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セッション 1

「神の恵みの福音」と「御国の福音」
【聖書箇所】使徒の働き 20 章 17～27 節

【新改訳改訂第３版】使徒の働き 20 章 17～27 節
17 パウロは、ミレトからエペソに使いを送って、教会の長老たちを呼んだ。
18 彼らが集まって来たとき、パウロはこう言った。
「皆さんは、私がアジヤに足を踏み入れた最初の日から、
私がいつもどんなふうにあなたがたと過ごして来たか、よくご存じです。
19 私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀によりわが身にふりかかる数々の試練の中で、
主に仕えました。
20 益になることは、少しもためらわず、あなたがたに知らせました。人々の前でも、家々でも、あなたがたを教え、
21 ユダヤ人にもギリシヤ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張した
のです。
22 いま私は、心を縛られて、エルサレムに上る途中です。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。
23 ただわかっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりとあかしされて、なわめと苦しみが私を待っている
と言われることです。
24 けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた、神の恵みの福音をあかしする任務を
果たし終えることができるなら、私のいのちは少しも惜しいとは思いません。
25 皆さん。御国を宣べ伝えてあなたがたの中を巡回した私の顔を、あなたがたはもう二度と見ることが
ないことを、いま私は知っています。
26 ですから、私はきょうここで、あなたがたに宣言します。私は、すべての人たちが受けるさばきについて責任
がありません。
27 私は、神のご計画の全体を、余すところなくあなたがたに知らせておいたからです。

ベレーシート
●上記の使徒の働き 20 章 17～27 節は、使徒パウロが 3 年間手塩にかけて建て上げてきたエペソの教会の
長老たちを呼び集めて語った訣別説教の一部です。その訣別説教の性格の特徴は最も大切だと思われること
だけを言い伝えて(言い残して)おくことです。その訣別説教の中に、新約聖書でそこにしか使われていない
言葉があります。それは「神の恵みの福音」という言葉です。それと連動して「御国の福音」があります。
原文では「御国」という言葉しかありませんが、泉田昭師は「御国の福音」と訳しています。つまり「御国」
と「御国の福音」は同義なのだということです。いずれにしても「福音」は「良きおとずれ、良い知らせ、
グッド・ニュース」を意味します。ギリシア語は「ユーアンゲリオン」(εὐαγγέλιον)、ヘブル語は「ベソ
ーラー」()בְּ שׂו ָֹרהで、動詞「バーサル」(שׂר
ַ ָ)בּに由来します。しかしパウロは、「神の恵みの福音」と「御
国の福音」を微妙に使い分けているように思います。今回はその微妙な違いをできるだけ正しく理解したい
と思います。それらはいずれも驚くべき内容をもったニュースなのです。
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●「神の恵みの福音」は、イェシュアの十字架の死と復活によってもたらされた福音です。それは私たちが
神に立ち返って、それを信じるだけで、自分のものとすることができます。一方の「御国の福音」は、
「神
の恵みの福音」という神のお膳立てに基づきながら、天と地の基の置かれる前から、あらかじめ定められて
いた神のご計画とみこころ、御旨と目的が、イェシュアの再臨によってこの地上に実現される良き知らせな
のです。
「御国」という言葉をマタイの福音書では「天の御国」(「マルフート・シャーマイム」יִם

ַ)מַ לְ כוּת ָשׁמ
と呼び、マルコの福音書とルカの福音書では「神の国」(「マルフート・ハーエローヒーム」�הים
ִ ֱ)מַ לְ כוּת הָ א

と呼びます。いずれも「マルフート」という語彙が使われていますが、「マルフート」は「王国」を意味し
ます。つまり、神の御子イェシュアが再臨される時に、この地上においてご自身の王国(千年王国)を打ち建
てられることを意味しますが、これが旧約の多くの預言者たちが預言してきた「御国の福音」なのです。
●イェシュアがこの世に来られた時(初臨)に語られた教えやなされた奇蹟は、この「御国」のデモンストレ
ーションでした。公生涯の終わりころに「神の恵みの福音」も語られましたが、多くの弟子たちはそれを全
く理解することができませんでした。この「神の恵みの福音」を私たちに明確に教えることのできた人が使
徒パウロです。彼の手紙にはこの「神の恵みの福音」の真髄が明かされているのですが、この福音を正しく
理解するためには、
「御国の福音」の知識が不可欠だということを突き付けられるのです。

1.

驚くほど贅沢な「神の恵みの福音」

●イェシュアの十字架の死と復活に基づく「神の恵みの福音」の驚くべき内容を、だれよりも明確に言及し
たのは使徒パウロです。彼はキリストに出会ってからの生涯のすべてを人々にあかしし続けました。ここで
「あかしする」と訳されたギリシア語は「ディアマルトゥロマイ」(διαμαρτύρομαι)で、
「力を込めて、厳
かに言明(断言)する」ことを意味しますが、ここではより自ら進んでというニュアンス(アオリスト・中態)
です。自分の身に起こった日々の個人的な経験を人々の前であかしするというレベルとは異なります。神が
私たちのために、御子イェシュアの十字架の死と復活の出来事によってなされたことの恵みの内実です。パ
ウロはこの神の恵みの福音を人々に伝える務めを、自分の使命として主から受け取りました。その彼が「そ
の任務を果たし終えることができるなら、私のいのちは少しも惜しいとは思いません。
」と語っています。
●神の恵みは「罪の赦し」だけでなく、
「新しい身分(立場)」(キリストにあるアイデンティティ)を与えます。
この恵みは神からの賜物(プレゼント)です。私たちの責任は、無償で与えられる神の恵みを無駄にしないこ
とです。使徒パウロは「神の恵みによって、私は今の私になりました。」と述べています。神の恵みはパウ
ロに対して、新しいアイデンティティを与えました。パウロはキリストに出会う前の自分のことを、次のよ
うに述べています。

【新改訳改訂第３版】ピリピ人への手紙 3 章 5～6 節
5 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、
6 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。
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●彼は、キリストに出会うまでは自分を誇っていたのです。それは、「きっすいの」「熱心」「非難されると
ころのない者」といった表現に見られます。事実、彼は当時、エルサレムにおいて最も有名であったラビ(=
先生)のもとで学びの訓練を受け、同世代の誰よりも熱心であったことを誇っていました。
「教会を迫害する」
という恐ろしい罪を犯しましたが、そのことさえも正しいことだと信じていたのです。ところがそんなパウ
ロが、キリストに出会ってからの自分を次のように告白しています。

7 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(=ちりあくた、ふん土)と
思うようになりました。

●使徒パウロのお気に入りのことばは何でしょうか。
「主にあって」とか、
「キリストにあって」ということ
ばです。これは何を意味するかといえば、キリストに出会うまでの自分はアダムに属していたが、キリスト
に出会いキリストを信じることで、キリスト(第二のアダム)に属する者となったということを意味していま
す。アダムに属している限り、決して罪とその結果である罪責感と死から逃れることはできません。どんな
良い事をしたとしても罪の中に置き去りにされたままです。ところが、キリストを信じる者は、神の御前に、
完全に罪なき者として(「義とされて」)受け入れられ、たとえ罪を犯し失敗したとしても、キリストから引
き離されることは決してなく、キリストのおかげで、ありのままで神の完全な愛の中に受け入れられている
という・・・これが神の恵みの福音と言われるものなのです。まさに、
「おかげさま」なのです。
(1) 神の恵みによって今の私がある
●使徒パウロはコリント人への手紙で次のように述べています。

【新改訳改訂第３版】Ⅰコリント書 15 章 9～10 節
9 私は使徒の中では最も小さい者であって、使徒と呼ばれる価値のない者です。なぜなら、私は神の教会を迫害した
からです。
10 ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。そして、私に対するこの神の恵みは、むだにはならず、
私はほかのすべての使徒たちよりも多く働きました。しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです。

●10 節には、
「神の恵み」という語彙が 3 回も使われています。
「恵み」はギリシア語の「カリス」(χάρις)
ですが、その意味するところは、
「あり得ないプレゼント」が与えられること。
「トンデモナイ立場」に置か
れることなのです。この「恵み」がパウロの生涯を全く新しいものにしたのです。パウロの自分に対する自
己評価、人生の目的も刷新され、彼の心の中にあるすべての罪責感や劣等感といったマイナスの思いからも
解放されただけでなく、ほかのすべての使徒たちよりも多く働く原動力となったのです。
「罪の増し加わる
ところには、恵みも満ちあふれる」(ローマ 5:20)という現実、その神の恵みの現実がパウロを新しい人に
造り変えたのです。そんな変化をパウロにもたらした神の恵みについて、私たちはもっと深く探ってみたい
と思います。
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●神の恵みの福音は、以下のように、ヘブル特有の修辞法であるパラレリズムで表されています。
①義認―〔法廷用語〕
・・キリストの血によって義とされた(罪のない者とみなされるという)恵み。
②和解―〔友好用語〕
・・神と敵対関係にあった者が神と和解させられるという恵み。
③贖い―〔奴隷用語〕
・・代価が支払われることで奴隷の身分から解放されるという恵み。
④養子―〔家族用語〕
・・神の子どもとされる特権が与えられるという恵み。
⑤宥めー〔祭儀用語〕
・・罪に対する神の怒りをなだめることのできる赦しの恵み。
⑥免除―〔簿記用語〕
・・決して払うことのできない膨大な負債が免除されるという恵み。
⑦いのち〔霊的用語〕
・・死から解放されて、賜物としての永遠のいのちが与えられるという恵み。
(2) 「ヒュペル」(ὑπέρ)の恵み
●「神の恵みの福音」を特徴づけているのは、第一に、ギリシア語の「ヒュペル」(ὑπέρ)という前置詞で
す。その基本的意味は、
「〇〇〇のために」です。この〇〇〇の中に、私やあなたの名前を入れてください。
イェシュアは、〇〇〇のために十字架の上で死なれ、そして、〇〇〇のためによみがえられたのです。した
がって、神の恵みの福音は、「ヒュペルの福音」ということができます。つまり、「私のため」「あなたのた
め」の福音なのです。そのことを示している聖書のことばをいくつか引用してみましょう。
●主語はすべて「キリスト」です。
①「〇〇〇の罪のために」
【新改訳改訂第３版】Ⅰコリント 15 章 3 節
私があなたがたに最もたいせつなこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは、
聖書の示すとおりに、私たちの罪のために死なれたこと、

②「〇〇〇が義と認められるために」
【新改訳改訂第３版】ローマ書 4 章 25 節
主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために、よみがえられたからです。

③「不敬虔な〇〇〇のために」
【新改訳改訂第３版】ローマ書 5 章 6 節
私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められた時に、不敬虔な者のために死んでくださいました。

④「罪人であった〇〇〇のために」
【新改訳改訂第３版】ローマ書 5 章 8 節
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する
ご自身の愛を明らかにしておられます。

⑤「〇〇〇のために」
【新改訳改訂第３版】エペソ書 5 章 2 節
また、愛のうちに歩みなさい。キリストもあなたがたを愛して、私たちのために、ご自身を神へのささげ物、また供え
物とし、香ばしいかおりをおささげになりました。
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⑥「律法によってのろわれた〇〇〇のために」
【新改訳改訂第３版】ガラテヤ書 3 章 13 節
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。

●「神の恵みの福音」とは、徹頭徹尾、すべてにおいて、完全に、〇〇〇のためになされた神の出来事(事
実)に基づくもので、
「身代わりの十字架の恵み」とも言われます。ですから私たちはそれを賜物として信じ
て受け取れば良いのです。そこには何の条件もありません。無条件です。キリストの十字架の死は、〇〇〇
のために、キリストが自ら罪のいけにえとなって、のろわれ死んでくださったという良い知らせです。また、
キリストの復活は、〇〇〇が神の前に罪を赦されて義と認められるためなのです。そのように、キリストの
十字架の死と復活の出来事は、すべて〇〇〇のためであったことを知ってほしいのです。
(2) 「スン」(συν)の恵み
●「神の恵みの福音」を特徴づけている第二のギリシア語は、
「ともに」を意味する「スン」(συν)という接
頭辞です。
「神の恵みの福音」は「ヒュペル(～のための)の福音」だけでなく、この「スン(キリストととも
に)の福音」によって特徴づけられます。しかしながら、この「スンの福音」は、
「ヒュペルの福音」よりも
なかなか理解しがたいものがあります。この「スンの福音」こそ、
「聖化の恵み」と言われているものなの
で、
「磔殺の十字架の恵み」とも言われます。パウロは「スンの福音」を以下のことばで言い表しています。

【新改訳改訂第３版】ガラテヤ書 2 章 20 節
私はキリストとともに十字架につけられました(完了形・受動態)。もはや私が生きているのではなく、キリストが
私のうちに生きておられるのです(現在形)。いま私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を
お捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。

●このみことばが言おうとしていることはどういうことでしょうか。それは、キリストとともに私は十字架
につけられたという事実であり、それゆえ私はすでにキリストとともに死んでしまっているということです。
しかしキリストが死からよみがえられたことによって、私もキリストとともによみがえっているという事実
がすでに神においてなされており、それが今の私だとパウロは言っているのです。それゆえ「もはや私が生
きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる」と言えるのです。換言するならば、「いま私
が肉にあって生きているのは(=目に見える私の現在の姿は)、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった
神の御子を信じる信仰によっている(=御子を信じる信仰によって存在している)のです」とも言えるのです。
●このことをパウロは次のように表現しています。

【新改訳改訂第３版】ローマ人への手紙 6 章 4～9、11 節
4 私たちは、キリストの死にあずかるバプテスマによって、キリストとともに葬られたのです。それは、キリストが
御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも、いのちにあって新しい歩みをするためです。
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5 もし私たちが、キリストにつぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活と
も同じようになるからです。
6 私たちの古い人がキリストとともに十字架につけられたのは、罪のからだが滅びて、私たちがもはやこれからは
罪の奴隷でなくなるためであることを、私たちは知っています。
7 死んでしまった者は、罪から解放されているのです。
8 もし私たちがキリストとともに死んだのであれば、キリストとともに生きることにもなる、と信じます。
9 キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを、私たち
は知っています。
・・・・・・
11 このように、あなたがたも、自分は罪に対しては死んだ者であり、神に対してはキリスト・イエスにあって生きた
者だと、思いなさい。

●おそらく、このことがなかなか理解しにくいと思うのですが、ここに記されていることは、キリストが再
び来られる時(携挙による再臨であっても、地上再臨であっても)、キリストを信じている者たちはみな、新
しい栄光の朽ちないからだに変えられて、上記のことが実現されるということです。それは目に見える形で
現わされますが、今は目に見えないだけです。目に見えなくても、すでに神の側ではキリストを信じる者た
ちがそうなるようにしてくださっているのです。たとえば、(順不同)
①もはや死ぬことはないこと
②いのちにあって新しい歩みをすること
③罪のからだが滅びたことにより、私たちがもはや罪の奴隷ではなく、自由人とされていること
●これらのことがすでに、キリストの十字架の死と復活によって可能となったのですから、そのことを信じ
て、それにふさわしく、今を生きなさいというのが、
「スンの恵み」です。

●「ヒュペルの恵み」は、どこまでも私のための恵みであり、無償で与えられる恵みです。もし罪を犯した
としても、
「ヒュペルの恵み」はより一層その力を発揮するのです。罪に対する自覚が深まれば深まるほど、
この「ヒュペルの恵み」のすごさを実感できるのです。それは、「恵みが増し加えられるために、罪の中に
とどまるべきでは」と誤解されてしまうほどの恵みの福音なのです。そしてもう一つの「スンの恵み」は、
キリストとともに死んだ者はすでに罪からも、また死からも解放されているという御国の完成の先取りを恵
みとして、信仰をもって生きることなのです。この信仰は終末論的パラダイムに基づく信仰です。ヘブル修
辞法の「預言的完了形」(将来に起こる出来事が確実に起こることを表わすために完了形で表される語法)と
酷似しています。
●御国の福音を宣べ伝えることは、キリストの十字架の恵みの福音を終末論的パラダイムに基づく信仰によ
って、神の永遠のご計画とみこころ、御旨と目的の視点から「余すところなく」論証することで、揺るぎな
い御国へのあこがれを抱かせ、その希望によって今を生きる力を得させるのです。そのためには聖書を絶え
ず学び続ける必要があります。パウロは絶えず、
「神の恵みの福音」に言及しつつ、同時に、「御国の福音」

6

セッション 1
を余すところなく教えたとするならば、この二つは教会を建て上げていく上でなくてはならない不可欠な大
黒柱だと言えるのです。

2. ゆるぎない希望を与える「御国の福音」

●今日、道を歩く人の少ない田舎でも、病院へ行くと「なぜこんなに人がいるんだ!!」と驚かされます。多
くの人が病気で苦しんでいることが分かります。未曾有の超高齢化社会を迎えている日本では、ますますこ
うした光景を見ることになるはずです。なぜ人は病気になるのか。それは私たちが罪人であるからにほかな
りません。エデンの園に病気はありませんでした。しかし将来、イェシュアが王としてこの地に打ち建てら
れる御国(千年王国)では、人はすでに朽ちることのない栄光のからだに変えられているために病気はありま
せん。
「そこ(シオン)に住む者は、だれも「私は病気だ」とは言わず、そこに住む民の罪は赦される。
」(イザ
ヤ 33:24)とあるからです。
●へブライズム(ヘブル的思惟)においては、「からだ」は神のご計画においてきわめて重要なキーワードで
す。これを表わすヘブル語は「バーサール」(שׂר
ָ ָ)בּですが、ギリシア語の場合、
「からだ」を「ソーマ」(σωμα)
と「サルクス」(σάρξ)の二つの語彙で表します。ギリシア的思惟では、目に見えない「たましい」が重要
であり、それが「からだ」という枠の中に閉じ込められているものと考えます。ですから、その「からだ」
から自由の身となることが救いだと考えます。つまりギリシア的思惟(ヘレニズム)では、
「からだ」は背負
わされている厄介物という捉え方しかありません。しかしヘブル語の場合、「バーサール」(שׂר
ָ ָ)בּという一
語で表わしているという点が重要です。この語彙が聖書で初めて登場するのは創世記 2 章 21～24 節です。
そこには以下のように「バーサール」が 4 回使われています。

【新改訳改訂第３版】2 章 21～24 節
21 神である【主】は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして、彼のあばら骨の一つを取り、
そのところの肉をふさがれた。
22 神である【主】は、人から取ったあばら骨をひとりの女に造り上げ、その女を人のところに連れて来られた。
23 人は言った。
「これこそ、今や、私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名づけよう。これは男から取られた
のだから。」
24 それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、ふたりは一体となるのである。

●21 節、23 節にある「肉」は物質的な「からだ」としての「肉」ですが、24 節の「一体」と訳された「バ
ーサール・エハーッド」(אֶ חָ ד

)בָּ ָשׂרにある「体」は、有機的、親密なかかわりを表わす概念です。この「バ

ーサール」(שׂר
ָ ָ)בּこそ、神と人、夫と妻、かしらとからだ、花婿(キリスト)と花嫁(教会)という結婚の一体
性の概念を啓示するものです。からだの存在なしに夫婦の愛が成立しないように、からだの存在なくして神
と人とが共に住むという御国を完成させることはできないのです。また、かしらなるキリストはからだなる
教会の存在なしに何もすることができないのです。このように、「からだ」は永遠の愛のかかわりを実現さ
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せるためになくてはならないものなのです。それゆえ、イェシュアが死からよみがえり、信じる者に朽ちる
ことのない栄光のからだを約束しておられることは、究極的な福音となるのです。
●イェシュアが受肉されたその秘義は、そのからだから流れ出る血潮によって「バーサール」(שׂר
ָ ָ)בּが贖わ
れるだけでなく、復活(よみがえり)のいのちによって新しくされた「バーサール」(栄光のからだ)によって、
永遠に神と人とが共に住むことが実現するということです。これこそ、神が天地創造をなされる前にあらか
じめもっておられたご計画であり、エデンの園の回復と言えるのです。その意味において、「あなたは、い
けにえやささげ物を望まないで、わたしのために、からだを造ってくださいました。
」(ヘブル 10:5)という
メシア預言は、御国を実現する上において理にかなったことであったのです。
●イェシュアが「御国の福音」を宣べ伝えた時に、多くの病める者たちが癒されました。また死んだ者(イ
ェシュアはこれを「眠っている」と表現します)を生き返らせる奇蹟をなさいました。これは決して人々の
注目を集めるための一時的な手段ではなく、むしろ、永遠の御国がどういうところかを指し示すデモンスト
レーションでした。それゆえ、ヘブル語の「からだ」を意味する名詞「バーサール」(שׂר
ָ ָ)בּの動詞「バーサ
ル」(שׂר
ַ ָ)בּのピエル態(強意形)が「良い知らせを告げ知らせる」という意味を持っていることは、特筆すべ
きことなのです。ちなみに、御国がこの地に実現される時にはどんな病も一瞬にして(たちどころに、すぐ
に、たちまち、ただちに)いやされるでしょう。それはイェシュアがなさったいやしの記事を見るならば、
一目瞭然です。また「眠った者」(実際に死んだ者)も一瞬にして生き返ります。この希望を持って主を待ち
望む者にとっては、
「良い知らせ」とは「からだに関すること」なのです。使徒パウロは将来に啓示される
栄光について次のように述べています。

