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ヘブル人への手紙を味わう 
 
No.1      イエスを仰ぎ⾒る 

 
●「ヘブル⼈への⼿紙」のキーワードは「イエスを仰ぎ⾒る」ことです。キーワードとは「鍵の⾔葉」という意味

です。⾃分の家に⼊る時、あるいはどこかの建物の中に⼊る時には鍵を持っていなければ⼊れません。同様に、聖

書 66 巻のそれぞれの書にも、その中に⼊っていくための鍵があります。その鍵を持っていることですんなりと⼊

ることができるのです。 

 

●さて、ヘブル⼈への⼿紙のキーワードはどこにあるかと⾔いますとかなり先にあります。その箇所は 12 章 2 節

です。その箇所のいくつかの聖書の訳を⾒てみましょう。 

 
【新改訳】「信仰の創始者であり、完成者であるイエスから⽬を離さないでいなさい。」 

【⼝語訳】「信仰の導き⼿であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ⾒つつ、」 

【新共同訳】「信仰の創始者、また完成者であるイエスを⾒つめながら。」 

【フランシスコ会訳】「信仰の導き⼿であり、その完成者であるイエスに⽬を注ごうではありませんか。」 

【柳⽣訳】「我々の信仰を初めから終りまで⽀えていて下さるイエスだけを⾒つめながら」 

【NKJV】looking unto Jesus, the author and finisher of our faith (イエスに注意を向けながら) 

【TEV】Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end (まなざしをイエスに

固定して) 

 

※「信仰の創始者、導き⼿」 

―信仰の最初の動機を与えてくださった信仰のパイオニア、「信仰の完成者」―信仰を成熟(円熟)へと導く模範者。 

 

●「⽬を離さない」「仰ぎ⾒る」「⾒つめる」「⽬を注ぐ」と訳されている原語は、「アフォラオー」(αφοραω)です。

聖書の原⽂であるギリシア語の聖書では、ここともう⼀箇所(ピリピ 2:23、ただしその箇所ではこの語彙のもつ「わかる」

という意味で使われています)にしか使われていません。聖書にはある書巻にしか使われていないことばというものが

あります。ひとつしかないということでそれを無視してはなりません。数が少なくても、それはひとつの個性であ

り、なにか⼤切なものを秘めているということがあるのです。そしてそれはとても重要なのです。そんな発⾒をし

ながら、そのことばのもつ意味を考えることは楽しいことです。 

 

●「アフォラオー」(αφοραω)とは、イエスを⾒つめるために、ほかのすべてのものを⾒るのをやめることを意味

します。真のキリスト者とは、完全な集中⼒をもって神の恵みとイエス・キリストの驚くべきわざを⾒つめ(仰ぎ)、

驚きのまなざしをもって⾒ることです。それは、まさに恋⼈が愛する⼈をうっとりとみつめている様⼦に近いかも

しれません。そうです。私のイエス様、 My Jesus ―の世界です。 
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●私たちの⼼を散らす⼀切のものから⽬をそむけて、ただイエスにのみ⽬を注ぐという⽣き⽅です。愛するという

のはそういうことではないでしょうか。夫婦の間でも、⾃分の連れ合いにではなく、ほかの⼈に⽬が⾏っていたと

したら、いい夫婦となれる保証はありません。⽬移りしていたのでは、良い関係を持つことはできません。まして

や愛の関係を持つことはできません。イエスを「仰ぎ⾒る」ということは、イエスを本当の意味で愛しているとい

うことですし、愛しているならば、「仰ぎ⾒る」ということは決して難しいことではないはずです。 

 

●⾃分が今直⾯している問題や周囲の状況にばかり気を取られたり、あるいは⾃分⾃⾝や⾃分の弱さにばかり気を

取られたりすると、⾒なければならない⼤切なものを⾒ることができなくなってしまいます。関⼼は⾃分⾃⾝では

なくて、イエスに向けることです。なぜなら、この⽅こそ私にとって最も必要な⽅だからです。ですから、へブル

書が⾔わんとするように、「イエスから⽬を離すことなく、イエスを仰ぎ⾒、私たちのまなざしをイエスにしっか

りと固定して、イエスに⽬を注がなければなりません。」 

 

●「⽬」というのは私たちの体の⼀部分ですが、聖書において「⽬」という場合、存在の全体を表します。イエス

は⾔われました。「からだのあかりは⽬です。それで、もしあなたの⽬が健全なら、あなたの全⾝が明るいが、も

し⽬が悪ければ、あなたの全⾝が暗いでしょう。」(マタイ 6:22〜23) それゆえ、私たちが⽬を向けるべき、注意

を払うべき⽅はただひとり主イエス・キリストです。彼こそ、私たちの「信仰の創始者であり、完成者」だからで

す。 

 

●マタイの福⾳書 14 章で、五千⼈の給⾷の奇跡の出来事のあと、イエスは強いて弟⼦たちを⾈に乗り込ませて、

⾃分よりも先に向こう岸へ⾏かせました。ところが、向かい⾵のために、波に悩まされていました。そんなとき、

イエスが湖の上を歩いて来られたのです。そのときにペテロとイエスが交わしたやりとりがあります。ペテロはこ

う⾔いました。「主よ。もし、あなたでしたら、私に、⽔の上を歩いてここまで来い、とお命じになってください。」

するとイエスは「来なさい」と⾔われました。そこで、ペテロは⾈から出て、⽔の上を歩いてイエスの⽅へ⾏きま

した。ところが、⾵を⾒て、こわくなり、沈みかけたので叫び出し、「主よ。助けてください。」と⾔いました。そ

こで、イエスはすぐに⼿を伸ばして、ペテロをつかんで⾔われました。「信仰の薄い⼈だな。なぜ疑うのか。」 

 

●この話は、ペテロが勇敢にもイエスの「来なさい」という招きのことばを信じて⾈から⼀歩⾜を出し、⽔の上を

歩いた出来事です。すごいことです。ところが、⾵に⽬を奪われたとき、彼の⼼に恐れが来て沈みかけたのでした。

ペテロがイエスを⾒ているときには沈むことはなかったのです。この話はとても教訓的です。私たちもイエスから

⽬を離すとき、他のことに気を取られるときにペテロと同じようなことが起こるのです。 

 

●ヘブル⼈の⼿紙を味わうために必要なポイントは、なによりもまず「イエスを仰ぎ⾒ること」、この⼀点にすべ

てのことがかかっているということを、⼼に留めたいと思います。 
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No.2     御⼦を通して語られる神 
 

はじめに 
 

●ここでは、御⼦は御⽗の最後の完全な代弁者であること、神がご⾃⾝のひとり⼦である御⼦イエスを通して、最

後の完全な切り札として私たちに語っておられることを学びたいと思います。 

 
【聖書箇所 1 章 1〜2 節】 

 

【新改訳】 

1 神は、むかし先祖たちに、預⾔者たちを通して、多くの部分に分け、また、いろいろな⽅法で語られましたが、 

2 この終わりの時には、御⼦によって、 私たちに語られました。 

 

【リビングバイブル訳】 

1 ずっと昔、神様は、幻や夢や、時には、直接の語りかけなどの、いろいろな⽅法で、預⾔者たちを通して先祖 

たちに、ご⾃分の計画を少しずつ明らかになさいました。 

2 しかし今の時代には、ご⾃分のひとり息⼦を通して語っておられます。 

 

●このテキストの要点は、神は、昔は預⾔者たちを通して語られましたが、この終わりの時代には(つまり今の時代

には)、神(「ホ・セオス」(ὁ θεὸς)のひとり⼦、つまり御⼦(「ヒュイオス」υἱός)イエスによって最終的に、し

かも完全な形において語られているということなのです。⽇本には⼋百万の神がありますが、そのすべては「⼝が

あっても語れず、⽬があっても⾒えない。⽿があっても聞こえず、⿐があってもかげない。⼿があってもさわれず、

⾜があっても歩けない。のどがあっても声をたてることもできない。」(詩 115 篇 5〜7 節)－そんな神です。なぜな

ら、それらは⼈の⼿によって造られた偶像だからです。偶像の神はむなしい存在です。聖書ははっきりと偶像の神

の本質を語っています。それは「⾃分のために造られた神」だということです。「⾃分ために」―⾃分の欲望を無

限に肯定してくれるような神、都合が悪ければ顔を背けてくれている神、まことに都合のいい神―それが偶像の神

です。結びの神、⼦宝の神、安産の神、受験シーズンに必要な学問の神、商売繁盛の神、建物を建てる前に事故が

ないように守ってくれる地の神、・・などいろいろです。挙げればキリがありません。そのような神は決して私た

ちに語ってくれる神ではありません。私たちの都合に合わせてかかわってくれればよいわけです。私たちに本当に

必要なことを語ってくれる神、私たちが誤った道を歩んでいるならば、その危険を知らせてくれる神でもありませ

ん。なぜなら「⼝があっても語れず、⼿があっても触れず、喉があっても声も⽴てることができない」からです。 

 

●聖書の神は「語られる神」です。⼝をもって私たちに語りかけ、⽿をもって私たちの祈りや叫びをお聞きになり、

必要があれば、御⼿をもってかかわってくださる⽅です。宗教学的にいうならば、⼈が作った偶像の神に対して、

啓⽰の神ということばが使われます。「啓⽰の神」とは、神ご⾃⾝が⾃ら現わされない限り、決して⼈には知るこ

とのできない神のことです。この「啓⽰の神」は、私たちの都合で⾔うことを聞いてくれるような⽅ではありませ
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ん。神の語られることを私たちが聞いて信じることなしには、かかわることのできない神なのです。 

 

●その「啓⽰の神」―つまり「語られる神」について、へブル⼈への⼿紙の作者は、「1 神は、むかし先祖たちに、

預⾔者たちを通して、多くの部分に分け、また、いろいろな⽅法で語られましたが、2 この終わりの時には、御⼦

によって、 私たちに語られました。 ・・」と記しています。ですから、私たちはこの御⼦の語ることに聞く⽿を

持たなければならないのです。 

 

●御⼦イエスは、その⽣涯においてしばしば「⽿ある者は聞きなさい」と⾔われました。キリスト教についていろ

いろな情報を⽿にするかも知れませんが、イエスの語ることばに直接、⽿を傾ける構えがなければなりません。御

⼦のことばはどこに⾏けば聞けるのかと⾔えば、聖書の中にそれが記されています。あるいはイエスの語ることを

解き明かしてくれる教会とかかわらなければ聞くことはできません。 

 

1. いろいろな⽅法で 
 

●LB 訳では、「神様は、幻や夢や、時には、直接の語りかけなどの、いろいろな⽅法で」と訳しています。いろい

ろな⽅法の中には、御使いやくじ引き、奇跡的な出来事などがあります。しかし、どのような⽅法で語られたのか

は重要なことではありません。⼤切なことは、神が語りかけたという事実です。そして神の⺠(あるいはそれを聞く

者)が、それをどのように受け⽌め、理解したのかが重要なのです。 

 

2. 預⾔者たちを通して 
 

●重要なことは、どの預⾔者もやがてイエス・キリストによって実現する神の完全な救いの計画を⾒て預⾔してい

たという事実です。ところが、キリストによる「終わりの時」におけるキリストの教会時代のことは旧約時代の預

⾔者たちには啓⽰されていませんでした。 
預⾔者が⾒ていた終わりの時         終わりの時代の構造 

  
 

●教会時代は、神の⺠であるユダヤ⼈がメシアを拒んだがゆえに、新たに啓⽰されたことでした。それは使徒パウ

ロにはじめて啓⽰されたものでした。パウロはこれを「奥義」(今まで隠されてきた事柄という意味でのミスティリ

オン)と呼んでいます。 
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3. 今は、御⼦を通して語りかけておられる神 
 

●これまで神は多くの預⾔者によって語られましたが、御⼦は神の完全な、究極の啓⽰者です。したがって、この

御⼦の声を⽇々聞いて⽣きることが、神の⼦とされた私たちにとってなによりも重要なことなのです。福⾳書は、

天から告げる御⽗の声がイエスの⽣涯において⼆度あったことを記しています。⼀つはイエスが公⽣涯に⼊られる

前に洗礼を受けられた後に天が開けて御霊が鳩のような形をして下られ、そして天からの声がしました。「あなた

はわたしの愛する⼦、わたしはあなたを喜ぶ。」 もうひとつは、御⼦イエスがどのようなお⽅であるかを弟⼦の

筆頭であるペテロが「あなたは神の⼦キリストです」と告⽩した⼀週間後に、イエスは弟⼦のペテロとヤコブとヨ

ハネだけを連れてヘルモン⼭に⾏かれた時、そこでイエスの御姿がまばゆいばかりの光に包まれました。そのとき

雲の中から声がしました。「これは、わたしの愛する⼦、わたしはこれを喜ぶ。彼の⾔うことを聞きなさい。」と(マ

タイ 17:5、マルコ 9:7、ルカ 9:35)。 

 

●天から、あるいは雲の中から語られた御⽗の声の中に、御⽗と御⼦の関係がいかなるものであるかが、また、御

⽗と私たちとのかかわりがいかなるものであるべきかが如実にあらわされています。御⽗の御⼦に対するゆるぎな

い愛、その⽅を私たちのために遣わされた御⽗が、「彼の⾔うことを聞きなさい」と告げることばの中に、御⽗が

御⼦を信任し、全権をゆだねておられるのが分かります。 

 

●わかっているようで、わかっていないことがあまりにも多くありますが、そのひとつに「御⽗と御⼦の関係」が

あります。いずれも神でありながら、全く異なるペルソナ(ー⼈間で⾔うならば⼈格、異なる意志と感情をもった存

在―)を有する。しかも、両者がひとつであるというかかわりです。そんなかかわりを持っているのはこの世には聖

書の神以外に存在しません。そこで御⽗と御⼦のこの特異なかかわりを整

理しておきたいと思います。 

 

●神(御⽗)は、すべて御⼦「によって」(「をとおして」、through)しか

何事もなさいません。御⼦によって、御⼦とともに、御⼦のために、御⼦

のうちにあって、すべてをなさる⽅です。それほどに御⼦を信頼し、愛し、

その存在を喜んでおられるのです。しかも永遠にです。神が天と地を創造

され、私たち⼈間を神の在り⽅に似せて造られましたが、それも、御⼦に

よって(御⼦をとおして)、御⼦とともに、御⼦のために、御⼦のうちにあって

なされたのです。 

 

●そうしたかわわりのキーワードは「ゆるぎない信頼」「賦与(与えること)」「委

任」「愛」「喜び」です。これは御⽗の御⼦に対するかかわりのキーワードです。

反対に御⼦の御⽗に対するかかわりのキーワードもやはり「ゆるぎない信頼」

と「従順」です。このようなかかわりをもった御⽗と御⼦が、私たち⼈間に対
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してことをなさるのです。その⼀つが「語りかける」ということでした。 

 

●「語りかける」というのは、 

①それは相⼿とかかわろうとする意欲の現われです。 

②それはその⼈⾃⾝の開⽰といえます。もし語ることがなければ、⾃分の⼼の思いや意向を伝えることはできませ

ん。同様に、だれも近づくことのできない光の中に住みたもう神が⾃ら語り出すのは、ご⾃⾝を私たちに啓⽰する

ためです。 

③それは相⼿に聞くことを要求します。それゆえ、「彼の⾔うことを聞きなさい」との天からの声に、私たちは全

⼼の注意を払って⽿を傾けなければなりません。 

 

●神は、かつて預⾔者たちを通して不完全な形で語りましたが、今や、御⼦によって完全な形で語られたのです。

「天よ。聞け。地よ。⽿を傾けよ。」(イザヤ 1:2) 「⽿ある者は聞きなさい」と呼びかけられています。 
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                ⽐類なきお⽅、御⼦ 
 

 

はじめに 

 
【聖書箇所】 

2 この終わりの時には、御⼦によって私たちに語られました。神は、御⼦を万物の相続者とし、また御⼦によって世界を造ら 

れました。 

3 御⼦は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現われであり、その⼒あるみことばによって万物を保っておられます。また、 

罪のきよめを成し遂げて、すぐれて⾼い所の⼤能者の右の座に着かれました。 

 

●1 節から 3 節までの箇所に、御⼦について、簡潔でしかも御⼦についての驚くべき内容が⾒事に凝縮されて紹介

されています。御⼦イエスとはいったい何者なのか、御⽗とのかかわりにおいて、また私たち⼈間とのかかわりに

おいて何者なのか。これぞ、知っているようで知らないことなのです。分かっているようで分かっていないことな

のです。 

 

●1〜3 節で紹介されている御⼦に関することが、へブル書全体で解き明かされていくわけです。それは新⽣児が

最初に飲む⻩⾊みを帯びた初乳のようなものです。⾚ちゃんが⽣まれてから最初に出てくる⺟乳は、ものすごく濃

い乳だそうです。それは、あまりにも濃過ぎて、⾚⼦以外にはとても飲めるような代物ではありませんが、⾚ちゃ

んはそれをそのまま飲んでしまうのですから、驚きです。しかしそこにはものすごく⼤切なものが凝縮されている

と⾔われます―ちなみに、初乳には後に分泌される⺟乳に⽐べて、新⽣児の免疫⼒を⾼めるものが多く含まれてい

るそうです。⾚ちゃんは⺟親の⺟乳を通して栄養素と抗体を得るわけです。これは神が御⼦を通して、私たちに必

要な栄養素と抗体を得ることのひとつの型です。私たちは、御⼦を通して、すなわち、神(御⽗)が御⼦に与えたす

べてのものを、御⼦を通して得ることができるのです。⾚ちゃんが⺟親を通して必要なすべてのものを得るのと同

様です。 

 

●1〜3 節までのテキストの中に、驚くべき凝縮されている御⼦についての紹介を⾒てみましょう。濃いのですん

なり飲めないほどです。それほどの内容が凝縮されている箇所です。今朝は、濃くても、⼀気にそれを飲み⼲して

みたいと思います。消化し切れずに、下痢を起こしてしまうかもしれませんが、それでも飲んでみたいと思います。 

 

●先ほどの聖書箇所(2 節後半〜4 節)は、以下のように、四つの項⽬に整理できるのではないかと思います。 

(1) 御⼦は神の究極的啓⽰者 

(2) 御⼦は万物の相続者、創造者、そして保持者 

(3) 御⼦は罪のきよめを成就し、 神の右に着座された祭司・王 

(4) 御⼦は神の栄光の輝き、神の本質の完全な顕現者 
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●(1)についてはすでにふれました。ここでは、(2) (3)に絞って⾒てみましょう。 

 

1. 御⼦は万物の相続者、創造者、そして保持者  
 

(1)「万物」とは 

この世界とその中に存在するすべてのもの (⽬に⾒えるものも⾒えないものも、存在するすべて)、つまり、宇宙全

体のこと。 

(2)「相続者」であるとは 

御⽗のすべて(権威、⼒、⽗のもっている膨⼤な富と栄光)を受け継いだ者、相続の権利を有する者、受け継いだも

のの所有権を有する者 ―  

※それは、神のひとり⼦(=御⼦) しかいません。 

私たちはこの御⼦イエスによって神の⼦どもとされるのですが、「もし神の⼦どもであるならば、相続⼈なのです。

御⼦を通して神の共同相続⼈とされるのです。 

(3)「創造者」であるとは 

すべてのものにいのちを与えた⽅。「造られたもので、この⽅によらずにできたものは⼀つもない。」(ヨハネ 1:2) こ

とばをもって無から有を⽣じさせた⽅「『光よ、あれ。』すると光があった。」のごとく。私たちは私たちを造られ

た創造者である御⼦とかかわることなくしては、⾃分の存在の意味もまた存在の使命も⾒出すことができません。 

(4)「保持者」であるとは 

① すべてのかかわりを統御(コントロール)し、秩序を保たれる⽅ 

② 造られたものに対して、必要のすべてを与えることのできる⽅ 

③ すべてを⽀配される⽅ 

 

●保持者としての御⼦のところに私たちがいかなければ、私たちを⽣かし

てくれる⼈々に出会うことはできせん。私たちはひとりで⽣きることがで

きないように造られています。依存しうる存在が必要です。⾃然がそれぞれ相互依存しているように、私たちも⼈

からの理解や、励ましや慰めをもらわなければ⽣きられないのです。御⼦はそうしたかかわりを私たちに与えてく

ださる⽅です。造られただけでなく、私たちを⽣かすために、ありとあらゆる環境を備えてくださる⽅、それが保

持者としての務めなのです。 

 

2. 御⼦は罪のきよめを成就し神の右に着座された祭司 
 

●「罪のきよめを成し遂げて、すぐれて⾼い所の⼤能者の右の座に着かれました。」には、私たちが罪⼈であるこ

と、本来の神のかたちを喪失した⼈間のために、御⼦イエスがなにをしてくださったか、それが要約されています。 

「罪のきよめ」とは、私たちの⾝代わりによる罪の赦しと神の⼦どもとしての権利の回復を意味しています。それ

は御⼦イエスが⼗字架にかかることを通して実現しました。罪のきよめは、私たちのために神が備えてくださった
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痛ましい⼗字架という出来事によってもたらされました。それによって私たちは、神に、完全に、しかも永遠に受

け⼊れられたのです。それは神の⼀⽅的な愛という他ありません。 

 

●御⼦イエスは⼗字架の⾎潮によって私たちを、何らはばかることなく、何ら臆することなく、何ら責められるこ

となく、なんら恐れることなく、⼤胆に、神の御前に近づくことができるようにしてくださったのです。それは私

たちが御⼦イエスとともに、神の⼦として喜びを持って⽣きるためです。私たちの努⼒ではなく、神の愛がそのよ

うにしてくださったのです。御⼦イエスの苦しみは、私たちに対する愛の苦しみでした。それは私たちが三位⼀体

の神がそうであるように、互いに愛をもって⽣きるためです。 

 

●御⼦イエスはさらに、罪のきよめを成し遂げられた後に、「すぐれて⾼い所の⼤能者の右の座に着かれました。」

それは私たちのためです。私たちのために、⼤祭司として御⽗にとりなすためです。私たちの祈りはみなこの御⼦

のとりなしによって聞かれるのです。祈りの最後に、「イエス・キリストのお名前によって祈ります」というのは

そのためです。祭司としての働きは、今もなお継続しています。 

 

まとめ 
 

①御⼦は神の代弁者という意味で預⾔者でした。主がモーセに語った約束、すなわち、「わたしは彼らの同胞のう

ちから、彼らのためにあなたのような⼀⼈の預⾔者を起こそう。わたしは彼の⼝にわたしのことばを授けよう。彼

はわたしが命じることをみな、彼らに告げる」と⾔われた預⾔者でした。 

②御⼦は「罪のきよめをなし」とあるように、⼤祭司でもありました。 

③御⼦は万物の「相続者」(所有者)として「⼤能者の右の座につかれた」王でもあられました。 

 

●これらの三つの職を同時に合わせ持った⼈物は、御⼦しかいません。あえて⾔うならば、かろうじてダビデが御

⼦の型ということができます。使徒 2 章 30 節、Ⅱサムエル 6 章 14 節参照。 
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No. 4      御使いに勝る御⼦ 

 
はじめに 
 

●少々、分かりにくい表現です。分かりやすく⾔うならば、「御⼦は御使いたちに勝る存在とされた」ということ

です。とは⾔っても、私たちにとって、御使いの存在は必ずしも意識されていないのが現実ではないかと思います。

信仰のあかしで「御使いが・・」というのを私はあまり聞いたことがありません。意識していないからです。神様

が、主が、聖霊様が、とは⾔いますが、「御使いが」とはあまり聞きません。ですから、御⼦が御使いと⽐較され

ても、あまりピンとこないのです。しかし今回、しばしここにとどまり、私たちの⽣涯において、神から遣わされ

た御使いがどれほど深くかかわっていてくださって「いた」(過去)か、あるいは今もかかわってくださって「いる」

(現在)か、あるいは将来も続けてかかわって「くださる」(未来)ことを知るならば、私たちの信仰⽣涯はより確か

な歩みとなるにちがいありません。御使いのことについて今朝、教えてくださいと⼼の中で祈りつつ聞いてくださ

い。そこでまず、御使いの存在とその特徴についてお話し、次に、御使いが聖書の中でどのように働かれたのかを

検証しながら、その働きの原則というものを学びたいと思います。 

 

1. 御使いの存在とその働き 
 

(1) 霊的な存在(⽬に⾒えない存在)であるが、知性(その知性は⼈間をはるかに超えています)と⾃由意志を 

兼ね備えています。 

 

(2) 神に仕えるか否か、善と悪の選択はただ⼀度限り。 悔い改めることも堕落することもできません。 

●その決定はすでになされている。悔い改めることができないというのは、⼈間とは全く異なるところです。私た

ちはどんな悪の道を歩んでいたとしても、神の喜ばれない歩みをしていたとしても、悔い改めることができます。

悔い改めて、神の⼦どもとして歩むことができるのですが、ひとたび、悪の選択をした天使は後戻りができず、そ

の運命はすでに定められているのです。変えることはできないのです。 

 

(3) 性別の区別もありません。 

●それゆえ、当然ですが、結婚することもありません。 

 

(4) 天使ということばは、名前ではなく、役割・職務を⽰す名称です。 

●そもそもなぜ御使いを神は創造されたかというと、それは、神に仕えるためです。また、やがて創造の冠として

創造される⼈間に仕えるためでもあります。ところが、⼈間が造られる以前に、御使いの頂点にいたルシファーと

いう天使―最も美しく、最も賢く、他の天使からも信頼されていた存在―が神をさておいて、⾃分がこの宇宙のボ

スになろうとしたことから、神はこのルシファーを奈落の底に落としました。そのとき、ルシファーは⾃分に従っ

た天使の仲間たちと⼀緒に地獄に落ちたのです。そのルシファーはサタン(神に逆らう者、⼈を訴える者)となり、



 
ヘブル人への手紙を味わう 

11 
 

彼に従った⼿下の御使いたちは悪霊(複数)と呼ばれるようになりました。つまり、私たちが造られる以前に、霊の

世界では、神に仕える良い御使いと、サタンに従う堕落した御使いたちが存在していたのです。 

 

