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主の受難 24(Twenty Four)の瞑想 
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1. 午後 5 時〜午後 6 時  

過越の食事のための準備 

【聖書箇所】マタイの福⾳書 26 章 17〜19 節、ルカの福⾳書 22 章 7〜13 節 

ベレーシート 

●「主の受難 24」―神の歴史の転換点となる重要な⼀⽇の最初の 1 時間は、イェシュアの弟⼦たち(ペテ

ロとヨハネ)がエルサレムに⼊って⾷事の⽤意をするところから始まります。旧約の主の例祭の規定(レビ

23:5,6)では、「過越の祭り」の翌⽇から「種を⼊れないパンの祭り」をすることが命じられているにも

かかわらず、イェシュアの時代には⼆つの祭りが同じ⽇になっていたようです。果たして、この時の⾷事

が「過越の祭りの⾷事」であったのかどうか議論のあるところです。本来ならば、過越の祭り⽇の午後に

ほふられた⼦⽺の⾁を神殿からそれぞれの家に持ち帰って⾷するはずでした。ですから、最後の晩餐と⾔

われているここでの⾷事も⼀⽇早くなされていることになります。例えるならば、クリスマス・イブにク

リスマスを祝うようなものです。 

●過越の祭りのある週は、イェシュアと弟⼦たちはベタニヤとエルサレムを往復していました。おそらく

毎⽇の晩餐はベタニヤでなされたことと思います。しかし過越の⾷事はエルサレムでなされなければなり

ませんでした。ところが、その⾷事をエルサレムのどこでするのか、その準備が何もなされていないこと

に弟⼦たちは⼼配になり、不安を感じてイェシュアに尋ねたのです。そのやり取りが、以下の箇所に記さ

れています。 

 

  【新改訳 2017】マタイの福⾳書 26 章 17〜19 節 

17 さて、種なしパンの祭りの最初の⽇に、弟⼦たちがイエスのところに来て⾔った。「過越の⾷事をなさるのに、ど

こに⽤意をしましょうか。」 

18 イエスは⾔われた。「都に⼊り、これこれの⼈のところに⾏って⾔いなさい。『わたしの時が近づいた。あなたの

ところで弟⼦たちと⼀緒に過越を祝いたい、と先⽣が⾔っております。』」 

19 弟⼦たちはイエスが命じられたとおりにして、過越の⽤意をした。 

 

  【新改訳 2017】ルカの福⾳書 22 章 7〜13 節 

  7 過越の⼦⽺が屠られる、種なしパンの祭りの⽇が来た。 

  8 イエスは、「過越の⾷事ができるように、⾏って⽤意をしなさい」と⾔って、ペテロとヨハネを遣わされた。 

  9 彼らがイエスに、「どこに⽤意しましょうか」と⾔うと、 

10 イエスは⾔われた。「いいですか。都に⼊ると、⽔がめを運んでいる⼈に会います。その⼈が⼊る家までついて 

     ⾏きなさい。 

11 そして、その家の主⼈に、『弟⼦たちと⼀緒に過越の⾷事をする客間はどこか、と先⽣があなたに⾔っております』 

     と⾔いなさい。 

12 すると主⼈は、席が整っている⼆階の⼤広間を⾒せてくれます。そこに⽤意をしなさい。」 

13 彼らが⾏ってみると、イエスが⾔われたとおりであった。それで、彼らは過越の⽤意をした。 
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1 . イェシュアのエルサレム⼊り 

●イェシュアが今回、過越の祭りでエルサレムに上られるのは、単

にユダヤの祭りを祝うためではなく、ご⾃⾝の受難と贖いの死のた

めでした。イェシュアはこのことを何度も語られていました。イェ

シュアが初めてエルサレムにおけるご⾃分の受難と復活を予告され

たのは、三年間の公⽣涯の最後の年です。おそらく⼗字架にかかる

⼗か⽉ほど前(マタイ 16:21)と、過越の祭りに向かう途上、つまり

⼗字架にかかる直前のことでした(マタイ 20:18〜19)。いずれもこ

の受難予告は弟⼦たちだけに⽰されました。 

●イェシュアはエルサレムでの受難と死について繰り返し弟⼦たち

に語ってきましたが、残念なことに、それをまともに受けとめた弟

⼦は⼀⼈もいませんでした。過越の祭りの⼆⽇前にもイェシュアは

弟⼦たちに「あなたがたの知っているとおり、・・⼈の⼦は⼗字架につけられるために引き渡されます」

とご⾃⾝の受難について語っています(マタイ 26:2)。しかし、このことを最初に悟ったのは弟⼦たちで

はなく、ベタニヤのマリアだけでした。彼⼥はイェシュアの⾔う死を正しく理解し、⾼価な⾹油をイェシ

ュアのからだに注いでイェシュアの埋葬の⽤意をしたのです。 

 

2 . 弟⼦たちの知らないところで、イェシュアは⾷事の段取りをしていた 

●さて、話を戻します。弟⼦たちはイェシュアに過越の⾷事をする場所について尋ねています(マタイ

26:17)。なぜ、弟⼦たちがこのような質問をしたのでしょうか。それは、ユダヤの慣習によれば、過越

の⾷事を⽤意するのはグループのリーダーであるイェシュアの責任だったからです。イェシュアは何も準

備をしていなかったわけではなく、弟⼦たちの知らないところで、すでにその段取りをしておられました。

イェシュアと家の主⼈との話はすでについていましたが、弟⼦たちが主⼈に会って⾔うことばが、マタイ

とルカとでは異なっています。 

イェシュアは弟⼦たちにこう⾔います。 

(1) マタイの場合(マタイ 26:18) 

イエスは⾔われた。「都に⼊り、これこれの⼈のところに⾏って⾔いなさい。『わたしの時が近づいた。あなたのとこ

ろで弟⼦たちと⼀緒に過越を祝いたい、と先⽣が⾔っております。』」 

 

 (2) ルカの場合(ルカ 22:11〜12) 