【新改訳改訂第３版】ローマ人への手紙 8 章 18～25 節
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。
19 被造物も、切実な思いで神の子どもたちの現れを待ち望んでいるのです。
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、望みがあるからです。
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。
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。
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。
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。
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。

●「御国の福音」のすばらしさについては、もっともっと聖書全体から学ぶ必要があります。それは「主の
祈り」の中にある「御国が来ますように」という祈りを、私たちがより切実な思いをもって祈るためです。
そのためには、神のご計画を知るための知恵と啓示の御霊が豊かに与えられるように祈らなければなりませ
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ん。なぜなら、御霊の助けによって、私たちの心の目がさらにはっきりと見えるようになって、神の召しに
よって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また、
神を信じる私たちに働く力がどのように偉大なものであるかを、私たち自身が知るためなのです。

付 記

イェシュアの「御国のデモンストレーション」における

「パラクレーマ」(παραχρῆμα)
●ギリシア語の「パラクレーマ」(παραχρῆμα)は、ルカの特愛用語です。新約では 18 回使用されていま
すが、マタイの福音書 21 章 19 節と 20 節の 2 回を除けば、すべてルカ文書(ルカの福音書と使徒の働き)
の中で使われている語彙(副詞)です。この語彙は、目に見える出来事や状況の急激な変化 (様変わり)を表わ
す時に用いられているようです。その変化の領域は、いやしとさばきにおいてです。訳語としては、
「たち
どころに」
「すぐに」
「ただちに」
「たちまち」
「とたんに」
。英語訳では、immediately,

at once, instantly, just,

so quickly などが用いられています。
●ちなみに、
「速さ」を表わすギリシア語に「タクス」(ταχύς)があります。新約全体で 18 回使われていま
すが、これは「すぐに、速やかに、早急に、
・・する」という形で使われます。つまり、
「タクス」は行動を
促す際にその行動の速やかさを表わすのに用いられるようです。
たとえば、
「早く仲良くなる」
(マタイ 5:25)、
「急いで・・を知らせる」(マタイ 28:7)、
「急いで着物を持ってくる」(ルカ 15:22)、
「あなた(イスカリオテ
「聞くには早く」(ヤコブ 1:19)、
「見
のユダ)がしようとしていることを、今すぐしなさい」(ヨハネ 13:27)、
よ。わたしはすぐに来る」(黙示録 22:7,12,20)・・などです。他にも、「すぐに」と訳される「エウスス」
(εὐθύς)」があります。マルコの福音書の特愛用語ですが、「パラクレーマ」(παραχρῆμα)と「タクス」
(ταχύς)の両方の意味を合わせ持っています。

1.

目に見える急激な変化の現われを示す「パラクレーマ」(παραχρῆμα)

●「パラクレーマ」(παραχρῆμα)を分析してみると、以下に見るように「救い」(=いやし)と「さばき」(=
死)の場面において、急激な状況や状態の変化を表わす時に用いられていることが分かります。
(1) いやしの場面
①ルカ 1 章 64 節 (閉ざされたザカリヤの口と舌)
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すると、たちどころに、彼の口が開け、舌は解け、ものが言えるようになって神をほめたたえた。
②ルカ 4 章 39 節 (熱で苦しんでいたシモンのしゅうとめ)
イエスがその枕もとに来て、熱をしかりつけられると、熱がひき、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。
③ルカ 5 章 25 節 (中風の人)
すると彼は、たちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床をたたんで、神をあがめながら自分の家に帰った。
④ルカ 8 章 44 節 (12 年間苦しんだ長血の女)
イエスのうしろに近寄って、イエスの着物のふさにさわった。すると、たちどころに出血が止まった。
⑤ルカ 8 章 47 節 (長血の女)
女は、隠しきれないと知って、震えながら進み出て、御前にひれ伏し、すべての民の前で、イエスにさわったわけと、
たちどころにいやされた次第とを話した。
⑥ルカ 8 章 55 節 (12 歳になるヤイロの娘)
すると、娘の霊が戻って、娘はただちに起き上がった。それでイエスは、娘に食事をさせるように言いつけられた。
⑦ルカ 13 章 13 節 (18 年間も病の霊につかれ、腰の曲がった女)
手を置かれると、女はたちどころに腰が伸びて、神をあがめた。
⑧ルカ 18 章 43 節 (盲人)
彼はたちどころに目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについて行った。これを見て民はみな神を賛美した。
⑨使徒 3 章 7 節 (40 年間、足なえだった男)
彼の右手を取って立たせた。するとたちまち、彼の足とくるぶしが強くなり、(立ち、歩きだした)
⑩使徒 16 章 26 節 (パウロとシラスが入れられたピリピの牢獄)
ところが突然、大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまちとびらが全部あいて、みなの鎖が解けてしまった。
⑪使徒 16 章 33 節 (看守とその家族の回心と救い)
看守は、その夜、時を移さず、ふたりを引き取り、その打ち傷を洗った。そして、そのあとですぐ、彼とその家の者
全部がバプテスマを受けた。

(2) さばきの場面
①マタイ 21 章 19 節 (実のないいちじく)
道ばたにいちじくの木が見えたので、近づいて行かれたが、葉のほかは何もないのに気づかれた。それで、イエスは
その木に「おまえの実は、もういつまでも、ならないように」と言われた。すると、たちまちいちじくの木は枯れた。
②マタイ 21 章 20 節 (実のないいちじく)
弟子たちは、これを見て、驚いて言った。「どうして、こうすぐにいちじくの木が枯れたのでしょうか。」
③ルカ 22 章 60 節 (ペテロの裏切り)
しかしペテロは、「あなたの言うことは私にはわかりません」と言った。それといっしょに、彼がまだ言い終えない
うちに、(ここに新共同訳は「突然」・口語訳は「たちまち」を入れている)鶏が鳴いた。
④使徒 5 章 10 節 (アナニヤの妻サッピラの欺き)
すると彼女は、たちまちペテロの足もとに倒れ、息が絶えた。入って来た青年たちは、彼女が死んだのを見て、運び
出し、夫のそばに葬った。
⑤使徒 12 章 23 節 (ヘロデの高慢)
するとたちまち、主の使いがヘロデを打った。ヘロデが神に栄光を帰さなかったからである。彼は虫にかまれて息が
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絶えた。
⑥使徒 13 章 11 節 (総督の信仰を妨げようとした魔術師に対するパウロの言葉)
見よ。主の御手が今、おまえの上にある。おまえは盲目になって、しばらくの間、日の光を見ることができなくなる」
と言った。するとたちまち、かすみとやみが彼をおおったので、彼は手を引いてくれる人を捜し回った。

(3) その他
ルカ 19 章 11 節 ・・時間的な速さ(ギリシア語の「タクス」(ταχύς)に近い意味)
人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは、続けて一つのたとえを話された。それは、イエスがエルサレム
に近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。

●以上の分析によって、ギリシア語の「パラクレーマ」(παραχρῆμα)は、目に見える急激な変化の現われ
を示す場面で使われています。イェシュアが来臨されて、神のあらかじめ計画しておられた「御国」が近づ
いたことが示され、そしてその「御国」が到来したときにどうなるかというデモンストレーションが、教え
と奇蹟によってなされたと考えるならば、福音書に記されている多くのいやしは、一瞬にして肉体(「バー
サール」שׂר
ָ ָ)בּがいやされ、朽ちない栄光のからだに変えられるというデモンストレーションであったと考
えられるのです。なぜなら、御国の福音は「からだ」に関する事柄であり、主を信じる者が一瞬にして新し
いからだ(=朽ちることのない栄光のからだ)に変えられることによって、神との交わりが可能となるという
「良き知らせ」だからです。
●ちなみに、ヘブル語の「バーサール」(שׂר
ָ ָ)בּの動詞「バーサル」()בָּ ַשׂרには、「良き知らせを伝える」と
いう意味があることもそのことを裏付けています。聖書において「からだ」は重要な概念です。イェシュア
ご自身が復活によって「新しいからだ」「栄光のからだ」に変えられたことと、私たちがやがてキリストの
再臨(空中携挙)によって「朽ちることのない栄光のからだ」に変えられることがなければ、神の国(天の御国)
を相続することができないからです(Ⅰコリント 15:50)。このことは聖書独自の概念であり、奥義なのです。

2. 「第一の復活」(栄光のからだ)に与る者たち
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●「第⼀の復活」とは、キリストと同様の「朽ちることのない栄光のからだ」が与えられることを意味しま
す。
「第⼀の復活」に与るグループは三つあります。⼀つ⽬のグループは旧約時代に神を信じていた⼈々、
⼆つ⽬のグループはイェシュアをメシアと信じるユダヤ⼈と異邦⼈、つまり、
「キリストの花嫁」(キリスト
のからだなる教会)です。そして三つ⽬のグループは患難時代(七年間)に神を信じた⼈々(殉教者も含めて)
です。
●「第⼀の復活」に与る時期は⼆つあります。それは「キリストの空中再臨の時」と「キリストの地上再臨
の前」です。
「キリストの空中再臨の時」に第⼀の復活に与るのは、イェシュアをメシアと信じるユダヤ⼈
と異邦⼈、すなわち教会(キリストの花嫁、キリストのからだ)のメンバーです。つまり、すでに死んでキリ
ストのもとにいる信者と地上で⽣きている信者です。
「キリストの地上再臨の前」に第⼀の復活に与るのは、
旧約時代の聖徒たちと、七年間の患難時代において悔い改め、信仰を持って殉教した聖徒たちです。
●メシア王国には、第⼀の復活を与えられた「旧約の聖徒たち」と「携挙された教会の⼈々」と、および、
「患難時代に殉教した⼈々」
、さらに第⼀の復活に与っていない「患難時代に信仰をもって死なずにいた⼈々」
が合流することになります。
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「御国」と関連するヘブル的諸概念
ベレーシート

●パウロは「御国の福音を宣べ伝える」ことを「私は、神のご計画の全体を、余すところなくあなたがたに
知らせておいた」(使徒 20:27)と言い換えています。神のご計画の全体をパウロはどのように理解し、知ら
せたのでしょうか。そのために、
「御国」と関連するヘブル的諸概念を取り上げていきたいと思います。
●ある一つのことばを別のことばに言い換えて表現する「パラレリズム」
というユダヤの修辞法があります。詩篇の中にこのパラレリズムがある
ことが発見され、その重要性に気づいたのは 18 世紀半ばになってから
のことだと言われます。しかもこの「パラレリズム」は単なる文節の域
を越えて、旧約思想の本質を提示するために不可欠な修辞法なのです。
旧約のみならず、新約聖書にあるユダヤ人が書いた福音書、そして手紙
の中にもその修辞法が用いられています。例えば、右の図は「救い」に
ついての同義的パラレリズムです。すべてユダヤ人(イェシュア、マタ
イ、マルコ、ペテロ、パウロ)による表現なのです。
―(例)「救いのパラレリズム」―

●この修辞法は事柄の本質をよく理解した者でなければ使えない技法なのかもしれません。使徒パウロはこ
の「言い換え」(パラレリズム)の達人とも言えます。彼は「御国の福音」を「光」
、
「神の知恵」
、
「神の栄光」
といった概念で表しています。これら三つに共通する特徴は、
① 天地創造の前から存在するものであること。
② いずれも目に見えない根源的事柄だということ。
③ これら三つの概念を結びつけている方こそ、神の御子であるイェシュアだということ。
●セッションのタイトルを、
「『御国』と関連するヘブル的諸概念」としていますが、今回は、時間的な制約
から、最初の「光」だけを取り上げて説明したいと思います。

1. やみの中から神によって呼び出された「光」

●ところで、
「光」を表わすヘブル語は「オール」(、)אוֹרギリシア語は「フォース」(φῶς)です。旧約の
「オール」は名詞で 200 回、一方、新約の「フォース」は 74 回使われています。
「光」ということばを聞
いて、すぐに思い起こす聖句は何でしょうか。いくつか有名な箇所を挙げてみましょう。
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①「わたしは、世の光です。」(ヨハネ 8:12, 9:5)
②「あなたがたは、世界の光です。」(マタイ 5:14)
③「・・ダマスコの近くまで来たとき、突然、天からの光が彼(サウロ)を巡り照らした。
」(使徒 9:3)
④「以前は暗やみでしたが、今は、主にあって、光となりました。光の子どもらしく歩みなさい。」(エペソ 5:8)
⑤「神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。」(Ⅰヨハネ 1:5)
⑥「すべての良い贈り物・・・は上から来るのであって、光を造られた父から下るのです。」(ヤコブ 1:17)
⑦「あなたのみことばは、私の足のともしび、私の道の光です。」(詩篇 119:105)

●「光」に関する聖句をいくつか並べてみましたが、これだけでは聖書が意味する「光」の概念を説明する
ことはできません。
「世の光」とはどういうことか。
「天からの光」とは、
「光の子ども」とは、
「神が光であ
る」とは、
・・・何となく分かるようで分かりません。なぜ分からないのかと言えば、神の「光」は目には
見えない光だからです。それゆえ人はこの光を理解することができず、それを拒絶してしまうのです。そこ
で、
「天からの光」に照らされたサウロ(後の使徒パウロ)が、この「光」をどのように解釈し、理解したの
かを取り上げてみたいと思います。
(1) パウロを照らした「天からの光」
●パウロはダマスコへの途上で突然「天からの光」に照らされました(使徒 9 章参照)。その「天からの光」
によって彼は目が見えなくなりました。三日の間、暗闇の中で、また一切の飲食も絶って、彼は自分に起こ
った出来事を思い巡らすことを余儀なくされました。そして三日の後に、主から遣わされたアナニヤという
弟子が訪ねて来てサウロの頭に手を置いて祈った時、彼の目からうろこのような物が落ちて目が見えるよう
になったのでした。
「目が見えるようになった」というのは、単に肉体的な視力が回復したことだけを意味
しません。彼が熱心に迫害してきたイェシュアこそ、キリスト(メシア)であるということを聖書から論証で
きるほどに、彼の霊の目が開かれたことを意味します。言い換えるなら、キリストにある神のご計画(みこ
ころ、御旨、目的)のすべてが、彼のうちにおいて整理し直されたことを意味します。たとえ三日間でも、
それは私たちの何十年分に相当する経験であったと言えます。驚くべきことは、その三日間の経験を通して、
ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせるほどまでになったということです。何が彼をそのように変え
たのでしょうか。それは「天からの光」です。この「天からの光」が、神によってすでに定められている永
遠のご計画を、彼のうちに理解させ、悟らせたということなのです。
(2) パウロが理解した「光」の概念
●コリント人への手紙第二の 4 章 6 節で、パウロは創世記 1 章 3 節にある「光」(「オール」)אוֹרを解釈(ミ
ドゥラーシュ)して、「『光が、やみの中から輝き出よ』と言われた神」と表現しています。パウロは、創世
記 1 章 3 節のみことばをそのままではなく、その箇所を解釈して語っているのです。つまり、
「光が、やみ
の中から輝き出よ」の「やみの中から」という部分が重要な点なのです。つまり、すでにあった光を、神が
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やみの中から呼び出しているということです。このことは、神が「光よ。あれ」と命令したことによって、
初めて光が創造されたのではないということを意味しているのです。LXX(七十人)訳は「あれ」を命令形に
訳していますが、パウロは未来形で記しています。それはパウロがヘブル語の原文を基にしているからです。
このことをヘブル語の文法から説明したいと思います。ヘブル語で書かれた創世記 1 章 3 節は、以下のよう
に記されています(ヘブル語は右から、
「ヴァッヨーメル・エローヒーム・イェヒー・オール・ヴァイェヒー・
オール」と読みます)。
オール

ヴァイェヒー

オール

イェヒー

エローヒーム

ヴァッヨーメル

�הים י ְִהי אוֹר וַ י ְִהי־אוֹר
ִ ֱוַ יֹּמֶ ר א
光があった すると

「光

あれ」

神は

言われた そのとき

●ここで「イェヒー・オール」という部分には、「ある」を意味する動詞の「ハーヤー」()הָ יָהと「光」を
意味する名詞の「オール」()אוֹרが並んでいます。重要なことは、動詞の「イェヒー」が命令形ではなく、
未完了形の指示形３人称男性単数であるということです。つまり、
「あれ」という命令形ではなく、
「そうあ
るように」と神が指示しているということです。新改訳第二版の「光よ。あれ。」という訳が、改訂第三版
では「光があれ」と改訳されているのはそうした微妙な含みがあると思われます。しかし、日本語の訳語は
「命令」も「指示」も同じく感じられてしまいます。とはいえ、ニュアンスが異なるのだということを知っ
ておくことが、この箇所を理解する上でとても重要です。ちなみに、その後に続く「ヴァイェヒー・オール」
の「ヴァイェヒー」(ְהי־אוֹר
ִ )וַ יは、ヴァヴ継続法(接続詞+未完了形)で、神が「指示した通りになった」と
いう完了形の意味です。ちなみに、Ⅱコリント 4 章 6 節では「
『光が、やみの中から輝き出よ』と言われた
神」と訳されていますが、
「輝き出よ」と訳された部分のギリシア語は命令形ではなく、未来形になってい
ます。おそらくヘブル語の原文が未完了形だからと考えられます。ですから、ここは LXX 訳のように命令
形ではなく、指示的なニュアンスで、
「
『光が、やみの中から輝き出るように』と言われた神」と訳すことも
できるのです。

