ヨハネの福音書講解

「イェシュアの墓」
ヨハネ 20:1～16

はじめに
イェシュアは十字架にかかられ、そして「完了した。
」と言って息を引き取られました。その御身体はユダ
ヤ人の指導者でありながらイェシュアの弟子となったアリマタヤのヨセフとニコデモの手によって新しい
「墓」
に葬られました。みなさんは「墓、墓地」と聞いてどのようなことを思われるでしょうか。大抵の人は「墓」
を好きな場所、行きたい場所とは考えていないと思います。しかしヘブル語ではこれをケヴェル()רֶ בֶ קと言い
ますが、
この言葉を構成する三つの文字を見てみますと非常に興味深いメッセージを見つけることができます。

ר

・コーフ( )…人の後頭部を象った文字で「帰る、返す、戻る、回復する」という意味があると考えられます。

ב

・ベート( )…家を象った文字で「家、家族、国、国民」という意味があると考えられます。

ק

・レーシュ( )…人の頭（髪）を象った文字で「思考、計画」また「かしら、王」という意味が考えられます。
これら三つの文字の持つ意味を合わせますと、ケヴェルには「回復する国の計画」また「国王の帰還」という
メッセージが表されていると考えられます。神様のご計画とは、かつてこの地上にあったエデンの園を回復す
ることです。そこは神様と人が共に住む、生きる場所、家、国であり、イェシュアはこれを「神の国、天の御
国」と呼んでおられます。終わりの日にイェシュアはそれを治める国王として帰還されます。これらのことが
「墓」ケヴェルには表されていると考えられます。死んだ者だけがこの「墓」ケヴェルに入ることができます。
死んでいない者が入れられることはありません。つまりイェシュアは死なれることで、そして実際にケヴェル
「墓」に葬られることで、このケヴェルに表された「回復する御国の計画」そして「御国の王の帰還」という
メッセージ、神様のご計画を指し示そうとされたのだと考えられます。今日の箇所はこの「墓」ケヴェルが舞
台です。それをこのようなヘブル語の視点で捉えつつ、記された数々の描写に表されたその意味を考えてみた
いと思います。

１．週の初め
【新改訳改訂第３版】
ヨハネ
20:1 さて、週の初めの日に、マグダラのマリヤは、朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして、墓から石が
取りのけてあるのを見た。
ここからの記述、状況説明としての描写は非常に詳細です。しかしこれらは単なる状況説明ではなく、記さ
れたその一つひとつに意味があり、何等かのメッセージを持っていると考えられます。一つひとつを取り上げ
ながら考えてみたいと思います。まず「週の初めの日」であったということについて。これは私たちの日常で
言うところの日曜日にあたります。ユダヤ人は土曜日（正確には金曜日の日没から土曜日の日没まで）を安息
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日とし、日曜日を安息日の終わった新しい週の初めの日、第一日としています。ヘブル語でこれをエハッド
()דֶ חֶ אと言いますが、エハッドは「第一、一番目」という意味だけでなく「唯一、たった一つ」という意味も
あります。このエハッドが聖書で最初に使われるのが創世記 1:5 です。

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

神様の天地創造の御業の「第一日」これが聖書で最初のエハッドです。神様は光とやみを区別され、光だけ
を「良し」とされました。神様のご計画は、実はこの第一日に全て集約されて言い表されています。すなわち
光は救いであり、やみは滅びです。神様はご自分を信じる者と信じないものが混ざり合って混沌としているこ
の世界をはっきりと分けようとしておられるのです。実はただそれだけなのです。ですからこのエハッド「第
一日」は、神様のご計画の全体を集約し、完結に言い表した、まさに「ただ一つの日」とも言うことができま
す。ですからこの「週の初めの日」の後に記されたここからの出来事には、神様のご計画の全体を指し示すも
のが表されていると考えられます。