●良い御使いたちは、他にもいろいろな呼び⽅をされています。たとえば、

「御使い」、「天使」「エンジェル」(森永製菓の商標―かつて創業者はクリス

チャンだったようですが・・)、他にも「神の使者」、複数になると「天の軍

勢」という⾔い⽅もします。黙⽰録は御使いの登場回数が他より群を抜いて

います。そこには、御座の周りで多くの御使いたちが神を賛美している光景

が記されていますが、その数は「万の幾万倍、千の幾千倍」であるとありま

す。 

 

●天の光景を⾒せられたヨハネはその数を数えることはできませんでした。万の幾万倍ですから、⾼度な天体望遠

鏡でもそれほどの数を⾒ることはできないはずです。それらの数の御使いたちが⼀⻫に昼も夜も⼤声で神を賛美す

るわけですから、…私たちの想像を絶する世界です。私たちが礼拝するとき、私たちだけでなく、天の軍勢も共に

神を賛美しているというあたりから意識することを⼼がけるとよいかと思います。 

 

●御使いには名前をもった御使いもいます。特別な名前があるわけですから、それなりの役割があるわけです。 

ほかにも、神の契約の箱を守っている「ケルビィム」という名の御使いがおります。それぞれ役割が異なっていま

す。 

①「ミカエル」という御使いは、「御使いのかしら」だと聖書にあります。(ユ

ダ書) どちらかというと、敵(サタンと悪霊たち)との戦いにおいて遣わされ

る御使いです。 

②「ガブリエル」という御使いは、主に、⼤切な神のメッセージを伝える役

⽬をもった御使いで、マリアにイエスの受胎を告知したのもこの御使いです。 

③「セラフィム」(どういうわけか複数形です)は、 

a. 6 枚の翼を持つ、２枚の翼で顔を覆い、2 枚の翼で⾜を覆い、残りの 

2 枚で⾶翔する御使いです。この天使を描いた画家はいないようです。  

b. 預⾔者イザヤだけが⾒た天使。  

c. しかも、常に神の周りを⾶翔しながら、「聖なるかな、聖なるかな、聖な 

るかな (Holy, Holy, Holy―サンクトス)」と神を称えている御使いです。 

 

2. 御使いの声を聞いた⼈々 
 

●聖書の中には、はっきりと御使いの声を聞いた⼈々がいます。それは特別な⼈たちであって、私たちはそんな御

使いの声など、今⽇は、聞くことができないという⼈もいるかもしれません。知ってください。私たちは御使いが

今も天において歌っている賛美を礼拝の中で、共に歌っています。「共に」です。そうしたことが意識化されると、



 
ヘブル人への手紙を味わう 

12 
 

神が私に語られたという場合も、あるいは聖霊様が私に語ってくださったということを聞きますが、それは御使い

の声であるかもしれません。⼤切なことは意識することです。御使いの存在を意識することです。 

 

(1) マリアの場合 

 

●クリスマス・シーズンには、しばしばイエスの誕⽣の物語が語られます。このイエスの誕⽣は私たちの理性では

つまずきです。なぜなら、御使いガブリエルが⼄⼥マリアに話しかけたという事実だからです。最初はマリアも驚

きますが、「こわがることはない。あなたは神から恵みを受けたのです」と聞かされたときはすっかり落ち着いて

います。そして次なる⼤切なメッセージを聞かされたのです。「あなたはみごもって男の⼦を⽣みます。名をイエ

スとつけなさい。その⼦はすぐれた者となり、いと⾼き⼦と呼ばれます・・。」この告知に対してマリアはどうし

てそのようなことがあり得るのかを尋ねます。すると御使いは、「聖霊があなたの上に望み、いと⾼き⽅の⼒があ

なたを覆います。それゆえ、⽣まれる者は、聖なる者、神の⼦と呼ばれるのです。」と答えます。そして、この告

知の極めつけは「神にとって不可能なことは⼀つもありません。」という御使いのことばでした。この告知に対す

るマリアの態度は、「どうぞ、あなたのおことばどおりこの⾝になりますように。」でした。神は御使いを通して、

私たちの理解を超えたことを語られます。現実にはあり得ないことです。皆さんがこのたぐいのことばをもし聞い

たとしたら、どう答えるでしょうか。 

 

(2) コルネリオとペテロの場合・・不思議な意味のある出会い 

 

●不思議な、しかもやがて歴史が変わっていくような意味のある出会いにおいても御使いの働きがありました。カ

イザリヤに住む神を敬うローマの百⼈隊⻑であったコルネリオの所に御使いがやってきて、ヨッパというところに

ペテロがいるから、そのペテロを家に招待しなさいと語りました。コルネリオは御使いを「はっきりと⾒、そして

聞いた」のでした。コルネリオはそのことがどんなことになっていくのかは、少しも分かりませんでした。しかし、

彼は御使いの⾔われるままにしたのです。 

●ペテロはペテロでやはり彼に対する特別な取り扱いを幻で⾒、そして天からの声を聞いていました。天からの声

ですから、あるいは御使いの声と⾔えるかもしれません。ユダヤ⼈の⾷物規定で汚れたとされるものが⼊った敷布

のようなものが天からつり下ろされて、「さあ、ほふって⾷べなさい」という声が聞こえました。ペテロは「それ

はできません。私は⼀度もそのようなものを⾷べたことがありません。」と答えるのですが、「神がきよめた物を、

きよくないと⾔ってはならない」という声が聞こえました。ペテロがこの幻はいったい何だろうと思っていると、

あなたを招くようにコルネリオ様から⾔いつかってまいりましたという使いの者がペテロの所にやってきました。

そのようにしてペテロはコルネリオの所を訪れるのですが、本来、決して交わることをしなかった異邦⼈のところ

にペテロは⾏ってイエス・キリストの福⾳を伝えたとき、彼らは救われたのでした。これは異邦⼈伝道の⾨が開か

れてそこに踏み切るように励ます画期的な出来事となったのです、実際には、異邦⼈伝道は使徒パウロが神の召し

とてなされていくのですが、彼を理解するためには使徒ペテロの証⾔が必要だったのです。 

あなたのところにも御使いが訪れて「これ〜のことをするように」と告げる声を聞くかも知れません。それがなに

を意味するのか、おそらく分からないはずです。しかしそれを受留めるときに、神の導きの⽷が他の⼈との出会い
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によって結びついていくのです。 

●きわめて⼤きな意味を持つ不思議な出会いーそれは⼈との出会いの中に、あるいは本との出会い、あるいは出来

事との出会いの中に、御使いが遣わされたのです。御使いの存在があったのです。それを知らずに、私たちは単な

る導きと感じているだけかもしれません。意識しなければ分からないのです。 

 

(3) ペテロとパウロの場合・・死に直⾯したときの救出 

 

●みなさんは今にも死にそうになったという経験をしたことがあるでしょうか。そのような時にも、御使いは私た

ちを救い出します。死んでもおかしくない状況の中で、⽣かされるという経験です。ペテロとパウロはその経験を

しました。 

●ヘロデという王はユダヤ⼈を喜ばせるために、翌⽇、使徒のペテロを処刑しようとしていました。ところが処刑

の前夜、突然、ペテロは御使いに起こされました。すると鎖が⼿から落ちました。帯を締め、靴を履いて、上着を

着て、御使いについて⾏きました。⾨はひとりでに開き、外に出ることができました。救出されたのです。番兵た

ちがいたにもかかわらず、牢からなんなく脱出できたのです。ペテロは最初夢を⾒ているように思っていましたが、

牢の外に出てから、御使いが彼から離れて⾒えなくなると、彼は我に返り、「主は御使いを遣わして、すべての災

いから私を救いだしてくださった」と知ったのです。 

●パウロの場合も、ローマ⾏きの船旅において難破するという経験をします。⼆週間ほど続いた暴⾵⾬でみな死を

覚悟していました。その時、パウロは「あなたは必ずカイザルの前に⽴つ」という御使いの声を聞いたのです。そ

んなことではあなたは死なない、あなたには神の計画があるということを確信させる励ましでした。そのことをパ

ウロは聞かされて、⼈々を励ましました。 

●⾏き詰まりや失意の中で、あきらめの気持ちがやってくるかもしれません。それは⽣きる⼒を失わせます。ある

いは⼤きな過ちを犯したときにも、お先真っ暗になって果たして⾃分の⽣きる道はあるのかとうなだれます。そん

なとき、私も主の声を聞きました。いや、ある⼈の⽂章を読んでいるときでした。御使いかも知れません。「あな

たはもう⼀度やり直すことができます。あなたが⽴ち直ったら、他の⼈々を⼒づけてやりなさい。」と。 

 

(4) イエスの御使いについての教え 

 

「あなたがたは、この⼩さい者たちを、ひとりでも⾒下げたりしないように気をつけなさい。まことに、あなたが

たに告げます。彼らの天の御使いたちは、天におられるわたしの⽗の御顔をいつも⾒ているからです。」 

 (マタイ 18:10) 

●つまり、ここでの意味は、⼩さな者、弱い者のひとりでも⾒下げたりしないようにしなさい。それは彼らのため

に遣わされている御使いたちが、どのような助けをすべきかを⽗の顔をい常にうかがっているからだということで

す。ですから、⼩さな者であっても、弱い者であっても⼼配することはありません。なぜなら、「御使いはみな、

仕える霊であって、救いの相続者となる⼈々に仕えるため遣わされ」ている(ヘブル 1:14)からです。これはなんと

すばらしいことでしょうか。 

●イエスの御使いについてのもうひとつのことばをあげておきましょう。⼼躍ることばです。 
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ルカ 15 章にある「失ったものが⾒つかったときの異常な喜び、いなくなった⼀匹の⽺が⾒つかって異常に喜ぶ⽺

飼い、銀貨⼀枚が⾒つかった婦⼈の異常な喜び、そして放蕩息⼦が帰って来て喜ぶ⽗親の異常な喜びが記されてい

ます。この異常な喜びはまさに神の私たちに対する喜びなのです。そこにこうあります。「あなたがたに⾔います

が、・・ひとりの罪⼈が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びがわき起こるのです。」 (ルカ 15:10) もしそう

だとしたら、⼤切なことは、私たちが悔い改めて(180 度、向きを変えるという意味です)、つまり、神に⽅向を変

えて、「ありのままで」帰ることです。⽴派になってから神を信じて従っていこうではなく、これこれ、あれこれ

を改善してから神に従っていこうではなく、そのままで、ありのままで、⽗のもとに帰ることです。そのとき、神

の御使いたちに喜びがわき起こるのです。 

 

(5) 私たちにとっての御使いの存在の意義 

 

「御使いはみな、仕える霊であって、救いの相続者となる⼈々に仕えるため遣わされた・・」 

 (ヘブル⼈への⼿紙 1 章 14 節) 

※「救いの相続者」とは、主イエスを信じる者たちのことです。 

「主の使いは主を恐れる者の回りに陣を張り、彼らを助け出される。」(詩篇 34 篇 7 節) 

「まことに主は、あなたのために、御使いたちに命じて、すべての道で、あなたを守るようにされる。」 

(詩篇 91 篇 11 節) 

●これらは、私たちにとって何と⼼強いみ⾔葉でしょう。 

 

おわりに 
 

●これまで私たちのために遣わされている御使いのことを⾒てきました。しかし、「神の御使いはみな、彼を拝め。」

(ヘブル 1:6)とあるように、その御使いたちはいつも主であるイエスを礼拝しています。なぜなら、御⼦は「御使

いよりもまさるものとなられ」た(同 1:4)からです。「まさる」と訳された原語は「ディアフォロス」διαφορος

で、「〜に対してまさっている、すぐれている」という意味だけでなく、「他のものとは質が異なっている」という

意味があります。御⼦は御⽗に信任された存在として、御使いたちとは全く質の異なった特別な存在なのです。で

すから、御使いの主であるお⽅にいつも栄光を帰さなければなりません。御使いの働きがどんなに素晴らしくても、

彼らを賛美してはなりません。エホバの証⼈たちが⾔うように、イエスは単なる「敬うべき存在」なのではなく、

御使いにまさる(質の)異なった存在として、あがめられるべき存在、御⽗と同格の礼拝されるべきお⽅なのです。 
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No. 5   ⼈に栄光と誉れの冠を与えるために苦しまれた救いの創始者 

 

はじめに 
 

●「御使いはみな、仕える霊であって、救いの相続者となる⼈々のために遣わされたのではありませんか。」(ヘブ

ル 1:14)とあるように、御使いとは「仕える霊」です。神と⼈に「仕える」ために造られたのであって、決して礼

拝を受けるべき⽴場にはありません。また、「仕える」という点においても、御使いが御⼦イエスに勝るというこ

とはないのです。イエスは⾔われました。「わたしが来たのは、仕えられるためではなく、かえって仕えるためで

あり、また、多くの⼈のための、贖いの代価として、⾃分のいのちを与えるためなのです。」(マルコ 10:45)と。「仕

える」とは、「多くの⼈のための、贖いの代価として(⾝代わりとして)、⾃分のいのちを与える」ことだとしていま

す。つまり、⼈のためにしもべとして仕えて、究極には⾃分のいのちを与えるということが可能となるためには、

御⼦は⼈間とならなければなりません。その点、御使いは「仕える」ことができたとしても、⼈間になることはで

きません。その意味において、御⼦は御使いにはるかに勝る存在なのだとヘブル⼈への⼿紙の著者は語っているの

です。 

 

●「仕える」ということばの名詞は「しもべ」です。「わたしが来たのは、仕えられるためではなく、かえって仕

えるために来た」と断⾔された御⼦イエスのこのことばは、⾃ら、最も低い「しもべ」の⽴場を⽢受されたものと

⾔えます。そうした御⼦のことを、へブル書の著者は「救いの創始者」(2:10)と名付けました。「救いの創始者」

は「救いの君」とも「救いの指導者」とも訳されます。 

 

1. すばらしい救いをないがしろにしてはならない 
 

●ところで、へブル⼈への⼿紙の第 2 章はひとつの「警告」から始まっています。これはへブル書の特徴なのです

が、この⼿紙のキーワードである「イエスを仰ぎ⾒る」、つまり「イエスから⽬を離さないでいなさい」というこ

とをいつも印象付けるために、作者は⼿紙のところどころにこのキーワードを思い起こさせる部分を挿⼊していま

す。第 2 章では最初の節にそれが書かれています。「ですから、私たちは聞いたことを、ますますしっかり⼼に留

めて、押し流されないようにしなければなりません。」(2:1) 

 

●「聞いたこと」というのは、神が多くの預⾔者たちを通して語られたこと、そして終わりの時代には御⼦によっ

て余すところなく完全に語られたことを意味しています。御⼦は御⽗の完全な啓⽰者です。この御⼦イエスによっ

て、神からのすばらしい救い(グッドニュース)が私たちに語られているのです。ですから、その御⼦イエスから聞

いたことを、ますます、しっかりと、注意深く⼼に留める必要があるのです。「⼼に留める」とは、より⼀層の注

意を払うということです。マリヤのように、「イエスのことばに聞き⼊り」、それを信じて⽣きるということです。

これは働き以上に⼤切なのです。そうした⽣き⽅が必要な理由が⼆つ挙げられています。 
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(1) 私たちは⾒るものや聞くものによって、押し流されやすい存在だということ 

 

●流⾏に流されやすい、マスコミの報道に流されやすい、⼈のうわさに流されやすい。私たちは⾃分が⽬にしたも

の、⽿にしたものによって影響を受けやすいものです。トラウマという⼼の障害は、私たちが⽬にしたもの、⽿に

したものによって、⼼の働きが制限されてしまう障害です。私たちが、神の声を聞き、神の御顔を⾒ることにもっ

と注意を向けることができるなら、私たちが⽬にしたこと、⽿にしたことから守られるようになっていくのです。

またそこから解放されていくのです。 

 

(2) 御⼦によるすばらしい救いをないがしろにすれば、処罰を免れないこと 

 
【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 2 章 2〜4 節 

  2 もし、御使いたちを通して語られたみことばでさえ、堅く⽴てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰 

を受けたとすれば、 

   3 私たちがこんなにすばらしい救いをないがしろにした場合、どうしてのがれることができましょう。この救いは最初主に 

よって語られ、それを聞いた⼈たちが、確かなものとしてこれを私たちに⽰し、 

   4 そのうえ神も、しるしと不思議とさまざまの⼒あるわざにより、また、みこころに従って聖霊が分け与えてくださる賜物に 

よってあかしされました。 

 

●「御使いを通して語られたことば」というのは旧約の律法のことです。モーセの律法は御使いたちによって与え

られました。旧約時代には律法に違反し、従わなかった場合には、そのペナルティとして当然の処罰を受けました。

イスラエルの社会から追放されるということもありました。ましてや終わりの時代に、御⼦によって備えられた「す

ばらしい救い」、「⼤いなる救い」をないがしろにした場合、当然ながら、その処罰を免れることはできないという

ことです。このことが御⼦イエスにもっとしっかりと注意を払わなければならない理由なのです。その理由の裏付

けの⼀つとして、後の世に、再び御⼦によってすべてのものを従わせるという預⾔を詩篇 8 篇から引⽤しています。 

 

2.  神は、後の世に、再び、御⼦によってすべてのものを従わせる 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 2 章 5〜9a 

5 神は、私たちがいま話している後の世を、御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。 

6 むしろ、ある個所で、ある⼈がこうあかししています。「⼈間が何者だというので、これをみこころに留められるので 

しょう。⼈の⼦が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。 

7 あなたは、彼を、御使い(詩篇の原⽂では「エローヒーム」=神)よりも、しばらくの間、低いものとし、彼に栄光と誉れの冠 

を与え、 

8 万物をその⾜の下に従わせられました。」万物を彼に従わせたとき、神は、彼に従わないものを何⼀つ残されなかったのです。 

それなのに、今でもなお、私たちはすべてのものが⼈間に従わせられているのを⾒てはいません。 

9 ただ、御使いよりも、しばらくの間、低くされた⽅であるイエスのことは⾒ています。 
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●5 節に「神は、私たちがいま話している後の世を、御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。」とあり

ます。「後の世」のギリシア語は、「やがて来ようとしている」という意味の動詞「メロー」(μέλλω)の分詞で、将

来に現わされる救いの約束です。その約束とは御⼦がすべてのものを従わせるというものです。ちなみに、この「後

の世」はメシア的王国(千年王国)を表わすことばです。そのことを説明するために、著者は詩篇 8 篇を引⽤してい

ます。詩篇 8 篇での「⼈の⼦」とは、イエスのことであり、「第⼆の⼈」「最後のアダム」のことが預⾔されている

のです。メシア王国における統治権を、神は御使いには与えず、御⼦に与えるのですが、そこには四つのことが預

⾔されています。詩篇 8 篇 5〜6 節を引⽤してみましょう。 

 
【新改訳改訂第３版】詩篇 8 篇 5〜6 節 

8:5 あなたは、⼈を、神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。 

 8:6 あなたの御⼿の多くのわざを⼈に治めさせ、万物を彼の⾜の下に置かれました。 

 

 

①「神よりいくらか劣るものとし」(ヘブル⼈への⼿紙では「しばらくの間、低くされた」) 

ここは主イエスの受⾁から⼗字架に⾄るまでの 33 年間のすべてが含まれています。 

②「栄光と誉れの冠をかぶらせました。」(へブル⼈への⼿紙では「栄光と誉れの冠を与え」) 

ここは復活と昇天、御⽗の右の座の着座を意味しています。 

③「あなたの御⼿の多くのわざを治めさせ」(へブル⼈への⼿紙ではこの部分を省略し④に含ませています。) 

  ここは主が地上再臨され、王なるメシアとして即位され、千年間、⽀配されることを意味しています。 

④「万物をその⾜の下に置かれました。」(へブル⼈への⼿紙では「万物をその⾜の下に従わせられました。」) 

   ここも、主が地上で王として即位され、千年間、⽀配されることを意味しています。千年の後には、地上の 

⽀配権は神である⽗に渡されます(Ⅰコリント 15:24〜28)。 

 

●さて、御⼦イエスにもっとしっかりと注意を払わなければならない理由のもうひとつの裏付けは、⼈としての栄

光と誉れを回復するために、御⼦イエスが「多くの苦しみ」を通してそれを実現したということです。 

 

3. すばらしい救いは、「多くの苦しみ」を通して実現した 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 2 章 9 節後半〜10 節 

 9 ただ、御使いよりも、しばらくの間、低くされた⽅であるイエスのことは⾒ています。イエスは、死の苦しみのゆえに、 

栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は、神の恵みによって、すべての⼈のために味わわれたものです。 

  10 神が多くの⼦たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を、多くの苦しみを 

通して全うされたということは、万物の存在の⽬的であり、また原因でもある 

⽅として、ふさわしいことであったのです。 
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●イエスの⽣涯を⼆つに分ける「問い」があります。(右図を参照) 

第⼀の問いの答えは、「あなたは神の御⼦キリストです。」というペテロのした信仰告⽩でした。これは御⽗の啓⽰

によるものであることをイエスはペテロに語りました。この信仰告⽩こそニ千年間のキリスト教会で告⽩され、戦

ってきた告⽩です。この告⽩こそ、教会の⼟台であり、クリスチャンはこの信仰告⽩なしには⽴つことはできませ

ん。この告⽩の上に教会は建てられています。この告⽩なしには、どんなに⽴派な会堂(建物)があったとしても、

真の教会とは⾔えません。この告⽩のあるところは、たとえ⼩さな群れであっても、真の教会なのです。 

 

●この告⽩の直後に、イエスは⾃分がエルサレムにおいて、「多くの苦しみ」を受けることを予告します。弟⼦た

ちはこのことを理解することができませんでした。「捨てられ、殺され、よみがえられねばならない。」と。 

この「ねばならない」という表現は、「捨てられねばならない、殺されねばならない、そして、よみがえられねば

ならない」という意味です。神のしもべとしての職務が全うされるためには、このように多くの苦しみを受けると

いうことが定まっているということなのです。なぜでしょう。なぜ、苦しまなければならないのでしょう。答えの

ヒントは、実は、へブル⼈への⼿紙の 2 章 10 節にあります。 

「神が多くの⼦たちを導くのに、彼らの救いの創始者を、多くの苦しみ

を通して全うされたということは、万物の⽬的であり、また原因でもあ

る⽅として、ふさわしいことであったのです。」(2:10) 

 

●「ふさわしい」とは、それに値するほどの価値があるという意味です。

バランスが取れているということです。⺟親が⼦どものために多くの時

間を使います。⾃分の時間というものがないほどです。弱い⼦ども、⼿

のかかる⼦どもであればあるほど、⺟親は⾃分の時間が犠牲となります。

⼦どものために時間を与えるからです。時間だけでなく、すべての労⼒と⼼を注ぎ出します。 

 

●親業とはいえ、⼦に対する責任とはいえ、それは親にとっては、ある意味で「苦しみ」でもあります。かかわる

ということは責任を伴います。いつもそうした責任が肩にかかっています。⽚時も頭から離れることはありません。

そんな責任を担っていない⼈にはわからない重荷(ないしは苦しみ)な

のです。 

 

●しかしその苦しみは、愛のゆえに担うのではありませんか。愛によっ

て⼦どもは健全に育つとすれば、その苦しみはやがて⼤きく報われるの

です。⼦どもと親とのうるわしい関係は、愛による苦しみ、苦しみを伴

う愛をやがて互いに理解し合うところにあるのではないでしょうか。親

は⼦どもが愛について知らなくとも、⼀⽅的に愛を注いでいきます。⼦

どもが親のそうした愛を本当に理解するのはずっと後になってからかもし

れません。このことは神と私たちの関係にも似ています。神の私たちに対す
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る愛は⼀⽅的です。私たちが、神にとって有益で、役⽴つ者であればその愛も報われるでしょうが、たとえ、無益

で、無⽤な者であったとしても、愛を注いでくださるのが神の愛です。その神の愛は、多くの苦しみを受けるとい

う形で表わされました。その究極が⼗字架における⾝代わりの死です。「多くの苦しみ」を受け、「捨てられ」「殺

され」たのです。御⼦の使命は、この世において、仕える者として、愛のゆえに、私たちのために苦しんでくださ

ったことにあります。 

 

4. 愛は、苦しみを伴う 
 

●「愛と苦しみ」、これには深い関係があります。「神への信頼と多くの苦しみ」ーこれには深い、深い関係がある

のです。苦しみなしに神への従順を学ぶことはできないのです。イエスも苦しみの中で神を信頼することを試され

ました。愛の世界に苦しみは不可⽋なのです。苦しみを逃れての愛の世界はあり得ないのです。バビロン捕囚の体

験をした者がこう告⽩しています。「苦しみに会ったことは、私にとってしあわせでした。私はそれであなたのお

きてを学びました。」「苦しみに会う前には、私はあやまちを犯しました。しかし今は、あなたのことばを守ります。」

と。 

●ここでの「学ぶ」ということばは、神の愛の⼼を知ったという意味です。⼦どもが⼤きくなって様々な苦しみに

出会って、親の愛の苦しみを知ったという意味でもあります。「多くの苦しみ」を通して、神と⼈が、親と⼦がよ

り深い愛のかかわりの世界、いのちの世界を築いていけるようになるのではないでしょうか。 

 

●今や、「すばらしい救い」が御⼦イエスによってもたらされています。私たちを神の栄光に導くためです。神に

とって、私たちは愛されるにふさわしいそれほどの価値があるからです。しかしそのためには、神が⾃ら「多くの

苦しみ」を通して獲得されたものであることを⼼に留める者となりましょう。そして、⼀⼈⼀⼈が神の愛の中に招

かれ、私たちも神の愛をもって⽣きる者とさせていただきたいと思います。 
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No. 6     あわれみ深い⼤祭司イエス 

 

 

はじめに 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 2 章 11〜18 節 

11 聖とする⽅も、聖とされる者たちも、すべて元は⼀つです。それで、主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、 

こう⾔われます。 

  12 「わたしは御名を、わたしの兄弟たちに告げよう。教会の中で、わたしはあなたを賛美しよう。」 

  13 またさらに、「わたしは彼に信頼する。」またさらに、「⾒よ、わたしと、神がわたしに賜った⼦たちは。」と⾔われます。 

  14 そこで、⼦たちはみな⾎と⾁とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これは、 

その死によって、悪魔という、死の⼒を持つ者を滅ぼし、 

  15 ⼀⽣涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた⼈々を解放してくださるためでした。 

  16 主は御使いたちを助けるのではなく、確かに、アブラハムの⼦孫を助けてくださるのです。 

  17 そういうわけで、神のことについて、あわれみ深い、忠実な⼤祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じように 

