
ヨハネによる福音書 6章 11〜15, 60,63〜66 

  

“わたしたちがイエス様に望むこと“ 

  

 今日も聖書の物語を通して、他の人が公に、また強引に語る一方、イエス様が重要な場面で沈

黙を選択することについて見る旅を続けたいと思います。 

 福音書の書き手が福音書を書く際に努力した重要な点は、イエス様が誰なのか、何をされる為に

この世界に来られたのかを私達に正確に伝えることです。彼らはそれを、ある時は、神様に遣わさ

れたイエス様が何をしなかったのか、何がイエス様の使命に含まれていないのかを示すことによ

ってそうしました。例えば、先月学んだ物語のように、イエス様が、ご自分はイスラエルの家の失

われた羊のためだけに遣わされたと言っていることです。イエス様は、ユダヤ人以外の人々が神

様にとって重要でないと言っているのではありません。事実、聖書では、キリスト教会の初期の重

要な数年間で神様を信じ従う人々の主な働きの焦点は、文化の壁を超えユダヤ人以外の人々

(異邦人)にイエス様の愛と教えをもたらすことでした。しかしこの世におけるイエス様のご生涯で

は、この為の時が完全に到来していなかったのです。ですからイエス様の働きはユダヤの人々に

その焦点が当てられていました。 

  

 また、今日のお話では、イエス様の働きが社会的、物質的な面が強くあることを学んでいきます。

イエス様にとって人々に十分な食べ物があることは重要なことです。なので、イエス様は彼らが決

して忘れられない昼食(ランチ)を作り出します。このような物質的な行動はイエス様の霊的な次元

の働きとはかけ離れたものではなく、密接に関連しています。食べ物を作り出すというイエス様の

奇蹟は ”印(しるし)” であるとヨハネは言っています(14章)。それは、人々を空腹状態から養うこと

ができるからだけではなく、神様が人々と共にいて、彼らの必要を満たすことで神様の愛を示すこ

とができる故に重要なことです。そしてそれは、神様の王国における生活がどのようなものである

かを示す”印” で、すなわち誰もが十分であるということなのです。誰も、十分過ぎることなく、また、

省かれることもありません。私達がどんなに多くを持ったとしても、それは私達の王である神様か

らの”贈り物” であると私達は皆知っています。ですから私達の人生は感謝すべきもの、共に楽し

むものなのです。奇蹟はこの世において神様の統治する人生がどのようなものかを示す”印”とい

うことだけではなく、私達の王様である神様が永遠に統治する天国での生活がどのようなもので

あるかを描写するものでもあります。 

  

  これらの霊的な教えは福音の中心だとイエス様は言っています。これらは神様が現代の世界に

生きる皆さんや私、また全ての人と持ちたいと願っておられる関係について私達に言っているの

です。 



 しかしイエス様から特別に用意されたパンと魚という昼食を受け取ったヨハネ 6 章の人々は、そ

のことの故に異なった理由を認識しました。それはイエス様の働きの政治的な面に関心を持った

ということです。彼らがイエス様の奇蹟的な力が働くのを見る時、その出来事の彼らの理解は、 

 ” これはこの世に来られる預言者に違いない。”(14 節)というものです。聖書では、そのように捉

えている限り、彼らは正しいのです。しかし、彼らの考えは彼らが直面している政治的な状況に急

激に飛躍します。15 節で ” 彼らはイエス様を強いて彼らの王とする為に来ようと計画した。”  と

あり、その時にイエス様は沈黙するのです。ヨハネは続けて、” そこでイエス様は再びお一人で山

へ去られた。” と言っています。 

  ここで何が起こっているのでしょう？ イエス様はいかにして突然、王の預言者という立場から姿

を消すまでに至るのでしょう。この時点で、何がここで起きているのか分からなくなるのも最もなこ

とです。でも、このことは私達にイエス様のご生涯の意味と目的について、またイエス様が私達の

人生で何になろうと望んでおられるのか、多くを教えてくれているのです。なので戻ってもう一度そ

のことを見ていきましょう。 

  

 イエス様の時代の人々はとりわけ、神様の民を救う為にこの世界に神様から送られるメシア(ギリ

シャ語でキリスト)を待ち望んでいます。そのはるか昔、神様はモーセにヘブライ人についての約

束をされました。 “ 私は彼らの為にあなたのような預言者を立ち上げる。その人は彼ら自身の民

の中の 1人である。私は私の言葉を彼の口に置く。彼は私が彼に命じて言わせる全てを民に告げ

る。” (申命記 18章 18節) 