２．マグダラのマリヤ
そしてここにマグダラのマリヤという人物が登場します。この女
性はヨハネ 19:25 でイェシュアが十字架にかかられた時、他の三人
の女性たちとともにその場にいたことが記されていましたが、ここ
では彼女一人だけが記されています。
「マグダラ」とは、ガリラヤ湖
の西岸の町の名で、漁業と商業が盛んな町だったそうです。彼女は
この町の出身者であったということです。ヘブル語ではミグダール
() ָּלדְ גֶ מと表記され、
「塔、見張りのやぐら」という意味があります。
聖書においてミグダールとは、どのような目的をもっているもので
あるのかが、その最初の記述である創世記 11 章を見ると解ります。

【新改訳改訂第３版】
創世記
11:1 さて、全地は一つのことば、一つの話しことばであった。
11:4 そのうちに彼らは言うようになった。
「さあ、われわれは町を建て、頂が天に届く塔を建て、名をあげ
よう。われわれが全地に散らされるといけないから。
」
11:6 【主】は仰せになった。
「彼らがみな、一つの民、一つのことばで、このようなことをし始めたのなら、
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今や彼らがしようと思うことで、とどめられることはない。

これは「バベルの塔」と呼ばれる出来事の一節です。ここに聖書で最初のミグダール「塔」が記されています。
この記述によりますとミグダール「塔」とは、人々が「全地に散らされるといけないから」すなわち一つ所に
集まり、ともに住むことを目的としたものであったということです。またそれは「天に届く」すなわち神様と
つながることをも目的としたものであったと考えられます。このようにマグダラ、
ヘブル語のミグダール
「塔」
には、
「神様と結びついた一つのことばの一つの民」という意味があると考えられます。素晴らしい意味を持
ったミグダールですが、バベルの人々が建てようとした「塔」は、神様によって中止させられました。なぜな
らそれは人の考え、人の力によって成されるものではなく、神様ご自身の御手によって、神様のご計画として
成し遂げられるべきものだからです。

またこのミグダール() ָּלדְ גֶ מは、ガーダル(「)דֶאָ מ大きくなる、強く偉大になる」という意味の動詞が語源にな
っていると考えられます。確かに「塔」は大きな建物です。このガーダルが聖書で最初に使われる箇所も見て
みましょう。創世記 12:2 がそれです。

【新改訳改訂第３版】
創世記
12:1 【主】はアブラムに仰せられた。
「あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、わたしが
示す地へ行きなさい。
12:2 そうすれば、わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとし
よう。あなたの名は祝福となる。
12:3 あなたを祝福する者をわたしは祝福し、あなたをのろう者をわたしはのろう。地上のすべての民族は、
あなたによって祝福される。
」

このようにガーダルとは、神様がアブラム、後のアブラハムとその子孫をガーダルすなわち「大いなるものと
し」
、それによって地上の全人類を祝福するという契約、計画を指し示す言葉であると考えられます。しかし
旧約聖書に記されたアブラハムの子孫であるイスラエルの民の歴史を見れば解るように、彼らはこの約束を忘
れ、偶像礼拝に走り、神様に何度も何度も逆らいます。そんな彼らイスラエルに対し、神様は預言者たちを通
してこう呼ばれました「反逆の家」と。

【新改訳改訂第３版】
エゼキエル書
44:6 あなたは、反逆の家、イスラエルの家にこう言え。神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ。
あなたがたのあらゆる忌みきらうべきわざは、もうたくさんだ。

この「反逆」と訳されたヘブル語はメリー() ְל ָּקמと言います。そしてこの言葉をマグダラのマリヤのマリヤ、
ヘブル語のミルヤーム() ָּל ְקמֶמという名前の中に見つけることができます。つまりこのヨハネ 20:1 に記された
マグダラのマリヤは、ミグダール「搭」が指し示す「神様と結ばれた一つの民」
、ガーダルが指し示す「アブ
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ラハムの子孫である大いなる国民」であるにも関わらず、メリーが示すように「反逆の家」となったイスラエ
ルの民を指し示していると考えられます。

３．暗闇の中で
そしてこのマグダラのマリヤは「朝早くまだ暗いうちに墓に来た。
」と記されています。彼女は真っ暗闇の
中をイェシュアの墓に向かって歩いたのです。これはつまり反逆の家となったイスラエルの民が、神様の懲ら
しめとして、異邦人の国々によって奪われ、破壊され、引き裂かれ、追い散らされた、まさに暗闇の中を通ら
されることを指し示していると考えられます。そしてこの暗闇の中で、マリヤは墓の入り口を塞いでいた「石
が取りのけてあるのを」見たと記されています。これは以下の預言との関連性が考えられます。

