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2020年 7月 12日(日)礼拝メッセージ 

聖書箇所：ヨハネ 17章 6～19節（Ｐ219） 

タイトル：「弟子たちのための祈り」 

 

 きょうは、ヨハネの福音書 17章から、イエス様が弟子たちのために祈られた祈りから学びたいと

思います。最後の晩餐の席から立ち上がり、ゲッセマネの園に向かわれたイエスは、「しばらくする

と、あなたがたはわたしを見なくなるが、またしばらくすると、わたしを見る」と言われました。そ

れはご自身が十字架で死なれるが、三日目によみがえられること、そして、天に昇り神の右の座に

着かれると、約束の聖霊をお遣わしになることを意味していました。その方が来ると、彼らをすべ

ての真理に導いてくださいます。その方を通して、主はいつまでも彼らとともにいてくださると約

束してくださったのです。今は悲しみますが、その悲しみは喜びに変わります。だから、勇気を出し

てください。あなたがたは世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。わたしはすで

に世に勝ったのです。 

 

これらのことを話されると、イエス様は目を天に向けて祈られました。それがこの 17章の内容で

す。この後でイエス様はゲッセマネの園で祈られるとその場で捕らえられ、翌日十字架につけられ

ます。そうした緊張した場面で、主は祈られたのです。この祈りは大きく三つに分けられます。まず

ご自身のための祈りです。それは前回見た 1 節から 5 節までの内容です。それから、今日学ぼうと

している弟子たちのための祈りです。6 節から 19 節までです。そして、全世界のすべてのクリスチ

ャンのための祈りです。20節から 26節までの内容です。 

 

きょうは、イエス様が弟子たちのために祈られた祈りから三つのことをお話ししたいと思います。

第一に、イエス様が弟子たちのために祈られた理由です。イエス様はなぜ弟子たちのために祈られ

たのでしょうか。それは、彼らがイエスを信じ、イエスのものとされたからです。第二に、祈りの内

容です。イエス様は彼らのためにどんなことを祈られたでしょうか。その一つは、彼らを悪い者か

ら守ってくださいということでした。第三に、イエス様が彼らのために祈られたもう一つの祈りで

す。それは、真理によって彼らを聖別してくださいということでした。 

 

Ⅰ．あなたのものはわたしのもの（6-10） 

 

まず、イエス様が弟子たちのために祈られた理由です。それは、彼らがイエスを信じ、イエスのも

のとされたからです。まず 6節から 8節までをご覧ください。  

「あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、わたしはあなたの御名を現しました。彼

らはあなたのものでしたが、あなたはわたしに委ねてくださいました。そして彼らはあなたのみこ

とばを守りました。あなたがわたしに下さったものはすべて、あなたから出ていることを、今彼ら

は知っています。あなたがわたしに下さったみことばを、わたしが彼らに与えたからです。彼らは

それを受け入れ、わたしがあなたのもとから出て来たことを本当に知り、あなたがわたしを遣わさ

れたことを信じました。」 
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彼らは、神によってこの世から選び出された者たちです。イエス様は言われました。「あなたがた

がわたしを選んだのではなく、わたしがあなたがたを選び、あなたがたを任命したのです。」(15:6)

その彼らに、イエス様は神の御名を現わしました。現わしましたというのは、明らかにしたという

ことです。どのように明らかにされたのでしょうか。神のわざを行うことによってです。ヨハネの

福音書にはイエス様が神から遣わされた方、メシヤであるというしるし、これは証拠としての奇跡

のことですが、7 つ記録されています。それでイエスは、ご自分があの出エジプト記 3:14 で言われ

ていた主ご自身であると宣言されたのです。するとどうでしょう、多くのユダヤ人たちは信じませ

んでしたが、弟子たちはイエスのことばを受け入れ、イエスが神から遣わされた方であることを信

じました。 

 

しかし、その後彼らはどうなりますか。その後イエス様が捕らえられると、彼らは一目散に逃げ

て行くことになります。その中の一人ペテロは、他の者があなたにつまずいても、私は決してつま

ずきませんと言いましたが、結局、三度も否認することになります。にもかかわらず、イエスはこう

した弱い弟子たちに対して、「彼らはあなたのみことばを守りました」とか、「あなたがわたしを遣

わされたことを信じました」と言われました。 

 