 そしてモーセはイスラエルの民に、” あなた方の神である主は、あなた方の為に私のような預言

者を立ち上げて下さる。彼はあなた方自身の民の 1人である。あなた方はその人の言葉を聞かな

ければならない。” (申命記 18章 15節) と言います。 

  

  この時以来、神様を信じて従う人々は自分達を救ってくれる特別な指導者、救い主の到来を祈

って待ち望んでいるのです。そのようなメシアがいつ、どの様にして来るかは完全に明らかにされ

ている訳ではありません。ヨハネの福音書でイエス様について語る人々の様子から、彼らは、メシ

アと預言者が異なる人物であると考えていると思われます。例えば、ヨハネによる福音書 1 章 20

〜22 節で、ある人々がバプテスマのヨハネがどの様な人か明らかにしようとして来るのですが、

バプテスマのヨハネは真実を隠そうとはしません。彼はその人達にはっきりと、 

  “  私はキリストではありません。”  

と言います。続けて、 

  “  それではあなたは誰ですか？ エリヤですか？”  

彼は答えて、  

“ 違います。 “  

また、彼らは、 

  “. 私達が待ち望んで来た預言者なのですか？ “  



  .” 違います。 “  

 と彼は答えました。 

  

ヨハネによる福音書の 7章 40〜43節ではまた、人々が預言者とキリストについてあたかも、異な

る人であろう、又は、多分異なる人であると話しています。 

  

人々がこの様な考えを念頭に持っていることは驚くことではありません。旧約聖書では、この世界

で神様の働きの為に選ばれた指導者には三つの種別があり、それは預言者、祭祀、王でしたが、

異なる人が異なる役割を担うことで、通常は分離されていたのです。 

そしてイエス様が来られました。イエス様はその行動と教えによって、新約聖書の話にあるように、

段々と、ご自分がメシアとして、これら三つの(役割)全てを完全かつ同時に満たすお方であること

を明らかにしていきました。イエス様は、神様の民に、例えば警告や約束といった特別な神様の言

葉を告げる預言者です。そして、特に人々の祈りを神様へ、神様の変わることのない言葉(神様の

変わることのない愛による赦し、祝福の言葉を含んで)を人々へ伝えることを通して、神様と人々と

の間に立ち一つに結びつける祭祀です。また、全ての力を持ち、それを主にある人々を導き守る

ことに使われる王様です。 

  

 これがイエス様です。聖書はそのように告げています。しかしこれは、当時イエス様の奇蹟的な

力が働くのを見たガラリア湖に接している山腹にいた人々が思っているメシア像ではありませんで

した。彼らは疑いなく無料のランチを楽しんでいました。それは私達が今日、政治的な議論をして

戦うものとは違う種類の財源のない支援計画です。でも多分彼らは、ただ自分達が何もする必要

がなく、そこかしこで座りながら自分のしたいことをして過ごせるから、イエス様を将来の王様とし

て望んでいる訳ではないのです。彼ら元々病人であり、毎日周りを見ることに疲れ、彼らの母国を

占領し支配しているローマ人を見ているそのような人々なのです。 

  

 “ もしイエスが 5 千人の男を食べさせられるなら〜女性と子供を数えると多分 2 万人以上の

人々.   〜軍隊を養うことだってできる。もしイエスが人々を癒す力を持っているなら、負傷した兵

士を戦いの場へ戻すこともできる。もしイエスが人々を死から蘇らせることができるなら、イエスは

何でもできて、ローマの軍隊をもってさえイエスを打ち負かすことはできない。イエスはここ何年も

の間苦難を受けながら待ち望んでいた我々の自由への希望だ。そのような希望を生かす為、

我々はイエスが暗示として受け取るような曖昧な提案や希望を単に示すことはできない。我々の

意見を議論をもって彼に単に言うことはできない。我々は大胆な行動をとりイエスを我々の王とし

なければならない。我々はイエスに選択の自由を与えてはならない。 

これが唯一の方法だ。” 

  