●「光」が神によって呼び出されたとするならば、その「光」はそれまでどこにあったのでしょうか。答え
は「やみの中」です。このように理解することで、「光」の持つ概念がはじめて理解できるようになるので
す。
「やみの中から呼び出された光」
、これが創世記 1 章 3 節の意味する「光」であり、光源としての光では
なく、創造者である神とすべての被造物とのかかわりにおいて、あらかじめ定められていた「神のご計画と
しての光」なのです。
(3) パウロのいう「奥義」(「ムステーリオン」μυστήριον)と「光」の関連性
●パウロは余すところなく「御国」について語ることのできた人ですが、その「御国」は「隠されてきた奥
義」でもあります。
「奥義」とは「隠されている事柄」を意味することばですが、このことばが新約で最初
に登場するマタイの福音書 13 章 11 節では「天の御国の奥義」とあります(マルコ 4:11、およびルカ 8:10
では「神の国の奥義」)。イェシュアは大ぜいの群衆に対して、
「御国の奥義」をたとえで語られました。
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すると弟子たちが、イェシュアに「なぜ、彼らにたとえでお話しになったのですか。
」と尋ねます。これは
「思いの外、先生がたとえで語ってくれたおかげで、とてもわかりやすい話で良かったですよ」という意味
ではありません。むしろ、
「たとえ話では、言わんとすることが群衆にはよく伝わらなかったのでは?」と進
言しようとしたのだと思います。そこでイェシュアは弟子たちに向かってこう言われました。
「あなたがた
には、天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。
」と。なんと不思議な答
えでしょう。イェシュアが語るたとえ話の目的は、永遠の昔から天の御国の奥義を知ることが許されている
者とそうでない者とを区別するためだということなのです。つまり、
「わたしが彼らにたとえで話すのは、
彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また、悟ることもしないからです。
」という言い方で、
区別がなされることを語ったのです。その区別とは、真に見るべきものを見ようとせず、また、真に聞くべ
きことを聞こうとせず、悟るべきことを悟ろうとしないことが明らかにされることであり、そのために「た
とえ話」で語っているということをイェシュアは弟子たちに教えられたのです。ここで、
「見るべきもの」
「聞
くべきこと」
「悟るべきこと」とは、実は、神のご計画を意味する「光」のことなのです。
●「奥義」ということばは新約聖書では 28 回使われていますが、そのうちの 21 回はすべて使徒パウロ
が使っています。彼のいう「奥義」とは、「御国」(あるいは「御国の福音」)のことであり、それは「やみ
の中から呼び出された光」のことです。その「光」のことを説明するのに、パウロがいろいろな語彙によっ
て言い換えているのを彼の手紙によって知ることができます。特に、エペソ人への手紙 1 章 1～14 節がま
さにそうです。そこには「光」ということばがなくても、他のことばによってそれが表現されているのです。
この箇所は神の栄光をほめたたえる賛美の源泉について、パウロが極めて簡潔に記した驚くべき箇所で、神
があらかじめ定めておられたご計画と目的があったことを記しています。ちなみにこの箇所は、主にある「成
熟した者たち」向けのテキスト(「堅い食物」)であり、私たちの信仰の知識の成熟度は、この箇所に対する
理解の程度によって計られると言っても過言ではありません。
【新改訳改訂第３版】エペソ人への手紙 1 章 1～14 節

①†のある箇所は第 3 版で改訂された部分です。(

)内は私の説明です。

②この手紙にある「聖徒たち」「私たち」「あなたがた」とは、
「教会」(=キリストの花嫁)と同義です。
③黄色のマーカーは、神が世界の基の置かれる前から、あらかじめ定めていたご計画の意志決定を表わす語彙で、
「みこころ」
「みむね」
「ご計画」
「目的」といった語彙が含まれます。

1 神のみこころ(「セレーマ」θέλημα)によるキリスト・イエスの使徒パウロから、キリスト・イエスに
ある忠実なエペソの聖徒たちへ。
2 私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなたがたの上にありますように。
†3 私たちの主イエス・キリストの父なる神がほめたたえられますように。神はキリストにあって、
天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。
†4 すなわち、神は私たちを世界の基の置かれる前から彼にあって選び、御前で聖く、傷のない者にしよう
とされました。
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†5 神は、みむね(「ユードキア」εὐδοκία)とみこころ(「セレーマ」θέλημα)のままに、私たちをイエ
ス・キリストによってご自分の子(=「養子」)にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられま
した(「プロオリゾー」προορίζω)。
†6 それは、神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が、ほめたたえられるため
です。
†7 この方にあって私たちは、その血による贖い、罪の赦しを受けています。これは神の豊かな恵みに
よることです。
†8 この恵みを、神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって、
†9 みこころの奥義を私たちに知らせてくださいました。それは、この方にあって神があらかじめお立て
になった(発案してくださった=「プロティセマイ」προτίθεμαι)みむね(「ユードキア」εὐδοκία)に
よることであり、
†10 時がついに満ちて、実現します。いっさいのものがキリストにあって、天にあるもの地にあるものが
この方にあって、一つに集められるのです。
†11 この方にあって私たちは御国を受け継ぐ者ともなりました。みこころによりご計画(「プロセシス」

πρόθεσις)のままをみな行う方の目的(=意志「ブーレー」βουλή)に従って、私たちはあらかじめ
このように定められていた(「プロオリゾー」προορίζω)のです。
†12 それは、前からキリストに望みを置いていた私たちが、神の栄光をほめたたえるためです。
†13 この方にあってあなたがたもまた、真理のことば、あなたがたの救いの福音を聞き、またそれを信じた
ことにより、約束の聖霊をもって証印を押されました。
†14 聖霊は私たちが御国を受け継ぐこと(=相続財産)の保証(=手付金)です。これは神の民の贖いのためで
あり、神の栄光がほめたたえられるためです。
●ここには重要なことばが数多くあります。その中で最も重要なのは、
「あらかじめ
定められていた」(=世界の基の置かれる前から)というフレーズです。
「あらかじめ
定められていた」と訳された「プロオリゾー」(προορίζω)は新約聖書で 6 回(使徒
4:28、ローマ 8:29, 30、Ⅰコリント 2:7、エペソ 1:5, 11)だけですが、目を通し
ておくべき重要な箇所です。
「あらかじめ定められていた」
「隠された神の奥義」
「みこころ」
「みむね」
「ご計画」
「目的」

光の概念

「御国を受け継ぐ」
●ところで、何が「あらかじめ定められていたのか」と言えば、それは神の「みこころ」として、神の「み
むね」として、神の「ご計画」として、神の「目的」として定められていた、神の「隠された奥義」として
の事柄です。しかもその奥義は、神が御子キリストにあって、キリストを通して、キリストのためになそう
と定めておられる事柄です。これが「光」ということばの概念です。ちなみに、ヘブル語では「ご計画」(「エ
ーツァー」、)עֵ צָ ה
「みこころ」(「ヘーフェツ」、)חֵ פֶ ץ
「御旨」(「ラーツォーン」、) ָרצוֹן
「目的」(「マハ
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シャーヴァー」שׁבָ ה
ָ ֲ)מַ חです。
●このように、エペソ人への手紙 1 章には「光」という語彙は一度も使われていませんが、創世記 1 章３節
の「光」の概念について語られています。使徒パウロがエペソの教会に対して「神のご計画の全体を、余す
ところなく」知らせた(使徒 20:27)というその内容は、まさに創世記 1 章３節の「光」()אוֹרについての注
解とも言えるのです。
「天からの光」による啓示によって、はじめてサウロ(=「シャーウール」שׁאוּל
ָ は「神
を熱心に尋ね求める者」のヘブル的な意味)は真のサウロとなり、そのことによって彼は「余すところなく
御国の福音を論証する」ことができたのだとすれば、
「天からの光」
、つまり「啓示の光」
「悟りと知恵の光」
は、私たちにとっても不可欠な光と言えます。
●使徒パウロはエペソの聖徒たちに、
「あなたがたは、以前は暗やみでしたが、今は、主にあって、光とな
りました。光の子どもらしく歩みなさい。
」(5 章 8 節)と語っています。ここでの「光の子ども」とは、
「明
るく、元気で、活き活きと」という意味でないことは言うまでもありません。
「光の子ども」とは、やみの
中から呼び出された光、すなわち、神の永遠のご計画、みこころ、みむね、目的について悟った者のことで
す。それゆえ、私たちは主にあって「光の子」とされていることを自覚し、その意味するところを深く悟り、
それにふさわしく歩んで、パウロのように「光」についてあかしする(論証する)者となることが求められて
いるのです。

2. 光とやみとを「区別する」ことを良しとされた神

●神によって呼び出された光の正体とは、神が御子を通して、世界の基の置かれる前から、「あらかじめ定
めておられた」神のご計画、神のみこころ、神の御旨、神の目的のことだということを理解するだけでも、
大変な悟りを得たことになると信じます。というのは、この「光」(「オール」) אוֹרについて正しく理解
することは、本来、私たちの生まれながらの知恵では絶対にできないことだからです。「この世の知恵」で
はなく、
「神の知恵」が必要なのです。
(1)「光」と「やみ」との区別
●「光がやみの中から輝くように」と呼び出された神は、
「光」と「やみ」とを明確に区別することを「良
しとされた」ということが創世記 1 章 18 節で強調されています。神はなにゆえに「良しとされた」のでし
ょうか。光が神によって呼び出される前に、やみはすでに存在していました。

【新改訳改訂第３版】創世紀 1 章 1～5 節
1 初めに、神が天と地を創造した。
2 地は茫漠として何もなかった。やみが大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。
3 神は仰せられた。
「光があれ。」すると光があった。
4 神は光を見て良しとされた。神は光とやみとを区別された。
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5 神は光を昼と名づけ、やみを夜と名づけられた。夕があり、朝があった。第一日。

●4 節を見ると、
「神は光とやみとを区別された。
」とあります。
「光」はヘブル語で「オール」(、)אוֹר
「や
み」は「ホーシェフ」(�ֹשׁ
ֶ )חです。神は、「やみ」の存在を認めながらも、「やみ」とは本質的に異なる「光」
を登場させ、それを良しとされ、
「やみ」と区別されたのです。
「区別した」と訳されたヘブル語は「バーダ
ル」()בָּ ַדלで、
「分ける、分離する」という意味があります。そもそも、なぜ「やみ」がすでに存在してい
るのかという点については、今回は触れないことにいたします。今回は、光とやみとを「分けられた、区別
された」というところに注目したいと思います。この区別に当たって、神は「光を昼と名づけ」
、そして「や
みを夜と名づけられ」ました。この「名づける」という行為は、主権と支配を意味します。
●ところで、光とやみが昼と夜と名づけられましたが、光もやみも私たちの目には見えない現実です。この
見えない現実の写しが、第四日目に「二つの大きな光る物」として創造されます。そこに登場する「二つの
光る物」とは、光源としての光である「太陽」と「月」のことだと理解できます。光源としての光る物によ
って、
「昼と夜とを区別せよ」とあります。これらは第一日目の、目に見えない「光」と「やみ」が存在し
ていることの写し(コピー)として造られたと考えられます。つまり、目に見えない「光」と「やみ」を目に
見える「昼」と「夜」で示すために、神が創造されたのです。これを神学的なことばで表現すると「一般啓
示」と言います。
●「一般啓示」ということばと対応するのが、
「特別啓示」(御子イェシュア)です。
「一般啓示」とは自然や
歴史、また人間の存在(男と女)という形を通して現わされている神の啓示です。たとえば、自然において、
他とのかかわりをもたないで存在しているものは何一つありません。自然の中にあるすべてが、なんらかの
かかわりをもって存在しています。樹木一本にしても然りです。太陽の光と熱、大地、水、そして栄養を摂
ることができるように働いている菌根菌の存在があってはじめて、樹木として生きることができるのです。
一般啓示としてのこのいのちのつながりは、すべて目に見えない神の世界を表わす写しです。しかしこのこ
とも、神の「光」なしには理解することができません。私たちが自然の中にある驚くべきいのちの仕組みを
たとえ知ったとしても、それが神を知ることにつながらないのはそのためです。そこで神は「特別啓示」と
してご自身の御子をこの世にお遣わしになり、直接的に神の「光」をあかししようとされたのです。
●「特別啓示」である神の御子イェシュアは、この世を照らす「光」として遣わされました。イェシュアが
語り、そしてなされたすべての行為(奇蹟)は、決して行き当たりばったりの事柄ではなく、そのすべてが神
の「あらかじめ定められた」ご計画と密接につながっているのです。神が「あらかじめ定めておられる」神
のご計画、神のみこころ、神の御旨、神の目的のことを、聖書は「奥義」ということばで言い表しています
が、それは決してぶれることなく、神の主権のうちに実現される事柄です。その事柄がやみの世界に置かれ
ることを神は良しとされたのです。ただし、永遠にではありません。やみが永遠に駆逐される時までです。
ちなみに、新しい天と新しい地にはやみがありません。
●使徒パウロは主から与えられた使命を以下のように述べています。
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【新改訳改訂第３版】使徒の働き 26 章 16～18 節
16 起き上がって、自分の足で立ちなさい。わたしがあなたに現れたのは、あなたが見たこと、また、これから後
わたしがあなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。
17 わたしは、この民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。
18 それは彼らの目を開いて、暗やみから光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、わたしを信じる信仰によって、
彼らに罪の赦しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。』

(2) 神の知恵とこの世の知恵との区別
●使徒パウロは「光」の現実と「暗やみ」の現実を表わすために、さまざまな表象を用いています。その最
初の表象は、
「神の知恵」と「この世の知恵」です。同じ「知恵」(「ソフィア」σοφία)ということばを用
いていたとしても、区別されるべき知恵があるということです。
●コリントの教会は、
「私は、〇〇〇〇につく」と言って分派をつくり、分裂を招いていた教会でした。そ
の教会に対してパウロは、自分が神から遣わされたのは、(分派をもたらすような)バプテスマを授けるため
ではなく、福音を伝えるためであるとし、この福音を伝えるに当たって、
「この世の知恵によって」はしな
いと断言しています。パウロが「知恵」ということばを使うときに、
「神の知恵」と「人間の知恵」を明確
に区別して語っています。言い換えの名人であるパウロはそれぞれの「知恵」を以下のようにいろいろなこ
とばで言い換えています。
①〔神の知恵〕(Ⅰコリント 1:21)・・ 「隠された奥義としての神の知恵」(Ⅰコリント 2:7)
②〔人間の知恵〕(Ⅰコリント 2:5)・・ 「ことばの知恵」(同、1:17)、
「この世の知恵」(1:20)、
「自分の知恵」(1:21)、
「すぐれたことば」
「すぐれた知恵」(2:1)、
「説得力のある知恵のことば」(2:4)
●「すぐれたことば」
「すぐれた知恵」(2:1)、
「説得力のある知恵のことば」(2:4)―それは結構ではないか
と思うかもしれません。それらは人間的に見るならばすばらしい能力であるかのように思います。しかしそ
れらはすべて「人間の知恵」であるがゆえに、パウロはそのような知恵によって「福音」を語ることはしな
いとしたのです。なぜなら、
「神の知恵」は「この世の知恵」によっては悟ることができないからです。も
し神の知恵をもしこの世の支配者たちが悟っていたなら、栄光の主を十字架につけはしなかったはずだとパ
ウロは述べています。また、
「事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によ
るのです」(1:21)と、いわば究め付けとも言えることを述べています。神の知恵は神のすべてのことを知る
御霊の助けによってのみ理解できるのです。この御霊は神からの賜物です。この「賜物」について話すのも、
人間の知恵によることばを用いず、御霊に教えられたことばを用います。つまり、
「御霊のことばをもって
御霊のことを解く」ということです(2:13)。これは詩篇 36 篇 9 節にある「私たちは、あなたの光のうちに
(=光によって)光を見る」というフレーズと同じことを言っているのです。
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●パウロは、徹頭徹尾、神を中心とした概念で理解し、そして語るという生き方を貫いています。人間的な
概念、人間の経験、価値観、評価によって理解するのではなく、神からの賜物である御霊によって神の世界
を知るのです。ですから、御霊を与えられている人は神のすべてのことをわきまえることができますが、自
分の知恵によってはだれもわきまえることができないのです。
(3)

エデンの園において与えられた人間の本来の務め

●この問題を、より根源的な視点から考えてみたいと思います。そのためには、神の創造の冠として造られ
た人間アダムに与えられた務めについて注目する必要があります。

【新改訳改訂第３版】創世記 2 章 7～9 節、15～17 節
7 神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった。
8 神である【主】は東の方エデンに園を設け、そこに主の形造った人を置かれた。
9 神である【主】は、その土地から、見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。
園の中央には、いのちの木、それから善悪の知識の木を生えさせた。
15 神である【主】は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。
16 神である【主】は人に命じて仰せられた。
「あなたは、園のどの木からでも思いのまま食べてよい。
17 しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。」

●ここで質問です。神はなぜエデンの園に、取って食べてはならない「善悪の知識の木」を生えさせたので
しょうか。そのような木をエデンの園に置くことがなければ、人間は罪を犯すことはなかったのに、という
思いはありませんか。「人間が罪を犯したのは、そもそも神がそのような木を置いたからだ」と神を弾劾す
る声が聞こえて来そうです。あなたはどう思いますか。

●ここで特に注目したいのは、15 節にある「耕す」という使命と「守る」という使命を、神がアダムに与
えたということです。このことは何を意味するのでしょうか。「食べるのに良いすべての木」が生え、しか
も「園のどの木からでも思いのまま食べてよい」とされていたのです。なぜこれ以上、耕す必要があるので
しょうか。何を守る必要があるのでしょうか。しかし神である【主】が「人を取り、エデンの園に置き、そ
こを耕させ、またそこを守らせた」のには、それなりの理由があったのです。その理由とは何でしょうか。
ちなみに、ヘブル語の「エデン」(「エーデン」ן

ֶ)עֵ דは、動詞の「アーダン」()עָ ַדןに由来します。「アーダ

ン」は「ほしいままに楽しみふける」という意味があります。確かに、エデンの園には「食べるのに良い」
ものが豊富にあり、しかも「思いのまま食べてよい」という園ですから、
「エデンの園」は贅沢きわまりな
い豊かな園であったと想像できます。
① 「耕す」という務め
●神がアダムをエデンの園に置かれた目的の第一は、エデンの園を「耕す」ためです。
「耕す」と訳された
動詞は「アーヴァド」()עָ בַ דで、これは後の祭司用語の「仕える」という意味です。つまり、ここでの「耕
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す」という意味は、神が与えてくださったエデンの園のすばらしさと豊かさを味わい、さらにそこに隠され
ている豊かさを掘り起こすという務めです。

②「守る」という務め
●アダムがエデンの園に置かれた目的の第二は、エデンの園を「守る」ためでした。エデンの園というから
には、園の内と外があります。3 章の最後には罪を犯したアダムとエバがエデンの園から追い出されるとい
うことが記されています。つまり、エデンの園を「守る」というのは、区別すべきものを区別するという務
めであると考えられます。その証拠に、エデンの園の中央には、食べてよいものと食べてはならないものが
区別されていました。しかもその食べてはならないものを食べるとき、必ず「死ぬ」と警告されていたので
す。区別すべきことを区別する務めが、ここでは「守る」(「シャーマル」ר

ַ) ָשׁמということばで表現され

ているのです。
「光」と「やみ」とを明確に区別することが、創造の最初からの神のみこころであったので
すが、アダムはこの務めを正しく認識してはいなかったようです。そこを狡猾なサタンに突かれてしまった
のです。サタンの戦略は、いつの時代においても、区別すべきものを混同させ、曖昧にしてしまうことです。
●区別すべきものを区別するという務めは、後のイスラエルの民に、
「食べてもよいものと食べてはならな
いもの」が食物規定として啓示されます(レビ記 11 章)。
「食べてもよいもの(動物)」とは、
「ひづめが分か
れているもの」と「反芻するもの」です。この二つの条件を満たさない動物は汚れたものとされました。
実は、この二つの規定はイェシュアを指し示しています。
「ひづめが分かれている」というヘブル語は「パ
ーラス」()פָּ ַרסで、
「パンを分けて与える」という意味です。
「反芻する」というヘブル語は「アーラー」()עָ לָה
で、本来的には「上る、登る」という意味で、主の山であるエルサレムに上ることをも意味しています。し
かも、その動詞の名詞「オーラー」(עלָה
ֹ )は、「全焼のいけにえ」を意味します。このように、「ひづめが分
かれている」と「反芻する」という二つの条件を満たしているのはイェシュアなのです。したがって、この
規定を守らない者は「身を汚す者」とみなされるのです。神である主はこうした食物規定を通して、聖なる
ものとそうではないものとを区別することを神の民に教えられたのです。エデンの園に、神が「いのちの木」
と「善悪の知識の木」とを置いたその意図とは、最初の人であるアダムに「区別する」ことを教えるためで
あったと言えるのではないでしょうか。
(4) つり合わぬくびきをいっしょにつけてはいけない
●使徒パウロは神の民に「区別する」(分離する)ことの重要性を教えるために、以下のように記しています。

