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『聖霊を受けよ』 
	

私達はかつて羊飼いだったダビデの書きました詩篇２３篇を毎週、みております。
今日はそのうちの５節にあります「（あなたは）わたしのこうべに油を注がれ
る」という一節に注目したいと願っております。まずは詩篇２３篇全体を拝読さ
せていただきます。 
 
1 主はわたしの牧者であって、わたしには乏しいことがない。2主はわたしを緑の
牧場に伏させ、いこいのみぎわに伴われる。3 主はわたしの魂をいきかえらせ、
み名のためにわたしを正しい道に導かれる。4 たといわたしは死の陰の谷を歩む
とも、わざわいを恐れません。あなたがわたしと共におられるからです。あなた
のむちと、あなたのつえはわたしを慰めます。5 あなたはわたしの敵の前で、わ
たしの前に宴を設け、わたしのこうべに油をそそがれる。わたしの杯はあふれま
す。6 わたしの生きているかぎりは必ず恵みといつくしみとが伴うでしょう。わ
たしはとこしえに主の宮に住むでしょう（詩篇２３篇）。 
 
羊飼いの放牧について調べていますと分かりますことは、羊がしばしば悩まされ
ることに蝿の存在があるということです。なぜなら蠅は粘液で湿った羊の鼻にた
かり、そこに卵を産みつけるからだそうです。そうしますと数日でその卵は孵化
し、小さなウジが鼻の中で動き出します。言うまでもなく羊にとりまして、それ
は耐え難く不快なことで、その苛立ちから頭を岩や木にぶつけたり、中には逆上
して命を失うものさえもいるといいます。羊は蠅が自分の鼻にたかるのを手で振
り払うことなどできずに、まさしく自分では蠅一匹からも身を守ることができな
いのです。このような蠅から羊を守るために、羊には油が塗られることがあるそ
うです。私達が使う虫よけの役目をその油がはたすからです。 
 
さすがに蠅が私達の鼻にたかって卵を産みつけるということはありません。しか
し、一匹の蠅が私達の静寂を壊したり、その一匹のために私達の心が奪われてし
まうことがあります。「さぁ、寝よう」と電気を消しますと、蠅の羽音がブーン
と聞こえる。気になって仕方なく、電気をつけて、蠅叩きを手に取り、一戦を交
える、そんなことをしているとせっかくの眠気もどこかにいってしまったなんて
方がこの中にはいらっしゃることでしょう。私達もこのように小さなことで心が
奪われてしまう者です。私達の心はこのような小さなことで騒いでしまうのです。
羊飼いなる主はそのような私達の現状を知っています。 
 
またこんなこともあります。カリフォルニアやネバダの荒野に行きますと、そこ
に咲いている植物にはトゲがあるものが多いことに気がつきます。その厳しい環
境ゆえに、そもそも荒野には植物が少なく、そこに住む動物にとりまして、それ
らは数少ない食物となります。ですから荒野の植物はいつもあっという間に食べ
られてしまう状況にあります。植物のほうも、その現実に対応してトゲをはりめ
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ぐらして身を守ります。時に羊はこれらの植物のトゲによって体を傷つけること
があるといいます。羊に塗られる油はそんな彼らのすり傷を癒すためにも用いら
れるのです。 
 
このようにこの一節を実際の羊飼いと羊との関係からひも解くだけで、そのこと
が私達自身にも当てはまるということが分かります。そうです、私達は小さなこ
とに心が奪われてしまうということや、心に擦り傷を作りながら生きているから
です。そのような私達のために主は私達の心悩ますものを事前に防いでくださる
ことができるお方であり、また私達の心の擦り傷を癒すことができるお方なので
す。 
 
そして、同時にこの言葉は人間ダビデが神様により実際に注がれた油のことを語
っており、もっと言いますと私達にも主はその油を注いでくださるということを
聖書は私達に語りかけているのです。 
 
旧約聖書の時代、イスラエルでは「祭司」や「預言者」、そして「王」 に限って
その任職の時に油が注がれました。「祭司」では、大祭司アロンを初めとする祭
司たちに油がそそがれ(出エジプト２８章４１節)、 律法の中にもその規定がしっ
かりと定められていました。主の命により、預言者エリヤはエリシャに油を注ぎ
ました (列王記上１９章１６節)。 
 