ならなければなりませんでした。それは⺠の罪のために、なだめがなされるためなのです。 

  18 主は、ご⾃⾝が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。 

 

 

●ヘブル⼈への⼿紙を特徴づける重要な⾔葉があります。ヘブル⼈への⼿紙は全部で 13 章ありますが、1 章と 11

章を除くすべての章に登場する名詞があります。それは「⼤祭司」という⾔葉です。すでに、この⼿紙のキーバー

ス(主要聖句)は「イエスを仰ぎ⾒る」こと、「イエスから⽬を離さないでいなさい」というものでしたが、このイエ

スを⼤祭司として、⼤祭司なるイエスとして⽬を離さないことがこの⼿紙のメッセージなのです。 

そもそも⼤祭司とはどんな存在なのでしょうか。何者なのでしょうか。なにをする者なのでしょうか。⼤祭司とあ

りますから、祭司の親分、祭司集団のトップの存在ということになります。 

 

●旧約ではアロンが最初の⼤祭司として神から任命されました。祭司集団

はイスラエルの⺠が神を礼拝するために、そのすべてを取り仕切る集団と

して神から選ばれました。イスラエルの⺠たちが神を礼拝するためには、

罪のためのいけにえ(強制的)、および、ささげもの(任意)をもってこなけ

ればなりませんでした。⼿ぶらで礼拝することはできなかったのです。⺠

たちの神を礼拝するための⼿続きとして、いけにえをほふり、⾎を取り、

それを祭壇に注いだり、⽪をはいで分解して、脂肪や⾁を神の祭壇の上で

焼いたりします。また洗盤で⼿と⾜を洗って清めてから、聖所に⼊ってパンを備え、⾹をたき、油を補充して聖所

を照らしました。こうしたことが毎⽇、休みなく⾏われたのです。その中でも⼤祭司は、年に⼀度だけ、⾄聖所と

⾔われるところに⼊ります。 
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●その⾄聖所には契約の⽯が⼊った祭壇があり、⺠全体のための罪のあがないをするために⼊ることが許されまし

た。このことによって、⺠たちの罪は赦され、神との交わりが可能となりました。この幕屋がやがてソロモン時代

には神殿となって規模もはるかに⼤きくなりましたが、毎年の⼤贖罪⽇のときには、動物の⾎が川のように神殿か

ら流れたようです。⾎を流すことなしに神との交わりはあり得ませんでした。今は、イエス・キリストが完全な⼀

回限りのいけにえの⾎潮をささげてくださったことにより、私たちはキリストによって、⼤胆に神の前に近づくこ

とができるのです。そうした礼拝制度、神との交わりのために仕えていた祭司たちのトップが⼤祭司でした。図が

⽰しているように、神と⼈間との仲介的存在でした。私たち⼈間を代表する者として、また、神を代表する者とし

ての存在でした。この⼤祭司を、へブル⼈ヘの⼿紙の作者は「あわれみ深い⼤祭司」と述べています。今朝は、そ

のことに触れるテキストを取り上げて、あわれみ深い⼤祭司イエスのことについて、共に考えてみたいと思います。 

 

1. あらゆる点で、私たちと同じになることの必要性 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 2 章 17 節 

こういうわけで、神のことについて、あわれみ深い、忠実な⼤祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じように 

ならなければなりませんでした。それは⺠の罪のために、なだめがなされるためなのです。 

 

●「こういうわけで」というのは、この場合、前の節を受けての接続詞です。その前にはどういうことが書かれて

いるかというと、こうです。「イエスは、・・アブラハムの⼦孫である⼈々に、救いの⼿を差し伸ばされました。」(尾

⼭訳)⇒「こういうわけで」(新改訳)と訳しているのですが、「だからこそ」「そこで」とも、訳せることばが使われ

ています。そして、原⽂では「イエスはあらゆる点で兄弟たちと(私たちと)同じようになることがどうしても必要

であった。」という⽂章が続いているのです。ギリシア語原⽂では最初にくることばが強調されます。そのように

訳されている聖書があります。今⽇はリビングバイブルの訳を⾒てみましょう。 

●イエス様には、あらゆる点で、兄弟である私たちと同じになることが、どうしても必要だったのです。 そうし
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てはじめてイエス様は、私たちにとってはあわれみ深く、神様にとっては忠実な⼤祭司として私たちの罪を取り除

くことができたのです。 

 

●⾯⽩いことに、新改訳聖書では「あわれみ深い、忠実な⼤祭司となるため」という部分が、「私たちにとっては

あわれみ深く、神様にとっては忠実な⼤祭司として」というふうに、私たちへのかかわり⽅と、神へのかかわり⽅

とを分けて訳しているのが⾯⽩いところです。ここでは、私たちに対するイエスのかかわり⽅にのみ注⽬していき

たいと思います。 

 

●「私たちにとってあわれみ深い⼤祭司となるために、イエスはあらゆる点で、兄弟である私たちと同じになるこ

とが、どうしても必要だったのです。」・・「イエスがあわれみ深い⼤祭司になるのが先か、イエスがあらゆる点で

私たちと同じになることが先か」。これは卵が先か、ニワトリが先かの問題になって収拾がつかなくなりますから、

ここではイエスがあわれみ深い⼤祭司になることと、すべての点で私たちと同じになるということが、密接な関係

をもっているということを受け⽌めたいと思います。 

 

●「私たちと同じになる」という意味は、ただ単に、私たちと同じ⼈間としての体(⾁体)を持つということだけで

はありません。そこにはもっと深い意味が隠されているように思います。 

イエスの受洗と私たちの受洗の意味とは異なります。イエスの場合は私た

ちと⼀体(ひとつ)となることの本格的なスタートを意味し、私たちの場合

はイエスと⼀体(ひとつ)となることの本格的なスタートを意味する⼀回的

な出来事でした。このことについてもう少し、詳しく取り上げてみたいと

思います。 

 

2. あわれみによる連帯の⼒ 
 

●「あわれみ」Compassion 英語ではコンパッション。このことばが意味することは、「ともに苦しむこと、とも

に耐えること」です。あわれみは、傷ついているところへ赴かせ、痛みを負っている⼈々のところに赴かせ、失意

や恐れ、混乱や苦しみを分かち合うようにさせます。また、悲惨の中にある⼈とともに叫びをあげ、孤独な⼈とと

もに悲しみ、涙にくれる⼈とともに泣くように私たちを促します。それはまた、弱い⼈とともに弱くなり、傷つい

た⼈とともに傷つき、無⼒な⼈とともに無⼒になることを要求するのです。そのように、あわれみは、⼈間の状態

のなかにどっぷりと浸ることを意味します。これが、「主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなり

ませんでした。」という意味であり、「あらゆる点で、兄弟である私たちと同じになることが、どうしても必要だっ

たのです。」ということの意味です。 

 

●あわれみをこのようにみると、それは単なる「親切」とか、「優しさ」だけでは説明しきれないものがあること

がはっきりとします。あわれみは私たちの⾃然な⼼の反応として⽣まれるものとは⾔えません。むしろ、逆に避け

たいものではないかと思います。なぜなら、私たちは本能的に苦痛を忌避する(嫌って避けること)者だからです。
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ましてや、他⼈のために、他⼈とともに苦しむことなど望まないからです。イエスは「あなたがたの⽗があわれみ

深いように、あなたがたもあわれみ深い者となりなさい。」(ルカ 6:36)と⾔われましたが、それは、⼈間の状態の

なかにどっぷりと浸って、ともに苦しむこと、ともに耐えることへの呼びかけなのです。ですから、このイエスの

呼びかけは、実は、私たち⼈間の⽣まれつきの性質に逆らうような呼びかけと⾔えます。 

 

●神は全能の神なのですから、その⼒で、私たちの問題を簡単に解決することができたはずです。なにも私たちと

同じようになって、共に苦しむ必要はなかったはずです。今⽇の「オタク族」のように、天にいながらにしてなん

でもできたはずです。ところが聖書は「主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。」

とあります。「あらゆる点で、兄弟である私たちと同じになることがどうしても必要だったのです。」と⾔います。

なぜでしょう!!  その理由は? それは、神のあわれみの神秘(奥義)が⽰されるためです。神が私たちとともにおら

れるということの真意を経験させるためです。 

 

●神はあわれみ深い神であるというとき、その意味するところは、なによりも「神がわたしたちと⼀体になること

を選ばれた」ということを意味します。主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥とはされません。このことは、すでに、ヘ

ブル 2 章 11 節でこう記されています。「聖とする⽅も、聖とされる者たちも、すべて元は⼀つです。それで、主は

彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こう⾔われます。」と⾔って、旧約から三つの箇所を引⽤して、そのこと

を確証づけています。その引⽤は、新改訳の訳だとあまりピンときませんので、リビングバイブルでここを引いて

みましょう。主が彼らを兄弟たちと呼ぶことを恥としないという確証を次のように訳しています。 

 

12 節「わたしは⽗なる神のことを兄弟たちに語ろう。そして声を合わせて神を賛美しよう。」 

13 節「兄弟たちと共に、神を信じよう」と⾔い、さらに「さあ、わたしはここにいる。 神が与えてくださった⼦

供たちといっしょに」という箇所を引⽤しています。詩篇(22 篇)とイザヤ書(8 章)からの引⽤です。いずれにして

も、イエスが⾃分を信じる者たちを「兄弟と呼ぶことを恥としない」ということが重要です。 

 

●私たちの⾁親でも、⾃分の兄とか、姉とか、あるいは弟とか、妹とかを⼀家の恥と決めつけてしまうことがあり

ます。家族でありながらそうなのです。あいつはこの家の恥だというわけです。あいつさえいなければ、と苦々し

く思っている兄弟姉妹がいるのではないでしょうか。あの兄、弟がいるばっかりに、良い縁を結べない、良い会社

に就職できない、そう思っている家族が多いのではないでしょうか。⾃分の⼦どもを、甲斐性なしと⾔い、ロクで

もない⼦どもを授かったものだという嘆く親。反対に、どうしようもない親から⽣まれたものだと嘆く⼦ども。そ

れぞれを家の恥としている家族は多いのではないでしょうか。しかし、イエスを⻑兄とする神の家族にあっては、

この⻑兄は、たとえどんな兄弟姉妹であったとしても、決して恥とはしないというのです。この⻑兄の⼼は⽗の⼼

です。むしろこの兄であるイエスは⾃分の兄弟姉妹に対して、共に苦しみ、共に辱めを受けること、共に耐えるこ

とを⾃ら進んで受け⼊れるすばらしい兄なのです。これが「あわれみ」です。イエスの癒しは、すべてあわれみの

⼼からなされました。 

 

●イエスは「あなたがたの⽗があわれみ深いように、あなたがたもあわれみ深い者となりなさい。」(ルカ 6:36)と
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⾔われましたが、イエスご⾃⾝のすべての⾏動の背後には、このあわれみの⼼があったことを知ることは重要なこ

とです。福⾳書の中には実に多くの奇跡の出来事が記されています。もし、病気や痛みに苦しんでいる⼈々が、そ

の痛みから突然に解放されたという事実だけに私たちが関⼼を持っているとすれば、私たちは福⾳書の中の多くの

奇跡の出来事を誤解することになります。ここで⼤切なことは、病気をいやされたことではなく、このいやしへと

イエスを動かしたものがなんであるかということです。それはイエスの「深いあわれみ」によるものです。 

 

●福⾳書の中に 12 回だけ現われるすばらしい表現というか、⾔葉があります。そのことばは、新改訳では「かわ

いそうに思われた」と訳されています。/新共同訳では「深く憐れまれた」/⼝語訳でも「深くあわれまれた」/LIB

訳では「(⼼は)深く痛みました」/ He was moved with compassion (NKJV)は「あわれみに動かされて」という

ことでしょうか。ギリシア語「スプランクニゾマイ」は、本来「はらわたが痛む」という意味です。お腹が痛いと

いうのとは少し違います。「はらわた」には「⼦を宿す胎内」という意味もあります。つまり、神がなにかを⽣み

出す胎内には、神の優しさと寛⼤さのすべてが無限に隠されているのです。 

 

●イエスが「かわいそうに思われたとき」、神の胎内にある神の限りない、無尽蔵な計り知れない優しさがその姿

を表わすのです。これが神のあわれみの神秘であって、新約聖書のいやしの物語の中で、⽬に⾒えるものとなって

表わされたのです。ですから、「かわいそうに思って」というフレーズが出てくるときには、必ず、何らかの奇跡

的なことが顔を出すのです。それが癒しであったり、満たしであったり、よみがえりだったり、解放であったりす

るのです。 

 

①マタイの福⾳書 9 章 36 節 

イエスは 、群衆を⾒て、⽺飼いのない ⽺のように弱り果てて倒れている彼をかわいそうに思われた。 

②マタイの福⾳書 14 章 14 節 

イエスは⾈から上がられると、多くの群衆を⾒られ、彼らを深くあわれんで、彼らの病気を直された。 

③マルコの福⾳書 1 章 41〜42 節 

イエスは深くあわれみ⼿を伸ばして彼にさわって⾔われた。「わたしの⼼だ。きよくなれ。」すると、すぐに、 

そのらい病が消えて、その⼈はきよくなった。 

④マルコの福⾳書 8 章 2 節 

かわいそうに、この群衆はもう三⽇間もわたしといっしょにいて、⾷べる物を持っていないのです。空腹のまま 

家に帰らせたら、途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている⼈もいます。 

 

●このように、真の福⾳とは神が私たちの苦痛に⼼を動かされ、しかも、その苦脳に全⾯的にかかわってくださる

神であるということを知ることです。それは必ずしも、⽬に⾒える癒しや解決がみられないこともあるのです。 

そのことを考えるうえで、私たちが本当の安らぎや慰めを感じるときはどんな時かを考えてみると良いと思います。

おそらく、痛みや苦しみのただなかにある時、だれかがわたしのそばにいてくれることではないだろうかと思いま

す。あなたは、いっしょにいるだけで得られるやすらぎというものを経験したことはあるでしょうか。ある特別な

⾏為やすばらしい助⾔をしてもらう以上に、⾃分を⼼配してくれるだれかが、ただそばにいてくれさえするだけで、
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たとえその⼈が何か気の利いたことを⾔えなくとも、ただそばにいてくれるだけで、慰めや安らぎを与えられると

いうことはないでしょうか。そして状況がなにも変わっていないのに、安らぎと感謝と喜びがあふれてくるのです。 

 

●これはまさに詩篇に描かれている世界といえます。詩篇 41 篇には「幸いなことよ。弱っている者に⼼を配れる

⼈は」とあります。作者が病の苦しみにおいて、⼈のかかわりの真実を突き付けられます。信頼していた者も病気

を契機にきびすを返すという現実を経験しながら、作者は、弱さをもった者への連帯の⼤切さを教えられていくの

です。その連帯の⼒強さを確信するようになるのです。病気や精神的な苦しみや霊的な暗⿊を経験するときに、共

にいて、そばにとどまってくれることでやすらぎや慰めをもたらしてくれる⼈の存在は、⾎のつながった者以上に

親しい関係になっていくことがあります。そのような⼈たちは、連帯の絆のいのちを⽰してくれる存在なのです。

そのようなことを体験するたびに、新しい⼒と新しい希望が培われていくのです。これがあわれみのもたらす⼒で

す。 

 

●「あわれみ」とは「ともに苦しむこと、ともに耐えること」を意味します。そんな神のあわれみにあずかるとき、

私たちは全く新しい⽣き⽅に開かれます。それは、⼈間同⼠の⽐較や敵意、競争⼼から解放されて、互いに連帯し

て⽣き始めることができるようになるのです。つまり、相⼿の弱さや⾜りなさを恥とせず、ありのままで受け⼊れ、

共に⽣きることの中に、神のあわれみの深さを経験していく⽣き⽅です。 

 

●使徒パウロの書いたピリピ⼈への⼿紙の 2 章にはキリスト賛歌が記されています。 

 
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、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。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。(ピリピ 2:6〜8) 

 

●「ご⾃分を無にして、仕える者の姿をとり」とは、神であるお⽅が、⼈の理解や⼈がコントロールできる範囲を

超えるさまざまな出来事や⼒に対して、無⼒な状態を受け⼊れたということです。⼈は⾃分の思い通りできないと

思ったとき、あるいは健康や幸せを失ってしまうかもしれないというとき、悲しみや恐れや不安でいっぱいになり

ます。そうした私たちと同じく、主も恐れや不安や⼼配を味わわれたということです。 

 

●また、イエスは死という恥ずべき⼗字架の死に⾄るまで、⼈間の不安と恐怖、苦悶や痛み、そして犯罪⼈として

の恥辱の死をも味わわれたのです。⽣々しく、そして醜く、しかも⼈間としての品位をはぎ取られたかたちの死を、

お受けになられました。それは正常な⼈間ならば、決してだれも望まないような死に⽅でした。だれが、そこまで

へりくだる者になりたいという⼈がいるでしょうか。「偉くなりたい⼈は、仕える者に、あるいは最後の者になり

なさい。」と主イエスは⾔われましたが、だれがそんな最後の者になりたいと思うでしょうか。⼩さな、無⼒な⼦

どものような者になりたい⼈がいるでしょうか。⾃分の命を失い、貧しく、悲しむ、飢えた者になりたい⼈がいる

でしょうか。これらはみな、私たちの⾃然な傾きに反するものです。 
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●しかし、主がそこまでへりくだられたのは、私たちを理解し、どんな苦しみや試みの中にあっても理解し、共に

いてくださるためなのです。ここに主の私たちに対するあわれみがあります。もう⼀度、あわれみの定義を⾒てみ

ましょう。あわれみとは、「ともに苦しむこと、ともに耐えること」です。あわれみは、傷ついているところへ赴

かせ、痛みを負っている⼈々のところに赴かせ、失意や恐れ、混乱や苦しみを分かち合うようにさせます。また、

悲惨の中にある⼈とともに叫びをあげ、孤独な⼈とともに悲しみ、涙にくれる⼈とともに泣くように私たちを促し

ます。それはまた、弱い⼈とともに弱くなり、傷ついた⼈とともに傷つき、無⼒な⼈とともに無⼒になることを要

求するのです。そのように、あわれみは、⼈間の状態のなかに、どっぷりと浸ることを意味します。しかし、それ

だけでは終わりません。必ず、逆転の勝利があるのです。その証拠にキリスト賛歌の後半が記されています。 

 
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。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、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。(ピリピ 9〜11 節) 

 

●喜ぶべきことに、キリストにおいて啓⽰された神のあわれみは、苦難で終わるものではなく、栄光のうちに終わ

るのです。キリストの復活こそ、仕える者としてのあり⽅の究極的なあかしです。私たちがキリストのように仕え

る者の道を選ぶとき、私たちが与える以上に、私たちが仕えている者、かかわっている⽅から、多くのものを受け

ていることに気づかされます。それは、連帯の愛の絆の喜び、共感できる喜び、⼤切なものに気づかせられる驚き、

それはとりもなおさず、神のあわれみの神秘なのです。仕えることを通して、本来ならば、敬遠したかったことの

中にある神のあわれみのすばらしさに気づかされるのです。「あわれみ深い⼤祭司であるイエス」を仰ぎ⾒させて

いただきながら、仕える道を、あわれみの道を、かかわりの世界の深みへと共に歩んでいきたいと思います。 
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No. 7 私たちを信仰に導く神から遣わされた完全な使者 
 

はじめに 
 

●「⼤祭司であるイエス」、「救い主であるイエス」、あるいは「王であるイエス」という表現は⽬にしますが、「信

仰の使徒であるイエス」という表現は珍しく、新約聖書ではこの⼀箇所だけです。「信仰の使徒であるイエス」と

はどういう意味でしょうか。 

 

●まず「使徒」ということばを理解しましょう。「使徒」とは〈ギ〉アポストロス。「使者，⼤使，特別な使命を帯

びて派遣された者」という意味で⽤いられる語です。使徒となったパウロは⾃らの使徒職を「⼈間から出たことで

なく，また⼈間の⼿を通したことでもなく，イエス・キリストと，キリストを死者の中からよみがえらせた⽗なる

神によったのです」とはっきりと宣⾔しています（ガラテヤ 1:1）。ですから、「使徒であるイエス」とは神から特

別な使命を帯びて遣わされたイエスということになります。では「信仰の」とついているのはどのように理解した

らよいのでしょう。そのなぞを解くために、もう⼀度、へブル⼈への⼿紙の鍵語を確認しておきたいと思います。 

12 章 2 節の前半「信仰の創始者であり、完成者であるイエスから⽬を離さないでいなさい。」にある鍵語は「イエ

スから⽬を離さないでいなさい。」です。この「イエス」がどういう⽅かを説明しているのが、「信仰の創始者であ

り、完成者である」ということばです。イエスのことを「信仰の創始者(パイオニア、導き⼿)であり、完成者であ

るイエス」と表現しています。柳⽣訳では「我々の信仰を初めから終りまで⽀えていて下さるイエス」と訳してい

ます。つまり、私たちに神を信じることを教え、その信仰を成熟へと導く先導者、あるいは指導者という意味です。

⾔うならば、神(御⽗)を信じるとはどういうことかを、徹頭徹尾、完全な形において私たちに⾒えるようにしてく

れた⽅、それがイエスという⽅なのだと理解してよいと思います。 

 

●12 章 2 節の鍵語と類似した⾔い回しが、実は 3 章 1 節後半のことばです。そこには「私たちの告⽩する信仰の

使徒であり、⼤祭司であるイエスのことを考えなさい。」とあります。少し⽐べてみると、「信仰の創始者であり、

完成者であるイエス」が、3 章では「信仰の使徒」となっています。おそらく同じ意味と考えてよいと思います。 

また 12 章の「イエスから⽬を離さないでいなさい」という表現が、3 章では「イエスのことを考えなさい」とな

っています。「考える」ということばは、「注意深く考察する」という意味です。これは、「イエスから⽬を離さず

に、イエスを仰ぎ⾒つめながら、たえず⾃分のまなざしをイエスに固定する」ことと同じです。イエスとどんなか

かわりをもっているのか、このことがクリスチャンにとって重要な問題なのです。他のことに⽬をそらしやすい私

たちです。イエスから⽬を離していながら、神が約束しているものを受け取ることは何⼀つできません。神の祝福

を得たいと願うならば、神が私たちのために特別に遣わされたイエスといつも豊かなかかわりを築いていなくては

なりません。 

 

1. 神の家を建てる忠実な使徒 
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【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 3 章 1〜6 節 

1 そういうわけですから、天の召しにあずかっている聖なる兄弟たち。私たちの告⽩する信仰の使徒であり、⼤祭司であるイエ

スのことを考えなさい。 

2 モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご⾃分を⽴てた⽅に対して忠実なのです。 

3 家よりも、家を建てる者が⼤きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも⼤きな栄光を受けるのにふさわしいとされま

した。 

4 家はそれぞれ、だれかが建てるのですが、すべてのものを造られた⽅は、神です。 

5 モーセは、しもべとして神の家全体のために忠実でした。それは、後に語られる事をあかしするためでした。 

6 しかし、キリストは御⼦として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが、確信と、希望による誇りとを、終わりまで

しっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。 

 

●モーセとイェシュアとの⽐較 

(1) 2 節 
 

モーセが神の家全体のために忠実であった             イェシュアはご⾃分を⽴てた⽅に対して忠実である 
原⽂では「〜のために」ではなく、「〜の中で」(έν)      原⽂では「ご⾃分を⽴てた⽅」「任命した⽅」が与格(〜に) 

となっています。                      で記されています。 

 

(2) 5〜6 節                        
 

モーセは、しもべとして神の家全体のために忠実    キリストは、御⼦として神の家を忠実に治められる 

2 節と同様、「〜のために」ではなく、「〜の中で」(έν)     原⽂では神の家「を」ではなく、「〜に対して」という意味  

となっています。                     の与格(〜に)の前置詞「エピ」(έπι)で記されています。 

 

●上記の⽐較でわかるように、モーセの「〜の中で」とイェシュアの「〜に対して」とでは、忠実を尽くすべき対

象のレベルに⼤きな違いがあります。ここではイェシュアの対象がモーセのそれよりはるかに勝っているというこ

とを⽰そうとしているのです。 

 

●3 節で、家よりも、家を建てる者が⼤きな栄誉を持つという原則を前提に、イェシュアの優位を証明しています。

「家を建てる」ヴィジョンは神ですが、それを実施するのは御⼦です。「家」とは、神と⼈とが住む場所です。そ

の「家」は、「神の家」「幕屋」「神殿」「神の国(御国)」「からだとしての教会」「私たち」であったりしますが、そ

の家を「建てる者」であるイェシュアが⼤きな栄誉を持っているのです。 

 

●ヘブル的視点から⾒るならば、「家」はヘブル語で「ベート」( תֵּבי )。その家を「建てる」という動詞は「バー

ナー」(ָבָנה)。その家を建てるのは「⼦」であり「御⼦」の「ベーン」(ֵּבן)、あるいは「バル」(ַּבר)です。いず

れの語彙も頭のヘブル⽂字が「ベート」で始まっています。神(「エローヒーム」ִהים のご計画はすべて「御(ֱא

によってなされることを意味しています。この⽅の⾔われることに私たちは聞き従わなければならないの(ֵּבן)「⼦

です。(「3 章 1〜6 節までのより詳しい註解」は別紙参照) 



 
ヘブル人への手紙を味わう 

29 
 

2. きょう、御声を聞くならば 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 3 章 7〜9 節 

7 ですから、聖霊が⾔われるとおりです。「きょう、もし御声を聞くならば、 

8 荒野での試みの⽇に御怒りを引き起こしたときのように、⼼をかたくなにしてはならない。 

9 あなたがたの⽗祖たちは、そこでわたしを試みて証拠を求め、四⼗年の間、わたしのわざを⾒た。 

 

●「きょう」というのは、⽂字通り、[きょう]です。「今」、ここに神を礼拝しに来ている「今」です。明⽇明後⽇

のことでなく、今まさしくこのところで、という意味です。また、いつか、次の機会に、といった曖昧なことでは

なく、「今」このとき、確かな決断を迫ることばでもあります。ちなみに、旧約の申命記はモーセの神の⺠に対す

る訣別説教ですが、そこにも、「きょう」ということばが 58 回も使われ、強調されています。 

 

