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ヨハネ15:1-8 多くの実を望まれる神様① 

新年！おめでとうございます。2017年新しい年を迎えました。礼拝するお一人一人の歩みの上に主の豊かな御めぐみがあ

りますようにお祈り申し上げます。昨年の年末にそれぞれ今年行うべき目標を定めていたと思います。目標を定めることは重

要です。その中で一生間に追求していく目標、後悔しない目標はなによりも重要です。 

目標を定める重要性 

労苦と努力をつくしたのに結果として目標した実がない、むなしいという評価になればそれはどうなるでしょうか。人生の終わり

に目標が違ったと気が付いたならどうなるでしょうか。 

ですので私たちの人生の歩みの中で三つのことをもって目標を定めて歩まなければならないです。  

１．目標が正しいか  

人は何より人生を生きる目的が明確であってその目標に後悔がないことが重要です。そうなればその仕事を一生懸命するこ

とが出来ると思います。しかし、仕事しながら何で私はこの仕事しなければならないのか、どうしてこの道を選んだのか、昔のこ

とがよっかた。など後悔することになればそれはよくないです。目標がない人が一番かわいそうです。また、目標を頻繁に変える

人も目標がない人よりはまさることですが安定がない不安な人生でしょう  

２．過程が正しいか.  

目標があればその目標を成し遂げる過程にも成功しなければならない。多くの人々は 過程は無視して結果だけよければい

いんだという考えをもっています。世の中では通用できるかもうしれませんが神様には通用しません。 

３．結果での成功.  

正しい目標を立てたしても結果がなければ意味がありません。労苦と努力の実がなければならないのです。 

 

今日の御ことばは私たちが一生間追求しべき目標に関する大事な真理を教えてくれるところです。 

今日の説教題が多くの実を望まれる神様ということですが題目だけ考えれば伝道して多くの人々が救われることやあらゆる教会の宣教

のイベントなどを通して成功に収めないといけないように思ってしまうです。しかし、今日の御ことばをよく見ますとどうももっと深い意味があり

ます。これを知らないままに行うとどんなに目に見える業績があっても主に認められない結果につながります。 

 

まず１節を読んで見ましょう。 

わたしはまことのぶどうの木であり、わたしの父は農夫です。"I am the true vine, and my Father is the gardener. 

나는 참포도나무요 내 아버지는 농부라 我是真葡萄树，我父是栽培的人。 

イエス様はご自身をぶどうの木であり、父なる神様は農夫として例えてとても大事なおことばしています。 

それで５節を見ますと  

わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です。人がわたしにとどまり、わたしもその人の中にとどまっているなら、そういう人は多く

の実を結びます。わたしを離れては、あなたがたは何もすることができないからです。"I am the vine; you are the br

anches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit; apart from me you 

can do nothing. 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 

많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무 것도 할 수 없음이라我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，
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我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能作什么。 

イエス様はご自分を葡萄の木、父なる神様はその農夫そして弟子たちとイエス様を信じる私たちを葡萄の木の枝として例え

てとても重要な真理を教えて下さいました。 

神様は多くの実を望む 

神様が葡萄の木の農夫であれば神様の一番大きな願いは何でしょうか。神様の一番大きな関心はどこにありますか。言うま

でもなく多くの葡萄の実を得ることでしょう。葡萄の木の枝ごとに葡萄が間違いではないですがそれだけにとどめることはいけないで

す。私たちがイエスを私の主と告白して信じますとして救われることになれば神様は大喜ばれることはまちがいではないですが救われるだけ

に満足することではないです。まるで結婚してこどもが生まれることは願いのことの一つですが生まれたらもう一つの願いが生じます。それは

立派に成長することでしょう。 

同じに神様は私たちが葡萄の木にくっつかれれて葉っぱだけ生い茂る枝になることを望まない、多くの葡萄の実がなることを望まれるという

ことです。２節を見ますと 

わたしの枝で実を結ばないものはみな、父がそれを取り除き、実を結ぶものはみな、もっと多く実を結ぶために、刈り込みをな

さいます。He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does be

ar fruit he prunes so that it will be even more fruitful.무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하

는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그

것을 깨끗하게 하시느니라凡属我不结果子的枝子，他就剪去。凡结果子的， 

 

