
GOD WITH US  
Part 8: JESUS  

Message 20 – MASTER: Final Words to Disciples 

 John 13-16 

神は我らと共に 
パート８：イエス様 

第２０メッセージ－主君：弟子たちへの最後のことば 

ヨハネの福音書第１３－１６章 

 

 

はじめに 

 イエスが十字架にかけられる前に、１２人の弟子と共に過

ごされた最後の晩餐については、４つの福音書それぞれが記

録している。神がモーセとイスラエルの民のために、エジプ

トを破壊する天使を送って下さった夜、食事をするように命

じられた毎年恒例の過越祭の食事であった。 過越の子羊の血

がイスラエルの民の家の戸枠に塗られたので、破壊しに来る

天使はその家を過ぎ越した。 

 その夜わたしはエジプトの国を巡って、エジプトの国にお

る人と獣との、すべてのういごを打ち、またエジプトのすべ

ての神々に審判を行うであろう。わたしは主である。その血

はあなたがたのおる家々で、あなたがたのために、しるしと

なり、わたしはその血を見て、あなたがたの所を過ぎ越すで

あろう。わたしがエジプトの国を撃つ時、災が臨んで、あな

たがたを滅ぼすことはないであろう。 この日はあなたがたに

記念となり、あなたがたは主の祭としてこれを守り、代々、

永久の定めとしてこれを守らなければならない。 

（出エジプト記１２：１２－１４） 

（この神聖な夜についての詳しい説明は出エジプト記第１２、１３章参照） 洗礼

のヨハネは、その公的伝導の初めに、イエスを見た弟子たち

に、「見よ、世の罪を取り除く神の小羊。」（ヨハネ１：２９）と

宣言した。イエスが十字架につけられて復活されるまで、弟

子たちはこのイエスとの夜の晩餐の究極の意義を理解してい

なかった。 イエスご自身が神の過越祭の子羊であり、純粋で

汚れのない人であり、その血は人類を救うために流される。 

その神聖な夜は、弟子たちよりもはるかに多くの意味をイエ

スにもたらした。イエスは彼らに言われた、「わたしは苦し

みを受ける前に、あなたがたとこの過越の食事をしようと、

切に望んでいた。あなたがたに言って置くが、神の国で過越

が成就する時までは、わたしは二度と、この過越の食事をす 

ることはない」。（ルカ２２：１５，１６） 

 ４人の福音書作家それぞれが最後の晩餐について記してい

るが、ヨハネだけが、その晩にイエスが上階の部屋から始ま

り、グループがゲッセマネに向かって歩く間も続いた長い談

話を記録している。 この談話は、一般に「上階の部屋の談

話」と呼ばれるが（実際は上の部屋の集まりに留まらなかった。）、当時

も今も、多くの独特なテーマとイエスの従者にとって重要な

教訓である。 この先、彼らはイエスの肉体的存在なしに、そ

の使命を継続しなければならないので、そのための生きるべ

き方法を告げられる。 この部分では、主なテーマを順番に説

明しながら学んでいきましょう。 

 

仕えることによって互いに愛し合う：ヨハネ１３：１－１７ 

 

