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神は我らと共に 

パート８：イエス様  
第四メッセージ – 洗礼を受けられ、誘惑を受けられた 

 

はじめに 

 イエス様の公的伝導の前に、救い主の道を整えるために、

神によって召されたバプテスマ（洗礼）のヨハネの働きがあっ

た。ヨハネは、ユダヤの荒野に出て、神の王国の到来に関す

る預言的メッセージを語り、彼のメッセージを聞くために大

勢の人々が集まった。イエス様が到着されたとき、ヨハネ

は、群衆とその弟子たちに、待望の救い主であられる、イエ

ス様に従うよう指示した。 その直後ヨハネは、ヘロデ・アン

ティパスによって投獄され、公衆の視界から姿を消したが、 

イエス様の人気とその従者は急速に成長した。 ヨハネは次の

ように言った：「彼は必ず栄え、わたしは衰える。」（ヨハ

ネ３：３０）。 

 

 

イエスの洗礼 

 

 イエス様は、人々が洗礼を受けるのと同じ理由で、洗礼を

受ける必要はなかった。多くの人々は、救い主であられ、救

世主の到着に備えるために、罪を告白し悔い改めた。水に浸

ることは、自分の罪が「洗い流された」という象徴的なやり

方であった。イエス様は、救いに来られたコミュニティに、

ご自分を識別されるために洗礼を受けられた。彼は、十字架

の上で、すべて彼らの罪を負われることになる。この様に、

水に浸ることは、人の罪を水で洗い清め、聖いイエス様に背

負っていただく様を描いたものである。 

 

 

１．バプテスマ（洗礼）のヨハネによる洗礼の開始：マタイ３：

１６、ルカ３：１－６ 

 

 ヨルダン川のほとりのエルサレムの東にある、ユダヤの荒

野に、ヨハネが現れた。彼は老人の預言者エリヤの様な外見

で、振る舞った。多くの人々は、彼が死者の中から蘇ったエリ

ヤだと思った。彼はすぐに神の王国の到来を準備するために

人々に「悔い改め」（行動の変化へと繋がる心の変化）を呼びかけ始め

た。ヨルダン川では、大勢の人々が洗礼を受けてた。彼の宣

教は、イザヤ４０章の成就であった。 

 

 呼ばわる者の声がする、「荒野に主の道を備え、さばく

に、われわれの神のために、大路をまっすぐにせよ。もろも

ろの谷は高くせられ、もろもろの山と丘とは低くせられ、高

底のある地は平らになり、険しい所は平地となる。こうして

主の栄光があらわれ、人は皆ともにこれを見る。これは主の

口が語られたのである」。（イザヤ書４０：３－５） 

 

 

２．エルサレムの指導者たち、ヨハネに質問する：ヨハネ１： 

１９－２８ 

 

 一般の人々がバプテスマのヨハネの周りに集まったとき、

ユダヤ人の指導者たち（パリサイ人、サドカイ人、書記官、司祭）は、そ

れを好まなかった。 彼らは、ヨハネの身元と使命について尋



問するために出かけた。 ヨハネは、イザヤが「荒野に主の道

を備え、さばくに、われわれの神のために、大路をまっすぐ

にせよ。」（イザヤ４０：３）と預言した声であると彼らに

語った。 また、その後、彼よりも、偉大な方が到着されよう

としていると語った： 

 ヨハネは彼らに答えて言った、「わたしは水でバプテスマ

を授けるが、あなたがたの知らないかたが、あなたがたの中

に立っておられる。それがわたしのあとにおいでになる方で

あって、わたしはその人のくつのひもを解く値うちもな

い」。（第一ヨハネ：２６，２７） 

 

３．ヨハネ、指導者たちを責める：マタイ３：７－１０、ルカ３：７－

９ 

 