●御声とは神の声のことです。みことばを通して私たちの内なる霊に語りかける神の声です。あるいは「信仰の使

徒であるイエスの声」、あるいは聖霊の声と⾔ってもよいかと思います。どのような表現であったとしても、神の

声を聞くならば、⼼をかたくなにしてはならない」ということです。3 章、4 章にはこの「きょう、もし御声を聞

くならば、⼼をかたくなにしてはならない。」というフレーズが 3 回も出てきます。もし、⼼をかたくなにせず、

信仰をもって聞き従うならば、神の安息を得るというのがヘブル書の著者が強調しようとしていることなのです。

神の安息とはヘブル語のシャーロームに該当します。シャーロームは神の祝福の総称を意味します。ですから、単

なる安⼼とか、ほっとするといった意味ではありません。「きょう、もし御声を聞くならば、あなたは、神の安息(シ

ャーローム)を経験する」のです。 

 

3. ⼼をかたくなにした出来事(マサとメリバ) 
 

●ところで、「きょう、もし御声を聞くならば、⼼をかたくなにしてはならない。」というフレーズは、実は詩篇 95

篇から引⽤されています。この詩 95 篇というのは、旧約の⼈々が礼拝というものをどのように考えていたかとい

うことを知る重要な詩篇です。 

 

●前半はしばしば礼拝の招きの詞として⽤いられます。 

「来たれ。私たちは伏し拝み、ひれ伏そう。私たちを造られた⽅、主の御前に、ひざまずこう。主は、私たちの神。

私たちは、その牧場の⺠、その御⼿の⽺である。」 

しかし、後半にある「厳しい警告」の部分、つまり「きょう、もし御声を聞くなら、メリバでのときのように、荒

野のマサでの⽇のように、あなたがたの⼼をかたくなにしてはならない。」という双⽅があって、はじめて礼拝が

成⽴するということを教えています。礼拝は、「さあ、主に向かって。喜び叫ぼう」「来たれ、ひれ伏そう。私たち

を造られた⽅、主の御前にひざまずこう。」という⾯だけでなく、後半の「今⽇、御声を聞くならば、⼼をかたく

なにしてはならない。」という⾯を忘れてはならないのです。なぜ、このような厳しい警告が必要なのでしょうか。

それを知るために、詩篇 95 篇 8 節の「メリバでのときのように」「荒野のマサでの⽇のように」という意味につい
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て知らなければなりません。メリバ」とは「争い」を意味し、「マサ」は「試み」を意味します。この⼆つは常に

連動し、いずれも神の怒りを引き起こすものでした。この箇所を引⽤したヘブル⼈への⼿紙では「メリバ」も「マ

サ」もなく、40 年間にわたる「荒野での試みの⽇に御怒りを引き起こしたときのように」となっています。神の

⺠の荒野での歩みにおいて、その始めから終わりまで、いろいろなことで主の御怒りを引き起こしました。 

「メリバのとき」とは、イスラエルの⺠の 40 年間の荒野での旅の終わりの出来事で、「マサでの⽇」とは荒野の旅

の最初の出来事です。いずれも荒野の旅の出来事で、神の御怒りを引き起こした出来事だったのです。作者はこの

荒野の最初の出来事と終わりの出来事を明記することで、荒野の旅全体を、荒野の⽣活の特徴を表わそうとしてい

るのです。 

 

●ここで 40 年間の荒野の最初と終わりの代表的な出来事を取り上げてみたいと思いますが、その最初と終わりの

出来事は「⽔」に関するものでした。 

 

(1) 〔荒野での最初の出来事〕 

 

まず、荒野での最初の出来事から⾒てみましょう。この出来事は出エジプト記 15 章 22〜26 節に記されています。

エジプト軍に追われ、前は紅海という絶体絶命に追い込まれたとき、神はその紅海を分けて、イスラエルの⺠を渡

り通らせました。イスラエルの⺠が渡り終えたとき、追跡してきたエジプト軍は、隔てていた⽔の壁が崩れて全滅

しました。イスラエルの歴史において、はじめて「栄に満ちた喜び躍る」神への賛美が記されています。その 3 ⽇

後に起こったのが、⽔が苦くて飲めないという出来事でした。⼒の限り主に向かって勝利の賛美をしたその⾆の根

も乾かぬうちに経験した最初の試みでした。 

⺠は、マラというところに来た時、そこの⽔は苦くて飲むことができませんでした。そしてモーセにつぶやいたの

でした。⽔はいのちです。その⽔が苦くて飲めないというのは⼤きな問題です。しかしもっと⼤きな問題は、この

ときモーセに対してつぶやいた彼らの⼼の中にある「苦い根が芽を出した」のでした(へブル 12 章 15 節)。マラの

⽔が苦くて飲めなかったというのは、彼らの⼼の中にある「苦い根が芽を出した」というきっかけにすぎませんで

した。主はモーセの祈りを聞かれ、マラの⽔を⽢くされました。神様が彼らをエジプトから救い出されたというこ

とは、⺠に対して全責任をもっているということです。そのすばらしい救いの経験をしたにも関わらず、⽔が苦い

ということだけで、神に対して、また指導者のモーセに対してつぶやくという不信仰を明らかにしました。マラの

⽔が苦かったのは、実は、彼らに対する信仰のテスト、神を信じるかどうかの試みだったのです。 

⺠のつぶやき(不信仰から出るつぶやき)は、⽔だけでなく、⾷べ物、神の約束、神に⽴てられた指導者に対するね

たみ、それは結果的には、すべて神に対するつぶやきで、神に対する不信仰でした。モーセの姉ミリアムも弟のモ

ーセに妬みを抱いて、兄のアロンも巻き込んで⾮難したためにツァラアトになりました。そのとき、神はミリアム

にこう⾔いました。「わたしのしもべモーセとはそうではない。彼はわたしの全家を通じて忠実な者である。」と。

(⺠数記 12:7 後半) 

 

(2) 〔荒野の最後の出来事〕 
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出エジプト後の最初の試みが「⽔」の問題であったのに対して、荒野⽣活 40 年⽬の最後の出来事も「⽔」の問題

でした。 

 

●ところで、それまでなぜ 40 年間も荒野をさまよっていたのかというと、神の約束を信じられないという不信仰

という理由が⼀つ、もうひとつは、次の世代に神を信じて従うということを新たに学ばせるためでした。事実、出

エジプトした第⼀世代ではなく、その世代が死に絶えた後の次の世代の者たちに、神は新たな指導者ヨシュアを与

えて約束の地へと導いていきます。昔は 40 年もあればほとんどひとつの世代が完全に交代できた時代だったので

しょう。 

 

●かつて苦い⽔を⽢い⽔に変えられた奇蹟を忘れて、ツィンの荒野のメリバテ・カデシュでも⺠は⽔がないと⾔っ

て、指導者モーセに逆らったのです(⺠数記 20:1t〜13、申命記 32:51)。これを「メリバの⽔」とも⾔っています。

これは暗に神に対する不信仰でした。と同時に、これまで、完璧に「彼はわたしの全家を通じて忠実な者である」

と神をして⾔わせたモーセが、荒野の旅の終わりに起こったこのメリバでの⽔の件で、「神を聖なるものとしなか

った」という罪で、約束の地に⼊ることができなくなってしまったのです。これが荒野の最後のメリバ事件です。

なんと厳しいことでしょうか。 

 

●⽔がないという現実に対して、もしここで⺠に⽔を与えず、⺠が死んでしまうということであれば、なにゆえに

神は彼らを出エジプトさせたのでしょうか。⽔も、⾷べ物も、敵からの防衛も神はもともと保証してくださる⽅で

す。もしそれに不⾜を感じるなら、信仰が試されているということなのです。ですから、こう⾔われているのです。 

「きょう、もし御声を聞くなら、メリバでのときのように、荒野のマサでの⽇のように、あなたがたの⼼をかたく

なにしてはならない。」そして、続いて、「あのとき、あなたがたの先祖たちはすでにわたしのわざを⾒ておりなが

ら、わたしを試み、わたしをためした。わたしは四⼗年の間、その世代の者たちを忌みきらい、そして⾔った。『彼

らは、⼼の迷っている⺠だ。彼らは、わたしの道を知ってはいない。』と。それゆえ、わたしは怒って誓った。『確

かに彼らは、わたしの安息に、はいれない。』」と(詩篇 95:7〜11)。 

「きょう、もし御声を聞くなら、荒野での試みの⽇のように、・・・あなたがたの⼼をかたくなにしてはならない。」

－これが今⽇のメッセージです。しかもそのことが、神を礼拝するということの重要なポイントです。 

 

4. モーセに勝る信仰の指導者イエス 
 

●モーセは神を信じるという点においてすばらしい指導者でした。神が「わたしのしもべモーセはわたしの全家を

通じて忠実な者である。」と評価したほどです。モーセは神を信じることによって、イスラエルの⺠をエジプトか

ら救い出しました。 

 

●しかしモーセもはじめから信仰深いとはいえませんでした。モーセが神からの召しを受けたとき、モーセは⼆度

も⾔い訳してそれを辞退しました。それは、⾃分には能⼒も、伝えるべきメッセージも、権威も、雄弁さも、そし

て適性もありませんと辞退の理由を並べたてました。しかし、神はモーセに⾔うべきことをその都度教えると約束
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し、モーセの兄アロンがその代弁者となると⾔われました。そして、イスラエルの⺠、特に⻑⽼たちに対して告げ

るべきことを話されました。それは、神がイスラエル⼈をエジプトの悩みから救い出して、必ずや、カナンの地へ

上らせてくださるということでした。しかし神は「エジプトの王パロは強いられなければ、決してあなたがたを⾏

かせないのを、わたしはよく知っている。」とも⾔われました。エジプトの王パロは⼀筋縄ではいかない⼈物なの

で、エジプトを脱出することは⾄難の業です。そのために、イスラエル⼈は苦しみに耐えられず、意気消沈してし

まう恐れがありました。それで神は、彼らが落胆しないように、どのような困難があっても必ずエジプトを脱出で

きることを前もって話されたのです。 

 

●さて、モーセとアロンは神に⾔われたとおり、パロのところに⾏って、荒野に⾏って祭り(礼拝のこと)をさせて

くださいと⾔いました。案の定、パロは彼らの要求を⼀⾔の下にはねつけました。エジプトの王は、当時強⼤な権

⼒をほしいままにする専制君主であり、神と等しい存在でした。そのようなパロがエジプトの奴隷として寄留して

いるイスラエル⼈の願いなど、聞きいれるはずはありませんでした。パロは彼らの要求を⼀蹴しただけでなく、さ

らに多くの労働を課しました。やぶへびとはこのことです。イスラエルの⺠の苦しみは以前にもまして、倍加して

しまったのです。 

 

●ただでも過酷な労働を強いられていたイスラエルの⺠は、事態がいっそう悪くなったことで、モーセとアロンを

恨みました。モーセもアロンも神に従ってやったことが裏⽬に出たので悩み苦しみました。「やってられるか」と

ここでモーセがさじを投げてもおかしくないのですが、モーセはここで神に訴えました。そのとき神はモーセに⾔

いました。「わたしがパロにしようとしていることは、今にあなたに分かる」と。・・そして「彼はその国から彼ら

を追い出してしまうようになる」と付け加えました。そして、そのような結果になっていきました。最強の権⼒を

もったエジプトの王の⽀配からイスラエルの⺠は解放されたのです。 

 

●神を信じるという点では、信仰の指導者としてモーセは私たちの模範です。しかしです。このモーセにも勝る信

仰の指導者がいるのです。その⽅こそ「信仰の使徒イエス」です。信仰の創始者でり、完成者であるイエスです。

この⽅にならって、この⽅に従って、私たちは信仰による神の祝福のすべてをいただくように求めましょう。信仰

は私たちに神の安息を保障してくれているからです。信仰が与えられているということはまさに神の奇跡です。信

仰を働かせましょう。現実の⽣活において、さまざまな試みがあります。それは信仰のテストだと思いましょう。

⾃分の⼒で何かをしようとすると、必ず、不安が付きまといます。しかし信仰を働かせると神から来る安息がきま

す。イエス・キリストは⾔われました。 

「すべて(例外なく、だれでも)、疲れた⼈、重荷を負っている⼈はわたしのもとに来なさい。わたしがあなたがた

を休ませてあげます。わたしは⼼優しく、へりくだっているから、あなたがたもわたしの(信仰の)くびきを負って、

わたしから(信じることを)学びなさい。そうすればたましいに安らぎ(安息)が来ます。わたしのくびきは負いやす

く、わたしの荷は軽いからです。」(マタイ 11:28〜30) 
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No. 8      信仰の安息を得るために努⼒しよう 
 

はじめに 
 

●良い眠りが与えられるということは神の祝福です。私たちの⼼に⼼配ごとがあったり、やかき乱されるような出

来事に遭遇したりするとなかなか眠れないということがおこります。これから⾃分の⼈⽣はどうなっていくのかと

思うと⼼配で眠れないという⽇々が起こるのです。もし、どんなことが起こっても私たちの主イエスにすべてをお

ゆだねして安⼼して眠ることができるとすれば、そのような⼈は「幸いです」、「アシュレーな、うらやましい」⼈

です。詩篇 3 篇と 4 篇は、実にそんな⼈がいることを私たちに教えてくれます。 

 
「私は⾝を横たえて、眠る。私はまた⽬を覚ます。主がささえてくださるから。」(詩篇 3 篇 5 節) 

「平安のうちに私は⾝を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ。あなただけが、私を安らかにすまわせてくださいます。」 

(詩篇 4 篇 8 節) 

●この 2 篇とも「ダビデの賛歌」というタイトルがついてダビデが経験したことをもとにつくられた詩篇と⾔われ

ていますが、ここにみる安眠の祝福は、平穏無事の状況で歌われたものではありません。特に、3 篇は⾃分の息⼦(し

かも⼀番有能な息⼦)アブシャロムが起こしたクーデターによって都落ちしたときの歌です。普通であればとても眠

れるような状況ではありません。ところが、なんと「私は⾝を横たえて、眠る。私はまた⽬を覚ます。主がささえ

てくださるから。」と告⽩しているのです。ダビデの⽣涯の晩年の姿―それはひとえに神にゆだねてきた⽣涯の結

実をここにみることができるような思いがします。このダビデの安眠、安息は、⾃分の⼒でそれを得ることをせず、

神によって与えられることを学んできた結果なのです。最近は寝⼼地の良い布団が売られています。確かに、平均

的には⼈⽣の 1/4 は寝ているわけですから、快適な布団で寝ることができればそれにこしたことはありませんが、

どんな快適な布団で寝たとしても、⼼に平安がなければ安眠はできません。 

●ヘブル⼈への⼿紙 4 章のテーマは「神の安息」です。「主よ。あなただけが、私を安らかにすまわせてください

ます。」とあるように、安眠だけでなく、その⼈⽣のすべての営みにおいて、「安らかに住まう」－これが神の安息

です。「主は私の⽺飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、いこいの⽔のほとりに伴わ

れます。」という有名な詩篇 23 篇の「憩いの⽔のほとり」の「憩い」(「メヌーハー」ְמנּוָחה)－これが安息です

が、その⽔のほとりに主が伴われます。つまり、主が私をそこへー(憩い、安息へ)―伴われるのです。主との深い

親密な交わり、かかわりが、私たちに安息をもたらします。ダビデはその祝福を実際に経験した⼀⼈でした。ちな

みに、「メヌーハー」の動詞は「ヌーアッハ」( ַנּוח)で、休む、とどまる、静かに待つ、落ち着く、を意味します。 

●イエスも嵐の中で、翻弄され、今にも沈みかねない船の中で、泰然と寝ておられたという記事が福⾳書にありま

す。⼀艘の⾈が荒波に翻弄されるように、私たちの⼈⽣はいつ何が起こるかわかりません。そうした現実がこの世

です。にもかかわらず、主がささえてくださるという信仰によって安⼼して眠ることができるのです。私たちを守

られる⽅は、まどろむこともなく、眠ることもない⽅です。ですから、私たちは泰然と安⼼して眠ることができる

のです。そのような意味で、「安眠は信仰のバロメーター」ということができます。 
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1. 神の安息に⼊るために、恐れる⼼を持とう 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 4 章 1 節 

こういうわけで、神の安息に⼊るための約束はまだ残っているのですから、あなたがたのうちのひとりでも、 

万が⼀にもこれに⼊れないようなことのないように、私たちは恐れる⼼を持とうではありませんか。 

 

●神は六⽇かけて天地万物を創造された後の「七⽇⽬」に休まれました。その「休まれた」という動詞は「シャー

ヴァット」(ָׁשַבת)で「休む、終⽌符を打つ、終わりを告げる」といった意味です。その名詞が「シャバーット」(ַׁשָּבת)、

つまり、「安息⽇」という⾔葉です。神の安息とは、⼈が⾃分の⾁の努⼒をすべてストップさせ、ひたすら神に信

頼することです。罪とは、神から独⽴して、⾃分の善悪の知識に頼っていることを意味しますが、信仰による神の

安息は、神が備えて下さった御⼦に信頼することを意味するのです。そのためには、「恐れる⼼」を持つことが不

可⽋です。 

 

●「恐れる⼼」とは、びくびくと怖がることではありません。恐怖の感情ではなく、神への静かな畏敬、深い尊敬

と信頼、そして愛に根差した敬虔さです。⼈⽬を恐れたり、不幸や災いを恐れたりすることはあっても、神への健

全な恐れに乏しいならば、真理は根づくことがなく、良い実を結ぶことはありません。逆に、神への健全な恐れは、

罪に背を向け、神に⽴ち帰らせ、そこにとどまって神のみこころを⾏うことを喜びとします。そして、⼈の⽣活に

多くの良い実をもたらします。それゆえ、神の安息に⼊るために、神への正しい恐れの⼼を持ちたいものです。 

 

2. 安息にあずかるための努⼒をしよう    
 

●そこで、ヘブル⼈への⼿紙 4 章のメッセージの第⼀は、神の与えたもう安息に⼊るよう⼒を尽くして努⼒せよ、

ということです。 
「ですから、私たちは、この安息に⼊るよう⼒を尽くして努め、あの不従順の例にならって落後する者が、 

ひとりもいないようにしようではありませんか。」(へブル書 4 章 11 節) 

 

●「⼒を尽くして努め」と訳されている箇所を他の聖書で⾒てみると、以下の通りです。 

⼝語訳、新共同訳、フランシスコ会訳 ―「努⼒しようではないか」 

柳⽣訳―「できるかぎりの努⼒をしよう」 

尾⼭訳―「全⼒を尽くそう」 

LB 訳 ―「最善を尽くしましょう」 

詳訳  ―「熱⼼に努めよう、全⼒を尽くそう、勤勉に励もう」 

 

●教会ではできるだけ「頑張ります」という⾔葉を⽤いないように⼼懸けています。あるいは政治家の常套句、「全

⼒でもって取り組みます。」ということばも使いません。なぜなら、この世はどの領域においても「がんばります」

⼀辺倒だからです。⾃分の⼒を信じて頑張る、努⼒するという世界です。⾃分の⼒で事を成し遂げようとします。
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それに対して私たちクリスチャンは、すべて、神の助けによって事をなすように教えられています。ですから、「努

⼒」とか「勤勉」といった⾔葉を教会ではできるだけ避けています。しかし、それはあくまでも誤解を避けるため

です。ところが、ここでは、はっきりと「努⼒しましょう。⼒を尽くして努めましょう。全⼒を尽くそう。熱⼼に、

勤勉に」という⾔葉が使われているのです。 

 

σπουδαζω〔スプーダゾウ〕 急ぐ、熱⼼に努める 努⼒する、全⼼を打ち込む、努め励む・・  

Gal.2:10, Eph. 4:3, ⅠThess. 2:17, ⅡTim. 2:15, Heb. 4:11, ⅡPet. 1:10, 15, 3:14 

名詞－熱⼼、勤勉、真剣・・Rom. 12:8「指導する者は熱⼼に指導し」、12:11「勤勉 

で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。」 

 

 

●ヘブル 4 章 11 節では、私たちが熱⼼に努⼒する理由を⼆つ挙げています。 

① 神が与えて下さる「安息に⼊るため」、神の安息を⾃ら経験するため。 

② あの不従順の例にならって落後する者がひとりもいないようにするため。 

 

●「安息に⼊る、安息にあずかるための努⼒」ということがここで⾔われています。「ありのままでよい」と⾔わ

れたのに、「頑張らなくてもよい」と⾔われているのに、なぜここに及んで「努⼒しよう」と⾔うのか、と思われ

る⽅もいるかもしれません。「ありのままでよい」とか、「頑張らなくてもよい」というその意味は、神とのかかわ

りをもつために、神との交わりをもつことにおいて、頑張らなくてもよい、ありのままでよいと⾔っているのです。

神との交わりをもつために神がすべての⼿続きをしてくださったので、安⼼して神を信じ、神との交わりを持つこ

とができるのです。神を⽗と呼んで親しくすることができるからなのです。「安息」「安⼼」という祝福も、私たち

が頑張って得る必要はありません。神がそれを私たちに与えようとしているのですから、それをただ受け取ればよ

いのです。神を知らない⼈は⾃分の⼒で安⼼を得ようとします。ある意味でそれがすべてといっても過⾔ではあり

ません。すべての頑張りは⾃分の⼒で安⼼を得るためです。しかし⾃分の⼒でそれを得ようとするとき、果たして

⾃分の⼒でできるかどうか⼼配になり、不安になり、あるいはどんなに⾃分が頑張ってみても、環境がそうないの

ではと⼼配になってくるのです。 

 

●サタンがイエスにこの世の栄華を⾒せて、⾃分を拝むならばこの世の栄華を与えようと⾔います。サタンの本性

は「偽りの⽗」です。ですから、彼が提供するこの栄華、繁栄も虚構なのです。しかしなんと多くの⼈々が騙され

てこの世の栄華、繁栄を夢⾒るのでしょうか。その結果、いつの時代でも虚しい結果となっています。ゆるぎない

繁栄を誇った国はないのです。にもかかわらず、いつの時代でも⼈々はサタンのうそに騙されて、この世の繁栄と

安息を求めて、⾃らのたましいを売ってしまうのです。そんなサタンの誘惑に対して、イエスははっきりと拒絶さ

れました。「引き下がれ、サタン! 」と。 

 

●サタンは私たちにこの世の栄華を夢⾒させて、私たちをして⾃分の⼒を信じさせて努⼒させます。努⼒しなけれ

ば何も得られないとサタンに信じ込まされているからです。しかし、その結果はどうでしょう。努⼒の結果、成功
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を⼿にするかもしれません。しかし、それは束の間です。努⼒の末、「疲れ」と「虚無」、「何のために頑張ってき

たのかという⽬的喪失の空しさ」を味わうことがこの世の常です。教会が「がんばらなくていい」「ありのままで

よい」というメッセージをするのは、この世の栄華の幻想を⾒せられ、それに流され、翻弄され、疲れ切っている

⼈々に向かって語られているメッセージです。それは同時に、神に⽅向を向けさせるためのものであり、神が私た

ちに必要な安息を保障し与えて下さるからです。決して怠惰な⽣き⽅を教えるものではありません。 

 

●使徒パウロはとても情熱的な⼈でした。⼈間的に⾔うならば、頑張る⼈でした。キリストに出会うまでは彼は⾃

分の栄光のために頑張って⽣きた⼈です。しかしキリストに出会ってからはキリストとともに、キリストにあって、

キリストのうちに⽣きることを決⼼し、神の絶⼤な祝福を経験した⼈でした。私たちはキリストとのかかわりをお

いて、決していい加減であってはいけません。天の⽗はキリストを通して私たちに安息を与えようとしているから

です。私たちが努⼒しなければならないのは、全⼒を尽くさなければならないのは、キリストとのかかわりを⼤切

にし、キリストに⽣かされ、キリストにあるいのちを豊かにしていく、この⼀点だけなのです。 

 

3. 私たちの⼼を判別して整える神のことばを正しく理解する努⼒ 
 

●私たちクリスチャンが、かつてのイスラエルの⺠のように、不従順の例にならって落後する者が起こらないよう

にするためには、⾃分を知ることです。⾃分の⼼を知り、判別し、整えていくことが⼤切です。そのための⼤切な

ツール(道具)、すなわち、神のことばが私たちに与えられています。この「神のことば」とは、聖書のことです。

ただ、この⼿紙が書かれた時点では、旧約聖書のことを意味しています。以下、ヘブル⼈への⼿紙 4 章 12, 13 節。 

 
12 神のことばは⽣きていて、⼒があり、両刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と⾻髄の分かれ⽬さえも刺し通し、 

⼼のいろいろな考えやはかりごとを判別することができます。 

13 造られたもので、神の前で隠れおおせるものは何⼀つなく、神の⽬には、すべてが裸であり、さらけ出されています。 

私たちはこの神に対して弁明をするのです。 

 

●⼈の体に関節と⾻髄があるように、⼈には魂と霊があり、また⼼にはいろいろな考えやはかりごとがあります。 

しかし、どこまでが関節でどこからが⾻髄なのでしょうか。どこまでが魂でどこから霊なのでしょうか。また⼼に

いろいろな考えやはかりごとがありますが、果たしてそれらは⼈から出たものなのか、それとも神から出たものな

のか、あるいは悪魔サタンから出たものなのか、⼈間の判断では、その分かれ⽬がよくわかりません。神から出て

いる善意や愛のように⾒えても、⼈間の魂、すなわち、⾃我や⾁的な考えや計画から出ていることがあります。 

 

●神のことばは、両刃の剣よりも鋭いですから、そのような私たちの⼼を刺し通しては、複雑に⼊り組んだ領域を

も徹底的に明らかにする⼒があるのです。魂と霊の分かれ⽬さえも刺し通し、⼼のいろいろな考えやはかりごとを

判別することができるのです。それゆえ、私たちは神のことばをいつも読み、学びながら、⾃分の⼼を神のみここ

ろに軌道修正していくことが必要なのです。 
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●キリストに出会ってから⽣涯聖書を読み続けたクリスチャン作家の三浦綾⼦さんのことを紹介しましょう。彼⼥