そして、王ではこの詩篇２３篇を記したダビデも預言者サムエルからまだ若い時
に油を注がれました(サムエル記上１６章１３節)。このようにしてダビデは神の前
に王としての任職を受けたのです。彼はその時、八人兄弟の末っ子でその数にも
入れられないような立場にいた少年でした。人間的に見たら油を注がれる資格な
どないような身でありましたが神様はダビデを選ばれたのです。その若き日を思
い起こしながら、彼は主は私の頭に油を注いでくだったのだと、その神の恵みに
感謝してこの詩篇を書いたのでしょう。 
 
このようにしてイスラエルでは祭司、預言者、王に任職の油注ぎがなされた長い
年月が流れ、イエス・キリストの時代となり、その油注ぎには別の意味が含まれ
るようになります。 
 
こんなことがありました。イエス様はガリラヤで伝道を始めてまもなく、ご自身
が育ったナザレに行かれ、 その会堂でイザヤ６１章が書かれた巻物が手渡され、
イエス様はそれを会衆の前で読みあげたのです。そう、イエス様はこのような一
文を読みました。 
 
1 主なる神の霊がわたしに臨んだ。これは主がわたしに油を注いで、貧しい者に
福音を宣べ伝えることをゆだね、わたしをつかわして心のいためる者をいやし、 
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捕われ人に放免を告げ、縛られている者に解放を告げ、2 主の恵みの年とわれわ
れの神の報復の日とを告げさせ、また、すべての悲しむ者を慰め、3 シオンの中
の悲しむ者に喜びを与え、灰にかえて冠を与え、悲しみにかえて喜びの油を与え、
憂いの心にかえて、さんびの衣を与えさせるためである。こうして、彼らは義の
かしの木ととなえられ、主がその栄光をあらわすために植えられた者ととなえら
れる（イザヤ６１章１節―３節）。 
 
そして、このイザヤ６１章を読み終えると、20イエスは聖書を巻いて係りの者に
返し、席に着かれると、会堂にいるみんなの者の目がイエスに注がれた。21そこ
でイエスは、「この聖句は、あなたがたが耳にしたこの日に成就した」と説きは
じめられた（ルカ４章２０節-２１節）。と聖書は記しています。その時から７０
０年も前に預言者イザヤによって書かれたこの預言についてイエス様は「この聖
句は、あなたがたが耳にしたこの日に成就した」（２１）と言われ、イザヤが言
うように「主がわたしに油を注ぎ」（イザヤ６１章１節）、同時に「主の御霊が
わたしに宿っている」（ルカ４章１８節）と指摘したのです。 
 
そうです、すなわちイエス様はご自身が神から油を注がれた者であるということ
を宣言され、それはイコール、わたしの上に主の霊、すなわち聖霊が注がれてい
るのだと言われたのです。イエス様にとりまして、主に油を注がれるということ
は、聖霊がご自身の上に臨まれたということなのだというのです。 

この言葉を聞きますと、私達はイエス様がその公生涯に入るにあたり、バプテス
マのヨハネからヨルダン川でバプテスマを受け、その水から上がられたあの時の
ことを思い起こします。16イエスはバプテスマを受けるとすぐ、水から上がられ
た。すると、見よ、天が開け、神の御霊がはとのように自分の上に下ってくるの
を、ごらんになった。17また天から声があって言った、「これはわたしの愛する
子、わたしの心にかなう者である」（マタイ３章１６節-１７節） 

そう、その時に聖霊が鳩のようにイエス様の上に下りました。イエス・キリスト
は神の子としてその働きを始めるにあたり、すなわちその任職の時に頭に油が注
がれる代わりに聖霊がイエス様の上に注がれたのです。 

こうしてイエス様はその公生涯を始められたのですが、そのはたらきのためにま
ずイエス様がなされたことは１２人の弟子を選び、彼らを身近におき、イエス様
の言動を彼らに見せること、話して聞かせることにより、彼らを訓練することで
した。 

そんな年月を三年半ほど過ごされますが、イエス様は捕らえられて、不正な裁判
を受けます。そんな危機的な時に手塩をかけて訓練してきた弟子達は何をしてい
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たかといいますと、ご存知のように彼らはイエス様を見捨てて「ユダヤ人達を恐
れて」逃げ隠れていました。その時の彼らには弁解の余地はなく、彼らは情けな
い姿をさらけだしたのです。 

