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説教 大きな富が埋まっている 2020 年 2 月 2 日 ロマ書の学び 65 

ローマの信徒への手紙 8:9-11（新共同訳:新約 p284/和英聖書:新約 p370） 

 

私たちの 

今日はロマ書の学び第 65 回目です。読んでいただいた箇所はローマの信徒への手紙

8:9-11 です。前回は 9 節だけを取り上げましたが、今日も 9 節を少しだけ取り扱いま

す。それがどうしてかと言うと、この 8:9-11 という箇所は、実は三位一体の教理につ

いて併行して学ぶことが出来るからです。あるいは、この 9-11 をスローリーディング

でゆっくり取り扱って、しっかり学んでいくと、「あッ！三位一体というのはこういうこ

となのか！」ということが見えて来ます。ですから、今日は前回の続きて 9 節を読み

10 節へと進みます。そして次回は 11 節を取り扱いますが、三位一体の教理（父なる神・

子なる神・聖霊なる神）についても、今日と来週は少し触れたいと思います。では早速

9 節をご一緒にお読みしましょう。「(9)神の霊があなたがたの内に宿っているかぎり、

あなたがたは、肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者は、キリス

トに属していません。」この 9 節について、前回は「読み方を注意した方がいいよ！」

というお話をしました。それは、この 9 節を日本語の聖書でそのまま読んでしまうと、

どうしても、日本語で生きて来た私たちが非常に否定的な解釈をしてしまうからです。

例えば、9 節前半には「(9)神の霊があなたがたの内に宿っているかぎり、あなたがたは、

肉ではなく霊の支配下にいます。」とありますが、これは神さまの視点をもって読むと「あ

なたはキリストを信じているのだから、もうすでに神さまの霊があなたの内側に宿って

いるんだよ！」という言葉なのです。そのように、聖書を読む時には常にポジティブに、

前向きに、神さまはどうなのだろうか？という視点で読むことが大切なのに、私たちは

「自分はどうなのか？」という読み方をしてしまう癖があるのです。だから、9 節には

「神の霊があなたがたの内に宿っているかぎり…」とあるので、例えば、「神の霊があな

たにはありますか？」と言われれば、「う～ん、ちょっと自信ないなぁ！」ということな

って、「結局、自分は聖霊の中ではなくて相変わらず古い性質の罪の中にあるのだ！」と

いう結論を勝手に導き出して、信仰の前進が起こらなくなってしまう。ところが、聖書

の原文であるギリシア語で確認してみると、ここはもっと積極的・肯定的な意味がある

文章だよ！というお話を先週も致しました。今日もこの 9 節の山田訳をお伝えします。

ここはこのように訳さなければならない言葉です。「イエス・キリストを信じて救われた

あなたがたは、すでに肉の中ではなく聖霊の中にいるのです。なぜなら、神の霊があな

たがたの内に宿っているからです。それに比べて、まだ教会に行っていない人やキリス

トに出会っていない人というのは、キリストに属していないのですよ！」という意味で

す。もう一度言いますが、聖書は「自分はどうなのか？」という読み方ではなくて、「神
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さまはどうなのか？」という視点をもって読むことをお勧めします。 

 

足元に 

さて、今日はこの 9 節にもう一度注目したいのですが、この 9 節には「霊」という言

葉が 3 回出て来ます。まず 9 節の最初に「神の霊」という言葉があります。その次に「霊」

という言葉があります。その次に「キリストの霊」という言葉があります。神の霊・霊・

キリストの霊という 3 種類の霊が出て来ます。この 3 つ（神の霊・霊・キリストの霊）

は同じなのでしょうか。皆さんはどう思いますか。この 3 つの中でいちばん分かりやす

いのは、2 番目に出て来る「霊」という言葉だと思います。これは「聖霊」のことです。

では、最初に出て来た「神の霊」と、2 番目の「聖霊」と、そして 3 番目に出て来る「キ

リストの霊」との関係ですが、これは一体どういう関係なのでしょうか。「神の霊」と「聖

霊」と「キリストの霊」は違うものなのか、それとも同じものなのか。答えは Yes or Not!

