
GOD WITH US  
Part 8: JESUS 

 Message 16 – The Bread of Life 

John 6  

神は我らと共に 

パート８：イエス 

第１６メッセージ：いのちのパン 

ヨハネの福音書第１６章 

はじめに 

 ヨハネの福音書は、多くの点で他の福音書（マタイ、マルコ、ル

カ）と異なる。最も著しいのは、７つの主要な「わたしは～で

す。」というイエスの言葉の記録である。 それぞれの「わた

しは～です。」という声明は、ご自身を何かと比較されると

いう比喩を含んでいる。 「わたしはパンです。」。「わたし

は光です。」。「わたしは復活といのちです。」。「わたし

は門です。」。「わたしは羊飼いです。」。「わたしは道で

す。」。 「わたしはぶどうの木です。」。これらの比喩を用

いることによって（比較）、人々が馴染みあるものを取って、同

様の方法で彼らにいのちをお与えになられたことを教えられ

た。 イエスが真のいのちの源であり、修復して下さるお方で

あるという事実は、ヨハネの福音書における主要なテーマで

ある。 ヨハネの福音書には、「いのち」という言葉がおよそ

４０回出てくる。 彼はこの包括的なテーマを用いて福音も書

き始めた。 

 この言に命があった。そしてこの命は人の光であった。

（ヨハネ１：４） 

 三位一体の二番目のお方であるイエスは、すべてのいのち

の源である。父との深い関係に存在される。創世記の天地創

造のときから、イエスは存在され、全ての被造物に命を吹き

込まれた。その後、死が世に入って以来、人類のいのちを修

復されることが使命となった。 この様に、イエスがご自身を

説明されるために用いられた、すべての比喩（７つの「私は～であ

る。」）は、イエスが私たちにとって真のいのちの源であると

いうこの考えを指し示している。 ここにある今のいのち（豊か

ないのち-１０：１０）、そして永遠に続くいのち（永遠のいのち-６： 

４７，１１：２５，２０：３１） 。 

 

 もちろん、４０回用いられた「いのち」という言葉の用途

のうち１２回は、ヨハネの福音書第 6 章の「いのちのパン」

の箇所である。 イエスは、命を世にもたらすパンであること

を一部の人々に告げられる。 

 

設定：ヨハネの福音書６：１－１３ 

 

 ヨハネの福音書だけが、イエスの公的伝道中に、３度の異

なる過越祭に出席されたことを記している。 そこから、イエ

スの伝導が３年間にわたったことを知ることが出来た。 イエ

スが二度目の過越祭のために、エルサレムに行く準備をして

おられたときに、ガリラヤで、いのちのパンの議論がなされ

た。 より具体的な設定は５０００人の給食であった（４つの福音

書すべてに記録されているが、その奇跡に続いて拡張された命のパンについての議論

を記しているのはヨハネだけである。）。 イエスは、５つの大麦パンと

２つの小さな魚を用いて、大勢の人（女と子供たちも含むと、おそらく

１００００人以上）に食糧を供給した。 

 彼は答えた、「わたしをなおして下さったかたが、床を取

りあげて歩けと、わたしに言われました」。彼らは尋ねた、

「取りあげて歩けと言った人は、だれか」。しかし、このい

やされた人は、それがだれであるか知らなかった。群衆がそ



の場にいたので、イエスはそっと出て行かれたからである。

（ヨハネ５：１１－１３） 

 大勢が満足しただけでなく、弟子たちにまで、それぞれに

かご一杯の食糧が残った。 イエスが彼らを他の人たちの必要

に応えるために用いられる時、彼ら自身の必要もまた満たし

て下さることを弟子たちは学んでいった。 

 ヨハネの福音書第 6 章を綿密に勉強すると、イエスが群衆

に対処しておられる間、十二弟子たちにも、非常に重要な教

訓を学ばせようとしておられたことに気づくでしょう。 イエ

スは、弟子たちが他の人々に給仕することをお許しになり、 

その過程で弟子たちの必要も備えられた。 イエスは、また、

弟子たちだけで船に乗って海の向こう岸に渡らせ、渡航中に

奮闘することをお許しになられた。 そして水上歩行によって

弟子たちのところに来られ、 彼らがイエスを舟に招き入れる

ことを待たれた。 弟子たちのためのたくさんの教訓である！  

主の使命を果たすために私たちをしもべとして用いられてい

る間も、しもべの必要や発育経過を見失なわれることはない

ということを知ることは大きな励みである。絶えず、私たち

に目を向けて下さり、常に、ご自身とのより深い関係へと引き

込もうとしておられる。 最近あなたに何を教えようとしてお

られますか？ 

  

