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はじめに
恵み 
神の贈り物

アアンバーは家族とともにおじいちゃんの家
に着き、ワゴン車から降りました。そして、
家族が代わる代わる祖父にハグし終わる

のを辛抱強く待ちました。子どもたちは、ハーレー・ダ
ビッドソンに乗せてもらおうと、我先にとおじいちゃん
に群がっていました。

一段落すると、おじいちゃんは「この車、どうだい」と
アンバーに尋ねました。彼女は停めてあった最新モデ
ルのセダンに目をやりました。しっかり手入れされた良
い車です。でもアンバーは、いかつい祖父がハーレーか
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らセダンに乗り換えるなど想像できません。
「乗ってみるかい」と言われてそうすると、この車がと

ても気に入りました。ふだん運転しているくたびれたワゴ
ン車とは大違いです。田舎道をひとしきりドライブして戻
り、祖父に車の鍵を渡そうとすると、祖父は鍵をアンバー
に返したのです。祖父はにっこりと微笑みました。アンバー
は驚き、口をあんぐりと開けました。「本気なの？」

おじいちゃんは「本気だよ」と言いました。祖父は愛す
る孫に車をただで与えました。理由はひとつ、「孫をとて
も愛しているから」でした。

最高の贈り物とは、このようなものです。愛しているか
ら贈るのです。あげなければならない理由があるからで
はありません。贈り主の愛のほかに、何の理由もありませ
ん。これが恵みです。神が私たちを愛しているという理由
だけで与えられる贈り物です。

ビル・クラウダー
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序章 

妻妻のブロンウィンは幼いころから教会に通っていま
した。夏は毎年キャンプに参加する「良いクリスチャ
ン」でした。しかし、大学に入学する直前に出席した

集まりが彼女の人生を変えました。分科会のディスカッションで「ク
リスチャンは普通の人より天国へ行ける確率が高いでしょ？」と言う
と、全員が口をつぐみました。

彼女は何か「間違った」ことを言ってしまったと気づきまし
た。分科会の後、グループの一人が彼女を散歩に誘い、恵みの意
味について話し合いました。彼女は恵みを理解していませんでし
た。そのとき初めて恵みについて腑に落ちる経験をしたのです。
自分が良いクリスチャンであることが、ずっとブロンウィンの拠
り所でしたが、実は神はすでに全てをしてくださっていました。
イエスは彼女の罪のために死に、よみがえり、神との関係は完全
に修復されていました。

その時、その場で、彼女は神の恵みを初めて受け取りました。
神にふさわしい良いクリスチャンであろうとする重荷から、初め
て解放されたのです。

恵み。これはクリスチャンにとって大切な言葉です。私たちが
恵み*の意味を本当に理解すれば、それが福音、つまりイエスが
私たちの救いのためにしてくださったことの中心であると分かり
ます。恵みは、神の厚意であり、受けるに値しない私たちに無償
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で与えられます。私たちが生まれながらに持っているものでも、
自力で得られるものでもありません。

聖書の中で恵みを最も簡潔に表現しているのは、エペソ人へ
の手紙2章8節から9節でしょう。

あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それ
は、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによる
のではありません。だれも誇ることのないためです。

私たちは恵みにより救われました。罪*の赦し、救い*、神との
和解*は、贈り物として私たちに与えられました。救いは、良い業
や良い行い*を通して獲得するものではありません。救いは信仰
を通して私たちに与えられるものです。

イエスに従う者にとって、これは特別な聖書のみことばです。
無数の人々がこの聖句を暗記し、いのちと勇気を与えてくれる大
切なみことばとして心の支えにしてきました。

多くの人に愛されてきたこの有名なみことばが、エペソ人への
手紙、特に2章1節から10節の中で、どのような流れで語られたの
かを見ていきましょう。というのも、ここに非常に重要な意味が
あるからです。この個所は、2章1節から始まる議論に喜びに満ち
た結論を導き出しています。ご一緒に、エペソ人への手紙2章1節
から10節に込められた素晴らしいメッセージを紐解く旅に出ま
しょう。
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第一章
ウォーキング・デッド 