11 そして、その家の主⼈に、『弟⼦たちと⼀緒に過越の⾷事をする客間はどこか、と先⽣があなたに⾔っております』 

     と⾔いなさい。 

12 すると主⼈は、席が整っている⼆階の⼤広間を⾒せてくれます。そこに⽤意をしなさい。」 
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●上記の(1)(2) を⾒ると分かるように、マタイの場合は「わたしの時が近づいた。」という表現で、

「イェシュアと弟⼦たちの過越の⾷事が特別なものであること」が強調されているのに対し、ルカの場合

は⾷事をする場所がどこであるかに焦点が当てられています。ちなみに、「わたしの時」というフレーズ

はヨハネの福⾳書においては重要な⽤語ですが、マタイではこの箇所だけに使われています。 

●中東の中流階級の家は、普通三階建てになっていました。⼀階は「カタリュマ」(καταλυμα)と呼ば

れ、下を⽰す「カタ」(κατα)と、ゆるめることを⽰す「リュオー」(λυω)から成り⽴っています。これ

は旅⼈と動物が、荷や帯や履物をゆるめる場所で

した。これは、ルカの福⾳書 2 章 7 節の宿屋に使

われていることばです。 

●上の部屋は応接の部屋で「パンドケイオン」

(πανδοχείον)と呼ばれ、すべてを意味する

「パン」(παν)と、受け⼊れることを意味する

「デコマイ」(δοχομαι)から成り⽴っていま

す。これはルカの福⾳書 10 章 34 節で良いサマリヤ⼈が傷ついた旅⼈を宿屋(パンドケイオン)、すなわ

ち、すべてが受け⼊れられる所に連れて⾏った箇所で使われています。そしてさらにアナガイオン・メガ

(άναγαιον μεγα)と呼ばれる上の部屋がありました。「アナガイオン」(άναγαιον)とは、上を⽰す

「アナ」(άνα)と地⾯を⽰す「ゲー」(γη)から成り⽴っています。そこは家の中で最も私的な部屋であ

り、最も良い部屋、「⽤意のできた」「席が整った」部屋でした(T・アーネット・ウィルソン著「キリス

トの最後の教え」牧草社、1999 年参照)。 

●しかしこの部屋には弟⼦たちを迎えて⾜を洗うようなしもべはいませんでした。なぜいなかったのかと

いうことに関して、次のことが考えられます。それは⾜を洗うしもべがいなかったのではなく、すでに午

後 6 時以降から「種なしパンの祝いの第⼀⽇」に⼊っていたからです。律法の規定によれば、七⽇間続く

種なしパンの祝いの最初の⽇と最後の⽇は聖なる⽇として、どんな労働の仕事もしてはならないことが定

められていたからです(レビ 23:7〜8)。 

●さて、主は「客間」(カタリュマ)をお求めになりましたが、その家の主⼈は⼆階の(上の)「席が整えら

れた⼤広間(「アナガイオン・メガ」άναγαιον μεγα)」を⽤意したのです。これは「⼤きい」部屋だ

けでなく、他の者たちが⼊れない特別な部屋でした。ですから、マタイとルカの⼆つの情報を合わせると、

主にとっての特別な時に、特別な部屋が⽤意されたことを知ることができるのです。 

●弟⼦たちが知らずにいたのは⾷事をする場所だけではありません。これから 24 時間後には、彼らの師

であるイェシュアが殺されて死ぬという、神の歴史において最も重要な出来事が起こるのです。弟⼦たち

がこれからどこで⾷事をするのかについては不安を感じていても、これからイェシュアの⾝に起こること

については誰⼀⼈として気づいた者はいなかったということが強調されているように思います。 
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3 .「⽔がめを運んでいる男」とはだれか 

 

●「都に⼊ると⽔がめを運んでいる男に会う」とイェシュアは⾔われました。この記述はマタイにはなく、

マルコとルカが記しています。この「⽔がめを運んでいる男」とは、過越の⾷事をする家を⾒つけるため

のしるし的存在です。このような不思議な男(単数)の存在は聖書でここだけです。ところが、この部分を

ギリシア語の原⽂で⾒ると、「⽔がめを運んでいる⼀⼈の男があなたがたに会うでしょう」となっており、

主体が「⽔がめを運んでいる⼀⼈の男」にあり、弟⼦たちはその男について⾏くようにというイェシュア

の指⽰になっているのです。つまり、「弟⼦たちが⼀⼈の男に会う」のではなく、「⼀⼈の男があなたが

たに会う」のです。つまり、「会う」という⾏為の主体が「⼀⼈の男」にあるのです。とすれば、この

「男」の存在を無視することはできなくなります。なぜなら、単なる「⽬印的存在」ではなく、きわめて

「象徴的存在」となってくるからです。なぜ「⽔がめを運んでいる男」なのでしょうか。そこに隠されて

いる秘密があるとすれば、その秘密とは何なのでしょうか。 

●イザヤ書 12 章に「あなたがたは喜びながら、救いの泉から⽔を汲む」という終末的な喜びを⽰唆する

表現があります。ここでの「あなたがた」とは男性複数形です。「⽔を汲む」の「汲む」と訳された動詞

は「シャーアヴ」 )ָׁשַאב( で、井⼾から⽔を「汲み上げる」ことを意味します。⽔を「汲む」の「シャーア

ヴ」 )ָׁשַאב( の三つの⽂字には、神である⽗ )ָאב( を熱⼼に尋ね求める(ׁש)という意味が隠されています。

「あなたがたは喜びながら、救いの泉から⽔を汲む」(イザヤ 12:3)とは、やがて神の⺠が、尽きること

のない泉から流れ出る救いの喜びに満たされることの預⾔です。しかしその救いの喜びとは、私たちが労

苦して「汲む」のではなく、神の恩寵として、腹の底から湧き上がり、流れ出てくる⽣ける⽔であり、主

を知ることの喜びです。この喜びに招く存在としてのメシアの象徴が、「⽔がめを運んでいる⼀⼈の男」

の存在に隠されているのかも知れません。 

 