 ヨハネは、宗教指導者たちが、彼らの力を維持しようとし

ていることを知っていた。 彼らは群衆の中に混ざって、「悔

い改める」ふりをしていたので、ヨハネは彼らの誤った動機

を指摘した。 

 ヨハネは、パリサイ人やサドカイ人が大ぜいバプテスマを

受けようとしてきたのを見て、彼らに言った、「まむしの子

らよ、迫ってきている神の怒りから、おまえたちはのがれら

れると、だれが教えたのか。だから、悔改めにふさわしい実

を結べ。自分たちの父にはアブラハムがあるなどと、心の中

で思ってもみるな。おまえたちに言っておく、神はこれらの

石ころからでも、アブラハムの子を起すことができるのだ。 

斧がすでに木の根もとに置かれている。だから、良い実を結

ばない木はことごとく切られて、火の中に投げ込まれるの

だ。（マタイ３：７－１０） 

 アブラハムの子孫？ はい、ユダヤ人降下によって。 しか

し、彼らの心の中は、それらの誇り高い指導者たちは、ヘビ

の子である！ ヨハネは単刀直入に言った。 その対立は、指導

者たちがヨハネの洗礼を受けることを留まらせた。ルカの福音

書７章３０節によると、パリサイ人たちは、ヨハネによるバ

プテスマに服従することを拒否したとあった。 

 

 

４．ヨハネ、群衆に悔い改めの意味を伝える：ルカ３：１０－１４  

 

 「ヘビの子孫」に落ちる神の裁きについてのヨハネの警告

を耳にした群衆は恐れて、「どうしたらよいのか」尋ねた。 

ヨハネは、困っている人々に慈悲深く言った（３：１１）。 納税

者に、納税期限を守るように指示した（３：１３）。 兵士たちは

不当に彼らの力を用いることを控え、賃金に満足するように

言った（３：１４）。 本当の悔い改めは常に行動を伴う。 

 ギリシャ語の「偽善者」とは、「お面をかぶって話す」を

意味する。これはギリシャの舞台に立つ役者を表す用語であ

った。 神は人が着けるお面を通り越し、人の本心を見抜かれ

る。 神は演技ではなく、 神との関係を持ち、交わりの中で歩

きたいと願う誠実な心を捜しておられる。そしてその様な心

は、常に悔い改めの気心、すなわち罪の悲しみ、罪の告白、

そして変えられることを求める心を維持する。 私たちはこの

世で完璧をとげることは無いが、徐々にイエス様の様な人間

に近づけるよう求めることは出来る。 神があなたに見られる

ものをはっきり見ることが出来るように、より頼みましょう。 

神が、あなたに望んでおられる変化について、洞察を与えて

いただくよう祈りましょう。 

 



５．ヨハネ、イエス様は彼よりも偉大であると言う：ルカ３： 

１５－１８、マタイ３：１１，１２。 

 

 それは彼を信じる者が、すべて永遠の命を得るためであ

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。それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、永

遠の命を得るためである。 神が御子を世につかわされたの

は、世をさばくためではなく、御子によって、この世が救わ

れるためである。 彼を信じる者は、さばかれない。信じない

者は、すでにさばかれている。神のひとり子の名を信じるこ

とをしないからである。（ヨハネ３：１５－１８） 

 ヨハネが、来られる方（イエス）が「聖霊と火のバプテスマを

与えられる」と言ったとき、何を意味したのでしょうか？ 

イエスの後のコメント（使徒１：５）によると、聖霊とのバプテ

スマは、教会が生まれたペンテコステ（五旬節）の日に（使徒第２

章）起こった。その時、弟子たちの上に「火の舌」が降りたと

あったが、ヨハネが言った「火のバプテスマ」とは異なると

考えられる。ヨハネの言葉（ルカ３：１５－１８）の直後の文脈の

中で、麦が集められ、籾殻が火で焼かれてきれいにされた脱

穀場のイメージを描写した。この終わりの時の審判のイメー

ジは、麦とかごのイエス様のたとえ話の中で再び起こる（マタ

イ１３：２４－３０、３６－４３）。したがって、イエスが御霊と火の

バプテスマを与えられるとヨハネが言った時、彼は、救世主

時代の始まりと終わりの両方を預言していた。つまり、イエ

スが聖霊と共に人々にバプテスマを施したときに、教会が生

まれ、イエス・キリストは、世界を裁かれる（火で世界に洗礼を与

える）ことを預言していた。 

 