ゾゾンビの存在を信じますか。ゾンビは今大人気です。
映画やドラマ、CMにも出てきます。先日、10歳の娘に
ゾンビは本当にいるのかと聞かれ、「ゾンビなんてい

ないよ」と答えました。でも私は間違っていました。ゾンビは確かに
存在します。聖書にそう書かれています。エペソ人への手紙2章1節と
2節にゾンビの姿が描かれています。

2章は「あなたがたは自分の罪過と罪との中に死んでいた」と
いう暗い記述で始まります。パウロは死から説き起こし、人は罪
の中に死んでいると言います。これは人が気づかないうちに肉体
的に死んでいたということではなくて、罪と罪過*「の中に」ある
いは「を通して」（「ゆえに」）霊的に死んでいるという意味です。
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「罪過」とは、決まりを破ったという罪です。「罪過」であるかど
うかに関わらず、罪とは神に対する反抗を指します。人は生来、
神を拒みます。これは自然の傾向です。神に対する反抗は、言
葉、行動、態度や姿勢に表れます。

肉体的・霊的に死んだ状態という意味を知ることはとても大
切です。肉体的に死んでいるなら何もできません。なにしろ死ん
でいるのですから。棺桶に入ったら、その人の全ては終わってい
ます。間違いを正すことはできません。傷つけた相手に謝ること
も、家族の不和を修復することも、子どもに愛していると言うこ
ともできません。後悔しても手遅れです。

霊的に死んでいる人は、神と全くつながりがありません。霊的
に死んでいるとは、神から完全に切り離されていることを意味し
ます。死んでいるので、神に手を伸ばせません。なぜ自分が神を
怒らせてしまったかを悟れません。神に反抗した、神が存在しな
いかのように振舞った、あたかも自分が神のように振舞った、と
謝罪することもできません。

k
2章1節は、深刻な問題を提起しています。死んだ人はやり直しが
できません。死という問題は、私たちの側では解決できないの
です。

私たちが罪の中に死んでいると述べた後、パウロは続けます。

そのころは、それらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権
威を持つ支配者*として今も不従順の子らの中に働いている霊に従っ
て、歩んでいました（2節）。
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罪の中に死んでいた人々が、「それらの罪の中にあって…歩ん
でいました」と記されています。毎日の過ごし方について話すと
き、ユダヤ人はよく「歩む」という言葉を使いました。たとえば、 
「平安の中を歩む」とは、平和的に振舞うことを意味します。彼
らは死んでいるのに罪の中を歩んでいた、とパウロは述べたの
です。歩く死人、「ウォーキング・デッド」です。聖書にゾンビが登
場しました。

2節は、これらのゾンビ（ウォーキング・デッド）が、好きな所で
好きなように過ごせたわけではない、とも述べています。ゾンビ
は自由ではありません。ゾンビは二人のリーダーに従っていまし
た。「この世の流れ」と「空中の権威をもつ支配者」です。

この世の流れに従うとは、世の価値観や考え方に流されて生
きることです。ちょうど、自分で考えることのできないゾンビのよ
うに、ウォーキング・デッドは自分を取り巻く世の風潮に盲目的
に従います。ゾンビは現状を打破しようとはせず、強いられた価
値観を疑問に思いません。より良いものを求めません。

ウォーキング・デッドは空中の権威を持つ支配者として今も
不従順の子らの中に働いている霊に従います。パウロは、この 
「霊」の正体に言及していませんが、悪魔のことだと言っていい

  聖書は私たちが神に手を伸ばすように促しています（使徒の
働き17章27節、ヤコブの手紙4章8節参照）。私たちのほうから
神を探し求め、見つけ出すことができる一方で、霊的に死んだ私
たちの心を生き返らせ、神との正しい関係に導き入れることがで
きるのは唯一、神のみです。



10  恵み

でしょう。世の中には、悪魔を面白おかしく描いて、矮小化する
人もいます。しかし、悪魔が存在しないとか、大したものではな
いというまやかしを私たちに信じ込ませることこそ、悪魔の最大
の策略です。

サタンあるいは悪魔と呼ばれる邪悪な霊は実在します（ヨブ
記１章、マタイの福音書4章1節から11節）。それは危険な存在で
す。悪魔はゾンビを操り、ゾンビは悪魔に支配されます。ゾンビ
が盲目的にこの世の流れに従うとき、悪魔はゾンビを操ってい
るのです。