しかし、イエス様はそんな彼らの前に十字架による死から復活され４０日もの間、
彼らの前に現れます。そして、いよいよ弟子達と別れ、ご自身が天にお戻りにな
る時にいたり、イエス様はあの有名な言葉を弟子達に残されるのです。 

3 イエスは苦難を受けたのち、自分の生きていることを数々の確かな証拠によっ
て示し、四十日にわたってたびたび彼らに現れて、神の国のことを語られた。4
そして食事を共にしているとき、彼らにお命じになった、「エルサレムから離れ
ないで、かねてわたしから聞いていた父の約束を待っているがよい。5 すなわち、
ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなたがたは間もなく聖霊によって、バプ
テスマを授けられるであろう」（使徒行伝１章３節-５節）。 

そう、イエス様は自分が彼らの前から姿を消すにあたり、とても大切な約束を残
しました。イエス様はその約束をその時、初めて弟子たちに語られたのではなく、
以前にもやがて起こるべきこととして弟子達に語っておられました。その約束と
は彼らにも聖霊がくだるということでした。そして、イエス様はさらにこの聖霊
が彼らの上にくだるとどのようなことが起こるのかということを語られました。 

「8 ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、
ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであろう」。
（使徒行伝１章８）。 

聖霊が一旦、彼らの上に注がれますと、彼らは人知を超えた力を受けて、地の果
てにまでイエス様の証人となるであろうというのです。想像してみてください。
私達がもし死んで三日経った人に出会い、共に食事をしたり、親しく話し、実際
にその体に触れるというような経験をするということは私達の人生観を、死生観
を明らかに変えてしまうような出来事となります。そのインパクトは絶大です。 

ですから復活のイエス様と共に過ごした４０日間、弟子達の心には確かにみなぎ
る力と確信が日毎に増し加えられていったことでしょう。しかし、イエス様はそ
のような状態ではまだまだ不十分だということを知っておりました。勢いよく彼
らは方々に出ていき、このイエスを伝え始めるでしょうが、それはあくまでも人
間的な力によるものであり、それらは長続きすることなく、降りかかる困難を乗



2016 年 8 月 21 日（日）「聖霊を受けよ」 詩篇 23 篇５節 

5 
 

り越えていく力がそこにはない、全くないということをイエス様は知っていたの
です。 

ですから、今は己が力に頼らず、ただ私がかねてから言っていたようにエルサレ
ムにとどまり、聖霊の油注ぎを待てと言われたのです。さすがにこれまで多くの
失敗を繰り返してきた弟子達は、そのような意味ではそのイエス様の言葉を受け
入れる下地はできていたのでしょう、このイエス様の言葉に従い、エルサレムの
とある家の二階座敷に集まり、互いに祈りあっていたのです。 

そして、そのところにイエス様が言われたとおり、天から聖霊がくだったのです。
彼らはその聖霊の油注ぎを受けて力強く、まるで別人となって世界に出て行き、
まさしくイエス様が予め言われたように、その宣教はエルサレム、ユダヤとサマ
リアの全土にいたり、地の果てにまでおよんだのです。今日、米国大陸にいる私
達にもそのイエスの御教えが今、届いているのですから、彼らに聖霊が注がれ、
この言葉は完全に成就したということを私達は認めざるをえません。 

かつては人間を恐れていた弟子達は今や聖霊に満たされて、もはや何者をも恐れ
ないものとなりました。ユダヤ人の指導者たちはありとあらゆる手段を講じて彼
らの宣教をやめさせようとし、彼らを捕らえ、脅迫し、鞭打たせますが、何をし
ても無駄でした。「人に従うより、神に従うべきだ」（使徒行伝５章２９節）と
ペテロをはじめ使徒たちは答え、キリストを宣べ伝え続けたのです。その後でこ
の宣教ゆえにステパノが最初の殉教者となり、ヤコブも殺されます。しかしそれ
でも福音は、すなわち聖霊の油注ぎを受けた者達により宣べ伝えられた福音は世
界に広がり続けていきました。 