【新改訳改訂第３版】Ⅱコリント 6 章 14～18 節、7 章 1 節
14 不信者と、つり合わぬくびきをいっしょにつけてはいけません。正義と不法とに、どんなつながりがあるでしょう。
光と暗やみとに、どんな交わりがあるでしょう。
15 キリストとベリアルとに、何の調和があるでしょう。信者と不信者とに、何のかかわりがあるでしょう。
16 神の宮と偶像とに、何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。
「わたしは彼らの間に住み、また歩む。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。
17 それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。
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そうすれば、わたしはあなたがたを受け入れ、
18 わたしはあなたがたの父となり、あなたがたはわたしの息子、娘となる、と全能の主が言われる。」
7:1 愛する者たち。私たちはこのような約束を与えられているのですから、いっさいの霊肉の汚れから自分をきよめ、
神を恐れかしこんで聖きを全うしようではありませんか。

●「不信者と、つり合わぬくびきをいっしょにつけてはいけません。
」の「くびき」というのは、具体的に
は「結婚」のことです。全く違う価値観をもった男女がいっしょに歩むことには無理があるのです。
①「正義」と「不法」
・・・・・・・・ そこには、何のつながりもない。
②「光」と「暗やみ」
・・・・・・・・ そこには、何の交わりもない。
③「キリスト」と「ベリアル」(※)・・そこには、何の調和もない。
④「信者」と「不信者」
・・・・・・・ そこには、何のかかわりもない。
⑤「神の宮」と「偶像」
・・・・・・・ そこには、何の一致もない。

※「ベリアル」とは、ヘブル語の「ベリッヤアル」()בְּ לִ יַעַ לに相当し、
「無い」を意味する「ベリー」()בְּ לִ יと「価値、有
「無益な者」「よこしまな者」と訳されます。新約時代には定冠詞を
用」を意味する「ヤアル」()יַעַ לを合成した語彙で、
伴って人格的な意味を持ち、サタンに対する名称とされています。

●ここには、明確に区別されていることがあります。この区別は神が定められたもので、神の民はそれを「守
る」という務めがあるのです。それは決してドレッシングのように混ぜ合わせて良しとしてはならない事柄
なのです。なぜ一見厳しいと思われるような区別がなされるのでしょうか。それは神と人とが共に住み、歩
むためです。ですから、区別が必要なのです。旧約の律法(トーラー)の中に、食べてよいものと食べてはな
らないものの区別があるのは、神の民に「神のもの」と「この世のもの」とを一緒にしてはならないこと、
光とやみが区別されるように、「つり合わないくびきをつけてはならない」ことを教えるためであったので
す。
●使徒パウロが警告しているように、明確に区別すべきものを区別することを怠ると、苦い実を食べること
になります。もし私たちが神と共に住み、神と共に歩もうと願うならば、区別する務めを、分離すべき務め
を、神の知恵によってなさなければならないのです。なぜなら、私たちは「光の子ども」とされたのですか
ら。
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「御国」と関連する「聖なる都エルサレム」
ベレーシート

●「アブラハム、ダビデ、イェシュアという名前に共通していることは何でしょうか。
」と
質問されて、
「エルサレム」と答えることのできる人は、神のご計画についてかなり学んで
いる方です。詩篇 132 篇 13～14 節に、
「主はシオンを選び、それをご⾃分の住みかとし
て望まれた。
『これはとこしえに、わたしの安息の場所、ここにわたしは住もう。わたしが
それを望んだから。
・・』
」とあるように、エルサレムは、神がこの地上においてご⾃⾝の
名を置かれるために、唯⼀選ばれた永遠の都です。しかも、神の主権によって建てられる
都です。
「エルサレム」は神のご計画においてきわめて重要な位置を占めています。なぜなら「エルサレム」
は、メシア・イェシュアがこの地上で王として治める「御国」のセンターとなる場所だからです。大和(ヤ
マト)が日本の雅名(がめい)であるように、
「シオン」は「エルサレム」の雅名です。
●「エルサレム」という語彙は、旧約の中で 927 回、新約では 140 回使われています。合わせると、何
と 1067 回です。
「エルサレム」の雅名である「シオン」は、旧約で 161 回、新約では 7 回。合わせると、
168 回です。「エルサレム」(シオン)は神のヴィジョンの中⼼です。メシア王国、永遠の新しい地における
中⼼的な場所であり、主にある私たちがやがて⾏くところでもあります。神はそのシオンに対する愛を以下
のように語っています。

【新改訳改訂第３版】イザヤ書 62 章 1～3 節
1 シオンのために、わたしは黙っていない。エルサレムのために、黙りこまない。
その義が朝日のように光を放ち、その救いが、たいまつのように燃えるまでは。
2 そのとき、国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。
あなたは、【主】の口が名づける新しい名で呼ばれよう。
3 あなたは【主】の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王のかぶり物となる。

●上記の箇所にある「わたし」とは、預言者が神を代弁して、
「あなた」である「シオン(エルサレム)」に
対する愛と喜びをほとばしるように語っている箇所です。しかもそのことが、同義的パラレリズムによって
表現されています。
①「シオンのために、わたしは黙っていない」=「エルサレムのために、黙りこまない」
②「その義が朝⽇のように光を放つ(までは)」=「その救いが、たいまつのように燃えるまでは」
③「国々はあなたの義を⾒(る)」=「すべての王があなたの栄光を⾒る」
④「あなたは主の⼿にある輝かしい冠となる」=「あなたの神の⼿のひらにある王のかぶり物となる」
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1. 「エルサレム」という名称に隠された神の秘密

(1) 「エルサレム」の名称の⼀つの解釈
●ところで、「エルサレム」という語彙は、ヘブル語で「イェルーシャーライム」と⾔います。この語彙は
⼆つのことばから成る合成語であると考えられます。⼀つは「イェル」(、)יְרもう⼀つは「シャーローム」
(שׁלוֹם
ָ )の複数形「シャーライム」() ָשׁ ַליִםです。ちなみに、「エルサレム」の「エル」を、神を意味する「エ
ール」()אֵ לと解してエルサレムを「神の平和」としたり、町を意味する「イール」() ִעירのことだと解して、
エルサレムを「平和の町」だと誤解している方がおられます。しかし「エルサレム」のヘブル語表記が「イ
ェルーシャーライム」(ליִם
ַ ְרוּשׁ
ָ )יだと知っていれば、そうした間違いはないはずです。
●「イェルーシャーライム」(ליִם
ַ ְרוּשׁ
ָ )יの前半の「イェル」()יְרは、ヘブル文字の「ヨッド」()יと「レー
シュ」()רの組み合わせです。ヘブル文字にはそれぞれ意味があります。
「ヨッド」は神の⼒ある御⼿を表わ
し、「レーシュ」は「頭、思考、考え、ご計画」を表わします。つまりこの⼆つの文字で「神のご計画」を
意味し、この「イェル」()יְרがもう⼀つの⽂字を伴うことで、以下のようないろいろな意味を持つ語彙にな
ります。たとえば、
①「ヤーラド」()י ַָרדで、
「(⾼い所から)降りて来る、下る、低くされる」
②「ヤーラー」()י ָָרהで、
「投げる、(⽮を)射る、教える、指し⽰す、(隅⽯)を置く、⼟台を据える」
③「ヤーラシュ」()י ַָרשׁで、
「所有する、占領する」
●以上のような意味合いをもった存在を「イェル」()יְרで表わしていると考えられます。そして、後半の「シ
ャーライム」(ליִם
ַ ) ָשׁは「平和」を意味する「シャーローム」の複数形です。複数形は⼆倍の平和を意味し、
二倍の祝福を得るのは常に長子ですから、「エルサレム」は町(都)の中でも「⻑⼦的地位」を有していると
も考えることができます。ヘブル語の「シャーローム」があらゆる領域における神の祝福の総称であり、平
和、和解、繁栄、健康、知恵、⼼の安らぎ、勝利といった神の祝福を意味しているとすれば、
「エルサレム」
とは、神のご計画をもった⽅が⾼い所から降りて来て、神のあらゆる祝福(シャーローム)を据える場所とし
て、神が占領する(所有・⽀配する)ところという意味になります。これが「イェルーシャーライム」の私の
見解です。このことがこの地上に実現するのは「千年王国」(メシア王国)においてであり、そのときまでは
真の神の平和がこの世に訪れることはないのです。
(2) 「エルサレム」の名称のもう⼀つ別の解釈
●ところが、最近読んだ本の中に私の見解とは異なる解釈があることを知りました。
それはユダヤ⼈にもクリスチャンにも多くの影響を与えたユダヤ⼈の哲学者であり、
神学者でもあり、ラビの⼀⼈でもあったアブラハム・ヨシュア・ヘシェル(1907〜
1972)という⽅による⾒解です(「イスラエルー永遠のこだまー」1996 年、ミルトス
社)。この本のあとがきにヘシェル⽒についての説明があります。それによれば、彼はワルシャワ⽣まれ。
ナチスの迫害を逃れて⽶国に渡り、⽣涯ずっと⽶国で活躍した 20 世紀最⼤のユダヤ哲学者で、ユダヤ教神
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学者の⼀⼈に数えられ、ハシティズム(ユダヤ教敬虔派)の伝統的な家庭で、幼児期よりユダヤ教の徹底的な
学習を始め、⼗歳の頃には旧約聖書を全巻すべて覚え、さらにタルムードやカバラー(神秘主義)をマスター
したと紹介されています。
●ヘシェル⽒の⾒解は以下の通りです(上記著書 42〜43 ⾴)。訳文どおり引用します。
「町の名エルシャライムには、どんな意味があるのだろうか。この町は初めシャローム(サレム)－平和(創世
記 14:18)と呼ばれていたが、後にアブラハムがエレと名づけた。
「これにより、⼈々は今⽇もなお『⼭の上
にヴィジョンあり』と⾔う」(創世記 22:14)。エルシャライムは、この両⽅の名をつなげたものだ。エルと
シャローム、
「ヴィジョン」と「平和」
・・」
●ここで私が驚いたのは、創世記 22 章 14 節の訳を「⼭の上にヴィジョンあり」としていたことです(訳文
が正しければ)。つまり、
「アドナイ・イルエ」の「イルエ」を「ヴィジョン」と解釈していることです。な
ぜそのように解釈できるのかと言えば、その箇所の原文を見ると分かるように、
「アドナイ・イルエ」(

יהוה

)י ְִראֶ הの「イルエ」()י ְִראֶ הが、「(主が)ご覧になった」という意味だからです。
●創世記 22 章はアブラハムの最⼤の試練が記されている有名な箇所です。そこには、
「見る」という動詞「ラ
ーアー」() ָראָהがなんと四回も使われているのです。神から「あなたの⼦、あなたの愛しているひとり⼦イ
サクを連れて、モリヤの地に⾏きなさい。
・・・全焼のいけにえとしてイサクをわたしにささげなさい」と
命じられて、アブラハムは神がお告げになった場所、すなわち「モリヤの地」に出かけました。4 節に「三
⽇⽬に、アブラハムが⽬を上げると、その場所がはるかかなたに⾒えた(「ラーアー」) ָראָהとあります。
「モ
U

U

リヤの⼭」とは「エルサレム」のことです。アブラハムと⼀緒に出掛けた息⼦のイサクは⽗に尋ねます。
「⽕
とたきぎはありますが、全焼のいけにえのための⽺は、どこにあるのですか」と。その問いに対して⽗アブ
ラハムは「神ご⾃⾝が全焼のいけにえの⽺を備えて(原⽂は「⾒つけて」) ָראָהくださるのだ」と答えます(8
U

U

節)。彼らがモリヤの⼭に着いて、父アブラハムが息⼦のイサクをほふろうとしたとき、主の使いが天から
彼を呼び、
「⼿を下してはならない。
」と⽌め、アブラハムが神を恐れていることを確認しました。そして、
アブラハムが⽬を上げて⾒る(「ラーアー」) ָראָהと(13 節)、そこには⾓をやぶにひっかけている⼀頭の雄
U

U

⽺がいたのです。そこでアブラハムは、その場所を「アドナイ・イルエ」と名づけました。そこで、今⽇で
も「主の⼭の上には備えがある」と⾔い伝えられている(14 節)とあります。
U

U

●「主の⼭の上には備えがある」(新改訳)の直訳は、「主の⼭において主がご覧になる」です。これがヘシ
U

U

ェル氏の言う「主の⼭(=エルサレム)にはヴィジョンがある」という意味になるのです。そして、これが「エ
ルサレム」(イェルーシャーライム)の「エル」(イェルー)の意味だとしています。それに「エルサレム」の
後半の部分である「サレム」が結び合わされています。前にも記したように、
「サレム」は神の祝福の総称
を意味する「シャーローム」(שׁלוֹם
ָ )の複数形「シャーライム」（) ָשׁ ַליִםです。つまり、「エルサレム」と
いう町(都)の名称に秘められているのは、「神のヴィジョン(ご計画)とそこにある神のすべての祝福が注が
れるところ」だということです。このように、ヘシェル⽒の⾒解は、エルサレム(イェルーシャーライム)が
神の聖なる歴史の満ち溢れた中⼼的な場所であり、神の永遠のご計画における重要な鍵語であることを⽰唆
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しています。
●さらに付け加えるならば、創世記 22 章 2 節には「愛する」という動詞が聖書で初めて登場しています。
「あなたの愛しているひとり子イサクを連れて」とあるように、アブラハムの試練は「愛する」(「アーハ
ヴ」)אָהַ בことがどういうことかが試されたようにも見受けられます。イサクが父アブラハムに従順に従っ
たように、「神が見ておられるヴィジョンを私たちも見、それに従い、それに参与すること」が「愛する」
ことであるというメッセージが込められているように思われます。つまり、
「主の山には備えがある」とは、
「神に従うなら、すべての必要が備えられる」という意味ではないことが分かります。こうしたことを通し
て、
「ヘブル的な視点から聖書を読む」ことがどういうことかが示されます。また、
「シャーライム」の動詞
の「シャーレーム」(שׁלֵם
ָ )には「完成する」という意味もあります。したがって、「エルサレム」は「神の
ヴィジョンが完成するところ」とも言えるのです。

2.

エルサレムに対する神の漸次的啓示

●神のヴィジョンとは、神が選ばれた聖なる都エルサレムにおいて、神と人とが永遠にともに住むというこ
とです。そのことが歴史の流れの中で漸次的に啓示されています。

(1) 「エデンの園」では、神と⼈(アダムとその妻)が交わりを持っていました(創世記 3:8)。
(2) 「シャレム」(=サレム)の王メルキゼデクが突然に現われ、アブラムを祝福しました(創世記 14:18〜
20)。
(3) 「モリヤの⼭」(=エルサレム)でアブラハムは信仰の試練を受けます。主はイサクの代わりとなる
⼀頭の雄⽺を備えられました。アブラハムはその場所を「アドナイ・イルエ」と名づけました。
(4)

ダビデが全イスラエルの王となって最初にしたことは、エルサレムを⾸都としたことです。ダビデは
エルサレムのシオンの丘に契約の箱を運び込み、新しい礼拝を始めました。これが「ダビデの幕屋」
と言われるものです。ユダヤ人は「フッパー」という天蓋を作って、その下で結婚式を行ないますが、
それは神の幕屋が人とともにあることの「写し」なのです。

(5) ソロモンはエルサレムに壮大な神の宮(神殿)を建てました。そして最大の領土を獲得します。しかし、
ソロモン以後、全イスラエルは分裂し、北イスラエルは全世界に離散しました。しかしメシア王国
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では、全イスラエル 12 部族がメシアによって全世界から集められ、エルサレムを中心として北と南
に、新しいパターンによってほぼ均等に、嗣業としての土地を配分されます。
(6) 神の民が神との契約を破ったことによって、エルサレムはバビロンによって破壊され、ユダの⺠は
バビロンの捕囚となりました。
(7) ペルシャの王クロスによってエルサレムへの帰還が許された⺠は、エルサレムに神殿(第⼆神殿)を再
建しました。
(8) 神の御⼦イェシュアはエルサレムで苦しみを受け、エルサレムの郊外にあるゴルゴタで⼗字架に掛け
られ、死なれました。しかし三⽇⽬に復活したあと、40 日目にオリーブ山で昇天されます。
50 日目に、約束の聖霊が降臨して教会が誕生します。エルサレム教会から福音が伝えられ始めます。
(9) エルサレムは A.D.70 年にローマ軍によって破壊され、ユダヤ⼈は世界に離散を余儀なくされました。
(10) 教会が携挙された後に、神の⺠であるユダヤ⼈は反キリストによる⽀配と⼤患難を経験します。
反キリストはエルサレムの神殿(第三神殿)において⾃分が神であることを宣⾔します。
(11) ハルマゲドンの戦いの後、エルサレムは破壊されます。
(12) イスラエルの「残りの者」たちが避難先のボツラで⺠族的に回⼼した後、キリストはエルサレムの東
のオリーブ⼭に地上再臨されます。反キリストと偽預⾔者は燃える⽕の池(ゲヘナ)に投げ⼊れられ、
サタンも底知れぬ所に幽閉されます。そしてメシア王国が千年の間地上に実現します。千年の終わり
にサタンの幽閉が解かれた後、最後の審判が⾏われ、主にある者たちはそのまま新しい天に準備され
ていた「新しいエルサレム」へと移されます。いのちの書に名の記されていなかった者たちはサタン
と同様に燃える⽕の池に投げ込まれます。その前に古い地と天はあとかたもなくなります。
(13) 「新しい天」にあった「新しいエルサレム」が、
「新しい地」へと降りてきます。
「新しいエルサレム」
とは神と⼈とが共に住む神の幕屋であり、永遠に続く御国です。
●このように、アブラハム、ダビデ、そしてイェシュアを貫いている鍵は「エルサレム」なのです。しかも
そこはメシア王国のセンターであり、次のステージである天から降りてくる「新しい都エルサレム」の舞台
でもあるのです。その内実は、かつてエデンの園にあったものが回復されると言ってよいでしょう。「エデ
ンの園」は「新しいエルサレム」と同義なのです。神の救いの歴史において、神が常にこだわり続けている
のが、
「エルサレム」であり、「エデンの回復」です。そしてそれが神のマスタープラン(神の不変のご計画)
であり、それが必ず実現するというのが「御国の福⾳」(御国の良きおとずれ=Good News)なのです。「神
の国はあなたがたのただ中にある」(ルカ 17:21)とイェシュアは⾔われましたが、それは今⽇、まだ「から
し種」程度のものです。種であったとしても、やがては⼤⽊ほどに成⻑するのです。

3. 「新しいエルサレム」のヴィジョン

●注⽬すべきことに、メシア王国の後に来る「新しいエルサレム」
「聖なる都エルサレム」は⽴⽅体で、そ
の規模は⼀辺がそれぞれ 1 万 2 千スタディオン(2,220km)です。その広さは⽇本の全域を包み込んでしま
うほどの規模で、それはエルサレムを中⼼とする神が約束された地域とほぼ重なります。それが新しい天か
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ら新しい地に降りて来るのです。地上のどこに降りて来るかと⾔えば、それは少なくとも、エルサレムを中
⼼としているはずです。おそらく聖書の舞台が中東であることから、下の図が参考になるかもしれません。

(1) アブラハムに対する主の約束
【新改訳改訂第３版】創世記 15 章 18 節
その⽇、【主】はアブラムと契約を結んで仰せられた。「わたしはあなたの⼦孫に、
この地を与える。エジプトの川から、あの⼤川、ユーフラテス川まで。

(2) アブラハムが旅した範囲
●アブラハムがその生涯において旅をした範囲は神のご計画に基づいています。
彼は神に召し出されてウルという地からユーフラテス川のハランに行き、そこか
ら、カナンを通ってエジプトにまで旅をしています。そこからリターンし、やが
てはモリヤの⼭(エルサレム)で神のヴィジョンを見せられました。ヘブル書によ
れば、アブラハムは「堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいた」とありま
す(ヘブル 11:10)。その「都」とはメシア王国でのエルサレムとも、あるいは、
ヨハネの黙⽰録 21 章にある、神によって設計され、建設される「新しいエルサ
レム」のこととも言えます。アブラハムは信仰によってそれを待ち望んだのでし
た。信仰の⽗と⾔われるアブラハムにふさわしい、
「見ずして信じる信仰」という
何と大きなスケールでしょうか。
(3) ソロモンが⽀配した地域