しかしパウロは、批判的になりすぎないよう、ゾンビのような
ウォーキング・デッドについて、次の節でもう少し具体的に述べ
ています。そして、自分もそうだったと語ります。「私たちもみな、
かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、
肉と心の望むままを行い、ほかの人たちと同じように、生まれな
がら御怒りを受けるべき子らでした」（2章3節、斜体は著者）。私
もあなたも、使徒パウロさえ、かつてはウォーキング・デッドだっ
たのです。

  C.S.ルイスはこのことを『悪魔の手紙』の中で脚色していま
す。老悪魔が若い悪魔にどうやって人間をだますか助言する場面
です。「現代人の想像では、『悪魔』はきわだって＜喜劇向きの＞
登場人物であるということは君にとって重宝であろう。もし彼の
心に、君の存在について少しでも疑念が湧いたら、赤い肉じゅば
んを着た者の絵を彼にほのめかし、それが信じられない以上（彼
らをまごつかせる昔の教科書的方法だが）君が信じられるはずが
ないと思いこませなさい。」（訳注：「悪魔の手紙」新教出版社60頁）
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3節でもうひとつ気づくのはウォーキ
ング・デッドが「自分の肉*の欲の中に
生き、肉と心の望むままを行」ったとい
うことです。つまり、自分の欲望に従っ
ていたのです。肉体が欲するもの、心
が望むもの、それを私たちは追い求め
ました。欲求を満足させることが最優
先でした。

これらを考え合わせると、自分の欲
求を満たすために生きることは、まさ
に、この世と悪魔に従っていることだ
と分かります。自分の欲望を満たして
も誰の迷惑にもならない、と思うかも
しれませんが、そうするとき、私たちは
神に背を向けるこの世の歯車のひとつ
になっているのです。そのように生きることは、まさに、この世と
悪魔という支配者の思うつぼです。

「自由」とは自分の望むままを行うこと、例えば、欲望を追求
し、それを満足させ、思いのままに振舞うことと、この世は、私た
ちに語り、そう思い込ませようとします。しかし、それは嘘です。
この世の自由は自由ではありません。むしろ、この世と悪魔に隷
属することです。

最後に、パウロは3節で、私たちがこの世と同様に「生まれな
がら御怒りを受けるべき子らでした」  と述べています。生まれ
ながらの状態の私たちは、創造主に逆らった存在です。盲目的

自分の欲望を満たし
ても誰の迷惑にもな
らないと思うかもし
れませんが、そうす
るとき、私たちは神
に背を向けるこの世
の歯車のひとつに 

なっているのです。
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で、自分の欲を満たし、サタンに従い、世を喜ばせる、霊的なゾ
ンビは、神の怒りを受けるに値します。

この個所は、実に殺伐とした光景を描いています。神が私た
ちを見放されなかったのは、本当に感謝なことです。

  そういうわけで、ちょうどひとりの人によって罪が世界に入
り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様
に、――それというのも全人類が罪を犯したからです。というの
は、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。し
かし罪は、何かの律法がなければ、認められないものです。ところ
が死は、アダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じように
は罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムはきたるべ
き方のひな型です（ローマ5章12節から14節）。
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第二章
キリストとともに 
生かされる 

自自分の欲求を満たすだけの霊的ゾンビだった私たち
を、なんと神は愛してくださいました。パウロは4節と
5節でこう述べています。「しかし、あわれみ豊かな

神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪過の中に
死んでいたこの私たちをキリストとともに生かし、――あなたがた
が救われたのは、ただ恵みによるのです。――」

大きな愛とあわれみゆえに、神は、ゾンビ症状に効く特効薬を
与えてくださいました。神は「私たちをキリストとともに生かし」
てくださいました。私たちは罪の中に死んでいて、どうすることも
できずにいました。しかし神が私たちを生き返らせるために動か
れました。パウロが言ったように、私たちは「恵み」により救われ
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たのです。自分で自分を生かしたと主張することはできません。
そんなことは死人にできないことです。私たちの状態が変わっ
たのは純粋に神から贈り物をいただいたからです。それこそ「恵
み」です。これについては後ほどまた考えましょう。

