
GOD WITH US 
Part 8: JESUS 

Message 7 – Sermon on the Mount: A Higher Law   

Matthew 5-7 

 
神は我らと共に 

パート８：イエス様 

第七メッセージ－山頂の説教：より高度な律法 

マタイの福音書第５－７章 

はじめに 

 山頂の説教のメッセージは、特にパリサイ人の支配的な宗

教的見解と実践を背景に見るとき、その目覚ましいさが際立

つ。この説教は、イエス様の根本的なメッセージと使命の舞

台を定義し、設定する。マタイの福音書では、イエス様は、

新しいモーセの様に見え、新しい神の民のために、新しく、

より高度な「律法」を与えている。したがって、マタイの福

音書においてのイエス様の公的伝導の初めに、イエス様は、

山に上って、天の御国の市民であることが本当に意味する（そ

して生きている）ことを人々に示される。著者とパリサイ派（イエス

の最大の反対派になる者）によって描かれたものである。これは、 

マタイの福音書の５つの主要な説教のうちの最初のものであ

る（モーセ五書に微妙に平行している）。 

 

 説教のテーマは、真の義である。パリサイ人たちには、旧

約聖書の律法に外面的に従うことが全てであったが、イエス

様は、律法の背後にある心の態度と価値を強調された。パリ

サイ人を上回る類の義を求められた。 

 わたしは言っておく。あなたがたの義が律法学者やパリサ

イ人の義にまさっていなければ、決して天国に、はいること

はできない。（マタイの福音書５：２０） 

 平民がどのようにすれば 「宗教的プロ」であるパリサイ人

の義を上回る水準に達することが出来るのでしょうか？ した

がって、イエス様は、この偉大な説教を標準としてだけでな

く、 私たちの心の中の神の恵み、慈悲、力を絶望的な必要性

を示す鏡として話された。説教は次のように始まる：「霊的

に貧しい人々は祝福されている。」（精神的貧困と神に対する絶望的な

必要性を認識している人々）。 私たちが神の必要性を見出だすときの

み、天の御国の市民の様に生きることが出来る。 

 

喜び：５：１－１２ 

 

 The beatirudes（喜び）は、神の御国の市民を特徴付ける心

の態度に焦点を当てるので、BE-atitudes と呼ばれている。 

最初の４つの喜びは、神に対する心と気質を表す。 次の４つ

は、この種の心が他の人との関係の内に表現する方法を説明

する。 

 

 イエス様は、霊的な誇りに対する主張から始められる。 

「こころの貧しい人たちは、さいわいである．．．」真の信

者は霊的に貧しく、誇ってはならない。宗教に夢中になるの

ではなく、罪と義の不足を嘆かねばならない。自然に持ち合

わせていない義、すなわち神だけが私たちの内に作り出すこ

との出来る義の一種のために、飢えなければならない。一言

で言えば、神の御前に謙遜さと破損した状態で生きていかな

ければならない。 （霊的な誇りと謙遜の例については、ルカ１８：９－１４
の税務集団とパリサイ人のたとえ話を参照）。 

 

 私たちが神に向かって霊に乏しいなら、他の人々に向かっ

て慈悲深くなれる。自分の霊的貧困を認めている人は、他者



を裁いたり非難したりする傾向はない。彼らは慈悲を与える

者と平和を作る者となるでしょう。 

 

 神との関係（赦された罪人として、神の恵みの内に立っている。）は、 

あなたと他の人々との関係をどの様に変えましたか？ 神の慈

悲があなたを他人に対して、より慈悲深くさせていますか？ 

神との和解は、あなたを人々とより迅速に和解させています

か？ 要点は、神との関係が人々との関係において反映される

べきである。あなたの人生の中で反映されているでしょうか？ 

 

世の影響：５：１３－１６ 

 

 神から与えられた義が（絶え間なく、謙虚さと破損された状態で生きてい

る間）備えられたら、私たちの善良さが、自身からでなく、神

に由来することを人々が認識することによって、私たちでは

なく、天の御父に栄光を与えることが出来るように、神の恵

みと力の光と輝きを人々の前に明るく照らさなければならな

い。たとえ預言者たちの様に、義のために迫害されたとして

も、そのために、いかなるコストがかかったとしても、輝か

せるべきである。 当時、塩は多くの目的のために用いられて

いた。味付け、保存、癒し等。 神の子どもたちは、「世の

塩」であり続けなければならない、そうでなければ、神の目

的に生きることは出来ず、 敬虔な影響を及ぼす代わりに、世

俗に足を踏み込んでしまうでしょう。  

 

 あなたは周囲に、どのような影響を及ぼしていますか？あ

なたについて、 神がどんな方であるかを示す地の塩、世の光

であると人々は言うでしょうか？ 彼らはあなたを介してイエ

ス様を見るでしょうか？ 今週は、どのようにキリストの様な

影響力を発揮することが出来るでしょうか？ 神があなたをど

のように輝かせたいと願っておられるか祈り、尋ねましょう。 

 