ここに主の慰めを感じます。イエス様は、自分たちが見るよりもはるかに多くのことを、彼らの

中に見ておられたということです。たとえ弱い信仰であっても、たとえからし種のように小さな信

仰であったとしても、そこに信仰があることを見て取って、神のものとして受け入れてくださった

のです。それは信じない人たちとは雲泥の差です。イエス様はマタイ 10:42で、「まことに、あなた

がたに言います。わたしの弟子だからということで、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水で

も飲ませる人は、決して報いを失うことがありません。」と言われましたが、そうした弟子たちの誠

実さというか、小さな信仰が忘れられていないことをはっきりと示されたのです。 

 

主は、そんな弟子たちのために祈られました。9節と 10節をご覧ください。「わたしは彼らのため

にお願いします。世のためにではなく、あなたがわたしに下さった人たちのためにお願いします。

彼らはあなたのものですから。わたしのものはすべてあなたのもの、あなたのものはわたしのもの

です。わたしは彼らによって栄光を受けました。」 

 

ここには、イエス様が弟子たちのために祈られた理由が書かれてあります。イエスはなぜ弟子た

ちのために祈られたのでしょうか。それは、彼らが父なる神のものであり、その父が子にくださっ

たものたちだからです。すなわち、彼らはイエス様のものであるからです。ここに、この世のものと

神のものとの違いをはっきりと知ることができます。主の弟子というのは、この世とは区別された

者たちです。この世とは神に反逆し、神なしで成り立っている世界のことです。ですから、ヤコブ

が、「世を愛することは神に敵対することだと分からないのですか。世の友となりたいと思う者はだ

れでも、自分を神の敵としているのです。」(ヤコブ 4:4)と言っているのです。でもクリスチャンは、

この世のものではありません。この世から救い出された者たちです。神のもの、イエス様のものと
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されました。だから祈るのです。 

 

9節に「世のためではなく、あなたがわたしにくださった人たちのために」と言っているのはその

ことです。イエス様は、信じない者たちにされないことを、信じる者たちのためになさるというこ

とです。ここに神を信じる人たちとそうでない人たちの間に明確な区別があることがわかります。

そして、信じる人たちを特別に愛しておられるということがわかります。このようなことを言うと、

それはおかしいんじゃないかと言う人たちもいるでしょう。神はすべての人が救われて真理を知る

ようになることを願っておられるのであって、そのために御子イエス・キリストを十字架にお掛け

になったのではないですか。それは、御子を信じる者がひとりとして滅びることなく、永遠のいの

ちを持つためです。それなのに、ある人たちを特別に愛するというのは不公平です！そうです。イ

エス様は全人類を愛し、すべての人のために死なれ、すべての人に十分な救いを備えられ、すべて

の人を召し、すべての人を招き、すべての人に悔い改めるようにと命じられました。しかし、それを

すべての人が受け入れるかというとそういうわけではありません。神はすべての人に対しては惜し

みなく、十分に、無条件にその愛を与えてくださいましたが、それを受け入れるのは一部の人たち

です。確かに神の恵みはすべての人に注がれていますが、その恵みは、それを信じる人たちだけに

有効であるということも事実なのです。イエス様にとって、ご自身を信じる人たちは特別なのです。

だから、イエス様はご自身によって神のもとに来る人たちだけのために、とりなしておられるので

す。それが、この「世のためではなく、あなたがわたしに下さった人たちのために」という意味で

す。 

 

