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説教 新しく生まれ変わって 2020 年 1 月 5 日 ロマ書の学び 61 

ローマの信徒への手紙 8:1-8（新共同訳:新約 p283/和英聖書:新約 p370） 

フィリピの信徒への手紙 2:6-8（新共同訳:新約 p363/和英聖書:新約 p469） 

 

新しく 

11 月の最後の日曜日が収穫感謝礼拝でした。その次の 12 月の第一主日からアドヴェ

ントに入って 4 つのクリスマスメッセージを聴きました。イヴ礼拝を含めると 5 つのク

リスマスメッセージを聴きました。そして、12 月 29 日が信徒奨励日でしたので、今日

は 7 週間ぶりにロマ書の学びに戻って行きます。今日はロマ書の学びの第 61 回目にや

って来ました。タイトルは「新しく生まれ変わって」というものです。つまり、「罪から

の解放」です。罪から解放されて新しく生まれ変わろうではないか。これがローマの信

徒への手紙 8 章です。前回で７章が終わったので、今日はローマの信徒への手紙 8 章を

取り上げます。先ず前回までの学びのポイントを確認しましょう。クリスチャンにとっ

ての最大な悲劇が何かと言うと、それはクリスチャンになったあと「よし、ガンバるぞ！」

と言って努力したり、何かを行うことによって救いを得ようとするところに失敗がある

ということ。つまり、「クリスチャンになったのだからガンバって何かをしよう！」とい

う自分の努力によってキリストの救いを達成しようとすること、これがクリスチャンに

とっての最大の悲劇であるというお話をしました。なぜそれが失敗なのかと言うと、「ク

リスチャンになったのだからガンバって何かをしなければ！」という理解をしていると、

クリスチャン生活が律法主義になってしまうからです。そして、「クリスチャンなのだか

ら〇〇をしなければ！」という律法主義に生きると、今度はそれを他人に押し付けたり、

それが出来ない人を裁くといったことが起こってしまいます。例えば、クリスチャンに

なったのだから聖書を旧約聖書の創世記から新約聖書のヨハネの黙示録まで通読しなけ

ればならない！とか。イエスさまがそんなことを求めますかね。失明している人はどう

すればいいのでしょうか。あるいは、クリスチャンになったのだから欠かさずに日曜日

の礼拝に出席しなければならない！とか。身体の自由が効かない人はどうすればいいの

でしょうか。あるいは、「酒もタバコもダメです！」と教えている教会もありますが、聖

書にそんなルールはありません。クリスチャンになった人が、自分の努力目標としてそ

れを掲げて頑張ることは多いに結構なことです。だけど、もしクリスチャンになった途

端に「よしがんばるぞ！」と言って律法的になって、「聖書も読まなければ！礼拝も欠か

さず休まず行くぞ！タバコも酒もやめるぞ！」と頑張ってしまうのは、「それは律法主義

なのだ！」とパウロは忠告しているわけです。つまり、自分の努力目標として頑張るの

はいいけど、ガンバってやっているうちに律法主義的になって他人を裁いたり、あるい

は、ガンバっているうちに、ついには疲れ果てて、信仰が一時休業状態に入るというこ
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とになってしまうのです。そういうクリスチャンは日本人の中にとても多いです。クリ

スチャンというのはそういうことではありません。クリスチャンというのは、自分の中

で古い性質と新しい性質が闘っている人のことです。 

 