【新改訳改訂第３版】
エゼキエル書
11:17 それゆえ言え。
『神である主はこう仰せられる。わたしはあなたがたを、国々の民のうちから集め、
あなたがたが散らされていた国々からあなたがたを連れ戻し、イスラエルの地をあなたがたに与える。
』
11:18 彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌みきらうべきものをそこから取り除こう。
11:19 わたしは彼らに一つの心を与える。すなわち、わたしはあなたがたのうちに新しい霊を与える。わた
しは彼らのからだから石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。
11:20 それは、彼らがわたしのおきてに従って歩み、わたしの定めを守り行うためである。こうして、彼ら
はわたしの民となり、わたしは彼らの神となる。

これはイスラエルの回復の預言です。反逆の家であった彼らイスラエルの民を、引き裂かれ、追い散らされた
その所から神様ご自身が再び集め、建て直すことが約束されています。その時彼らの中の神様に逆らうかたく
な「石の心を取り除く」ことが示されています。
「それは、彼らがわたしのおきてに従って歩み、わたしの定
めを守り行うためである。こうして、彼らはわたしの民となり、わたしは彼らの神となる。」という神様のご
計画が成就することが、このマリヤが見た、取り除けられた石が指し示すものであると考えられます。

20:2 それで、走って、シモン・ペテロと、イエスが愛された、もうひとりの弟子とのところに来て、言っ
た。
「だれかが墓から主を取って行きました。主をどこに置いたのか、私たちにはわかりません。
」
マグダラのマリヤは、シモン・ペテロとイェシュアが愛された、もう一人の弟子のところに走って行きました。
「走る」ことをヘブル語でルーツ()קּורと言いますが、その本来の意味を最初の記述から見てみましょう。

【新改訳改訂第３版】
創世記
18:2 彼が目を上げて見ると、三人の人が彼に向かって立っていた。彼は、見るなり、彼らを迎えるために
天幕の入口から走って行き、地にひれ伏して礼をした。
18:3 そして言った。
「ご主人。お気に召すなら、どうか、あなたのしもべのところを素通りなさらないでく
ださい。
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18:4 少しばかりの水を持って来させますから、あなたがたの足を洗い、この木の下でお休みください。

これはアブラハムが三人の神の人を出迎えた場面ですが、このようにルーツとは、単に走るというよりもむし
ろ誰かを「走って迎える、連れてくる」という意味があると考えられます。実際マリヤはペテロともう一人の
弟子を墓に連れて行くために走ったことが解ります。
そしてここでマリヤが語ったことにある重要なメッセー
ジが表されていると考えられます。彼女は「だれかが墓から主を取って行きました。主をどこに置いたのか、
私たちにはわかりません。
」と言いました。冒頭で述べたように、
「墓」はヘブル語でケヴェルと言い、
「回復
する御国の計画」そして「御国の王の帰還（再臨）
」という意味があると考えられます。これらのメッセージ
はアブラハムの子孫であるイスラエルの民、ユダヤ人に示されたものです。その「墓」ケヴェルから主すなわ
ちイェシュアが取られてしまったとマリヤは言っているのです。
「回復する御国の計画」そして「御国の王の
帰還（再臨）
」は神様が遣わされた御子イェシュアによって成し遂げられる、すなわちイェシュアあってのも
のです。ですからイェシュアなくしては「墓から主を取って」しまっては、これらを信じることも理解するこ
ともできないのです。
当時のイスラエルの民、
ユダヤ人たちはイェシュアがメシアであることを否定しました。
つまり神様のご計画からイェシュアを取ってしまったのです。
すなわちこの御方を十字架にかけて殺しました。
そして今日に至っても、イェシュアがメシアであることを否定し続けています。しかしイェシュア以外にメシ
アはいません。ですから彼らユダヤ人には「主をどこに置いたのか、私たちにはわかりません。
」となるので
す。このように、ここに描かれたマグダラのマリヤの存在と言動の中に、今日のユダヤ人の姿が「型」として
表されていると考えられます。