これはすばらしい約束です。全能の主が、ご自身を信じる者ために祈っていてくださるのですか

ら。へブル 7:25 には、「したがってイエスは、いつも生きていて、彼らのためにとりなしをしてお

られるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。」とあります。

キリストを信じる者は、決して滅びることがありません。なぜなら、イエス様がその人たちのため

に祈っていてくださるからです。その祈りをやめることはありません。そして、その祈りが勝利を

もたらしてくれるからです。彼らは信仰に堅く立ち、終わりの日まで守られるのは、彼ら自身の意

志や能力によるのではなく、主が彼らのためにとりなしておられるからなのです。たとえば、イス

カリオテのユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨 30 枚を祭司長たちに返して、

「私は無実の人の地を打って罪を犯しました。」と言いましたが、最終的に彼は、銀貨を神殿に投げ

込んで立ち去り、首をつって死にました。再び立ち上がることはなかったのです。一方、ペテロはそ

うではありませんでした。ペテロもイエス様を知らないと三度も否定しましたが、彼はその後悔い

改めて、神との関係を回復しました。この両者の間にどうしてこのような違いがあったのでしょう

か。それは、主イエスがペテロのために祈っておられたということです。イエス様はペテロにこう

言われました。 

「しかし、わたしはあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あ

なたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。」（ルカ 22:32）  

 

皆さん、だれかに祈られているということほど心強いことはありません。祈りは神の御手を動か
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すからです。あなたのために祈っていてくださるのは、あなたの救い主イエス・キリストです。主は

まどろむこともなく、眠ることもありません。その主があなたのために祈っていてくださるのです

から、どんなことがあっても大丈夫。あなたは最後まで守られるのです。私たちは本当に信仰の弱

い者ですが、主はそんな者のために祈っていてくださいます。なぜ？イエス様を信じたからです。

イエス様を信じて神のものとなりました。神のものはイエスのものです。それでイエス様に特別に

愛される者となったのです。特別にです。イエス様にとって、あなたは特別なのです。You are special.

だからイエス様はあなたのために祈っておられるのです。これこそ、イエス様を信じている者たち、

クリスチャンの特権です。しかも、10 節の終わりのところには「わたしは彼らによって栄光を受け

ました」とあります。すぐにつまずいたり、すぐに主の御心を傷つけてしまうような者であっても、

主は私たちを誇り栄光と思っていてくださるということです。イエスを信じたからです。そのこと

を思うと、もう感激で胸がつまってしまうのではないでしょうか。 

 

Ⅱ．悪い者から守ってください(11-16) 

 

第二に、その祈りの内容です。11節から 16節までをご覧ください。11節には、「わたしはもう世

にいなくなります。彼らは世にいますが、わたしはあなたのもとに参ります。聖なる父よ、わたしに

下さったあなたの御名によって、彼らをお守りください。わたしたちと同じように、彼らが一つに

なるためです。」あります。 

 

イエス様は、そんな弟子たちのために二つのことを祈られました。一つは、11節にあるように「あ

なたの御名によって、彼らをお守りください」ということで、もう一つは、16 節にあるように「真

理によって彼らを聖別してください」ということです。 

 

まず、「あなたの御名によって、彼らをお守りください」ということですが、11 節には、「わたし

はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、わたしはあなたのもとに参ります。聖なる父よ、

わたしに下さったあなたの御名によって、彼らをお守りください。」とあります。どういうことでし

ょうか。イエス様はもうすぐいなくなります。十字架で死なれ、三日目によみがえられますが、その

後、父のもとに行かれるからです。しかし、弟子たちは主とともにこの世からいなくなるわけでは

りあません。彼らはこの世に残されます。彼らには大切な使命が与えられていたからです。それは

何かというと、キリストの証人となって、全世界に御国の福音を宣べ伝えることです。ですから主

は、彼らを守ってくださるようにと祈られたのです。つまり、イエス様はご自分の民がこの世から

取り去られることではなく、この世の中で悪から守られることを願われたのです。 

 

すべてをご存知であられた主は、弟子たちがどのような思いを抱くであろうかということをよく

知っておられました。その数は非常に少なく、力は弱く、敵や迫害に取り囲まれたら、だれでもこの

悩み多い世から解放されて御国に行きたいと願うことでしょう。あのダビデでさえ、敵の手に取り

囲まれたときこう言いました。「ああ私に鳩のように翼があったなら。飛び去って休むことができた

なら。」(詩篇 55:6)この言葉には、敵の手から解放されて主のもとに行きそこで休むことができたら
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どんなに良いことかという、彼の思いがよく表われています。 

