必要があります。 信仰に足を踏み入れる必要があり

ます！教会で 聞いた事柄を通りを越えて運んで行く必要があ

ります。 あなたはどうでしょうか？最近、 御霊は何を語って

おられますか？ 

 

 

分け隔ての問題 2：1-13 

 

 教会における金持ちと貧しい人との関係は、世とは違って

見えるべきです。 しかし、ヤコブの強い言葉から、初期のキ

リスト教の共同体は、すべての訪問者を同等の尊厳と敬意を

持って扱うことに苦労していたことが明らかです。 

2:2 たとえば、あなたがたの会堂に、金の指輪をはめ、りっぱ

な着物を着た人がはいって来ると同時に、みすぼらしい着物

を着た貧しい人がはいってきたとする。 2:3 その際、りっぱ

な着物を着た人に対しては、うやうやしく「どうぞ、こちら

の良い席にお掛け下さい」と言い、貧しい人には、「あなた

は、そこに立っていなさい。それとも、わたしの足もとにす

わっているがよい」と言ったとしたら、 2:4 あなたがたは、

自分たちの間で差別立てをし、よからぬ考えで人をさばく者

になったわけではないか。（ヤコブ２：２－４） 

 ヤコブは、金持ちと貧しい人に関するいくつかの重要な声

明を上げています。 

-神は貧しい人々を「信仰に富ませ、豊かな御国の相続人」と

されるよう選ばれました。 

 

-キリスト教徒を迫害し、裁判にかけ、カエサルを主と告白さ

せ、キリストの名を冒とくしようとするのは金持ちです（ヤコ

ブ 2：6, 7）。 



-金持ちか貧しい人かに関係なく、「私たちの隣人を愛」さな

ければならないのです。 分け隔ては罪です（ヤコブ 2：8-13）。 

 分け隔ては、様々な形でみられます。 必ずしも富の問題と

は限りません。「同等の」人々としかやり取りしないことに

よって、職場でも分け隔てが生じる可能性があります。気に

入った特定の群れとだけ付き合うことによって、分け隔ては学

校でも生じます。 異なる人種や民族の人々に対する否定的な

態度を維持するとき、分け隔てが生じます。 教育を追求する

機会が少なかった人たちが劣っていると思うとき、分け隔て

が生じています。 あなたの日常生活の中で、よく偶然出会う

人々について考えてみてください。 彼らに向ける態度や、彼

らを無視したりすることによって、あなたが「不名誉」をも

たらしている（ヤコブ 2：6）ところを思い起こさせようとしてお

られますか？ その場合、この人を称えるためにどの様な手順

を踏むことが出来ますか？ 

 

 

死んでいる信仰対、生きた信仰 2：14-26 

 

 ここは、ヤコブの手紙の中でも極めて重要な箇所です。信

仰を通す恵みによる救いの教義の理解が神学的に大きく貢献

しています。 ヤコブは、人生の変化（善い行い）が見られないと

いうことは、個人がイエス・キリストへの救いの信仰を真に

受け入れていない証拠であることを明確に理解してほしいと

願っています。 真の信仰には、常に様々なレベルの「行い」

が伴います。ヤコブは、それらの例をあげることから始めて

います： 

2:14 わたしの兄弟たちよ。ある人が自分には信仰があると称

していても、もし行いがなかったら、なんの役に立つか。そ

の信仰は彼を救うことができるか。 2:15 ある兄弟または姉妹

が裸でいて、その日の食物にもこと欠いている場合、 2:16 あ

なたがたのうち、だれかが、「安らかに行きなさい。暖まっ

て、食べ飽きなさい」と言うだけで、そのからだに必要なも

のを何ひとつ与えなかったとしたら、なんの役に立つか。 

2:17 信仰も、それと同様に、行いを伴わなければ、それだけ

では死んだものである。（ヤコブ２：１４－１７） 

 ヤコブは、悪魔でさえ神を「信じ」ていると指摘します。 

しかし、彼らには、へりくだって神に服従し、従う信仰がな

いので、神の裁きの教えにおののいています（ヤコブ 2:19）。 

 そして、旧約聖書から、神に「信仰」を置いただけでなく、

その正当性を行いによって示した人々の二つの例を上げてい

ます。 

 