 イエスの弟子たちへの最後の晩餐の最中に、イエスが席を

立ち上がられ、たらいを水で満たし、弟子たちの足を洗い始

められた。おそらく、弟子たちの「彼らの中で最も偉大であ



るのは誰か」についての議論によって促されたものと思われ

る（参照：ルカ２２；２４－２７）。ほこりっぽい道を歩くときに汚れ

てしまう客の足を洗う作業は、通常、家事のしもべに任され

ていた。しかし、この密会の出来事の際、しもべがいなかっ

たので、イエスご自身がその役を引き受けられた。イエスは

彼らを愛しておられたたので、弟子ひとりひとりに仕えられ

た。ユダがイエスを裏切ることを知っておられた。ペテロと

ヤコブとヨハネは、園でイエスが祈る間、見守りイエスのた

めに祈るように命じられた中、眠ってしまうことを知ってお

られた。ペテロはイエスを３回否定することを知っておられ

た。そして、イエスが逮捕されるとき、他の９人は最終的に

恐怖のあまり、逃げてしまうことを知っておられた。それで

もイエスは彼らを愛しておられたので仕えられた！全員の足

を洗い終えられた後（イエスを止めようとしたペテロも含む）、その教訓

を説明された： 

 こうして彼らの足を洗ってから、上着をつけ、ふたたび席

にもどって、彼らに言われた、「わたしがあなたがたにした

ことがわかるか。あなたがたはわたしを教師、また主と呼ん

でいる。そう言うのは正しい。わたしはそのとおりである。 

しかし、主であり、また教師であるわたしが、あなたがたの

足を洗ったからには、あなたがたもまた、互に足を洗い合う

べきである。わたしがあなたがたにしたとおりに、あなたが

たもするように、わたしは手本を示したのだ。よくよくあな

たがたに言っておく。僕はその主人にまさるものではなく、

つかわされた者はつかわした者にまさるものではない。もし

これらのことがわかっていて、それを行うなら、あなたがた

はさいわいである。（ヨハネ１３：１２－１７） 

 イエスの無条件の愛と謙虚さは驚くべきものである。 今日

多くの人が目立ちたがるが、しもべの謙虚な役割を引き受け

たいと願う人は少ない。 神の王国の「頂点」への道は最下位

をとることであると繰り返し言われた。 「あなたがたの間で

かしらになりたいと思う者は、すべての人の僕とならねばな

らない。」（マルコ１０：４４）。 それが「偉大さに降りる」

ための原則である。あなたは今週誰のしもべになりますか？ 

いかに謙虚になり、「誰かの足を洗う」ことが出来ますか。 

 

イエス、裏切りを預言される：ヨハネ１３：１８－３２ 

 弟子たちのうちの一人がイエスを裏切るという事実につい

て話し始めたとき、目に見えて困られた様子であった（裏切り者

のユダを含め、全員にお仕えになられたことと対照的である）。 弟子たちは、

困惑した。 ペテロは、イエスの近くに傾いていたヨハネに、

裏切り者は誰であるかを尋ねた。 使徒ヨハネのみが、イエス

が次のように話されるのを聞き、裏切り者が誰であるか手が

かりをつかんだ。 

 イエスは答えられた、「わたしが一きれの食物をひたして

与える者が、それである」。そして、一きれの食物をひたし

てとり上げ、シモンの子イスカリオテのユダにお与えになっ

た。この一きれの食物を受けるやいなや、サタンがユダには

いった。そこでイエスは彼に言われた、「しようとしている

ことを、今すぐするがよい」。（ヨハネ１３：２６－２７） 

 イエスはユダの裏切りについて旧約聖書の詩篇から引用さ

れた。 「わたしの信頼した親しい友、わたしのパンを食べた

親しい友さえもわたしにそむいてくびす（かかと）をあげた。」

（詩篇４１：９）。 ユダは足を洗っていただいただけでなく

罪の赦しのために壊されるイエスの体を象徴する、イエスか

らのパンも受け取った。 ユダが部屋から走り出たとき、他の

弟子たちは、過越祭のための物資を買うために使いに送られ



たと思ったが、実際は、悪魔がイエスを裏切るためにユダの

中に入った（参照：ルカ２２：３－６）。 

 ユダが去った直後、ついに最高潮に達する父なる神と御子

イエスのご栄光についての完全な理解を示された。 

 

 さて、彼が出て行くと、イエスは言われた、「今や人の子

は栄光を受けた。神もまた彼によって栄光をお受けになっ

た。彼によって栄光をお受けになったのなら、神ご自身も彼

に栄光をお授けになるであろう。すぐにもお授けになるであ

ろう。 （ヨハネ１３：３１，３２） 

 三位一体（父と子と聖霊）だけがこのとき地上で起こり始めた

出来事を真に理解していた。 天国では、すべて鮮明であっ

た。 地上では、すべてが闇となり、悲惨で苦しみに満ちる。 

 

イエス、ペテロの否定を預言される：ヨハネ１３：３３－３８ 

 