しかし、主は、ご自分の民がこの世から取り去られ、悪い者から逃れることよりも、この世に残っ

て悪から守られることの方が重要であると思われました。戦いや誘惑から取り去られることは心地

よいことのように思われるかもしれませんが、必ずしもそれが益になるというわけではありません。

なぜなら、もしクリスチャンがこの世から取り去られたとしたら、どうやって神の恵みを証しする

ことができるでしょうか。イエス様は、山上の説教の中で、「あなたがたは地の塩です。もし塩が塩

気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てら

れ、人々に踏みつけられるだけです。 あなたがたは世の光です。山の上にある町は隠れることがで

きません。」(マタイ 5:13-14)と言われました。もしクリスチャンがすぐにこの世から取り去られた

としたら、どうやってこの地の塩としての役割を果たすことができるでしょう。どうやって暗闇を

照らす光となることができるでしょうか。私たちは地の塩、世の光として、自分自身をこの世に示

していかなければなりません。 

 

いったいどうやって示すことができるのでしょうか。私たちが主から与えられた使命を果たすた

めにはこの世に埋没していてはだめなのであって、神を必要としないこの世の原理に立ち向かい，

苦闘しながらも、主から与えられた使命を果たしていかなければならないのです。そのためには、

主の助けが必要です。この世を支配しているのは悪魔ですから、私たちのような弱いクリスチャン

が素手で立ち向かえるような相手ではありません。14 節から 16 節までのところで主はこう言って

おられます。「わたしは彼らにあなたのみことばを与えました。世は彼らを憎みました。わたしがこ

の世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。わたしがお願いすることは、あ

なたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪い者から守ってくださることです。わたしがこ

の世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。」 

イエス様はここで言っている「悪い者」とは悪魔のことです。イエス様が願っておられたことは、

私たちクリスチャンがこの世から取り去られることではなく、この悪魔から守られることでした。

いったいどうやって守られるのでしょうか。 

 

11節に戻ってください。ここには、「わたしに下さったあなたの御名によって、彼らをお守りくだ

さい。」とあります。また、12 節にも、「わたしはあなたが下さったあなたの御名によって、彼らを

守りました。」とあります。これはどういう意味でしょうか。これは、「神ご自身の御力によって」と

いう意味です。この方は天地を創造された全能者です。また、私たちを罪から救ってくださった救

い主です。そして死からよみがえられた勝利者であられます。この神の御名によって守ってくださ

るというのです。イエス様はこう言われました。「世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出

しなさい。わたしはすでに世に勝ちました。」(16:33)イエス様は、この世にあっては何の苦難もない

とは言われませんでした。苦難はあるんです。しかし、勇気を出すことができます。なぜなら、主は

この世に勝利されたからです。この方の御名によって、この方の力によって、私たちは守られるの

です。私たちの力によるのではありません。 

 

パウロは、ローマ 8:35-39でこの真理を次のように言っています。 



6 

 

「だれが、私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢

えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。「あなたのために、私たちは休

みなく殺され、屠られる羊と見なされています。」しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛し

てくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も、いのち

も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあ

るものも、深いところにあるものも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリスト・イエスにあ

る神の愛から、私たちを引き離すことはできません。」(ローマ 8:35-39) 

キリストの愛から引き離すのはだれですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、

裸ですか、危険ですか、剣ですか。しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方

によって、私たちは圧倒的な勝利者となることができるのです。私たちがキリストを信じたことに

よって、神の子とされたからです。私たちには、ご自身の御子さえも惜しむことなく死に渡された

神が共におられます。この神が、御子とともにすべてのものを、私たちに恵んでくださるのです。 

 

ですから皆さん、安心してください。あなたは悪魔から守られています。キリストを信じた時、神

の御霊、聖霊があなたの内に住んでくださいました。主がいつも、またいつまでも、あなたとともに

いてくださいます。神の愛と神の恵みが、あなたを取り囲んでいます。悪魔にやられるんじゃない

かなぁと心配する必要は全くありません。なぜなら、イエスは、「わたしはすでに世に勝ちました。」

と宣言されたからです。十字架に掛かる前に勝利の宣言をされました。そして、十字架の上で「テテ

レスタイ」「完了した」と言われました。私たちの罪の支払いは完了したのです。そして、イエス様

は死からよみがえられました。死から復活されたことによって、死の力を持っている悪魔を完全に

滅ぼされたのです。あなたは、この神の力で守られているのです。もしあなたがキリストを信じる

なら、あなたは神の子とされ、あなたの内に、この世にいるあのもの（悪魔）よりもはるかに力のあ

る方が住んでくださいます。あなたもキリストを信じてください。そうすれば、神の力によってあ

なたも守られます。ここでイエス様はそのように祈っておられるのです。このキリストの守りの中

にあることを感謝しましょう。キリストの中にいるのであれば、そして、キリストがあなたの中に

おられるのであれば、あなたはこのキリストの力、神の力で完全に守られるのです。 

 