は、「聖書に⾒る⼈間の罪―暗⿊に光を求めて」という本の「まえがき」で次のように書いておられます。その箇

所を引⽤したいと思います。 

 
―1948 年(昭和 23 年)の秋、私は旭川の結核療養所で H という学⽣と知り合った。彼も療養者として⼊院してきたのであ 

る。彼は短歌を詠み、詩を作り、⼩説を読んだ。つまり⽂学⻘年であった。つぶらな⽬が、ともすると⼈なつっこく笑い 

かけてくる。快活な⻘年という印象だった。ある⽇私は、彼の病室にはいって、その床頭台に並べられた幾冊かの本を⾒た。 

三⽊清(哲学者)の著書があった。その隣に、⽩いガーゼに包まれた分厚い本があった。ガーゼは純⽩だった。 

 
「それ何の本?」訝(いぶか)しげに問う私に、彼はちょっとはにかんで、「聖書です」と⾔った。その途端、私は戦慄にも似 

たものを感じた。単なる⽂学⻘年と思っていた彼を⾒直す思いであった。⽩いガーゼに包まれていた聖書は、他の本と全く 

違うことを⽰していた。彼は三⽊清に傾倒していたが、その「⼈⽣論ノート」は、ガーゼには包まれていなかった。彼の胸 

の中に占める聖書の位置を私は知った。彼はキリスト者ではなかったが、聖書を聖なる書物として、敬虔に扱っていた。 

その⼀事に私は脱帽した。 

 
⼈間にはそういうものがあっていい。尊ぶべきものがあっていい。当時、私は懐疑的で虚無的な⽣活をしていた。何ものも 

信ぜず、何ものをも拒否する姿勢で⽣きていた。敗戦後 3 年、いまだに私はその衝撃から⽴ち直れずに⽣きていた。そんな 

私ではあったが、彼の聖書を包んだ⽩さに⼼を打たれたのであった。 

 

その翌年から、私は聖書を読むようになった。そして三年後に洗礼を受けた。以来、聖書を読まぬ⽇はほとんどない。・・ 

聖書はつまるところ、イエス・キリストをあかししている本であるが、旧約聖書には、特に、⼈間の罪がえぐりだされてい 

る。・・これらのすべては、神の前に告発されたものとして私たちは読まなければならない。それら⼈間の罪を、⾃分のこと 

として読んでいかなければならない。そう思ったのは、洗礼を受けてからであったように思う。 
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No. 9      偉⼤な⼤祭司イエス 

 

はじめに 
 

  【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 4 章 14〜16 節 

14 さて、私たちのためには、もろもろの天を通られた偉⼤な⼤祭司である神の⼦イエスがおられるのですから、 

私たちの信仰の告⽩を堅く保とうではありませんか。 

15 私たちの⼤祭司は、私たちの弱さに同情できない⽅ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で、 

私たちと同じように、試みに会われたのです。 

16 ですから、私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、おりにかなった助けを受けるために、 

⼤胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。 

 

●特に太字で記された部分が重要です。この⼆つの部分に注⽬して神さまからのメッセージを受け取ってみたいと

思います。実は、今朝のテキストの部分から先は、このヘブル⼈への⼿紙の本論という重要な部分に⼊っていきま

す。重要というのはこの⼿紙が⼀番⾔いたいこと、強調したいことです。今朝はその本論の序⽂的な部分を扱うこ

とになります。この⼿紙の重要な部分で強調されていることは私たちの主イエス・キリストが「⼤祭司」であると

いうことです。これまでも「⼤祭司」ということばは、すでに 2 章にも 3 章にも出てきていました(2〜9 章までの

各章に必ず「⼤祭司」ということばが登場します)。「⼤祭司」ということばには、旧約の「祭司制度、いけにえ制

度」といった背景があります。神を礼拝し、神に近づくためには、彼らーすなわち、祭司という仲介者なしにはで

きないようになっていました。⼤祭司はそうした制度のトップに⽴つ存在です。この⼤祭司は神に対しても、また

⼈に対しても、完全なかかわりを持つことではじめてその働きが成⽴することができました。仲介者である⼤祭司

の存在なしには、私たちが神の前に来ることも、⽴つことも、近づいて親しくなることも不可能なのです。もう⼀

度、テキストの 4 章 14 節のみを⾒てみましょう。 

 

14 節「私たちのためには、もろもろの天を通られた偉⼤な⼤祭司である神の⼦イエスがおられるのです」と。 

 

1. 信仰の告⽩を堅く保とう 
 

(1) 「もろもろの天を通られた」とは 
 

●「もろもろの天とは」とはなんでしょう。また「そこを通られた」ということはどういうことでしょうか。⼤祭

司にかかわる重要なことですが、少し考えて⾒ましよう。聖歌の中に「諸天は神の尽きぬ栄え、世⼈に語れり」と

いう歌があります。「諸天」ということばが使われています。「諸天は神の尽きぬ栄え」を啓⽰しているということ

です。 

① 詩篇 148 篇には「主をほめたたえよ。天の天よ」とあります。「天の天」を「諸天の天」とも訳されます。 

つまり「もろもろの天」です。旧約の⼈々は私たちが⽬にする⻘い空、そこにも⽔があると考えていようです。 

② Ⅱ歴代誌 2 章 6 節には、壮⼤な神の宮―神殿―建てようとしたソロモンが、ツロの王にその資材となる最良の 
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⽊材を依頼したときに彼が語ったことばがあります。 

「天も、天の天も主をお⼊れできないのに、いったいだれが主のために宮を建てる⼒を持っているというので 

しょうか。また、主のために宮を建てるというこの私は、いったい何者でしょう。ただ主の前に⾹をたくため 

だけの者です。」と謙遜です。本来ならば、「天も、天の天も主をお⼊れできない」それほどのお⽅のために 

私どもが宮を建てることなどおこがましいのですが・・」という意味。 

 

●あるいは、霊の世界におけるさまざまな⽀配(特にサタンと悪霊たちの)階

層が考えられていたのかもしれません。創世記の 1 章 1 節「初めに、神が天

と地を創造した」というとき、「地」は単数であるのに対して、「天」は「ハ

ッシャーマイム」で複数形です。 
 

●いずれにしても、「もろもろの天」が存在し、そこを通って、どこにいっ

たのかがむしろ⼤切なことです。「もろもろの天を通られ」てイエスはいったいどこへいかれたのでしょうか。そ

の答えは、御⽗のところです。ひとたび天から下られたイエスは⼗字架の死を通って、最も深い所(「よみ」という

ところ)へ下られました。しかしイエスは三⽇後、死からよみがえられて、偉⼤な⼤祭司として私たちをとりなすべ

く最もふさわしい場所、それは御⽗の右の座に⾏かれたのです。御座はこの宇宙で最も権威ある場所です。すべて

のものを治める宇宙的センターです。そしてそこで⼤祭司なるイエスは私たちのためにとりなしておられるのです。 
 

(2) We have a great High Priest 
 

●「さて、私たちのためには、もろもろの天を通られた偉⼤な⼤祭司である神の⼦イエスがおられる」というこの

事実を私たちは信じなければなりません。へブル⼈ではとりなしの存在としての「⼤祭司」ということばにこだわ

っていますが、使徒パウロの⼿紙はそうではありません。直接的に「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。」(ローマ 8 章 34 節)と述べています。私たち

はこの⽅によって、たとえ患難の中にあっても、迫害にあっても、危険に⽬にあっても、どんなことの中にあって

も、「圧倒的な勝利者となるのです。」と宣⾔しています。そして、このキリストの愛から引き離すことはだれにも

できないと語っています。 
 

●ここには「⼗字架の教え」を超えた「御座の教え」があります。御⽗の右の座に着かれた神の⼦イエス、偉⼤な

⼤祭司なる⽅によって私たちは⽀えられているという確信的な教えです。⼗字架をとおって御座へ着かれた⼩⽺な

るイエス、その⼩⽺は最も弱い存在ありながら、最強の⼒と権威をもった⼩⽺なのです。その⼩⽺が今や神の右の

座において、天において統べ納めておられるのです。 

昔は「⼗字架系の賛美―あがないの賛美」が多かったのですが、近年、「御座系の賛美」が教会で歌われるように

なりました。 

 

●この偉⼤な⼤祭司が「私たちのためにおられるのです。」これを英語ですと、We have a great High Priest とい
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うふうになります。We have 私たちは「持っている」「所有している」「私たちのものだ」という意味です。ある

⼈はお⾦を持っている。地位や名誉を持っている。家を持っている、友達を持っている、能⼒や経験を持っている

という⼈がいます。その⼈が何をもっているのかによって⼈からどう評価されるかが決まるわけです。しかし私た

ちは何を持っているでしょうか。あなたが有しているのは何ですか。使徒ペテロとヨハネが神殿に祈りに⾏った時

に、⽣まれながら⾜の不⾃由な⼈から施しを求められました。そのときなんと⾔ったでしょう。「私には⾦銀はな

いが、私にあるものを上げよう」と⾔って差し出したのは、「イエスの御名」です。つまり、「イエスという⽅」で

した。このイエスは「もろもろの天を通られて、私たちのために、最も権威ある御⽗の右の座に着かれた⽅です。

その⽅が私たちのためにとりなしてくださるのです。」それが私たちの信仰です。それゆえ、今朝の第⼀の奨励―

「私たちの信仰の告⽩を堅く保とうではありませんか。」―がものを⾔います。 
 

(3) 信仰の告⽩を堅く保つ 
 

●私たちは偉⼤な⼤祭司である神の⼦イエスをもっているという確信こそ、すべての持てる者の中で最もすばらし

いものなのです。⼤祭司のおられる御座からすべての神の祝福が流れてきます。その源泉におられる⽅を私たちは

もっているのです。 
 

●「安眠」は信仰のバロメーターであることを話ししました。良い眠りが与えられるということは神の祝福です。

私たちの⼼に⼼配ごとやかき乱されるような出来事に遭遇するとなかなか眠れないということがおこります。これ

から⾃分の⼈⽣はどうなっていくのかと思うと⼼配で、⼼配で眠れないということが起こるのです。「あなたは神

のくださる安息を得ていますか。」と問いましたが、それはいつも私たちが⾃分に向かって問わなければなりませ

ん。神を信じることをせず、少しでも疑いを持つならば、それを⼼に⼊れることを赦すならば、必ず、恐れの霊に

取りつかれ、安息を失います。安息は、「神の約束+信仰」によってもたらされるということを、今⼀度、⼼に留め

たいと思います。 

 

●聖書の教える信仰について少しく触れておきたいと思います。「信じる」とは、以下の四つの意味があります。 
 

① 相⼿の中に⼊り込むこと 

② もたれかかること(まかせること) 

③ 空⾝になること 

④ あてにすること(ゆだねること) 
 

① 相⼿の中に⼊り込む・・深いかかわりを持つこと 

●「信じる」ということを英語では believe in ・・と表現します。たとえば、believe in Jesus といえば、イエ

スを信じるということですが、イエスの中に⼊り込むという意味です。ギリシア語原典でも「ピステューオー・エ

イス・イエスース」と⾔います。「エイス」が英語の in に当たります。相⼿の中に⼊り込む、相⼿と深くかかわる

ことが「信じる」ということです。 
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●「⼈⽣は出会いで決まる」とよく⾔われます。確かにそうです。どんな⼈と出会うか、その出会いによって⾃分

の⼈⽣が決定づけられてしまいます。挙式する⽅にどんな出会いでしたかと聞くと、さまざまです。怪我して⼊院

していたその病院に勤める看護師との出会い、⾼速道路で⾞が動かなくなって修理に駆け付けた⽅との出会い、メ

ールでのやり取りによる出会い、友達の紹介、・・出会いの契機は⼈さまざまです。よき伴侶との出会い、よき友

⼈、よき同労者、よき協⼒者との出会いは私たちの⼈⽣においての宝と⾔えるでしょう。ましてやイエス・キリス

トの出会いはどうでしょう。私たちはその出会いをすでに与えられていますが、その出会いが私たちをして永遠に

決定づけてしまうほどに深くかかわっているでしょうか。「深くかかわる」そのような意味で、イエスの中に⼊り

込んでいるでしょうか。よき伴侶も、よき友⼈も、浅いかかわりであるならそのような関係になることはありませ

ん。信じるということは、その信じる相⼿の中に深くかかわること、相⼿を知り、忍耐深くかかわっていくことで

はないでしょうか。マタイの福⾳書 11 章 28 節を⽤いていうならば、「わたしのもとに来なさい」というイエスの

招きに従うことです。 
 

② もたれかかる 

●信仰の第⼆の側⾯は、イエスにもたれかかることです。「静まりのセミナー」で最初に教えられることは、なん

と座り⽅です。おもに椅⼦に座ることが多いのですが、その椅⼦の座り⽅から教わります。椅⼦に⾃分の⾝を⽀え

てもらうようにもたれること、そのためには、⾃分の腰と椅⼦の背もたれの部分の接点がきちんと合わさることが

肝⼼です。私たちは、普段はそのようなことをあまり意識しませんが、静まりのセミナーでは私たちが普段あまり

意識していないところにまず注意を向けせます。 

 

●イエスと深くかかわろうとするならば、私たちを⽀えている腰の部分をイスとうまく合わせるように、腰とは⾝

体の要と書くように、私たちが⼤切にしてきたことを、あるいはしているものを、相⼿(聖書の場合にはイエス) に

任せて、意識的に持たれかかることです。マタイの福⾳書の 11 章の表現を使うならば、「わたしのくびきを負って、

わたしから学びなさい」とイエスが⾔われたように、「くびき共にする」ということではないかと思います。 
 

③ 空⾝になる 

●信仰の第三の側⾯はもたれることと別の表現です。つまり、⾃分の持っている荷物をイエスに預けて、託して、

空⾝になることです。この荷物は私が頑張って持たねば、預けることは無責任です、と⾔っているうちは信じると

いうことが分かっていません。⾃分がこれまで頑張ってもっていた荷物を全部イエスに預けること、託すこと、そ

れだけで、信じられないくらいずっと楽になります。イエスは⾔いました。「わたしのくびきは負いやすい」と。

なぜなら、イエスが引っ張ってくれるからです。 
 

④ 完全に当てにする (⼿放すこと、⾝をまかせること) 

●信仰の最後の⾯、これがとても重要です。私たちは信仰というとなにか⼒いっぱいしがみつくことのように思っ

ていますが、反対です。⼿放すことです。⾚ちゃんは⾃分を抱いてくれる⺟親を完全に信頼しきっています。意識

しないほどに。抱いているとき、⾚ちゃんがいつ落とされるかわからないと思って⺟親の服かなにかをしっかりと

握っていたとしたらどうでしょう。かわいくない⼦どもです。⾃分が落ちるなどと思ってもいません。ところが、
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⼤きくなるにつけて、抱かれてもいつ落とされるかわからないと思い、安⼼して抱かれることをしなくなります。 

 

●これが信仰⽣活の中でも起こってきます。⾃分はいつか神の腕から落ちてしまうのではないかと、⼼配で、神の

み腕に⾝をまかせないのです。たとえ、もし落ちるようなことがあっても、神の「永遠の御腕が下に」あるのです。

これはモーセがイスラエルの⺠に語った訣別説教の中の⾔葉ですが、これを実際に経験したのは御⼦イエス様でし

た。⼗字架の死というさばきの中に落ちたイエスの下に、御⽗の永遠の御腕があったのです。それゆえ、御⼦は死

から復活できたのです。 
 

●以上、聖書が教える信仰の四つの側⾯についてお話しましたが、私たちには今や、もろもろの天を通られた偉⼤

な⼤祭司がおられるのですから、その⽅に対する信仰を堅く保って⾏こうではありませんか。この⽅への信仰を捨

ててはいけません。⾃分を保つのに、この⽅ではあたかも⾜りないかのように、他のものをつかむようなことがな

いようにしたいものです。聖霊様も、偉⼤な⼤祭司であるイエス様⼀辺倒になるように、私たちを教え導いてくだ

さいます。ですから、「もし、きょう御声を聞くならば、⼼をかたくなにしてはなりません。」 
 

２. ⼤胆に恵みの御座に近づこう 
 

●今回のテキストの後半の部分を⾒ていきたいと思いますが、実は、15、16 節は 14 節で「私たちには偉⼤な⼤祭

司をもっているのだから、その⽅への信仰を堅くたもう」と呼びかけたあとで、その⼤祭司が私たちにとってどう

いう⽅かを別な⾯から説明して、その⽅の助けを受けるために、その⽅に⼤胆に近づきましょう。」という流れに

なっていて、前半と後半は全く別のことをいおうとしているのではなく、むしろ、私たちの信仰を堅くするのを補

強するかたちになっています。 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 4 章 15〜16 節 

15 私たちの⼤祭司は、私たちの弱さに同情できない⽅ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で、 

私たちと同じように、試みに会われたのです。 

16 ですから、私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、おりにかなった助けを受けるために、⼤胆に恵みの御座に 

近づこうではありませんか。 

 

(1) 私たちの⼤祭司は、私たちの弱さを理解(同情)してくださる⽅ 
 

●⾚星進というクリスチャンの精神科医がおります。この先⽣が⻘年の時にキリスト教に触れ、イエス・キリスト

を信じました。やがてどのような進路を進むべきか考えていました。医学の道で主に仕えるか、神学校に⾏って牧

師として主に仕えるか、いずれの進むべきか悩んだ末に、⾃分の教会の牧師に相談しました。するとその牧師は、

医学の道を通して主に仕えることを勧めたそうです。おそらくだれにでもできることではないからでしょう。そし

て⾚星先⽣は東⼤の医学部を出て、当初は精神科医としてではなく、外科医として約 1,000 例もの⼿術をこなした

そうです。それから⼼と体のかかわりに関⼼を持つようになり、⼈格医学を提唱していたポール・トゥルニエとい

うスイスの精神科医者の影響を受け、⾃らも精神科医となっていくわけですが、その先⽣が、また外科医で活躍し
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ていたころ、⾃分も病気で⼤⼿術をしなければならない⽻⽬になりました。そのとき、彼の多くの患者たちが⼤喜

びしたそうです。「これで私たちの痛みがよく分かってくれると・・」 「共感の喜び」とで⾔うべきでしょうか。 

確かに、私たちは痛みを経験してはじめて⼈の痛みを理解できます。貧しさを経験してはじめて⼈の貧しさを理解

し、同情できます。しかし、私たちはひとりで、すべての点において経験できるわけではありません。したがって、

すべての⼈を理解するということは不可能と⾔わなければなりません。ところで聖書には偉⼤な⼤祭司となったイ

エスは「私たちと同じように、すべての点で、試練(試み)に会われました」とあります。このことばが意味するこ

とは、⼈間のありとあらゆること経験するということではなく、信仰を揺るがすような試みのすべてを経験された」

という意味ではないかと考えます。 
 

●神から私たちを引き離そうとする敵の策略を、敵の誘惑をすべての点において経験されたという意味だと思いま

す。罪は犯しませんでしたが、罪に陥れようとする誘惑、⼈間が受ける誘惑、その誘惑のすべてを経験したのです。

40 ⽇ 40 夜の「荒野の試み」はその良い例です。その誘惑の経験は、⼈間が受ける誘惑の⼒よりももっと強く経験

されたのです。というのは、⼈間は誘惑に対していとも簡単に屈してしまうので、その戦いは罪を犯さなかったイ

エスとはその戦いにおいてくらべものにならないほどです。しかし、イエスは誘惑がいかに強いものであり、⼈間

はいかにそれに弱いかをよく知っておられました。 
 

●「私たちの弱さ」とは、誘惑に屈しやすいということです。その点においてイエスはよく理解しておられました。

⾃分も同じように、私たちのレベル以上にそれを受けたからです。罪は犯しませんでしたが、その誘惑の⼒に⼈間

が耐えられないことをよくご存じでした。その意味においての同情であり、理解です。「私たちの⼤祭司は、私た

ちの弱さに同情できない⽅ではありません。」、という⾔い回しは、むしろ、私たちの弱さを⼗分すぎるほどに同情

できる⽅であり、理解してくださっている⽅なのだ」と⾔っています。しかしヘブル⼈の作者は、単に、イエスが

私たちを理解し、同情して下さる⽅というだけで終わっています。むしろ、その先。つまり、誘惑に打ち勝ってい

く助けを備えておられる⽅であるということを喚起させようとしているのです。 
 

(2) 試み(誘惑)に打ち勝っていく助けを受けるために、⼤胆に神近づこう 
 

●ですから、16 節で「私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、おりにかなった助けを受けるために、

⼤胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。」と呼びかけているのです。「弱いからそのままでいい」というこ

とは⾔っていません。弱いことは⼗分すぎる程、私たちの気づかないところまで、イエスはよくご存じです。私た

ちがこの世において⽣きる上で試みは常にあります。しかし同時に、御座におられる⼤祭司は、私たちが誘惑に陥

ることなく、神の⼦どもとして⽣きる必要な助けを与えようとしておられる。だからこそ、「⼤胆に、恵みの御座

に近づこう!」と奨励しているのです。そうするなら、「おりにかなった助け」「時期を得た助け」がある、それを受

けるためには、私たちの⽅から近づいて⾏く、つまりその助けを信仰をもって⼤胆に求めていく必要があるという

ことです。 

 

●今回の聖句の理解において、私たちはこの⼤祭司が私たちの弱さをよく理解してくださるというところに⼒点が
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置かれますとそれで終わってしまいます。むしろ、神の⼦どもとされた私たちが、幼⼦から⼤⼈へ、より成熟した

者となれるように、研ぎ澄まされた霊的な感覚をもてるように、また「おりにかなった助け」を受けるために、 

〔恐れることなく〕〔はばかることなく〕〔臆することなく〕、〔⼤胆に〕〔確信をもって〕〔熱⼼に〕、恵みの御座に

近づこうではないかと促しているのです。 

 

 

●【付記】 

「恵みの御座」という語彙はここ 4 章 16 節だけです。また、4 章 16 節の「近づく」、あるいは「神に近づく」という語彙は、

ヘブル⼈への⼿紙においては「救い」と同義語です。 

 
①4:16  

ですから、私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、おりにかなった助けを受けるために、⼤胆に恵みの御座に 

近づこうではありませんか。 

②7:19  

──律法は何事も全うしなかったのです──他⽅で、さらにすぐれた希望が導き⼊れられました。私たちはこれによって 

神に近づくのです。 

③7:25  

したがって、ご⾃分によって神に近づく⼈々を、完全に救うことがおできになります。キリストはいつも⽣きていて、彼らの 

ために、とりなしをしておられるからです。 

④10:1  

律法には、後に来るすばらしいものの影はあっても、その実物はないのですから、律法は、年ごとに絶えずささげられる同じ 

いけにえによって神に近づいて来る⼈々を、完全にすることができないのです。 

⑤10:22  

そのようなわけで、私たちは、⼼に⾎の注ぎを受けて邪悪な良⼼をきよめられ、からだをきよい⽔で洗われたのですから、 

全き信仰をもって、真⼼から神に近づこうではありませんか。 

⑥10:25  

ある⼈々のように、いっしょに集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの⽇が近づいているのを⾒て、 

ますますそうしようではありませんか。 

⑦11:6  

信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる 

⽅であることとを、信じなければならないのです。 

⑧12:19  

ラッパの響き、ことばのとどろきに近づいているのではありません。このとどろきは、これを聞いた者たちが、それ以上⼀⾔ 

も加えてもらいたくないと願ったものです。 

⑨12:22  

しかし、あなたがたは、シオンの⼭、⽣ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの⼤祝会に近づいているのです。 

⑩12:24  

さらに、新しい契約の仲介者イエス、それに、アベルの⾎よりもすぐれたことを語る注ぎかけの⾎に近づいています。 
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 思いやる⼤祭司イエス 
 

はじめに 
 

●私は⽇々、神の⼦どもとしていかに⽣きるべきか絶えず模索しています。果たしてこれで良いのかという問いが

いつもあります。迷うときがあります。迷いがないときが、むしろ危ない時なのかもしれません。⾃分が無知であ

ることに気づかずに、ひたすら誤った確信をもって歩んでいるかもしれないのです。神を⾒ているようで、実は⾒

えていない。神を知っているようで、実は知っていない。特に、牧師というある意味で教えたり、指導したりする

⽴場にいる者にとっては、そうした危険をいつも持っているように思います。ひょっとしたら、⾃分は⼤切なこと

にまだ気づいていないのではないか・・、そんな恐れを持つことがしばしばあります。牧師でなくても、指導的な

⽴場にある親、教師といった何かを教えて導く⽴場にいる者は、そんな恐れを持つことがないでしょうか。「果た

して、これでいいのか」と。そんなとき、今朝のことばは慰めとなります。「私たちの⼤祭司は、私たちの弱さに

同情できない⽅ではありません。彼は、⾃分⾃⾝も弱さを⾝にまとっているので、無知な迷っている⼈々を思いや

ることができるのです。」 

 

1. ⼤祭司としての務め 
 

 (1) 「思いやる」という務め 

 

●そのためのヒントとなるキーワードをあげてみたいと思います。それは、「同情」「思いやる」というかかわりで

す。ここには何かを教えるというかかわりはありません。黙って、寄り添う、共にいる、相⼿の⾔うことに「そう」

とうなずいてあげるそんなかかわりの姿があります。私たちの⼤祭司は今もそうしたかかわりを私たちにしようと

しているのです。このことの⼤切さに気づかされました。このことをどれだけ⼤切に受け⽌めていただろうかと思

うとき、なかなかそんな⾃分ではなかったことに気づかされます。 
 

【新改訳改訂第３版】 

4:15 私たちの⼤祭司は、私たちの弱さに同情できない⽅ではありません。 

5:2  彼は、⾃分⾃⾝も弱さを⾝にまとっているので、無知な迷っている⼈々を思いやることができるのです。  

 

●⼝語訳では、4 章 15 節を「この⼤祭司は、わたしたちの弱さを思いやることのできないようなかたではない。」

と訳し、5 章 2 節でも同様に「思いやる」と訳しています。原語は異なっていますが、同じ⾔葉で訳しています。 

①4:15 の「同情」と訳された「スンパセオー」(συμπαθέω)の不定詞。同じ経験を共有することで、 

同じ感情を持つこと、思いやるという意味。 

②5:2 の「思いやる」と訳された「メトリオパセオー」(μετριοπαθέω)の不定詞。感情を抑制して傷つけられた 

り、無礼を被ったりしたときにも、怒りを爆発させないようにすること。感情を和らげること。 
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●NKJV では、「思いやる」と⽇本語で訳された⾔葉を「コンパッション」(compassion)と訳しています。「コンパ