４．シモン・ペテロ
20:3 そこでペテロともうひとりの弟子は外に出て来て、墓のほうへ行った。
20:4 ふたりはいっしょに走ったが、もうひとりの弟子がペテロよりも速かったので、先に墓に着いた。
マグダラのマリヤの言葉は、シモン・ペテロ(ֶּפ ְטרּוס

) ִׁש ְמעֹוןともう一人の弟子を墓へと走らせました。シモン
はヘブル語で「聞く」という意味の動詞シャーマ()עֶ לָ שの派生語で、そしてペテロは本来ギリシャ語ですがこ
れをヘブル語表記するとパータル(「) ֶרטָ ק避ける」という意味の動詞を見つけることができ、この二つの言葉
の意味からシモン・ペテロには「神様に聞き従い、身を避ける（難を逃れる）者」という意味があると考えら
れます。マグダラのマリヤがイスラエルの民、ユダヤ人を指すとするならば、このシモン・ペテロは当然イェ
シュアを信じ、受け入れる者たち、教会とクリスチャンを指し示していると考えられます。そして「もう一人
の弟子」についてですが、
「弟子」はヘブル語でタルミード()דָ מְ ָּלמאと言い、旧約聖書では、以下の一箇所で
しか使われていない言葉です。

【新改訳改訂第３版】
Ⅰ歴代誌
25:1 また、ダビデと将軍たちは、アサフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のために取り分け、立琴と十弦
の琴とシンバルをもって預言する者とした。その奉仕に従って、仕事についた者の数は次のとおりである。
25:7 彼らおよび【主】にささげる歌の訓練を受けた彼らの同族──彼らはみな達人であった──の人数は
二百八十八人であった。
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25:8 彼らは、下の者も上の者も、達人も弟子も、みな同じように任務のためのくじを引いた。

これはダビデ王の時代、幕屋で賛美をささげるレビ人たちについての記述です。ここで「弟子」と訳されてい
るのが旧約聖書唯一のタルミードです。しかしここに記されている内容は、
「下の者も上の者も、達人も弟子
も、みな同じように」というものです。ですからこの「もう一人の弟子」もまたシモン・ペテロの名前が指し
示す「神様に聞き従い、身を避ける（難を逃れる）者」と同じ存在、すなわち教会とクリスチャンを指すので
はないかと思われます。

20:5 そして、からだをかがめてのぞき込み、亜麻布が置いてあるのを見たが、中に入らなかった。
墓に着いたもう一人の弟子は中を「からだをかがめてのぞき込み」ました。ここで「のぞき込む」と訳されて
いるのがシャーカフ()עֶ רָ שです。最初の言及からその本来の意味を考えてみましょう。

【新改訳改訂第３版】
創世記
18:16 その人たちは、そこを立って、ソドムを見おろすほうへ上って行った。アブラハムも彼らを見送るた
めに、彼らといっしょに歩いていた。

このように、本来のシャーカフは、のぞき込むというよりも高い所から「見下ろす」という意味であることが
解ります。この箇所は、神様がソドムの町を滅ぼすことについてアブラハムと話をする場面です。神様とアブ
ラハムが滅びの町であるソドムをシャーカフ「見下ろす」ほうへ「上って行った」と記されています。つまり
シャーカフには、滅びを「見下ろす」ために「上って行く」という意味があると考えられます。これは先ほど
のシモン・ペテロに示された「神様に聞き従い、身を避ける者」が、神様、イェシュアと共に滅びを「見下ろ
す」ために「上って行く」ことが示されていると考えられます。いわゆるイェシュアの空中再臨、教会の携挙
と呼ばれる出来事がここに指し示されていると考えられます。
そしてそれが時間的には大患難時代の前に起こ
ることをも指し示されていると考えられます。