ベアハリート 

●イェシュアはご⾃⾝の受難と死と復活について、弟⼦たちに何度も繰り返して語りました。ところが、

三年半の間、イェシュアと寝⾷を共にしてきた弟⼦たちさえも理解することができなかったというこの事

実は、現代の私たちにも起こり得るのではないかと思います。つまり、熱⼼に神に仕え、神のことを知っ

ていると思っていても、イェシュアの弟⼦たちがそうであったように、まだまだ知らないことがあるのか

もしれないということです。私は、神の真理に対して常にオープン・マインドでありたいと願っています

が、そのためには、⾃分の学んだこと、あるいは⾃分の理解の型紙を時には⾃ら疑ってみる必要があると

思っています。まだ開かれていない真理に対して、あるいはまだ知らないことについて、固定観念を持た

ずに、常に柔軟な姿勢を持つことが求められます。それが神に対する謙遜さだと思うのです。 
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2. 午後 6 時〜午後 7 時  

過越の食事の席に着く/ 洗足の行為と教え 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 26 章 20 節、マルコの福⾳書 14 章 17 節 

ルカの福⾳書 22 章 14〜16、24〜26 節、ヨハネの福⾳書 13 章 1〜17 節 

 

ベレーシート 

【新改訳 2017】マタイの福⾳書 26 章 20 節 

⼣⽅になって、イエスは⼗⼆⼈と⼀緒に⾷卓に着かれた。 

 

【新改訳 2017】ルカの福⾳書 22 章 14 節 

その時刻が来て、イエスは席に着かれ、使徒たちも⼀緒に座った。 

 

●⾷卓の準備ができ、イェシュアと弟⼦たちが(ルカは弟⼦のこと

を「使徒」としています)それぞれ⾷卓に着きました。その時刻はおそらく⽊曜⼣⽅の午後 6 時頃のこと

です。場所はエルサレムの「⼆階の⼤広間」です(ルカ 22:12)。 

●「⾷卓に着く」という表現も、現代の私たちの⾷卓に着くイメージではなく、上記のイラストにもある

ように、当時、左わき腹を下にして、右⼿を⾃由に使えるようにして、横になって⾷事をしたようです。

これは五千⼈の給⾷のときも、四千⼈の給⾷のときも同様です。 

●さて、ルカによれば、最初に「⾷卓に着いた」のはイェシュアであり、その後続いて弟⼦たちが⾷卓に

ついています。これはこの⾷卓の主催(主導権)がイェシュアにあったことを物語っています。つまり、

「主の⾷卓」なのです。しかしその⾷卓の配置は、上座(上席)にイェシュアが着いていないということで

す。ヨハネとペテロは⾷卓の準備係でしたから、その務めが即座にできる位置にいます。そして向き合っ

た所にいます。ヨハネとイェシュアとユダは隣り合わせに着いたのです(ヨハネ 13:23〜26 参照)。 

●マタイもルカも同じく「⾷卓に着く」と訳していますが、マタイの場合には「アナケイマイ」

(ἀνάκειμαι)という語彙が使われ、ルカの場合には「アナピプトー」(ἀναπίπτω)のアオリストが使

われています。微妙に語彙が異なりますが、いずれも「体を横たえて⾷事の席に着く」ことには変わりま
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せん。むしろ重要なことは、「席に着く」と訳されたギリシア語をヘブル語に戻すならば、それが「サー

ヴァヴ」(ָסַבב)という動詞になることです。ヘブル語の「サーヴァヴ」(ָסַבב)は「囲む」という意味です

が、ここでは「主の⾷卓を囲む」という意味で、神と⼈とのかかわり(交わり)を表すきわめて重要な意味

をもっている語彙です。ですから、イェシュアが受難の前に弟⼦たちと⾷卓を共にすること、⾷卓を囲む

ことは、御国の福⾳の視点からすれば特別な意味を持っているのです。そのことが以下のルカの福⾳書

22 章 15 節に記されています。 

【新改訳 2017】ルカの福⾳書 22 章 15 節 

イエスは彼らに⾔われた。「わたしは、苦しみを受ける前に、あなたがたと⼀緒にこの過越の⾷事をすることを、 

切に願っていました。(【新改訳改訂第３版】どんなに望んでいたことか。) 

 
 

1 . イェシュアの切なる願い 

 

●イェシュアの切なる望みは、同時に、⽗なる神の願いでもあることを忘れてはなりません。 

新改訳・尾⼭訳は「どんなに望んでいたことか」と訳しています。原⽂では「切望・熱望」を意味する名

詞(「エピスミア」ἐπιθυμία)と動詞(「エピスメオー」ἐπιθυμέω)を重ねて置くことで、イェシュア

の「切望」ぶりを強調しています。いろいろな聖書の訳を参照しておきましょう。 

「切に望んでいた」(⼝語訳)、「願いに願っていた」(岩波訳)、「どんなに願ったことだろう」(希和訳)、

「せつに望んでいた」(フランシスコ会訳)、「切に願っていた」(新共同訳)、「ぜひとも・・したいと願

っていた」(柳⽣訳)、「望みに望んでいた」(塚本訳)、「〜したいと切に望んでいた」(バルバロ訳)、

「切に望んでいた」(泉⽥訳)、「望みに望みたり」(永井訳)・・等。 

 

●「エピスメオー」をヘブル語に戻すと、それは「カーサフ」 )ָּכַסף( になります。旧約では 6 回しか使わ

れていませんが、その初出箇所は創世記 31 章 30 節で、「⽗の家がほんとうに恋しくなる」という意味

でこの動詞が⼆度重ねられて使われています。詩篇 84 篇 2 節でも「主の⼤庭(=主の御住まい)を恋い慕

う」という神との交わりへの渇望の意味で使われています。いずれにしても、この時、イェシュアがこの

時の⾷事を「どんなに望んでいたことか」と⾔われたのは、やがて成就するメシア王国における祝福と喜

びに、彼の⼼と思いが完全に⽀配されていたことを⽰唆するものです。 

●ここは「⾷卓」を重視するルカならではの独占的記述です。ルカの福⾳書では「⾷事」の場⾯を数多く

記述しています(7:36〜50、14:1〜14、15:1〜2、15:11〜32 参照)。いずれも、終末的救い、メシア王

国における祝福、および永遠の御国における神と⼈とのかかわりを「⾷卓を(取り)囲む」ことで表現して

いるのです。#「私が望むのは、主とともに住むこと・・」という賛美があります。「・・主と共にいて、

主の中で憩い、栄光に満ちた⾷卓を囲む。それだけがいつも願うこと、主のそばで⽣きて⾏きたい」とい

う内容ですが、この賛美は「主の⾷卓」の本質を突いています。 
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2 . 洗⾜の出来事の背景とその意味 

