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「ユダヤ人の王」 

ヨハネの福音書 19:17～24 

 

はじめに 

【新改訳改訂第３版】 

ヨハネ 

 19:13 そこでピラトは、これらのことばを聞いたとき、イエスを外に引き出し、敷石(ヘブル語ではガバタ)

と呼ばれる場所で、裁判の席に着いた。 

 19:14 その日は過越の備え日で、時は第六時ごろであった。ピラトはユダヤ人たちに言った。「さあ、あな

たがたの王です。」 

 19:15 彼らは激しく叫んだ。「除け。除け。十字架につけろ。」ピラトは彼らに言った。「あなたがたの王を

私が十字架につけるのですか。」祭司長たちは答えた。「カイザルのほかには、私たちに王はありません。」 

 19:16 そこでピラトは、そのとき、イエスを、十字架につけるため彼らに引き渡した。 

イェシュアはガバタ(ָתא בְּ という場所での裁判において、ローマ総督ピラトにより、十字架にかけられる(גַּ

ことが最終決定されました。このガバタとは、石を敷き詰め他の場所よりも高くされたことで、ガーヴァ(ג 、(ַּהבָּ

ヘブル語で「高くなる」という意味の言葉から名づけられたと考えられます。しかしそれはイェシュアが「高

くされる」こと、すなわち十字架に上げられることを指し示しているとも考えられます。またこのガーヴァの

最初の言及がⅠサムエル 10:23 にあります。 

 

【新改訳改訂第３版】 

Ⅰサムエル 

10:23 人々は走って行って、そこから彼を連れて来た。サウルが民の中に立つと、民のだれよりも、肩から

上だけ高かった。 

 

これはイスラエルの最初の王、サウルについての記述です。彼は「民のだれよりも…『高かった』」という箇

所が、聖書で最初に使われたガーヴァです。このように本来このガーヴァは、サウルに象徴されるイスラエル

の「王」、「ユダヤ人の王」を指し示す言葉であると考えられます。現にピラトはイェシュアを最後まで「あな

たがたの王」すなわち「ユダヤ人の王」であるということを主張し続けました。今日の箇所でついにイェシュ

アが十字架にかかられますが、それがこの「ユダヤ人の王」と密接な関わりを持った出来事であったというこ

とをヘブル語的視点で読み解きながら述べていきたいと思います。 

 

１．ゴルゴタ 

 19:17 彼らはイエスを受け取った。そして、イエスはご自分で十字架を負って、「どくろの地」という場所(ヘ

ブル語でゴルゴタと言われる)に出て行かれた。 

ゴルゴタ、ヘブル語では(ָתא ָגלְּ このように表記され、正確にはゴルゴレッターと発音するそうです。人(ָגלְּ
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間の頭蓋骨「どくろ」の意味を持つヘブル語、グルゴーレット(ֶלת גֹּ が由来となっているように記されてい(גֻּלְּ

ますが、グルゴーレットという言葉は本来以下のような目的で使われていました。 

 

【新改訳改訂第３版】 

出エジプト記 

16:16【主】が命じられたことはこうです。『各自、自分の食べる分だけ、ひとり当たり一オメルずつ、あな

たがたの人数に応じてそれを集めよ。各自、自分の天幕にいる者のために、それを取れ。』」 

 

ここで「人数」と訳された部分に使われているのが本来のグルゴーレットです。日本語には「頭数を数える」

という表現がありますが、グルゴーレットとはまさにそのような意味があり、単なる頭ではなく頭数に入れら

れた者、すなわち覚えられた者、登録された者という意味がこのグルゴーレット本来の意味です。ではイェシ

ュアが十字架にかけられたこのゴルゴタ、ゴルゴレッターという場所には、一体誰が何にグルゴーレット、す

なわち「頭数に数えられた」ことを指し示しているのでしょうか。その答えが次に示されています。 

 

 19:18 彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスといっしょに、ほかのふたりの者をそれぞれ両側に、

