
GOD WITH US 
 Part 8: JESUS  

Message 22 – HIGH PRIEST: A Final Prayer  
John 17 

神は我らと共に 
パート８：イエス様 

第２２メッセージ－大祭司：最後の祈り 

ヨハネの福音書第１７章 

はじめに 

 イエスが弟子たちと共に上階の部屋を出られ（ヨハネ１４： 

３１）、ゲッセマネの園に到着される前に（ヨハネ１８：１）、祈り

を終えられた。この祈りは、ヨハネ第１７章にしか記録され

ていない。父なる神との関係を仲介し、司祭としてのとりな

しの様な祈りであるので、イエスの「大祭司の祈り」と呼ば

れている。イエス自身と弟子たち、そしてすべての将来の信

者のために執成してくださった。弟子たちが父に祈るための

模範として、イエスがお与えになった祈りであるので、「主

の祈り」（マタイの福音書６：９－１３節）として知られているが、正

確には弟子の祈りと呼ぶべきであると指摘する人もいるがヨ

ハネ第１７章では、実際にイエスが父に捧げた祈りであるの

で「主の祈り」と呼んでいる。人々の祈りを聞くとき、その

人にとって本当に重要なことが何であるかが解かる。それな

らなおさら、イエスが御父に捧げる祈りに聞き入ることはと

ても魅力的で有益なことである。 

 

イエス、ご自身のために祈られり：ヨハネ１７：１－５ 

 これらのことを語り終えると、イエスは天を見あげて言わ

れた、「父よ、時がきました。あなたの子があなたの栄光を

あらわすように、子の栄光をあらわして下さい。あなたは、

子に賜わったすべての者に、永遠の命を授けさせるため、万

民を支配する権威を子にお与えになったのですから。永遠の

命とは、唯一の、まことの神でいますあなたと、また、あな

たがつかわされたイエス・キリストとを知ることでありま

す。わたしは、わたしにさせるためにお授けになったわざを

なし遂げて、地上であなたの栄光をあらわしました。父よ、

世が造られる前に、わたしがみそばで持っていた栄光で、今

み前にわたしを輝かせて下さい。 （ヨハネ１７：１－５） 

 イエスは「時が来た」ことを認められた。イエスの人生の

出来事、特にその死と復活（受難）の神聖な時間割についての

考えは、頻繁にヨハネの福音書に触れられている（参照：ヨハネ

７：６，８、３０、８：２０、 １２：２３、１３：１，３１、マルコ１４：３５， 

４１） イエスの実の兄弟たちや弟子たちでさえも、時に、父の

ご計画とは異なる速度で、あるいは異なる方向へと動くよう

促した。 しかし、神の時間割は急ぐことも遅らせることも出

来なかった。 すべてが父の御心に従って正確に進む。 イエス

は次のように言われた、「父なる神は、イエス（子なる神、御子）

が永遠の命を与え、万民を支配する権威をお与えになった

…」ここは 重要である。 ヨハネの初期にも、イエスはこれと

同じ権威を与えられたと主張された： 

 よくよくあなたがたに言っておく。わたしの言葉を聞い

て、わたしをつかわされたかたを信じる者は、永遠の命を受

け、またさばかれることがなく、死から命に移っているので

ある。よくよくあなたがたに言っておく。死んだ人たちが、

神の子の声を聞く時が来る。今すでにきている。そして聞く

人は生きるであろう。それは、父がご自分のうちに生命をお

持ちになっていると同様に、子にもまた、自分のうちに生命

を持つことをお許しになったからである。そして子は人の子

であるから、子にさばきを行う権威をお与えになった。 

（ヨハネ５：２４－２７） 



（参照：預言者ダニエルは、すべての人類に対して、父からの権威を与えられるであ

ろう神「人の子」を見た（ダニエル７：１３，１４）。また、イエスの権威について

の弟子たちへの最後の言葉に注意しましょう－（ マタイ２８：１８）。 

 