より深い種の義：５：１７－４８ 

 

 説教の中心的なメッセージは、神の御国の民の義は、律法

学者とパリサイ人のそれとは、まったく異なっていなければ

ならない（より深く、超きする）ということである。ここで繰り返

される言葉は次の通りである。「あなたは、先祖が聞いたこ

とを聞いたでしょう．．．しかしわたしは、あなたに言

う... 」。イエスは、旧約聖書の律法を無効にしておられるの

ではない（参照：５：１７－１９）。イエス様は、旧約聖書の律法を

更に深いレベル、心のレベルに適用された。律法の外面的な

適合だけでは十分ではない（殺してはいけない、姦淫をしない、偽りの証

言をしない、あなたの隣人を愛するなど）。その代わりに、より深い類の

義は、行動の背後にある心の態度にある（憎悪を抱かない、欲望で見

ない、慎重に作られた約束の裏に信頼できない動機を持たない、あなたの敵を愛し、

特別な努力をする）。人は外見を見て宗教的なパフォーマンスを見

る。神は心を見て、神の義のための真の願望（そして罪深さに対す

る真の哀悼）がそこにあるかどうかを見られる。 

 

 イエス様が述べた基準はいかに高いでしょうか？ 

 

 あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがた

も完全な者となりなさい。（マタイの福音書５：４８） 

 神の恵みと力だけが、神の真の子どもとして生きる（そして映

る）ことを助けるのです！ 

 日々の生活において、力を与えていただくために、聖霊様

により頼んでおられますか？ それが「御霊によって満たされ



る」（神の支配下に生きることである - エペソ人への手紙第５章１８節）という

ことである。ルカの福音書１１：１３を読を読みましょう。 

自分を超えて生きるために助けてくださる霊の力を与えてい

ただくために、父なる神様により頼みましょう。それが「正

常な」クリスチャンの人生である。聖霊の支配的な影響下に

生きることである。 しかし、それを求め、力を与えていただ

くためには、神に降伏しなければなりません。 

 

神の目のためだけに生きる：６：１－１８ 

 

 このような義の追求と実行は、唯一の聴衆者であられる神

のためでなければならない。 私たちの義の行いは、人に見ら

れ、報われるべき宗教的な姿勢であってはならない。 イエス

様は、後にパリサイ人について次のように言われた。「彼ら

のすることは、すべて人に見せるためである。」（マタイ２３：

５）。 イエス様は、宗教活動の３つの例を挙げられた。 私た

ちの慈善寄付、祈り、そして断食は、父の目のためだけに秘

密に行われるべきである。 多くの人は、人に気づかれ（報酬を

うけ）ることを望むが、神の真の子どもたちは、神が、神の時

に、神の方法で報いてくださる、天におられる父によって気

づかれるためだけにする。 特に、私たちの祈りは、言葉の長

さではなく、素朴が望ましい。イエス様が弟子たちに素朴で

誠実な祈りの模範として与えた、有名な「主の祈り」（マタイ

６：９－１３）の起源である。 

天国の宝物：６：１９－２４ 

 天の御国の真の市民は、地上ではなく、天に宝を蓄えるこ

とによって、自分の心がどこにあるのかを示す。 宝のあると

ころに、心があるからである。 したがって、神の子供は、目

の状態を注意深く守ります（「目が悪ければ全身は暗闇に満ちるでしょ

う」）。 ユダヤ人は、「邪悪な目」がすべての拒否の源である

と信じていた。 イエス様は、ここで、その考えを肯定された

ようである。 結局、宝は私たちの神を反映している。 一度に

２人のマスターに仕えることは不可能である。 私たちは選択

する必要がある。神に仕えるか、お金に仕えるか？ パリサイ

人は、宗教的な外観にもかかわらず、「お金を愛」（ルカによる

福音書１６：１４）していた。 

 あなたの財産があるところに、あなたの心もある。 あなた

の財宝はどこにありますか？ あなたにとって一番大切なもの

は何ですか？ あなたの心は財宝を追う傾向がありますか？ も

し、神に重要であるところに、あなたの財宝をもっとたくさ

ん置くようになったらどうなるでしょうか？ あなたの心はそ

の方向に動くと信じておられるでしょうか？ 試してみてくだ

さい。 イエス様の言葉を試してみてください。 神の働きに多

大な投資をしましょう。  

 