イエス、群衆から退かれる：ヨハネの福音書６：１４－２５ 

 当時の時代を考慮するとと、群衆の反応は驚くことではない。 

 人々はイエスのなさったこのしるしを見て、「ほんとうに、

この人こそ世にきたるべき預言者である」と言った。 イエス

は人々がきて、自分をとらえて王にしようとしていると知っ

て、ただひとり、また山に退かれた。 （ヨハネ６：１４，１５） 

 ローマ皇帝は、市民を幸せで平穏に保つ方法は、パンと娯

楽を提供することであることを心得ていた。 １世紀のローマ

の詩人ユヴェナルは、ローマ市民は、ローマのより深刻な問

題に携わることを怠ったと批判した：「人々が切望した、た

だ二つは、 パンとサーカスであった」。 。 。したがって、ロ

ーマは、エジプトから穀物を市民に配給し、月々沢山の娯楽

を提供した。 

 この様に、イエスがユダヤ人の人々に奇跡を用いてパンを

提供した際、ローマ皇帝よりも、より善良な「王」であると

思ったに違いない。なぜなら皇帝は、市民のために月々配給

を与えただけであったが、イエスは、祈りだけで人々のため

にパンを無制限に供給することが出来たからである。 「この

男を王にしよう！」と彼らは言った。しかし、イエスは、彼

らに「パンを与える王」になることを望んでおられなかった

ので、弟子たちと共に、すぐに群衆から撤退され、ガリラヤ

湖の向こう岸にあるカペナウムへ移られた。 

 私たちには、満たされていない必要や欲求がたくさんある

（「パン」への欲求）。 時には、神から離れて、それらの必要を満

たそうと試みる。 またある時は、必要を満たすために「神を

用いる」ことを試みる。 私たちの最も深い必要に対する真の

解決策は、真のいのちの唯一の源である、イエスに自分自身

をしっかりと接続することである。 後の比喩の中で、イエス

はご自身を枝に命を与えられるつるであると例えられる（ヨハ

ネ第１５章）。 そして、わたしから離れて、あなたは何も出来ない

と言われた。 あなたはイエスの傍におられるでしょうか？ あ

なたの必要と願いの一切をイエスに委ねておられるでしょう

か？ 



 翌日、群衆が「パンを与えてくれる王」がいなくなったこ

とに気づき、船に入って彼を探しに行った。 カペナウムのシ

ナゴーグで、イエスを見つけた時、議論が続いた。 

 群衆は、イエスも弟子たちもそこにいないと知って、それ

らの小舟に乗り、イエスをたずねてカペナウムに行った。 そ

して、海の向こう岸でイエスに出会ったので言った、「先

生、いつ、ここにおいでになったのですか」。イエスは答え

て言われた、「よくよくあなたがたに言っておく。あなたが

たがわたしを尋ねてきているのは、しるしを見たためではな

く、パンを食べて満腹したからである。（ヨハネ６：２４－２６） 

 イエスは、聖書学者たちが名付ける「いのちのパンの演説」

を始められた。それはヨハネの福音書にしか見られず、第 6

章の残り全体を占める。ここから、イエスがご自分をパンに

例えて伝えられた 6 つの重要な点に焦点を当てていきます。 

 

１．イエスに信仰を置くことは、 

神が私たちに願っておられる第一歩である。 

 朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物

のために働くがよい。これは人の子があなたがたに与えるも

のである。父なる神は、人の子にそれをゆだねられたのであ

る」。 そこで、彼らはイエスに言った、「神のわざを行うた

めに、わたしたちは何をしたらよいでしょうか」。 イエスは

彼らに答えて言われた、「神がつかわされた者を信じること

が、神のわざである」。（ヨハネ６：２７－２９） 

 今日と同様に、当時の群衆は、神に好意を持っていただく

方法は、良い行いを実行することであると考えていた。 しか

し、イエスは、父親が求めておられる善い行いは、たった一

つであると言われた。 神の御子であるイエスを信じる事であ

る。イエスのみがいのちの源である。 だからこそ、彼を信じ

ること、繋がること、そして、留まり続けることこそが、こ

の世と次の世の人生すべてへの鍵である。 

 