パウロは続けてこう言います。「キリスト・イエスにおいて、と
もによみがえらせ、ともに天の所にすわらせてくださいました*」
（6節）。

私たちがキリストとともに生かされ、ともによみがえらされ、
ともにすわらせていただいている、とパウロが言ったのは、キリ
ストの経験した重要な事柄を、私たちも経験したという意味で
す。神学的には「キリストにあずかる」*といわれています。キリス
トを信じ、信頼すると、キリストに結びつけられます。ですから、
キリストの死は私たちの死、キリストの復活*は私たちの復活、
キリストの昇天*は私たちの昇天、となるのです。

「キリストにあずかる」は難しい概念ですが、これはパウロが
新約聖書の書簡集を通じて用いているものです。私たちとキリス

  こういうわけで、もしあなたがたが、キリストとともによみが
えらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリスト
が、神の右に座を占めておられます。あなたがたは、地上のものを
思わず、天にあるものを思いなさい。あなたがたはすでに死んで
おり、あなたがたのいのちは、キリストとともに、神のうちに隠さ
れてあるからです。私たちのいのちであるキリストが現れると、そ
のときあなたがたも、キリストとともに、栄光のうちに現れます 
（コロサイ3章1節から4節）。
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トは「霊的に」つながっています。パウロは、私たちがキリストと
ともに、肉体的に死んだり復活したり、ということを言っている
のではありません。キリストと霊的に結びつけられたので、私た
ちも死と復活を経験したと言っているのです。私たちの古い人が
死に、その人に代わって新しい自分が生きている、とパウロが言
うのはそういう意味です。 これは誇張でも比喩でもなく、霊的
な真理です。

「キリストにあずかる」ことを「キリストの車に自分の車を連
結させる」ことだと考えてみましょう。キリストの車が行くところ
に、私たちも行きます。私たちをキリス
トが牽引してくれます。死から新しい
いのちへ、そして天国へと。私たちは
復活のいのちに値する者ではありませ
ん。しかし、私たちがキリストにつなが
れているので、それが与えられます。天
国に行くに値する者ではありませんが、
「キリストにあずかっ」ているので、行
くことができます。私たちはキリストに
結ばれているので、引かれていき、キリ
ストの業にあずかれるのです。

キリストと霊的に
結びつけられたの
で、私たちも死と

復活を経験したの
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 
（コリント人への手紙第二5章17節）。
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1998年のゴールデングローブ賞の授賞式での出来事です。 
ゴールデングローブ賞を獲得した俳優のヴィング・レイムスが、
感極まった様子でステージ上から、往年の名俳優ジャック・レモ
ンを呼びました。「ステージにあがっていただけますか」と呼びか
けると、レモンは戸惑った様子でステージに向かいました。ジャッ
ク・レモンがヴィング・レイムスの隣に立つと、レイムスはこう言
いました。「アーティストというのは与えることが仕事です。私は
この賞をジャック・レモン氏にささげます。」

そしてトロフィーをレモンに手渡しました。ゴールデングロー
ブ賞を他人に譲るという前例のない行
為に、聴衆は喝さいを送りました。レ
モンはためらいながらトロフィーを受
け取り、人生最高の瞬間だとコメント
しました。

ジャック・レモンは賞を獲得しなかっ
たので、ステージに立つ権利はありま
せんでした。しかし、ヴィング・レイムス
の受賞のお裾分けをいただきました。

同様に、私たちもキリストのしてく
ださったことのお裾分けをいただきま
した。私たちは生まれながらにその権
利を持ってはいません。招かれてそう
なったのです。これが「キリストにあず
かる」ということです。

私たちは招かれ、神の驚くべき善意

ジャック・レモンは
賞を獲得しなかっ
たので、ステージ

に立つ権利はあり
ませんでした。しか
し、ヴィング・レイ
ムスの受賞のお裾
分けをいただきま

した。
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を味わうように促されます。私たちが
キリストにあずかることができるのは
「あとに来る世々*において、このすぐ
れて豊かな御恵みを、キリスト・イエス
において私たちに賜わる慈愛によって
明らかにお示しになるためでした」（7
節）。天においてキリストとともにすわ
ることにより、私たちは神のすぐれて豊
かな御恵みを見ます。より大きな恵み
を示すために恵みを与えてくださった
のです。

私たちは死んだ状態で、盲目的に世
に従い、神と神のご意志を拒絶してい
ました。しかし神は私たちを霊的な死
からよみがえらせ、キリストとともにあ
る新しいいのちを与えてくださいました。神の恵みは実に素晴ら
しいものです。