生まれ 

皆さんに質問ですが、クリスチャンというのは古い性質が残っていてはダメですか？

違いますよね。何らかの形で神さまに出会って、クリスチャンになるという新しい性質

の中に生きている人であっても、必ずクリスチャンになる前の古い性質というものが残

っているのです。そういった古い性質が残っていてもいいし、むしろ、古い性質と新し

い性質との間に葛藤があることが、実は救われている証拠なのだ！というお話をしまし

た。むしろ、葛藤があっていいのです。葛藤があることは救われていることなのです。

私自身もロマ書 7 章の学びで救われました。それもお話したと思いますが、この教会に

は居ないのですが、教団以外のクリスチャンの人の中にこういう人を見ます。何となく

ふわふわ―としていて、「感謝で～す、ふわふわー！」「喜びで～す、ふわふわ～！」「恵

みで～す、ふわふわー！」と言いながら、ふわふわ～！としてニコニコしているクリス

チャンの人を見ると、「え、あなたホントに？あなた、大丈夫？」と思ってしまうわけで

す。私は葛藤だらけのクリスチャンですから、そういう人を見ると、逆に、ふわふわ～！

感謝で～す、喜びで～す、恵みで～す！と喜べない自分は、本当のクリスチャンではな

いのではないか？とさえ思うこともあったのです。でも、7 章の学びで、いやいや「ふ

わふわ～！」と地上に浮いているオバケのような信仰ではなくて、地に足をしっかりと

付けながら、古い性質と新しい性質が常に葛藤していていいのだ！むしろ、それは救わ

れている証拠なのだ！と確信することが出来ました。つまり、クリスチャンになっても

葛藤は常にあるのです。だからこそ私たちは苦しんでいるし、苦しんでいる自分を見て

責めたり、上手く行っているような顔をしている人を批判したり、色んな複雑な思いが

あるわけです。それは異常ではなくて、むしろクリスチャンとして正常なのです。聖化

というのは救いの現在進行形ですから、救いを受けた私たちは今、救われ続けていると

いう現在進行形の状態です。つまり、神さまに私たちの内側を耕してもらっている状態

にあるわけです。だから、そういった救われ続けている状態の中にあって、少しずつ少

しずつ古い性質から新しい性質の方へと、比重が移行しつつある段階。そういうプロセ

スを通って、私たちは新しい性質がますます力を得て行くクリスチャンになって行くの

だ！ということを前回は学んだわけです。 

 

変わって 

今日はそのつづきです。そして今日は 8:1 だけで時間を使います。残りの 2-8 節まで

は、次回以降取り扱って生きます。先ず 1 節をご一緒にお読みしましょう。「(1)従って、
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今や、キリスト・イエスに結ばれている者は、罪に定められることはありません。」パウ