それは何のためでしょうか。11 節、「私たちと同じように、彼らが一つとなるためです。」彼らが

一つの心、一つの思いになって、共通の敵に立ち向かい、共通の目標を目指して戦えるように、そし

て内輪もめや分裂によって分けられたり、弱められたり、麻痺したりすることがないように、彼ら

を保つためです。このことについては、次回の箇所でもう少し詳しくお話ししたいと思います。 

 

Ⅲ．真理によって聖別してください（17-19） 

 

 イエス様の弟子たちに対するもう一つの祈りは、真理によって彼らを聖別してくださいというこ

とでした。17節をご覧ください。「真理によって彼らを聖別してください。あなたのみことばは真理

です。」真理によって彼らを聖別するとはどういうことでしょうか。 
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 聖別するとは、もともと神のために区別するという意味があります。この世のものから離れて、

ただ神だけのものになるということです。旧約聖書では、イスラエルの民の初子は、人であれ、家畜

であれ、神のものとして聖別されました。同じように、私たちもこの世にあって、神のものとして聖

別されなければなりません。イエス様が言われたように、この世は悪に満ちているので、私たちが

この世に生きているかぎり、悪に汚れる機会がたくさんあります。家にいれば夫婦喧嘩をして汚れ

ることもあるでしょう。テレビを観ていればいろいろな情報で汚れることもあります。家を一歩出

れば、ママ友とのうわさ話や妬みで汚れます。ビジネスでは不正によって汚れることがあるかもし

れません。しかし、神のものであるならば、それらのものから離れて、きよめられなければなりませ

ん。すなわち、この「聖別してください」というイエス様の祈りは、生活と品性において罪の汚れか

らもっと分離して、きよくしてくださいということだったのです。その思いとことばと行いと生活

と品性において、もっときよく、もっと霊的に、そしてもっとキリストに似るものとしてください

という祈りだったのです。神の恵みは、すでに彼らを召し、回心させてくださることによって示さ

れましたが、その恵みがさらに高く、またさらに深められるために、彼らのたましいと、霊、からだ

のすべてにおいてきよめられ、イエス様ご自身に似る者とされるようにという祈りだったのです。

イエス様を信じて救われることを新しく生まれる(新生)とか、義と認められる(義認)と言いますが、

この新生や義認は完全で完成されたわざであり、イエス様を信じた瞬間に完成されますが、きよめ

られること、これを聖化と言いますが、これは、私たちの心にもたらされる聖霊による内的なわざ

であって、私たちがこの地上に生きている間は継続してなされるものです。ですから、イエス様は

弟子たちのために救われるようにとは祈りませんでした。彼らは、イエス様が話されたことばによ

ってすでに救われていたからです。彼らにとって必要だったのはきよめられること、聖別されるこ

とでした。 

 