 

●イェシュアが切に望んできた最後の晩餐の席で、おそらく座る席をめぐって弟⼦たちの間で、「だれが

偉いのか」という話になりました。⾷事の席には、上座もあれば、下座もあるわけですから当然です。こ

れは⾷事の席だけに限ったことではなく、やがて訪れる御国においてもだれが⼀番偉いのかという話にも

つながってきます。そんな話の流れの中で、イェシュアは晩餐(⼣⾷)の早い段階で、やおら「席から⽴ち

上がって、上着を脱ぎ、⼿ぬぐいを取って腰にまとわれ」ました(ヨハネ 13:4)。「それから、たらいに

⽔を⼊れ、弟⼦たちの⾜を洗って、腰にまとっておられる⼿ぬぐいで、ふき始められた。」(13:5)のでし

た。イェシュアが弟⼦たちの⾜を洗うというこの洗⾜の出来事はヨハネの独占記事ですが、その⾏為の⼀

つひとつにも深い意味が隠されているように思われます(今回はこのことには触れませんが)。 

 

●弟⼦の筆頭であるペテロに対して、イェシュアは「わたしがしていることは、今はあなたにはわからな

いが、あとでわかるようになります。」(13:7)と⾔われました。「あとでわかるようになります」とは、

イスラエルの⺠が、やがて注がれる知恵と啓⽰の御霊によって「洗⾜」が意味することを初めて悟ること

ができるようになることを⽰唆しています。それは、この後に語られる「このわたしが、あなたがたの⾜

を洗ったのですから、あなたがたもまた互いに⾜を洗い合うべきです」ということばの真意も含まれてい

ると思います。その真意とは、単に「⾜を洗い合う」ことを越えた以上の何かです。 
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3 .午後 7 時〜午後 8 時  

イェシュアの爆弾発言(裏切り)と新しい契約 
 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 26 章 21〜25 節、マルコの福⾳書 14 章 18〜21 節 

ルカの福⾳書 22 章 21〜23 節、ヨハネの福⾳書 13 章 21〜31 節 

 

 

ベレーシート 

 

●こうした瞑想での恵みは、今まで気づかなかったことに気づかせていただけることです。その感動や驚

き、そして喜びがないと瞑想を続けていくことはできません。今回のイェシュアを裏切ったイスカリオテ

のユダのことについては、これまでにも「イエスの最後の⼀週間」、「最後の晩餐での『キリストの教

え』」の瞑想で扱いました。今回はそこで扱わなかった⾯を取り上げてみたいと思います。 

 

1 .イェシュアの爆弾発⾔ 

 

●共観福⾳書がこぞって記していることは、「⼈の⼦を裏切るような⼈間はわざわいです。」という発⾔

です。マタイとマルコはこの発⾔に続いて、「そういう⼈は⽣まれて来なければよかったのです。」と、

追い打ちをかけるようなイェシュアの爆弾発⾔を記しています。もし現代であれば、この発⾔でイェシュ

アは多くの⼈からひどく⾮難されるに違いありません。しかしこの発⾔は、ユダのことを最もよく知って

いたイェシュアであるからこそ、⾔うことのできたことばなのです。 

 

●神のご計画によれば、⼈の⼦(イェシュア)は神の定められたとおりに(預⾔されていたように)、受難の

しもべとして⼈々の罪を背負い、⾝代わりとして死ぬことが定まっています。⼀⾒、イスカリオテのユダ

はその神のご計画のひとつの駒として⽤いられたように⾒えます。ユダは貧乏くじを引いて、その役割を

担わされただけだとする⾒解もあるかもしれません。しかしイェシュアの⾒解は異なります。「⼈の⼦を

裏切るような⼈間はわざわいです」と語り、ユダが⾃分の意志で、⾃分の責任で⾏動したことが問題とさ

れているのです。 

 

(1) ユダの霊性 

 

●ヨハネの福⾳書 13 章 2 節によれば、「悪魔はすでにシモンの⼦イスカリオテ・ユダの⼼に、イエスを

売ろうとする思いを⼊れていた」とあります。「売ろうとする」という動詞は「パラディドーミ」

(παραδιδωμι)で、「引き渡す」「裏切る」とも訳されます。⼀⾒、強い裏切り表現のように私たちに

は思えますが、ユダの感覚としては、やがて近い将来、損得勘定から⾃分はイェシュアとその弟⼦の仲間
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から離れることになるかもしれない程度の思い(予感)を抱いていたのではないかと推測できます。また、

そうした思い(予感)はイェシュアとその弟⼦たちと寝⾷を共にするうちに、⽇増しに強くなっていったの

ではないかと思います。 

 

●イスカリオテのユダ、正確には「イスカリオテ・シモンの⼦ユダ」です。彼はイェシュアとその弟⼦た

ちの⼩さな群れの財布を預かっていた弟⼦でした。彼の会計の事務的能⼒が他の弟⼦たちよりも⻑けてい

たのだと⾔えます。信頼されていたにもかかわらず、ユダはその預かった財布から盗みをしていたようで

す。ユダは 12 ⼈の弟⼦の⼀⼈として主に選ばれましたが、どちらかというと、聖なる事柄にはそれほど

強い関⼼を持っていなかった⼈物と思われます。むしろ、⾦銭的な事柄への関⼼(現実的関⼼)の⽅が強か

ったと⾔えます。そういう⼈にとっては、イェシュアに従っていく現実的な⾒返りは何もないように⾒え

たのではないかと思います。会計の働きをしたとしても、それで何らかの報酬が得られるわけでもありま

せんでした。⾦銭的報酬も何も得られないままでやがてイェシュアと離れる時が来たなら、今まで得たも

のとは何だっただろうかと考えるような⼈だったのではないでしょうか。このあたりのユダの損得勘定が、

⾼価な⾹油がイェシュアの⾜に塗られた出来事(ヨハネ 12:3〜6)の場⾯で、つい⾔葉となって⼝から出て

しまいました。⼈がいつも思っていることは、いつか必ず⾔葉となって⼝から出てしまうものです。それ

が以下のユダの⾔葉です。 

 