５．亜麻布と布切れ
20:6 シモン・ペテロも彼に続いて来て、墓に入り、亜麻布が置いてあって、
20:7 イエスの頭に巻かれていた布切れは、亜麻布といっしょにはなく、離れた所に巻かれたままになって
いるのを見た。
シモン・ペテロともう一人の弟子は、墓の中の「亜麻布」を見たとあります。前回のメッセージでも述べまし
たがこれをヘブル語でタフリーフ()דָ ְִ ָּקמתと言い、エステル記 8:15 の一箇所のみに使われる言葉です。

【新改訳改訂第３版】
エステル記
8:15 モルデカイは、青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白亜麻布と紫色のマントをまとって、
王の前から出て来た。するとシュシャンの町は喜びの声にあふれた。
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8:16 ユダヤ人にとって、それは光と、喜びと、楽しみと、栄誉であった。

この出来事は、エステルとモルデカイの働きによって、ユダヤ人の敵であるハマンによって企てられたユダヤ
人絶滅計画が阻止され、ハマンとその一族は死刑に処され、ユダヤ人モルデカイが王服をまとい、王の馬にま
たがり、ユダヤ人の救いと勝利を示した場面です。ここで「マント」と訳されているのが、本来のタフリーフ
です。それはイェシュアがモルデカイに「型」として表されたユダヤ人の王、栄光の王であり、まさに彼ら「ユ
ダヤ人にとって光と、喜びと、楽しみと、栄誉で」あることが指し示されていると考えられます。つまりこの
「亜麻布」タフリーフを見たペテロともう一人の弟子の中に、教会とクリスチャンは、たとえ異邦人であって
も「ユダヤ人の王」としてのイェシュアを見なければならないことが示されていると考えられます。

またシモン・ペテロは「亜麻布」の他に「頭に巻かれていた布切れ」を見つけました。ここで注意すべき点が
あります。それは先ほどのタフリーフ「亜麻布」はイェシュアの身体を包んでいた、とは記されず「亜麻布」
そのものに注目させたのに対し、この布切れは「頭に巻かれていた」ことに注目点が置かれています。そして
その布切れは亜麻布から離れたところに置かれていました。これは一体何を意味するのでしょうか。布切れは
頭をおおっていました。聖書にはこの「頭をおおう」という表現が何度か記されていますが、それはいずれも
以下のようなものです。

Ⅱサムエル
15:30 ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭をおおい、はだしで登った。彼とい
っしょにいた民もみな、頭をおおい、泣きながら登った。

この記述は「ダビデの都落ち」と呼ばれる、王であるダビデが、息子であるアブシャロムの謀反によって、悲
しみながらエルサレムを出ていく場面です。
王にとって自分の都を追われるというのは屈辱であり、
大変な
「恥」
です。それを表現する行為がこの「頭をおおう」というものです。神様の国、御国の王であるはずのイェシュ
アは、十字架という大変な屈辱、
「恥」を経験しました。しかし今やイェシュアはよみがえられたのです。全
ての「恥」は取り除かれ、ユダヤ人の王を指し示すタフリーフ「亜麻布」から離されたこの「布切れ」が示す
ように、もはやイェシュアは「頭をおおう」必要がなくなったのです。そしてその頭には栄光の冠が冠される
のです。そのような事実が、この「頭に巻かれていた布切れ」には表されていると考えられます。

６．先の者があとになり…
20:8 そのとき、先に墓に着いたもうひとりの弟子も入って来た。そして、見て、信じた。
20:9 彼らは、イエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書を、まだ理解していなかった
のである。
シモン・ペテロともう一人の弟子は、結局は二人とも墓に入ったのですが、その入った順番が詳細に記されて
います。すなわち最初に墓に着いたのはもう一人の弟子の方だったのですが、実際に墓の中に入ったのは、後
から来たペテロの方だったということです。つまり「先の者があとになり、あとの者が先に」なったのです。
イェシュアはかつてこの言葉をもって神様のご計画について語られました。それは以下のようなものでした。
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【新改訳改訂第３版】
マタイ
19:28 そこで、イエスは彼らに言われた。
「まことに、あなたがたに告げます。世が改まって人の子がその
栄光の座に着く時、わたしに従って来たあなたがたも十二の座に着いて、イスラエルの十二の部族をさばくの
です。
19:29 また、わたしの名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべて、その幾
倍もを受け、また永遠のいのちを受け継ぎます。
19:30 ただ、先の者があとになり、あとの者が先になることが多いのです。

