
GOD WITH US  
Part 8: JESUS 

 Message 15 – The SEEKER: Jesus’ Heart for People  

Luke 15  

神は我らと共に 

パート８：イエス 

第１５メッセージ：イエスの人々に対する心 

ルカの福音書１５章 

はじめに 

 ルカの福音書第９章５１－１９章２７節は、聖書学者たち

によって「旅行記」と呼ばれている。その始めで、イエスは

エルサレムへ最後の旅に向かわれる。エルサレムへの途中、

弟子たちと一緒にサマリアを通られた。その終わりで、エル

サレムへの「勝利の入城」を遂げられる（パームサンデーの行事）。

ルカは、この「旅行記」の中で、イエスの多くの言葉と行動

を記している。その多くは、彼の福音書ならではであった。

いくつかの有名なたとえ話は、ルカのこの章でしか見られな

い。善きサマリア人（１０：２９－３７）、愚かな金持ち（１２：１３

－２１）、荒れ地のいちじくの木（１３：６－９）。上座と末席（１

４：７－１１）拒絶された招待状（１４：１５－２４） ３つの 『失われ

たもののたとえ話』（１５章）、不正な管理人の例（１６：１－１

３）、貧しい人とラザロ（１６：１９－３１）。辛抱強い未亡人（１

８：１－８）等である。徴税人とパリサイ人（１８：９－１４）。ル

カの「旅行記」は、イエスが最終目的地であるエルサレム、

そして十字架への道を歩まれる旅路における、豊かで独特な

主イエスの教えの宝庫である。 

 この特異な物語のコレクションの中で、最も重要であるの

は、１５章の「失われた」もののたとえ話の三部作である。

ここでは、イエス（と父）の心が巧みな描写によって表現され

ている。この章は正に「聖書の縮図」であり、聖書のテーマ

全体を捕えている：「神は何かを失われ、それを取り戻した

いと望んでおられる 」– ３つの短編による驚くべきたとえ話

である。 

 