天においてキリスト
とともにすわること
により、私たちは神
のすぐれて豊かな御
恵みを見ます。より
大きな恵みを示す

ために恵みを示して
くださったのです。
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第三章
神により造られた 

次次は、多くの人が暗唱する有名な聖書のみことば
です。「あなたがたは、恵みのゆえに、信仰に 
よって救われたのです。それは、自分自身から

出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありま
せん。だれも誇ることのないためです」（エペソ人への手紙2章8
節から9節）。

2章1節から7節で語られたことを踏まえると、このみことばが
よく分かります。パウロが1節から展開してきた内容から論理必
然であることが分かります。私たちが救われたのは、恵みでなけ
ればなりません。なぜなら私たちは霊的に死んでいたからです。
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自分を救うことはできませんでした。そ
して神が私たちをよみがえらせてくだ
さいました。なぜでしょう。あわれみの
ゆえです。私たちに対する大きな愛の
ゆえです。私たちが神を感心させたの
でも、努力の実でも、魅力的なゾンビ
だったからでもありません。私たちは
純粋に神の贈り物、恵みによって救わ
れました。何かしたからとか、良いとこ
ろがあったからではありません。

では、この「恵み」とは正確にはど
ういう意味でしょうか。それは8節の終
わりによく表れています。「神からの賜
物」と書かれています。恵みは純粋に贈
り物です。しかし、贈り物に対する私たちの捉え方は、時に恵み
のイメージと異なっています。私たちは、相手の期待に応えるた
めに贈り物をしがちです。誕生日やクリスマスには、プレゼント
をしなくてはならないと感じます。クリスマスには「プレゼント交
換」をしますが、「交換」するなら、それはもはやプレゼントでは
なく、単に物を交換しているだけではないでしょうか。極端な言
い方かも知れませんが、論点はお分かりいただけるでしょう。ク
リスマスプレゼントをもらったとき、自分からはあげるものを用
意していないとばつの悪い思いをします。それは、プレゼントは 
「交換」するものだと思っているからです。

代わりに、何の理由もなくプレゼントをもらったと考えてみて

なぜ神は私たちを
よみがえらせてく

ださったのでしょう
か。それはあわれみ
のゆえです。私たち
に対する大きな愛

のゆえです。
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ください。「誕生日でも、クリスマスでも、記念日でもないのに、
どうして？」という問いに対する答えは「あなたを愛しているか
ら」です。

神の恵みとはそういうものです。神は、私たちの期待に応える
ために救いを与えたのではありません。他のものと交換に与えら
れたのでもありません。救いは純粋に贈り物です。なぜ神は救い
を与えてくださったのでしょうか。私たちを愛してくださっている
からです。

k
救いの贈り物は本当に素晴らしいものです。私たちは本来、

神の怒りを受けるべき存在なのに（3節）、罪を赦されました。神
の子どもとされて神の家族に迎えられました。神の息子、娘とさ
れたのです。完全な平安と喜びと愛の中で神とともに生きる永遠

  父がわたしを愛されたように、わたしもあなたがたを愛しまし
た。わたしの愛の中にとどまりなさい。もし、あなたがたがわたし
の戒めを守るなら、あなたがたはわたしの愛にとどまるのです。そ
れは、わたしがわたしの父の戒めを守って、わたしの父の愛の中に
とどまっているのと同じです。わたしがこれらのことをあなたがた
に話したのは、わたしの喜びがあなたがたのうちにあり、あなた
がたの喜びが満たされるためです。わたしがあなたがたを愛した
ように、あなたがたも互いに愛し合うこと、これがわたしの戒めで
す。人がその友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな
愛はだれも持っていません。わたしがあなたがたに命じることを
あなたがたが行うなら、あなたがたはわたしの友です（ヨハネの
福音書15章9節から14節）。
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のいのちを受けます。私たちは、神の臨在の下、  喜び、感謝を
ささげて、永遠に神とともにいることができます。罪も困難も苦
しみもない、永遠のいのちです。さらに、救われたことで、この世
の人生でも多くの祝福を受けます。真の意味で神を知り、神と相
互に通じ合う関係になります。私たちは瞬時にして世界の大家
族の一員になります。私たちのアイデンティティーは、功績や評
価、財産、地位に左右されていた不安定な状態から、キリストと
の関係に基づく揺るぎないものに変えられます。神からの贈り
物は、驚くほどに貴重なものです。