このように「先の者があとになり、あとの者が先になる」という御言葉の前に、イェシュアの 12 弟子が 12
の座に着き、そしてイスラエルの 12 の部族を裁く、すなわち族長となること、そしてイェシュアに従う故に、
家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者が、その幾倍をも受け、また永遠のいのちを受け継ぐと
いう神様のご計画が置かれているのです。誰が先かあとかは神様がその主権によってお選びになることです。
注目すべきことは、誰が先の者で、誰があとの者かということではなく、その前にある神様のご計画が成就す
るということだと信じます。なぜなら先の者であれ、あとの者であれ、このペテロともう一人の弟子のどちら
もが「イエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書を、まだ理解していなかった」とあるよ
うに、御父である神様と、御子イェシュア、そして御霊の他に、聖書に記された全てを理解することなど到底
できないことだと考えられるからです。つまり神様の主権によってすでに 12 弟子は選ばれました。そして先
の者であれあとの者であれ、イェシュアのために「家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はす
べて、その幾倍もを受け、また永遠のいのちを受け継」ぐのです。ですから私たちは、この世のいろいろな場
面でこの「先の者があとになり、あとの者が先になる」ような出来事を目の当たりにする時、その前にある神
様のご計画を思い起こし、それらをも目の当たりにする、必ず成就することを覚えましょう。

７．泣きながら
20:10 それで、弟子たちはまた自分のところに帰って行った。
イェシュアの空中再臨によって携挙された教会とクリスチャンは、
大患難時代を回避するために一旦天に引き
上げられますが、イェシュアが地上再臨される際、イェシュアと共に地上に再び戻ってきます。
「弟子たちは
また自分のところに帰って行った。
」という一見些細な描写と思われる記述の中にも、重要な神様のご計画が
表されていると考えられます。

20:11 しかし、マリヤは外で墓のところにたたずんで泣いていた。そして、泣きながら、からだをかがめて
墓の中をのぞき込んだ。
ペテロともう一人の弟子が教会とクリスチャンを指し示し、そしてこのマグダラのマリヤがイスラエルの民、
ユダヤ人を指し示していると述べました。
イェシュアがメシアであることを否定する彼らは携挙されることな
く、地上で大患難時代と呼ばれる、未曾有の大災害と反キリストによる大迫害という大きな苦しみと悲しみの
中を通らされます。ペテロともう一人の弟子は墓の中に入りましたが、マリヤだけは入らなかったという事実
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がそれを指し示していると考えられ、彼女の「たたずんで泣いて」いる姿はまさにそれを象徴していると考え
られます。しかし「泣きながら」ではありますが、先ほどの 20:5 でもう一人の弟子がしたと同じように「か
らだをかがめて墓の中をのぞき込んだ」とあります。この「のぞき込む」と訳されたヘブル語のシャーカフ
()עֶ רָ שは「滅びを見下ろす」ために「上って行く」という意味があると述べました。これを指し示すと考えら
れる預言が、ゼカリヤ書 12:9 にあります。

【新改訳改訂第３版】
ゼカリヤ
12:9 その日、わたしは、エルサレムに攻めて来るすべての国々を捜して滅ぼそう。
12:10 わたしは、ダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは、自分たちが突き
刺した者、わたしを仰ぎ見、ひとり子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くよ
うに、その者のために激しく泣く。

これはイェシュアが携挙された者たちを引き連れてついに地上に戻って来られる「地上再臨」表した預言だと
考えられています。ユダヤ人たちは、彼らの都である「エルサレム」に行くことを「上る、上って行く」と表
現します。そこで彼らを攻めるすべての国々が、再臨された「わたし」イェシュアによって滅ぼされる様をシ
ャーカフ「見下ろす」ことが示されています。そしてそれを「恵みと哀願の霊」が注がれることによって「自
分たちが突き刺した者、わたし」すなわちイェシュアを「仰ぎ見、ひとり子を失って嘆くように、その者のた
めに嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣き」ながら、シャーカフ「見下ろす」と
いう預言が、このマグダラのマリヤについての描写の中に、明確に表されていると考えられます。