いったいどうやったらきよめられるのでしょうか。ここには、「真理によって彼らを聖別してくだ

さい」とあります。「真理」とは何ですか。真理とは神のみことばのことです。みことばは、私たち

が聖霊によってきよめられるために用いられるすばらしい手段です。人が救われるのもみことばに

よります。聖別されること、きよめられることもそうです。みことばが、人の心、精神、良心、そし

て感情に蒔かれ、強力に結び付けられることによって、聖霊はその人の品性をもっときよいものへ

と成長させてくださいます。人はよく座禅とか滝に打たれるといった修行を積むことによって、あ

るいは、欲を捨てることによって、また、宗教的な儀式を行うことによってきよめられると思って

いますが、そうした外側からの働きかけは、残念ながら人をきよめることはできないのです。あな

たがどんなに頑張っても、無理なんです。よく求道者の方とお話しをしていると、「どうですか、イ

エス様を信じてください」と言うと、多くの方がこのように言われます。「いや、もうちょっといい

人間になったら信じます。」ならないです。もうちょっと良い人間になろうとすることはいいことで

すが、なりません。そうじゃないですか。いい人間になりましたか。なりません。悪くはならないか

もしれませんが、欲もならない。どちらかというと、悪くなっています。生きていると考えなくても

いいことを考えたり、言わなくてもいいこと、やらなくてもいいことを言ったりやったりするから

です。だから、どんなに頑張ってもいい人にはならないのです。じゃ、どうしたらいいんですか。イ

エス様を信じればいいのです。イエス様を信じるとその人には神の御霊が与えられ、全く新しく生
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まれ変わり、良い人へと変えられて行くからです。Ⅱコリント 3:17-18にこうあります。「主は御霊

です。そして、主の御霊がおられるところには自由があります。私たちはみな、覆いを取り除かれた

顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられていき

ます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。」それは、御霊なる主の働きによるのです。

ただ表面的に優しくなったとか、親切になったとかということではなく、根こそぎ変えられるので

す。「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、

見よ、すべてが新しくなりました。」(Ⅱコリント 5:17) 

すべてが新しくなります。イエスを信じることで喜びと平安、希望が与えられます。それはどん

な状況にも奪われることのない希望です。神の愛がその人に注がれているからです。神様がいかに

偉大で真実な方であるかを知るようになり、その神のみこころに従って生きていきたいという思い

で心が満たされていきます。その結果、主の御霊が私たちを変えられていくのです。あなたの努力

とか、頑張りとかによるのではなく、真理によってとあるように、あなたが神を信じ、神のことばに

従うことによって、変えられていくのです。 

 

ですから、聖書のみことばを規則正しく読むことと、説き明かされたみことばを聞き続け、それ

に従うことがどんなに重要であることがわかります。みことばは、気づかずして、私たちをきよめ

るために働いてくださるからです。詩篇 119:9には、「どのようにして若い人は自分の道を、清く保

つことができるでしょうか。あなたのみことばのとおりに、道を守ることです。」とあります。それ

は若い人だけではありません。すべての人に言えることです。どのようにして、人は自分の道を清

く保つことができるのでしょうか。神のみことばのとおりに、道を守ることです。そうすれば、私た

ちは自分の道を清く保つことができるばかりか、神のみこころにかなった者に変えられるのです。 

 

 なぜきよめられる必要があるのでしょうか。聖別されなければならないのでしょうか。18 節には

こうあります。「あなたがわたしを世に遣わされたように、わたしも彼らを遣わしました。」これが

その目的です。神がキリストをこの世に遣わされたように、キリストもまた彼らをこの世へと遣わ

されます。つまり、クリスチャンはキリストの証人であり、その使命をしっかりと果たすためです。

クリスチャンがこの世に遣わされたとき、その人と接した人が「この人は普通の人と違うなあ」「す

ごく暖かい感じがする」「本当に優しく親切だ」「私もあの人のようになりたい」と思うようであれ

ば、その人は福音に耳を傾けたくなるでしょう。反対に、この人のようにはなりたくない、なんだか

冷たいんだよね、というのではあれば、だれも聞きたいとは思わないでしょう。ですから、私たちが

キリストの大使として、キリストの香りをこの世に放つために、きよめられる必要があるのです。 

 

 バンク・オブ・アメリカのロサンゼルス支店で起こったことです。銀行の駐車場は利用客に限っ

て無料でしたが、乱用する人が続出したので、全場所有料としました。ある日「有料になったことを

知らなかったから今日は無料にしてくれ」と、ヨレヨレのシャツとジーンズ姿の 60 過ぎの男性が、

窓口の係の人に頼みました。彼の後ろには順番待ちの人の列が出来ています。少しイライラした窓

口係は、その男性に冷たく言い放ちました。「これはもう決まったことです。文句があるなら支店長

に言ってください。ハイ、次の方！」 
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 仕方なくその男性は再び列の最後尾に並び、そして自分の番が来たとき、自分の口座から全額を