【新改訳 2017】ヨハネの福⾳書 12 章 3〜6 節 

3 ⼀⽅マリアは、純粋で⾮常に⾼価なナルドの⾹油を⼀リトラ取って、イエスの⾜に塗り、⾃分の髪でその⾜を 

 ぬぐった。家は⾹油の⾹りでいっぱいになった。 

4 弟⼦の⼀⼈で、イエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが⾔った。 

5 「どうして、この⾹油を三百デナリで売って、貧しい⼈々に施さなかったのか。」 

6 彼がこう⾔ったのは、貧しい⼈々のことを⼼にかけていたからではなく、彼が盗⼈で、⾦⼊れを預かりながら、 

 そこに⼊っているものを盗んでいたからであった。 

 

●ユダはこの先もイェシュアにずっと着いて⾏きたいとは考えていなかったのではと思われます。イェシ

ュアとはいつかは終わってしまう緩い関係としてしか考えていなかったとすれば、そうなる前に何か得に

なることはないかと考えたときに、ユダはイェシュアの情報を祭司⻑たちに渡すことを思いついたのでは

ないかと思います。それが「悪魔はすでにシモンの⼦イスカリオテ・ユダの⼼に、イエスを売ろうとする

思いを⼊れていた」という意味だと考えられます。そしてその交渉はすんなりと運び、祭司⻑たちは⾦銭

を早々とユダに渡してしまったのです。ユダはそれをいつ実⾏に移すか、その機会をねらっていたのです。

しかしその段階では、まだユダの中にサタンが⼊ったわけではありませんでした。 

 

(2) サタンがユダに⼊った瞬間 

 

●イェシュアはその鋭い予知能⼒によって、ユダの思いをすでに⾒透していました。しかしイェシュアは
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そのことを直⾔することなく、ユダが⾃ら悔い改めるようにと、何度も警告されたのです。にもかかわら

ず、ユダはその警告を無視し続け、主に⽴ち返ることなく、⽩々しくも、「先⽣。まさか私のことではな

いでしょう。」(マタイ 26:25)と⾔った時に、サタンがユダに⼊ったように聖書は記しています。それで

イェシュアは「あなたがしようとしていることを、今すぐしなさい。」と⾔われたのです(ヨハネ

13:27)。 

 

●「サタンがユダに⼊った」とは、「サタンがユダの⼈格を完全に⽀配した」という意味です。サタンが

強制的にそうしたのではありません。あくまでもユダの同意に基づいて、いわば合法的に、ユダの⼼を⽀

配したのです。「思い」から「同意」へ。これがサタンの⼿法です。この段階に⾄ってはもはやだれも⽌

めることはできないのです。ユダが⾦銭を受け取り、イェシュアを実際に売り渡そうとしたとき、彼は⾃

分のしたことがイェシュアを⼗字架の刑死に⾄らせることになるとは、微塵も考えていなかったようです。

その証拠に、イェシュアが逮捕され、暴⾏を受け、⼗字架の刑死が最⾼議会で決定された後に、ユダは⾃

分のしたことに愕然とし、後悔し、受け取った⾦銭を返そうとまでしたのです。「⾦銭を愛することが、

あらゆる悪の根だからです。ある⼈たちは、⾦を追い求めたために、信仰から迷い出て、⾮情な苦痛をも

って⾃分を刺し通しました。」(Ⅰテモテ 6:10)とパウロは愛弟⼦のテモテに⼿紙を書きましたが、ユダ

はその悪い模範となってしまったのです。 

  

(3) ユダはイェシュアを⼀度も「主」と呼んだことがなかった 

 

●このことは注⽬すべきことです。他の弟⼦たちはみなイェシュアを「主」と呼んでいます。ところが、

ユダだけはイェシュアのことを「先⽣」(=ラビ、教師)と呼んでいたのです。とりわけヨハネの福⾳書で

は、以下の弟⼦たちがイェシュアを「主」と呼んでいました。① ペテロ(13:6, 9, 36, 37) ② ヨハネ

(13:25) ③ トマス(14:5) ④ ピリポ(14:8) ⑤イスカリオテでないユダ(14:22) 

 

●イェシュアのことを「主」と呼ばずに、「先⽣」と呼ぶことが良いのか悪いのかということではありま

せん。12 ⼈の弟⼦たちの中で、イスカリオテのユダだけがイェシュアのことを「先⽣」と呼び、「主」

と呼ぶことはなかったという事実です。イェシュア⾃⾝も、「あなたがたはわたしを先⽣とも主とも呼ん

でいます。あなたがたがそう⾔うのはよい。わたしはそのような者だからです。」(ヨハネと 13:13)と述

べています。ちなみに、イェシュア⾃⾝も⾃分のことを「主」と⾔ったり、「先⽣」と⾔ったりしていま

す。それを裏付ける例は、イェシュアがろばの⼦に乗ってエルサレムに⼊場する前にろばの⼦を連れて来

るようにと⼆⼈の弟⼦を遣わす場⾯です。「もしだれかが何か⾔ったら、『主がお⼊り⽤なのです』と⾔

いなさい。」と命じています(マタイ 21:3、マルコ 11:3、ルカ 19:31)。もうひとつの例は、最後の⾷事

のために、やはり⼆⼈の弟⼦を遣わして家の主⼈に「先⽣が、『わたしの時が近づいた。わたしの弟⼦た

ちといっしょに、あなたのところで過越を守ろう』と⾔っておられる」と⾔うように指⽰した場⾯です。 

イスカリオテのユダがイェシュアのことを「先⽣」と呼んでいたのは無意識的であったのか、あるいは意

識的であったのか、それについては定かではありません。しかし、気になるところです。 
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2 . イェシュアの「新しい契約」 

 