です。違うものだけど同じものです。同じであり違います。どうしてか。それを今から

簡単に、そしてゆっくり説明して行きます。まず、最初の「神の霊」ということについ

てですが、「神の霊」と言うときの「神」というのは、これは「父なる神さま」のことで

す。「神の霊」の「霊」は「聖霊」のことです。「父なる神さま」＋「聖霊」＝「神の霊」

です。と言うことは、この 9 節の「神の霊」という言葉は、この一言だけで「父なる神

さま」と「聖霊なる神さま」がとても密接な関係にあるということを表現しているわけ

です。その言葉を使った後、パウロは同じ 9 節の中で「キリストの霊」という言葉を使

っています。「キリスト」というのは「イエス・キリスト」のことですから、「キリスト

の霊」というのは、「イエス・キリスト」＋「聖霊」＝「キリストの霊」です。つまり、

イエス・キリストと聖霊とがとても密接な関係にあるということです。分かりますか？

くり返すと、この 9 節前半には「神の霊」と「聖霊」と「キリストの霊」という 3 つの

霊が登場します。この 3 つは違うように見えて実は同じものであり、同じものであるよ

うに見えて違うものです。「神の霊」というのは「父なる神さま」＋「聖霊」で、父なる

神さまと聖霊が特別な関係にあることを意味しています。同じように、「キリストの霊」

というのは、「イエス・キリスト」＋「聖霊」で、イエスさまと聖霊が特別な関係にある

ことを意味しています。要するに、聖霊は父なる神さまに対して持っている親密な関係

を、子なる神であるキリストに対しても持っておられるということです。父なる神さま

と聖霊が親密であり、子なる神さまイエス・キリストと聖霊もまた親密である。と言う

ことは、父なる神さまと子なる神さまもまた親密である。要するに、ここに父と子と聖

霊という三位一体の教理が、見事に暗示されているということが分かります。この９節

についてくり返すと、先ずは「自分はどうなのか？」というネガティブな視点で読むの

ではなくて、神さまの視点で積極的に、ポジティブに、肯定的に読むこと。そして、「神

の霊」と「聖霊」と「キリストの霊」は、父・子・聖霊なる三位一体の教理が見え隠れ
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している言葉である！ということです。 

 

大きな 

では次に 10 節に行きましょう。10 節をご一緒にお読みしましょう。「(10)キリスト

があなたがたの内におられるならば、体は罪によって死んでいても、“霊”は義によって

命となっています。」この 10 節も、読み方は 9 節と同じで、「自分はどうなのか？」と

いうことばかりを考えている人にとっては、ネガティブで否定的な読み方が出来てしま

います。ここで、「キリストがあなたがたの内におられるならば、」と言ってるけども、

果たして「自分はどうなのだろうか？」と読むことが出てしまうわけです。前回もお話

しましたが、そういう読み方をしてはダメなのです。「自分はどうなのか？」という読み

方では理解できなくなってしまいます。ここも「神さまはどうなのか？」という視点を

もって積極的に肯定的に読むべき箇所です。要するに、ここにも英語で言う「Because」

という言葉があるのです。ですから、今から皆さんとご一緒に「Because」を入れて読

んでみたいと思います。この 10 節の前半部分に「キリストがあなたがたの内におられ

るならば」という言葉があって、「おられるならば」という言葉があります。これを「お

られるのだから」という言葉に入れ替えて読んでみましょう。「キリストがあなたがたの

内におられるのだから」という言葉に入れ替えて読んでみましょう。「キリストがあなた

がたの内におられるのだから、体は罪によって死んでいても、“霊”は義によって命とな

っています。」どうですか？ポジティブに、積極的に聞こえましたか？これが「神さまは

どうなのだろうか？」という読み方で、原文では英語で言う「Because」という言葉が

ちゃんと入っているのです。だから、パウロはちゃんと「神さまはどうなのだろうか？

神さまはこういうお方なんだよ！」という視点をもってこの箇所を書いているわけです。

「神さまはこう言っておられます。キリストがあなたの内におられるのだから、身体は

罪によって死んだとしても、霊は義によって生きているのだよ！」ということです。必

ず聖書はポジティブに読んで下さい。積極的・肯定的に読んで下さい。 

 