20:12 すると、ふたりの御使いが、イエスのからだが置かれていた場所に、ひとりは頭のところに、ひとり
は足のところに、白い衣をまとってすわっているのが見えた。
そしてここにもイェシュアの「地上再臨」のことが示されていると考えられます。イェシュアは御一人で帰っ
てこられるのではありません。ヨハネの黙示録にこう預言されています。

【新改訳改訂第３版】
黙示録
19:11 また、私は開かれた天を見た。見よ。白い馬がいる。それに乗った方は、
「忠実また真実」と呼ばれ
る方であり、義をもってさばきをし、戦いをされる。
19:12 その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほかだれも知らない名が書かれ
ていた。
19:13 その方は血に染まった衣を着ていて、その名は「神のことば」と呼ばれた。
19:14 天にある軍勢はまっ白な、きよい麻布を着て、白い馬に乗って彼につき従った。
19:15 この方の口からは諸国の民を打つために、鋭い剣が出ていた。この方は、鉄の杖をもって彼らを牧さ
れる。この方はまた、万物の支配者である神の激しい怒りの酒ぶねを踏まれる。
19:16 その着物にも、ももにも、
「王の王、主の主」という名が書かれていた。
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再臨されるイェシュアに着き従うまっ白なきよい麻布をまとった「天の軍勢」
、それがマリヤが見た白い衣を
着た「ふたりの御使い」に表されていると考えられます。そしてこの御使いたちがイェシュアの「頭」と「足」
を指し示していることも、この預言との関連性を裏付けています。すなわち「頭には多くの王冠があって、ご
自身のほかだれも知らない名が書かれていた。
」そして足「ももにも、
「王の王、主の主」という名が書かれて
いた。
」ということが強調されていると考えられ、イェシュアが神様として、
「王の王、主の主」として来られ
ることが指し示されていると考えられます。

20:13 彼らは彼女に言った。
「なぜ泣いているのですか。
」彼女は言った。
「だれかが私の主を取って行きま
した。どこに置いたのか、私にはわからないのです。
」
20:14 彼女はこう言ってから、うしろを振り向いた。すると、イエスが立っておられるのを見た。しかし、
彼女にはイエスであることがわからなかった。
20:15 イエスは彼女に言われた。
「なぜ泣いているのですか。だれを捜しているのですか。
」彼女は、それを
園の管理人だと思って言った。「あなたが、あの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。
そうすれば私が引き取ります。」
20:16 イエスは彼女に言われた。
「マリヤ。
」彼女は振り向いて、ヘブル語で、
「ラボニ(すなわち、先生)」
とイエスに言った。
この泣いているマグダラのマリヤは、イスラエルの民、ユダヤ人を指し示していると述べました。このように
イェシュアが再臨され、そばに立たれ、そして名を呼ばれるその時まで、彼らにはイェシュアが誰であるのか
が解らないことが、このマグダラのマリヤという人物を通して表されていると考えられます。マリヤは「うし
ろを振り向いた」とあります。これは過去を振り返る、イスラエルの歴史、旧約聖書を見ることを指し示して
いると考えられます。そこにイェシュアは立っておられる、記されているのですが、ユダヤ人たちにはそれが
イェシュアだと解らないのです。しかしこのマリヤのように「泣きながら」イェシュアを捜し求める時、イェ
シュアは彼らの名を呼ばれ、彼らはイェシュアを見出すのです。

神様のご計画が示されていると同時に、イェシュアが解らなければ、イェシュアがメシアであること、神様
が遣わされた御子であることを信じ受け入れなければ、聖書を、神様のご計画を理解することは決してできな
いことがここに示されていると考えられます。これは何もユダヤ人に限ったことではありません。イェシュア
が誰であるかが解らない者に、神様のご計画は解りません。逆にイェシュアを知れば、神様のご計画が見えて
くるということです。ですからイェシュアを知ることこそが重要なのです。ますますこの「王の王、主の主」
として来られる御方、イェシュアを求めてまいりましょう。
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