父が必要を満たしてくださることを信じる：６：２５－３４ 

 地上においての私たちの必要、心配、そして追求は、愛し

てくださり、心配してくださる父なる神をただ信頼すること

によって導かれる。 本当の必要（私たちの「欲するもの」ではなく「私

たちの必要」）をご存知で、十分に備えてくださる御父がいると

き、なぜ自分で必要を満たすために熱心に努力する必要があ

るでしょうか？ 

 もし、神が空の鳥を養うことがお出来になり、畑のユリを

着飾ることが出来るなら、私たちの必要とするものも、ご存



知である。 明日のことを心配しても何の解決にもならない。 

毎日、自身のトラブルで一杯である！ 私たちは「まず神の国

と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものは、す

べて添えて与えられるであろう。」（マタイ６：３３）。 

 心配とストレスは、致命的である。 「心配」と「良心」の

違いは何でしょうか？心配には恐怖や不安が含まれる。将来

の成果やあなたの人生への影響を懸念する。 不安に対する解

毒剤は、「神はあなたがたをかえりみていて下さるのである

から、自分の思いわずらいを、いっさい神にゆだねるがよ

い。」（ペテロ５：７、ピリピ４：６，７）。 あなたが主に

心配を委ねたなら、やるべきことに熱心に取り組むことが出

来、負荷が軽く感じられるでしょう。 あなたが父の御手の中

に結果を託したからである。 心配せずに取り組むことが出来

る。 ストレスを減らして努力することが出来るのです。 

 

他人に対して慈悲深くある／自己認識：７：１－５ 

 神の真の子供は、他人を裁くことに、あまり関心がなく、

自身を裁くことに、より関心を持つ。 自分の目の巨大な丸太

を対処せずに、常に他人の目から、ほこりのを取り除く行為

は偽善である。 自己認識のある人、また他人に対して慈悲深

い人は、同じ様な慈悲を受けるでしょう。 

 

 自己認識を実践することは、Emotionally Healthy Spirituality

のコースで教えるスキルの１つである。 怒りや悲しみの様な

感情を覚えるとき、それらの感情の源泉や誘因を見極める必

要がある。 しばしば、それらの感情を引き起こす（それらの感情

を「引き起こしている」というわけではありませんが）きっかけとなった

人々を攻撃することがある。自身のもつれた心の中で、何が

起こっているのかを判断するために、先ず、あなたの内を見

るようにとイエス様は言われた。 そして、自己認識したら、

他の人も愛情を持って自己認識出来るようになる。 

 

人々の感受性を分別している：７：６ 

 

 他者を裁いたり、批判的になったりしてはいけないが、 

すべての識別力を放棄することを意味するのではない。 特

に、イエス様の従者は、神の教えに対する人々の開放感（受容

性）を見分ける必要がある。 

 

 聖なるものを犬にやるな。また真珠を豚に投げてやるな。

恐らく彼らはそれらを足で踏みつけ、向きなおってあなたが

たにかみついてくるであろう。（マタイ７：６） 

 

 豚には真珠の価値がわからない。犬は、極上の肉がひき肉

かなど気にしない。あなたの影響力のある領域にいる人々に、

それらを提供することを求めるとき注意する必要がある。 一

部の人々は、受け入れ、聞くための心が整っている、一方、 

受け入れられない人に、神の教えを強制してはならない。 

 

 耳を傾けることは、物事における誰かの興味のレベルを識

別するのに最適な方法である。 質問を聞いて尋ねることで、

実際に、人の心の内で何が起こっているかを聞くことが出来

る。人はすべて、聞くに早く、語るにおそく．．．あるべき

である（ヤコブ１：１９）。時間をかけて聞けば聞くほど、

いつ他の人の心に話すのか、いつ、何を話すかが明確になる。

オークポイント教会のリスニング・ウェルのコースでは、よ

り良い聞き手になるためのものです。 リスニング・ウェルの



スキルを習得すれば、興味のない人々に、知恵の真珠を捨て

ることはないでしょう！ 

 

父なる神に祈ること：７：７－１１ 

 

 私たちの天の父は、良い父である。 祈りを聞いて、必要を

満たし、求める者に良い贈り物を与えてくださる。 ですから、

人生のあらゆる領域において、必要と希望について、父に話

し続けるべきである。 父なる神は、私たちの祈り、欲望、動

機、必要を整理し、神の良い目的に従って答えてくださる。 
（ルカの記述では、イエス様は、御父に求める者に「聖霊」の良い賜物を与えると述

べていると述べている。聖霊の力は、山頂の説教の教えに生きるために不可欠であ

る。） 

 

黄金律：７：１２ 

 何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその

とおりにせよ。これが律法であり預言者である。 

（マタイ７：１２） 

 

 同じ様な教えが、イエス以前の多くの文化に見られた。 

しかし、常に否定的な形式であった。 「あなたがしてほしく

ないことを人にするな。」防御的に聞こえる。 蹴られたくな

かったら、人をけるな。騙されたくなければ、人を騙すな。 

 