下ろし、向かいの銀行に移し変えてしまいました。その額何と 420 万ドル、日本円で約 4 億 5 千万

円でした。窓口係のチョットしたイラッとした態度が、この銀行に大きな損出をもたらしたのです。

これはキリストの証人にも言えることです。私たちの態度が、その人に与える影響は大きいものが

あります。イエス様の目と、イエス様の心と、イエス様の態度で接するなら、キリストの証人として

その使命を立派に果たすことができます。 

 

 ちなみに、神奈川県の秦野市に愛鶴（あいず）タクシーという会社があります。この会社は不況の

タクシー業界で業績を伸ばしている会社です。以前あるホテルと契約して仕事をしていた時、その

ホテルの支配人から、「キミのところの会社はサービスというものが分かっていない、もう使わない」

と言われてしまいました。社長の篠原さんは、その時へりくだってホテルの支配人を訪ね、「サービ

スについてゼロから教えてください」と頼みました。すると支配人は「その答えは聖書の中にある」

と言ったのです。 

 それは、「自分にしてもらいたいと望むとおり、人にもそのようにしなさい」(ルカ 6:31)という言

葉でした。それから社長の篠原さんは、一生懸命お客様のニーズはどこにあるのかを考えたそうで

す。その中の一つのアイデアは、「福祉タクシー」というものでした。身体障害者やお年寄りの人た

ちの立場に立ったタクシーです。タクシーを改造し、運転手にはホームヘルパー2級の資格を取らせ

ました。また、手話を習わせたりしました。するとどうでしょう。同業他社の人々は「昼間だけのタ

クシーで儲かる筈がない」と言って、篠原さんの試みを冷たい視線で眺めていました。しかしこの

試みは世間の人々に受け入れられたのです。社会的弱者に優しいタクシー会社というイメージが拡

がり、普通のタクシーの需要も伸びたのです。 

 このような会社が伸びないはずがありません。キリストの言葉に生きるなら、そこには神のいのち

と力が働きますから、必ず良い方向へと導かれるはずだからです。 

 福音の宣教も同じです。大切なのはどのように伝えるかということではありません。だれが伝え

るかということです。だれがとは、どのような立場の人がということではなく、また、どのような性

格の人がということでもなく、どのような性質の人が伝えるのかということです。キリストの性質

にある人が、キリストに似た人がキリストの証人として伝えるなら、神の栄光が現されることでし

ょう。イエス様はそのために彼らを聖別してくださいと祈られたのです。 

 

 最後に 19 節をご覧ください。イエス様は、「わたしは彼らのため、わたし自身を聖別します。彼

ら自身も真理によって聖別されるためです。」と言っておられます。どういうことでしょうか。イエ

ス様は完全にきよく、罪がないお方だったので、きよめられる必要はありませんでした。そのイエ

ス様が、「わたしは彼らのために、わたし自身を聖別します」と言われたのです。この意味は、「わた

しは自分自身を聖別して、祭司として、自分を犠牲としてささげます。」という意味です。それは、

わたしの弟子たちが真理によって聖別され、きよい民となるためにです。それは、イエス様が間も

なく十字架で贖いの死を遂げられることを意味していました。イエス様はまさにご自身を神のもの

として聖別されたのです。それは、弟子たちが彼らに与えられた使命を果たすためでした。その使

命とは何ですか。その使命とはキリストの証人として、この世に遣わされるということでした。 
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弟子たちはその初穂として遣わされたのです。彼らを通して福音が宣べ伝えられ、多くの人がキ

リストを信じて救われ、神の栄光が現されるようにと。同じように、神はあなたをこの世から選び、

ご自身のもとして聖めてくださいました。救ってくださいました。それはあなたを通して神の栄光

が現されるためです。私たちはキリストによって罪の赦しと永遠のいのちを受けました。しかし、

それは完全になったということではありません。まだ弱さがあります。しかし、私たちには、そうし

た弱さを知ってとりなしてくださる方がおられます。イエス様です。イエス様があなたのために祈

っておられます。あなたの弱さに同情してくださるだけでなく、あなたをそこから助け出して、力

を与えてくださいます。そして、あなたを通してご自身の栄光を現してくださいます。私たちも内

側からきよめられて、キリストの栄光、神の栄光を現す者となりましょう。そのために、イエス様は

ご自分のいのちをささげてくださったのです。 