【新改訳改訂第３版】Ⅱ歴代誌 9 章 26 節
彼は⼤河からペリシテ⼈の地、さらには、エジプトの国境に⾄るすべての王を⽀配して
いた。(ここでの大河とは、北のユーフラテス川です)

(4) イザヤの預⾔

【新改訳改訂第３版】イザヤ書 19 章 23〜25 節
23 その⽇、エジプトからアッシリヤへの⼤路ができ、アッシリヤ⼈はエジプトに、エジプト⼈はアッシリヤに⾏き、
エジプト⼈はアッシリヤ⼈とともに主に仕える。
24 その⽇、イスラエルはエジプトとアッシリヤと並んで、第三のものとなり、⼤地の真ん中で祝福を受ける。
25 万軍の【主】は祝福して⾔われる。
「わたしの⺠エジプト、わたしの⼿でつくったアッシリヤ、わたしのものである
⺠イスラエルに祝福があるように。」

●イザヤ書 19 章のこの預⾔は、中東の扉を開いてエジプトとイスラエルとアッシリヤを結ぶ⼤路を造ると
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いう神の終末的ご計画です。神は中東のアラブ⼈とユダヤ⼈を和解させ、地上の祝福とされるということで
す。なぜなら、アラブの祖先であるイシュマエルを産んだ⺟ハガルを主は⾒守っておられるからです(創世
記 16:10〜13)。神の思いは私たちの思いと異なり、神の道は私たちの道と異なるのです(イザヤ 55:8)。
ハガルは⾃分に語りかけた主の名を「あなたはエル・ロイ(私を⾒守られる神)。
」と呼びました。
●ユダヤ⼈とアラブ⼈(イスラム)の共通の祖先はアブラハムです。そのアブラハムの本当の息⼦はだれかを
めぐって、「トーラー」ではイサクが真の息⼦であるとし、「コーラン」ではイシュマエルだとしています。
そもそも⺠族的アイデンティティを異にしているわけです。それゆえ、常に「敵対関係」にあるのです。特
にこの「敵対関係」はイスラエル建国(1948 年)以降、より顕著になっています。そこに⼈間的な⼯作によ
って両者の和平を作り出すことは、「トーラー」と「コーラン」を混ぜ合わせて一つにするようなものであ
り、不可能です。神はメシアなるイェシュアによってのみ、ご⾃⾝の御計画を実現されるのです。
●メシア王国における世界の中心は「エルサレム」です。エゼキエルは、メシア王国においてエルサレムが
「主はここにおられる(原文は「そこに」)」を意味する「アドナイ・シャーンマー」(שׁמָּ ה
ָ

)יהוהと呼ば

れるようになると預言しています(エゼキエル 48:35)。またゼカリヤは、主の御名が「唯一の御名」(「シ
ェモー・エハード」אֶ חָ ד

) ְשׁמ ֹוとなると預言しています(ゼカリヤ 14:9)。

4. 主がエルサレムの城壁に置かれる⾒張り⼈

●続いて、同じくイザヤ書の 62 章から、エルサレムの城壁の上に置かれた「⾒張り⼈とその務め」につい
て取り上げてみたいと思います。神のご計画における「終わりの日」が近づくにつれて、いろいろなところ
からこの務めをする者たちが起こされると信じます。
「御国の福音を待ち望む」ことと、
「エルサレムの見張
り人とその務め」とは同義です。

【新改訳改訂第３版】イザヤ書 62 章 6〜7 節
6 エルサレムよ。わたしはあなたの城壁の上に⾒張り⼈を置いた。昼の間も、夜の間も、彼らは決して黙っていては
ならない。【主】に覚えられている者たちよ。黙りこんではならない。
7 主がエルサレムを堅く⽴て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで、黙っていてはならない。

(1) 「⾒張る」という語彙
●ここで語られているのは、神である主がこだわり続けている「エルサレム」に対してです。
「⾒張り⼈」
とはどんな⼈のことを言うのでしょうか。またその務めとは何でしょうか。ヘブル語で「⾒張る」という意
味を持つ語彙が四つほどありますが、その中で使用頻度が 469 回とダントツに多いのが、
「シャーマル」
(ר

ַ) ָשמです。この語彙が聖書で最初に使われているのは創世記 2 章 15 節で、エデンの園において「耕す」

ことと「守る」ことが最初の人アダムに与えられた務めでした。神のヴィジョンの完成がエデンの園の回復
U

U
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であるとするなら、当然、最初の人に与えられた働きは今も神のみこころにかなっているはずです。
●ちなみに、イザヤ書 62 章 6 節に使われている「⾒張り⼈」は、動詞「シャーマル」の分詞形です。この
務めは「神からの召しであり、継続的な務め」であるという意味において、
「守る」という⾯が強調されて
います。⾃分の気の向いた時にすれば良いという務めではなく、24 時間体制の使命的⾃覚が求められる務
めです。ですから、神からの召しがなければ、到底できない務めと⾔えるでしょう。そして、神のヴィジョ
ンについて、⼈を恐れることなく語らなければなりません。決して黙っていてはならない務めだということ
です。
(2) 「⾒張り⼈」が⾒張るべきこととは何か
●「見張り人」が見張るべきこととは、神のマスタープランとも言うべき神のご計画であり、
「エルサレム」
という場において実現される「御国の福⾳」です。メシアの地上再臨によって実現される「良きおとずれ」
です。このことにひとたび⽬が開かれると、聖書が語っているメッセージの⾻⼦はまさにこのことだと確信
できるのです。聖書の中の数多くのピースがこの⾻⼦を中⼼にして散在しています。
「御国の福音」が聖書
の主題であると確信し、それを伝えるためには、それを論証するための備えが必要になって来ます。つまり、
相当量の聖書の勉強が必要となります。使徒パウロがエペソの教会の人々に宣べ伝えたのは、この「御国の
福音」であり、パウロは主が置かれた「見張り人」の一人でした。
●聖書全体に流れている主題とはいったい何か。たとえば、私が卒業した「きよめ派」の神学校では、
「ホ
ーリネス」こそ聖書全体を貫いている主題であるということを、様々な領域から検証し、論証しています。
そうすることで教団としてのアイデンティティが樹立するのですが、そこで学んだ者にとっては、ひとたび
構築された神学(＝理解の型紙)から抜け出すことは容易なことではありません。なぜなら「理解の型紙」が
聖書を解釈していくひとつの「道しるべ」ともなっているために、それを自ら打ち破ることは相当の確信と
勇気が必要となります。場合によっては、神学的戦いを余儀なくされるでしょう。
(3) 「御国の福⾳」への気づき
●2014 年の 2 ⽉に、私の所属する連盟の牧師会がもたれました。私は使徒の働き 20 章から、
「神の恵み
の福⾳」と「御国の福⾳」があることに気づかされたので、そのときの「霊性の回復セミナー」でそのこと
を扱いました。
「神の恵みの福⾳」は「和解の福⾳」とも「⼗字架の福⾳」とも呼ばれますが、
「御国の福⾳」
について、私はそれまで盲⽬でした。前者と後者の区別がついておらず、混同していたのです。その混乱の
原因の⼀つとして、伝道⾄上主義による聖書解釈がひとつの理解の型紙となっていることに気づき始めまし
た。そして、初代教会の福⾳の理解と使徒パウロの福⾳の理解には⼆つの⾯があること。つまり、
「御国の
福⾳」の中に「神の恵みの福⾳」が位置づけられていることに気づかされ始めたのです。福⾳を伝えて⾏く
場合に重要なのは個⼈の救いの体験、個⼈の信仰のあかしです。これはイェシュアの「⼗字架の恵みの福⾳」
のもつ性格と言えます。罪の赦しの確信、神の⼦どもとされた確信、⾃分中⼼ではなく神中⼼の⽣き⽅をも
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たらす神の愛と恵みの経験を⽬に⾒える形に、すなわち⽣き⽅であかししていく必要に迫られるのです。し
かし、
「御国の福⾳」はあかしできません。なぜならそれは私たちがまだ体験しておらず、将来に約束され
たものであるからです。また、私たち一個人の生涯をはるかに超えて働かれる神のご計画とその実現につい
ての内容だからです。ですから、神の約束をあるがままに信じることであり、また独りよがりではなく、聖
書によって論証することが求められます。使徒パウロは、エペソの教会を建て上げて⾏く上で、
「神の恵み
の福⾳」をあかしすると同時に「御国の福⾳」を語り続けました。そこに私たちは注目しなければなりませ
ん。
●キリスト教会はこれまで、クリスチャンに対して、⾃分が経験した「神の恵みの福⾳」をあかしする
(testifying)ことを教え、促してきたと思います。単なる知識ではなく、⽣きたあかし⼈となることを勧め
てきました。それは正しいことであり、間違ってはおりません。しかし⾒落としてきたものがあるのです。
それが「御国の福⾳」を宣べ伝え(preaching)、教え伝える(teaching)ということです。
「御国の福⾳」は
「神のご計画全体」におよぶ⿃瞰的な内容を含んでいます。しかもパウロは、それを「余すところなく知ら
せておいた」と述べています。
「余すところなく」とは、
「退くことなく、ひるむことなく、避けることなく」
という意味です。説明することが難しいという理由で、語ることを「ひるんだり、避けたりはしない」とパ
ウロは語っているのです。⾒知らぬ土地でも地図を持って歩くなら迷わずに済むように、神のご計画の鳥瞰
的視点が聖書の正しい理解を⽀えてくれると信じます。

ベアハリート
●「御国の福⾳」はそもそも、イェシュアがイスラエルの⺠に向けて語られた福⾳です。この福⾳は、旧約
のアブラハム契約、モーセ契約、ダビデ契約などが、預言者たちの語った「その日」
「終わりの⽇」に、メ
シアの統治によってはじめて実現し、完成する福⾳です。しかもそれはこの地上において⽬に⾒える形で実
現します。つまり「御国の福⾳」は、イェシュアの再臨によって実現する「メシア王国」(千年王国)である
と同時に、黙⽰録 21〜22 章に描かれている最終ステージとしての「永遠の御国」(新しいエルサレム)とも
言えるのです。聖書の全体像を視野に入れて常に語り続けることは容易なことではありません。なぜなら、
それは私たちが今置かれている現実にそぐわないように思われるからです。しかし信仰の父アブラハムを思
い起こしましょう。神が設計し建設される堅い基礎の上に建てられた都を彼が待ち望んだように、私たちの
行き着くべきところをしっかりと描くことができるなら、私たちに与えられている望みはより確かなものと
なっていくはずです。
●使徒ペテロは、
「あなたがたのうちにある希望について説明を求める⼈には、だれにでもいつでも弁明で
きる⽤意をしていなさい。
」(Ⅰペテロ 3:15)と述べていますが、ここに「⾒張り⼈」としての召しが語られ
ているのではないでしょうか。「エルサレム」は神のご計画とみこころの中心にある重要な鍵です。詩篇に
「エルサレムの平和のために祈れ。
」(122:6)とありますが、それは神の歴史が「エルサレム」を中心として
展開し実現するからです。神のヴィジョンの完成に目を留める「見張り人」は、終わりの日が近づくにつれ
て、神によって、より多く、いろいろなところから起こされてくると信じます。
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旧約に預言されている「御国の福音」の諸相
ベレーシート

●私たちが星座を見る時、そこには無数の星が見えます。しかし、その一つひとつの星はそれぞれ遠く離れ
ており、星の誕生した時も異なれば、すでに消滅してしまった星をも見ているかもしれません。遠く離れて
見ているために、空間軸も時間軸もない同一平面上にある一つのピクチャー(絵)として私たちは見ています。
聖書も同様で、やがて起こることの時間軸(時間的順序)を無視して一枚の絵を描くように記されています。
しかし、そこに記された出来事は必ず時間軸の中で起こってくるため、すでに実現したこと、まだ実現して
いないこと、また将来のどのあたりで実現するのかといった神のご計画全体の大枠を、整理して知っておく
必要があるのです。そうでなければ、私たちは、パウロの言うように、
「空を打つような拳闘」をしたり、
「決
勝点がどこかわからないような走り方」をしたりすることになってしまいます。そうしたことを避けるため
にも、これから起こることをできるだけ正しく理解する必要があるのです。
●「メシア王国」(=千年王国、御国の完成)についての学びをすることによって、聖書全体に記されている
多くの事柄がバラバラではなく、すべてがつながっていることを発見するようになります。それだけでなく、
確かな希望から来るぶれることのない、かつ自信をもった生き方ができるようになると信じます。いわば、
メシア王国は神の歴史におけるマスタープランの要石(かなめいし)なのです。この要石が不明確であるならば、
神のご計画全体も不明確となります。
●「千年」ということばが聖書の中で出て来るのは、ヨハネの黙示録 20 章だけです。そこには「千年」と
いうことばが 6 回も繰り返されて使われています。重要な事柄にもかかわらず、全聖書の中でこの 1 章にし
か出てこないのです。そのためか、ある人々は千年王国の信ぴょう性を疑います。しかしこの黙示録 20 章
の偉大な貢献は、旧約時代、新約時代で語られてきた神の約束(特にイスラエルの民に対して語られた多く
の約束)の成就とその期間、つまり完成された御国(メシア王国)の期間が「千年」という限定された期間であ
ることが啓示されている点です。この箇所は神のマスタープランを知る上で価値ある重要な箇所と言えます。
また別の言い方をするならば、この章の理解が聖書の理解、神の歴史のマスタープランの理解を決定づける
とも言えるのですが、私たちはその理解がないばかりに、死んだ後のことがよく分からないということにな
ってしまうのです。
「死んだら、天国に行く」という考えは、今日マスコミを通してこの世の考え方になっ
て来ています。しかしその天国がどういう所なのか、多くの人々が確信をもって語ることができないのが現
状です。実はクリスチャンたちも同じレベルです。もし、「死んだら、天国へ行く」という理解だけで済ま
せてしまっているならば、神の備えられたすばらしい「御国の福音」を語り伝えることはできません。いわ
ばサタンに目を眩まされている状態なのです。黙示録 20 章では御国の「祝福」については扱われていませ
ん。なぜなら、旧約聖書の預言書の中にそのほとんどが啓示されているからです。それらを一つひとつ丁寧
に学ぶことによって、はじめてこの千年王国のすばらしさを知ることができるのです。そこで、このセッシ
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ョンでは、「御国の福音」のすばらしさについて、イェシュアの地上再臨前と再臨時と再臨後の三つに分け
て、その祝福のいくつかを取り上げてみたいと思います。

1. キリストの地上再臨前の神の恩寵的祝福

●ゼカリヤは、本来、捕囚から帰還したユダの人々に神殿の再建の希望を与えて力づけるために起こされた
預言者ですが、彼に与えられた主のメッセージは単なる神殿建設にとどまらず、
「終わりの日」において神
が完成されるヴィジョンを含んでいました。聖書には終わりの日に起こる多くの出来事が、時間的順序を無
視して、まるで一つの平面上に複数の絵を描くような形で語られています。たとえば、ゼカリヤ書 12～14
章にはイスラエルの民が最終的にどのようにしてイェシュアをメシアとして受容するかが語られています。
特に 12 章 10 節には「わたしは、ダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと哀願の霊を注ぐ。
」とあり
ます。すでに二千年前、イェシュア・メシアが復活して昇天された後に聖霊が傾注しています。それによっ
てイェシュアをメシアと信じるユダヤ人と異邦人とからなる「教会」が誕生しましたが、再度、終わりの日
にも聖霊が傾注されるのです。その目的はユダヤ人の残りの者が民族的に回心するためです。
●1948 年にイスラエルが共和国として国家的建国を果たして以来、今日、多くのユダヤ人たちが世界中か
らイスラエルに帰還しています。しかしそれは不信仰のままで帰還しているのです。1948 年以降に少しず
つではありますが、ユダヤ人の中からイェシュアがメシアであることを信じるメシアニック・ジューと言わ
れる人たちが出現するようになりました。しかしその数はユダヤ人たちの中ではごく少数です。ところで、
なぜ神は神の民であるユダヤ人を世界各地から集めておられるのでしょうか。しかも不信仰のままの状態で
す。それは彼らをさばくためです。「さばくため」に彼らをイスラエルに帰還させているとはどういうこと
でしょうか。イェシュアをメシアであると信じなかった不信仰に対するさばきとして、神は彼らに、やがて
反キリストによってもたらされる七年間の患難時代(特に後半の 3 年半の大患難時代)の試練を通させます。
それはイェシュアがメシアであることに彼らの目を開かせるためです。キリストの再臨前に、彼らはイスラ
エルの地から再び「離散」を余儀なくされます。そのあたりのことを、イェシュアはマタイの福音書 24 章
15～22 節で次のように話されました。

15 それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの『荒らす憎むべき者』が、聖なる所に立つのを見たならば、
（読者はよく読み取るように。)
16 そのときは、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。
17 屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。
18 畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。
19 だがその日、哀れなのは身重の女と乳飲み子を持つ女です。
20 ただ、あなたがたの逃げるのが、冬や安息日にならぬよう祈りなさい。
21 そのときには、世の初めから、今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような、
ひどい苦難があるからです。
22 もし、その日数が少なくされなかったら、ひとりとして救われる者はないでしょう。しかし、選ばれた者の
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ために、その日数は少なくされます。(実際には、三年半です)

●七年間の患難時代が置かれているその目的は、神の民であるイスラエルが最終的に神に立ち返るためであ
り、どうしても必要な産みの苦しみなのです。旧約聖書においては、神の民であるイスラエルとユダの民の
回復を何度も繰り返して預言しています。ところが、聖書を読んでもそのことになかなか気づきません。そ
の一因は置換神学による弊害です。イスラエルとかユダということばが聖書の中に出て来ると、それをすべ
て教会、あるいは自分に置き換えて読んでしまうからです。今日も多くのクリスチャンがそのようにして聖
書を読んでしまっているのです。そこから脱出するのは容易なことではありません。聖書のことばを解き明
かす教師(牧師)たちが、置換神学の影響を多分に受けてしまっているからです。その置換神学によるゆがみ
が神のマスタープランの理解にも及んでいます。そのため特に、キリストの再臨とその後に来る千年王国が、
置換神学においては意味のない曖昧な理解となってしまっているのです。
●キリストの地上再臨の前に、反キリストによる大患難をくぐり抜けた 1/3 のユダヤ人は、ゼカリヤが「後
の雨」と言った「恵みと哀願の霊」が注がれることによって、
「自分たちが突き刺した者(イェシュア)」が
メシアであったことに霊の目が開かれます。イェシュアを拒絶したことがどんなに大きな罪であったかを示
されて「激しく泣く」のです。それは尋常ではない「苦しみを伴ったひどい悲しみ」となります。そうした
民族的回心の後にイェシュアは地上再臨されるのです。

2. キリストの地上再臨時の神の恩寵的祝福

(1) その日、主の足はオリーブ山の上に立つ
●ゼカリヤ書 14 章は心踊らされる最もエキサイティングな箇所です。特に、
「その日、主の足は、エルサレ
ムの東に面するオリーブ山の上に立つ」(4 節)との預言が、キリストの再臨の預言であることは明白です。
メシアが天から降り立たれる場所は、かつてイェシュアが昇天されたオリーブ山です(使徒 1:10～12)。し
かもその時、主はすべての聖徒たちとともに地上に来られるのです。その箇所を原文で見ると以下のように
なっています。