 イエスは冒頭で「永遠の命」について二度言及され、永遠

の命とは何かを定義された。 。 。「唯一の真の神、そしてあ

なたがおつかわしになられたイエス・キリストを知っている

こと。」永遠の命は、ただ永遠に続く命ではなく、むしろ、

永遠に神と真の関係にあるいのちである。永遠の命はヨハネ

の福音書の主要なテーマである。ヨハネは、永遠の命は神と

のつながりから生まれるいのちの質であり、永遠に続くいの

ちの質であることを明らかにしている。福音書作家のヨハネ

は、第一の手紙の中で、永遠のいのちのテーマを強調した： 

そのあかしとは、神が永遠のいのちをわたしたちに賜わり、

かつ、そのいのちが御子のうちにあるということである。御

子を持つ者はいのちを持ち、神の御子を持たない者はいのち

を持っていない。 これらのことをあなたがたに書きおくった

のは、神の子の御名を信じるあなたがたに、永遠のいのちを

持っていることを、悟らせるためである。 

（第一ヨハネ５：１１－１３） 

 上記の聖書箇所は、私の人生において革命的であった。私

たちには永遠の命があることを知り得ることをはっきりとが

述べられているからである。 私たちが永遠の命を持つことを

「願い」、「思い」、「期待する」ことを望んでおらるので

はなく、 神は、永遠の命があることを知るという完全な保証

を与えたいと願っておられる。 永遠の命がある保証は、それ

らの節にある。 あなたの救い主として、イエスを受け入れた

なら、永遠の命を持つのです！ あなたがイエスを救い主とし

て受け入れていないならば、永遠の命を持たない。 第一ヨハ

ネ５：１１－１３を初めて学んで以来、永遠の命があるとい

う絶対的な確信を得た。 

 イエス自身のための祈りの焦点は、「栄光」と「栄光を表

す」という言葉にある（これらの最初の５つの聖句の中で５回繰り返されて

いる）。イエスは即座と未来の２つの考えあるようである。 

 

１）即時：イエスの死と復活が父に栄光をもたらすであろう

こと（イエスが以前の働きに関して言ったように：わたしは、わたしにさせるため

にお授けになったわざをなし遂げて、地上であなたの栄光をあらわしました私はあな

たに私に与えた仕事を終えることによってあなたに栄光をもたらした。（ヨハネ 

１７：４））。イエスは、父がお与えになった最も重要な働きを

成し遂げることによって、父に栄光をもたらすでしょう － 彼

の命を世の罪の犠牲として提供する。この世で父の働きを行

うことによって、イエスは全範囲の神の特質（特に神の愛 - ヨハネ

３：１６）を世に示すことによって父に栄光をもたらした。  

２）未来：この祈りには、イエスが父の御元に戻られるとき

に、個人的な永遠の栄光の回復を期待しているという意味が

ある。 「父よ、世が造られる前に、わたしがみそばで持って

いた栄光で、今み前にわたしを輝かせて下さい。」（ヨハネ１：

５）。この祈りの終わりに、イエスは弟子たちが彼の天の栄光

を見ることを許されるよう祈られる（ヨハネ１７：２４）。ヨハネ

の福音書第１３章１節で、イエスが自分の父に戻る（すなわち、

天の栄光に戻る）時が近づいていることをイエスは知っておられた

ことにも注意しましょう。初めにイエスは父と共におられた

（ヨハネ１：１）。そして、イエスは父の御傍に戻られ、天の栄光

のうちのあるべき場所に戻ることを望んでおられる。 

 

