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Romans 8 

 1 Therefore (therefore, refers back to all 

that has gone before.), there is now no 

condemnation for those who are in Christ 

Jesus, 2 because through Christ Jesus the 

law of the Spirit who gives life has set you 

free from the law of sin and death. 3 For 

what the law was powerless to do because it 

was weakened by the sinful nature, God did 

by sending his own Son in the likeness of 

sinful humanity to be a sin offering. And so 

he condemned sin in human flesh, 4 in order 

that the righteous requirement of the law 

might be fully met in us, (a review of 

chapters 5 and 6)  who do not live 

according to the sinful nature but according 

to the Spirit. (introducing the work of the 

Spirit) 

 5 Those who live according to the sinful 

nature (the flesh in the sense of our own 

selfish nature without reference to God’s 

purposes or plans) have their minds set on 

what that nature desires; but those who live 

in accordance with the Spirit have their 

minds set on what the Spirit desires. 6 The 

mind controlled by the sinful nature is 

death, but the mind controlled by the Spirit 

is life and peace. 7 The sinful mind is hostile 

to God; it does not submit to God’s law, nor 

can it do so. 8 Those controlled by the sinful 

nature cannot please God.  

 9 You, however, are not controlled by the 

sinful nature but are in the Spirit, if indeed 

the Spirit of God lives in you. And if anyone 

does not have the Spirit of Christ, they do 

not belong to Christ. 10 But if Christ is in 

you, then even though your body is subject 

 

rom 8: 1 こういうわけで(こういうわけで、とは、

これより前に述べたこと全てに言及する、というこ

とです。)、今は、キリスト・イエスにある者が罪に

定められることは決してありません。  

rom 8: 2なぜなら、キリスト・イエスにある、いの

ちの御霊の原理が、罪と死の原理から、あなたを解

放したからです。  

rom 8: 3肉によって無力になったため、律法にはで

きなくなっていることを、神はしてくださいまし

た。神はご自分の御子を、罪のために、罪深い肉と

同じような形でお遣わしになり、肉において罪を処

罰されたのです。  

rom 8: 4それは、肉に従って歩まず、御霊に従って

歩む私たちの中に(聖霊の働きを説明する)、律

法の要求が全うされるためなのです(a review of 

chapters 5 and 6→緑のファイルのふせん

部)。  

 

 

rom 8: 5 肉に従う者は(ここで言う肉とは、神の

目的や計画と関連のない私たち自身の自己

中心性)肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に
従う者は御霊に属することをひたすら考えます。  

rom 8: 6 肉の思いは死であり、御霊による思いは、

いのちと平安です。  

rom 8: 7というのは、肉の思いは神に対して反抗す

るものだからです。それは神の律法に服従しませ

ん。いや、服従できないのです。  

rom 8: 8肉にある者は神を喜ばせることができませ

ん。  

 

 

rom 8: 9けれども、もし神の御霊があなたがたのう

ちに住んでおられるなら、あなたがたは肉の中にで

はなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を

持たない人は、キリストのものではありません。  

rom 8:10もしキリストがあなたがたのうちにおられ

るなら、からだは罪のゆえに死んでいても、霊が、

義のゆえに生きています。  
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to death because of sin, the Spirit gives life 

because of righteousness. 11 And if the Spirit 

of him who raised Jesus from the dead is 

living in you, he who raised Christ from the 

dead will also give life to your mortal bodies 

because of his Spirit who lives in you.  

 12 Therefore, brothers and sisters, we have 

an obligation—but it is not to the sinful 

nature, to live according to it. 13 For if you 

live according to the sinful nature, you will 

die; but if by the Spirit you put to death the 

misdeeds of the body, you will live.  

 14 For those who are led by the Spirit of God 

are the children of God. 15 The Spirit you 

received does not make you slaves, so that 

you live in fear again; rather, the Spirit you 

received brought about your adoption to 

sonship. And by him we cry, “Abba, 

Father.” 16 The Spirit himself testifies with 

our spirit that we are God’s children. 17 Now 

if we are children, then we are heirs—heirs 

of God and co-heirs with Christ, if indeed 

we share in his sufferings in order that we 

may also share in his glory. (We will look 

again at Galatians chapter 3, and also the 

idea that the Spirit works to complete God’s 

creation.) 