ロは接続詞を上手に使っています。冒頭に「従って」という言葉があるわけですが、す

でにロマ書の学びが 7 週間ぶりですから、今日はここで立ち止まって、この「従って」

とは何か？という問いかけをしなければなりません。この「従って」という言葉は 7:1-6

を受けています。そのあとの 7:7-25 までは、これは横道に逸れた議論で「挿入句」の

ような内容なのです。と言うことは、ロマ書の 7:6 から今日の 8:1 に繋がっていると考

えても良いのです。従って、今日は先に進む前に、ここでパウロが言っている内容を正

しく理解するためには、もう一度この「従って」の前の内容を確認したいと思います。

パウロがロマ書 7:1-6 で教えていたことの要約です。思い出そう！ということです。ロ

マ書 7:1-6 で、パウロが語っていたことが何かと言うと、そこでは律法（あるいは法律）

の大原則について語っていました。律法の大原則が何かと言うと、「律法とか法律という

ものは、生きている人に対してのみ権限を持つのだよ！」というお話をしました。例え

ば、私たちには納税義務（憲法 30 条および 84 条）があります。法律によって定めら

れた税金を払わなければなりません。私は、父親が認知症になるか、あるいは死去して

しまったことを想定して、「家族信託」というものを契約しました。銀行マン 2 人・司

法書士 1 人・公正役場の公証人 1 人+書記 1 人が立ち会って、家族信託（今後、父親の

光熱水費などを父親に代わって私が支払うもの）契約を結びました。その時に、私の納

税証明書（税の支払いを滞納してないことを証明する書類）というものを佐久税務署に

行って出してもらうのですが、そういった書類で改めて思うことは、私たちは色々な税

金を支払っていますね。身近なところで言うと住民税。お給料をある一定以上もらって

いる人は所得税。あるいは、普段は意識していないようでもツルヤさんでもコンビニで

も、買い物をすればそこで消費税を支払っています。あるいは、車を所有していれば自

動車税や重量税。あるいは、家や土地を持っていれば固定資産税など、ありとあらゆる

税金を、私たちは国に納めているわけです。ところが、こういった税金というのは、私

たちが生きている限りにおいては支払い義務があるわけですが、もし死んでしまえばそ

ういった税金を支払うことから解放されます。当たり前のことですが、税金は死んだ人

にはかからないのです。生きているから税金がかかるのです。要するに、法律というも

のは、死んだ人には適用されないのです。これが律法や法律の大原則であって、それを

パウロはクリスチャン生活に適用して、私たちはイエス・キリストを信じた時に律法に

対して死んだと言っているのです。「〇〇しなければ救われない！とか、〇〇をしなけれ

ばならない！といった、律法主義的に生きる生き方は違うのだ！今は新しい聖霊によっ

て生きているのだ！」と言っているのです。だから、私たちはキリストを信じた時に律

法に対して死んだので、新しく生まれ変わった私たちはすでに律法の要求から解放され

たのです。そこで 8:1 です。「(1)従って、今や、キリスト・イエスに結ばれている者は、

罪に定められることはありません。」分かりましたか？復習できましたか？もう一度言う
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と、人はイエス・キリストを信じた時に新しく生まれ変わって、律法の要求から解放さ

れる。なぜか。それは、イエス・キリストを信じた時に新しく生まれ変わるということ

は、古い自分がすでに死んだのだから。だから、死んでいるのであれば律法に従う必要

は無い。従って、今や、キリスト・イエスに結ばれている者は、罪に定められることは

ない。あるいは、「決して罰を受けることはない！」と、パウロは言っているのです。 

 