 イエス・キリストは、それを肯定的に言い換えられた。 率

先して、人に 親切にしましょう（ほとんどの場合、親切が帰って来るで

しょう。）。 人に肯定的な言葉を語りましょう（おそらく、あなたに

も戻って来るでしょう。）。 イエス・キリストは、あなたの周りに

良い文化を築きなさい。 そうすると良い文化があなたを祝福

するために戻ってくるでしょうと言っておられる。 

 私たちの文化では、ゴールデンルールはゴールドルールに

置き換えられた！ 目標に向かっている人々を踏みにじること

を犠牲にしてでも、お金、利益、昇進と勝利こそが全てであ

る。 今週、イエス様のゴールデンルールをどこで適用できる

でしょうか？ まず、どの分野の影響力が「善」を必要として

いるのかを判断し、それから、実行する。「だから、何事で

も人々からしてほしいと望むことは、人々にもそのとおりに

せよ。これが律法であり預言者である。」（マタイ７：１２）利益

や前進よりも、人を優先し、何が起こるか見る。 組織の文化

を変えるには、一人で十分である。神が あなたを用いて下さ

るかもしれません！ 

 

真と偽の教師たち：７：１３－２３ 

 

 世界は、羊の衣を身に着けている偽預言者で満たされてい

る。本当は偽装した狼男である。真の教師と偽の教師の違い

は、彼らの生活の実を調べればわかる。時が経つと、良い木

は良い果物を産み、悪い木は悪い果実を産む。その逆となる

ことは不可能である。時が経つにつれ、彼らの実を知るでし

ょう。 もちろん、イエス様は、当時の宗教制度を支配してい

た律法学者のパリサイ人とサドカイ人を念頭に置いておられ

たが、彼らは真に人々を世話していたのではなく、自分の議

題を進めるために人々を利用していた。（参照：エゼキエル書第３４

章、神が羊の群れを虐殺する偽の「羊飼い」を告発された。） 

 

 



賢明な建築家と愚かな建築家：７：２４－２７ 

 

 山頂の説教の最終的な訓戒は、短い寓話（イエス様の公的伝導の任

務における多くの寓話の中の最初のもの）によってもたらされた。賢い人

は、イエスの言葉を聞くだけでなく、適用する。その様な人は

人生の嵐（試みや試練）に耐えられるような家を建てる。一方、

愚かな人は、単にイエス様の言葉を聞くだけで、適用するこ

とを怠る。その人は、非常に献身的に見えるかもしれない

が、人生の試練が降りかかるとき、その人の献身の弱点が示

される。その人の 「家」は崩壊する！ 

  オークポイント教会では、弟子の核たる印しの１つは、

「神の言葉に耳を傾け」（聞いて行動する）ことです。 その価値

は、賢明で愚かな建築家に関するイエスの寓話に基づいてい

る。 今日、どのように神のみことばに生きることが出来るで

しょうか？ 神様はあなたに何を語っておられ、人生にどのよ

うに適用しようとしておられるでしょうか？ あなたは人生を

賢く構築しておられますか？ 

 

イエスの教えへの反応：７：２８，２９ 

 

 イエスがこれらの言を語り終えられると、群衆はその教に

ひどく驚いた。それは律法学者たちのようにではなく、権威

ある者のように、教えられたからである。 

（マタイ７：２８，２９） 

 

 イエス様の教えは、ただ一つの理由から異なっていた。 

イエス様は、他の権威ある者たちに言葉を述べず、彼らの言

葉を説明しようとされなかった。イエス様自身が神の権威あ

る声であられた。イエス様は、言葉が神のみことばであるか

の様に語られた。彼らは、これまで、この様に語る人を聞い

たことがなかった。ヨハネの福音書では、宗教指導者たちが

イエス様を逮捕するために遣わされた兵士たちのことを読ん

だ。逆に、ここでは、イエス様のみことばによって、彼らが

逮捕されたのです。彼らは戻って言った。「この人の語るよ

うに語った者は、これまでにありませんでした」 

（ヨハネ７：４６）。 

 

 

討論のための質問 

 

 山頂の説教を読まれたことのない方は是非通して読んでく

ださい。 

 

１．山頂の説教のどの部分が最も大きく響きましたか？どう

してですか？ 

 

２．数多くの「有名な言葉」が山頂の説教から来ていること

をご存知でしたか？すべてを探し出してみてください。 

 

３．山頂の説教は、人が神の子になるために必要な善行を描

いたものではない。 （イエス様に対する信仰／信頼を通して、神の子になる - 

ヨハネ１：１２，１３）。時の経過とともに御霊によって変えられ、

神の子どもから実る果実のことを記述している。信仰は根で

あり、作品は果実である。あなたはその部分を明確に理解し

ておられるでしょうか？ 

 

 

    

 