イエスを真ん中にしてであった。 

イェシュアといっしょに、他に二人の者が十字架につけられました。この二人の者はイェシュアとは違い、ロ

ーマの極刑である十字架刑に値する罪を犯した正真正銘の犯罪者たちです。イェシュアはそのような者たちと

ともに十字架につけられました。つまり最も大きな罪を犯した者たちとしてグルゴーレット、「頭数に数えら

れた」のです。それは以下の預言が成就するためであったと考えられます。 

 

【新改訳改訂第３版】 

イザヤ 

 53:11 彼は、自分のいのちの激しい苦しみのあとを見て、満足する。わたしの正しいしもべは、その知識に

よって多くの人を義とし、彼らの咎を彼がになう。 

 53:12 それゆえ、わたしは、多くの人々を彼に分け与え、彼は強

者たちを分捕り物としてわかちとる。彼が自分のいのちを死に明け

渡し、そむいた人たちとともに数えられたからである。彼は多くの

人の罪を負い、そむいた人たちのためにとりなしをする。 

 

このように、イェシュアは「多くの人の罪を負い、そむいた人た

ちのためにとりなしをする。」ために「そむいた人たちとともに数

えられ」十字架にかかられました。ではこの「（罪を犯した）多く

の人、そむいた人たち」とは一体誰のことでしょうか。ゴルゴタの

由来となったこのグルゴーレットの中に、そのヒントがあると考え

られます。実はこのグルゴーレット(ֶלת גֹּ という言葉の中に、ギ(גֻּלְּ

ルガル(ְגּהַג という名前を見つけることができます。このギルガル(גּה 

はかつてイスラエルにあった地名で、モーセの従者であったヨシュ
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アが、イスラエルの民をカナンの地に導き入れて、最初に宿営した場所に名付けられた地名です。 

 

【新改訳改訂第３版】 

ヨシュア 

5:9 すると、【主】はヨシュアに仰せられた。「きょう、わたしはエジプトのそしりを、あなたがたから取り

除いた。」それで、その所の名は、ギルガルと呼ばれた。今日もそうである。 

 

「主は…仰せられた」とあるように、ギルガルという地名は、神様の御言葉によって名付けられた特別な場所

です。このようにギルガルとは、「わたし」神様が「エジプトのそしり」奴隷の恥辱を「あなたがた」イスラ

エルの民から、「取り除いた」という意味のガーラル(ג という動詞が由来となっています。つまりイェシュ(ַלגָּ

アが十字架にかかられたゴルゴタ、グルゴーレットにはギルガル、すなわちイスラエルの民とそれにつながる

全ての人から、奴隷の恥辱をガーラル「取り除く」という意味あいがあると考えられます。 

 

またこのギルガルにおいて、約束の地であるカナンにイスラエルの民が入ってから最初の過ぎ越しのいけにえ

がささげられました。 

 

【新改訳改訂第３版】 

ヨシュア 

 5:9 すると、【主】はヨシュアに仰せられた。「きょう、わたしはエジプトのそしりを、あなたがたから取り

除いた。」それで、その所の名は、ギルガルと呼ばれた。今日もそうである。 

 5:10 イスラエル人が、ギルガルに宿営しているとき、その月の十四日の夕方、エリコの草原で彼らは過越

のいけにえをささげた。 

 

このようにゴルゴタには、ギルガルにおいてなされたイスラエルの民から「エジプトのそしりを取り除く」た

めの「過ぎ越しのいけにえ」、それがイェシュアの十字架であるということが示されているとも考えられます。

さらにこのギルガルにおいてイスラエルは初めて王権を創設し、王によって統治される国「王国」となりまし

た。 

 

【新改訳改訂第３版】 

Ⅰサムエル 

 11:14 それからサムエルは民に言った。「さあ、われわれはギルガルへ行って、そこで王権を創設する宣言

をしよう。」 

 11:15 民はみなギルガルへ行き、ギルガルで、【主】の前に、サウルを王とした。彼らはそこで【主】の前

に和解のいけにえをささげ、サウルとイスラエルのすべての者が、そこで大いに喜んだ。 

 