ッション」は「あわれみ」という意味です。 

   

●ヘブル書 2 章 17 節の「あわれみ」、4 章 15 節の「同情」、5 章 2 節の「思いやる」・・⾔葉は違いますが、この

三つはみな、⼈との「かかわり」に関する⾔葉です。天にある神の右の座におられる私たちの⼤祭司は、実は、こ

の「あわれみ」「同情」、そして「思いやる」働きを常にしておられるのです。しかも、この⼤祭司としての務めの

働きを私たちにもゆだねようとしておられるのですから、そうだとするならば、この務めについてもっと注意を、

しかも⽇常的に払わなければならないのではないでしょうか。この務めに私たちはどれほど意識をもっているかが

問われます。 

 

●ちなみに、「思いやる」と訳されたギリシア語「メトリオパセオー」は、新約聖書でこの箇所にしか使われてい

ない⾔葉です。だからと⾔って重要ではないということでは決してありません。このヘブル書全体のキーワードは

「イエスを仰ぎ⾒る」ですが、この「仰ぎ⾒る」という「アフォラオー」(ἀφοράω)という⾔葉も、実はへブル

書では 1 回しか出てこないのですが、へブル書においては最も重要な⾔葉なのです。 

 

●「思いやる」ということをどのように理解すべきか。詩篇 41 篇 1 節にはこうあります。 

 
「いかに幸いなことでしょう／弱いものに思いやりのある⼈は。」 (新共同訳) 

「幸いなことよ。弱っている者に⼼を配る⼈は。」(新改訳) 

「貧しい者をかえりみる⼈はさいわいである。」(⼝語訳) 

 

●「思いやりのある⼈」のことを別訳では「⼼を配る⼈」「顧みる⼈」と訳しており、ヘブル語では「マスキール」

です。英語では、Blessed is he who considers the poor. (NKJV)  consider(ַמְׂשִּכיל) は⼀般には「良く考え

る、熟考する」という意味で、「注意を払う、気に掛ける、尊重する」という意味もあります。つまり、弱ってい

る者、貧しい者に対して、注意を払い、気をかけ、尊重する⼈は、「賢くある者」(「マスキール」ַמְׂשִּכיל)だとい

う意味です。 

 

●では、どのような態度で、「注意を払い」「気にかけ」たら良いのでしょうか。詩篇の世界では、神の⼈に対する

かかわりのひとつの特徴として、「沈黙」というのがあります。神の沈黙、神はなにも答えない、答えをくださら

ない。では神は不在かというと決してそうではなく、むしろしっかりとそばに寄り添っておられる。でもなにも⾔

わない、教えない、沈黙していることがあります。ただじっと⽿を傾けてくださっているだけ。もちろん、神は語

られる神ですが、嘆きの詩篇などを読むと、神はしばしば沈黙しておられることが多いということが分かります。 

 

●ダビデは若くして、預⾔者サムエルを通してイスラエルの王となるべく任職の油を注がれました。しかしそれか

らダビデの苦悩は始まりました。⾃分の罪のゆえではなく、サウル王の嫉妬による執拗な殺意によって、ダビデは

10 余年の間、放浪を余儀なくされました。「どうして」「なぜ」「なにゆえ」という昼も夜も重くのしかかる問い、



 
ヘブル人への手紙を味わう 

47 
 

それは、⻑引く苦難の中で、神が遠くに感じられるような⽇々の中で、どんな状況の中においても、神を信頼する

かどうかのテストでした。 

 

●ダビデの思いとは裏腹に、神の沈黙、神の不在の経験を通して、いつしか「貧しい者」「みなしご」「しいたげら

れた者」と連帯していきます。ダビデが荒野の放浪を余儀なくされたとき、当時の社会では⽣きられなくなった者

たちがダビデのもとに集まってきました(Ⅰサムエル 22 章 2 節)。ダビデは彼らと寝⾷を共にしながら、不条理と

思える逃亡⽣活を 10 年余り続けました。ところが、やがてダビデがイスラエルの王として⽴てられたとき、彼ら

はダビデの⾝辺を守る命知らずの親衛隊となったのです。だれがこんなことを考えることができたでしょう。信頼

の絆は、私たちの思いを越えたところで培われていきます。 

 

●沈黙、イコール無視ではありません。もっとも近くにおられて、私たちに⼤切なことを⾃ら気づかせていくこと

で、解決の⽷⼝を⾒出させていくという⽅法です。これが神の⼈に対するかかわり⽅です。神の沈黙、神の不在経

験を多く通ることで、私たちが思い描いている信仰の幻想は打ち砕かれて、⽬には⾒えずとも、より確かな神の臨

在を感じるようになるのです。これこそ神の不在経験の隠された意義です。つまり、神の不在経験は神とのかかわ

りをより深化させるための神の配剤なのです。もし、こうした神の⼈に対するかかわりを、⼈間が神に代わってそ

のかかわりを担うとすれば、どういうことになるでしょうか。どういう形になるのでしょうか。おそらく、それは

「聞く」ということではないかと思います。 

 

(2) 思いやることは、聞くこと 

 

●「聞く」ことー「親⾝になって聞く」、「⾃分の経験や考えや思いをかっこに⼊れて相⼿の⾔うことを聞く」、「⼼

をこめて聞く」、「⼼の深みを聞く」「⾔葉にならない沈黙のことばを聞く」・・これがヘブル書の 5 章 2 節の「メト

リオパセオー」という「思いやる」という⾔葉の意味ではないかと私は思います。「落ち込んでいる⼈の⼼の奥に

あるもの」「悲しみのかげにあるもの」「怒りの内側にあるもの」「恨みの奥にあるもの」を聞く・・これが「思い

やり」だと仮定しましょう。だとすれば、この「思いやる」という務めは、とてもとても、そう簡単な務めではな

いことに気づきます。むしろこんな務めを⾃分からしたいとはだれも思わないでしょう。なぜなら、むしろ多くの

⼈は⾃分のことを聞いてくれる「⽿」を求めているからです。⾃分が「⽿」になること、それは決して容易でない

ことが分かる⼈は幸いです。⼈間の限界をよく知っているからです。 

 

●私は以前、 開拓伝道をはじめて 3 年くらいたった頃、伝道の働きのために、電話帳にある「占いの欄」に⼈⽣

相談のような広告を載せたことがあります。多くの⼈が、悩みや⼈⽣相談を「占い師」にするということを聞いた

ことがあって、占い師に相談するよりも、イエス・キリストにあって解決の光を⾒出してほしいと思ったからです。

この広告を⾒て、何⼈かの⼈から電話がありました。結果としては、この広告は⼀年限りで、このやり⽅は続けら

れませんでした。なぜ、続けられなかったかといえば、私が黙って聞くことができなかったからです。⾃分が⼀番

できないことをやろうとしていたわけです。 
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●相⼿の問題点となっているのがどこかを突き⽌め、それに的確に解答を与えることが必ずしも良いことではない

のです。むしろ、共に寄り添い、神の光を⾒出せるように忍耐強くかかわること、これが「思いやり」です。これ

までの教会のミニストリーとは、なんとかけはなれた務めであったことかと思います。「語ることと、聞くこと」

―この両輪の務めをどのように正しく受け⽌めていくことができるか、それが、教会がこの世でなさなければなら

ないことです。しかしなんとその務めはしんどい務めであるかと思わせられます。神の良いおとずれである福⾳を

伝えなければならないという意気込みが強いと、語って伝えようとする意気込みが、かえって逆に伝わらない障害

となっているのです。どこかで、その意気込みが砕かれなければならないかもしれません。⾃分の中にある、伝え

なければというへんなあせり、語るためにこそ⾃分はいまここにいると⾔ったへんな意気込みに⼀旦死ななければ、

「聞く」という「思いやり」の務めは果たすことができないのかも知れません。しかもこの「思いやり」の務めが

必ずしも実を結ぶという保証はありません。「聞いて終わり」ということもあるかもしれません。 

 

●「思いやる」務め、それは「聞く」という務めです。偉⼤な⼤祭司であるイエス様は「無知で、迷っている⼈々

(私たち)」を「思いやる」務めをしておられます。「無知で、迷っている者たち」の話す中⾝は楽しくなるようなも

のではありせん。聞きたくないものも聞かなければなりません。聞くことによって、聞く側の者の⼼がおかしくな

ってくることもあるのです。かかわる相⼿の悪い霊を受けて、倒れてしまうこともあるのです。それなら何もかか

わらないのが無難です。そのほうが賢いかもしれません。しかし、それなら、この世には⽿がなくなって、⼝ばか

りが多くなってしまいます。だれが⽿の役割を引き受けるのでしょうか。 

 

2. 神から委任された務め 
 

●その意味では、私たちの⼤祭司イエス様は、偉⼤な牧会者です。「無知で、迷っている私たち」の悩みや願いを、

しかも的外れな⾔い分を聞くという務めをしておられます。相⼿が上からの正しい光を⾒出すまで、忍耐強く、聞

いておられるのです。沈黙しているように⾒えますが、私たちが思う以上に聞いておられるのです。このような務

めは、神によって与えられなければ、できないということが、へブル⼈への⼿紙では⻑々と解説されているわけで

すが、いずれにしても、神によって任命されるということが重要です。 

 

●使徒パウロもその⼀⼈でした。彼はいろいろなところに(特に異邦⼈に対して)福⾳を宣べ伝えて、そこに教会を

建て上げていった開拓者ですが、その牧会の労苦と⼼痛は並⼤抵のものではありませんでした。特に、コリントの

教会の牧会は⼤変な苦しみを伴うものでした。その彼が⼿紙の中でもらした⼀⾔はこうです。「このようなつとめ

にふさわしい者は、いったい誰でしょう。」(Ⅱコリント 2:16) 柳⽣訳では「このような重⼤な使命を果たしうる

⼈間が、ひとりでもいるだろうか。(いや、ひとりもいないという反語)」と訳されていますが、パウロ⾃⾝が、牧

会者としての⾃信を完全に失っていたことをうかがわせる⼀⾔です。それでも彼が、⼈々を「思いやる」働きから

⾝を引かなかったのは、神からその務めが与えられていたからです。神からの召しが彼をしてこの務めから退くこ

となく、⽴たせました。神からの召しがなければだれも「思いやる」という務めはできません。そのことは⼤祭司

であるイエスにおいても然りなのです。 
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成熟を⽬指して進もう 

 

―神との親しい交わりとしての⾄聖所の祝福ー 

はじめに 
 

●へブル⼈への⼿紙 6 章から⼆つのキーワードを取り上げます。⼀つは＜成熟＞というキーワード、もう⼀つは 

＜希望＞というキーワードです。この⼆つのキーワードは全く別々のものではなく、密接な関係をもっているとい

うことを理解したいと思います。まずは、そのキーワードのある聖書のテキストを⾒てみましょう。 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 6 章 1 節 

 ですから、私たちは、キリストについての初歩の教えをあとにして、成熟を⽬ざして進もうではありませんか。 

 

1. 私たちの⽬指すべき⽅向  
 

●「成熟を⽬ざして進もうではありませんか」という呼びかけ、これが私たちが⽬指すべき⽅向であり、指針です。

他の訳では、「完成へと進もう」と訳されています。＜成熟＞ということばを聞いてどのようなイメージを持たれ

るでしょうか。果物が熟すと、糖の蓄積が⾼まって⽢くなります。カロリーも⾼くなります。果物は成熟しないと

美味しく感じられません。果物だけでなく、とうもろこしやお⽶などの穀物類も⼗分に成⻑しないと⽢くおいしい

ものにはなりません。味噌や酒なども熟成しないと美味しくなりません。⾷べ物の世界では成熟、熟成するという

ことが⼤切です。私は半熟タマゴが好きですという⼈がいますが、その意味とは少し違います。 
 

●芸術の世界でも、成熟するということばは使いませんが、円熟、熟練、練達ということばで⾔い表されます。円

熟し、鍛え抜かれた芸、味わい深い表現、⼈⽣の機微に通じた味わいは⼀つの完成された域に達したときに⾒られ

るものです。私たちが感動する映画やドラマにはそうした円熟したものが根底にあります。⼈間的な成⻑、成熟に

は、熟知、熟考、熟慮、熟視、習熟するといった構え⽅と密接な関係があります。⼤⼈になるということはそうい

うことではないかと思います。 
 

●信仰の世界、霊的な世界においても、同様に、成熟が求められます。イエスは「種蒔きのたとえ話」をされまし

た。種を蒔く⼈が種蒔きにでかけました。ある種は道端に、ある種は岩地に、ある種はいばらの⽣える地に、ある

種は良い地に落ちました。 

① 道端に落ちた種とは、御⾔葉を聞くが、後からやって来た悪魔によって、信じて救われることのないように、

その⼼から折⾓聞いた御⾔葉を奪い去られた⼈たちのこと。 

② 岩地に落ちた種とは、御⾔葉を聞くと喜んで受け⼊れるが、根がないので、しばらくは信じても、試練に遭う 

と⾝を引いてしまう⼈たちのこと。 

③ 茨の中に落ちた種とは、御⾔葉を聞くが、途中で⼈⽣の思い煩い(妬みも含む)や富や快楽に覆いふさがれて、 
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実が熟するまでに⾄らない⼈たちのこと。 

④ 良い⼟地に落ちた種というのは、堅い⼼ではなく、やわらかな⼼でみことばを聞き、忍耐して実を結ぶ⼈たち 

のこと。である。ある者は百倍、ある者は 60 倍、ある者は 30 倍の実を結ぶとイエスは話されました。「実を結

ぶ」ことの中に当然「実が熟する」ということも含まれています。 

 

●神の⼦どもとされた私たちは、みことばとのかかわりによって 30 倍、60 倍、百倍の実りが約束された祝福の中

に置かれているのです。ですから、私たちは、へブル⼈の⼿紙の作者が⾔うように、「成熟を⽬ざして」⽣きなけ

ればなりません。使徒パウロは愛弟⼦のテモテにこんなことばを書いています。 
 

「あなたは熟練した者、すなわち、真理のみことばをまっすぐに説き明かす恥じることのない働き⼈として、⾃分を神に 

ささげるよう務め励みなさい。」(Ⅱテモテ 2:15) 

 

●ここには、みことばを説き明かす「熟練した者」(「ドキモス」 δόκιμος、本物だと証明された者、定評のあ

る者、尊敬される者、耐え抜いて良しと認められた者、純正な、という意味)となるよう務め励みなさいとあります。

つまり、熟練するためには、時間と努⼒、熱⼼さが必要だということです。ひとつの道を究めるためには、どんな

世界でも、どんな領域でも、⽇々の研鑽が求められているのです。今⽇、⽇本のキリスト教会において、ひとりひ

とりのクリスチャンの霊性(スピリチュアリティ)が問い直されてきています。そこには本当に何が⼤切で、何がそ

うでないかということを⾒極め、それを⾃分の⽣活の中で実⾏していくスピリチュアリティ(霊性)です。⾚ちゃん

はミルクから流動⾷にかわって、少しずつ⼤⼈が⾷べているものが⼝にできるように成⻑していきます。ところが、

へブル書の 5 章 12〜14 節にはこう記されています。 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 5 章 12〜14 節 

 12 あなたがたは年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神のことばの初歩をもう⼀度だれかに 

教えてもらう必要があるのです。あなたがたは堅い⾷物ではなく、乳を必要とするようになっています。 

 13 まだ乳ばかり飲んでいるような者はみな、義の教えに通じてはいません。幼⼦なのです。 

 14 しかし、堅い⾷物はおとなの物であって、経験によって良い物と悪い物とを⾒分ける感覚を訓練された⼈たちの物です。 

 

●「神のことばの初歩」の「初歩」と訳されている「ストイケイオン」(στοιχεῖον)はアルファベットの⼀⽂字

を覚える程度の初歩を意味します。年数からすればある程度のレベルのみことばの解き明かしも理解できるはずで

したが、何らかの理由で成⻑が阻まれていたのです。おそらく、古い考えから抜け切れなかったのかもしれません。

あるいは、成⻑への意欲が⽋けていたのかもしれません。「幼⼦」は初歩的な真理が習得できていない未熟な者と

いう意味です。初歩をマスターした⼈は、初歩を基礎にしてさらに豊かな知識を養い続けていくことができます。 

聖書の中には、神の知恵、神の約束、神の計画、神の奥義、キリストについての無尽蔵な真理が隠されています。

それらは、霊的に正しく理解されるなら、私たちを強め、養い育てる糧となります。しかし、それらは消化しにく

い「堅い⾷物」なので、霊的な習得能⼒が養われている⼈でなければ、そこから益を得ることが難しいのです。 

 

●堅い⾷物から益を受けられるためには訓練されることが不可⽋なのです。14 節には、⼤⼈とは、良い物と悪い
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物とを⾒分ける感覚を訓練される⼈だ、としています。良い物と悪い物とを⾒分ける感覚を訓練される、これが「⼤

⼈になる」ということです。これは単なる倫理的・道徳的な善悪の問題のことを⾔っているのではありません。霊

的な世界における良い物とそうでないものとの区分け、判別する能⼒です。信仰的訓練とは「良い物と悪い物とを

⾒分ける感覚を鍛えることです。 
 

●たとえば、⾝体の筋⾁は使わなければ衰えて弱くなります。寝ている事の多い⼈の筋⾁は確実に衰えるように、

信仰の世界にも同じことが⾔えます。信仰の筋⾁とは、⽇々、主と交わり、みことばに親しむ中でこそ鍛錬されて

いきます。 

 

●ベタニヤのマルタもマリアもそれぞれイエスとのかかわりを持とうとしています。姉のマルタはもてなすという

⾏為を通して、妹のマリアはイエスの⾜元に座って、イエスの語るみことばに聞き⼊るというかかわりです。形態

は異なっていても、かかわりという点では同じです。ところが、姉のマルタは⾃分の思うどおり事が運ばなかった

のでしょう。⾃分のかかわり⽅がうまくいくように、妹のマリアにも⼿伝うようにと⾔ってくださいとイエスに⾔

った時、イエスはこう⾔われました。「あなたはいろいろなことを⼼配して、気を使っています。しかし、どうし

ても必要なことはわずかです。いや、⼀つだけです(One Thing)。マリアはその良いほうを選んだのです。彼⼥か

らそれを取り上げてはいけません。」と。 
 

●⼀⾒、どちらも⼤切だと思える私たちに、イエスは彼⼥たちに「良い物と悪い物とを⾒分ける感覚を訓練され」

たのです。それは成熟への道です。⼤⼈になっていく道です。「成熟を⽬ざして進もうではありませんか」という

勧めを⼼にとめましょう。私には成熟することはできないと⾔われる⽅がいるでしょうか。あるいはいつまでも⼦

どもでいたい。⼤⼈になりたくない。成熟しないで、いつまでも⼦どものままでいたいと思われる⽅がいるでしょ

うか。私たちが⼤⼈になるということは、本来はとても⾃然なことなのです。⾃然界で実のなる⽊―たとえば、な

つめやしなどは⼗分な結実を迎えるまでにはなんと 40 年もかかるのだそうです。しかし⼀度実をつけると(⼀房に

は千粒の果実、⼀本の⽊には 7〜10 房)、なんと 150 年にわたって実をならせると⾔われます。 
 

●信仰の世界、霊の世界で「実を結ばせ、成熟する」にはそれなりの秘訣があります。ヘブル⼈への⼿紙ではその

秘訣をどのように語っているのかを学びたいと思います。その秘訣とは第⼆のキーワード「希望」にあります。 
 

2. ⾄聖所における祝福 
 

●そこで第⼆のキーワードが記されているテキストをみたいと思います。 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 6 章 11 節 

  そこで、私たちは、あなたがたひとりひとりが、同じ熱⼼さを⽰して、最後まで、私たちの希望について⼗分な確信を 

持ち続けてくれるように切望します。 

 

●このテキストから分かることは、まず、私たちには希望が与えられているということです。「私たちの希望につ
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いて」とあります。その希望についての⼗分な確信を⼗分に持ち続けてくれるように、しかも熱⼼にその確信を持

ち続けるようにと作者は語っています。「成熟」と「希望」にどのような関係があるのでしょうか。 
 

(1) 成熟と希望の関係 

●成熟すること、成熟を⽬ざして進むことと、私たちに与えられている希望についての⼗分な確信を持つこととは

密接な関係にあります。希望についての⼗分な確信を持つことなしには、成熟を⽬ざして進むことができないとい

う関係にあります。そんな関係にある「希望」とはいったい何なのでしょうか。6 章 19 節と 20 節を⾒てみましょ

う。「希望」が「この望み」と⾔い換えられています。 
 

【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 6 章 19〜20 節 

 19 この望みは、私たちのたましいのために、安全で確かな錨の役を果たし、またこの望みは幕の内側に⼊るのです。 

 20 イエスは私たちの先駆けとしてそこに⼊り、永遠にメルキゼデクの位に等しい⼤祭司となられました。 

 

●ここには、望みを持つ効果と、望みの実体について記されています。順序は逆になりますが、望みの実体とは何

か。それは私たちが「幕の内側に⼊る」ことだとしています。「幕の内側に⼊る」とはどういうことでしょうか。

この⼿紙はクリスチャンとなったユダヤ⼈に宛てられて書かれています。ですから、彼らの伝統、歴史、⽂化、習

慣にふれるように、彼らが分かる領域でものを⾔っているわけです。ですから、私たちがその意味の本質を知ろう

とするならば、それを理解する必要があります。ここでいう「幕の内側」というのは、モーセに⽰された幕屋の中

の最も奥にある「⾄聖所」のことです。 

 
 

 
 

⾄聖所の中にある契約の箱 
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●モーセの時代では聖所と⾄聖所との間には幕があって、その仕切りの幕を通って⾄聖所に⾃由に⼊ることが許さ

れたのはモーセだけでした。他に⼊ることが許されたのは⼤祭司です。しかも年に⼀度、⼤贖罪⽇と⾔われる⽇だ

けでした。神はその⾄聖所においてそこに⼊れた者と親しく語られました。イスラエルの⺠の罪が全国⺠規模で赦

されるためには、動物の⾎を⾄聖所に置かれてある契約の箱の上に注がなければなりませんでした。それほどに幕

の内側の⾄聖所に⼊ることは重要なことであったのです。神に近づいて、神の赦しを与えられ、神の語ることばを

聞くには、そこに⾏くしかありませんでしたが、ごく限られた者しか⼊ることができなかったのです。ところが、

ダビデの時代には、新しい啓⽰が与えられます。ダビデがイスラエルの王となって神を公式に礼拝したときには、

この⾄聖所にあった契約の箱の前で礼拝したのです。まさに、中核がむきだしにされたような形です。幕屋の中で

最も重要な部分がだれの⽬にもふれることができるようになりました。これがダビデの幕屋といわれるものです。 
 

●実は、このダビデの幕屋はイエス・キリストによってもたらされる救い、私たちが⼤祭司キリストによって、⾃

由に⾄聖所に⼊ることができるようになる⽰しだったのです。ダビデの幕屋の新しい礼拝形式―賛美を伴う礼拝、

動物ではなく、霊的なささげものーはやがてモーセの幕屋と合体して、ソロモン時代に神殿となります。そこでは

モーセの幕屋でなされた礼拝と、ダビデがなした新しい礼拝の形が総合されたわけです。このあたりの話はじっく

りと学ばなければならないのですが、その機会が与えられるようにと祈ります。 
 

●話の要点はイスラエルの歴史の中で⼤切にされてきた幕屋礼拝、神殿礼拝の中核である⾄聖所にキリストにあっ

て、いつも⾃由に⼊ることができるということなのです。そこでは、主の臨在が満ちていて、その主の臨在による

喜びの祝福に満たされるというリアリティが絶えずあることなのです。そのリアリティにあずかることができる保

障こそ、まさに「希望」なのです。この希望は決して理想郷のものではなく、現実に経験できる神の約束なのです。 
 

●「この望み」の効果は何でしょう。19 節によれば、「私たちのたましいのために、安全で確かな錨の役割を果た

す」とあります。錨とは、船が潮の流れに流されることがないように、嵐などで沈没しないためのものです。私た

ちが昔の⼤祭司のように年に⼀度ではなく、あるいは⼀週間に⼀度ではなく、いつでも、⽇ごとに、24 時間、「幕

の内側に⼊る」ことができて、神との親しい交わりを豊かに経験することを通して、「前に置かれている望みを捕

らえる」(18 節)ことができるということなのです。そして、そのことが、いつも、どんなときにも、私を⽀える⼒

強い励ましとなるということなのです。それがここでいう希望であり、その希望をもって⽣きることが、⾔葉を換

えると、「成熟を⽬ざして進むこと」なのです。 
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●成熟を⽬ざして進もうと⾔われても、実際、どうすればいいのかと問われれば、私たちがいつも⼤祭司キリスト

とともに、⾄聖所に近づき、そこで神との親しい交わりを楽しみつつ、前に置かれている望みを捕らえることなの

です。そこに霊的な円熟が約束されているのです。「死んだら、天国に⾏く」と⾔いますが、聖書が約束している

天国とは、まさに神の御顔を仰ぎ⾒る世界のことで、顔と顔を⾒合わせるそんな親しい愛のかかわりを永遠にもた

せていただけるという世界なのです。これはまだキリストの再臨と最後の審判が来なければ最終的には実現しませ

んが、その前味は味わうことができるのです。 
 

●前にも⾔いましたが、マタイの福⾳書では救いとは「天の御国に⼊る」という⾔い⽅をします。ヨハネの福⾳書、

あるいはヨハネの⼿紙の救いは「永遠のいのちを得る」という⾔い⽅をします。ペテロの⼿紙の救いは「⽣ける望

みを持つ」、そしてへブル⼈への⼿紙の救いは「近づく」という⾔い⽅をします。救いとは、⼤祭司キリストによ

って神に近づくことなのです。いつも神と親しく⽣きる現実です。当教会の⽇毎のサムエル・ミニストリーの⽬的

はここにあります。その時間だけが神に近づく時ではなく、いつでも神に近づいて、神を知るための⽇毎の⼊り⼝

のようなものです。サムエルで瞑想したことが、⼀⽇中、⼼の中を⽀配すること、それを持続させる⼒を養うこと

が求められているのです。 
 

●今⽇、さまざまな情報が特別得ようとしなくても⼊ってきます。この世で何が起こっているのかを、いつも⼗分

に知らなくても⽣きていくことができます。むしろ霊的な⽣活にとって、多くの情報がよりすばらしい神とのかか

わりを犠牲にしているかもしれません。⾃分の中になにを取り⼊れるか、「良いものと悪いものの区別ができるこ

と」が⼤切です。テレビの情報がすべて悪いものでありません。しかし、私たちは良い⽅を選ぶべきです。そして

それによって得られる祝福は、その⼈にとって、ある者にとっては、30 倍、60 倍、百倍の収穫が得られるのです。 

その収穫とはモノではありません。不動産ではありません。霊的なものです。 
 

●イエスさまはそれをもっておられたので、どんな危険や嵐の中でも熟睡しておられました。成熟のしるしは、安

眠、熟睡と⾔えます。いつでも、主にあって、安眠できる、熟睡できる、そんな成熟を⽬ざして、神との⽣きたか

かわりを熱⼼に求めていきましょう。それは絵に描いた餅ではなく、確かに経験できる望みなのです。望みが望み

で終わることなく、その望みが私たちのうちに実を結ぶことを信じながら・・・。 
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No.12      さらにすぐれた⼤祭司 
 