そして、驚くなかれ、あのエルサレムの二回座敷で起きた２０００年前の聖霊の
降臨は、それから２０００年経った今も私達にのぞむのだと聖書は言うのです。
そもそも私達もあの弟子達と何ら変わらない者です。２０００年の間に、そのこ
とにおいて私達、人間に進歩はありません。私達の力には限界があります。しか
し、私達に注がれる聖霊は本来、私達が持ちえない天来の力を私達に与えてくれ
るのです。 

思えばダビデの時代においても、頭に油が注がれるということは、すなわち聖霊
に満たされることだということがチラッと見えていました。そう、ダビデが預言
者サムエルから油を注がれた時について聖書はこう記しているではあいませんか。
12 そこで人をやって彼をつれてきた。彼は血色のよい、目のきれいな、姿の美し
い人であった。主は言われた、「立ってこれに油をそそげ。これがその人であ
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る」。13 サムエルは油の角をとって、その兄弟たちの中で、彼に油をそそいだ。
この日からのち、主の霊は、はげしくダビデの上に臨んだ。そしてサムエルは立
ってラマへ行った（サムエル記上６章１２節-１３節）。 

ダビデが成し遂げました諸々の功績は彼の力と賢さにあったのではなく、それは
彼が油を注がれた、すなわちその時から主の霊が彼にはげしく臨んだ、その結果、
なされたことだったのです。 

預言者ゼカリヤはその神の霊の力を熟知していました。そして人が持ち合わせて
いる力ということも熟知していました。ですから彼はあの力強い言葉を確信をも
って書き留めたのです。『これは権勢によらず、能力によらず、わたしの霊によ
るのである』（ゼカリヤ４章６節）。この言葉は今も私達に有効なのです。 

私達日本人は「霊」という言葉には強い関心を示します。「守護霊」とか「先祖
の霊」とか「霊」の話が大好きなのです。「先祖の霊が悲しんでいる」とか「守
護霊に守られるために」とか、そんなことを言われて、つけ込まれて色々なもの
を巻き上げられたなんて話も聞きます。暑い夏のシーズン、背筋がゾッとするよ
うな霊の話があちこちでなされていることでしょう。 

しかし主にある皆さん、どうか知ってください。そんな霊の話に耳を傾ける必要
はありません。私達が本当に求めるものは神の霊、すなわち聖霊です。私達は主
が私達に与えようと言われている『臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊』
（テモテ第二の手紙１章７節）をいただこうではありませんか。私達は「あなた
にこの霊を注ぐ」と約束されている、この聖霊の油注ぎを切に求めましょう。 

イエス・キリストは私達に約束されているではありませんか。9 そこでわたしは
あなたがたに言う。求めよ、そうすれば、与えられるであろう。捜せ、そうすれ
ば見いだすであろう。門をたたけ、そうすれば、あけてもらえるであろ
う。 10 すべて求める者は得、捜す者は見いだし、門をたたく者はあけてもらえ
るからである。11 あなたがたのうちで、父であるものは、その子が魚を求めるの
に、魚の代りにへびを与えるだろうか。 12 卵を求めるのに、さそりを与えるだ
ろうか。 13 このように、あなたがたは悪い者であっても、自分の子供には、良
い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら、求めて来る者に
聖霊を下さらないことがあろうか」（ルカ１１章９節－１３節）。  

私達はこのことについて無知であってはなりません。主は今も求める者にこの聖
霊をくださいます。キリストと共に生きるために私達に必要なことはこの聖霊の
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油注ぎです。私達が家庭のリーダーとして、職場にはたらく者として、教会生活
を送る者として、否、人として託された人生をキリストと共に全うするために、
私たちに必要なものは聖霊です。 

パウロはこの聖霊、すなわち御霊に満たされて、そこから実る実について書いて
いるではありませんか。22 しかし、御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、
善意、忠実、23 柔和、自制であって、これらを否定する律法はない（ガラテヤ５
章２２節-２３節）。 

この実、どれ一つとってもそれらは私達の権勢や能力で実らせることが出来るよ
うなものではないのです。しかし、これらの実が私達には必要なのです。私達が
考えているあの計画も、この人との関係も、あの問題の修復も私達の権勢とか能
力によって成し遂げられていくのではありません。そこには聖霊に満たされた私
達が必要なのです。「主はわが頭に油を注がれる」という詩篇２３篇は古に書き
記された言葉ですが、その言葉は今も真新しい私達やに対する約束として私達に
語りかけているのです。お祈りしましょう。 

 