 ピリピ人への手紙第２章１－１１節は、私たちに仕え、私

たちの罪のために死んで下さるために、この世に来られた、

御子でああられる神ご自身による自己排出について述べてい

る。この自己排出とは、イエスが神の属性を脇に置いたこと、

または神であることをやめたことを意味するものではなかっ

た。むしろ、自己を排出すには、イエスの属性の栄光と地上



でのイエスの時間の天のご栄光を表示される権利を脇に置く

ことにあった。簡単に言うと、イエスはその「ご栄光」を脇

に置いてこられ、そのご栄光が回復する時を期待しておられ

た。 

 宝石店では、常に高輝度の光の下に輝く美しい石を展示し

ている。 宝石の完全な「栄光」を見せるために、特別な照明

を用いている。 イエスのいのちが父に栄光をもたらすように

と祈ったとき、「父よ、民があなたの完全な美しさを見るこ

とが出来るために、あなたのご性質の御光をわたしの生涯の

出来事を通して輝かせて下さい。」と言っておられた。使徒

パウロは、将来を思い、似た様な祈りをささげた：「・・・

生きるにも死ぬにも、わたしの身によってキリストがあがめ

られることである（ピリピ人への手紙第１章２０節）。 私た

ちも同じ様な祈りを捧げることが可能である： 私の人生にあ

なたを展示していただきたい。何が起ころうと、人々があな

たの美しさとご栄光を私の内に、また、私を通して見ること

が出来ますように。」 

 