とはいえ、これらは皆もう十分承知のことかもしれません。信
仰を通して恵みによって救われたのであって、自分の貢献や行い
によってではない、とご存知でしょう。神の贈り物が何かも、お
分かりかもしれません。それでも、知っているつもりで、本当に
分かっていない、頭でっかちな知識で、自分のものになっていな
い可能性があります。心底納得していない場合もあります。いか
がでしょうか。

 恵みによって救われたと信じていて、人にもそう伝えたこと
があるクリスチャンでも、自分の胸に手を当ててみると、心のど
こかで、良い行いによって神と正しい関係を保とうとしているこ

  キリストに従う者が永遠を過ごす場所は、新しい地です。私た
ちが一般的に思い描く、空のどこかにある天国というのは、死後
一時的に過ごす場所です。それは、私たちの復活した体のために、
神が新しい天と新しい地を造られるまでの間です。
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とに気づくかもしれません。自分が頑
張っていることやちゃんとした人間で
あることを神に認めていただきたいの
です。恵みによる救いという知識とは
裏腹に、何か良いことをしないと神に
救っていただけないと思っていること
が行動に表れます。

「グッド・ウィル・ハンティング / 旅
立ち」という映画があります。ロビン・
ウィリアムス演じるショーン・マグワイ
アは心理学者で、マット・デイモン演じ
るウィル・ハンティングという若き天才
のカウンセラーです。ウィルは素行が悪
く、刑務所に入るところでしたが、週一
度カウンセリングを受けることを条件に自由の身となります。

ウィルは最初、心を閉ざしていましたが、二人の絆が徐々に深
まっていきます。終盤、ウィルが虐待を受けていた過去について、
「君は悪くない」とショーンが言うと、ウィルは「分かってる」と
言います。しかしショーンは重ねて「君は悪くない」と言い、ウィ
ルは「分かってるよ」と言います。このやり取りを繰り返し、つい
にウィルは涙を流し、ショーンを抱きしめます。ウィルはようやく
虐待が自分のせいでないことを「知った」のです。

分かっているつもりで、本当に分かっていないことがありま
す。しっかりと理解するためには時間がかかります。頭で分かっ
ていても、腹に落ちていないときもあります。真理を心の奥底か

恵みによる救いと
いう知識とは裏腹

に、何か良いことを
しないと神に救って
いただけないと思っ
ていることが行動

に表れます。
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ら認めてはいないのです。主にある兄
弟姉妹、神はあなたを愛しています。愛
しているのです。だから恵みによって 
救ってくださったのです。

そして、行いによってではなく、恵み
によって救われているなら、誇ることは
できません（9節）。クリスチャンが救い
を誇ることなどあり得ません。  実際、
私たちは一人残らず神の前に有罪で
す。いわゆる善良な市民も、強盗で有
罪判決を受けて服役している人も、神
の前では同じです。とても親切で優し
い誠実な人も、神の前で誇ることはで
きません。1節から3節に書かれている
ような現実がある以上、全ての人が、神の恵みの前では謙遜に
ならざるを得ないからです。神の恵みを受ける前、人は悪魔の支
配を受ける無分別なゾンビでした。自分の善良さを誇るなど愚
かなことです。

優れた実績や良い人だという評判など、私たちがしたことは
重要ではありません。全ては神がしてくださったことにかかって
います。10節でパウロは「私たちは神の作品であって、良い行い
をするためにキリスト・イエスにあって造られたのです。神は、私
たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備え
てくださったのです」と述べています。

私たちは「神の作品」、すなわち、神によって造られました。神

分かっているつも
りで、本当に分かっ
ていないことがあ

ります。頭で分かっ
ていても、腹に落ち
ていないときもあり

ます。
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の御業の結晶です。ここでパウロは意図的に「私たちの行い」か
ら神の御業へと焦点を転換しています。救いは私たちの行いに
よって得られるものではありません。むしろ、その正反対です。
私たちの救いは「神の」業です。私たちをキリストとともによみが
えらせてくださったのは、神です。神が、私たちをキリストととも
に天の所にすわらせてくださいました（6節）。神が、私たちを恵
みにより救ってくださいました。私たちは神の作品です。