設定（ルカ１５章１，２節）   

 取税人や罪人たちが皆、イエスの話を聞こうとして近寄っ

てきた。するとパリサイ人や律法学者たちがつぶやいて、

「この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしている」と言っ

た。（ルカ１５：１，２） 

 イエス様が「罪人」に対し、あまりにも親切に接し、パリ

サイ人たちにとって、親しい友人の証である食事までも共に

されたことによって、パリサイ人たち（「分け離された人たち」）は

不満を抱いていた。明らかに、パリサイ人は、人々に対する

イエスの心や、世にやって来られた真のお目的を理解してい

なかった。 パリサイ人たちの誇り高い心と、すべての人に対

する神の愛に関する狭い視野は、それらの３つのたとえ話を

理解することを困難にした。 

 ３つのたとえ話の文脈の中で、イエスは最初、人として、

ユダヤ人社会に送られた。 羊と硬貨と息子は、社会に属する

ものが「道に迷い」、再び「悔い改め」る（神に戻る）様子を表

す。「取税人」や「罪人」でさえ、ユダヤ人であった。 しか

し、キリストによる異邦人への伝導と昇天の後、それらのた

とえ話は、神やその御子について知らなかった人々にとって

より広い意味で影響を与えた。 たとえ話の中の「探す人」の

ごとく、神は「主に向き帰り、御子の罪の犠牲を受け入れる

全ての人々を求め救って下さる。神はそのひとり子を賜わっ

たほどに、この世を愛して下さった。（ヨハネの福音書３：１６）。 



迷い出た子羊（ルカ１５：３－７）  

 彼は彼らにこのたとえ話をして言った、「あなたがたのう

ちの何人が、百匹の羊を持っていてそれらのうちの一つを失

ったなら、 それ？ 彼がそれを見つけたとき、彼は喜んで彼の

肩にそれを置く。 そして彼が家に帰ったとき、彼は友人と彼

の隣人を一緒に呼びかけて言った、「私と一緒に喜びなさ

い、私は失われた羊を見つけました！」と私はあなたに言い

ます 悔い改めを必要としない９９人以上の義人よりも、悔い

改める一人の罪人の天国。」（ルカ１５：３－７） 

 ９９匹を放牧地に残して探しに行かれる程に、羊飼いにと

って失われた１匹の羊は価値があった。 ９９匹を安全に保護

するためには時間をかけられず、空いた牧草地に残して来た

というところに、羊飼いの心の内の緊急性が伺える。 イエス

の要点は、最後の行に記されている：天は、迷子になったこ

とのない９９人以上に、戻って来た一人の迷える罪人をより

喜ぶ。天が罪人を祝うなら、なぜパリサイ人は罪人がイエス

の近くに来ることについて不満を言うのでしょうか？ 

 地図や GPS をたどり、正しい方向に向かっていると思い込

みながら、「迷子」になったことはありませんか？または、

誰かの車の後ろからついて行く際に、赤信号で止まっている

間に、置いてけぼりにされたことがありませんか？たとえ話

の中の羊の様に、私たちは、かなり迷子になるまで、自分が

実際に迷子になっていることに気が付かないことがある。見

つけるために「捜索救助隊」の力を要するのです。 羊飼いは

羊が故意に群れから離れたのではなく、気づかずに、迷い出

てしまった事を知っていた。私たちも同じである！私たちは

迷っていることにすら気づいていないかもしれません！ 親切

な人や友人によって、自分たちが神の視点から - 「失われた」

状態にあることに気づかせられなければならない。「わたし

は道である」と仰ったイエス様への道を示したてくれる案内

人が必要である（ヨハネ 14：6）。 

 

失われた銀貨 （ルカ１５：８－１０） 

 「また、ある女が銀貨十枚を持っていて、もしその一枚を

なくしたとすれば、彼女はあかりをつけて家中を掃き、それ

を見つけるまでは注意深く捜さないであろうか。そして、見

つけたなら、女友だちや近所の女たちを呼び集めて、『わた

しと一緒に喜んでください。なくした銀貨が見つかりました

から』と言うであろう。よく聞きなさい。それと同じよう

に、罪人がひとりでも悔い改めるなら、神の御使たちの前で

よろこびがあるであろう」（ルカ１５：８－１０）。 

 対のたとえ話の登場人物の１人目は男性、そして、２人目

は女性である 。ここでは、女性は１０枚の非常に貴重な硬貨

の１枚を失った。 聖書学者たちは、それらの１０枚の銀貨

は、結婚式で与えられた持参金であったと考える。 イエスの

時代には、女性は額にそれらの１０枚の銀貨をかぶることが

よくあった。 その１０枚の内の１枚を失ったという事実はそ

の女性にとって非常に恥ずべきことであった。 その見解は、

女が１枚の銀貨のために家全体をそれほど慎重に探した理由

を説明づける。 そして、失った銀貨を見つけた時、再び歓喜

の祝いが行われた（一人の失われた子羊が神に戻った喜びを反映する。） 

 