イエス、弟子たちのために祈られる：ヨハネ１７：６－１９ 

 ご自身のために祈られた後、最愛の弟子たちのために祈ら

れた。 第一に、イエスは弟子たちを肯定し、彼らがイエスの

言葉を受け入れ、従ったことを父に告げられた。 

 わたしは、あなたが世から選んでわたしに賜わった人々

に、み名をあらわしました。彼らはあなたのものでありまし

たが、わたしに下さいました。そして、彼らはあなたの言葉

を守りました。いま彼らは、わたしに賜わったものはすべ

て、あなたから出たものであることを知りました。なぜな

ら、わたしはあなたからいただいた言葉を彼らに与え、そし

て彼らはそれを受け、わたしがあなたから出たものであるこ

とをほんとうに知り、また、あなたがわたしをつかわされた

ことを信じるに至ったからです。（ヨハネ１７：６－８） 

 弟子たちがイエスのみ言を受け入れ、信じ、従ったという

事実は、非常に重要であった。 イエスが彼らに父を啓示する

ために、この世に来られた理由がまさそのためであった。（参

照：ヨハネ１：１４，１８）。 間もなく弟子たちは、世への神のみ言

の伝達者になろうとしていた。したがって、イエスは彼らの

使命の中で、彼らの保護と有効性のために祈られたと同時に

彼らが受け入れたことについて称賛しておられた。 

 第二に、イエスは弟子たちから離れて、彼らを「敵の領土

に」置いていかれようとしておられたので、弟子たちのため

に祈っておられた。 

 わたしは彼らのためにお願いします。わたしがお願いする

のは、この世のためにではなく、あなたがわたしに賜わった

者たちのためです。彼らはあなたのものなのです。わたしの

ものは皆あなたのもの、あなたのものはわたしのものです。

そして、わたしは彼らによって栄光を受けました。わたしは

もうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残ってお

り、わたしはみもとに参ります。聖なる父よ、わたしに賜わ

った御名によって彼らを守って下さい。それはわたしたちが

一つであるように、彼らも一つになるためであります。わた

しが彼らと一緒にいた間は、あなたからいただいた御名によ

って彼らを守り、また保護してまいりました。彼らのうち、

だれも滅びず、ただ滅びの子だけが滅びました。それは聖書

が成就するためでした。今わたしはみもとに参ります。そし

て世にいる間にこれらのことを語るのは、わたしの喜びが彼

らのうちに満ちあふれるためであります。わたしは彼らに御

言を与えましたが、世は彼らを憎みました。わたしが世のも



のでないように、彼らも世のものではないからです。わたし

がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、彼

らを悪しき者から守って下さることであります。わたしが世

のものでないように、彼らも世のものではありません。真理

によって彼らを聖別して下さい。あなたの御言は真理であり

ます。あなたがわたしを世につかわされたように、わたしも

彼らを世につかわしました。また彼らが真理によって聖別さ

れるように、彼らのためわたし自身を聖別いたします。 

（ヨハネ１７：９－１９） 

－イエスは弟子たちの保護のために祈られる（１７：１１，

１２，１５）。イエスの任務を遂行するために弟子たちは敵

の領土に残されようとしておられる。イエスは、弟子たちを

世から連れ出していただくように父に頼まれたのではなく、

むしろ、彼らが世に留まる際、邪悪な者たちから守っていた

だく様に祈られる。イエスはサタンが「この世の王子」であ

ることを認め定期的に触れておられる。ですからイエスは弟

子たちの保護を祈られた。 （裏切り者のユダ・イスカリオテは、イエスを
十字架につけるためのサタンの道具となった（参照：６：７０、７１）。ユダは真の

信者ではなかった。むしろ、信者の振りをしており、後に偽信者であることが発覚し

た。イエスは、真の子供たちを「保ち」、「守られる」が、ユダはそのうちの一人で

はなかった。） 

 

- イエスは弟子たちの内に主の完全な喜びを持ように祈られる

（ヨハネ１７：１３）。 「喜び」は「幸福」とは異なる。幸

福は状況的なものであるが、喜びは状況とは無関係に、神と

の交わりの中で生き、神の御心を行うことから来る大きな喜

びである。イエスは、弟子たちが（たとえ、敵の領土におかれ、困難な

状況にあっても、）彼らの生活の中心に神をおき続け、神の御心に

生き、神から来る深い喜びを保ち続けることが出来るように

祈られた（ブドウの木に留まるなら、多くの実を結ぶ – ヨハネ第１５章）。 

- イエスは弟子たちが真実によって聖化されるよう祈られた

（１７：１６－１９）  

 

 「聖化する」という言葉は、「聖なるものと聖別される」

ことを意味する   。より単純には「浄化する」ことを意味す

る。例えば、寺院の「聖なる」容器は、純粋であるために水

で「聖化」または「浄化」した。弟子たちは、罪、誘惑、悪

に満ちた世界で、神の聖なる器となる。この様に、イエスは

彼らが自分の言葉を世に伝えるための有用な器として聖別さ

れる（清められる）ことを祈った。しかし、彼らの聖別するため

の道具に注意しましょう：真理によって彼らを聖別して下さ

い。あなたの御言は真理であります（１７節）。 

 サタンは「偽りの父」である（ヨハネ８：４４）。 私を敗北させ

るその戦略は、嘘を信じる様しむけることである：「私は望

まれていない、価値がない、または愛されていない」。「神

は善良な神でない、神は無関心である、神は信頼に値しな

い。」 。「人に感謝されていない。人に必要とされていな

い。人は私に敵対者である。」この様に、神の真理によって

邪悪な者の計画や偽りに対して聖化し強化していただくこと

を可能にするために、かなりの量の充実した時間を費やすこ

とが重要である。神のみ言に時間を費やしておられるでしょ

うか。  神の真理によってあなたは聖別される（清められる）よう

に、イエス様はあなたのために祈ってくださった。 

イエス、将来の信者のために祈られる： 

ヨハネ１７：２０－２３ 

  