 群衆はイエスの答えを嫌った。理解しない者もいた。 彼ら

は、ただパンの奇跡を切望していた。 旧約聖書のパンの奇跡

の物語を持ち出し、荒野でモーセが毎日パンの奇跡を行った

ので、イエス同じようにする必要があると説得を試みた。イ

エスは、第二の重要な教訓を用いてお答えになられた。 

 

２．わたしは永遠に満たすいのちのパンです。 

 そこでイエスは彼らに言われた、「よくよく言っておく。

天からのパンをあなたがたに与えたのは、モーセではない。

天からのまことのパンをあなたがたに与えるのは、わたしの

父なのである。神のパンは、天から下ってきて、この世に命

を与えるものである」。彼らはイエスに言った、「主よ、そ

のパンをいつもわたしたちに下さい」。イエスは彼らに言わ

れた、「わたしが命のパンである。わたしに来る者は決して

飢えることがなく、わたしを信じる者は決してかわくことが

ない。（ヨハネ６：３２－３５） 

 これはヨハネの福音書初の「私は～です。」のみ言であ

る。 「私はいのちのパンです。」イエスはご自身を指されな

がら言われた、「あなたの真のパンになるために、父はわた

しを天から下されたのです。」 

 

 イエスは、彼らが求める更なるパンを与えられないので、

群衆はイライラし、 手に負えなくなった。 

 ユダヤ人らは、イエスが「わたしは天から下ってきたパン

である」と言われたので、イエスについてつぶやき始めた。



そして言った、「これはヨセフの子イエスではないか。わた

したちはその父母を知っているではないか。わたしは天から

下ってきたと、どうして今いうのか」。（ヨハネ６：４１，４２） 

 イエスの地上の両親は地元でよく知られていたので、群衆

はイエスを奇跡を行う大いなる預言者であり、また偉大なパ

ンの王として受け入れた。 しかし、神が天から送り出された

御子として、また世の救い主であり、唯一のいのちの源とし

て受け入れることは出来なかった。 そこでイエスは議論に 3

番目の要点を加えられた： 

 

３．父がわたしについての真実を聞くための 

耳を開かれる必要がある。 

 

 イエスは彼らに答えて言われた、「互につぶやいてはいけ

ない。わたしをつかわされた父が引きよせて下さらなけれ

ば、だれもわたしに来ることはできない。わたしは、その

人々を終りの日によみがえらせるであろう。預言者の書に、

『彼らはみな神に教えられるであろう』と書いてある。父か

ら聞いて学んだ者は、みなわたしに来るのである。 

（ヨハネ６：４３－４５） 

 