 女は、銀貨と鎖の強度を点検することを怠ってしまったか

もしれない。 理由はともあれ銀貨を失い、それを見つけ出す

るまで、寝られないことを知っていた。 人生に何かが欠けて

いるとに気づく人がいます。おそらく満たし、成功、あるい

は相応しい仕事や配偶者を探し求めてきたが、心を完全に満



たすことは出来ないでしょう。 銀貨を亡くした女の場合は失

われたものが何であるかを知っていた。しかし、殆どの人の

場合、人生に欠けているものが神であると最終的に知るまで

不安感が絶えることはない。 キリストを信じることによって

魂が神の愛に接続するとき、天においても、地においても、

大きな喜びがもたらされる！ 

 迷える罪人の神への帰還について、パリサイ人たちが神の

喜びを自分の喜びとすることに怠ったと裁くことは容易であ

る。しかし、ここで少し自分を振り返ってみましょう。クリ

スチャンは、神の家、神の御心と目的から遠く離れて来た

様々な類の人々に対して軽蔑を示して来てはいないでしょう

か。頻繁に、クリスチャン社会は、迷い出た１匹のために危険

を冒して探しに出ることよりも、１匹による９９匹への悪影

響から守ることについて心配していないでしょうか？イエス

を知らない人々と友達になる時、明らかに、識別力が必要で

ある。あなたの強い信念が必要である。 今日のクリスチャン

社会は、どの様に見ているか考えてみましょう。イエスの時

代のパリサイ人の様な存在でしょうか？ または、クリスチャ

ン社会は、すべての人にとって神の愛を具現化していると思

われますか？ 

 

 

放蕩息子（１５：１１－３２）  

 ルカによる「失ったものを探し出す」たとえ話の最後は、

有名な「放蕩息子」のたとえ話である。 前の二つのたとえ話

は、失われた罪人を見つけることが神にとって最も重要であ

るという基本的なメッセージを伝えている一方、この最後の

たとえ話は、他の聖書の物語とは異なり、様々な登場人物の

心の詳細を引き出す。 一般的に「放蕩息子のたとえ話」とし

て知られているが、「父の心のたとえ話」と題した方が適切

である。 

 

次男、家を出る（１５：１１－３２） 

 

  そして彼は言った、「男には２人の息子がいました。 彼らの

若い頃、彼の父親に言った、「父よ、私に落ちる財産の分け

前をください」。それで彼は彼らの富を彼らの間で分けまし

た。 そして数日後、弟が一緒にすべてを集めて遠く離れた国

へと旅に出ました。そこで彼は自分の家をゆるい生活で浪費

しました。（ルカ１５：１１－１３） 

 当時の文化では、息子は、父親が亡くなった後にのみ遺産

を相続することが認められていた。 したがって、父親の生存

中に相続を要求することは、父親に大恥をかかせる行為であ

った。 事実上、「父よ、あなたは私にとって、既に死んでい

るも同然である！」と宣言している様なものであった。ここ

で父が次男に望み通りに財産を与えたことが重要である。 相

続分を二人の息子に分けた。おそらく、神が私たちに自由意

志をお与えになり、たとえ神に不名誉な方法であっても、私

たちの意志を行うことをお許しになられるという事実を示し

ている。 次男は直ちに遠く離れた国に移り、遺産を浪費した。 

 父なる神は、私たちに自由意志を与えて下さっている。私

たちを「支配」しようとはなさらない。 たとえ御心と反対方

向へ向かっていたとしても、私たちの意志を行使することを

お許しになる。 たとえ「父よ、あなたは私にとって死んでい

るも同然です！」と宣言する様な行いであったとしても、神

に不名誉をもたらし、私たちの才能や賜物を無駄にすること

になったとしても、自分の選択の完全な影響を経験すること



をお許しになられる。しかし、その間、絶えず主は、私たちを

愛し、私たちが神の慈悲深い愛を思い出し、心が神に帰ること

を待っておられる。あなたは今、父の御心からさ迷い出てお

られないでしょうか？ 説明出来ない様な困難や損失を経験し

ておられますか？ おそらく神は、あなたが再び神に帰り人生

に神の愛とご計画を見出だす様に招いておられるでしょう。 

 