  このような考えが多分、イエス様が何千もの人々を食べさせた奇蹟を行った後、群衆の人々の

頭にあったものと思います。同じ話がマタイ、マルコ、ルカにも登場しています。また、その全てで

今やバプテスマのヨハネが殺されたことが書かれており、イエス様と弟子達は多分、群衆から逃

れて追悼のため自分達だけでここにいたと思います。また、群衆の内の多くは、人気があって評

判の指導者が殺害されたことに怒りで満ちていて、このようなことをする政府に仕返しするため彼

らを率いる人物を切望していました。このような考えは群衆の中の人々の頭の中だけにあるので

はなくて、イエス様の弟子達にもあったのです。イエス様の再びお一人で山に退かれるという決断

(15節)は、弟子達からも離れるというイエス様の必要があったという可能性が高いのです。 

  

 少なくとも彼らの内幾人かは、イエス様に彼らの国の政治軍事的な指導者になって欲しいという

考えを引き続き持っていたものと思います。多分ユダはその内の一人です。64 節ではイエス様に

ついて ” イエスは誰がご自分を敵の手に渡すか知っておられた。” と書いてあります。 

 何故ユダはこの後に銀貨 30 枚でイエス様を売って裏切るのでしょう？ 聖書ははっきりと語って

いません。しかし一つの説として、ユダは “イエス様の手を無理矢理使わせようと “ 決断したとい

うものがあります。ユダは奇蹟を行うイエス様の力を見ており、もしイエス様がその力を解放戦争

に使えばローマ人はイエス様を止められないと知っています。ユダはキリストがご自身でそうしな

いという事を最終的に理解した時、イエス様がその力を “ 使わなければならない “ 状態にしよう

と決めました。 

 ユダは、兵士がゲツセマネの園でイエス様を逮捕に来る時、イエス様が反乱を起こしてローマか

ら人々を解放する戦いを始めると信じています。しかし事実は、主はこの様に反応せず、ユダは全

てが失われたと感じて自殺します。 

  

これがユダの心を説明している否かどうであろうと、イエス様は明確にご自身の使命が政治的な

ものが中心ではないことを示されています。私達は時に人々が、政治的な力を持つ地位にいるチ

ャンスを得る為、放送装置（PAシステム）で大きな声で積極的に政治運動をするのを聞いたりしま

す。私の国では正式にドナルド・トランプ氏の代わりに次の大統領になろうしている人が既に 20人

以上います。多くの人がこの種の力に非常に飢えています。何故キリストはこの力に背を向けた

のでしょう。神様の教えはこの種の世界的な力を悪だと言っているのでしょうか？ いいえ、そうで

もありません。聖書の中に登場する偉大な人々には神様によって立ち上げられ偉大な業務の為

に神様に使われた政治・軍事的な指導者達がいます。ヨセフ、モーセ、ダビデはよく知られたその

例です。政治的な力に生きることは多くの人々を大きな誘惑と試練に導きます。しかしキリストは

そのこと故に政治的な力を避けた訳ではありません。それは神様がただ単に比較的短い期間に

人としてこの世界にいるイエス様に、異なった使命をお与えになったと思われるのです。 

                                                                                                        

       



  イエス様はここに私達の王としていらっしゃいます。私達はそのことについて誤解をしてはいけ

ません。しかしイエス様は、ご自身を王座に付けようと願っている人々が、神様がイエス様をこの

世界の王として遣わされた、その王のあり様の理解を間違っていると知っておられます。 

イエス様はその人々の支持を求めることをせず、受け入れることもありません。このことが明確に

なるのは何千人もの人々を養われた奇蹟の直ぐ後のことではありません。このことがイエス様の

沈黙を説明しています。 

  

  イエス様を王にしようとしている人たちがしていることは英語で「gilding the lily、ギールデイン

グ・ザ・リリー」と呼ばれることです。「屋上屋を架す」ということで、すでに完璧であるところへ不必

要な追加をすることです。すでに美しいものを改善しようとしてだめにしてしまうことです。ルービー

にペンキを塗ることや金で出来ているものにラッカーを塗ることに似ていて愚かです。「あのモナリ

ザがかなりきれいだけどおれが彼女をデイスコ・ダンサーにすればもっといいと思う。」わたしたち

がイエス様にして欲しいことについて考えることはそのようなことがあります。そのような希望を抱

くときイエス様はどのような存在なのか、わたしたちと世界の人々の人生において望んでおられる

ことを基本的なレベルで誤解しているということを表しています。 

  