＞＞Galatians chapter 3ページ最後にあり 

 
18 I consider that our present sufferings are 

not worth comparing with the glory that will 

be revealed in us. (the tension of living 

between the now and the not yet) 19 The 

creation waits in eager expectation for the 

children of God to be revealed. 20 For the 

creation was subjected to frustration, not 

by its own choice, but by the will of the one 

rom 8:11もしイエスを死者の中からよみがえらせた

方の御霊が、あなたがたのうちに住んでおられるな

ら、キリスト・イエスを死者の中からよみがえらせ

た方は、あなたがたのうちに住んでおられる御霊に

よって、あなたがたの死ぬべきからだをも生かして

くださるのです。  

 

rom 8:12ですから、兄弟たち。私たちは、肉に従っ

て歩む責任を、肉に対して負ってはいません。  

rom 8:13もし肉に従って生きるなら、あなたがたは

死ぬのです。しかし、もし御霊によって、からだの

行ないを殺すなら、あなたがたは生きるのです。  

 

rom 8:14神の御霊に導かれる人は、だれでも神の子

どもです。  

rom 8:15あなたがたは、人を再び恐怖に陥れるよう

な、奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださ

る御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、「ア

バ、父。」と呼びます。  

rom 8:16私たちが神の子どもであることは、御霊ご

自身が、私たちの霊とともに、あかししてください

ます。  

rom 8:17もし子どもであるなら、相続人でもありま

す。私たちがキリストと、栄光をともに受けるため

に苦難をともにしているなら、私たちは神の相続人

であり、キリストとの共同相続人であります。(We 

will look again at Galatians chapter 3, and 

also the idea that the Spirit works to 

complete God’s creation.) 
 

＞＞Galatians chapter 3ページ最後にあり 
 

rom 8:18今の時のいろいろの苦しみは、将来私たち

に啓示されようとしている栄光に比べれば、取るに

足りないものと私は考えます。(現在とまだ来て

いない未来とのあいだの緊張関係)  

rom 8:19被造物も、切実な思いで神の子どもたちの

現われを待ち望んでいるのです。  

rom 8:20それは、被造物が虚無に服したのが自分の

意志ではなく、服従させた方によるのであって、望
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who subjected it, in hope 21 that the 

creation itself will be liberated from its 

bondage to decay and brought into the 

freedom and glory of the children of God. 

(here we will look back to Genesis chapter 3 

and how God put the curse or punishment 

that Adam deserved on the earth in hope of 

our redemption) 

 

(Here we will note the three groanings: 

creation, ourselves and the Spirit) 22 We 

know that the whole creation has been 

groaning as in the pains of childbirth right 

up to the present time. 23 Not only so, but 

we ourselves, who have the firstfruits of the 

Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for 

our adoption, the redemption of our bodies. 

(the redemption of our bodies is the final 

step in the glorification process) 24 For in 

this hope we were saved. But hope that is 

seen is no hope at all. Who hopes for what 

they already have? 25 But if we hope for 

what we do not yet have, we wait for it 

patiently.  

 

 26 In the same way, the Spirit helps us in 

our weakness. We do not know what we 

ought to pray for, but the Spirit himself 

intercedes for us through wordless groans. 

(this is not the Spirit praying, which would 

require words, but the Spirit agonizing with 

us in our difficulties; see Psalm 37（probably 

34:18） where it says ‘God is close to those 

who are crushed in spirit) 27 And he who 

searches our hearts knows the mind of the 

Spirit, because the Spirit intercedes for 

みがあるからです。  

rom 8:21 被造物自体も、滅びの束縛から解放され、

神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます。  

(ここで創世記 3 章をみて、神が、私たちの

購いを望み、アダムの受けるべきのろいある

いは罰を代わりに大地に投げつけたところ

を見ます。) 
 

 

 

 

(ここで３つのうめきがあるのを見ます。つ

まり、創造（被造物）、私たち、そして御霊

です) rom 8:22私たちは、被造物全体が今に至るま
で、ともにうめきともに産みの苦しみをしているこ

とを知っています。  

rom 8:23そればかりでなく、御霊の初穂をいただい

ている私たち自身も、心の中でうめきながら、子に

していただくこと、すなわち、私たちのからだの贖

われることを待ち望んでいます。(私たちの身体

の購いは、栄光へと向かう過程の最終段階)  

rom 8:24私たちは、この望みによって救われている

のです。目に見える望みは、望みではありません。

だれでも目で見ていることを、どうしてさらに望む

でしょう。  

rom 8:25もしまだ見ていないものを望んでいるのな

ら、私たちは、忍耐をもって熱心に待ちます。  

 