 

６．ヨハネ、イエスの到着を見る：ヨハネ１：２９－３４ 

 その翌日、ヨハネはイエスが自分の方にこられるのを見て

言った、「見よ、世の罪を取り除く神の小羊。 『わたしのあ

とに来るかたは、わたしよりもすぐれたかたである。わたし

よりも先におられたからである』とわたしが言ったのは、こ

の人のことである。わたしはこのかたを知らなかった。しか

し、このかたがイスラエルに現れてくださるそのことのため

に、わたしはきて、水でバプテスマを授けているのであ

る」。ヨハネはまたあかしをして言った、「わたしは、御霊

がはとのように天から下って、彼の上にとどまるのを見た。 

わたしはこの人を知らなかった。しかし、水でバプテスマを

授けるようにと、わたしをおつかわしになったそのかたが、

わたしに言われた、『ある人の上に、御霊が下ってとどまる

のを見たら、その人こそは、御霊によってバプテスマを授け

るかたである』。 わたしはそれを見たので、このかたこそ神

の子であると、あかしをしたのである」。（ヨハネ１：２９

－３４） 

 バプテスマのヨハネは、イエスについて多くの明確な事柄

を宣言した： 

- 私よりも強力なお方 

- あなたが知らないお方。 

- 私はそのお方のぞうりのひもを解く値打ちもない。 

- 聖霊と火で、あなたにバプテスマを与えるお方。 

- 地球上に裁きを下されるお方。  

- 世界の罪を取り除かれるお方。  

- 神の選ばれた僕であるお方。 

 

 

 



７．ヨハネ、イエスにバプテスマを授ける：マタイ３：１３－１５ 

 

 イエス様がバプテスマを受けられるために来られたとき、

救世主であられることを知っていたヨハネは、それを止めよ

うとした。しかし、イエス様は、それが必要であると彼に言

った。 

 

 しかし、イエスは答えて言われた、「今は受けさせてもら

いたい。このように、すべての正しいことを成就するのは、

われわれにふさわしいことである」。そこでヨハネはイエス

の言われるとおりにした。（マタイ３：１５）。 

 

 ヘブル人への手紙第２章１７節では、「神のみまえにあわ

れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪をあがなうために、

あらゆる点において兄弟たちと同じようにならねばならなか

った。」と書かれている。イエスが救うために来た者たちに

ご自分を識別されるために、バプテスマを受けられた。彼ら

は罪からの悔い改めの印として、バプテスマを受けた。一方

イエス様は、犠牲の子羊として、ご自身が罪を負われること

によって、彼らの罪を取り除くために、来られた方の印しと

して、バプテスマを受けられた。 

 

 

８．イエスに油が注がれ識別された：ルカ３：２１、２２、マタイ

３：１６，１７ 

 

 イエスは、バプテスマを受けられた後、祈られた。神の御

霊と父なる神が、この瞬間に、神の御子の内に入られ、油を

注いで、神の御子であることが識別された（三位一体の表示）。 

 

 さて、民衆がみなバプテスマを受けたとき、イエスもバプ

テスマを受けて祈っておられると、天が開けて、聖霊がはと

のような姿をとってイエスの上に下り、そして天から声がし

た、「あなたはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者で

ある」。（ルカ３：２１，２２） 

 

 イエス様は、父の愛する御子として特異な方法で肯定され

た。しかし、彼を受けいれた者、すなわち、その名を信じた

人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。（ヨハネ１：

１２） あなたがたは再び恐れをいだかせる奴隷の霊を受けたの

ではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊

によって、わたしたちは「アバ、父よ」と呼ぶのである。御

霊みずから、わたしたちの霊と共に、わたしたちが神の子で

あることをあかしして下さる。（ローマ８：１５，１６）あなたは父

なる神の肯定を実感しておられるでしょうか？ 神の愛に包ま

れて、憩っておられるでしょうか？この世の人間関係におい

て、無慈悲で受け入れられないと感じられるかもしれません。

しかし、 キリストのみことばに焦点を当てるとき、神の無条

件の愛を体験出来るように成長する。 

 