はじめに 
 

●詩篇 15 章 1 節に「主よ。だれが、あなたの幕屋に宿るのでしょうか。だれが、あなたの聖なる⼭に住むのでし

ょうか。」とあります。「宿る」、「住む」、この⼆つの動詞は神との親しい交わりを表わすかかわりの語彙です。神

はモーセを通して移動式の幕屋を作らせましたが、後にその幕屋は神殿となります。幕屋にしても、神殿にしても

その建造の⽬的は、神が⼈と住むためです。親しく交わるためのものです。幕屋や神殿で仕える祭司と呼ばれる者

たちの務めも、この⽬的のために神がお⽴てになった制度でした。へブル⼈への⼿紙の中⼼的なメッセージは、こ

の神の⽬的―つまり神が⼈と共に住むーを完全に実現することのできる永遠の⼤祭司イエスから⽬を離すなとい

うことですが、詩篇 15 篇に戻って、主の幕屋に招かれ、そこに近づき、主の家に住み、そこにとどまりつづける

ことのできる者はだれかと問うています。⼤きな問いです。 
 

●この問いを、へブル⼈への⼿紙のことばで⾔い換えるならば、「幕の内側に⼊る」ことのできるものはだれかと

いうことになるかと思います。旧約では⼤祭司だけが、しかも年に⼀度しか可能であった⾄聖所に⼊ることができ

ませんでしたが、今や、私たちはいつでもこの⾄聖所、つまり、「幕の内側に⼊る」ことができるという望みがあ

るのです。この望みは確実にできるという確かな希望です。しかし、旧約においてはこの希望は⼀般の⼈々には皆

無でした。 
 

1. 主に対するかかわりの「完全さ」 
 

●さて、詩篇 15 篇の 2 節以降には、1 節の条件を満たす項⽬が 8 項⽬記されております。その 8 項⽬というチェ

ックリストを、分かりやすい LB 訳で⾔いますので、私が質問することに対して「はい」という項⽬がいくつある

かを数えてみてください。次にあげる項⽬はすべて⼈とのかかわりにおけるチェックリストです。 

 

① ⼝が裂けても⼈を中傷しない。  

② うわさ話に⽿を貸さない。  

③ 決して隣⼈を傷つけない。 

④ ⼤胆に罪を告発し、それを明るみに出す  

⑤ 主に忠実な者をほめる  

⑥ たとい危害を受けても約束は破らない。 

⑦  ⾼い利息で負債者を窮地に追い込むようなことをしない。 

⑧ 賄賂を受け取って無実の⼈に不利な証⾔をまちがってもしない。 
 

●以上、⼀つでもカウントしたものがあったとすれば、あなたは間違いなく、残念ながら、主の幕屋に宿ることは

できません。そこに住むこともできません。 
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●神の私たち⼈間についての評価は詩篇 14 篇にすでに記されています。それによれば、「善を⾏う者(神のみここ

ろを、神が良しとすることを⾏う者)はいない。ひとりもいない。－だれもかれも、みな腐り果てている」から、と

いうのがその理由です。だとしたら、だれも主の家に住む者はいないということになります。これが⼈間の現実で

す。絶望です。⼈間の努⼒で神に近づくことなど、ましてや、神と親しくなることなど、あり得ないのです。それ

が私たちの姿です。そこで、神はそんな私たち⼈間が神に近づくことができる⽅法というものを教えてくれました。

それは私たちの罪の⾝代わりとして、傷のない、⽋陥のない動物のいけにえをささげることによって罪が赦され、

神に受け⼊れられるという道です。神は完全な⽅ですから、神に近づく者にも完全を求められます。 
 

●詩篇 15 篇 2 節に「正しく歩み」とありますが、この「正しく」と訳されたヘブル語は「ターミーム」(ָּתִמים)

で、「完全な、傷のない、⾮難されることのない、罪のない、潔⽩な」を意味する形容詞です。かつてイスラエル

がエジプトから脱出する前に、エジプトのパロが断固としてイスラエルを解放しないために、神はエジプト中に⼤

変恐ろしいさばきが起こることを知らせました。そのさばきとは、エジプト全⼟にいるすべての⻑⼦(初⼦)、⼈間

も動物も最初に⽣まれた者はすべて死ぬというさばきでした。しかしそのことが起こる前に、神はイスラエルの

⼈々に、それぞれの家の⾨柱に 1 歳になる⼦⽺の⾎を塗っておけば、そのさばきのときに、その家を過ぎ越すとい

う約束をされました。ただし、過ぎ越すためには、いけにえとなる⼦⽺に決して傷があったり、病気もちであった

り、⽋陥があったりしてはなりませんでした。もしそのような傷や病気、⽋陥のある⽺をほふって⾎を⾨柱に塗っ

たとしても、その効果は全くなく、さばきを招くことが告げられました。そこで、⼈々は 5 ⽇間にわたって、いけ

にえとなる⽺をよく調べなければなりませんでした。それほどに、神が要求するのは常に「ターミーム」(ָּתִמים)、

つまり「完全さ」でした。傷あるものの⾎には罪を赦したり、罪を覆ったりして神のさばきを過ぎ越させる⼒がな

かったのです。 
 

●聖書の中で、神から「完全な者、全き⼈」だと⾔われた⼈物がおりました。その⼈の名は「ノア」です。ところ

が、彼は酒によって醜態を⼦どもたちの前でさらしてしまいました。信仰の⽗アブラハムに対して、神は「わたし

は全能の神である。あなたはわたしの前を歩み、全き者であれ。」(創世記 17:1)と⾔われました。ここでも神が求

めておられるのは「ターミーム」(ָּתִמים)、「全き」「完全な」者です。 
 

●やがて、イスラエルの⺠はエジプトを出てシナイ⼭で神との合意に基づく契約を結びますが、神に近づくための

礼拝規定が定められました。それによれば、神へのいけにえ、神へのささげものは、傷のないもの、完全なものが

必要でした。⾃分にとっていらないものをささげることは決してゆるされませんでした。むしろ、⾃分にとって惜

しいと思うような価値あるもの、腹が痛むほどのものでなければなりませんでした。そのようないけにえなしには、

神と親しくかかわることは許されませんでした。それは⼈が犯す罪の⼤きさや⼩ささによって完全さは変わること

はありませんでした。また貧しいということも関係がありませんでした。貧しくても、常に、完全なものが要求さ

れたのです。 

 

2. 廃棄された古い祭司職(祭司制度) 
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(1) リストラされた古い祭司たち (廃棄された祭司制度の伝統) 

●モーセの幕屋における礼拝規定の中で、⼈が神に近づくために、その仲⽴ちの務めをしたのが祭司たちでした。

旧約の祭司職は世襲制です。それはイスラエルの 12 の部族の中で唯⼀、レビ部族に与えられた務めでした。モー

セの律法が定められ、礼拝規定にしたがって祭司たちは礼拝を司ってきましたが、バビロン捕囚の期間を別として

も、約 1,500 年間、連綿と続けられてきたのです。しかしこの祭司制度は、私たち⼈間を神が求めるような完全な

者にすることはできませんでした。なぜなら、この祭司制度ははじめからさまざまな⽋陥をもっていたからです。 

その⽋陥とは、 

① 死があるので、⼀時的であるということ(7:23) 

祭司たちの場合は死ということがあるために、やがて天に設けられる真実の幕屋である聖所では仕えること 

ができないから、通⽤しない、地上だけという限定付で永遠の保証がありません。 

② 弱さをもった⼈間であるゆえに、不完全であるということ(7:19, 27) 

祭司たち⾃⾝がまず⾃分のために、その次に⺠の罪のために、毎⽇のように罪のいけにえをささげる必要が 

あったからです。何度も繰り返すしか能のないいけにえ制度。祭司制度によっては、神が⽬的としたこと 

(真に⽣きた神との交わり)は何も全うできなかったからです。 

 

●そのために、⻑い間にわたって連綿と続けられてきた祭司制度は完全に廃⽌され、全く新しいことが神によって

⽴ち上げられたのです。それまでの流れを根底からひっくり返すような新しい祭司が起こされたのです。その結果、

旧約の祭司制度における祭司たちはすべて神によってリストラされてしまったかたちです。1500 年間、続けられ

てきた伝統とは全く別の系譜から全く新しい⼤祭司が⽴てられたためです。全く別の系譜というのは、レビ部族か

らではない⼤祭司。ではどの部族からといえば、それは王の職務を司っていたユダ部族からでした。 

 

(2) 祭司職の⼆つの系譜 

 

●律法で定められた系譜とは異なる別の系譜があります。そのルーツとし

てメルキゼデクという⼈物が登場します。サレムの王であり、アブラハム

を祝福した祭司です。アロンをルーツとするレビ部族による祭司制度が始

まったのは出エジプトの出来事のすぐ後ですから、だいだい B.C.1,500 年

頃です。メルキゼデクが登場したのは、アブラハムが主からの命令を受け

てからそう年数は経っていませんが、およそ B.C.2,000 年前としましょ

う。メルキゼデクと同じく 1,000 年後にサレム(今のエルサレム)で王とな

ったダビデの登場年代は B.C.約 1,000 年。そのダビデから約 1,000 年後

にイエス・キリストが誕⽣します。  
 

●ダビデはユダ部族の王でしたが、彼は礼拝改⾰をし、祭司しての務めも

していたのです。その祭司としての務めは、本来の祭司たちのように動物

をほふったりすることではなく、⾳楽による賛美のささげものをした祭司
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でした。しかも、祭司が着る「亜⿇布のエポデをまとっていた」ことが聖

書に記されています(Ⅱサムエル 6:14)。 

 

●王であると同時に祭司であることは、本来、律法の規定では許されてい

ません。その意味ではダビデは律法違反をしています。サウル王がサムエ

ルの到着を待たずに祭司の務めをしてしまったことで、彼は神から王位を

はく奪されることとなりました。しかしダビデ王がしたことは、やがて遣

わされる救い主の預⾔的啓⽰と⾔えます。王でありながら、祭司としての務めをなす、その予型がメルキゼデクで

あり、イエス・キリストを指し⽰していました。この系譜によって、律法が定めた祭司制度が廃棄されたのです。 

 

3. さらにすぐれた⼤祭司とその務め 
 

●へブル⼈への⼿紙にはその⼿紙を特⾊づけているキーワードがあります。それは「さらにすぐれた」ということ

ばです。「よりまさった」という表現もあります。同義と考えてよいと思います。「さらにすぐれた」というからに

は、それと⽐較されるものがあってのことです。へブル書の中には 10 回、「さらにすぐれた」という表現がありま

す。そのうち、⼤祭司であるイエスについて⾔われているのは、7 回もあるのです。 

 

① 1 章 4 節 御⼦は、御使いたちよりもさらにすぐれた御名を相続されたように、それだけ御使いよりも 

まさるものとなられました。 

② 7章19節 ―律法は何事も全うしなかったのです。――他⽅で、さらにすぐれた希望が導き⼊れられました。 

私たちはこれによって神に近づくのです。 

③ 7 章 22 節 そのようにして、イエスは、さらにすぐれた契約の保証となられたのです。 

④ 8 章 6 節  しかし今、キリストはさらにすぐれた務めを得られました。それは彼が、さらにすぐれた約束に 

基づいて制定された、さらにすぐれた契約の仲介者であるからです。 

⑤ 9 章 23 節 ですから、天にあるものにかたどったものは、これらのものによってきよめられる必要があり 

ました。しかし天にあるもの⾃体は、これよりもさらにすぐれたいけにえできよめられなければなりません。 
 

 

●「さらにすぐれた務め」をなしておられる⼤祭司イエス。どの点が「さらにすぐれた」⾯なのでしょうか。 

 

① 完全なー罪も汚れもない⼤祭司。そのために⾃分のために、また⼈々のために毎⽇いけにえを捧げる必要の 

ない⽅(過去完了)。つまり、⼀回的な完全な贖いがなされた。しかも、永遠に有効。 

 ② キリストご⾃⾝が私たちのための罪のいけにえとなられた(過去完了)。それゆえキリストを持つことにより、

⼤胆に、神に近づくことができる。 

③ キリストはいつも⽣きていて、神に近づく者のためにとりなしをしておられる(現在)。 

④ 神の律法を私たちの思いの中に⼊れ、私たちの⼼に書きつける(現在⇒将来)。 
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●それぞれ「さらにすぐれた務め」をイエスは、すでに、また現在も、そして将来にわたってなしておられます。

ここでは④の「神の律法を私たちの思いの中に⼊れ、私たちの⼼に書きつける。」ということについて考えてみた

いと思います。これこそ、神の新しい契約の内実であり、神の約束の⽬指すところだからです。 

 
【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 8 章 6 節〜11 節 

 

6 しかし今、キリストはさらにすぐれた務めを得られました。それは彼が、さらにすぐれた約束に基づいて制定された、 

さらにすぐれた契約の仲介者であるからです。 

7 もしあの初めの契約が⽋けのないものであったなら、後のものが必要になる余地はなかったでしょう。 

8 しかし、神は、それに⽋けがあるとして、こう⾔われたのです。「主が、⾔われる。⾒よ。⽇が来る。わたしが、イスラエル 

の家やユダの家と新しい契約を結ぶ⽇が。 

9 それは、わたしが彼らの⽗祖たちの⼿を引いて、彼らをエジプトの地から導き出した⽇に彼らと結んだ契約のようなもので 

はない。彼らがわたしの契約を守り通さないので、わたしも、彼らを顧みなかったと、主は⾔われる。 

10 それらの⽇の後、わたしが、イスラエルの家と結ぶ契約は、これであると、主が⾔われる。わたしは、わたしの律法を彼ら 

の思いの中に⼊れ、彼らの⼼に書きつける。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの⺠となる。 

11 また彼らが、おのおのその町の者に、また、おのおのその兄弟に教えて、『主を知れ』と⾔うことは決してない。⼩さい者 

から⼤きい者に⾄るまで、彼らはみな、わたしを知るようになるからである。 

 

●10 節の「神の律法を私たちの思いの中に⼊れ、私たちの⼼に書きつける。」とはどういう意味でしょうか。それ

は、私たちが強いられてではなく、⾃ら、⾃発的に主を愛し、喜んで主に従うようになること。しかも、神との親

しいかかわりの中でより深く主を知るようになるため、互いに「主を知れ」と⾔うこともないことを意味します。

古い祭司制度がなしえなかった点がここにあります。 

 

●「さらにすぐれた偉⼤なる⼤祭司イエス・キリスト」に栄光がありますように。私たちがこの⽅を持てるように

してくださった御⽗と聖霊に⼼から感謝いたします。そして、三位⼀体なる聖なる神の御名が、今も、そして後々

までも、とこしえにあがめられますように。 
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No.13    初臨、天の⾄聖所である神の右の座、再臨 
 

ヘブル⼈への⼿紙 9 章 ―幕屋における礼拝の規定― 
 

幕屋の構造・・・《是⾮、記憶しよう !》 
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(1) ⾨ 

●東に⼀箇所あるのみ。礼拝する者はだれでもこの⾨を通らなければならなかった。神に近づく唯⼀の⾨(ヨハネ

10 章 9 節「わたしは⾨です」)。 

 

(2) ⼤庭 

a. 祭 壇 
●⾨を⼊った前庭の中央にはいけにえの動物を焼くための祭壇があった。ここでは、毎⽇絶やすことなく、朝と⼣に若い雄⽜ 

のいけにえがささげられた。また礼拝する⼈々はこの祭壇に置くいけにえを持って来なければならなかった。 

b. 洗 盤 
●幕屋で仕える祭司たちが奉仕する前に⾝をきよめるために、ここで⽔を浴び、⼿を洗った。 

 

(3) 聖所  

a. 聖所の⼊り⼝の幕 
●祭司たちは毎⽇聖所の⼊り⼝の幕を通って聖所での務めをした。⼀般の⼈が中に⼊ることはできなかった。 

b. パンの机 
●イスラエルの１２部族を表わす１２のパンが、神の恵みに対する感謝として、また神こそ⺠のすべての必要を備えてくれる 

という信仰のあかしとして、絶えず神にささげられた。⇒ヨハネ 6 章 35,48 節。 

c. 燭 台 
●純⾦でできた豪華な燭台。窓のなかった聖所の明かりのすべてをこの燭台にたよっていた。しかもその燃料となるオリーブ

油は上質なものが⽤いられた。⇒ヨハネ１章９節、８章１２節。油は聖霊を象徴する。 

d. ⾹ 壇 
●聖所の中は、毎朝、毎晩、かおりの⾼い⾹がたかれた。⇒とりなしの祈りヨハネ 17 章 9 節、へブル 4 章 14〜16 節、 

Ⅰヨハネ 2 章 1 節。 

e. 垂れ幕 
●聖所と⾄聖所とを仕切っている隔ての垂れ幕。そこには神の臨在の象徴であるケルビム

が織り出されていた(創世記 3 章 24 

節)。垂れ幕を通ることなしに⾄聖所に⼊ることはできなかった。⇒神と⼈との隔てが裂か

れた。マタイ 27 章 51 節、へブル 6 

章 19〜20 節、同 10 章 20 節。 

 

(4)〔⾄聖所〕 

a. 契約の箱 
●神がまず造るように命じたのはこの箱であった。この箱の中には⼗戒が刻まれた⽯の板、 

マナの⼊った⾦のつぼ、芽を出したアロンの杖である。この契約の箱こそ、イスラエルの 

中⼼をなすものであった。 
b.贖いのふた 
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●契約の箱のふたの両端には⼆つの⾦のケルビムが置かれ、その翼は広げられてふたを 

覆っていた。年に⼀度だけ、⼤祭司のみが⾄聖所に⼊り、ふたに⾎を塗ってイスラエルの 

⺠の罪の贖いをなした。ふたの上に主の臨在があり、神はそこから語りかけられた。 

 

●今回は、特に、へブル⼈への⼿紙 9 章 24〜28 節から「キリストの三つの現われ」というテーマを取り出し、 

それが私たち⼀⼈⼀⼈に対してどのような意味があるのかを学びたいと思います。 

 
【新改訳改訂第３版】ヘブル⼈への⼿紙 9 章 24〜28 節 

 24 キリストは、本物の模型にすぎない、⼿で造った聖所に⼊られたのではなく、天そのものに⼊られたのです。そして、今、 

私たちのために神の御前に現れてくださるのです。 

 25 それも、年ごとに⾃分の⾎でない⾎を携えて聖所に⼊る⼤祭司とは違って、キリストは、ご⾃分を幾度もささげることは 

なさいません。 

 26 もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストは、ただ⼀度、 

今の世の終わりに、ご⾃⾝をいけにえとして罪を取り除くために、来られたのです。 

 27 そして、⼈間には、⼀度死ぬことと死後にさばきを受けることが定まっているように、 

 28 キリストも、多くの⼈の罪を負うために⼀度、ご⾃⾝をささげられましたが、⼆度⽬は、罪を負うためではなく、彼を 

待ち望んでいる⼈々の救いのために来られるのです。 

 

【新共同訳】ヘブル⼈への⼿紙 9 章 24〜28 節 

 24 なぜならキリストは、まことのものの写しにすぎない、⼈間の⼿で造られた聖所にではなく、天そのものに⼊り、今や 

わたしたちのために神の御前に現れてくださったからです。 

 25 また、キリストがそうなさったのは、⼤祭司が年ごとに⾃分のものでない⾎を携えて聖所に⼊るように、度々御⾃⾝を 

お献げになるためではありません。 

 26 もしそうだとすれば、天地創造の時から度々苦しまねばならなかったはずです。ところが実際は、世の終わりにただ⼀度、 

御⾃⾝をいけにえとして献げて罪を取り去るために、現れてくださいました。 

 27 また、⼈間にはただ⼀度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、 

 28 キリストも、多くの⼈の罪を負うためにただ⼀度⾝を献げられた後、⼆度⽬には、罪を負うためではなく、御⾃分を待望 

している⼈たちに、救いをもたらすために現れてくださるのです。 

 

●新共同訳の聖書では 3 度、「現われる」という⾔葉が使われています。 

①24 節の「現われてくださった」とは、その前に「今や」とありますから、現在継続中の事柄を意味します。 

②26 節の「現われてくださった」とは、その前に「世の終わりにただ⼀度」とありますから、すでに実現した 

こと、過去に完了した事柄を意味しています。 

③そして最後の 28 節での「現われ」は「現われてくださるのです」とありますから、これから起こる将来の 

事柄です。 

●過去、現在、将来におけるキリストの「現われ」は、キリスト⾃らご⾃⾝を私たちに現わすという意味で、私た

ちと深くかかわるということを意味します。キリストの現われは、私たち⼀⼈⼀⼈と深くかかわる事柄なのです。

このことを⼼にとめながらこれからの話に⽿を傾けていただきたいと思います。ちなみに、このヘブル⼈への⼿紙

のキーワードはなんでしたでしょうか。「イエス・キリストから⽬を離さないように」でした。 
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●さて、⽇本語に訳された聖書のテキストでは 3 度「現われ」という動詞が使われていることをお話ししましたが、

ギリシア語の原⽂を⾒ると、実は、三つの「現われ」はそれぞれ異なる動詞が使われているのです。そこで三つの

異なる「現われる」という動詞に注⽬しながら、なにゆえに、どんな⽬的でキリストが現われてくださったのかを

考えてみたいと思います。 

 

1. εμφανιζω(エンファニゾー) ―All In One としての⼤祭司キリストー 
 

●9 章 24 節を読んでみましょう。 
「キリストは、本物の模型にすぎない、⼿で造った聖所にはいられたのではなく、天そのものに⼊られたのです。そして、今、

私たちのために神の御前に現われてくださるのです。」 

 

●「本物の模型にすぎない⼿で造った聖所」ということば、これはユダヤ⼈が神と

かかわるために建てた幕屋、神殿のことです。彼らは幕屋(神殿)における礼拝の儀

式を通して神に受け⼊れられ、神との交わり、神の祝福を受けてきました。そのた

めに世襲制の祭司職があり、1500 年間も続けられてきたわけです。しかしそれは、

本物の模型にしかすぎないと⾔っています。彼らが⼤切にしてきた神殿は、実は本物の写しでしかなかったという

のです。 

●では、その本物の幕屋、神殿はどこにあるのかと⾔えば、天にあります。キリストはその天にある聖所において、

私たちのために「神の御前に現われてくださった」のです。これはどういうことか。ここにある「現われてくださ

った」という動詞は「エンファニゾー」εμφανιζωという⾔葉です。英語でなにかを強調することをエンファサイ

ズと⾔いますが、そのもとになったことばがギリシア語のエンファニゾーです。 

●本とか新聞の⾒出しに使う⽂字は、特に強調されて、くっきりと浮かび上がって⾒えるようにするように、天の

神の御前で今やはっきりと⾒えるようにされているということです。今や、天における聖所ではっきりと強調され

ているのは、キリストが「オール・イン・ワン」であるということです。キリストが「オール・イン・ワン」(All In 

One)であるということは、これ⼀つで⼗分、これがすべて、この⼀つがあればすべて OK。この⼀つがあればすべ

て良し。この⼀つですべてを有する、すべてを持っている。しかし逆に⾔うならば、この⼀つを⽋くならばなにも

ない。すべてを失う。・・そんな意味をもつオール・イン・ワンです。 

●初代教会の使徒ペテロとヨハネが祈りのために宮に⼊って⾏こうとしたとき、物乞いする⽣まれつき⾜の不⾃由

な者に向かってこう⾔いました。「私たちを⾒なさい。⾦銀は私たちにはないが、私たちにあるものを上げよう。」

と⾔って、イエス・キリストの御名を紹介しました。そしてその⽅の⼒によって歩きなさい、と⾔って⼿を取って

⽴たせると、なんと彼の⾜とくるぶしが強くなり、踊りあがってまっすぐに⽴ち、歩きだしました。⾃分の⾜で歩

きだしたのです。使徒ペテロとヨハネが語った「私たちにあるもの」、それはイエス・キリストという⽅でした。

この⽅を持つことがすべてなのです。この⽅を⾃分のものとすることができるならば、すべてを持つのです。 

ユダヤ⼈は伝統に従って、⻑い間、多くの儀式を通して神とかかわってきましたが、今や、そうした煩雑な儀式は

すべてこの「オール・イン・ワン」である⽅を持つことによって、すべてがクリアーされるのです。ボタン⼀つで

すべての⼯程を⾏ってくれる全⾃動のように、キリストを持つことによって、神の前におけるすべてのことが満た
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されるようになった。この⽅によって、私たちは神とかかわりを持つことができ、天にあるすべての霊的な祝福を