rom 8:26御霊も同じようにして、弱い私たちを助け

てくださいます。私たちは、どのように祈ったらよ

いかわからないのですが、御霊ご自身が、言いよう

もない深いうめきによって、私たちのためにとりな

してくださいます。 (これは、御霊が言葉で祈

っているのではありません。これは御霊がわ

たしたちとともに苦しみの中にいてくださ

り、痛みをともに感じてくださる、というこ

とです。詩篇３７(多分 34:18)編‘神は打ちひ

しがれたもののそばにいる) 
rom 8:27人間の心を探り窮める方は、御霊の思いが

何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊は、
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God’s people in accordance with the will of 

God.  

 28 And we know that in all things God works 

for the good (it does not say he causes all 

things) of those who love him (implies a 

relationship), who have been called 

according to his purpose. 29 For those God 

foreknew (thought of you before hand) he 

also predestined (chose you beforehand) to 

be conformed to the image of his Son, that 

he might be the firstborn among many 

brothers and sisters. 30 And those he 

predestined, he also called; those he 

called, he also justified; those he justified, 

he also glorified. (this is the course or 

pattern of the Spirit’s work) 

 

 31 What, then, shall we say in response to 

these things? If God is for us, who can be 

against us? 32 He who did not spare his own 

Son, but gave him up for us all—how will he 

not also, along with him, graciously give us 

all things? (here is the basis of our unity in 

Christ. If we have all things in Christ why 

are we fighting among ourselves?, why are 

we criticizing others? Because we don’t 

really believe or accept what God has done 

for us in Jesus.) 33 Who will bring any charge 

against those whom God has chosen? It is 

God who justifies. 34 Who then can 

condemn? No one. Christ Jesus who 

died—more than that, who was raised to 

life—is at the right hand of God and is also 

interceding for us. 35 Who shall separate us 

from the love of Christ? Shall trouble or 

hardship or persecution or famine or 

nakedness or danger or sword? (Interesting 

神のみこころに従って、聖徒のためにとりなしをし

てくださるからです。  

 

rom 8:28 神を愛する人々(関係についての言及)、
すなわち、神のご計画に従って召された人々のため

には、神がすべてのことを働かせて益としてくださ

る(全てのことを神が起すとは言っていない)
ことを、私たちは知っています。  

rom 8:29なぜなら、神は、あらかじめ知っておられ

る人々を(あなたのことを前から思っていた、

ということ)、御子のかたちと同じ姿にあらかじめ

定められた(あなたをあらかじめ選ばれた、と

いうこと)からです。それは、御子が多くの兄弟た
ちの中で長子となられるためです。  

rom 8:30 神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、

召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々には

さらに栄光をお与えになりました。(これは、御霊

の働きのパターン)  

 

rom 8:31では、これらのことからどう言えるでしょ

う。神が私たちの味方であるなら、だれが私たちに

敵対できるでしょう。  

rom 8:32私たちすべてのために、ご自分の御子をさ

え惜しまずに死に渡された方が、どうして、御子と

いっしょにすべてのものを、私たちに恵んでくださ

らないことがありましょう。(これこそ私たちのキ

リストにおける一致の原則です。もし私たち

が、キリストにおいて全てのものをもっている

のであれば、何故私たちは私たちの中で戦うの

でしょうか。何故ほかの人を批判するのでしょ

うか。それは、私たちが、イエス様を通して神

様がしてくださったことをほんとうの意味で

信じていないか、受け入れていないからです。)  

rom 8:33 神に選ばれた人々を訴えるのはだれです

か。神が義と認めてくださるのです。  

rom 8:34罪に定めようとするのはだれですか。死ん

でくださった方、いや、よみがえられた方であるキ

リスト・イエスが、神の右の座に着き、私たちのた

めにとりなしていてくださるのです。  

rom 8:35たちをキリストの愛から引き離すのはだれ
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us of the personal relative pronoun ‘who’ 

when it seems like he should be using 

‘what’. I will want to explore this in class)  

 
36 As it is written:  

   “For your sake we face death all day long; 

   we are considered as sheep to be 

slaughtered.” (following the way of Christ) 

 37 No, in all these things we are more than 

conquerors through him who loved us.(the 

way of Christ is to go up by going down: 

Philippians 2:5-11 ページ最後のほうにあ

り) 38 For I am convinced that neither death 

nor life, neither angels nor demons, neither 

the present nor the future, nor any powers, 
39 neither height nor depth, nor anything 

else in all creation, will be able to separate 

us from the love of God that is in Christ 

Jesus our Lord. (there is no stronger power 

than love: God is love, it does not say God is 

like love, but He is love.) 

ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、

飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。(こ

こで、「何ですか」とは書かず「誰ですか」

と書かれているのが興味深い。)   
 

rom 8:36「あなたのために、私たちは一日中、死に

定められている。私たちは、ほふられる羊とみなさ

れた。」と書いてあるとおりです。(キリストの道

を辿る)  

rom 8:37しかし、私たちは、私たちを愛してくださ

った方によって、これらすべてのことの中にあって

も、圧倒的な勝利者となるのです。(キリストの道

は、下ることによって上に向かう ＞＞ピリ

ピ２：５－１１ ページ最後のほうにあり)  
rom 8:38私はこう確信しています。死も、いのちも、

御使いも、権威ある者も、今あるものも、後に来る

ものも、力ある者も、  

rom 8:39高さも、深さも、そのほかのどんな被造物

も、私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から、

私たちを引き離すことはできません。(愛より強い

力はない。神は愛のようである、とは言って

いません。神は愛である)  

 

 

Galatians 3 

Faith or Works of the Law 

 1 You foolish Galatians! Who has bewitched you? Before your very eyes Jesus Christ was 
clearly portrayed as crucified. 2 I would like to learn just one thing from you: Did you receive the 
Spirit by the works of the law, or by believing what you heard? 3 Are you so foolish? After 
beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh?[a] 4 Have you 
experienced[b] so much in vain—if it really was in vain? 5 So again I ask, does God give you his 
Spirit and work miracles among you by the works of the law, or by your believing what you 
heard? 6 So also Abraham “believed God, and it was credited to him as righteousness.”[c]  
1ああ愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストが、あなたがたの目の前に、あんなには
っきり示されたのに、だれがあなたがたを迷わせたのですか。 2ただこれだけをあなたがたから聞いて
おきたい。あなたがたが御霊を受けたのは、律法を行なったからですか。それとも信仰をもって聞いた

からですか。 3あなたがたはどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなたがたが、い
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ま肉によって完成されるというのですか。 4あなたがたがあれほどのことを経験したのは、むだだった
のでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが。 5 とすれば、あなたがたに御霊を与え、あなた
がたの間で奇蹟を行なわれた方は、あなたがたが律法を行なったから、そうなさったのですか。それと

もあなたがたが信仰をもって聞いたからですか。 6アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされま
した。それと同じことです。 
 

 7 Understand, then, that those who have faith are children of Abraham. 8 Scripture foresaw that 
God would justify the Gentiles by faith, and announced the gospel in advance to Abraham: “All 
nations will be blessed through you.”[d] 9 So those who rely on faith are blessed along with 
Abraham, the man of faith. 7ですから、信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。 8聖
書は、神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを、前から知っていたので、アブラハムに

対し、「あなたによってすべての国民が祝福される。」と前もって福音を告げたのです。 9そういうわけ
で、信仰による人々が、信仰の人アブラハムとともに、祝福を受けるのです。 

 10 For all who rely on the works of the law are under a curse, as it is written: “Cursed is everyone 
who does not continue to do everything written in the Book of the Law.”[e] 11 Clearly no one who 
relies on the law is justified before God, because “the righteous will live by faith.”[f] 12 The law is 
not based on faith; on the contrary, it says, “The person who does these things will live by 
them.”[g] 13 Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is 
written: “Cursed is everyone who is hung on a pole.”[h] 14 He redeemed us in order that the 
blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we 
might receive the promise of the Spirit. 10 というのは、律法の行ないによる人々はすべて、のろいの
もとにあるからです。こう書いてあります。「律法の書に書いてある、すべてのことを堅く守って実行しな

ければ、だれでもみな、のろわれる。」 11 ところが、律法によって神の前に義と認められる者が、だれ
もいないということは明らかです。「義人は信仰によって生きる。」のだからです。 12しかし律法は、「信
仰による。」のではありません。「律法を行なう者はこの律法によって生きる。」のです。 13キリストは、
私たちのためにのろわれたものとなって、私たちを律法ののろいから贖い出してくださいました。なぜな

ら、「木にかけられる者はすべてのろわれたものである。」と書いてあるからです。 14このことは、アブ
ラハムへの祝福が、キリスト・イエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果、私たちが信仰によっ