 

イエス様の誘惑 

 

 イエス様のバプテスマは、救いに来られた悔い改めのコミ

ュニティとご自身を識別することによって、彼を公の伝導に

備えた。イエス様の誘惑は、父によって与えられた使命への服

従と悪魔との戦いの決意に従って、祈りと断食によって、 

イエスを個人的に整えた。 

 

 



１．イエス、荒野に導かれる：ルカ３：１、マルコ１：１２，１３、 

マタイ４：１，２ 

 

 イエスは御霊によって荒野に導かれた。悪魔に試みられる

ためである。 そして、四十日四十夜、断食をし、そののち空

腹になられた。（マタイ４：１，２） 

 

出来事を比較すると、次の事柄が明らかになる： 

 

- イエス様は、荒野に出るよう御霊によって "促された"。 

- イエス様は、４０日を通して悪魔に誘惑された。 

- イエス様は、荒野の野生の獣と一緒におられた。  

₋天使たちは、４０日間通して、イエス様を仕えた。 

- イエス様は、断食され、祈り、非常に空腹になられた。 

- ４０日間の終わりに、３つ最高潮に達する誘惑に合われた。 

 

 この期間の試練は、イエス様が直後の使命を果たされるた

めに整えただけでなく、 また、私たちのために、忠実に取り

成して下さる天の大祭司としての将来の役割のために備えた。 

 

 主ご自身、試錬を受けて苦しまれたからこそ、試錬の中に

ある者たちを助けることができるのである。（へブル人への

手紙２：１８） 

 

 この大祭司は、わたしたちの弱さを思いやることのできな

いようなかたではない。罪は犯されなかったが、すべてのこ

とについて、わたしたちと同じように試錬に会われたのであ

る。だから、わたしたちは、あわれみを受け、また、恵みに

あずかって時機を得た助けを受けるために、はばかることな

く恵みの御座に近づこうではないか。（へブル人への手紙

４：１５，１６） 

 イエス様は、あらゆる形の誘惑を体験され、今や私たちに

共感し、私たちのために仲裁することがお出来になる。 あな

たが誘惑されているとき、イエス様に聞いていただきましょ

う。 あなたの感情をご存知であり、共感してくださる。 あな

たを助けることがお出来になる。あなたがたの会った試錬

で、世の常でないものはない。神は真実である。あなたがた

を耐えられないような試錬に会わせることはないばかりか、

試錬と同時に、それに耐えられるように、のがれる道も備え

て下さるのである。 （第一コリント１０：１３）あなたの慈

悲深い大祭司があなたを心配してくださっているのです。 

 

 

２．３つの最終的な誘惑：マタイ４：１－１０、ルカ４：１－１２ 

 

 ３つの誘惑が４０日の終わりに起こった。マタイとルカは、

それぞれが強調したい点に基づいて、異なる順序で物語って

いる。サタンの誘惑のより正確な翻訳は次の通りである：

「あなたが神の子であるからＸ，Ｙ，Ｚをやってみろ。」 

サタンは、イエス様が神の御子であったかどうかを問うこと

は無かった。悪魔でさえ、後に次のように言った。「あなた

が誰であるかを知っている。あなたは神の聖なる者である！」

サタンは、イエス様がご自分のアイデンティティ（神の権威と権

力）を間違った方法で用いるように誘惑した。 

 

- 石をパンに変える（食べて生きろ）：マタイ４：３，４、ルカ４：３，４ 

 

 サタンは言った。「あなたは、神の御子であるから、石を

パンに変えて飢えを満たす力を主張する権利と能力がある。

やってみろ！ 

 



 イエスは答えて言われた、「『人はパンだけで生きるもの

ではなく、神の口から出る一つ一つの言で生きるものであ

る』と書いてある」。（マタイ４：４） 

 

 イエスは、申命記８章３節を引用されて、父の御心に服従

された（神の口から来る、すべてのみことばによって生きられた）。後の彼の

宣教の中で、イエスは彼らに言われた、「わたしの食物とい

うのは、わたしをつかわされたかたのみこころを行い、その

みわざをなし遂げることである。（ヨハネ４：３４） 

 