●イェシュアの受難の記事の中で、時系列を定める上で最も難しい時間帯は「最後の晩餐」の場⾯です。

それはおそらく当時のユダヤの「過越の⾷事」の慣習を知らないからだと思います。特に、イスカリオテ

のユダがイェシュアを引き渡すためにその場所から出て⾏きますが、その時が「新しい契約」についてイ

ェシュアが語った時の前なのか、後なのかがはっきりしません。マタイとマルコの場合は前のように⾒え

ますが、ルカの場合は後のように⾒えます。ヨハネは何とも⾔えません。私としては、イスカリオテのユ

ダが⾷卓の席を⽴ったのは、「新しい契約」について語られる前であったと考えています。 

 

 (1)  「新しい契約」の「新しさ」とは何か  

 

●ところで、私たちが使っている聖書は旧約と新約に分かれています。それはイェシュアが語った「新し

い契約」のゆえです。しかしこの「新しい契約」ということばは、共観福⾳書の中ではルカだけが使って

いる表現です。「新しい契約」ということばは、初代教会においては聖礼典として位置づけられます。旧

約における神へのささげものの規定が、イェシュアのからだと⾎によって完全に⼀新されることになった

からです。イェシュアのからだはパンとして、⾎はぶどうで作ったもの(あるいは、杯)として象徴されま

す。聖礼典の⽬的は、パンとぶとう酒(液)という象徴を通して、イェシュアによって与えられた「新しい

契約」を記念として覚えること。そしてさらには、やがて「新しい契約」によってもたらされる「御国の

福⾳」が、完全な形で成就される時が来ることを確信することです。 

 

 (2) 「新しい契約」の完全な成就 

 

●「新しい契約」はイェシュアをキリスト(メシア)と信じる教会時代において適⽤されますが、それが神

の⺠であるユダとイスラエルにおいても適⽤されるのは、イェシュアの再臨によって実現するメシア王国

の時です。つまり、これからのことなのです。その時には、エレミヤが語った「新しい契約」(31:31〜

34)の以下の内容が完全な形で実現するのです。 

 

 【新改訳 2017】エレミヤ書 31 章 31〜34 節 

31 ⾒よ、その時代が来る──【主】のことば──。そのとき、わたしはイスラエルの家およびユダの家と、 

  新しい契約を結ぶ。 

32 その契約は、わたしが彼らの先祖の⼿を取って、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 

    ではない。わたしは彼らの主であったのに、彼らはわたしの契約を破った──【主】のことば ──。  

33 これらの⽇の後に、わたしがイスラエルの家と結ぶ契約はこうである──【主】のことば──。わたしは、 

    わたしの律法を彼らのただ中に置き、彼らの⼼にこれを書き記す。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの 

    ⺠となる。 
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34 彼らはもはや、それぞれ隣⼈に、あるいはそれぞれ兄弟に、『【主】を知れ』と⾔って教えることはない。 

     彼らがみな、⾝分の低い者から⾼い者まで、わたしを知るようになるからだ──【主】のことば──。 

   わたしが彼らの不義を赦し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。」 

 

●神のご計画(マスタープラン)における神のヴィジョンとは、キリストの花嫁としての教会に属する者、

そして神の⺠として選ばれたイスラエルが共にこの「新しい契約」にあずかることです。また神のヴィジ

ョンは、キリストにあって、天と地にあるすべてのものが⼀つにされることなのです。イスラエルの⺠に

与えられた神の約束のすべてを、キリスト教会が代わって受け継いでいるという置換神学の教えは、誤っ

た教えなのです。 
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4 .午後 8 時〜午後 9 時  

イェシュアと弟子たちとの問答と訣別説教 
【聖書箇所】 

ヨハネの福⾳書 13 章 31 節〜16 章、ヨハネの福⾳書 15 章 4 節、9 節 

 

ベレーシート 

 

●この時間帯(午後 8 時〜午後 9 時)はまだ⾷事の席におり、イェシュアの語る話に対して弟⼦たちが突っ

込みをかけるという問答がなされます。この記事はヨハネの福⾳書のみが記しています。聖書箇所は 13

章 31 節〜14 章 31 節です。この問答が終わって、イェシュアはこの⾷事の席を⽴ち、オリーブ⼭へと赴

きます。その途上において、今度は問答ではなくイェシュアの⼀⽅的な説教、これだけは⾔っておかなけ

ればという重要な訣別説教が語られます。その箇所が 15〜16 章です。そして 17 章では御⽗に対する⼤

祭司イェシュアの祈りが記されています。おそらくこれらの内容は 1 時間の枠では収まらない内容です。

次の時間帯とかぶって来ます。 

 

●今回は、⾷卓でのイェシュアと弟⼦たちとの突っ込み問答とその意義、そして⾷卓の席から離れてゲッ

セマネに向かう途上で語られた訣別説教の中から、⼀つのフレーズを取り上げたいと思います。そのフレ

ーズとは、15 章 4 節にある「わたしにとどまりなさい。わたしも、あなたがたの中にとどまります。」

というイェシュアのことばです。その意味について、ヘブル的視点から瞑想したいと思います。 

 

1.  ⾷卓でのイェシュアと弟⼦たちとの突っ込み問答とその意義 

 

●最後の晩餐の席でイェシュアが語ることに対して、幾⼈かの弟⼦たちがそれに対して突っ込みを⼊れ、

質問をしています。イェシュアがその質問に対して答えることで、その語られた内容がさらに深まって⾏

くという運びになります。実際にユダヤ⼈たちの家庭でなされる過越の祭りでは、いつもとは異なる⾷事

の内容であるために、⼦どもたちがなぜこのような⾷事をするのかと質問することで、その家の⽗親がか

つてなされたエジプトでの過越の出来事を語って聞かせるという慣習があるそうです。祭りに限らず、ユ

ダヤ⼈たちは毎週の安息⽇には、その⽇に定められたトーラーの箇所を読み、その箇所を⼦どもから⼤⼈

まで家族で突っ込み問答をしたり、議論したりしながら神のことばを学ぶのだそうです。ユダヤ⼈の家庭

では毎週の安息⽇はそのようにして過ごすのです。 

 