 イエスは、弟子たちがついて行くことができない場所へと

「離れて行かれる」と直接的に話し始められた。 イエスに非

常に忠実であったペテロは、イエスから切り離されるという

この考えを好まなかった。 

 ペテロはイエスに言った、「主よ、なぜ、今あなたについ

て行くことができないのですか。あなたのためには、命も捨

てます」。イエスは答えられた、「わたしのために命を捨て

ると言うのか。よくよくあなたに言っておく。鶏が鳴く前

に、あなたはわたしを三度知らないと言うであろう」。  

（ヨハネ１３：３７，３８） 

 その預言は、ペテロにとって（そしてそれを聞いた他の人々にとって

も）壊滅的で混乱を招いたに違いない。 イエスは、弟子たちの

うちの１人が「イエスを裏切る」と預言されたばかりであっ

た。そして、ペテロは、イエスを知らないと３回否定すると

イエスに言われた。 イエスが何を言っておられたのか、そし

て、その夜に誰が何をするのかを理解することは、彼らにと

って困難なことであったに違いない。 ルカによる晩餐の話と

比較すると、サタンはその夜、イスカリオテのユダに宿った

だけでなく、目に見えないが暴力的な方法でペトロを攻撃

し、この強い男を敵の前に砕いた。 ルカの福音書は、ペテロ

のつまづきについて、イエスによる更なる詳細を加えてい

る。「サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願

って聞届けられました。しかし、わたしはあなたの信仰がな

くならないように、あなたのために祈りました・・・。」

（ルカ２２：３１，３２）。 

 霊的対立は、目に見えないが実在する。使徒ペテロは、記

した：「あなたの敵である悪魔が吠え炊ける獅子のように、

食いつくすべきものを探し求めながら、歩き回っていま

す。」（第一ペテロ５：８）これは、ペテロ自身の体験談に

よる教訓を語っていたのである！ペテロは自身の強さに対す

る誇りが「鎧（よろい）のねじれ」であることを知らなかった。

そのことがサタンに倒す隙を与えた。使徒パウロが「悪の日

に抵抗できるように、神の完全な鎧を身に付けなさい」と私

たちに言っているのはこのためである。エペソ人への手紙第

６章１０－１８節を熟考し、この戦いで身に着けなければな

らない鎧の要素のリストを作りましょう。そして、鎧の各部

分をどのように使っているか評価しましょう。「誇らしく」

「無敵」と感じておられる領域はないでしょうか？あなたの

人生の弱みや脆弱性はどこでしょうか？あなたは戦いのため

に、また自分自身を強化するために何が出来ますか？パウロ

は、この自信に対する警告をしてくれている：「だから、立



っていると思う者は、倒れないように気をつけるがよい。

（コリント第一１０：１２）。 

 

未来についての慰めの言葉：ヨハネ１４：１－３ 

 「あなたがたは、心を騒がせないがよい。神を信じ、また

わたしを信じなさい。わたしの父の家には、すまいがたくさ

んある。もしなかったならば、わたしはそう言っておいたで

あろう。あなたがたのために、場所を用意しに行くのだか

ら。そして、行って、場所の用意ができたならば、またき

て、あなたがたをわたしのところに迎えよう。わたしのおる

所にあなたがたもおらせるためである。（ヨハネ１４：１－３） 

 イエスとこの密接な従者たちに起ころうとしていることに

対する恐怖と不確実な雰囲気に包まれた。 そこで、イエスは

慰めと安心の言葉を与えらえた。 将来何が起ころうと、彼ら

の長期的な見通しは、すでに決定していた。彼らはいつか再

びイエスと共にその父の家に住むのである！ 

 部屋の準備が整った目的地に到着するとき、最高な気分に

なりませんか？ まるであなたの訪問だけのために用意されて

いるかの様に、見た目も香りも新鮮である。 イエスは、私た

ちの部屋を天国に準備して下さっている！ イエスの父の家に

私たちのための場所を準備して下さっている。 この約束は、

私たちに大きな慰めを与えてくれる。 あなたを困らせる原因

となっているものは何でも、あなたを愛し、あなたが永遠に

彼と共に住むための準備を整えて下さっているお方によって

慰めていただきましょう。 

 

 

イエスが父への道：ヨハネ１４：４－１４ 

 

 弟子たちは、イエスが離れて行かれることを知ったが、ど

こへ向かっておられるのかは理解していなかった。 それから

イエスは、さらなる重要な議論を引き起こす声明をされた： 

 わたしがどこへ行くのか、その道はあなたがたにわかって

いる」（ヨハネ１４：４）。 

 