このようにギルガルには、①イスラエルの民の奴隷からの解放（それは同時に神様の民、しもべとなることを

意味します）、②過ぎ越しのいけにえ、③王権、王国の創設を指し示していると考えられ、それがゴルゴタの

由来となったグルゴーレットの中に表されており、そのように解釈するならば、グルゴーレットの本来の意味
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である「頭数を数えられた」者、覚えられた者、登録された者が、イェシュアが王となる神の国、御国の国民

となる者のことをも指し示していると考えられます。これらのような意味が、ゴルゴタという名前に表されて

いるとすれば、イェシュアがこの場所で十字架にかかられたことは、偶然でも人が決めたことでもなく、神様

がその意味を指し示すためにお決めになった、必然としての場所であると考えられます。 

 

２．十字架 

こうしてゴルゴタ（ゴルゴレッター）において、イェシュアはつい

に十字架にかかられました。ヨハネ 19:15 にあったように、ユダヤ

人たちの要求は、単にイェシュアを殺すことではなく、「十字架につ

ける」ことでした。なぜ十字架でなければならなかったのでしょうか。

このこだわり方は異常です。十字架は、ヘブル語でツェレヴ(ֶבֶגב)と

言うそうです。当然のことながら、ローマの刑罰であるこの言葉は、

イスラエルの歴史を中心とした旧約聖書の中には存在しません。しかしこの言葉は、ツェール(ֵבג)「陰、影」

という意味の言葉と、レーヴ(ֵגב)「心」という意味の言葉を組み合わせたものではないかと考えられます。

その理由を、最初の言及の法則を使って述べたいと思います。まずツェールについて、これが聖書で最初に使

われた出来事が創世記 19:8 です。 

 

【新改訳改訂第３版】 

創世記 

19:8 お願いですから。私にはまだ男を知らないふたりの娘があります。娘たちをみなの前に連れて来ますか

ら、あなたがたの好きなようにしてください。ただ、あの人たちには何もしないでください。あの人たちは私

の屋根の下に身を寄せたのですから。」 

 

この出来事は、アブラハムの時代に起こった、その堕落のゆえに神様の怒りを買い、天からの硫黄の火で滅ぼ

されたソドムとゴモラの出来事に関する一場面です。二人の御使いが、ソドムとゴモラの町を、ロトとその家

族を除いてすべて滅ぼすことをロトに告げるために、彼を訪れました。そしてロトはこの御使いを自分の家に

招き入れました。ソドムの人々は御使いを引き渡すように要求しましたが、ロトは自分の娘を犠牲にしてでも

この御使いたちをかくまおうとしました。ここで「屋根の下」と訳されているのが聖書で最初のツェールです。

このようにツェールには、「自分の子どもを犠牲にしてでもかくまう」、隠す、覆うという意味があると考えら

れます。 

 

そして次にレーヴ「心」について、この言葉は創世記 6:5 で最初に使われています。 

 

【新改訳改訂第３版】  

創世記 

 6:5 【主】は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることがみな、いつも悪いことだけに傾くのをご覧にな

った。 
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このように、本来のレーヴが示す「心」とは、良い心、正しい心ではなく「人の悪」、「悪い」心、罪の心であ

ることが解ります。つまり十字架、ツェレヴを構成する二つの言葉、ツェールとレーヴの持つ意味を合わせる

とこのようになります。 

 

「自分の子を犠牲にしてでも悪人、罪人をかくまう、隠す、覆う」 

 

これはまさにイェシュアの十字架を指し示していると言えます。神様はご自分の御子を犠牲にしてイスラエル

のそむきの罪を覆い、滅びを免れる、守るためにイェシュアを十字架にかけられた、というメッセージを読み

取ることができます。 

 

またこのツェレヴを構成する三つの文字を別々に考えた場合、「義」

を意味する文字ツァーデー(ב)、「杖、権威」を意味するラーメド

これらを組み合わ、(ב)そして「家、国」を意味するベート、(ג)

せると「義なる方が、権威の杖をもって治めし国」となり、これ

もイェシュアが鉄の杖をもって世界を治める「メシア王国」とし

ての「神の国、御国」を表す言葉となり得ます。 

 