富が 

この 10 節には「体は罪によって死んでいても、」とあります。これは「私たちが死ん

だとしても」という意味です。私たちがなぜ死ぬのかと言うと罪の故に死ぬわけです。

アダム以来、人間に入り込んで来た罪です。原罪です。神さまの約束を破ったアダムが、

エデンの園にあった禁断の木の実を食べてしまったがために、人はアダム以来罪を背負

ってしまい、人は死すべき存在となってしまった。そのアダムの罪を私たちも背負い、

私たちもまたアダムと同じように、アダムの罪を引き受けてしまった。そのために、や

がては必ず誰もが肉体的には死にます。だけど、10 節の後半を見ると、必ず死ぬ私た

ちがどうなるのかと言うと、「“霊”は義によって命となっています。」とパウロは言いま
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す。これ分かりにくいですね。先ず、ここに「霊によって」という言葉があります。こ

こでの「霊」というのは、私たちが霊的存在であるという意味の霊です。マタイによる

福音書 4:4 を読むと、イエスさまがこう語っています。「人はパンだけで生きるのではな

く、神の口から出る一つ一つの言葉による」と。パンというのは食べ物ですから、まず

イエスさまは「人はパンだけで生きるのではなく」と言うことによって、人が食べ物を

食することによって栄養を補給していることを承認しています。私たちは食べ物によっ

て身体の健康を保ち、食べ物によって身体を成長させているわけです。では、見えない

部分をどのように成長させているのかと言うと、それは「神の口から出る一つ一つの言

葉によって成長させているのだよ！」とイエスさまが教えてくださっているのです。こ

の「神に言葉（御言葉）」によって生きるということを、私たちは「霊に生きる」とか、

「霊的に生きる」という言い方をするわけです。これが 10 節で言われている「霊」の

内容です。そして、10 節では「“霊”は義によって命となっています。」と言っていま

す。「義」という言葉がありますが、これは義認です。私たちはアダム以来の罪を持って

いても、イエス・キリストの十字架の贖いによって「よし」とされたお互いです。罪を

持ったままの罪人であっても義と認められたのです。これが義認です。要するに、私た

ちの持っているアダム以来の罪というのは、本来は神さまの怒りに触れるようなものだ

けど、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの十字架の贖いによってその罪が

赦されている。そして、神さまの怒りから私たちは解放されて、今は神さまとの平和が

与えられて生きている。これが、パウロが 10 節で「“霊”は義によって命となっていま

す。」と言っている意味なのです。だから私たちの「霊的に生きる」という信仰歩みとい

うのは、今すでに神さまに生かされて、神さまとの交わりを楽しんで生きているわけで

す。古い性質は持っているけど、でも新しい性質も与えられて、神さまとの交わりを喜

んで生きているわけです。これが、すでにキリストに出会って、キリストに信頼し、キ

リストを信じます！と言っている私たちの、「今は救われ続けている」という生活なので

す。ですから、永遠の命というのは、今すでに味わっている命であると同時に、やがて

私たちが死んでから確実に成就する命でもあるわけです。10 節を、理屈をこめて説明

して来ましたが、まとめるとこの 10 節というのは次のような意味になります。「あなた

がたの内には贖いのキリストがおられるのだから、体は罪によって死んでいても、霊的

な生活は生き続けている。」では、もう一度、今度は 9 節と 10 節を続けて述べてみた

いと思います。このような意味になります。9 節：「イエス・キリストを信じて救われた

あなたがたは、すでに肉の中ではなく聖霊の中にいるのです。なぜなら、神の霊があな

たがたの内に宿っているからです。それに比べて、まだ教会に行っていない人やキリス

トに出会っていない人というのは、キリストに属していないのです。」10 節：「あなた

がたの内には贖いのキリストがおられるのだから、体は罪によって死んでいても、霊的

な生活は生き続けているのです。」 
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埋まっていることに 

少し理屈っぽい解説になってしまいましたが、今日憶えて頂きたいのはこれです。先

週から述べていることですが、聖書は「神さまはどうなのか？」という視点で読もう！

ということです。日本語で育って来た私たちが、日本語で聖書を読むと 9 節や 10 節の