 論理的なトマスは、代表して答えた： 

 トマスはイエスに言った、「主よ、どこへおいでになるの

か、わたしたちにはわかりません。どうしてその道がわかる

でしょう」。イエスは彼に言われた、「わたしは道であり、

真理であり、命である。だれでもわたしによらないでは、父

のみもとに行くことはできない。もしあなたがたがわたしを

知っていたならば、わたしの父をも知ったであろう。しか

し、今は父を知っており、またすでに父を見たのである」。

ピリポはイエスに言った、「主よ、わたしたちに父を示して

下さい。そうして下されば、わたしたちは満足します」。イ

エスは彼に言われた、「ピリポよ、こんなに長くあなたがた

と一緒にいるのに、わたしがわかっていないのか。わたしを

見た者は、父を見たのである。どうして、わたしたちに父を

示してほしいと、言うのか。（ヨハネ１４：５－９） 

 それがイエスによる６番目の「わたしはある」宣言であ

る。「だれでもわたしによらないでは、父のみもとに行くこ

とはできない。」（ヨハネ１４：６）。 聖書は、多神教（poly-

theism ）と様々な神への道（poly-Pathism  ）の考えについてはっ

きりと否定している。 イエスは唯一の神への唯一の道である

と言われた。 さらに、父の唯一の真の代表であると主張され

た。 「わたしを見た者は、父を見たのである。」（ヨハネ 



１４：９）。 弟子たちは、父なる神を理解するために、イエ

ス以外のものを探す必要はなかった（参照：へブル人１：３とヨハネ

１：１８）。  

 イエスの主張は明確で過激である。もし、イエスが神に届

く様々な道の内の１つの道がイエスであると言われたのな

ら、もしくは、世界には神の様々な表現があると言われたな

ら、世にイエスについて知らせることは急務ではない。しか

し、もしイエスが本当に父への唯一の道であるなら、私たち

はこの真理を私たちの世にもたらすことを強要される。使徒

の働きのはじめに、ユダヤ人の指導者たちの前に立って、使

徒ペテロは自分の言葉でヨハネ１４：６を大胆に言い直し

た：「この人による以外に救はない。わたしたちを救いうる

名は、これを別にしては、天下のだれにも与えられていない

からである」（使徒４：１２）。オークポイント教会の８つ

の弟子の特徴の１つは、「ＧＯ」である。真の弟子は、私た

ちが父との関係に戻るために、イエスが道を開いて下さった

という事実についてのよい行いと知らせをその人の影響する

世にもたらす。あなたのトップ３リストには誰がいますか？ 

 この人による以外に救はない。わたしたちを救いうる名

は、これを別にしては、天下のだれにも与えられていないか

らである」。 （使徒の働き４：１２） 

 

イエスは聖霊を約束されています：１４；１５－２９ 

 

 イエスは、ヨハネ１３－１６節で、聖書の他のどの箇所よ

りも、聖霊とその働きについて、より多く話された。 たとえ

イエスが離れて行かれても、聖霊は彼らの絶え間ない友であ

り、近い将来、彼らの内に住まわれることを約束された。 

 もしあなたがたがわたしを愛するならば、わたしのいまし

めを守るべきである。わたしは父にお願いしよう。そうすれ

ば、父は別に助け主を送って、いつまでもあなたがたと共に

おらせて下さるであろう。それは真理の御霊である。この世

はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受

けることができない。あなたがたはそれを知っている。なぜ

なら、それはあなたがたと共におり、またあなたがたのうち

にいるからである。 （ヨハネ１４：１５－１７） 

 ここで言う「別の助け主」という言葉は、ギリシャ語の

「Paraclete」という意味で、「共におられる助けになるために

呼ばれる」という意味である。聖霊は、やがて、彼らの傍ら

にいてくださるもう一人の助け主となられる。つまり、イエ

スが彼らの傍らの最初の助け主であられたということであ

る。 間もなく、聖霊は彼らの生活の中の助け人としてイエス

の代わりとして留まって下さる。 もっと重要なことに、聖霊

は、彼らの内に住んで下さるようになる。 

 わたしはあなたがたを捨てて孤児とはしない。あなたがた

のところに帰って来る（ヨハネ１４：１８） 

 イエスは彼に答えて言われた、「もしだれでもわたしを愛

するならば、わたしの言葉を守るであろう。そして、わたし

の父はその人を愛し、また、わたしたちはその人のところに

行って、その人と一緒に住むであろう。 （ヨハネ１４：２３） 

 その約束は、御霊が最初のクリスチャンに天から降りてき

たときに、ペンテコステの日に成就し始め、教会が誕生した

（使徒２章）。この約束は、今日も、人がイエスに心を開く度に

成就し続けている。人の内に住んで下さる御霊がその人に新

しい命と力を与え、イエスが望んでおられるように生きる力



を与えて下さる。内に住んで下さる御霊は、同時に父と子で

もあられる。 

 弟子たちの働きの中でも、御霊は「教え」、イエスの教え

の全てを「思い出させて」下さるでしょう（１４：：２５， 

２６）。第一に、聖霊が新約聖書の著者たちに聖書を記録する

ように導びかれたときの霊感の働きを指す。そして、第二

に、現代の聖書読者の人生の中で、神の真実を理解し、学ん

でいく過程において、導き適用して下さる働きを指す。私た

ちを神の言葉の真理へと導くための、霊の主要な働きの一つ

である。 

 