  しかしヨハネ６章の続きをもう少し読むと、イエス様は、神の国がご自分にとって何を意味するか

をもっと語っていくことになります。イエス様が取り残した群衆は、イエス様が山から戻って来られ、

嵐の最中に弟子達の方へ向かってガリラヤ湖を歩いて横切り、その時に多分住んでいたカペナウ

ムの町までずっとイエス様について行きました。 

 そこでイエス様は集会所で教えておられます。イエス様はそこで、少なくともイエス様が食べ物を

何倍にも増やした時にその場所にいた同じ人々にも話しています。その彼らは皆、パン(奇跡)のこ

とを知っていますし、それは彼らの記憶に新鮮です。イエス様はそのことをご自分が誰であるか、

ここにいて何をするのか、知らしめようとする時に使う主要なイメージとして考えています。 

  

 キリストはご自身を “ 命のパン “ (48 節) “ 生きているパン “ (51 節) そして、” 天から降りてく

るパン” (58 節) と言っています。イエス様は話を聞いている人々に、最高の自分自身になりなさ

い、最高の人生を生きなさいと話していて、彼らは実際には、山腹でイエス様からいただいた無料

の食べ物という必要よりももっと多くのものを必要としています。そうです、神様は、出エジプトの

時に砂漠でイスラエルの民にマナをお与えになったように、彼らにそれをお与えになりました。 

でも結局彼らは死んでしまい、今日ここにいる全ての人もそうなります。ですから身体や命のため

に物質として与えられる食べ物、それ以上のものが必要なのです。それが申命記 8 勝 3 節で、” 

人はパンのみで生きるのではなく、主の口から出る一つひとつの言葉によって生きる。” と言われ

ている意味です。これらの言葉は人の魂の食べ物であり、永遠の命を与える性質のものです。そ

してこれこそ、イエス様だけが与えることができることです。イエス様こそ、信仰によって受け入れ

る人々の生けるパンです。私達が積極的な選択によって食べ物を口にすることを通して私達の身



体に命を与えることと同じように、信じるという意志を持つ行動を通して、私達は実際にキリストを

心に受け入れることができ、キリストを信じる者として信仰の生活を始めるのです。 

  

 イエス様はこれを言葉にするのですが、それは私達に不快なようなものに聞こえるかも知れませ

んし、初めて聞いた人々にもそう聞こえた可能性が高いです。 “ あなた方は人の子の身体を食

べ、その血を飲まなければなりません。”  と 53節でイエス様は言っています。 

 何ですか？ それは人食いとかドラキュラのように聞こえますよね。うわっ。 

もしイエス様が広告のスローガンのような聴き心地の良い表現を思いつこうとするのなら、それこ

そがイエス様が決して選ぶことのない言葉です。しかしイエス様の目的は大きな群衆の注意を引

きつけることではなく、真実を告げることです。もし人々が彼らの王としてイエス様に従いたいと思

うなら、彼らはイエス様が十字架に向かって進む王であることを知らなければなりません。その十

字架の上でご自分の体と血を捧げることになります。イエス様は本当にご自身の敵を愛していま

す。なので王であるという事は敵を殺す事ではないので、その力を取っておくことができるのです。

イエス様の王国を支配するその本質は、驚くべきことに遣える者としての指導力です。イエス様は

どのような人をも抑圧しようとはされないのです。力をご自身の手の中で保っていることを知って

おられますので、いつも人々に力強いと見せつけなければいけないような気持ちはありません。

むしろ、その力を他の人を持ち上げるというご自分の目的に使われます。王であるキリストは王冠

を戴いていると同時に十字架も担っているのです。 

  