●最後の晩餐の席でも、先⽣であるイェシュアと弟⼦たちが同じような問答をしているのがわかります。

ヘブル語で弟⼦のことを「タルミード」 )ַּתְלִמיד( と⾔いますが、これは「学ぶ・教える」という意味の動

詞「ラーマド」 )ָלַמד( の名詞形です。「タルミード」という⾔葉は⼝伝律法を意味する「タルムード」

)ַּתְלמּוד( と同じ語根です。ユダヤ⼈たちにとっては「学ぶことは教えること。教えることは学ぶこと。」
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なのです。弟⼦とは、常に、教えられる者、学びの訓練を受ける者のことです。訓練を受けない弟⼦など

いないように、学びの訓練こそ、学ぶ者、やがて教える者を造り上げていくのです。訓練を怠る者は決し

て弟⼦とはなれません。その訓練の⽅法が問答なのです。 

 

●聖書の瞑想を深めていく上で、この⽅法はきわめて有効です。⼩さなグループで神のみことばを突っ込

みながらその意味するところを議論したりすることが有効な学びの⽅法なのです。また、⾃分が⾃分に対

して問いかけることも、瞑想を深めていく⽅法です。もし神のみことばを教える者がそうした⽅法を⽤い

ないならば、語る内容はとても貧弱なものとなってしまうはずです。 

 

●ところで、この問いかけや突っ込みができるのは、⼀つの賜物なのではないかとも思います。だれもが

できることではありません。イェシュアの弟⼦たちの中で実際にイェシュアの語ることに突っ込みをかけ、

質問しているのは、12 ⼈の弟⼦(ルカでは使徒)の中では半分にも満たない 5 名(シモン・ペテロ、ヨハネ、

トマス、ピリポ、イスカリオテではないユダ)だけでした。ペテロの兄弟アンデレもその⼀⼈として加え

られるかもしれませんが(ヨハネ 6:8〜9)、あとの弟⼦たちがイェシュアに対して質問や突っ込みをして

いる箇所は⾒当たりません。 

 

2 .「とどまる」ということばの真意―イェシュアの訣別説教の中からー 

 

●さて、イェシュアの訣別説教では多くのことが語られています。その中から、15 章 4 節にある「わた

しにとどまりなさい。わたしも、あなたがたの中にとどまります。」というフレーズを取り上げて、それ

をヘブル的視点から瞑想してみたいと思います。 

ギリシア語原⽂ 

 
 

●「とどまりなさい」と訳されたギリシア語は「メノー」の命令形アオリストです。新約聖書でアオリス

トと⾔えば単なる過去形を表わしますが、命令形のアオリストというのは実は珍しいのです。有名な箇所

としては使徒の働き 16 章 31 節にあります。「主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの

家族も救われます。」の「信じなさい」が命令形のアオリストです。つまり、この様態は「明確な⼀回的

な決⼼をもって信じること」を意味します。ヨハネの福⾳書では 15 章 4 節と 9 節の「とどまりなさい」

がアオリストの命令形なのです。ギリシア語の優れた点は、時制とか、様態がとてもきめ細かい点です。

その点、ヘブル語は完了形と未完了形がありますが、時制としては厳格とは⾔えず、前後関係の中で状況

判断されることも少なくありません。 
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●さて、このフレーズをヘブル語に戻してみるとどういうことになるでしょうか。イェシュアはユダヤ⼈

であり、ギリシア語ではなく、ヘブル語で語ったわけですから、そのヘブル語にするとどんな語彙が使わ

れるのかということです。 

。 
ヘブル語訳 

 
 

●「とどまる」という動詞は、ギリシア語では「メノー」(μένω)ですが、ヘブル語では「アーマド」

)ָעַמד( という語彙が使われています。「アーマド」という動詞は、「⽴つ、堅く⽴つ、⽴ち留まる、仕え

る」という意味を持っています。そして、「わたしに」という部分は、ギリシア語では「エン・エモイ」

で、「〜のうちに・わたし(に)」となりますが、ヘブル語では、「わたしのうちに、わたしによって、わ

たしとともに」と訳すことのできる前置詞の「ヴェ」 )ּבְ ( と「わたしの」という 1 ⼈称の代名詞の語尾が

ついた形の「ビー」 )ִּבי( となっています。つまり、ヘブル語訳では「わたしのうちにとどまる」という意

味だけでなく、「わたしによって堅く⽴つ」「わたしとともに堅く⽴つ」「わたしによって仕える」「わ

たしとともに仕える」という意味にもなるのです。ギリシア語訳の「わたしに(わたしのうちに)とどまり

なさい」というニュアンスを越えた意味となります。 

 

●ヨハネの福⾳書 15 章 9 節にある「わたしの愛の中にとどまりなさい」というフレーズも、ヘブル語に

戻すと、「わたしの愛によって堅く⽴つ、わたしの愛とともに堅く⽴つ、わたしの愛とともに仕える」と

いう意味になります。ちなみに、この「愛」と訳されるギリシア語「アガペー」(ἀγάπη)の意味は、し

ばしば無条件な愛として、あるがままの受容、価値あるものとして愛する神の愛として理解されています

が、ヘブル語の意味する「愛」は、決してそうした「アガペー」が意味するような意味ではありません。

ヘブル語で「愛する」という動詞は「アーハヴ」 )ָאַהב( であり、その意味するところは、「⽗と⼦が同じ

ヴィジョンを⾒る、あるいは共有していること」を意味します。この「アーハヴ」が旧約聖書で初めて使

われている箇所は創世記 22 章 2 節です。神がアブラハムに語った内容は、「あなたの⼦、あなたの愛し

ているひとり⼦イサクを連れて、モリヤの地に⾏きなさい。」というものでした。「あなたの愛している

ひとり⼦」のフレーズにある「愛する」と訳された語彙が「アーハヴ」です。神が命じられたこのことは、

⽗アブラハムと⼦であるイサクが、神が⾒ているヴィジョンと同じところに⽴っているかどうかのテスト

でした。創世記 22 章の 6 節には「ふたりはいっしょに進んで⾏った」とあり、8 節にも「ふたりはいっ

しょに歩き続けた」とあります。訳は微妙に異なっていますが、原⽂は全く同じです。アブラハムとイサ

クに対して課せられた信仰のテストは、「ふたりはいっしょに歩き続ける」ことができるかどうかのテス

トだったのです。このことはやがて御⽗と御⼦がこの地上において「いっしょに歩む」ことを啓⽰してい

る出来事と⾔えます。 
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●したがって、御⽗と御⼦は永遠に愛し合っていますが、それはギリシア語の「アガペー」が意味する