 側近の弟子たちのために祈られた後、イエスは（あなたと私を含

む）すべての将来の信者たちのために祈られた。 



 わたしは彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて

わたしを信じている人々のためにも、お願いいたします。 父

よ、それは、あなたがわたしのうちにおられ、わたしがあな

たのうちにいるように、みんなの者が一つとなるためであり

ます。すなわち、彼らをもわたしたちのうちにおらせるため

であり、それによって、あなたがわたしをおつかわしになっ

たことを、世が信じるようになるためであります。わたし

は、あなたからいただいた栄光を彼らにも与えました。それ

は、わたしたちが一つであるように、彼らも一つになるため

であります。わたしが彼らにおり、あなたがわたしにいます

のは、彼らが完全に一つとなるためであり、また、あなたが

わたしをつかわし、わたしを愛されたように、彼らをお愛し

になったことを、世が知るためであります。 

（ヨハネ１７：２０－２３） 

 未来の信者の団結のために、イエスは祈りを捧げられた。

父が御子を世に送って下さったことを世が信じるために祈ら

れた。 イエスは教会の証人と教会の一致との間に本質的なつ

ながりを作られた。 クリスチャンが分裂しているなら、世界

は、神を頭とする本質的な団結の明確な現れを見ることが出

来ない（父、子、そして霊の間）。 一方、クリスチャンが団結する

なら、世はクリスチャンコミュニティと互いへの愛を通して

ユニークで神聖な力を見るでしょう。 イエスがその夜に言わ

れたことを思い出しましょう。「互に愛し合うならば、それ

によって、あなたがたがわたしの弟子であることを、すべて

の者が認めるであろう」。（ヨハネ１３：３５） 

 その夜、弟子たちでさえ、彼らのうちの誰が最も偉大であ

るかについて、彼らが主張し合うことによって分裂した。私

たちが自分自身を最優先にしようとするとき、不和が起こる。 

あるいは、私たちが意見を持ち、他人の意見を尊重し損ねる

とき。 あるいは、本人のいないところで陰口を言う時。 ある

いは、人を許さないとき。 あるいは、私たちが自分の死角を

認めないとき等。 エペソ人への手紙第４章３－５節でパウロ

は「イエスの従者として霊の一致を保つためにあらゆる努力

を尽くすように」と忠告した。 人生の重要な関係（結婚、兄弟、

友人、同僚）の中で団結を保護し促進するために、あなたに何が

出来ますか？ 団結を促すための道具（祈りと行動の両方を通して）に

なることが出来ますか？ 

 

イエス、弟子たちのためにもう再度祈られる： 

ヨハネ１７：２４－２６ 

 

 祈りを閉じられる前に、イエスは再び最愛の弟子たちに焦

点を当てられた。 

 父よ、あなたがわたしに賜わった人々が、わたしのいる所

に一緒にいるようにして下さい。天地が造られる前からわた

しを愛して下さって、わたしに賜わった栄光を、彼らに見さ

せて下さい。正しい父よ、この世はあなたを知っていませ

ん。しかし、わたしはあなたを知り、また彼らも、あなたが

わたしをおつかわしになったことを知っています。そしてわ

たしは彼らに御名を知らせました。またこれからも知らせま

しょう。それは、あなたがわたしを愛して下さったその愛が

彼らのうちにあり、またわたしも彼らのうちにおるためであ

ります」。 （ヨハネ１７：２４－２６） 

 イエスは、弟子たちが、イエスを世に知らせる使命におい

て効果的であることを願われた。 最終的に、弟子たちがイエ

スの栄光の中で共にあることを願われた。 私たちの存在と行

いは両方ともイエスにとって重要である。 しかし、イエスに

とって最も重要であることは、私たちの存在が主との関係に

あることである。 



 イエスがどれ程あなたを愛しておられ、あなたと共にいた

いと願っておられるかを忘れることはありますか。関係の親

密さへの欲求は、三位一体の神性の一部です。 神は、私たち

をご自身のために創造された。 それこそが、イエス様と共に

過ごすために日々少し時間を費やすことが重要である理由で

ある。 私が御前に現れる瞬間を椅子に座って心待ちにして下

さっているイエス様を思うことが好きである。 イエス様の御

言を開いて耳を傾け、心の内を語り、主の霊の促しに耳を傾

ける時、主と交わりを持っている。 イエスは、私との交わり

のこの時を楽しみにして下さっている。 。 。 そして私はそれ

によって更新され回復される。 あなたはイエス様とどんな時

を過ごしておられるでしょうか？ あなたとの時間はイエス様

にとって重要な時間である！ 

 

 

ディスカッションの質問 

 

１．イエス様の祈りのどの側面が最も際立ちましたか。 説明

してください？ 

 

２．イエス様が弟子たちのために祈られた事柄を見直しまし

ょう：保護、喜び、清め（１７：９－１９）、イエスのご臨在の御

内にあるために（１７：２４－２６）。 なぜどれもイエス様にとっ

て重要なのでしょうか。 あなたにとっても重要ですか？ 

 

３．信者の団結は、イエスの祈りの主要部分です。 キリスト

のからだの中の団結か分裂のどちらかの影響をみられたこと

がありますか？ 

 

４．イエスの祈りは、あなたの心に愛する人たちのために祈

るという自身の願いをどのように形作りましたか。 

 

 

 