上階の部屋を出発する：ヨハネ１４：３０－３１ 

 イエスと弟子たちが上階の部屋を出て、ゲッセマネの園に

向かって歩く準備をしていたとき、イエスは悪魔サタンとの

接近する戦いについて触れられた： 

 わたしはもはや、あなたがたに、多くを語るまい。この世

の君が来るからである。だが、彼はわたしに対して、なんの

力もない。しかし、わたしが父を愛していることを世が知る

ように、わたしは父がお命じになったとおりのことを行うの

である。立て。さあ、ここから出かけて行こう。  

（ヨハネ１４：３０，３１） 

 イエスはご自分を十字架につけようとしているサタンの役

割を認められた。 しかし、全体像は、罪の赦しを通して世の

救いをもたらすという父の御心を成し遂げるために、サタン

は父によって用いられていた。 

 

 

つるの中に留まる：ヨハネ１５：１－１７ 

 ヨハネの福音書の中で、７つ目であり、最後の「わたしは

ある」の声明である。「わたしはまことのブドウの

木．．．」（ヨハネ１５：１）。 ゲッセマネの園へ行く途中

で、イエスとその弟子たちは、ぶどう園を通り抜けた可能性

が高い。 実を結ぶために、イエス様は立ち止まり、命を与え

る源との繋がりを保つことについての重要な教訓を語られ

た。 

 わたしはまことのぶどうの木、わたしの父は農夫である。 

わたしにつながっている枝で実を結ばないものは、父がすべ

てこれをとりのぞき、実を結ぶものは、もっと豊かに実らせ

るために、手入れしてこれをきれいになさるのである。 

（ヨハネ１５：１，２） 

 イエスはここで、信者が「救いを失い得る」と教えておら

れるのではない。神の国のための「実を結ぶ」ことにおける

信者の有用性について教えておられた。対照的に、信者が実

を結んでいる場合、父は私たちがさらに実を結ぶことが出来

るように剪定することを約束しておられる。剪定が行われる

ことによって実の質が上がり、結果「実を結ぶ枝」になると

いうことである。 

 わたしにつながっていなさい。そうすれば、わたしはあな

たがたとつながっていよう。枝がぶどうの木につながってい

なければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あ

なたがたもわたしにつながっていなければ実を結ぶことがで

きない。わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。

もし人がわたしにつながっており、またわたしがその人とつ

ながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。わた

しから離れては、あなたがたは何一つできないからである。



人がわたしにつながっていないならば、枝のように外に投げ

すてられて枯れる。人々はそれをかき集め、火に投げ入れ

て、焼いてしまうのである。あなたがたがわたしにつながっ

ており、わたしの言葉があなたがたにとどまっているなら

ば、なんでも望むものを求めるがよい。そうすれば、与えら

れるであろう。あなたがたが実を豊かに結び、そしてわたし

の弟子となるならば、それによって、わたしの父は栄光をお

受けになるであろう。 （ヨハネ１５：４－８） 

 生命の樹液が流れ込まない枝は、枯れて死んでしまう。同

様に、信者として、ぶどうの木につながり続けること以外に

命はない。 実を結ぶためには、私たちのいのちの源であるイ

エスと繋がっていなければならない（私たち自身の生活の中で実を結ぶ

果実と、そして他人の生活の中で私たちを通して結ぶ神の働きの果実）。 「イエ

スの内に留まる」とは、文字通り「イエスのうちに住む」こ

とを意味する。 どうすればイエス様と繋がり続けることが出

来るのでしょうか？ イエスと共に時間を過ごすことによって

親密に知る必要がある。 罪を告白し、イエスの御前に心を清

く保たなければならない。 み言を読み、祈り、 日々御霊の命

を刻々と吸い込む必要がある。 「キリストに留まる」と「聖

霊の内に歩む」は同義語である。御霊と歩調を合わせることに

ついて、ガラテヤ５：１６－２５、エペソ５：１５－２０、

コロサイ人３：１５－１７を参照しましょう。 

 