神様は私たちに実を結ぶものはみな、もっと多く実を結ぶために、刈り込みをなさいます。５節、７節にも繰り返して強調され

ていることは多くの実を結ぶことです。 

父なる神様が望む実ということは何を意味するのか 

それで主が私たちに望む実ということはどういうことでしょうか。これはとても包括的な意味があります。私たちが結ばなければな

らない実がどういうものであるかを知るためには私たちがくっついている葡萄の木がイエス・キリストであることをまず覚える必要

があります。葡萄の木にくっついている枝は葡萄を結ぶことが当然なことです。イエス様が葡萄の木で、私たちがそ枝であるな

らばわたしたちの実はイエス様のものです。イエスの木はイエスの実を結びます。この意味で私たちが結ばなければならない実

ということはイエス様のように変わる、イエス様に似て行く人格の成熟のこと、そして神様を喜ばすすべてのことを意味します。

私たちの人格と人間関係、生活の中でイエスの人々として認められることでしょう。 

聖書の中で「御名をたたえるくちびるの 果実」(ヘブル13:15)、伝道の初穂とか、いろいろな場合、実という単語を使ってい

ます。 

ガラテヤ人への手紙 5: 22-23 
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しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寬容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はあり

ません。 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, 

faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.  오직 성령의 

열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이같은 것을 

금지할 법이 없느니라 圣灵所结的果子，就是仁爱，喜乐，和平，忍耐，恩慈，良善，信实， 

温柔，节制。这样的事，没有律法禁止。 

聖霊の実となっています。 

 

葡萄の木が葡萄の実を結んでいるようにイエスの木はイエスの実を結ばなければならないです。 

8節を見ましょう。 

あなたがたが多くの実を結び、わたしの弟子となることによって、わたしの父は栄光をお受けになるのです。This is to my 

Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. 너희가 열매

를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라你们多结果子，我父就因

此得荣耀，你们也就是我的门徒了。 

 

イエスの弟子になるということはどういうことでしょうか。イエス様に似て行く人になるということです。御ことばを準備する中でも

「わたしの人格は本当に年々イエス様に似ているかな」と思うとどうか主よ哀れんで下さいと祈りすることになります。 

葡萄の木で多くの葡萄を見て農夫が喜んでいるように主が私を見て喜んでいらっしゃるかな！考えられます。信仰の経歴が

重要ではありません。10年間の信仰生活をしたとしても一年の成長を繰り返している人がいる反面洗礼を受けて３年しか

経てないけれども3年間中断することなく持続的にイエス様に似た者として成長する人がいるとするならばこのひとこそ成功的

な信仰生活を聖徒でしょう。 

イエス様はヨハネ13:34-35 

あなたがたに新しい戒めを与えまよう。あなたがたは互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように、そのよう

に、あなたがたも互いに愛し合いなさい。もしあなたがたの互いの間に愛があるなら、それによって、あなたがたがわたしの 

弟子であることを、すべての人が認めるのです。」"A new command I give you: Love one another. As I 

have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my 

disciples, if you love one another."새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 

것 같이 너희도 서로 사랑하라너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 

알리라 

我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。 你们若有彼此相爱的

心，众人因此就认出你们是我的门徒了。 
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まず互いに愛することです。互いに愛することは何でしょう。互いに仕えることです。イエス様は弟子たちの汚い足をひざまずい

て洗って下さいました。イエス様がそのように模範して下さったので互いに尊重して仕える姿勢をもつことです。 

ですのでイエス様のように自分の性格が変わるように祈りしなければなりません。 

実を結ぶために剪定する神様. 