若い息子、家に帰る（１５：１４－２０）   

 何もかも浪費してしまったのち、その地方にひどいききん

があったので、彼は食べることにも窮しはじめた。そこで、

その地方のある住民のところに行って身を寄せたところが、

その人は彼を畑にやって豚を飼わせた。彼は、豚の食べるい

なご豆で腹を満たしたいと思うほどであったが、何もくれる

人はなかった。そこで彼は本心に立ちかえって言った、『父

のところには食物のあり余っている雇人が大ぜいいるのに、

わたしはここで飢えて死のうとしている。立って、父のとこ

ろへ帰って、こう言おう、父よ、わたしは天に対しても、あ

なたにむかっても、罪を犯しました。もう、あなたのむすこ

と呼ばれる資格はありません。どうぞ、雇人のひとり同様に

してください』。そこで立って、父のところへ出かけた。ま

だ遠く離れていたのに、父は彼をみとめ、哀れに思って走り

寄り、その首をだいて接吻した。（ルカ１５：１４－２０） 

 次男の「快楽の時間」は、間もなく終わり、自分自身が窮

地に立たされていたことに気づいた。次男は、まず自力で人

生を立て直そうとした。その結果、豚に給餌する仕事に就い

た。豚を汚れた動物とするユダヤ教者にとって、豚の飼育に就

くことは屈辱であったに違いない。しかし、絶望の只中にあ

りながらも、この時点では、まだ父なる神に心が向けられて

いなかった。更に時が経ってから、息子はついに、父親は雇い

人たちにさえも示した思いやり、愛、そして尊敬に気付いた。

こうして、二男は、父親の家の方向へと心と足をたどる。 

 私たちの多くは、「困難」を通して教訓を得て来た。「遠

い国」をその価値観や課題とともに探求するように促進され

て来た。そこでしばらくの間、成功と達成を見出だすかもし

れないが、やがて何かが欠けている、何かが「ずれている」

という感覚が生じる。様々なレベルの壊れた絶望感を体感す

る。 聖書の真理を理解する必要があるのは、「それらの感覚

に到達する」瞬間である。すべての人の心中には、神の形を

した穴が存在する。 私たちの真のいのちが「父と共に家」に

あることが解ったとき、罪と恥を負った者として、神の愛に

自信を持って駆け寄らなげなければならない。 神は絶えず私

たちを待っておられる。 神は心を主に向ける者を決して見放

されることは無い。 

 