  ただし、私は、人間的なものにおいても頼むところがあります。
もし、ほかの人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私
は、それ以上です。私は八日目の割礼を受け、イスラエル民族に属
し、ベニヤミンの分かれの者です。きっすいのヘブル人で、律法に
ついてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法に
よる義についてならば非難されるところのない者です。しかし、私
にとって得であったこのようなものをみな、私はキリストのゆえ
に、損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリ
スト・イエスを知っていることのすばらしさのゆえに、いっさいの
ことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨
てて、それらをちりあくたと思っています。それは、私には、キリス
トを得、また、キリストの中にある者と認められ、律法による自分
の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち、信仰
に基づいて、神から与えられる義を持つことができる、という望み
があるからです（ピリピ人への手紙3章4節から9節）。
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第四章
良い行いをするために 
造られた 

パパウロはまた、私たちは「良い行いをするためにキリ
スト・イエスにあって造られたのです」と述べてい
ます（10節）。ここまでは、行いについては全て否

定的に論じられてきました。私たちは行いによって救われるので
はなく（9節）、私たちの行為は「罪過と罪」でした（1、5節）。私
たちは自分の肉の欲の中に生きていました（3節）。しかし10節
では、神が私たちに良い行いをしてほしいと願っていると書かれ
ています。

なぜここで良い行いの大切さを説いているのでしょうか。ここ
までパウロは、行いが救いをもたらすのではない、救いは行いと
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無関係であると、徹底的に述べてきました。ではなぜここに、行
いが登場するのでしょうか。

その答えは、良い行い（10節）の位置付けにあります。行いに
よって救われるのではないことをパウロが十分明確にしてくれた
おかげで、私たちは、行いの正しい位置付けを知ることができま
す。行いは救いの条件ではありませんが重要です。イエス・キリス
トによって造り変えられた人は、神に喜ばれる生き方を求め、良
い行いをすることができます。思慮のないゾンビであったときに
は、悪魔に従っており、欲に囚われていたので、神を喜ばせるこ
とはできませんでした。しかし、神がキリストとともによみがえら
せ、恵みによって救ってくださったので、私たちは新しく造り変え
られました。もはや邪悪な力に囚われてはいません。私たちはキ
リストに属しています。

キリストに属するということは、神に喜ばれる生き方ができる
という意味です。私たちの行いが良いものとなる可能性がある
のです（10節以前には、「良い」行いとは書かれていないことに
注目してください）。ですから、クリスチャンは、生き方によって、
神を喜ばせようと求めるべきです。一生懸命神に仕えましょう。
日常生活の中で、思慮のある行動をしましょう。神が私たちのた
めに備えてくださった、良い行いを追い求めましょう。

パウロは「良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造
られたのです。神は、私たちが良い行いに歩むように、その良い
行いをもあらかじめ備えてくださったのです」と語ります。またこ
こで、歩みが出てきます。「歩む」という単語は2節と10節にしか
出てきません。二種類の歩みがあることを対比するためです。最
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初に出てきたのは「ゾンビのような歩み」です。罪過と罪の中で、
霊が死んでいた人の歩みです。二番目の歩みは、霊が生きてい
る人の歩み、神を喜ばせる良い行いに歩むというものです。誰も
がどちらかの歩みをしています。世に従ってゾンビのような歩み
をするか、キリストにならう歩みをするかのどちらかです。

新しい歩みの励みになる事実があります。神が私たちに歩
んでほしいと望まれる良い行いをあらかじめ準備してくださっ
ていることです。とは言え、どの程度具体的に示されるのでしょ
う。神はクリスチャン一人ひとりのために、良い行いのひとつひと
つを備えてくださったのでしょうか。それとも、人間が歩むべき
普遍的な良い行いを備えてくださったのでしょうか。おそらく両
方でしょう。聖書を通じて、神のご計画や御業は、一人の人と多
くの人、両方に対する神の関心を示しています。神は個人と人類
全体の両方に関心をお持ちです。個人なくして全体はあり得ませ
ん。一人と大勢とは両方あって初めて成立します。それで、神は、
私たちが集団として歩むべき一般的な道を計画しておられます。
その集団の一員として、私たちは、神が備えてくださった特定の
良い行いに歩みます。