【新改訳改訂第３版】  

黙示録 

12:5 女は男の子を産んだ。この子は、鉄の杖をもって、すべての国々の民を牧するはずである。その子は神

のみもと、その御座に引き上げられた。 

 

このように、ヘブル語の視点で見るならば、十字架は「神の国、御国」を指し示すものだと考えられます。「十

字架につけろ、十字架につけろ」と、あくまで十字架にこだわったのは、ユダヤ人たちではなく、実は神様ご

自身によることだったと考えられます。十字架は私たち教会とクリスチャンのシンボルです。私たちはこれを

見上げる時、私の罪の身代わりとなって死んでくださったイェシュア、そして神様の愛を思い、感謝をささげ

るのです。しかしヘブル語でこの十字架をツェレヴとして見るならば、それだけではない、より深い真理を、

神様のご計画の完成である「神の国、御国」を見出すことができると考えられます。 

 

３．罪状書き 

 19:19 ピラトは罪状書きも書いて、十字架の上に掲げた。

それには「ユダヤ人の王ナザレ人イエス」と書いてあった。 

「ユダヤ人の王」それがイェシュアの罪状でした。「ユ

ダヤ人の王」として、「ユダヤ人の王」であるがゆえに十

字架にかかられたということです。そして「ナザレ人イエ

ス」について、以前ナザレという地名には、ナーツァル(נ という意味があると述べました。そし「守る」(ַרבָּ
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てイエス、イェシュア( とは「救う」という意味があることも述べました。つまりこの罪状書きをヘブ(ֵיׁשּועַַּ

ル語で見るならば「ユダヤ人を救い、守る王」と解釈することもできると思われます。 

 

 19:20 それで、大ぜいのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かっ

たからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシヤ語で書いてあった。 

ユダヤ人たちの公用語はヘブル語でした

が、当時ユダヤを支配していたローマの全

領土の東側に位置するこの地域の主な公

用語はギリシヤ語となっていました。使徒

の働き 6:1 に当時エルサレムにもギリシ

ヤ語を使うユダヤ人がいたことが記され

ています。一方ローマの西側の領土の主な

公用語はラテン語でした。「ユダヤ人の王

ナザレ人イェシュア」の名が、ヘブル語だ

けでなくラテン語とギリシヤ語でも書か

れた理由として考えられることは、イェシュアの存在がローマ全土に知れ渡ること、すなわちイェシュアの宣

べ伝えた神の国の福音が、後にローマ全土に届けられることを指し示していたということではないかと考えら

れます。事実 A.D392 年にキリスト教は、ローマ帝国の唯一の宗教、すなわち国教となります。その後キリ

スト教はユダヤ的、ヘブル的な要素と分離し、更にカトリックとプロテスタントに分派するという歴史を辿り

ます。現在世界で唯一ラテン語を公用語とする国、バチカン市国はカトリック教会の総本山です。またカトリ

ック教会の礼拝や祭儀には、今も多くのラテン語が用いられます。一方そこから分かれたプロテスタント教会

は、ギリシヤ語を原語とする新約聖書を土台に成長してきました。つまりイェシュアの十字架に掲げられた「ユ

ダヤ人の王ナザレ人イエス」と書かれたヘブル語、ラテン語、ギリシヤ語の三つの言語は、今日同じ聖書を聖

典とする三つの宗教、教派（ユダヤ教、カトリック教会、プロテスタント教会）を表しているとも考えられ、

そしてそれら三つは全て「ユダヤ人の王ナザレ人イエス」に起因することが指し示されているとも考えられま

す。 

 

４．こだわり 

 19:21 そこで、ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、「ユダヤ人の王、と書かないで、彼はユダヤ人の王と自