父、息子を歓迎する（１５：２０－２４） 

 しかし、彼がまだ遠く離れている間、彼の父親は彼に会

い、彼への思いやりを感じ、そして走って彼を抱きしめ、そ

して彼にキスをしました。 そして息子は彼に言った、「父

よ、私は天に対して、そしてあなたの目の前で罪を犯しまし

た。 しかし、父は彼の奴隷に、「最高のローブをすばやく取

り出してそれを身に付け、そして彼の手に指輪をさし、彼の

足にはサンダルをかけなさい」と言いました。 そして太った

子牛を連れてきて、それを殺して、食べさせて祝いましょ

う。 わたしのこの子は死んで、また生き返ったからである。 

そして、彼らは祝い始めました。（ルカ１５：２０－２４） 



 「父親は、息子がまだ遠く離れていたときに見つけた…」 

何と感動的な箇所でしょう！ 父親は、二男を探していたので

しょうか？ 次男を探し出すために使者を送っていたのでしょ

うか？ ともあれ、父親は、二男がまだ遠く離れていたときに

見つけ、憐れんだ。 ここに神の御心が輝かしく描写されてい

る。神は「天国の猟犬」のごとく、絶えず、私たちを追いか

けて下さっているのです！ 

 文化的に、成熟した男は、めったに駆けるものではなかっ

た。しかし、この父親は、遠くに息子を見つけたとき「駆け

寄った」。 そして口づけをした。ギリシャ語の訳では、より

熱狂的に、「父親は息子に口づけし、また口づけし、また口

づけした。」と訳されている。 父親は、長い間迷い出た次男

の帰りをそれは大喜びした。息子に愛情を注ぐ親ばかさを恥

じなかった！ 

 父親は、次男が準備した後悔の念を完全に話し終えること

すら許さなかった。 まるで、それを聞く必要がなかったかの

様に遮断した。 それから次男の帰りのために備えた上着と指

輪とぞうりを持って来させた。 当時の指輪には、尊厳と父親

の世帯に属することを象徴する重要な意味があった。 家紋が

彫ってあったかもしれない。大饗宴のために太った子牛が用

意された。 次男がどれだけ遠く離れて漂流していても、どれ

だけ長期間さ迷っても、父の心が彼の帰還の日を期待するこ

とを決して止めなかったことが明らかである。 

 失われた人のために、父なる神の憐みの心をより写実的に

描写する聖書の箇所は他に存在しない。この様な父親をどの

様に表現出来るでしょうか？ 情熱的、希望に満ちる、探し求

める、憐み深い、復元して下さる、喜び溢れる、寛大な、 と

てつもない愛。 ティモシー・ケラー牧師は、これを「放蕩

神」のたとえ話と呼んでいる。「放蕩」という言葉には二つ

の意味がある。「無駄な」という意味と、「とてつもない」

という意味である。 このたとえ話に描かれている神が、さ迷

った息子に注いだ愛は、正に「とてつもない」。私たちの神

は、正に「放蕩の神」である！あなたは、神の放蕩的で、と

てつもなく、無謀な愛に感謝することが出来ますか？ せめて

神を愛し返すことによって、神の愛に答えることが出来ます

か？ 

 

兄、憤慨する（１５：２５－３０） 

 

  「今、彼の長男は野外にいました、そして彼が家に来て近づ

いたとき、彼は音楽とダンスを聞きました。 そして彼は召使

いの一人を召喚し、これらの事が何でありえるのか尋ね始め

ました。 そして彼は彼に言った、「あなたの兄弟がやってき

て、あなたが安全で健全な状態で彼を受け取ったのであなた

の父親は太った子牛を殺しました。 そして彼の父親が出てき

て彼と訴え始めた。 しかし彼は答え、父親に言った、「見

て！ 何年もの間、私はあなたに仕えてきました、そしてあな

たの命令を無視したことは一度もありません。 それでも、あ

なたは私に若いヤギを与えたことがないので、私は私の友達

と祝うかもしれません。 しかし、あなたのこの息子が来たと

き、あなたの富を売春婦で浪費していたので、あなたは彼の

ために太った子牛を殺しました。（ルカ１５：２５－３０） 

 パリサイ人たちは、イエスが彼らを放蕩息子のたとえ話の

中の長男として描写していたという明白な事実を聞き逃さな

かった。 長男は、すべての規則を守り、「家に留」った「い

いやつ」であった。兄は、自分が善であり、規則を守ったこ

とに見合う褒美に値すると感じた。 兄は家に留まってはいた



ものの、二男と同様に、父の心から離れていた。 イエスがこ

のたとえ話の中で用いられた慎重な言葉に注意しましょう。 

長男は次男を「あなたの息子」と呼んでいる！ 

 父の家から離れなくても、父の心から離れることは可能で

ある。言い換えれば、「宗教的な人々」も、「不信仰な

人々」と同様に「迷子になる」ことが可能である。 問題は、

不信仰な人々は自分たちがどこに立っているのかを認識して

いるのに対し、宗教的な人々は、自分たちが神の心からどれ

ほど離れてしまっているのかを認識していないことである。 

そこがイエスの時代のパリサイ人の問題であった。 彼らは神

を敬っていたつもりであったが、実際、父の心から遠く離れ

てしまっていた。取税人だけが「神と共に」家に帰った（ルカ

の福音書第１８章の取税人とパリサイ人のたとえ話を参照）。 

 しかし、長男について見逃してはならない、更に深い事柄

がある。 当時、長男は父親の遺産と事務を管理していた。 父

に代わって失われた弟を探しに行くことは、長男の責任であっ

た。 しかし、それを拒んだ。 失われた弟を探すのではなく、

弟に失望した（パリサイ人が取税人や罪人に「失望」した様に）。イエス

は、父なる神のお名前によって、真の長男としての役割を果

たすために、父の迷える子供たちを捜し求めた。イエスは、

パリサイ人たちがとるべき行動、つまり、 真の長男として振

る舞うことを行動をとられたのである。 

 