  あなたがたは、世界の光です。山の上にある町は隠れる事がで
きません。また、あかりをつけて、それを枡の下に置く者はありま
せん。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照ら
します。このように、あなたがたの光を人々の前で輝かせ、人々が
あなたがたの良い行いを見て、天におられるあなたがたの父をあ
がめるようにしなさい（マタイの福音書5章14節から16節）。
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これは、私たちの良い行いまでも、神によって与えられたこと
を意味しています。神は私たちを恵みにより救い、あとは好きに
しなさいと言っておられるわけではありません。恵みによって救
われた人は、恵みによって生きるのです。神は私たちに成してほ
しい善を計画してくださり、私たちがそう歩めるようにしてくだ
さいました。これは本当に励みになります。あまり良いことはし
ていないと自分を責める必要はありません。本当に正しいこと
をしているのかどうか思い煩う必要もありません。するべき良い
行いを神が準備してくださったので、私たちはその中で安らげま
す。神が運転してくださるので、喜んで神について行けばよいの
です。

k
神の恵みを正しく理解するなら、人生が変わります。しかし、

恵みを理解するには、己の罪深さ、そして自分の霊は完全に死ん
でいることを先ず理解しなければなりません。そうして初めて、
唯一恵みによってキリストとともに生かされたという事実のあり
がたみを知ります。恵みは、死人をよみがえらせ、新しいいのち
を与える、神の贈り物です。私たちは新しくされました。この世
や悪魔に囚われて、神に背いて思慮なく歩んだのは過去のことで
す。私たちは今や神に属しており、神の臨在する天の所にすわら
せていただいています（６節）。

キリストとともに生かされた今、私たちは神の喜ばれるように
歩めます。私たちは良い行いのために造られました。ですから、
神が備えてくださった良い行いに歩むことができます。救いを得
るためではなく、恵みによって救われたからです。
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このことを本当に理解すれば、全てが変わります。罪と咎の重
荷は取り去られました。自分はふさわしくない、という思いは癒
されました。私たちは、神の圧倒的な愛と、豊かなあわれみの中
で、平安を得てよいのです。今や私たちは、神の恵みによる本当
の自由を知るようになったのです。

用語 
恵み：恵みは「無償の贈り物」です。神が人を恵みによって救うと
は、人が本来値する罰から「無償で」救うことを意味します。

罪：罪とは神に対する反抗です。人は、神から離れて自分のやり
かたで生きようと望むことによって神に反抗します。また、自分を
人生の主人とすることによって神に反抗します。神こそ私たちの
人生の正当な主人です。

救い：救いとは何かから救助されることです。聖書における救い
とは、神に反抗したことによる処罰から救われることを意味しま
す。

和解：和解とは、関係の修復です。敵どうしでいる代わりに、人
は関係を修復することができます。神の敵でいる代わりに、神
の家族に加わることができます。

行い：行いとは、何かを得るためにする行為のことです。行い
は、良いものや役立つもの全てを指しますが、神からの承認を
得ることはできません。
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罪過：罪過とは、規則や法律を破ることです。罪過は罪のひとつ
です（「罪」の項を参照）。

空中の権威を持つ支配者：空中の権威を持つ支配者とは、悪魔
あるいはサタンのことです。空中の権威を持つとは、悪魔が霊的
な領域の一部に影響力を持っていることを指します。

肉：肉とは「罪の性質」です。単に体を指すのではなく、邪悪な
欲や動機によって影響された体のことです。

天の所にすわる：天の所にすわるとは、私たちが霊的にイエスと
ともにいることを言います。私たちが地上にいるときも、私たち
は「キリストにあずかる」（下記参照）ので、私たちもイエスと同
じ「所」にいるのです。

キリストにあずかる：キリストにあずかるとは、イエスが経験した
ことを私たちが分かち合うことを言います。イエスの生涯、死、
復活、昇天など重要な出来事の経験について言います。私たちが
「イエスの車に自分の車を連結させる」ことを意味します。

復活：復活は死んだあとよみがえることです。

昇天：イエスが復活の後、天へ上げられたことを昇天と言います。

あとに来る世 ：々あとに来る世々とは、イエスの再臨後の時代の
ことを言います。審判の日のあと、そして新しい天と新しい地がも
たらされて、私たちが神と永遠に生きる時代のことを言います。
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