 サタンは、今日も「食べて生きろ」と、私たちを誘惑する。

私たちの必要を満たすために、父なる神を信じる代わりに、

「自己実現」する方法を模索するためである（マタイ６：２５－ 

３４）。 サタンのアダムとイブに対する元来の偽りは、次の通

りであった：「神はあなたを見守っておられない。 あなた自

身を守らなければならない。 」（創世記３：１－５）サタンが「食

べて生きろ」と言ったとき、本当の意味は「食べて死ね」と

言っているのです。（「死」=神からの疎外）。 

 

 

- 宮の頂上の挑戦（飛んで、輝け）：マタイ４：５－７、ルカ４：９－１２ 

 

 サタンは、エルサレムの神殿の頂点にイエスを（霊によって、幻

によって）運んだ。その高さは、３００－６００フィート（３０

〜６０階建ての建物）であった。 

 

 サタンが言った、「もしあなたが神の子であるなら、下へ飛

びおりてごらんなさい。『神はあなたのために御使たちにお命じ

になると、あなたの足が石に打ちつけられないように、彼らはあ

なたを手でささえるであろう』と書いてありますから」。（マタ

イ４：６） 

 サタンは聖書を用いて（詩編９１：１１、１２）、イエスを誘惑し

た。サタンは言っている：あなたは、壮大さを表示する立場

を持っていて、父によって保護されることを知っている。だ

から、やれ！飛躍しろ！ 

 

 イエス様のお目的は、十字架で死なれることによって、人

類を救うことであり、神殿から飛び降りて、天使たちの助け

で優雅に着地し、自分を輝かせることではないことを知って

おられた。 

 

 イエス様は申命記６章１６節を引用して言われた「あなた

がたの神、主を試みてはならない。」と書かれている（マタ

イ４：７）。 

 

 聖書は言っています。「だから、あなたがたは、神の力強

い御手の下に、自らを低くしなさい。時が来れば神はあなた

がたを高くして下さるであろう。」（第一ペテロ５：６） 

 

 今日もサタンは、私たちに "飛んで、輝く"ように誘惑して

くる。自力で議題を決定し、行動に飛躍し、神が私たちを支

援し、成功するのを助けることを期待している。 しかし、サ

タンは、神が私たちの定めた議題に奉仕して下さったり、私

たちを見栄えするために存在されないことを知っている。 神

は、地球上で「私たちの意志」を行うのを助けることには興

味をもっておられない。 だから、サタンが "飛躍して、輝く"

ように誘惑してくるとき、本当は私たちを "墜落させ、燃え尽

きる"よう招いているのです。 

 

 

 



‐私を礼拝しなさい（ひれ伏せば、手に入る）：ルカ４：５－８、マタイ

４：８－１０ 

 

 それから、悪魔はイエスを高い所へ連れて行き、またたく

まに世界のすべての国々を見せて言った、「これらの国々の

権威と栄華とをみんな、あなたにあげましょう。それらはわ

たしに任せられていて、だれでも好きな人にあげてよいので

すから。それで、もしあなたがわたしの前にひざまずくな

ら、これを全部あなたのものにしてあげましょう」。（ルカ

４：５－７） 

 

 霊的闘いは、ルカの重要なテーマであるため、彼はイエス

に世界のすべての王国を与えるというサタンの申し出に、よ

り注意を払った。 よそでは、サタンは「世界の支配者」（ヨハ

ネ１２：３１，１６：１１）や、「この世の神」（第二コリント４：４）と

呼ばれている。 

 

 この王国を望むなら、それのために私と戦う必要はない。 

私にひれ伏せば、今直ぐ、すべてを手に入れることが出来る

とサタンは言っている。 

 

 イエスは答えて言われた、「『主なるあなたの神を拝し、

ただ神にのみ仕えよ』と書いてある」。（ルカ４：８） 

 