ような言葉を読んだだけで否定的な解釈をしてしますのです。ネガティブマインドによ

って読んでしまいます。「『神の霊があなたがたの内に宿っているかぎり、』と書いてある

けど、果たして、自分はどうなのだろうか？」とか。「『キリストがあなたがたの内にお

られるならば、』と書いてあるけど、果たして、自分はどうなのだろうか？」という具合

に、私たちは否定的解釈をしてしまうのです。もしかすると、そういった読み方という

のは、日本で育って来た人は「謙遜であることを美学とする」というところから来るの

かも知れません。でも、聖書をそのように扱っていくと、「果たして自分はどうなのだろ

うか？」と思ったところで、自分で出す答えは、「自分はどうせダメなんだ！」というも

のではないでしょうか。「自分にはどうせ神さまの霊が宿っていないのだ！キリストが内

側に居ないのだ！」と。ところが、そのようにビクビクした霊的生活を続けていると、

サタンに狙われてしまいます。もっと私たちは堂々と、積極的に、ポジティブな霊的生

活を送る必要があります。なぜかと言うと、くり返し学んで来たことですが、私たちが

ある時にキリストに出会って、キリストを信じて、この方に従って行こう！と心で思っ

たときに、私たちは神さまに義認を頂いて、「よし」とされているのです。あなた、その

ままで OK だよ！と刻印を押されたのです。私たちの側の頑張りなんて一切関係ありま

せん。信じます！従います！と思えばそれでいいのです。そして、ワクワクして「神さ

まはどうなのだろうか？」という視点に立って聖書を読むと、「あなたには神の霊が宿っ

ているのだよ！だから大丈夫、OK だよ！キリストもあなたの内にいるから大丈夫だ

よ！心配せず堂々と行きなさい！」というメッセージが聴こえてくるのです。遠慮する

必要はないのです。私たちは、な大きな祝福を受けていることを憶える必要があります。

神さまから与えられた霊的富が与えられていることに気づく必要があります。だいぶ前

に語った実話ですが、アメリカのある州で広大な土地を持っている人がいたのです。で

も、そこは非常に荒れた土地で農作地には適さないわけです。だから広大な土地を持っ

ていても収入が殆どないわけです。彼は羊飼いをしていたのですが、とりあえず自分が

食べる分だけの稼ぎしか収入が無いわけです。やがて、その彼が老齢になって亡くなっ

てしまうのですが、ある会社がその土地を掘削してみたところ、なんとなんと、彼が生

きていたその土地の下には膨大な量の石油が埋蔵されていたことが分かったのです。ポ

イントは、彼は何も知らずに莫大な富の上に貧しく生活をしていた！ということです。

これ、「自分なんかどうせ！」と言っている否定的解釈のクリスチャンに似ていません

か？つまり、信じた瞬間に内側に大いなる聖霊とキリストの内住が与えられているのに、

それに気づかず、また関心を払うこともしないで、ヒィヒィ言いながら貧しい霊的生活
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をしている。だから、私たちの霊的生活で最も大切なことが何かと言うと、私たちの生

きているそのすぐ下には、大きな富が埋まっているということです。 

 

気づこう 

どうぞ皆さん、自分の言葉を少し小さくして、つまり、「自分はどうなのだろうか？」

とか、「自分はどうせダメだ！」という言葉を少し控えて、「神さまはどうなのだろうか？」

という基本に立ち返って、もっと神さまに関心を持ちながら、御言葉を通して語ってく

ださる聖霊の声や、内住のイエス・キリストの声に耳を傾けて生きて行こうではありま

せんか。そうすると、すでに救われた私たちが今は救われ続けている状態にあり、御言

葉によって罪という畑を耕してもらっている状態であることが喜びに変わって来ます。

素晴らしいダイナミックなチャレンジに満ちた生活が私に与えられていること、そして、

この私をそのようにして生かして下さっていることを、神さま感謝しま～す！これが私

たちの今週 1 週間の私たちの祈りとなりますように。最後にもう一度、9-10 節の山田

訳をお読みして終わりにします。9 節：「イエス・キリストを信じて救われたあなたがた

は、すでに肉の中ではなく聖霊の中にいるのです。なぜなら、神の霊があなたがたの内

に宿っているからです。それに比べて、まだ教会に行っていない人やキリストに出会っ

ていない人というのは、キリストに属していないのです。」10 節：「あなたがたの内に

は贖いのキリストがおられるのだから、体は罪によって死んでいても、霊的な生活は生

き続けているのです。」アーメン！ 