て約束の御霊を受けるためなのです。 

The Law and the Promise 

 15 Brothers and sisters, let me take an example from everyday life. Just as no one can set aside 
or add to a human covenant that has been duly established, so it is in this case. 16 The promises 
were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say “and to seeds,” meaning many 
people, but “and to your seed,”[i] meaning one person, who is Christ. 17 What I mean is this: The 
law, introduced 430 years later, does not set aside the covenant previously established by God 
and thus do away with the promise. 18 For if the inheritance depends on the law, then it no longer 
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depends on the promise; but God in his grace gave it to Abraham through a promise. 15兄弟たち。
人間のばあいにたとえてみましょう。人間の契約でも、いったん結ばれたら、だれもそれを無効にしたり、

それにつけ加えたりはしません。 16 ところで、約束は、アブラハムとそのひとりの子孫に告げられまし
た。神は「子孫たちに」と言って、多数をさすことはせず、ひとりをさして、「あなたの子孫に」と言ってお

られます。その方はキリストです。  
17私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約は、その後四百三十年たってできた
律法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることがないということです。  
18なぜなら、相続がもし律法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが、神は約
束を通してアブラハムに相続の恵みを下さったのです。 

 19 Why, then, was the law given at all? It was added because of transgressions until the Seed to 
whom the promise referred had come. The law was given through angels and entrusted to a 
mediator. 20 A mediator, however, implies more than one party; but God is one. 19では、律法とは
何でしょうか。それは約束をお受けになった、この子孫が来られるときまで、違反を示すためにつけ加

えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。 20仲介者は一方だけに属す
るものではありません。しかし約束を賜わる神は唯一者です。 

 21 Is the law, therefore, opposed to the promises of God? Absolutely not! For if a law had been 
given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. 22 But 
Scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised, being 
given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. 21 とすると、律法は神の
約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも、与えられた律法がいのちを与える

ことのできるものであったなら、義は確かに律法によるものだったでしょう。 22 しかし聖書は、逆に、す
べての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束が、イエス・キリストに対する信仰によって、信じる

人々に与えられるためです。 

Children of God 

 23 Before the coming of this faith,[j] we were held in custody under the law, locked up until the 
faith that was to come would be revealed. 24 So the law was our guardian until Christ came that 
we might be justified by faith. 25 Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. 
23信仰が現われる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ、閉じ込められていましたが、それ
は、やがて示される信仰が得られるためでした。 24こうして、律法は私たちをキリストへ導くための私
たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。 25しかし、信仰が現
われた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。   

 26 So in Christ Jesus you are all children of God through faith, 27 for all of you who were baptized 
into Christ have clothed yourselves with Christ. 28 There is neither Jew nor Gentile, neither slave 
nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. 29 If you belong to 
Christ, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise. 26あなたがたはみな、
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キリスト・イエスに対する信仰によって、神の子どもです。 27バプテスマを受けてキリストにつく者とさ
れたあなたがたはみな、キリストをその身に着たのです。 28ユダヤ人もギリシヤ人もなく、奴隷も自由
人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなたがたはみな、キリスト・イエスにあって、一つだか

らです。 29もしあなたがたがキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束に
よる相続人なのです。 

 

 
Philippians 2:5-11 
 5 In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus: 
5あなたがたの間では、そのような心構えでいなさい。それはキリスト・イエスのうちにも見ら
れるものです。  
 
 6 Who, being in very nature[a] God, 
   did not consider equality with God something to be used to his own advantage; 
7 rather, he made himself nothing 
   by taking the very nature[b] of a servant, 
   being made in human likeness. 
8 And being found in appearance as a man, 
   he humbled himself 
   by becoming obedient to death— 
      even death on a cross! 
6キリストは、神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えない
で、  
7ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。  
8キリストは人としての性質をもって現われ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死
にまでも従われたのです。 
 
 9 Therefore God exalted him to the highest place 
   and gave him the name that is above every name, 
10 that at the name of Jesus every knee should bow, 
   in heaven and on earth and under the earth, 
11 and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, 
   to the glory of God the Father. 
9それゆえ、神は、キリストを高く上げて、すべての名にまさる名をお与えになりました。  
10それは、イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべて
が、ひざをかがめ、  
11すべての口が、「イエス・キリストは主である。」と告白して、父なる神がほめたたえられ
るためです。 