●「すべての聖徒たち」と訳された部分を、口語訳は「もろもろの聖者」と訳し、新共同訳は「聖なる御使
いたち」と訳しています。私見としては、おそらくこの両方が含まれていると考えられます。というのは、
「私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒とともに再び来られるとき」(Ⅰテサロニケ 3:13)とか、
「見よ。
主は千万の聖徒を引き連れて来られる。
」(ユダ 14)とあるからです。また「人の子が、その栄光を帯びて、
すべての御使いたちを伴って来るとき」(マタイ 25:31)という表現もあるからです。もし、使徒パウロが言
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うように「私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒とともに再び来られる」とするならば、この「聖徒た
ち」とはいったいだれのことでしょうか。それは、主によってすでに空中に携挙された教会のメンバー(=キ
リストの花嫁)であると解釈するのが自然です。
(2) 反キリストとにせ預言者は火の池に投げ込まれ、サタンは幽閉される
●ハルマゲドンの戦いの後に、
「獣」と呼ばれる反キリストと人々を惑わしたにせ預言者は捕えられ、
「硫黄
の燃える火の池」に生きたまま投げ込まれます(黙示録 19:20)。また、悪魔であり竜と呼ばれるサタンは「底
知れぬ所に投げ込まれ」
、
「千年の終わるまで」そこに幽閉されます(同 20:2～3)。
●「千年王国」(御国の完成)はサタンの幽閉から始まります。サタン(悪魔)を幽閉する目的は、
「千年の終わ
るまでは、諸国の民を惑わすことのないように」するためです。しかしそれは消極的な面です。積極的な面
は、神が約束された御国をこの地上で実現させるためです。神の民イスラエルに対してなされてきた約束が
この地上において完全に成就するためです。また、神を信頼して信仰を貫き通した者たちに、地上において
さばきを行う(統治する)権威を与えるためです。さらには、回復されたエデンの園の祝福を味わわせるため
なのです。
●黙示録 20 章 6 節に、
「第一の復活にあずかる者は幸いな者、聖なる者である。
」とあります。
「第一の復活」
とは、千年王国で生きるための新しい朽ちることのない栄光のからだを与えられることを意味します。携挙
された教会に属する者たちはすでに朽ちることのないからだに変えられていますから、文句なしに、この「第
一の復活」にあずかっています。黙示録 20 章でいう「第一の復活」にあずかる者とは、大患難時代に悔い
改め、イェシュアをメシアと信じて信仰を貫き、殉教した人々(異邦人、およびイスラエルの民)のことで、
キリストの再臨の時にこの「第一の復活」にあずかることができます。

3. キリストの地上再臨の後の神の恩寵的祝福

(1) 全イスラエルの最終的帰還の実現
●この地上において約束された御国が打ち建てられるために、世界の四隅に散らされたイスラエルの民を主
は集められます。この預言は多くの預言者たちが語っていますが、ここではイザヤ書 11 章 11～12 節を引
用したいと思います。

【新改訳改訂第３版】イザヤ書 11 章 11～12 節
11 その日、主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。残っている者をアッシリヤ、エジプト、パテ
ロス、クシュ、エラム、シヌアル、ハマテ、海の島々から買い取られる。
12 主は、国々のために旗を揚げ、イスラエルの散らされた者を取り集め、ユダの追い散らされた者を地の四隅から集
められる。
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●旧約の預言は、霊的、比喩的にではなく、字義どおりに解釈されなければなりません。特に注目したいこ
とは、11 節の「再び」ということばです。つまり、キリストの再臨の後に、
「主は再び御手を伸ばし、ご自
分の民の残りを買い取られる。
・・・主は、国々のために旗を揚げ、イスラエルの散らされた者を取り集め、
ユダの追い散らされた者を地の四隅から集められる。」(11～12 節)ということが実現するという預言です。
ここの「再び」ということばの解釈は重要です。ここでの「再び」とは、神のご計画における最終的成就と
して、世界に離散した全イスラエルが集められる(帰還する)ことと解釈します。再びと言うからには、すで
に一度、帰還を経験しているわけで、その帰還については様々な解釈がありますが、ここでは、1948 年の
イスラエル建国を意味していると理解します。
●全イスラエルの最終的帰還は神の再創造のみわざです。

【新改訳改訂第３版】 イザヤ書 43 章 5～9 節
5 恐れるな。わたしがあなたとともにいるからだ。わたしは東から、あなたの子孫を来させ、西から、あなたを集める。
6 わたしは、北に向かって『引き渡せ』と言い、南に向かって『引き止めるな』と言う。わたしの子らを遠くから
来させ、わたしの娘らを地の果てから来させよ。
7 わたしの名で呼ばれるすべての者は、わたしの栄光のために、わたしがこれを創造し、これを形造り、これを造った。
8 目があっても盲目の民、耳があっても聞こえない者たちを連れ出せ。
9 すべての国々をつどわせ、諸国の民を集めよ。彼らのうちのだれが、このことを告げ、先の事をわれわれに聞かせる
ことができようか。彼らの証人を出して証言させ、それを聞く者に『ほんとうだ』と言わせよ。

●この箇所も、全イスラエルに対する最終的な帰還の呼びかけがなされています。東から、西から、北から、
そして南から、世界中からの帰還が強調されています。特に 7 節にある、以下の三つの動詞に注目です。

①「創造した」―「バーラー」( )בָּ ָרא創世記 1:1, 21, 27, 27, 27/2:4(この動詞は神の専属用語です)
②「形造った」―「ヤーツァル」( )יָצַ ר創世記 2:7, 8, 19
③「造った」―「アーサー」(שׂה
ָ ָ )ע創世記 1:7, 11, 12, 16, 25, 26, 31/2:2, 2, 3, 4, 18

●これらは、創世記 1～2 章に出て来る動詞です。神が天と地を創造された時の動詞がそのまま使われてい
るのです。ということは、全イスラエルの最終的な帰還は、神の主権的な新しい創造のみわざとしてなされ
ることを強調していると考えられます。全イスラエルの最終的な帰還は、イスラエルの全歴史のクライマッ
クスです。こうした預言は旧約聖書の中に数限りなく語られているのです。
(2) 「新しい契約」の実現
●千年王国(御国)の序曲として、全イスラエルの最終的な帰還が実現するということは、私たちにはなかな
か理解できない、想像し得ない不可思議な出来事です。しかし神はご自身の約束を成就されます。と同時に、
神が彼らに約束された「新しい契約」も成就されます。ここで言う「新しい契約」とはエレミヤが預言した
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ものです。この契約は千年王国において実現するのです。

【新改訳改訂第３版】エレミヤ書 31 章 31～34 節
31 見よ。その日が来る。──【主】の御告げ──その日、わたしは、イスラエルの家とユダの家とに、
新しい契約を結ぶ。
32 その契約は、わたしが彼らの先祖の手を握って、エジプトの国から連れ出した日に、彼らと結んだ契約のようでは
ない。わたしは彼らの主であったのに、彼らはわたしの契約を破ってしまった。──【主】の御告げ──
33 彼らの時代の後に、わたしがイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。──【主】の御告げ──
わたしはわたしの律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書きしるす。わたしは彼らの神となり、
彼らはわたしの民となる。
34 そのようにして、人々はもはや、
『【主】を知れ』と言って、おのおの互いに教えない。
それは、彼らがみな、身分の低い者から高い者まで、わたしを知るからだ。──【主】の御告げ──
わたしは彼らの咎を赦し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。
」

●「新しい契約」においては、エレミヤはその内実だけを指し示しています。その契約を成立させる仲介者
についてもその方法についても不透明ですが、新約に生きる私たちは、それが神の御子イェシュアによって
締結されたことを知っています。しかし、イスラエルの家とユダの家とに対してその「新しい契約」が完全
に結ばれるのはこれからのことです。しかし、「見よ。その日が来る」のです。確実な終末論的希望が約束
されています。この希望を使徒ペテロは「生ける望み」
、使徒パウロは「栄光の望み」
「永遠のいのちの望み」
「祝福された望み」と表現しています。
(3) 主のみおしえを喜びとして歩む御国の民

【新改訳改訂第３版】イザヤ書 2 章 2～3 節、5 節
2 終わりの日に、
【主】の家の山は、山々の頂に堅く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れて来る。
3 多くの民が来て言う。「さあ、【主】の山、ヤコブの神の家に上ろう。主はご自分の道を、私たちに教えてくださる。
私たちはその小道を歩もう。」それは、シオンからみおしえが出、エルサレムから【主】のことばが出るからだ。
・・・ 5 来たれ。ヤコブの家よ。私たちも主の光に歩もう。

●御国の民は、王なるメシアを礼拝するために、また主の「みおしえ」(「トーラー」)ת ֹולָהを聞き、その
おしえに歩むために、喜びをもって主の山に流れて来ます。このようなことはこれまでの歴史の中にはなか
ったことです。
「すべての国々がそこに流れて来る」のは、ひとえに、
「主はご自分の道を、教えてくださる」
からです。エレミヤ書 31 章で預言された「新しい契約」によって、御国においては一人ひとりの心の中に
神の律法(みおしえ)が書き記されます。すべてが「新しい心と新しい霊」の支配の中に置かれるために、人々
はもはや「主を知れ」と言って、おのおの互いに教えることがなくなります。それはみな直接的に主を知る
ようになるからです(エレミヤ 31:34)。千年王国ではみことばの教師はいません。だれかから教えてもらう
必要がないほどに、一人ひとりが主を知るようになるからです。そのことを民の視点から述べているのが、
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イザヤ書 2 章 3 節の「シオンからみおしえが出、エルサレムから【主】のことばが出るからだ。
」というみ
ことばだと考えられます。全地を統治される王なるメシアのみおしえが、千年王国においては常にエルサレ
ムから流れ出て行くというのは、祝福の発信源がそこにあるからです。このことは初代教会がエルサレムか
ら始まったこと、そして福音がエルサレムから全世界に宣べ伝えられて行ったことと非常によく似ています。
●御国の民たちが全世界から大河のように一つとなって、エルサレムに臨在するメシアのところに流れて来
て、そのメシアのみおしえがエルサレムから再び全世界の諸国へと流れていく統治形態です。これはエゼキ
エルに与えられた神殿の敷居の下から流れ出るいのちの水の川のヴィジョン、すなわち「この川が流れて行
く所はどこででも、
・・すべてのものが生きる。
」(エゼキエル 47:1～12)とも連動しています。
●御国は「王国」ですから、そこには「王」がいて「民」がいます。そしてその民が烏合の衆とならないた
めに、王の支配(統治)における基本的な取り決めとしての「憲章」(法)が存在します。天の御国(王国)の憲
章(法)の特質は、御国の民の祝福にかかわるものであり、御国の民としての特権が保障されているものです。
その「憲章」に基づく主のみおしえの中身については、実は、イェシュアがすでに語っておられるのです。
マタイはそのみおしえを「山上の説教」(マタイ 5～7 章)としてまとめています。そこに目を留めたいと思
います。
「山上の説教」は私たちが御国にどうすれば入れるかという話ではなく、天の御国が実現した時に
受けるであろう祝福と特権がいかなるものであるかが示されています。もし、今日の私たちが「山上の説教」
を完全に実行しようとするならば、使徒パウロのように、
「私は、ほんとうにみじめな人間です。
」(ローマ
7:24)と告白せざるを得ないでしょう。しかしメシア王国(千年王国)では、
「肉に従って歩まず、御霊に従っ
て歩む私たちの中に、律法の要求が全うされる」ことが可能なのです。自分の力ではなく、御霊によって、
人が神の要求に、神の基準に応えることのできる状況になるのです。そのような視点から、マタイの福音書
の 5 章 3 節から始まる各節冒頭のイェシュアの祝福の宣言―「幸いなことだ、幸いだ、祝福されている」を
意味する形容詞の「マカリオス」(μακάριος)の複数形「マカリオイ」(μακάριοι)で始まる八つの幸いーに
ついて、なにゆえに「幸い」なのかを見てみたいと思います。

① 「心の貧しい人々」――――――――――「天の御国は彼らのものだから」(現在形)
② 「悲しむ人々」――――――――――――「彼らは慰められるから」(未来形)
③ 「柔和な人々」――――――――――――「彼らは地を相続するから」(未来形)
④ 「義に飢え渇いている人々」――――――「彼らは満ち足りるから」(未来形)
⑤ 「あわれみ深い人々」―――――――――「彼らはあわれみを受けるから」(未来形)
⑥ 「心のきよい人々」――――――――――「彼らは神を見るから」(未来形)
⑦ 「平和をつくる人々」―――――――――「彼らは神の子と呼ばれるから」(未来形)
⑧ 「義のために迫害されている人々」―――「天の御国は彼らのものだから」(現在形)
●「⼋つの祝福」の最初と最後は現在形で記されており、「天の御国は彼らのものであり続ける」
「すでに、
今も」というニュアンスです。②〜⑦は未来形で記されており、「やがて、必ず」というニュアンスです。
つまり、
「幸いな⼈々」が天の御国の祝福をすでに享受していると同時に、未だ完全には享受しておらず、
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それが未来においては確実なことであるとして期待させています。ここで語られていることは、夢のような、
ユートピア的な世界ではありません。メシア・イェシュアの再臨によって、必ず「なる」
、必ず「起こる」
という神のご計画です。もし、イェシュアの語る御国のみおしえを信じることが出来ないとするならば、か
つてイェシュアがエルサレムの滅びを知って涙を流されたように、再び、悲しみの涙を流されるに違いあり
ません。
(4) 「普遍的平和」の祝福
●メシアであるイェシュアがこの世に来られたときに、そのことを最初に知らされたのは羊飼いたちでした。
天の御使いは彼らに現われて次のように言いました。
「恐れることはありません。今、私はこの民全体(イス
ラエルの民のこと)のためのすばらしい喜びを知らせに来たのです。きょうダビデの町(ベツレヘムの町)で、
あなたがたのために、救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリスト(メシア)です。あなたがたは、
布にくるまって飼葉おけに寝ておられるみどりごを見つけます。これが、あなたがたのためのしるしです。
」
するとたちまち、その御使いといっしょに多くの天の軍勢が現われ、神を賛美して言いました(ルカ 2:14)。

「いと高き所に、栄光が、神にあるように。地の上に、平和が、御心にかなう人々にあるように。」(天軍賛歌)

●この天軍賛歌は預言的賛歌です。というのは、この歌の預言はまだこの地上において完全に成就していな
いからです。この歌がこの地上で成就するのは、メシアが再臨された後の千年王国においてです。千年王国
においては、
「地の上に、平和が、御心にかなう人々にある」ということが成就します。ここで「平和」と
訳されたギリシア語は「エイレーネー」(είρηνη)ですが、ヘブル語では「シャーローム」(שׁלוֹם
ָ )というこ
とばです。シャーロームとは、神がこの世界を創造され、その創造の頂点として造られた人間との交わりの
世界の祝福を表わす総称です。換言するならば、エデンの園の回復のことです。

●本来のエデンの園には、
「死」というものは存在しませんでした。そのエデンの園が回復するわけですか
ら、千年王国においては基本的に「死」はないのです。基本的と言ったのは、少々説明しなければなりませ
ん。千年王国では、古いものと新しいものとが入り混じっているのです。主にあるクリスチャンはすでに朽
ちることのない栄光のからだを与えられていますので、死ぬことは決してありませんが、千年王国の構成メ
ンバーの中には新しく朽ちない復活のからだを持たない者も存在しています。つまり、大患難をくぐり抜け
て千年王国に迎えられた者たちです。主を信じている者は死ぬことはありませんが、千年の間に信じない者
も起こってきます。そのような者は百歳で死んでしまい、それ以上は生きられないのです。ですから、誕生
して百歳になるまでに、王であるメシアを信じなければ、永遠の死に定められます。
●人間の罪によって、「死」が人を支配するようになりました。その結果、死の恐れから自分の身を守るた
めに、敵意が生まれ、争いや戦いをするようになりました。人間だけでなく、その死という束縛は、被造物
全体に広がり、弱肉強食の世界に変わったのです。人間が罪を犯すまでは、弱肉強食は存在しなかったので
す。千年王国の到来は、そうした弱肉強食のない世界へと回復させるのです。
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●「普遍的平和」と言ったのは、すべての領域においてシャーロームが回復するからです。神と人とのかか
わりにおいて、また人と人とのかかわりにおいて、また人間と動物とのかかわりにおいて、また神の民と異
邦人とのかかわりにおいて、また、神の民であるエフライム(北イスラエル)と南ユダとのかかわりにおいて、
天と地のすべての領域において、神のシャーロームが回復する、そのことを指して、
「普遍的」ということ
ばを使っています。

【新改訳改訂第３版】イザヤ書 11 章 6～9 節
6 狼は子羊とともに宿り、ひょうは子やぎとともに伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子どもが
これを追っていく。
7 雌牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のようにわらを食う。
8 乳飲み子はコブラの穴の上で戯れ、乳離れした子はまむしの子に手を伸べる。
9 わたしの聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず、そこなわない。
【主】を知ることが、海をおおう水のように、地を満たすからである。

●メシアの統治の結果、もたらされる普遍的平和が詩的な表現で描かれています。
① 聖書では最も貪欲で残忍な動物として描かれている「狼」が、ここでは「子羊」とともに「宿る」と
あります。
「宿る」と訳された動詞は、
「ともにえさを食べる」という意味です。千年王国時代はすべ
て草食です。
② 「ひょう」と「子やぎ」もともに伏しとあります。これも、今の時代ではあり得ない光景です。
③ 子牛、若獅子(ライオン)、肥えた家畜が共にいて、小さい子どもがこれを追っていく。子牛や肥えた
家畜は野獣の格好の餌食ですが、食われることがありません。子どもが彼らを従えている光景です。
メシアがこの地上を支配すると、すべての敵意は止み、野獣はその凶暴性を失い、弱い動物は安全に
生きられるようになるのです。人間と動物(獣と家畜)が共存するのです。
「追う」と訳された原語の「ノ
ーヘーグ」()נֹ הֵ גは、新共同訳のように「導く」とも訳されますが、
「御す」という意味もあります。
つまり、このことばは人間が動物との関係において優位性を保っていることを示しています。
●7 節の「雌牛と熊とは共に草をはみ、獅子も牛のようにわらを食う」という表現も平和的共存を表わして
います。ここで文字通りに解釈するなら、肉食動物が草食動物に変わるということです。エデンの園の状態
に回復すると、こういうことになるのです。8 節の「乳飲み子はコブラの穴の上で戯れ、乳離れした子はま
むしの子に手を伸べる。
」も大きな変化です。コブラやまむしと言えば、猛毒を持つ蛇です。それらに噛ま
れたとしても、全く無害の世界です。使徒パウロがローマへの旅の途中に難波して、マルタ島という所に漂
着し、そこで彼はまむしに噛まれます。何の害もなかったために、それを見ていた人々は彼を「神さまだ」
と言い出しました。マルコの福音書の最後に、イェシュアを信じる人々には次のようなしるしが伴うとして
いくつかのしるしが挙げられていますが、その中に、
「蛇をもつかみ、たとい毒を飲んでも決して害を受け
ない」というくだりがあります。それは、やがて訪れる千年王国(メシア王国)の祝福の先取りとして経験さ
れる必要があったことを示しています。
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●使徒パウロも人間と被造物の世界とのかかわりを、ローマ人への手紙 8 章 19 節で「被造物も、切実な思
いで神の子どもたちの現れを待ち望んでいるのです。
」と述べています。ここにある「神の子どもたちの現
れ」とは、23 節にある「私たちのからだの贖われること」を意味しています。人間のからだが贖われると
き、つまり、朽ちないものに変えられるとき、被造物全体が滅びの束縛から解放されるのです。そのため、
弱肉強食による苦しみからも解放されるのです。
●今回はイザヤ書 11 章という一つの箇所から、やがて地上再臨されるメシアによってもたらされる「普遍
的平和」という祝福の一つを学んだに過ぎません。旧約の預言書には、やがて起こることを告げている箇所
が数多くあるのです。それを見つけ、そこから学ぶことによって、知れば知るほど驚きの世界があることに
気づかされるのです。私たちはこれから起こることを正しく知り、信仰による希望をもって日々歩むことが
必要です。やがて起こることに目を留めて生きることは、今日の毎日のニュースを数多く見聞きする以上に
エキサイティングであり、価値のあることではないでしょうか。「御国の福音」は、私たちが語れば語るほ
ど、ウキウキ・ワクワク・ドキドキ感が心のうちに湧いてくるのです。以下の有名な聖句を、
「御国の福音」
の視点から、改めて想像してみてください。特に 31 節です。