 群衆は頑なであった。 イエスの奇跡には魅了されたが、真

にイエスに惹かれていたわけではなかった。 そして、それこ

そが重要なポイントであった。奇跡は、イエスが誰であるか

を人々に証明することを目的としていた。 群衆は、イエスが

彼らのためになさったことを要求し続けた – 更なる癒し、更

なるパン。 しかし、実際に神の子である主に近づくことはな

かった。 イエスは言われた：わたしの父があなたの注意を引

く必要がある。 わたしを理解するためには、父があなたの心

を啓発する必要がある。 

 聖書の多くの箇所で、人間の責任（人々が選択する）と神の主権

（神が人々をお選びになり、ご自分に引き寄せられる）の神秘的な交差点に

出くわす。 聖書学者たちは、何世紀にもわたって、この方程

式の両側（人間の部分 - 神の部分）が同時に成り立つことを理解しよ

うと努力してきた。 究極的には、永遠になるまで完全に理解

出来ない謎であることを認めなければならない。 聖書は一貫

して人間の選択が重要であるという印象を与える。ですから

私たちは神が主権であられるという教えを認め、受け入れる

一方、創世記から黙示録までの聖書の物語全体によって描か

れた絵、すなわち、神は、すべての人々が主に戻り、いのち

を見出だすことを求める使命を負っておられるということも

認識しなければならない。そして、いのちを見出だすために

イエスはすべての人に救いの賜物を捧げられた。 私たちも同

様にしなければならない。 神の部分は委ね、私たちは、イエ

スを考慮する様、人々に訴える誠実な大使になりましょう！ 

 次に、イエスは、ご自身について、さらに衝撃的なことを

言われた。 パンの奇跡は、より多くの人々をパンへの欲求で

はなく、人としてのイエスに人々を向けることを意図してい

たことを思い出しましょう。 ですから、イエスご自身が誰で

あるかについての議論に集中されたことは驚くことではなか

った。 イエスの４番目の要点は、非常に率直である（そして一部

の人々に衝撃を与えた）： 

 

４．わたしだけが、父を見たことのある唯一の人である。 

 神から出た者のほかに、だれかが父を見たのではない。そ

の者だけが父を見たのである。（ヨハネ６：４６） 

 イエスは、父親との特異な関係に焦点を当てている。 イエ

スが預言者以上であり、奇跡を行う人以上であり、偉大な教

師以上であることを人々に知ってほしいと願われた。 御子と



御父との特異な関係は、ヨハネの福音書（特に第５章）を通して

の課題となっている。 御子は、御父を人類に啓示した唯一の

人である。 

 神を見た者はまだひとりもいない。ただ父のふところにい

るひとり子なる神だけが、神をあらわしたのである。 

（ヨハネ１：１８） 

 ヨハネの福音書第 6 章では、イエスは群衆にご自身が本当

は誰であるかを理解させようとしておられる。 イエスは、今

までに父を見たことのある唯一の人である。 父を世界に啓示

した唯一の人である。 真実であり、生きた「いのちのパン」

として、父が世に送り出した唯一の人である。彼のみがいの

ちの源である。 パンの奇跡は、人々を神が「送られた者」と

してイエスを受け入れる様に導くはずであった。 しかし、群

衆は、パンを与える王としてイエスを利用したいと願った。 

  イエスは、パンのテーマに戻られ、５番目の要点を付け加

えられた（それは、人々が理解するには非常に困難なものであった）。 

 

５．わたしのからだは世に命を与えるパンです。 

 よくよくあなたがたに言っておく。信じる者には永遠の命

がある。わたしは命のパンである。あなたがたの先祖は荒野

でマナを食べたが、死んでしまった。しかし、天から下って

きたパンを食べる人は、決して死ぬことはない。わたしは天

から下ってきた生きたパンである。それを食べる者は、いつ

までも生きるであろう。わたしが与えるパンは、世の命のた

めに与えるわたしの肉である」。（ヨハネ６：４７－５１） 

 ここが群衆にとって理解するには非常に困難な箇所であっ

た。 イエスが共食いについて話しているかの様に聞こえ、ユ

ダヤ人たちは嫌悪感を覚えた。イエスは、比喩を用いておら

れたにもかかわらず、文字通りのパンを得ることしか彼らの

念頭にはなかったので、もはや、イエスの肉を食べることに

ついて話しておられたと理解した。 

 そこで、ユダヤ人らが互に論じて言った、「この人はどう

して、自分の肉をわたしたちに与えて食べさせることができ

ようか」。（ヨハネ６：５２） 

 この時点ではイエスは比喩を和らげられなかったことが興

味深い。実際、6 番目と最後の要点を付け加えられるにつれ

て、さらに写実的な言語を用いられた。 

 