称した、と書いてください」と言った。 

 19:22 ピラトは答えた。「私の書いたことは私が書いたのです。」 

ユダヤ人たちを恐れるあまり、無罪のイェシュアを十字架にかけることを許可してしまったピラトでしたが、

この罪状書き「ユダヤ人の王ナザレ人イエス」に関しては、文句をつけてきたユダヤ人たちに対して「わしが

書いたものにつべこべぬかすな！」と言わんばかりの抵抗を示します。これはローマ総督としての彼のささや

かなプライドとも受け取れますが、尋問が始まってからイェシュアを「ユダヤ人の王」とすることへのピラト

のこのこだわりは、ユダヤ人たちがあくまで十字架刑にこだわって「十字架につけろ！」と叫んだことと同じ

くらい不自然です。ですからこのこともまた目に見えない神様の働きかけと捉えるべきだと思われます。まる

エルサレム 

ラテン語地域（西ローマ） 

ギリシヤ語地域（東ローマ） 

地中海 

黒海 

【ローマ帝国の領土】 
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で悪魔の業や人の悪が暴走しているかのような状況の中でも、手綱を握っておられるのはやはり神様なのです。

そして何より全ては神様のご計画の中で行われていることなのです。ですからこれらの場面の筋書きは全て神

様が「わたしが書いたのです。」ということがここに表されていると考えられます。 

 

５．着物 

 19:23 さて、兵士たちは、イエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、ひとりの兵士に一つずつあた

るよう四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに織った、縫い目なしのものであった。 

 19:24 そこで彼らは互いに言った。「それは裂かないで、だれの物になるか、くじを引こう。」それは、「彼

らはわたしの着物を分け合い、わたしの下着のためにくじを引いた」という聖書が成就するためであった。 

この「成就するためであった。」とある聖書の箇所は詩篇 22:18 だと考えられます。 

 

【新改訳改訂第３版】  

詩篇 

22:18 彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物を、くじ引きにします。（詩篇 22:18） 

 

この「着物」という言葉は、ヘブル語でベゲド(ֶדֶלב)といいますが、実はベゲドにはもう一つ全く違う意味が

あります。それは「裏切り」という意味です。イェシュアは「ユダヤ人の王」として十字架にかかられました。

ですからこの「着物」ベゲドが指し示す「裏切り」は、歴代のイスラエルの王たち、そしてその民の「裏切り」

だと考えられます。神様はイスラエルの父祖アブラハムを選び、彼とその子孫であるイスラエルの民と契約を

交わし、彼らによって地上の全ての民族を祝福するというご計画を提示されました。そしてイスラエルの民は

それに同意し、神の民となることを誓いました。しかし彼らはやがてその神様を退け、人間の王を立て、そし

てその王たちが偶像礼拝に走るという大罪を犯しました。旧約聖書に記されたイスラエルの歴史は、まさに神

様を裏切り続けたベゲド「裏切り」の歴史です。その結果イスラエルは国土を敵に奪われ、民は捕囚となり、

世界中に離散していくことになります。ですからここで「四分した」着物と「一つに織った」下着とは、イス

ラエルの民のことを表していると考えられます。つまり四つに分けられたイェシュアの着物は、北イスラエル

王国を表していると考えられます。北イスラエルは、B.C722 年アッシリヤによって滅ぼされ、捕囚となって

「四方」、つまり世界中に離散させられたからです。そして引き裂かれることなく取られたイェシュアの下着

は、南ユダを表していると考えられます。南ユダは、B.C586 年バビロンによって滅ぼされ、捕囚となってし

まいますが、その 70 年後、北イスラエルとは違い、世界中に離散することなく、つまり引き裂かれることな

く帰還を果たしているからです。 

 

アダムの罪以来、人間にとって着物と下着はもはや身体の一部です。神様とイスラエルとは本来そのような関

係なのです。しかしそれがはぎ取られた出来事がこの十字架です。イェシュアは着物も下着も脱いで、裸で十

字架にかかられました。なぜ着物と下着をつけたままではなかったのか、そこには誰も同伴するもの、付随す

るもの、一糸まとわぬ、まったくの孤独、本当にたった一人の状態で十字架にかかられ、イスラエルのすべて

の罪を、たった一人で背負われる姿が現されていると考えられます。このように、イェシュアはイスラエルの

代表として、まさに「ユダヤ人の王」として、たった一人でイスラエルの罪を背負って十字架にかかられたの
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です。 