 今日もサタンは、私たちをひれ伏させようと誘惑して来る。

神の道に留まるらずに、目標に到達するための近道を取るこ

と。神を敬まい、神の時に、神が祝福してくださることを信

頼する代わりに、苦難に耐えずに、先を急いで、不正を行い

楽な道を探すこと。サタンは囁きます「苦痛なしに、利益を

得ることが出来る。」と、「楽に金持ちになれる。」、サタ

ンの「ひれ伏せば、手に入れられる」の提案に注意しなけれ

ばならない。実際サタンは、「敗北するために、ついて来

い。」と言っている。 

 

 

３．誘惑についての結論：マタイ４：１１、ルカ４：１３ 

 

 マタイとルカが記した、イエス様の誘惑の物語りは、それ

ぞれ異なる注釈で終わる。これらの違いは、各著者にとって

重要なテーマを反映している。マタイについては： 

 

 そこで、悪魔はイエスを離れ去り、そして、御使たちがみ

もとにきて仕えた。（マタイ４：１１）。 

 

 マタイは、主に天使たちが特別な意味を持つユダヤ人の聴

衆に書いた。天使たちの使命は、１）イエスの闘いの深刻

さ、２）御父の御子への恵みを示す。父の時に、天使たちを

「天使の翼で息子を運ぶ」かのように遣わされた（詩篇９１： 

１１，１２）。 

 

 ルカは、イエス様とサタンの戦いを強調したかったのであ

る。 

 

 悪魔はあらゆる試みをしつくして、一時イエスを離れた。

（ルカによる福音書第４章１３節） 

 

 ルカは、この誘惑が、イエスとサタンの間の進行中の闘い

の始まりにすぎないことを読者に知って欲しいと願った。 

 

 サタンは「嘘の父」である。嘘は、私たちを誤解させ、倒

すための最大の武器である。 したがって、サタンがあなたの

心の中に嘘を植えようとするとき、それらが固執しないため



に、神の真実に身を浸すことが重要である。すなわち立って、

（悪魔に立ち向かって）真理の帯を腰にしめ、正義の胸当を胸につ

け、（エペソ人への手紙６：１４） 悪魔の嘘を勝ち抜いて歩く能力

は、神の言葉への献身の深さに直接関係する。 イエス様ご自

身が悪魔の嘘を打ち負かすために、みことばを用いる必要が

あったのですから、私たちはなおさらである。 

 

 

討論のための質問 

 

１．イエス様は、公に洗礼を受けられて、救うために来られ

た者たちに、ご自分を識別された。イエス様の洗礼を受けら

れる意欲は、あなたにどの様に影響を与えますか？イエス様

をあなたの救い主として識別するために、あなたは公に洗礼

を受けられたでしょうか？そうでない場合、あなたを思いと

どまらせているものは何ですか？ 

 

 イエスは祈られ、断食され、霊に頼り、聖書を知っておら

れた。こうして、彼が信じ用いた真実こそが勝利の力である

ことを知っておられたので、イエス様は権威を持ってサタン

の誘惑に立ち向かわれた。イエス様のように、あなたがこれ

らの誘惑をどの様に克服出来るかを考えてみましょう。 

 

 ２．最初の誘惑は、石をパンに変えることでした（食べて生き

ろ）。あなたは何かを言葉にしたり、行動に起こすように誘惑

された際、良心によって真実が心にもたらされ、そうする代

わりに神の御心に従う道を選ばれた経験がありますか？シェ

アできる体験がありますか？ 

 

 ３．２番目の誘惑は、神が選ばれたことを証明し、栄光に値

することを証明する、神殿（飛んで、輝く）から飛び降りることで

した。どの様にあなたは今まで自分の議題を押して、神が支

持して成功を見せてくれることを期待しましたか？  

 

４．３番目の誘惑は、サタンに屈し、痛みを伴う経路（ひれ伏

し、手に入れる）無しに普遍的な権威の目標を達成することでし

た。サタンは、しばしば、私たちが困難な道を避けて容易な

道を行くように誘惑して来ます。あなたが苦難を避け、あな

たの目標に到達するために（仕事、学校、人間関係で）短道を選んだ

時を考えてみましょう。 