神の 

私たちがイエス・キリストを信じた瞬間、あるいは福音を信じた瞬間に何が起こって

いるのかと言うと、私たちはイエス・キリストを信じた瞬間に新生しています。新しく

生まれ変わっているのです。霊的に新しく生まれ変わっています。と同時に、私たちの

心に聖霊が与えられて、キリストと一体化させられているのです。これは日本語で言う

と理屈っぽい言葉ですが、英語では簡単な言葉で表現です。「We are united with 

Christ.」あるいは「We are union with Christ.」キリストと 1 つになっている状態。

新しく生まれ変わって、心の内側に聖霊が与えられ、キリストと 1 つとなっているとい

う新しい状態です。それを、今日の 1 節では「キリスト・イエスに結ばれている者」と

言っているのです。これが、私たちキリストを信じている者の立ち位置です。今、ここ

にお集まりの皆さんの中で、クリスチャンであろうが無かろうが、イエス・キリストを

信じている！と心の中で思っている人は「キリスト・イエスに結ばれている者」です。

これが私たちの立っている位置です。位置というのは英語でポジションです。これがキ

リストに従っている人の自己認識なのです。だから、「クリスチャンってどういう人な

の？」と聞かれたら、「タバコ吸わない人！酒飲まない人！」ではないのです。キリスト

と一体化した人がクリスチャンなのです。冒頭で述べたことを付け加えるならば、たと

え、古い性質と新しい性質の葛藤を抱いていたとしても、キリストと一体化していると

認識している人はクリスチャンです。あるいは、戸惑いや疑いを持っているとしても、

キリストと一体化していると認識している人はクリスチャンです。タバコやお酒をやっ

ている人でも、キリストと一体化していると認識している人はクリスチャンです。この

ことをよく憶えておいてください。これを専門的には「位置的真理」と言うのです（こ

れは特に憶えなくてもいいです）。だから、1 節の結論を言うと、そのように新しく生ま

れ変わってキリストと一体化しているという自覚に立っている人は、1 節後半で「罪に

定められることはありません。」とパウロは言っています。タバコをやっていてもお酒を

やっていても、戸惑いや疑いや闘いや葛藤を抱いているとしても、キリストと一体化し

ているという自覚に立っている人は、罪に定められることはありません。キリストと一

体化されている私たちは、聖霊の助けによって、少しずつ古い性質から新しい性質へと

変えられているのです。 
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恵みに 

ここで、日本人の多くのまじめな人生観を持っている人に起こりやすい現象を確認し

ておきましょう。私は今日、皆さんがどういう位置にあるのか。どういうポジションに

いるのかをお話して来ました。それは、パウロが言っているように私たちはお互いに「キ

リスト・イエスに結ばれている者」の群れです。これが今ここにいる私たちの位置です。

ポジションです。これ、皆さん自覚しましたか？大丈夫ですか？中には、「いえ、イエス

さまと一体化なんて、まだ私にはモッタイナイです！私はまだ初心者ですから！」と思

う人もあるかも知れません。もし、そう思っている人がいるとすれば、それは突き詰め

て行くと、「〇〇をしなければ救われない！」と言っている律法主義者と同じです。要す

るに、パウロがここで「キリスト・イエスに結ばれている者」と私たちのことを述べて

いるのは、これは客観的真理です。しかし、何と多くの人が主観的に「いやいや、まだ

自分なんて…」と思っていることか。でも、客観的真理は何かと言うと、今ここにおら

れる皆さんは「キリスト・イエスに結ばれている者」です。神さまがそう決めておられ

るから客観的真理なのです。客観的には、あなたは神との平和を得ているのに、だけど

あなたは主観的に自分を責めている。皆さんに質問です。私がいつも言っていることな

のですぐ答えられると思います。イエスさまは神ですか？何パーセントの神ですか？

100％神です。では、イエスさまは人ですか？何パーセントの人ですか。100％人間で

す。100％神であられるイエスさまが 100％人であるということは、100％あなたの

ような人間となったということです。つまり、罪人としてのあなたのような人間となる

ために、罪を持つ人間と同じ者となられたということです。有名な言葉がありますね。

ご一緒にお読みしましょう。フィリピ書 2:6-8 です。「(フィリ 2:6)キリストは、神の身

分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、 (フィリ 2:7)かえ

って自分を無にして、僕の身分になり、人間と同じ者になられました。人間の姿で現れ、 

(フィリ 2:8)へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。」

イエスさまは、自分を無にして、僕の身分となって、人間と同じ者となった。人間と同

じ者となったというのは、「罪ある人と同じになった」ということです。今ここにいる私

やあなたと同じ者となったということです。これが、私たちが信じ私たちが従っている

神さまの姿なのです。ここに私たちへの神さまの愛が示されているのです。と言うこと

は、パウロが今日のロマ書 8:1 で述べている「キリスト・イエスに結ばれている者」と

いう言葉を受けて、もしそこで「いやいや、まだ自分なんて…」と言っているとすれば、

神さまの愛の受け取り拒否をしているようなものです。だから、私たちがしっかりと認

識すべきは、私たちがイエスさまを信じて、新しく生まれ変わっている証拠が何かと言

うと、私たちが「キリスト・イエスに結ばれている者」であるということです。いやい

や、まだ自分なんて…と思ったとしても、その客観的真理は変わらないのです。そのこ

とをしっかり憶えて欲しいと思います。 
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生きよう！ 

私はこのロマ書 8 章の準備をしていて、あらためて思ったことがあります。それが何

かと言うと、地上のどんな事柄をとっても、それらのどこかに、人間の努力とか頑張り

という要素が付きまとっています。努力しなければ！頑張らなければ！ということばか

りに人は気をとられて、努力も頑張りも出来ない人がアウトキャストとされ、あるいは、

そんな自分を責めて自分で自分の命を絶ってしまう人もいるわけです。でも、聖書が言

っている神さまの救いというのは、そういった考えからは全くの異次元のものです。私

はそのことを今回確信しました。皆さんもそうだと思います。でも、私たちは、今日分

かっても明日になれば忘れてしまうのです。だから私たちはその間をいつも揺れ動いて

いて、でもその振り幅の間隔が少なくなって行って、やがて 1 週間のうち２日だけは神

さまの異次元の救いを感じ、やがて 1 週間のうち４日だけ感じ、最終的には 7 日間ずっ

と、神さまの救いを感じて生きることが出来るようになるのです。時々は失敗します。

でも、失敗や躓きも救われている証拠です。そのことを憶えて、新しく生まれ変わって

歩む歩みを、これからもご一緒に歩み続けて行きましょう。 