-アブラハムは「神を信じた」ので、「神の目に正し」くされ

ました（創世記 15：6、ヤコブ 2:23、ガラテヤ 3：6とローマ 4：3）。 それで

も、アブラハムが神の命令に従い、息子のイサクを祭壇に捧

げようとしたとき、彼の信仰は「完成」したと、ヤコブは主

張しています（ヤコブ 2：21,22）。 言い換えると、アブラハムの外

向きの行動は、神に対する内面的な信仰の位置づけが本物で

あったことを証明しました。 

 

-エリコの遊女、ラハブは、ユダヤ人の神の力強い御業につい

て聞いて来ていたので、その神を心の中で「信じ」ました。 

そして、信仰に基づいて行動することが要される時が来まし

た。 彼女は、エリコの町をスパイするために、ヨシュアによ

って送られたユダヤ人二人を隠しました。 ラハブの外向きの

行動は、神への内面的な信仰の位置づけが本物であったこと

を証明しました。 

 



注：アブラハムとラハブは、非常に異なる人物ですが、ここ

では両方が神の前で対等な立場に置かれています。 ほとんど

の人は、ラハブをアブラハムよりも「劣っている」と見なさ

れたでしょう。 神は、それらを隣り合わせに置くことで、そ

の見解を却下されています。性別、民族性、個人の歴史、金

持ちか貧しいか等に関係なく、平等であることを示しておら

れる神の模範です。 ヤコブの最後の声明は説得力のある類比

を示しています。 

2:26 霊魂のないからだが死んだものであると同様に、行いの

ない信仰も死んだものなのである。（ヤコブ２：２６） 

 生きた積極的な信仰の重要性に関するヤコブのメッセージ

は、1 世紀のキリスト教共同体でさえ、正しい行いをし、正し

いことを言い、正しい歌を歌い、正しいことを全て信じて来

たと口では言うものの、実際、彼らの生き方は伴っていな

い、動きだけの「形式主義者」が存在した 現実を示していま

す 。口ではあることを言う（私は信じている）が、 彼らの生き方

は異なることを言っている（私は本当に信じていない）。 イエス様

は、このことについて有名な山上の説教の中で警告されまし

た（マタイ 7：15-23参照）。 「あなたは彼らの果実によって、彼ら

を知るでしょう」とイエス様は言われました。 自分の人生に

ついて考えてみてください。 イエス様の御霊が内側に住んで

くださっていて、内から変えてくださるという現実を示す重

要な証拠（果物）は何ですか？ イエス様を心に受け入れた日か

ら、あなたの行動はどの様に変えられましたか。 

 

 

 

 

 

ディスカッションのための質問 

 

１．ヤコブは、最初の 2 章の中だけでも、多くのテーマを扱

っていますが、 中でも特にあなたに語りかけて来たテーマは

ありますか？ 

 

２．信仰と行いとの関係について、ジョン・カルビンの「信

仰だけで救われますが、救いの信仰は決してそれだけに留ま

りません。」という声明を熟考してください。 その声明につ

いてどう思われますか？ 

 

３．最近、あなたの人生の中で、神はどの様な働きをしてお

られますか？ あなたの生き方、行動、関わり方をどの様に変

えておられますか？ 

 

４．現在、あなた（またはあなたの親しい人）は何らかの形で試練の

内に歩いておられますか？ もしそうなら、混乱と謎の只中で

知恵を求める祈りを捧げるために、ヤコブの冒頭の警告を読

み直してください。 私たちの試練の結果において、神が私た

ちに尊ぶように願っておられるのことは何ですか？ 

 