世の反対派と御霊の支え：１５：１８－１６：１５ 

 

 弟子たちは、イエスとの関わりのために、将来多くの反対

（憎悪者さえも）を経験する。 それがイエスの弟子たちとの最後

の談話の大きなテーマである。 

 もしこの世があなたがたを憎むならば、あなたがたよりも

先にわたしを憎んだことを、知っておくがよい。もしあなた

がたがこの世から出たものであったなら、この世は、あなた

がたを自分のものとして愛したであろう。しかし、あなたが

たはこの世のものではない。かえって、わたしがあなたがた

をこの世から選び出したのである。だから、この世はあなた

がたを憎むのである。（ヨハネ１５：１８，１９） 

 しかし、御霊は彼らが救世主イエスへの信仰について証言

するとき彼らと共にいて下さる。 

 わたしが父のみもとからあなたがたにつかわそうとしてい

る助け主、すなわち、父のみもとから来る真理の御霊が下る

時、それはわたしについてあかしをするであろう。 あなたが

たも、初めからわたしと一緒にいたのであるから、あかしを

するのである。 （ヨハネ１５：２６，２７） 

 御霊が弟子たちと共に証をして下さるというこの考えは、

イエスが将来イエスに仕えることについて語られた初期の教

えの中でも話された： 

 

 彼らがあなたがたを引き渡したとき、何をどう言おうかと

心配しないがよい。言うべきことは、その時に授けられるか

らである。 語る者は、あなたがたではなく、あなたがたの中

にあって語る父の霊である（マタイ１０：１９、２０）。 

 

 将来の迫害のテーマは１５章から１６章まで続く。 （この部分

は、後の編集者によって加えられた意味のない章分割の例である。新約聖書の最初の

ギリシャ語原稿には章も詩も存在しない。） 

 わたしがあなたがたにこれらのことを言ったのは、彼らの

時がきた場合、わたしが彼らについて言ったことを、思い起

させるためである。（ヨハネ１６：４） 



  イエスは、彼らを驚かせないために、 前もって彼らを整

えられた。 とりわけ、彼らのメッセージの真実に関し、世に

有罪判決を下し、一緒に働いていて下さる： 

 それがきたら、罪と義とさばきとについて、世の人の目を

開くであろう。罪についてと言ったのは、彼らがわたしを信

じないからである。義についてと言ったのは、わたしが父の

みもとに行き、あなたがたは、もはやわたしを見なくなるか

らである。さばきについてと言ったのは、この世の君がさば

かれるからである。 （ヨハネ１６：８－１１） 

 再びイエスは、御霊は主にイエスの言を弟子たちに思い出

させることと、それらを新しい真理に導くこと（それは聖書の霊感

の過程で使徒たちを通して明らかにされる）に関わることを強調された。 

 わたしには、あなたがたに言うべきことがまだ多くある

が、あなたがたは今はそれに堪えられない。けれども真理の

御霊が来る時には、あなたがたをあらゆる真理に導いてくれ

るであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くとこ

ろを語り、きたるべき事をあなたがたに知らせるであろう。 

御霊はわたしに栄光を得させるであろう。わたしのものを受

けて、それをあなたがたに知らせるからである。父がお持ち

になっているものはみな、わたしのものである。御霊はわた

しのものを受けて、それをあなたがたに知らせるのだと、わ

たしが言ったのは、そのためである。（ヨハネ１６：１２－１５） 

 

彼らの悲しみは喜びに変わるでしょう：１６：１６－２２ 

 イエスの話が終わりに近づく頃、「離れていく」という事

実について再び話され、彼らは混乱した： 

  