 

そしてイェシュアの十字架の死によって、イスラエルの「裏切り」の罪が赦され、神様との関係が回復するこ

とが「裏切る」という意味を持つベゲドの動詞形バーガド(ַדלָּב)の最初の言及の箇所に示されていると考えら

れます。それは以下のようなものです。 

 

【新改訳改訂第３版】 

出エジプト記 

 21:7 人が自分の娘を女奴隷として売るような場合、彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできない。 

 21:8 彼女がもし、彼女を自分のものにしようと定めた主人の気に入らなくなったときは、彼は彼女が贖い

出されるようにしなければならない。彼は彼女を裏切ったのであるから、外国の民に売る権利はない。 

 

これは律法にある奴隷に関する規定の一つです。この規定にあるようなことが神様とイスラエルの民との間に

起こりました。イスラエルの民は神様の娘のような存在でしたが、その背きの罪のために、外国に奴隷として

売られるような存在となりました。しかしそれは「贖い出されるようにしなければならない」、つまり奴隷の

状態から再び神様の娘へと、イェシュアの十字架の死という代価を払って買い戻されなければならないことが、

ベゲド「着物、裏切り」の動詞形、「裏切る」バーガドという言葉の本来の意味の中に示されていると考えら

れます。 

 

６．御心 

このように、イェシュアは「ユダヤ人の王」として、ユダヤ人、すなわちイスラエルの民のそむきの罪、「裏

切り」の罪の、その贖いのために十字架にかかられました。イェシュアの十字架に掲げられた「ユダヤ人の王

ナザレ人イエス」という罪状書きは、まさにそのことを表しています。ですから私たち異邦人が、イェシュア

の十字架の死によって罪を赦され、そして救われるためには、イスラエルの民に接ぎ木される、イスラエルに

連なる者となる必要があるのです。使徒の働き 4:12 で聖霊に満たされた使徒ペテロがこのように述べていま

す。 

 

【新改訳改訂第３版】 

使徒の働き 

 4:10 皆さんも、またイスラエルのすべての人々も、よく知ってください。この人が直って、あなたがたの

前に立っているのは、あなたがたが十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリス

トの御名によるのです。 

 4:12 この方以外には、だれによっても救いはありません。天の下でこの御名のほかに、私たちが救われる

べき名は人に与えられていないからです。」 

 

人がその罪の呪い、裁き、死と滅びから救われるためには、イェシュアによる他はないのです。これが人が救

われるための唯一の方法なのです。そのイェシュアが「ユダヤ人の王」として、イスラエルの背きの罪のため
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に十字架にかかられたということであるならば、私たち異邦人がイェシュアを信じて救われるということは、

イスラエルに連なる者となるということと同じ意味を持っているのです。ですからこのように理解すべきです。

「私は、イスラエルに連なる者となることで、イェシュアの十字架の死による贖いが、私の罪のうちにも及ん

で救われた。」ということです。このイスラエルを軽視、また無視することは、聖書全体に記された神様のご

計画に文句をつけるようなものです。それに対し、神様はピラトを通してこのように言われていると信じます。

「わたしが書いたものは、わたしが書いたのです。」と。 

 

しかし文句ではなく、疑問を持つことは大いにすべきことだと思います。「なぜユダヤ人なのか？なぜイスラ

エルなのか？」「なぜ神様はこのようなことをなさるのか？」と問いかけることは非常に重要です。いやむし

ろ私たちはそのように問いかけなければならないと信じます。それこそが今私たちができる「神の国とその義

を求める」唯一の行為であると信じます。ですから私たちは大いに問いかけ、そして聖書からその神様のご計

画を知り、それを信じ、受け入れ、そしてそれがそのまま成るようにと祈りましょう。では最後にこの御言葉

をご一緒にお読みしましょう。 

 

【新改訳改訂第３版】 

マタイ 

 6:9 だから、こう祈りなさい。『天にいます私たちの父よ。御名があがめられますように。 

 6:10 御国が来ますように。みこころが天で行われるように地でも行われますように。 

アーメン 

 

 