受けることができるようになった。そのことがはっきりと明らかにされた。これが 24 節の⾔う「現われ」、「エン

ファニゾー」の意味です。 

●「キリストは、・・天そのものに⼊られたのです。そして、今、私たちのために神の御前に現われてくださった

のです。」ヘブル書においては、天の聖所に⼊られて、しかもその⾄聖所である神の右の座に座られたことによっ

てはっきりとされたことは、キリストが今や永遠の偉⼤な⼤祭司として、(次のことが⼤切です)「私たちのために」

とりなしておられるということです。 

●⼤祭司なるキリストは、神と私たちのかかわりをもたらし、それをゆるぎないものとしてくださるために、今も

私たちのために祈り、とりなし、配慮しておられます。この⽅(⼤祭司なるキリスト)は、あわれみに満ちた⽅で、

私たちの弱さに同情できる⽅です。折にかなった助けを与えることのできる⽅です。ですから、私たちは⼤胆に、

恐れることなく、臆することなく、ひるむことなく、⼤胆に、その⽅の助けを受けるために近づくべきです。 

私たちにとって、真の助け⼿、最後の頼みの綱をもっているということはなんという幸い、なんという慰めでしょ

うか。そのことを考えていただきたいと思います。私たちにとって⼤切なことは、⾃分に最後まで親⾝にかかわっ

てくれる親しき存在なのです。キリストはそんな存在であることをはっきりと⽰してくださいました。 
 

2. φανεροω  ファネロー 
 

●第⼆の「現われ」にいきましょう。ヘブル 9 章 26 節 
「世の終わりにただ⼀度、御⾃⾝をいけにえとして献げて罪を取り去るために、現れてくださいました。」(新共同訳) 
「キリストは、ただ⼀度、今の世の終わりに、ご⾃⾝をいけにえとして罪を取り除くために、来られたのです。」(新改訳) 

 

●ここで使われている「現われ」は、「ファネロー」φανεροωというギリシア語です。ファネローとは、「⻑い間、

覆い隠されてきたものが、はっきりと明らかにされること」を意味します。このことばは、ステージや舞台に登場

しようとしている役者、登場するまでは隠れていますが、すでに出てくる⽤意はできている、という場合に使われ

た語です。同じように、主イエスキリストは歴史上の舞台に現われました。それまで舞台の袖で出番を待っていた

のですが、いよいよ舞台に登場するその時が来たのです。それはイエスキリストの誕⽣、そして⼗字架へと向かう

道です。 
 

●主がこの世に来られた⽬的、歴史に最初に現われた⽬的(つまり、この世に来られた⽬的)はなんだったのでしょ

うか。26 節によれば、「御⾃⾝をいけにえとして献げて罪を取り去るため」でした。つまりここでは「罪のための

いけにえ」としてのキリストの「現われ」です。Ⅰヨハネ 3 章 5 節「キリストが現われたのは罪を取り除くためで

あったことを、あなたがたは知っています。キリストには何の罪もありません。」 
 

●旧約では年に⼀度、⼤贖罪⽇といって国家的な罪のきよめの儀式がありました。⼤祭司はその時だけ、⾄聖所に

⼊り、⺠のためにきよい⾎をささげました。そのことによって、⺠の罪は覆われ、神との交わりを可能としたので

す。しかしその効⼒は年ごとです。毎年毎年、⺠の犯した罪のために、多くの動物が犠牲となりました。なぜなら、

「⾎を注ぎ出すことがなければ、罪の赦しはないからです。」(へブル 9:22) 
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●しかし、主は贖いの⽇のように罪を覆うためではなく、罪を取り除くために現われて下さったということです。

キリストは「⾃分から⼗字架の上で、私たちの罪をその⾝に負われた。」(Ⅰペテロ 2:24) ことによって、「私たち

のそむきの罪が、東が⻄から遠く離れているように、私たちから遠く離される。」(詩篇 103:12)ためでした。 

神が私たちの罪を取り除くとは、罪を赦すだけでなく、完全に忘れるということです。これは驚くべきことです。

完全な忘却です。私たちはたとえ⼈の罪を赦したとしても忘れることはありません。それは⾃分が傷つけられたこ

とであればあるほどです。しかし、神の赦しは、完全な忘却です。それゆえ、私たちは⾃分の犯した罪のゆえにさ

ばかれることは全くないのです。 
 

●多くの⼈は⾃分の犯した罪の罪責感のゆえに、⾃分を赦せないで苦しみます。また⼈を赦せないで苦しみ続けま

す。赦せない苦しみが⼼と⾝体にさまざまな悪い影響を与えます。神の赦しを体験し、私たちが即座に⼈を赦すこ

とができるなら、どんな平安な⽣活ができるでしょうか。赦せない⼼から出てくるものは決して良いものではあり

ません。悪い毒々しいものです。そしてそれらが⼼をさらに苦しいものとし、不健康にしていきます。この悪循環

から私たちを救い出すために、キリストは、完全な⼀回限りの罪のいけにえとしてご⾃⾝をささげられました。そ

れは私たちの罪を完全に赦し、神に永遠に受け⼊れられるためです。永遠のかかわりを保障するためです。 
 

●しかもこのことはすでに⼆千年前の過去に、完了した出来事でした。「(キリストは)・・世の終わりにただ⼀度、

御⾃⾝をいけにえとして献げて罪を取り去るために、現れてくださいました。」このことを信じる者は幸いを得ま

す。神に赦された者は、⼈を赦し、そして⾃分を赦すことができるようになります。それが新しい⼈⽣をスタート

させていくのです。⼈とのかかわりにおけるすべての傷から解放されて、新しい⾃分の道を歩むためにも、私たち

にはっきりと現わされた、「罪のためのいけにえであるキリスト」を⽇々、⾃分のものとして受け取るべきです。 
 

3. ὁράω, ホラオー 
 

●第三の「現われ」に⾏きましょう。28 節の「現われ」。「⼆度⽬には、罪を負うためではなく、御⾃分を待望し

ている⼈たちに、救いをもたらすために現れてくださるのです。」ここにある⼆度⽬とは、キリストが再び来られ

ることを意味しています。キリストの再臨のことです。そのときには、キリストを待ち望んでいる⼈たちにとって

は、救いをもたらされるために現われて下さるのです。新改訳はここでも「現われる」を「来られる」と訳してい

ます。 
 

(1) ＜突然の現われ＞ 

●ここでの「現われ」は、ホラオーという動詞が使われています。ホラオーとは、突然に、神が現われて⼈と出会

うことを意味しています。神と出会った⼈たち、神からの召しを受けた⼈々は、みなこの神の「現われ」を経験し

ています。 
①使徒 7 章 2 節「そこでステパノは⾔った。『兄弟たち、⽗たちよ。聞いてください。私たちの⽗祖アブラハムが、カランに住

む以前まだメソポタミヤにいたとき、栄光の神が彼に現われて、あなたの⼟地とあなたの親族を離れ、わたしがあなたに⽰す地

に⾏け。』と⾔われました。 
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②使徒 7 章 30 節 「四⼗年たったとき、御使いが、モーセに、シナイ⼭の荒野で柴の燃える炎の中に現われました。」 

③使徒 26 章 16 節「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われたのは、あなたが⾒たこと、また、これか

ら後わたしがあなたに現わ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。」 

⑤Ⅰコリント 15 章 

5 節「また、ケパに現われ、それから⼗⼆弟⼦に現われたことです。」 

6 節「その後、キリストは五百⼈以上の兄弟たちに同時に現われました。」 

7 節「その後、キリストはヤコブに現われ、それから使徒たち全部に現われました。」 

8 節「そして、最後に、⽉⾜らずで⽣まれた者と同様な私にも、現われてくださいました。」 

 

●重要なことは神が突然の⽅法で、唐突な形で⼈に現われて、特別な使命を与えるような場合に、このホラオーと

いう⾔葉を⽤いています。それは私たち⼀⼈ひとりにとっても同様ですが、ここでのキリストの「現われ」は、や

がて再びこの世に来られるとき、つまり⼆度⽬に来られる時には、キリストを待ち望む⼈々に完全な救いをもたら

すために現われてくださるのです。ここでいうところの「完全な救い」とは、神と⼈とが顔と顔を合わせること、

「神の御顔を仰ぎ⾒る」(黙⽰録 22:4)と表現されるというかかわりの極致です。神に対して罪を犯した⼈間は、⾃

分の犯した罪ゆえに、神の御顔を避けるようになりました。その⼈間が神の顔を⾒られるように、親しくかかわる

ことができるように、まずキリストは⼆千年前に来られて罪のための⾝代わりして⾃らいけにえとなって⾎を流し

てくださいましたが、再び来られる時には、完全な救い、神の御顔を永遠に仰ぎ⾒ることができるようにしてくだ

さるのです。 
 

(2) ＜救いの確実さ＞ 

●そのことが確実であることを⽰すために、この⼿紙の作者はこう記しています。 
 

27 ⼈間にはただ⼀度死ぬことと、その後に 裁きを受けることが定まっているように、 28 キリストも、(多くの⼈の罪を負 

うために、 ただ⼀度⾝を献げられた後、⼆度⽬には、 罪を負うためではなく、) 御⾃分を待望して いる⼈たちに、完全 

な救いをもたらすために現れてくださるのです。 

 

●27 節の前半の「⼈間には、⼀度死ぬこと」というのはだれも否定することができない事実です。だれにとって

も百パーセント確実なことは必ず死ぬということです。これを逃れることは誰もできません。「⼈間は死ぬことが

定まっているのです。」しかし、もともとは、⼈間は⽣きるように定められており、死ぬようには創られてはいま

せんでした。しかし、最初の⼈が罪を犯したので、死が全⼈類に広がったのである。 
 

●27 節に戻りましょう。百パーセント確実なことは、単に「⼈間には⼀度死ぬことが定まっている」ことだけで

はありません。「⼀度死ぬことと、その後に、さばきを受けることも定まっている」ということが当然のように付

け加えられています。死ぬことと、死んだ後、さばきを受けることが定まっている。⼈がこれを信じようが信じま

いが、それは神の御前において避けられない確実なことであるとしています。その確実さと同様に、キリストが再

び来られる時には、御⾃分を待望している⼈たちに、完全な救いをもたらすことが確実に定まっているということ

なのです。 
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●神は御⼦によってこの世をさばくことを定められました。さばくとは当然、救いも含んでいます。キリストはす

でに「多くの⼈」の罪を負い、それによってさばきの問題を取り除かれましたが、再びこの世に来られるとき、神

の与えられた All in One としてのキリストを受け取ったかどうかが問われるのです。それによって永遠の救いか

滅びかが決定するのです。キリストを持っているものは幸いです。キリストを与えてくださった神に⼼からの感謝

をささげたいと思います。 
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No.14   「神に近づくこと」と「共に集まること」 
 

はじめに 
 

●⼆つの奨励をするように導かれています。聖書のテキストは 10 章 19 節〜25 節です。 
 

【新改訳改訂第 3 版】10 章 19〜25 節 

19 こういうわけですから、兄弟たち。私たちは、イエスの⾎によって、⼤胆にまことの聖所に⼊ることができるのです。 

20 イエスはご⾃分の⾁体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい⽣ける道を設けてくださったのです。 

21 また、私たちには、神の家をつかさどる、この偉⼤な祭司があります。 

22 そのようなわけで、私たちは、⼼に⾎の注ぎを受けて邪悪な良⼼をきよめられ、からだをきよい⽔で洗われたのですから、 

全き信仰をもって、真⼼から神に近づこうではありませんか。 

23 約束された⽅は真実な⽅ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告⽩しようではありませんか。 

24 また、互いに勧め合って、愛と善⾏を促すように注意し合おうではありませんか。 

25 ある⼈々のように、いっしょに集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの⽇が近づいているのを⾒て、 

ますますそうしようではありませんか。 

 

(1) 全き信仰をもって、真⼼から神に近づこうではありませんか(10 章 22 節)。 

(2) ますますいっしょに集まることをしようではありませんか(10 章 25 節)。 
 

●この⼆つの奨励は密接な関係にあります。なぜなら、「神に近づくこと」、「共に集まること」―そこに神の臨在

が豊かにあるからです。「神に近づくこと」「共に集まること」の⼤切さについて、共に考えてみたいと思います。 
 

1. 全き信仰をもって、真⼼から神に近づこうではありませんか 
 

(1) 私たちが神に近づくため神がしてくださった事実 
 

●ヘブル書における「救い」は「神に近づく」という⾔い⽅で表わされます。神に近づくことができること、それ

も神の最も深いところ、神のふところに近づくことができ、神の愛の⿎動にふれることができること、それがヘブ

ル書のいう救いです。 
 

●「神に近づく」こと、このことを決して簡単に考えてはなりません。旧約の最初の⼤祭司となったモーセの兄ア

ロンがおります。そのアロンにはナダブとアビブという⼆⼈の息⼦がおりました。旧約の祭司職は世襲制でしたの

で、当然、アロンの息⼦たちも祭司でした。ところが息⼦たちはいけにえのための⽕を、神の律法に定められたと

おりにしなかったために、彼らは⽕で焼き尽くされました。つまり、死んだのです。この出来事について⽗のアロ

ンはただ沈黙せざるをえませんでした。神が定めた⽅法によらなければ、決して神に近づくことができないという

ことを、神ご⾃⾝が⽰されたからでした。この厳粛な事実を、アロンはただ受け⼊れなければなりませんでした。 
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私たちも神に近づくためには、神との親しいかかわりを持つためには、神の定めた⽅法によらなければならないと

いうことを受け留めなければなりません。「真⼼から神に近づこうではありませんか」という奨励には、それが可

能とされた神の⼤いなる事実が根底にあるからなのです。もう少し、この奨励にある前後の⽂章を⾒てみましょう。 
 

【新改訳改訂第 3 版】へブル 10 章 19〜22 節 

19 こういうわけですから、兄弟たち。私たちは、イエスの⾎によって、⼤胆にまことの聖所に⼊ることができるのです。 

20 イエスはご⾃分の⾁体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい⽣ける道を設けてくださったのです。 

21 また、私たちには、神の家をつかさどる、この偉⼤な祭司があります。 

22 そのようなわけで、私たちは、⼼に⾎の注ぎを受けて邪悪な良⼼をきよめられ、からだをきよい⽔で洗われたのですから、 

全き信仰をもって、真⼼から神に近づこうではありませんか。 

 

●これらのみことばには、次のような構造があります。 

① 事実(10:19) 

② 事実を裏付ける根拠・理由(10:20) 

③ 事実(10:21) 

④ 事実に基づく結果(10:22) 

⑤ 事実に基づく奨励(10:22) 
 

●①の〔事実〕とは「私たちが、イエスの⾎によって、⼤胆にまことの聖所にはいることができる」ということで

す (10:19)。「まことの聖所」とは「⾄聖所」のこと the Most Holy Place, / the holy Presence (MOF), / The 

sanctuary (Jerusalem, NEV, RSV) / The very Holy of Holies where God is, (LB) / The holy place (PME) 
 

●②の〔事実を裏付ける根拠・理由〕とは、「イエスがご⾃分の⾁体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの

新しい⽣ける道(つまり、⾄聖所への道)を設けてくださった(から)です。なぜ新しい道なのか・・それは、かつて、

⼤祭司しか⼊れない場所だったからです。そこへ私たちは「⼤胆に、何らはばかることなく、堂々と、⾃由に、そ

こへ⼊っていくことができるという事実があるので、「神に近づくことができるのです。」 
 

●ここにある事実とは、イエス・キリストの⼗字架の出来事を指し⽰しています。御⼦イエスの⾁体という垂れ幕

を通って、⾄聖所へと⼊る新しい道を開いてくださったのです。そのとき御⼦イエスはご⾃⾝の⾎潮を携えて⾄聖

所へと⼊られました。実はこのことがきわめて重要なことなのです。なぜなら、「⾎を注ぎ出すことがなければ、

罪の赦しはなく、神との交わりも、神とのかかわりも⼀切もつことができないからです。」 
 

(2) イエスの⾎潮の⼒ 
 

●「イエスの⾎によって、⼤胆にまことの聖所にはいることができる」―イエス・キリストの⾎潮―それは、神の

聖なる愛のしるしです。キリストの⾎潮だけが⾄聖所を開く鍵です。 

① ⾎はいのち 
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●イエスは⾔われました。「わたしの⾁を⾷べ、わたしの⾎を飲む者は、永遠のいのちをもっています。・・私の⾁

はまことの⾷物、わたしの⾎はまことの飲み物だからです。わたしの⾁を⾷べ、わたしの⾎を飲む者は、わたしの

うちにとどまり、わたしも彼のうちにとどまります。」(ヨハネの福⾳書 6 章 54〜56 節) このことをイエスが話さ

れたあとで、多くの者たちがつまずき、イエスから離れていきました。 
 

●「わたしの⾎を飲む者」・・ドラキュラも⼈の⾎を飲まなければ⽣きられませんが、⼈間も実は⼈の⾎を飲んで

⽣きるのです。⾚ちゃんがそうです。⾚ちゃんはお⺟さんのお乳を飲んで⽣き、成⻑していきます。⽣後 4 ヶ⽉間

は⺟乳だけで⽣きることができます。⺟乳には⾚ちゃんが必要とするすべての栄養と抗体が含まれているからです。

⺟乳とは⺟親の⾎液です。⺟乳は⺟親の⾎液がお乳を通して⾚ちゃんに与えられます。乳房のなかにある乳腺とい

うところで、⾚い⾎液が⼀瞬にして⽩い乳に変わるのは神秘的です。⾚が⽩に変わると⾔っても、⾚い⾊を持つ⾚

⾎球が取り込まれないためです。栄養分や⽩⾎球はとりこまれますが、⾚⾎球は乳腺で取り込まれないので⺟乳は

⽩⾊なのです。⽜乳もそうです。私たちは⽜乳を飲んでいますが、⽜の⾎液を飲んでいるのです。つまり、⾎はい

のちなのです。 
 

●輸⾎したりする場合も、それは⼈の⾎液によっていのちを保つことができるからです。⾎がきれいな⼈は⻑⽣き

をすると⾔われています。⾁体のあらゆる部分は⾎液によって必要な栄養素が補給され、その流れを取り込むこと

によって⽣かされています。もし⺟親がたばこを吸ったり、アルコールを飲んで⺟乳を与えれば、ニコチンやアル

コールも⾚ちゃんに⺟乳を通してとりこまれてしまうのです。こわいことです。 
 

② 私たちのために流されたイエス・キリストの⾎潮 
 

●「⾎はいのち」だということを⼼にとめましょう。しばしばイエス・キリストの⾎を、⾎潮と⾔います。⾎潮と

は単なる⾎、⾎液の意味ではなく、⾎が流れること、⾎が流されることーそれを⾎潮といいます。⼗字架の上で流

されたイエス・キリストの⾎潮、その⾎潮を通して全世界の⼈々に、神のいのちがもたらされるのです。イエス・

キリストの⾎潮は、⺟と⼦がいのちを共有するように、私たちと神との交わりをもたらす神の愛のいのちなのです。 
 

●ちなみに、イザヤ書 1 章 18 節にこんなことばがあります。重要な神の宣⾔です。 

「『さあ、来たれ。論じ合おう。』と主は仰せられる。『たとい、あなたがたの罪が緋のように⾚くても、雪のよう

になる。たとい紅のように⾚くても、⽺の⽑のようになる。』と。 

「緋のように」とは、⾚く⼆重に染めること(⼆度染め)です。どんなに紅くとも、雪のように、⽺の⽑のように⽩

くなるとは、完全に罪が赦されて、神のいのちが注がれることを意味します。まさに、⺟親の⾎液が⽩い⺟乳とな

って⾚⼦を⽣かすように、神の⾎潮によって私たちの罪を赦して⽣かそうとする神の宣⾔です。 

 

●⼗字架の上のキリストから流された⾎潮がなければ、私たちの罪はきよめられることなく、だれも神に近づくこ

とはできません。しかし、神はすばらしいことをしてくださいました。神のいのちを私たちにもたらすために、神

ご⾃⾝の御⼦を通して⽣ける⾎を私のために注いでくださったのです。⾎はいのちです。⾎潮は神の聖なる愛のあ
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らわれなのです。「私たちは、イエスの⾎によって、⼤胆にまことの聖所にはいることができるのです。ですから、

全き信仰をもって、真⼼から神に近づこうではありませんか。」という奨励についてお話ししました。イエスがご

⾃⾝の⾎潮を私たちのために注いでくださったのですから、なんら責められることなく、⼤胆に、はばかることな

く、堂々と、⾃由に、神に近づいて、神とより親しいかかわりを築いていきましょうということです。そうした新

しい⽣ける道がすでに備えられているからです。そこは⾄聖所です。神の臨在に満ちあふれたところです。そこに

私たちは招かれ、神と親しく交わることが許されているのです。ですから共に、マリアのライフスタイルを築いて

いきましょう。 

 

2. ますますいっしょに集まることをしようではありませんか 
 

(1) ⼆⼈でも三⼈でも 

●神の臨在が濃厚に表わされる時というのは、個⼈的に神と交わるときもそうですが、それ以上に、神の⺠が共に

集まる所にもたらされます。主イエスは「⼆⼈でも三⼈でも、わたしの名において集まる所には、わたしもその中

にいるからです。」(マタイ 18:20)と約束されました。この約束は、主にある私たちの集りの中に、主はより特別

な臨在を表わされるということです。ですから、25 節にあるように、 
 

「互いに勧め合って、愛と善⾏を促すように注意しようではありませんか。ある⼈々のように、いっしょに集まることをやめた

りしないで、かえって励まし合い、かの⽇が近づいているのを⾒て、ますますそうしようではありませんか。」(24, 25 節) 

 

という勧めがなされています。それゆえ、ひとりひとりが⼤胆に神に近づく恵みを頂くと同時に、主の御名によっ

て集まることの重要性を知らなければなりません。 
 

●当時この⼿紙が書かれた時代には、いっしょに集まることをしなかった⼈々がいたようです。つまり、集まるこ

とを重要だと考えなかったということです。聖書では、教会のことをギリシア語で「エクレーシヤ」と⾔います。

それは「呼び集められた者たち、集まるように召し出された者たち」を意味します。「集まる」ということの中に

深い意味が込められているのです。召し出された者たちが、もし共に集まることをせずに、おのおのがそれぞれ勝

⼿に過ごしたならば、教会は地の塩として、この世の光としての役割を果たすことができなくなります。教会はか

らだにたとえられています。からだのそれぞれの部分がうまくかみ合うことで、はじめてからだとして機能する仕

組みになっています。⾃分⼀⼈くらい抜けたって⼤丈夫、と考えることは、からだのひとつの部分が機能しなくて

も⼗分にうまく⽣きていくことはできると考えることと同じです。確かに、⾝体の⼀部分を⽋くような障害をもっ

ていたとしても、⽣きている⼈は⼤勢いるかも知れません。だからといって、それが良いとは⾔えないはずです。 

健康な⾝体とはそれぞれの部分の働きが⼗分にバランスをもって⽣きているときです。教会もそうです。神は私た

ちが共に⽣きるように召し集められました。そしてそこに神の臨在が現わされ、神のみこころが⽰されていくから

です。 
 

(2) 共に励まし合って歩む共同体 

●旧約聖書の創世記 22 章に、⽗と⼦がいっしょに歩んでいる光景が記されています。⽗とはアブラハムのこと、
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その⼦とはイサクのことです。⽗アブラハムが息⼦のイサクを連れて、モリヤの⼭(後のエルサレム)に⾏き、神が

命じられたようにイサクを神にささげるシーンが出てくるところです。このモリヤの⼭に向かうアブラハムとイサ

クの親⼦の⾏動を記す記録の中に、「⼆⼈はいっしょに進んで⾏った」、「ふたりはいっしょに歩き続けた」と記さ

れています。 
 

●⼆度も「ふたりはいっしょに」と書かれていることで、どんなにこの親⼦の絆が強く、深いものであったかをう

かがわせます。なぜなら、⼆⼈の⼈がいたとしても、必ずしも「いっしょ」でないことが多々あるからです。いっ

しょであっても、共に前進し、継続しないことがあるからです。特に、創世記 22 章に⾒られるアブラハムとイサ

クの場合は、試練の中において「いっしょであった」ということが⼤切な点です。楽しいこと、納得できることの

中でいっしょにいること、いっしょに進むことは難しいことではありません。しかし、説明のつかない事態の中で、

なおもいっしょに歩き続けることはやさしいことではないのです。教会も同じです。 
 

●アブラハムの場合、息⼦のイサクを全焼のいけにえとしてささげなければならないという苦しみの中にありまし

た。息⼦のイサクはそのことを知らされていませんでしたが、何か得体の知れない緊張と恐れが⾝を包むのを感じ

ていたに違いありません。できれば逃げ出したい気持ちが⽗にも⼦にもあったと思います。ふたりのうちどちらか

が、「もういやだ」と叫んでもおかしくない状況でした。ふたりのうちどちらかが⽋けても成り⽴たない神のご計

画の中に、ふたりは⼀緒に歩き続けたのです。 
 

●試練の中でも、ふたりはばらばらにならず、⽴ち⽌まりませんでした。すべての必要を備えてくださる神を信じ

る⽗の信仰に⼦が従いました。そして、⽗を信頼する⼦に⽗が励まされたのです。私たちも教会におけるかかわり

の中で、あるいはそれぞれの家庭におけるかかわりの中で、それぞれがアブラハムの⽴場であったり、イサクの⽴

場であったりします。⾃分がアブラハムの⽴場の時もあれば、イサクの⽴場の時もあるのです。⼤切なことは、信

頼し合って、励まし合って、「いっしょに歩む」ことではないでしょうか。 
 

●当教会では、以前、⼀家族だけという礼拝が続いた時がありました。しかし私の家族は「ほんとうにいっしょに

歩いてきた」と思います。私ひとりであれば投げ出していたかもしれません。そこにひとり、⼆⼈と、共に歩く者

が加わっていきました。加わっては離れていくということもありました。そこにはいろいろな理由があったと思い

ます。しかし召し集められた者たちは共に集まって、互いに励まし合っていく⽅向を絶えずもっていなければなり

ません。私たちはお互いに励まし、励まされる必要があります。 
 

●アブラハムとイサクのこの出来事のすぐ後で、神は彼らに何と約束されたでしょうか。「わたしは必ずあなたを

祝福し、あなたを⼤いにふやす、しかも空の星、海辺の砂のように。」と約束されたのです。これは神のヴィジョ

ンです。そのことを覚えながら、今朝の⼆つ⽬の奨め(10 章 24, 25 節)を⼼にとめたいと思います。ただ集まれば

いいということではなく、神のヴィションを共有する共同体として、神の約束を信じて歩む励ましの共同体として、

それぞれが⽣きたかかわりの存在となれるように、今⼀度、⾃分を主の視点から⾒直したいものです。 

 