 イエス様を信じようとする人達にとって更に不安を招くのは、イエス様が王となる時、イエス様は

私達にご自身を信じる者として後について来るように、ご自身の王国の建設のため共に一生懸命

に働くように、私達の周りの人々に遣えるように、そしてご自身と共に必要な時には苦難を受ける

ように仰るという事です。キリストに従う者は神様の王族の一員として高い敬意が払われます。そ

れは私達にとっても王冠なのです。しかし、イエス様と同じように、私達の王冠への道は私達の十

字架を通してのものです。群衆がこのメッセージを聞く時、彼らは直ぐに興味を失います。彼らがこ

のように言うのが聞こえるでしょう。 

   ” イエス様、あなたが今日語ることは私達を元気にするものではありません。私達がここに来た

のは、元気にしていただきたいからです。この話からは多くを学ぶことができません。私達はもっと

健康や財産、楽しい時間のことに興味があるのです。あの、ただでもらえる食べ物の 

ような事のほうがもっと良いのです。そう思われませんか？ そのような事に戻っては頂けま 

せんか？ あなたの身体を食べる、あなたの血を飲む、あなたが死なれる、そのような全ての 事

について、私達はあらゆる意味で興味をなくしています。誰がそのような事を話す王を望み 

ますか？” 

  

弟子達はイエス様の教えが難しい事に不平を漏らしています。(60 節) そして多くの従おうとする

者(弟子達)が背を向けて帰っていきました。(66節) 



  

  私達はどうでしょう？ この物語が今日でも提起され続けている問いかけがこれです。私達は今

日イエスキリストについて何かの魅力を感じたからここにいます。それは私達の必要、協力的な共

同体がある事やその他のことを用意してくださるイエス様の力なのかも知れません。それらはキリ

ストの下に来る素晴らしい理由かもしれません。 

  

   でも、イエス様はそれよりもはるかに大きな夢を持っておられます。私達は人間であって、(神様

との)関連の中から何を得ることができるかをまず最初に考える傾向があります。私達は自分の心

に持つ課題を携えてイエス様の下へ行くことができます。 

  

  “ 主よ。あなたの力を知ってそれ故にあなたを褒め称えます。どうぞその力を、良い成績が取

れ るよう、私が 1 番通いたいと思っている学校に入学できるよう、印象的で感動的な履歴書が作

れるよう、有名人がいる組織のメンバーシップが得られるよう、自分の業績の長いリストを積みあ

げることができるよう、たくさんお金のある銀行口座を持つ快適さを楽しめるよう、良い車を運転で

きるよう、美しい家に住めるよう、魅力的な服が着られるよう、自分にピッタリ合う人と結婚できるよ

う、私の素晴らしい人生の最後に私を愛する人々に囲まれ栄光ある最後となるため、可愛くて才

能に溢れた子供達を育てることができるように、そのようなことができるよう私を助けるために使っ

て下さい。” 

  

 これが私の夢を叶えるために存在するイエス様への祈りです。イエス様との関係における主要部

分は自分の個人的な自由と自分が人生をコントロールするということです。イエス様へのこのよう

なアプローチは、私の考えたイメージでイエス様を作ろうとすることで、私がそうであって欲しいと

思うイエス様を得ることです。私は、自分の条件でイエス様を強いて王にしようと願っているのです。

私がイエス様とこのような種類の関係を築こうとする時、私は、祈りの生活で多くの沈黙に気がつ

くかも知れません。イエス様の助けを求めるとしてもイエス様は背を向けてお一人になられる為に

山へ歩き去るのを見るかも知れません。 

  

 一方私の課題を、ただイエス様ご自身を深い方法で知る事とした時、私の王であるイエス様と共

にいる人生がどのような意味を持つのか見つけたいと助けを願う時、私の計画を立てる際の導き

をイエス様に求める時、試練と苦難があって、それを委ねていて、それでももっと、それらに立ち向

かう力が与えられるようイエス様に委ねる時、信仰が深まって、私の主救い主への愛が高まる道

が開かれます。そして単にイエス様から頂く贈り物だけではなく、与えて下さる神様の良き事と美

しさに私の目が開かれます。そして私は神様の王国に住むということの意味することを学ぶので

す。 

  



 私とこの信仰の家族と一緒にこのことを学びませんか。 もしそうされたいのなら、そのことができ

るよう主の助けをお願いしましょう。 

  

 全てを支配される神様、あなたは既に”私に従って来なさい。”  と私達を招いておられます。あな

たを私達に従わせようとする願望から自由にして下さい。あなたが私達を導かれるところどこでも、

あなたと共に進む勇気、意志そして魂の自由を与えて下さい。たとえそれが、報復の代わりに赦し

を、多く持つことよりも少なく持つことを、自分を愛するように他人を愛することを選ぶことを意味す

る時でも、毎日私達の父そして王であるあなたの子供として生きることを学ぶことができますよう

に助けて下さい。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。 
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