【新改訳改訂第３版】イザヤ書 40 章 28～31 節
28 あなたは知らないのか。聞いていないのか。【主】は永遠の神、地の果てまで創造された方。
疲れることなく、たゆむことなく、その英知は測り知れない。
29 疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつける。
30 若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。
31 しかし、
【主】を待ち望む者は新しく力を得、鷲のように翼をかって上ることができる。
走ってもたゆまず、歩いても疲れない。

●朽ちることのない栄光のからだが与えられるとき、文字どおりに、「走ってもたゆまず、歩いても疲れな
い」ということが起こるのです。何という希望でしょう。主に仕えることは、さらなる喜びとなるのです。
(5) メシアが統治されるエルサレムを照らすシャハイナ・グローリー

【新改訳改訂第３版】ゼカリヤ書 14 章 6～7 節
6 その日には、光も、寒さも、霜もなくなる。
7 これはただ一つの日であって、これは【主】に知られている。昼も夜もない。夕暮れ時に、光がある。

●メシアの地上再臨によってもたらされる新しい世界(千年王国)は、人が想像し得ないような世界です。
「夕
暮れ時に、光がある」(7 節)とあるように、常に光が照らされて、夜がないのです。これはどういうことで
しょうか。それは、旧約時代の幕屋が「昼は雲の柱、夜は火の柱」という形で主の臨在の顕現があったよう
に、メシアが地上で王として統治される王国では、エルサレムを中心とする一帯が、「シャハイナ・グロー
リー」でおおわれるからだと考えられます。「来てください。沈むことのない光・・」(コンスタンティノポリ
ス近郊の大修道院の院長シメオン(949～1022 年)のことば)
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「御国の福音」とブライダル・パラダイム
ベレーシート

●今回のセミナーの最後のセッションとなりました。
「セッション 5」のタイトルは、
「御国の福音」とブラ
イダル・パラダイムです。
「ブライダル・パラダイム」(Bridal Paradigm)ということば自体、耳慣れな
いことばだと思います。私がこのことばをあえて使っているのは、キリストと教会とのかかわりを「花婿と
花嫁」という視点で見ることが、今日の教会において希薄化しているからです。聖書は、キリストと教会の
関係をいろいろな比喩で表現しています。たとえば、人間の「かしらとからだ」、ぶどうの木の「幹と枝」、
羊の群れの「羊飼いと羊」
、建物の「礎石と石」
、結婚における「夫と妻」
「花婿と花嫁」というように・・
です。その中でも、
「花婿と花嫁」の比喩は、神のご計画全体を常に意識しながら歩むという、きわめて夢
のある終末的・未来志向をもった比喩と言えます。婚約はすでに成立しているのですが、いまだ結婚してい
ない状態です。花嫁は花婿が迎えに来るのを待つという「待ちの状態」に置かれていますが、将来、必ず花
婿が花嫁を迎えに来て結婚することが決まっているのです。キリストの花嫁が「すでに」と「いまだ」の緊
張関係に置かれていることを正しく理解し、信じて花婿を自覚的に待ち望むということの重要性と、キリス
トの花嫁が神のご計画の中核にあるという視点の重要性を「ブライダル・パラダイム」ということばで表し
ています。
●「キリストの花嫁」という「ブライダル・パラダイム」は、神のご計画の全体像と「御国の福音」
、
「永遠
の都エルサレム」の理解とも深くつながっています。したがって、神のご計画の究極的な完成を描くことが
なければ、
「キリストの花嫁」ということばは容易に使うことができないのです。特に男性の場合、自分が
「キリストの花嫁」であるというイメージが理解しにくいということがあるかもしれません。教会はしばし
ば「キリストのからだ」として理解されることが多いのですが、ひとたび、
「キリストの花嫁」という概念
が正しく理解されるならば、
「花婿」に対するこれまでにない新鮮なかかわりをもたらすことになるのです。
「ブライダル・パラダイム」に秘められた啓示は、神とのかかわりにおいて、
「心を尽くし、思いを尽くし、
知力を尽くして主なる神(あるいは花婿)を愛する」という神の第一戒を回復させる力となるばかりか、今日
のキリスト教会を覆っている閉塞感を打ち破り、新たな変革をもたらす源泉となるに違いありません。

1. 教会がキリストの花嫁となることは神の永遠のご計画

●教会がキリストの花嫁とされたのは神の永遠のご計画によるものであることをお話ししたいと思います。
使徒パウロは、コリント⼈への⼿紙第⼆、11 章 2 節で、
「私はあなたがたを、清純な処⼥として、ひとりの
⼈の花嫁に定め、キリストにささげることにした」と述べています。ここで使徒パウロはコリントの教会の
⼈々に、
「私はキリストの福⾳を伝えてあなたがたをキリスト教に改宗させようとした」とは述べていませ
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ん。
「あなたがたを清純な処⼥(単数)として、ひとりの⼈の花嫁に定め、キリストにささげることにした。」
と述べているのです。なぜなら、これが神の永遠のご計画において重要な事柄だからです。つまり、あなた
がた(教会)がひとりの⼈(キリスト)の花嫁であるようにされたのは、この世界の基の置かれる前から神(御
⽗)が、御⼦のために、すでにご計画していたことなのだということです。これはパウロが考えたことでは
なく、神がご⾃⾝の⼦である⽅(イェシュア)に花嫁を与えるというご計画が、すでにあったということなの
です。
●創世記 2 章に記されているように、神である主はエデンの園に主の形造った⼈を置かれました。
「エデン」
(「エーデン」ן

ֶ)עֵ דとは、とても贅沢な良い⾷べ物があり余るほど豊富にあって、しかもそれを思いのまま

⾷べてよいところです。また、いのちの⽔の源泉である川が四⽅に流れているところで、それは天にある神
の御座から流れてくるいのちの川です。そこには永遠の喜びと楽しみがあるところ、それが「エデンの園」
という意味です。そこに「⼈」が置かれたのです。
「⼈」は神が造られた被造物(野の獣や空の⿃)のすべて
に名をつけるという⽴場にいました。
「名をつける」ということは、それらを⽀配する⼒が与えられていた
ということです。ところが、何か⼤切なものが⽋如していました。それはその「⼈」がひとりであったとい
うことです。この「⼈」(「アーダーム」אָדם
ָ )に対して神はこう⾔われました。「⼈が、ひとりでいるのは
良くない。わたしは彼のために、彼にふさわしい助け⼿を造ろう」と。そして彼に深い眠りを与え、その眠
っている間に、彼のあばら⾻で⼀⼈の⼥を造り上げたのでした。この出来事は実は天のご計画の写しなので
す。男と⼥(妻)が結び合って⼀体となるという奥義はそもそも、天にある神のご計画に秘められた出来事だ
ったのです。
「
『それゆえ、⼈は⽗と⺟を離れ、その妻と結ばれ、ふたりは⼀体となる。
』この奥義は偉⼤で
す。
」とパウロも⾔っています(エペソ 5:31〜32)。
●私は最近になるまで、私は教会が「キリストの花嫁」であるという明確な意識をもっていませんでした。
もちろん、教会が「キリストの花嫁」という比喩で表されることを知識として知ってはいましたが、常にそ
のことが念頭に置かれることはなかったのです。しかし「御国の福音」を考えるとき、
「キリストの花嫁」
という概念は、きわめて重要な概念であり、
「終わりの日」に向かっているこれからの時代に必要なパラダ
イム(=視点、考え方、捉え方)だということを神の導きの中で確信したのです。
●「この奥義は偉⼤です」とパウロが述べたのは、結婚の奥義が神のご計画と深くかかわっているからです。
そもそも、御⽗は御⼦に永遠の愛を共にする結婚のパートナーを与えるために、御⼦を⼈としてこの世に遣
わされました。つまり、この世での御⼦イェシュアの⼗字架の死による血の注ぎは、私たちに対する「驚く
べき求愛⾏為」でした。御⼦イェシュアの⼗字架の上で流された⾎潮(⾎の杯)を受け取った者はみな、花婿
としてのイェシュアの求愛⾏為を⾃覚的に受け⼊れた花嫁なのです。教会で行われている聖餐(式)の重要性
は、すでに自分たちがイェシュアと婚約した者であることを思い起こすだけでなく、やがて迎えに来られる
花婿に対する愛を再度確認するということです。そして同時に、ますます花婿を慕い求める花嫁となるため
に、決意を新たにする聖餐の時としなければならないのです。換言するなら、聖餐とは、主にある者が聖霊
によって終末論的希望に対する信仰を刷新するものでなければならないのです。
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●上記のことを理解するためには、ユダヤの婚礼に対する知識が不可欠です。イェシュアと弟子たちの「最
後の晩餐」で語られたイェシュアのことばと、そしてその食事の席で最後に差し出された「杯」(ぶどう酒)
は、イェシュアと弟子たちとが婚約するためのものであったのです。最後の晩餐の最後に語ったイェシュア
のことばは、今日のキリスト教会が聖礼典として大切にしている「聖餐式」制定の根拠となっている箇所で
す。イェシュアの言われる「新しい契約」とは、結婚を前提とする「婚約式」がなされたと私は解釈します。
「婚約式」をしたのであれば、教会が「キリストの花嫁」と呼ばれるのは当然です。
●しかしこれまで、教会で執行される聖餐式の中にこの概念が欠落していたように私は思うのです。その大
きな理由は、ユダヤの婚礼のしきたりを知らずにいたことです。教会は、キリスト教の歴史のある時点から
聖書のルーツであるユダヤ的視点を断ち切ってしまい、ボタンのかけ間違いが起こりました。しかし昨今、
聖書はユダヤ的視点をもって読まなければ正しい理解ができないという提言によって、いろいろなところで
関心をもたれるようになってきています。実は私も今、その視点から聖書を読み直している一人なのです。
●さて、ユダヤの婚礼のしきたりという視点からこの「最後の晩餐」を考える時、聖餐式にあずかる者のイ
メージは一新されるはずです。なぜ、イェシュアが「この過越の食事をすることをどんなに望んでいたこと
か。
」と言ったのかが、良く理解できるはずです。これまで覆っていた雲が払拭されて、これまで以上に、
イェシュアが語ろうとしていたこと、御国の福音、そして神の御計画(マスタープラン)が明確にされるだけ
でなく、聖餐にあずかるたびに、主にある者たちは、自分たちが「キリストの花嫁」であることをはっきり
と自覚するようになると思います。そしてその自覚によって、将来に起こる神のご計画に対して、ますます
はっきりと目が開かれていくことになると信じます。
(1) ユダヤの婚礼のしきたりにおける三段階
●ユダヤの婚礼のしきたりには三つの段階があります。その一つは「許嫁(いいなずけ)の段階」、二つ目は
「婚約の段階」
、そして三つ目は「結婚式」(婚姻)とそれに続く「宴会」(婚宴)の段階です。
① 許嫁(いいなずけ)の段階
●「許嫁」とは、幼少時に本人たちの意志にかかわらず、双方の親または親代わりの者が合意で結婚の約束
をすること。ユダヤの場合、結婚を当人以外の者が決定するということが普通で、聖書の中にもそのことが
記されています。たとえば、アブラハムの息子であるイサクの場合、彼の妻をアブラハムの親戚の中から選
ぶようにと、アブラハムの家の最年長のしもべであったエリエゼルが、アブラハムの生まれ故郷へと遣わさ
れます。そして見つけたのが、アブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘のリベカでした。イサ
クとリベカは許嫁ではありませんでしたが、父親が息子の嫁を見つけるという風習が古くからあったという
ことを示しています。同様に、御父が御子をこの世に遣わされたのは、神ご自身の息子に妻を与えるためで
あると言えるのです。
●ちなみに、イサクとリべカの間に生まれた双子の兄弟エサウとヤコブの場合は、親ではなく、それぞれ自
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分で自分の妻を探したことで苦労しています。特に、兄のエサウはカナン人の女を妻として娶ったために、
母リベカを苦しめました(創世記 27:46)。

●結婚の約束が取り付けられるかどうか、まずは女性の意志を確認するための宴会を開きます。
「祝宴」と
訳されたヘブル語は「ミシュッテ」(תּה
ֶ ) ִמ ְשׁで、「祝宴、宴会、晩餐、豪華な食事会、ふるまい」とも訳さ
れ、このための費用のすべては男性の父親が出すのがしきたりでした。アブラハムもイサクの嫁を探すのに
必要な費用(贈り物も含めて)を、しもべエリエゼルに託しています(創世記 24:10, 22, 30, 53)。
②

婚約の段階

●さて、その祝宴は一週間を費やし、その最後に男性が差し出す「ぶどう酒」の杯を女性が受けて飲んだな
らば、婚約成立ということになるのです。このことをよく示しているのが、ヨハネの福音書 2 章に記されて
いる「カナの婚礼」の話です。私たちの日本の文化でその箇所を読むと、
「婚礼」とあるので、すでに二人
は結婚し、その婚宴が開かれているのだと思ってしまいます。それが固定観念、つまり理解の型紙です。で
すから聖書がなかなか見えてこないのです。この「カナの婚礼」は実は婚約成立か否かを決定する、そのた
めの宴会がなされているのです。カナの婚礼では最後に良いぶどう酒が出てきます。果たして、女性はその
良いぶどう酒を飲んだのかどうか、その結果についてはこの箇所で記されていません。しかも、その「良い
ぶどう酒」がどのようなぶどう酒なのか、それはただ「良い」としか記されていません。実は、宴会の最後
に出されるぶどう酒が、やがて花婿なるイェシュアが花嫁のためにご自身の肉を裂いて流される血であるこ
とはまだ隠されているのです。
●つまり、
「カナの婚礼」がすでに結婚した後の披露宴をしているわけではないということです。宴会の最
後に、花婿候補が結婚を申し込むための重要なぶどう酒がなくなったことの話がなされているのです。良い
ぶどう酒が差し出され、それを花嫁候補が受け取ったとき、はじめて両者互いに花婿と花嫁としての縁を結
ぶことになるのです。つまり、婚約成立です。同様に、時が来て、イェシュアが最後に差し出されるぶどう
酒(=十字架の血潮)を私たちが受け取るならば、やがてイェシュアと結婚しますという意志を表明したこと
になり、
「キリストの花嫁」となるのです。
●ユダヤの婚礼では、一旦婚約が確定すると男性は実家に戻り、結婚に備え始めます。伝統的には、一年後
に式が持たれることになっていました。畑を備え、耕し、作物が植えられ、父の家に妻を受け入れる準備と
して部屋が造られます。彼が花嫁を迎えるために、万全の配慮と取り組みがなされ、すべてのことに細心の
注意が払われますが、父親がゴー・サインを出さない限り、花婿は花嫁を迎えに行くことは許されないので
す。ですから、結婚の日がいつかということは、花婿にも分からないというわけです。
●さて、こうした背景から最後の晩餐を見てみましょう。ユダヤのしきたりでは一週間に渡る宴会で、花嫁
候補とされた女性は花婿のすることをじっくりと観察するのです。この一週間の宴会が示唆しているのが、
イェシュアの公生涯です。花嫁候補としてのイェシュアの弟子たちは、この間、花婿となるイェシュアのふ
るまいを見てきたのです。そしてその宴会の最終日に男性の差し出すぶどう酒を女性が受け取って飲むなら
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ば婚約成立でした。おそらく、女性の前にぶどう酒を置いた男性は、相手がぶどう酒を飲むかどうかの瞬間、
ドキドキ・ハラハラだったと思います。もし、飲んでもらえなければ、それまでの宴会とその費用はすべて
無意味ということにもなってしまいます。最も期待が高まるとき、それがイェシュアの言う「わたしは、苦
しみを受ける前に、あなたがたといっしょに、この過越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。
」
なのです。まさに、受験生が入試の合格発表に臨むような心持ちであったことでしょう。イェシュアが最後
の晩餐で差し出したぶどう酒の杯を、弟子たちは受け取って飲んだのです。婚約成立です。ところがその花
嫁候補がすぐにも花婿を裏切ってしまうのですが、花婿の差し出したぶどう酒の杯が「良い」のは、花嫁の
罪を赦すだけでなく、きよめる愛と力をもったぶどう酒であったということなのです。
●弟子たちはイェシュアが差し出すぶどう酒を飲んで、花婿と花嫁という新しい契約を結びました(しかし、
まだ正式な結婚をしてはいません)。ユダヤの婚礼のしきたりでは、婚約時に二人は杯を交わしますが、花
婿となる者はその杯を飲みません。飲むのは花嫁だけです。なぜなら、花婿は結婚するまでの間(おそらく 1
年間)は、花嫁のために自らの身をきよめるために、また酒の席で放蕩に走って誘惑を受けないようにする
ために、杯を口にしないようです。それを口にできるのは結婚式を挙げてからです。イェシュアとその弟子
たちとの「最後の晩餐」が「婚約式」であったとするならば、イェシュアが言われたことば「これを取って、
互いに分けて飲みなさい。あなたがたに言いますが、今から、神の国が来る時までは、わたしはもはや、ぶ
どうの実で造った物を飲むことはありません。
」という意味が容易に理解できるのです。つまりここでの「神
の国が来る時」とは「結婚の時」であり、花婿なるイェシュアが空中再臨によって花嫁なる教会を迎えに来
られる時(=携挙の時)なのです。
●イェシュアが最後の晩餐で、「あなたがたはわたしを捜すでしょう」と言ったとき、ペテロとの問答が始
まります。そしてイェシュアは「あなたがたのために、わたしは場所を備えに行くのです。わたしが行って、
あなたがたに場所を備えたら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。わたしのいる所に、あな
たがたをもおらせるためです」と言われました(ヨハネ 14:2～3)。イェシュアが天に戻られたのは、新居を
備えるためです。おそらくペテロはこのことを理解できなかったと思われます。花嫁を迎える前に、イェシ
ュアが十字架の死によって花嫁の罪の贖い、罪のきよめをなされ、花嫁を花嫁としてふさわしく整えるよう
にされたのも、実はその準備の一環だったのです。
③ 結婚の段階
●ユダヤでは、花婿が花嫁を迎えに来た時に、フッパー()חֻ פָּ הという天蓋の下で結婚式(婚姻)を行ないます。
その後、二人は花婿が準備した新居で七日間のハネムーン(二人だけの親密なとき)を過ごします。結婚の祝
宴(婚宴)はハネムーンの期間が終わってから開かれます。
●最後の晩餐の時に、イェシュアは「過越が神の国において成就するまでは、わたしはもはや二度と過越の
食事をすることはありません」と言われました。それはどういう意味でしょうか。花嫁との七日間のハネム
ーン(つまり教会の携挙後の七年間)が終わると同時に、イェシュアが花嫁(御使いも含む)を連れて地上再臨
され、
「小羊の婚宴」が開かれます(黙示録 19:9)。このとき、地上で大患難を経て悔い改めた神の民イスラ
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エルもともに「小羊の婚宴」に招かれます。彼らもまた本来の神の妻としての立場を回復され、婚宴におい
てともに喜ぶのです。
「過越が神の国において成就する」とは、イスラエルの民を大患難から救い出すため
に、反キリストに対して神のさばきがなされることを意味しています。ですからその時まで、イスラエルの
民(民族的、あるいは「残りの者」)は、メシアであるイェシュアとの婚宴の食卓を囲むことは出来ないとい
うことを意味しているのです。婚姻と婚宴の違いを心に明記しましょう。
●ところで、今日教会で行われている、キリストのからだと血とにあずかる「聖餐式」は、以下のように大
きく三つの意義があると理解されています。
a. 私たちを救うために死なれたキリストを覚えること(過去)
b. キリストを信じる教会の一員であることを確認すること(現在)
c. 神の国の完成時の喜びの祝いを展望すること(将来)
特に、聖餐式の中で最も認識が弱い部分は、c. の「将来の展望」です。なぜなら、キリスト者にとって、自
分は「キリストの花嫁」として花婿なるイェシュアと婚約した者であるという認識が希薄だからです。
「終
わりの時」が近づいていることを覚えるならば、聖餐の式にあずかるたびに、この「キリストの花嫁」とし
ての自覚がますます強められる必要があると信じます。