父は兄と懇願する（１５：３１，３２） 

 

 彼は彼に言った、「息子よ、あなたはいつも私と一緒にい

ました、そして私のものだけがあなたのものです。 しかし、

私たちは祝福して喜ばなければなりませんでした。あなたの

この兄弟は死んでいて生き始めたのです。（ルカ１５：３１－３２） 

 質問は投げかけられたまま、「放蕩息子」のたとえ話は終

わる。長男は心を変えて、失われた次男の復帰を祝うために

祝宴に出たのでしょうか。このたとえ話に決議は必要でない。

難題であるからです。自分たちを義人とするパリサイ人の取

税人や罪人や彼らと関わられるイエス様についての彼らの見

解（軽蔑）に対する挑戦である。彼らは、イエスから学び、父

なる神の憐みの心を自分の物として抽出することが出来るの

でしょうか？ 失われた羊、失われた銀貨、失われた息子を探

しに出かけるのでしょうか。 

**聖書は、すべての人間は、神の視点から「失われた者」と

教えていることを理解することが重要である。 私たちが聖な

る神と共に自身の地位を矯正することによって、神へ帰る道

を見出すことが出来たなら、御子なるイエスの使命が無駄に

ならなかったことになる。 イエスは、私たちと同じ人間とし

て、この世に来られ、生きられた、しかし罪は無かった。私

たちの身代わりとなり、神からの分離という罪の罰を負い、

私たちが神を受け入れることが出来るようにしてくださり、

私たちを招いておられるのです。 私たちが失われ、発見され

たという理解が深まれば深まるほど、失われた状態にある

人々に、憐み深く接することが出来るようになる。 「私たち

は幼い子供たちの様に素直な心をもって、自分が失われた子

であり、見つけていただかなければならないことを認めなけ

ればならない」とイエス様は言われた。 それから私達は他の

人々をイエスに連れて来る検索救助の任務に加わらなければ

ならない。 

 イエスの使命は、ルカによる福音書第１９章１０節に正確

に要約されている。「人の子がきたのは、失われたものを尋

ね出して救うためである」。 それがイエス様の御心であり、

イエス様が教会の頭であるなら、キリストの体である教会は



失われた人々を探し、救う任務に深く専念しなければならな

いということになる。 言い換えれば、キリストとその愛をま

だ知らない人の世話をするということです。 それが、アウト

リーチがオークポイント教会の中心にあり続ける理由である。 

神への帰り道を見つけようとしている、もう一人の放蕩息子

または娘を探しに出る必要がある。 彼らに駆けつけて、両手

を広げ、神のとてつもない愛で抱きしめる必要がある。 オー

クポイント教会は「放蕩教会」である必要があるのです（まだ

神から遠く離れている人たちに向けて私たちの無謀な愛を注ぐ必要があるのです）。 

 

討論のための質問 

 

１．これらのたとえ話のどれに当てはまりますか？ どの様に

「探求者」としてのイエスを個人的に体験されましたか？ 失

われ、見つけられ、他の人々がイエスを見つけ、赦されるこ

とを手助けする旅路のどこにおられるでしょうか？ 

２．今日のクリスチャンによって表現されている、パリサイ

人の態度をどの様に見ておられるでしょうか。 あなた自身の

心の中ではどうですか。 

 

３．この３つのたとえ話は、「神から遠く離れている」人々

に対する、あなたの愛と慈悲についての考えにどの様な影響

を与えますか。  

 

４．三つのたとえ話の父なる神の御心の中で、どこに心を打

たれましたか？あなたは個人的にその様な神の心を経験され

たことがありますか？ 

 

５．今日、あなたの影響力のある領域に、どの様にして「真

の兄」の精神を具体化することが出来ますか？ 