 しばらくすれば、あなたがたはもうわたしを見なくなる。

しかし、またしばらくすれば、わたしに会えるであろう」。 

そこで、弟子たちのうちのある者は互に言い合った、「『し

ばらくすれば、わたしを見なくなる。またしばらくすれば、

わたしに会えるであろう』と言われ、『わたしの父のところ

に行く』と言われたのは、いったい、どういうことなのであ

ろう」。彼らはまた言った、「『しばらくすれば』と言われ

るのは、どういうことか。わたしたちには、その言葉の意味

がわからない」。（ヨハネ１６：１６－１８） 

 イエスは弟子たちの悲しみと混乱を感じられたので、彼ら

の悲しみは間もなく喜びに置き換えられると彼らに言われた

（イエスの復活と彼らの前に現れられた後）： 

  よくよくあなたがたに言っておく。あなたがたは泣き悲し

むが、この世は喜ぶであろう。あなたがたは憂えているが、

その憂いは喜びに変るであろう。女が子を産む場合には、そ

の時がきたというので、不安を感じる。しかし、子を産んで

しまえば、もはやその苦しみをおぼえてはいない。ひとりの

人がこの世に生れた、という喜びがあるためである。このよ

うに、あなたがたにも今は不安がある。しかし、わたしは再

びあなたがたと会うであろう。そして、あなたがたの心は喜

びに満たされるであろう。その喜びをあなたがたから取り去

る者はいない。（ヨハネ１６：２０－２２） 

 

彼らと父との関係は変わるでしょう：ヨハネ１６：２３－２８ 

 

 イエスは、弟子たちと父親との関係が変わりつつあること

を強調された。 イエスは、彼らが天の御父とより個人的で直

接的な関係を持つことが出来るようになるために何かをやろ

うとしておられた。 



  その日には、あなたがたがわたしに問うことは、何もない

であろう。よくよくあなたがたに言っておく。あなたがたが

父に求めるものはなんでも、わたしの名によって下さるであ

ろう。今までは、あなたがたはわたしの名によって求めたこ

とはなかった。求めなさい、そうすれば、与えられるであろ

う。そして、あなたがたの喜びが満ちあふれるであろう。 わ

たしはこれらのことを比喩で話したが、もはや比喩では話さ

ないで、あからさまに、父のことをあなたがたに話してきか

せる時が来るであろう。その日には、あなたがたは、わたし

の名によって求めるであろう。わたしは、あなたがたのため

に父に願ってあげようとは言うまい。父ご自身があなたがた

を愛しておいでになるからである。それは、あなたがたがわ

たしを愛したため、また、わたしが神のみもとからきたこと

を信じたためである。わたしは父から出てこの世にきたが、

またこの世を去って、父のみもとに行くのである」。  

（ヨハネ１６：２３－２８） 

 私たちが「イエスのお名前によって」父なる神に祈る理由

がこの箇所である。イエスが父なる神のご臨在の御前への扉

を開いて下さったので、私たちはイエスの名によって祈るの

です。 ヘブライ人への手紙は、イエスを天から送られてきた

大祭司として描いている。 イエスの犠牲的な死のために、父

と私たちの間にあった霊的なベールは引き裂かれた。 今、私

たちはいつでも（イエスの名によって）、父なる神が宿る天の聖なる

聖なる所に入ることが可能である。 

 

弟子たちが散らばる時が来ました：１６：２９－３３ 

 

 イエスの最後の言葉は、まさに起きようとしていた弟子た

ちの散乱について語ったものである。 弟子たちはバラバラに

なってしまう。 しかし、この恐ろしい混乱の最中であって

も、神の超自然的平和が勝つと約束された： 

 見よ、あなたがたは散らされて、それぞれ自分の家に帰

り、わたしをひとりだけ残す時が来るであろう。いや、すで

にきている。しかし、わたしはひとりでいるのではない。父

がわたしと一緒におられるのである。これらのことをあなた

がたに話したのは、わたしにあって平安を得るためである。

あなたがたは、この世ではなやみがある。しかし、勇気を出

しなさい。わたしはすでに世に勝っている」。  

（ヨハネ１６：３２，３３） 

 イエスの最後の教えの後間もなく、役人たち（裏切る者ユダは一

隊の兵士と、祭司長、パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、剣と棒と

を持って）イエスを逮捕するために近づいてきた。イエスは人類

の罪のために死ぬために一人で十字架に向かわれたとき、人

類の連れなしに、ただ一人きり残された。 それでも、イエス

の父はその困難な旅路の真っただ中で共におられた。 

 

ディスカッションの質問 

 

１．あなたにとって、イエスと弟子たちとの最後の談話から学んだ

最も重要な教訓は何ですか？ 

 

２．３年間、毎日イエスと共に過ごした後、イエスがあなたから離

れていかれると言われたらどう思いますか。 弟子たちが主の言葉に

どのような慰めを見いだしたと思いますか？ 

 

３．ぶどうの木と枝についての教えから、あなたが得られた教訓は

何ですか？ 

 

４．あなたはこの談話から御霊について何を学びましたか。 