６．わたしの肉を食べたり、わたしの血を飲まないなら、 

あなたの内にはいのちはない。 

 イエスは彼らに言われた、「よくよく言っておく。人の子

の肉を食べず、また、その血を飲まなければ、あなたがたの

内に命はない。わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者に

は、永遠の命があり、わたしはその人を終りの日によみがえ

らせるであろう。わたしの肉はまことの食物、わたしの血は

まことの飲み物である。わたしの肉を食べ、わたしの血を飲

む者はわたしにおり、わたしもまたその人におる。生ける父

がわたしをつかわされ、また、わたしが父によって生きてい

るように、わたしを食べる者もわたしによって生きるであろ

う。天から下ってきたパンは、先祖たちが食べたが死んでし

まったようなものではない。このパンを食べる者は、いつま

でも生きるであろう」。これらのことは、イエスがカペナウ

ムの会堂で教えておられたときに言われたものである。 

（ヨハネ６：５３－５９） 

 ここは、イエスが私たちのために永遠のいのちを手に入れ

るためにそのお体と血（彼のいのち）を与えられるという考えを



示された最初の箇所であった。 最後の晩餐の儀式の前兆であ

り、２つの象徴的な要素があった。 イエスは、後に弟子たち

に、パンとぶどう酒を渡され、それらが「イエスのからだ」

と「イエスの血」であると言われる最後の晩餐で、このこと

をより公式にされる。 

  私たちがイエスに参加し（イエスをを信じ、イエスの体を「食べ」、そ

してイエスの血を「飲み」 - 私たちの罪のために払ってくださったイエスの犠牲を受

け）ない限り、私たちにいのちはない… そこに教会の使命がと

ても重要である理由がある - すべての人々をイエスに呼び戻す

ためにイエスと一緒になることである。 「人の子は失われた

ものを探し、救うために来た」（ルカ１９：１０）。 あなたのトッ

プ 3 は誰ですか？ あなたは誰のために祈っていますか？ あな

たは誰を真のいのちのパンを味わうように招いていますか？ 

 

いのちのパンについての談話の結論：６：６０－６９ 

 弟子たちのうちの多くの者は、これを聞いて言った、「こ

れは、ひどい言葉だ。だれがそんなことを聞いておられよう

か」 それ以来、多くの弟子たちは去っていって、もはやイエ

スと行動を共にしなかった。そこでイエスは十二弟子に言わ

れた、「あなたがたも去ろうとするのか」。シモン・ペテロ

が答えた、「主よ、わたしたちは、だれのところに行きまし

ょう。永遠の命の言をもっているのはあなたです。わたした

ちは、あなたが神の聖者であることを信じ、また知っていま

す」。（ヨハネ６：６０，６６－６９） 

 この時点で、多くのイエスの弟子たちがイエス様を離れて

いった。 しかし、１２人は完全に理解していなかったがイエ

スに留まった。 この時点では、誰一人、イエスが世の罪の犠

牲となられ、ご自身を与えて下さるというご計画を十分に理

解していなかった。 誰一人、このいのちの隠喩を真に理解し

ていなかった。 １２弟子は、完全に理解してはいなかった

が、それでもイエスに留まった。 

 それこそがイエスの真の弟子のしるしである。完全に理解

していなくても、留まるのです。 それは「神の神秘と神の道

に生きる」と呼ばれている。ただ彼に信頼し、忠実に生きる

ことです。たとえ、神がしておられること（の多く）を理解

していない（あるいは気に入らない）ような人生の季節にお

いてさえ、彼に忠実であり続けるのです。 おそらく、現在、

理解していないことを経験しておられるでしょう。 神があな

たを見失ったようにさえ感じておられるかもしれません。 あ

るいは、あなたの多くの祈りが聞かれていないように感じて

おられるかもしれません。そんなとき、イエスがペテロに、

あなたも離れていきたいのかと尋ねられた時のペテロの言葉

を黙想して下さい：「主よ、わたしたちは、だれのところに

行きましょう。永遠の命の言をもっているのはあなたです。

わたしたちは、あなたが神の聖者であることを信じ、また知

っています」（ヨハネ６：６８，６９）。 

 

討論のための質問 

 
１．「いのちのパン」の教えの中で、あなたが理解し、受け入れることが最も難しい

部分はどこですか？ 

 

２．イエスに留まらずに「いのち」（充実感、満たし）を見出すために何をしていま

すか。 そうすることが快適だと感じることがあれば、説明してください。 

 

３．あなた自身の体験の中で、イエスはどの様にして「いのちのパン」（真のいのち

の源と満たし）であると感じましたか。 

 

４．今、完全に理解しできていない、神の活動の側面はありますか？ たとえ主の道を

理解していなくても、あなたは離れることなく主に忠実であり続けたいと思います

か。 