(2) 教会の今⽇的課題は「ブライダル・パラダイム」への転換

●「ブライダル・パラダイム」における花嫁の霊性は、奉仕とか働きとかいうよりも、神を知ること、神を
愛することを喜びとし、そのことを何よりも⼤切にすることです。つまり、「⼼を尽くし、思いを尽くし、
知⼒を尽くして主なる神を愛する」という第⼀戒に⽣きる世界です。それは主のために仕えることを第⼀義
とするマルタではなく、主の前にすわって主の語られることばを聞くというマリヤの霊性です。あるいは、
「私は⼀つのことを主に願った。私はそれを求めている。私のいのちの⽇の限り、主の家に住むことを。主
の麗しさを仰ぎ⾒、その宮で、思いにふける、そのために。
」と歌ったダビデの霊性です。さらには、祭司
の霊性ともかかわりがあります。
●特に、祭司の霊性について説明しておきたいと思います。なぜなら、この霊性について教会で語られるこ
とが少ないのではと思うからです。祭司の第⼀義的な務めは、神と顔と顔を合わせて主を知り、主と親しく
交わることです。エデンの園におけるアダムの務めは、
「地を耕し、そこを守る」ことでした(創世記 2:15)。
神のかたちとして造られた⼈間の務めは、後に「王である祭司」
「祭司の王国」というフレーズで表わされ
るように、
「地を⽀配すること」と「地を耕すこと」です。王として地を⽀配する⼒は、祭司として地を耕
すという務めを疎かにするときに喪失します。それはダビデの治世とソロモンの治世を⾒るとよく理解する
ことができます。ダビデは完全な⼈間ではありませんでしたが、王である前に祭司としての務めを最も重要
視した人物です。詩篇 27 篇４節の「私は⼀つのことを主に願った」ということばにそのことがよく表わさ
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れています。ところが、ソロモンは王として治める⼒を求め、それを与えられたにもかかわらず、父ダビデ
のような「主を求める」祭司としての務めにおいては脆弱でした。王としての賜物は与えられていましたが、
ダビデのような「主を尋ね求める」霊性が希薄でした。そのことを⽗ダビデは⾒抜いていたのかどうかわか
りませんが、後継者となる息子のソロモンへの遺⾔として、次のように語っていたのです。

【新改訳改訂第３版】Ⅰ歴代誌 28 章 9 節
わが⼦ソロモンよ。今あなたはあなたの⽗の神を知りなさい。全き⼼と喜ばしい⼼持ちをもって神に仕えなさい。
【主】はすべての⼼を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もし、あなたが神を求めるなら、
神はあなたにご⾃分を現される。もし、あなたが神を離れるなら、神はあなたをとこしえまでも退けられる。

●⽗ダビデは⼦ソロモンに、①「神を知ること」(「ヤーダ」「②、)י ַָדע神に仕えること」(「アーヴァド」

「③、)עָ בַ ד神を求めること」(「ダーラシュ」) ָדּ ַרשׁを命じています。これら三つはすべて祭司的務めです。
ダビデは王としての務めの前にこれらの祭司的務めが⼤切であることを、ソロモンに遺⾔として語ったので
した。しかしソロモンはこの⽗ダビデの⾔葉を重く受け⽌めることなく、政治的取引(政略結婚等)によって
平和を保持しようとしたことから、やがてイスラエルの国は⼆つに裂かれ、さらには亡国という憂き⽬を⾒
ることになりました。
●「王であり、かつ、祭司としての務め」を果たした最初の⼈はアダムですが、モーセもその⼀⼈です。彼
は神の⺠の指導者である前に祭司でした。
「
【主】は、⼈が⾃分の友と語るように、顔と顔とを合わせてモー
セに語られた。
」(出エジプト 33:11)とあります。彼は 40⽇間も主の⼭で過ごした⼈です。そして神の教え
(トーラー)が彼を通して与えられたのです。それゆえモーセには、神の権威と神の⼒が賦与されていました。
神の⺠イスラエルが主を礼拝するために「幕屋」が建造されましたが、そこで「祭司としての務め」を任じ
られたのはレビ族です。ヤコブの⼦どもたちの中で「レビ」は三番⽬の⼦です。
「レビ」という名は、⺟レ
アが「今度こそ、夫は私に結びつくだろう。
」と⾔ってつけた名前です。ネーム・セオロジー(名前の神学)
の視点から⾒るなら、
「レビ」(「レーヴィー」י

ִ)לֵבという名前には、「神と結びつく」「神と⼀体となる」と

いう意味が隠されています。祭司たちはこのレビの系譜にある者たちであり、実はモーセもその系譜の中に
いた⼈です。レビ族はこの務めのために他の部族とは異なる務めがゆだねられていました。それゆえに、彼
らには⽬に⾒える⼟地という嗣業は与えられず、むしろ彼らの嗣業は神ご⾃⾝でした。そこには神とのかか
わりにおいてきわめて重要な永遠の務めとしての「型」が見られます。
●教会は「祭司としての務め」を回復することによって、はじめて「王としての務め」を完成させることが
できるのです。その逆ではありません。ダビデを見ると分かるように、神のみこころにかなった「祭司の務
め」があるところに、神の代理者として「治める」という「王としての務め」が成り⽴つからです。「王の
務め」の特権は単に⼈(⺠)を⽀配するということではなく、神の秘密(奥義)を知り、それによって、神の⽀
配を完成させる務めなのです。
「祭司の王国」
「王である祭司」という表現は、祭司の霊性と密接な関係があ
るのです。
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●「ダビデの霊性」も、
「マリヤの霊性」も、
「祭司の霊性」も、そして「花嫁の霊性」も、実はみなひとつ
につながっています。これらは本来、聖書の中に啓⽰されていたものです。それらをより強く意識するため
に、教会の今⽇的課題を「ブライダル・パラダイムへの転換」ということばで表わしたいと思います。
「キ
リストのからだなる教会」の概念も、この「花嫁なる教会」の概念の中にくくられてしまうからです。

2. 花嫁の霊性の特徴

(1) 花婿をひたすら慕い求める花嫁
●花嫁の霊性の特徴は、花婿をひたすら慕い求め、愛することを何よりも⼤切にするということです。しか
もその⽬標とするところは、
「顔と顔とを合わせ」(Face to face

/

「パーニーム・エル・パーニーム」

)פָּ נִים אֶ ל־פָּ נִיםて、花婿とともに過ごすことです。この向き合いの源泉は御⽗と御⼦にあります。ヨハネ
は福⾳書の冒頭で「初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった」と記していますが、
「ことばは
神とともにあった」という「ともに」には、ギリシア語で「プロス」(προς)という前置詞が⽤いられてい
ます。その前置詞が意味することは、2 本のマイクが横に並んで⽴っているというような「ともに」ではな
く、
「向き合った形でともにいる」ということです。御⽗と御⼦とは永遠に顔と顔とが向き合っている存在
なのです。その御⽗と御⼦とのかかわりは、⼈間の創造においても現わされることになります。
●神が最初の⼈アダムを造られたとき、その鼻にご自身のいのちの息を吹き込まれました。そのときにも顔
と顔とが向き合っています。そのかかわりの中で⼈が神のかたちに似せて造られたのですから、神と⼈との
本来の姿が、
「顔と顔とを合わせた」かかわりであったというのは至極当然のことです。そしてその後、
「⼈
がひとりでいるのは良くない」と、神である主は⼈を眠らせ、その⼈のあばら⾻を取って、彼に「ふさわし
い助け⼿」(「エーゼル・ケネグドー」כְּ נֶגְדּ ֹו

)עֵ זֶרを造られました。眠りから覚めた⼈は「これこそ、今や、
私の⾻からの⾻、私の⾁からの⾁。これを⼥(「イッシャー」שּׁה
ָ ) ִאと名づけよう。これは男(「イーシュ」
) ִאישׁから取られたのだから」と⾔って、喜びと感動を表わしました(創世記 2:23)。「それゆえ男は・・妻
と結び合い、ふたりは⼀体となるのである。
」(同、2:24)とあります。使徒パウロはこの「アダムとエバの
かかわり」を、
「キリストと教会」(花婿と花嫁)のかかわりの型だと解釈し(エペソ 5:31〜32)、これを「奥
義」だと⾔っています。つまり、天と地、御⽗と御⼦、神と⼈、花婿なるキリストと花嫁なる教会のかかわ
りを一つにすることは、神のご計画(ヴィジョン)における「奥義」なのです。
●⼈が罪を犯したあとに、「⼈とその妻は、神である主の御顔を避けて園の⽊の間に⾝を隠した」(創世記
3:8)とありますが、「主の御顔を避ける」という表現は、神と⼈との本来あるべきかかわりが壊れたことを
意味します。ですから、神の救いの究極は神と⼈とが「顔と顔とを合わせる」ことにあることは⾔うまでも
ありません。ヨハネの黙⽰録ではその救いの究極を「神の御顔を仰ぎ⾒る」(22:4)と表現しています。キリ
ストの花嫁の究極の喜びは、花婿といつの⽇か「顔と顔とを合わせて⾒る」ということです。では、現在は
「顔と顔とを合わせて⾒る」ことはできないのでしょうか。いいえ、完全ではなくても、
「ぼんやり」と⾒
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ることはできるのです。「⼀部分」を知ることができるのです。とすれば、ぼんやりではあっても、花婿の
顔を慕い求めようとすることは⾃然です。主の隠された秘密の⼀部分ではあっても、それを求めることは⾃
然であり、花嫁に与えられている喜びなのです。その喜びを⽇々豊かに経験することで、花婿を待ち望む思
いはより増してくるのです。これが花嫁の霊性です。
●キリストの花嫁は、花婿の前に「傷なき者として⽴つ」のでなければなりません。なぜなら、エバがアダ
ムから造られたように、花嫁は花婿から造られた者だからです。花嫁は花婿のきよさと美しさの反映でなけ
ればならないのです。これが「⼀体である」ことの奥義と⾔えます。その視点からキリストの贖罪を考える
必要があります。もともと汚れに満ちた花嫁を、贖罪によってきよめてふさわしい花嫁にするというのでは
なく、神のご計画によれば、この世の基の置かれる前からキリストの花嫁はすでにキリストにあって選ばれ、
傷のない美しい花嫁として造られたがゆえに、花嫁の贖いが必要とされたのです。そこに花嫁に対する花婿
の犠牲的な愛があるのです。
(2) キリストの花嫁の品性としての「きよさ」
●教会はキリストの花嫁として婚約したのです。興味深いことに、ユダヤの文化では、婚約と結婚というこ
とばはほぼ同じ意味で使われています。同じ意味とはどういうことかと言えば、婚約した場合、その二人の
関係は夫婦と同じ倫理が要求されるということです。教会は、神のひとり息子の妻となるべく、永遠の昔か
ら神のみこころの中に定められていました。それゆえ、そうしたご計画に基づいて、使徒パウロは「私はあ
なたがたを、清純な処女として、ひとりの人の花嫁に定め、キリストにささげることにしたからです。
」(Ⅱ
コリント 11:2)と述べているのです。ですから、私たちは、キリストの花嫁として結婚するという意識を明
確にもった教会形成が重要です。それは同時に、神のご計画全体(神のマスタープラン)を意識することにも
つながるのです。

●さて、Ⅱコリント 11 章 2～3 節には、キリストの花嫁の品格―「清純なおとめ」について語られていま
す。まず、使われている語彙の意味について把握しておきたいと思います。
「清純な」(きよい、純潔な、純
真な、潔白な、貞潔な)と訳されるギリシア語は「ハグノス」(ἁγνός)で、新約で 8 回使われています。
その中のひとつが下記のみことばです。

【新改訳改訂第３版】Ⅰヨハネ 3 章 2～3 節
2 愛する者たち。私たちは、今すでに神の子どもです。後の状態はまだ明らかにされていません。
しかし、キリストが現れたなら(=再臨されたなら)、私たちはキリストに似た者となることがわかっています。
なぜならそのとき、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。
3 キリストに対するこの望みをいだく者はみな、キリストが清くあられるように、自分を清くします。

●3 節の「この望み」とは、2 節にある「キリストが現れたなら、私たちはキリストに似た者となる」
、
「キ
リストのありのままの姿を見る」という望みです。これを別のことばで言うならば、
「一体となる」という
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ことです。この「望み」をいだく者はみな、花婿なるキリストにふさわしく「自分を清く」しなければなり
ません。教会は、愛といのちのあかしであるキリストの血潮によって、すでに「きよい」者とされています。
それゆえ、その恩寵にふさわしく生きることが求められているのです。なぜなら、この課題は私たち(花嫁)
に与えられている究極の望みから来る必然的な要求だからです。もし「自分を清く」しないなら、花婿なる
キリストと結ばれて一つになることを心から願っていない花嫁であることを、自ら証明しているようなもの
です。
●「自分を清くする」とはどういうことでしょうか。使徒パウロの表現によれば、
「思いが汚されない」(Ⅱ
コリント 11:3)ことです。
思いが汚されないためには、
花婿の語ったことばを自分の思いとすることですが、
花婿の語ったことばだけを自分の思いとすることは決して容易ではありません。ですから、使徒パウロは「蛇
が悪巧みによってエバを欺いたように、万一にもあなたがたの思いが汚されて、キリストに対する真実と貞
潔を失うことがあっては」と心配しています。
「花嫁」は「純真なおとめ」として、婚約中の身であること
を意識し続ける必要があるのです。ジャック・ヘイフォードという牧師の『地震』という著書があります。
その中で彼は、黙示録 2～3 章にある七つの教会に対する使信を、
「教会のいのちを奪う 4 つの要素」として
まとめて指摘しています。それを紹介しながら、多少、付け加えて説明したいと思います。
① 活動や働きが教会の優先順位の第一になること
●教会のいのちを奪う要素の一つは、活動や働きが教会の優先順位の第一になることです。エペソの教会は、
よく働き、仕え、主に対して忠実でした。そして長い間、よく忍耐してきたと主からほめられています。と
ころが「しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。」と非難され
ているのです。教会はいつの時代でも、この種の危険性を抱えています。この世においては何らかの目に見
える結果を出し、何らかの業績を残すことが常に求められます。成果主義とも言えます。しかし目に見える
偉大な業績を成し遂げて成功したとしても、その後には必ず停滞し、やがて崩壊してしまうケースが多くあ
るのです。教会も同様です。どのようにして建て直すことができるでしょうか。「初めの愛から離れる」こ
とになる原因のひとつとして、活動や働きが教会の優先順位の第一になっているとすれば、悔い改めて、花
婿イェシュアとの親しい交わりに戻らなければなりません。イェシュアとの親しい交わりが失われて、御父
の心を見失うとすれば、教会の力の源泉を放棄したことと同様です。イェシュアは「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」(ヨハネ 15:5)と言われました。私たちのいのちの源泉はイェシュア
にあります。忙しいことは必ずしも良いとは言えません。エペソの教会がそうであったように、活動主義に
陥ってはならないのです。忙しく活動し続けることが第一優先事項となってはならないのです。
② 不純を許容すること
●バラムとイゼベルの教えに関連する「サタンの深いところ」(黙示録 2:24)とは、どちらもより過剰な刺
激を与えることです。現代はまさに「高度刺激社会」です。ゲームはますますリアルになり、その刺激性は
増大しています。刺激性の強いゲームをすると、コカインや麻薬を投与したときと同じような現象が脳内に
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起きて、快感が得られるのだそうです。快感を伴う刺激が与えられると、それがまた欲しくなり、次第に同
程度の刺激では満足できなくなり、さらにより刺激の強いものを求めるようになります。ゲーム依存症、パ
ソコン依存症、パチンコ依存症、セックス依存症、薬物依存症はみな同じからくりです。そうした依存症の
人たちが加速的に増えつつある社会、これが「高度刺激社会」です。こうした刺激を求めることを許容する
ことによって、心と思いが汚され、悪霊たちの影響下に自分をさらすことにもなります。それによって、神
のみこころに従うことが阻害されてしまいます。
●それとは反対に、神のみことばを学ぶことは一見、退屈極まりないものと思われがちです。しかし私たち
がキリストの花嫁として、やがて花婿との永遠のかかわりを築くためにじっくりと聖書を読むことは不可欠
です。確かに聖書は超退屈な部分が多々あります。しかし時間をかけてじっくりと読み解いていくとき、そ
れまで見えなかった神の豊かな世界(鉱脈)を見つけることができると信じます。地道な取り組みの先に、私
たちの霊を喜ばす感動があるということを経験していく花嫁でなければなりません。今日、みことばの飢饉
が襲い、みことばに飢え渇く者たちが、少しずつですが起こって来ているように思います。
③ 金銭的な祝福が神の祝福だとする誤信
●「繁栄神学」では金銭的成功と祝福を同じものと考えています。そのような「繁栄神学」は、次第に教会
から真のいのちを奪い取っていく考え方です。
黙示録 3 章 17 節には次のように記されています。
「あなたは、
自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分がみじめで、哀れで、貧しく
て、盲目で、裸の者であることを知らない。
」と。物質的な祝福が神の祝福であるというのは、全くの間違
いというわけではありません。しかし金銭的成功が神の祝福であるという惑わしを花婿は警告しているので
す。花婿イェシュアよりも祝福にウエイトが置かれている信仰は、気をつけなければなりません。これはご
利益的信仰と何ら変わりません。むしろ、常に、無尽蔵な神ご自身の豊かさを求め続ける「⼼の貧しい花嫁」
とならなければならないのです。

④ 恵みと栄光を取り除く宗教的な組織
●イェシュアが非難された教会の問題点の第四は、主の恵みと栄光を取り除く宗教的組織にあります。ニコ
ライ派について二度も言及されています(2:6, 15)。また、
「サタンの会衆」ということばもあります(2:9)。
これらは、今日に言う、マインドコントロールされたカルト集団です。もともとニコライという語彙は、ニ
カオスとラオスという二つの語彙から成り、講壇に立つ教職に就いた人々が他の会衆と自分たちを区別する
ための階級制度を示すことばでした。指導者だけが重要で、他は指導者に従うだけの存在とみなす考え方で
す。このようにニコライ派の人々は会衆の思いを支配し、自由にあやつろうとします。真の牧師、および教
会の霊的指導者の働きはそのようであってはなりません。イェシュアのいのちが人々を通して流れるように
導くことです。そして花嫁たちの行くべきところに最大限の関心がもてるように助けることです。

53

セッション 5

ベアハリート

●やがて婚姻する時には、花嫁は「光り輝く、きよい麻布の衣を着ることを許され」ます(黙示録 19:8 前半)。
婚姻の時に着るきよい「麻布とは、聖徒たち(=花嫁)の正しい行いである」(黙示録 19:8 後半)と記されてい
ることに注意を払わなければなりません。
「花嫁の正しい行い」とは、①～④で説明したことが排斥される
ことです。
●さらに花嫁は、「蛇が悪巧みによってエバを欺いたように、万一にもあなたがたの思いが汚されて、キリ
ストに対する真実と貞潔を失うことがあってはと、私は心配しています。
」という使徒パウロの心配につい
て、十分に理解する花嫁とならなければなりません。「純潔」「真実」「貞潔」は婚約中である花嫁に求めら
れている美しい品性であり、花婿から求められる品格です。しかし「愛のおのずから起るときまでは、こと
さらに呼び起すことも、さますこともしないように。
」(雅歌 2:7、口語訳)とあるように、花嫁のきよさと愛
は自発的なものでなければその価値はありません。花嫁が聖霊の助けによって、ますます花婿の愛に目覚め
ることができるようにと祈るばかりです。なぜなら花嫁は、花婿をひたすら切望することによって、花婿が
支配する御国をともに完成させ、成就させる「ふさわしい助け手」としての一体的存在だからです。
●これからの時代、花嫁なる教会が使徒パウロが余すところなく宣べ伝えた「御国の福音」に目覚めること
は、花婿なるキリストを一途に慕い求めていくためのパラダイム・シフト(視点の転換)をもたらすと信じま
す。

御霊も花嫁も言う。「来てください。」(黙示録 22:17)
「しかり。わたしはすぐに来る。」(同 22:20)
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