としごとに農夫はぶどうの木が多くの実を結ぶことを望んで力尽くして行うことがあります。それが剪定(せんてい)することです。

農夫はぶどうの木を一つ一つ調べて死んだものは切ってしまいます。そのあと実を結ぶことの可能性がない枝も切って落としま

す。熟練の農夫はどいうもの切るべきかどのような角度で切るかいつ行うかをよく分かります。どうして死んだ物を切らなければ

ならないのか。それはそのまま放置してしまうと死んだ枝にいろんな病菌が発生して健康な枝へと伝染してしまうからです。どう

して実を結ぶ可能性が低いものまでも切り落とすのか。そのままおいておくと他の健康な枝に実が結ばれるときに必要な栄養

分も奪ってしまうからです。ですから健康な枝に実が結ばれるために農夫は剪定します。 

本文２節に「わたしの枝で実を結ばないものはみな、父がそれを取り除き、実を結ぶものはみな、もっと多く実を結ぶために、

刈り込みをなさいます。」という御ことばに対して誤解したらいけません。 

死んだ枝を切ってしまうということで死んだ者は誰かということに突き止める学者たちがいます。それで自分の先生イエス・キリス

トを裏切ったイスカリオテ·ユダである。そして実を結ぶ可能性が低い人は誰かに対しても一様教会員になるけれどもイエス様

信じる人に見えない、変わらないひとであると解釈します。その人は早く天国へ連れて行ってしまうということです。 

このような解釈に同意できません。もしこのように神様が連れて行ってしまうということになれば私もその対象になるかもうしれま

せん。 ここでのぶどうの木の例えとして強調しようとすることは死んだ枝が誰であるか、実を結ぶ可能性が低い人は誰である

かではなく父なる神様は救われた私たちが多くの実を結ぶことをすごく望んでいるということです。 

御ことばと懲戒をもってきよめる神様 

農夫がブドウの木に多くの実を結ばせるために剪定するということですが現実的に父なる神様は私たちに実を結ばせるために

何をなさいますか。 

3節を見ましょう。 

あなたがたは、わたしがあなたがたに話したことばによって、もうきよいのです。 

You are already clean because of the word I have spoken to you. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨

끗하여졌으니 現在你們因我講給你們的道、已經乾淨了。 

二つをもって清めて下さいます。 

1)御ことばです。イエス様はあなたがたは、わたしがあなたがたに話したことばによって、もうきよいのですとおしゃいました。この

例えのことをおしゃる前に聖晩餐が行われました。神様の恵みの二つの手段は聖書の御ことばと聖礼典です。聖礼典は洗

礼式と聖餐式であります。聖餐式ということは目に見えることば(Verba visibilia,Visible Word)です。この二つが救いを約束し、信
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仰に活気を与え、信仰を養う神様の恵みの手段です。神様の御ことばである聖書を通して伝えられる礼拝での説教、聖書

の教えに聖霊のみ働きによって人々が新しく生まれることになります。肉体には食事が必要です。たましいには神様の御こと

ばが供給されなければなりません。御ことばをとおして過ちや罪を悟ります。そして悔い改めます。御ことばを通して慰められま

す。力を受けます。などなど御めぐみを受けます。 

２．もう一つは懲戒をもって清めて下さいます。 

 黙示録3:19 

わたしは、愛する者をしかったり、懲らしめたりする。だから、熱心になって、悔い改めなさい。 

Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest, and repent. 무릇 내가 사랑하는 자를 책

망하여 징계하노니 그러므로 네가 열심을 내라 회개하라 凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热

心，也要悔改。 

懲らしめる、懲戒を受けることを喜ぶ人は一人もいないと思います。しかし懲戒は必要であります。愛するから主は愛のむちを

もって自分の民たちの過ちや罪のことを悟らせて下さいます。私には幸いにこどもたちがしつこくどんでもない意地を張るとか対

抗することは無いでしたが場合によって子どもが親の話を無視して非行に走るとかがありますね。そのとき、愛のむちをもって厳

しく懲らしめることは必要です。よく懲らしめられたこどもが成人になって素晴らしい人として成長する場合が多いです。 

神様も愛するご自分の民たちを場合にはこのような愛のムチをもって懲らしめて導いて下さい。しかし、いちいち干渉しながら

懲らしめる方ではありません。長い間、待っておられます。その間に、御ことばをもって悟るようにします。しかし、待っても待って

も一向にも悟らない、戻って来ない場合、その人を愛するから懲戒を与えます。ある人は財産がなくなります。ある人は事業

の失敗に貧乏になります。ある人は急に健康が崩れてしまいます。ある人は子ども失ってしまいます。そんなに頼っていた人や

物が無くしてしまうことによって、創造主神様を意識することになります。 

ヘブル人への手紙 12:6  

主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に、むちを加えられるからである。」 because the Lord discipline

s those he loves, and he punishes everyone he accepts as a son." 주께서 그 사랑하시는 자를 

징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 因为主所爱的他必管教，又鞭打凡所

收纳的儿子。 

懲らしめることは神様の愛されるこどもであるという証拠にもなります。父が誰なのか分からない私生児に父の懲らしめはありま

せん。 
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