「ありのままの存在を受け⼊れる」というような意味ではありません。むしろ「アーハヴ」の愛は、全く

同じ⽅向を、全く同じヴィジョンを⾒つつ、たとえそれがどんなに過酷な犠牲を払おうとも、それを実現

しようとするかかわりを意味しているのです。したがって、イェシュアの⾔う「わたしの愛の中にとどま

りなさい」というフレーズをヘブル的に理解するならば、「わたしの愛」はここでは御⽗の愛とイコール

ですから、「神と同じヴィジョンを⾒ることにおいてその使命に堅く⽴つ、堅く仕え合う」という意味に

理解できるのです。そのためのアオリストです。主体的な⾃覚的な決⼼が求められるのです。すなわち、

「わたしの愛の中にとどまりなさい」という命令は、神のヴィジョンを共有し、それを実現に⾄らせるた

めの使命的要請の命令なのです。 

 

●また、ヨハネの福⾳書では「とどまる」ことと「神の戒めを守る」ことが密接につながっています。 

神の戒めを守る(「シャーマル」ָׁשַמר)という意味も、実は、神のウィジョンを⾒張る(「シャーマル」

という意味のニュアンスに近いと考えます。ですから、神のご計画の⾒張り⼈としての使命的要請(ָׁשַמר

の視点からすれば、そのことは当然のこととして納得できるのです。 

 

●今回のヨハネの福⾳書 15 章 4 節と 9 節のみことばは、⽇本語に訳された語彙のイメージを掘り下げて

も原語の持つ概念には届かないと同様に、ギリシア語に訳された語彙もギリシア的概念で理解しようとす

ると内容が異なってしまうという、⼀つの例です。「わたしにとどまりなさい」という訳を、ヘブル的に

訳すならば、「あなたがたは、わたしとともに、(主体的決⼼をもって)堅く⽴ちなさい」と訳すことがで

きると思います。そうすることで、やがて将来において、多くの実を結ぶことができるのだと信じます。 
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5 .午後 9 時〜午後 10 時  

弟子たちのつまずきの予告 
【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 26 章 30〜35 節、マルコの福⾳書 14 章 26〜31 節 

ルカの福⾳書 22 章 31〜34 節、ヨハネの福⾳書 13 章 36〜38 節 

 

ベレーシート 

●最後の晩餐が終わってからイェシュアとその弟⼦たちはエルサレムの⼆階座敷を出て、みなでオリーブ

⼭へ出かけていきます。そのときイェシュアは弟⼦たちに、「あなたがたはみな、今夜、わたしのゆえに

つまずきます。」と予告しました(マタイ 26:31、マルコ 14:27)。すると、弟⼦たちの筆頭であるペテロ

はイェシュアに、「たとい全部の者がつまずいても、私は決してつまずきません。」と⾔いました(マタ

イ 26:33、マルコ 14:29)。ところが、ルカの福⾳書では、ペテロが⼤⾔壮語する(22:33〜34)前に彼に

対するイェシュアの計らいが記されているのです。 

 

【新改訳 2017】ルカの福⾳書 22 章 32〜34 節 

32「 しかし、わたしはあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは⽴ち 

直ったら、兄弟たちを⼒づけてやりなさい。」 

33 シモンはイエスに⾔った。「主よ。あなたとご⼀緒なら、牢であろうと、死であろうと、覚悟はできております。」 

34 しかし、イエスは⾔われた。「ペテロ、あなたに⾔っておきます。今⽇、鶏が鳴くまでに、あなたは三度わたしを 

知らないと⾔います。」 

 

●ここでは特に、31〜32 節にあるイェシュアのことばに注⽬して瞑想してみたいと思います。 

 

1 . ペテロに対するイェシュアのとりなしの祈り 

 

●サタンはイスカリオテのユダの中に⼊りイェシュアを裏切るように駆り⽴てましたが、ペテロや他の弟

⼦たちに対してもその攻撃の刃を向けようとします。「サタンが、あなたがたを⻨のようにふるいにかけ

ることを願って聞き届けられました。」とあるのがそれです。「⻨のようにふるいにかける」とは、穀類

ともみがらを分ける⾏為を意味します。したがって、サタンが使徒たち(ルカの場合は弟⼦ではなく「使

徒」ということばが使われます)をイェシュアから引き離すべく誘惑することを意味しています。ところ

が、32 節では使徒たちの中のペテロへと焦点が移り、彼の信仰が危機にさらされることになることを⾒

越して、イェシュアが彼のために祈ったと述べています。案の定、ペテロの強がりのことばにもかかわら

ず、みじめにもペテロはイェシュアを知らないと三度も否定して失敗します。もし、予め、イェシュアが

ペテロのために祈っていなかったとしたら、ペテロは簡単に信仰を失い、サタンの⼒に屈服してしまった

はずです。しかし、サタンの攻撃はイェシュアのとりなしの祈りによって阻⽌されました。 
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2 .ペテロに対する主のご計画と励まし 

 

●ここで重要なことは、失敗するペテロに対するイェシュアの励まし、「だから、あなたは⽴ち直ったら、

兄弟たちを⼒づけてやりなさい」という⾔葉です。「⽴ち直る」と訳されたギリシア語は「神に⽴ち返る、

向きを変える」ことを意味する「エピストレホー」(ἐπιστρέφω)です。この⾔葉をヘブル語に戻すと

「シューヴ」 )ׁשּוב( となり、しかもその「シューヴ」が⼆重に重ねられています。「⽴ち返り、⽴ち返る」

というふうに。イェシュアの祈りはペテロが失敗しないようにと願ったのではなく、失敗しても神にしっ

かりと⽴ち返るようにと祈られたのです。ここが重要な点です。つまり、失敗したところから悔い改めて

神に⽴ち返ることができるのは、私たち⼈間の⼒ではなく神の恩寵的なわざだからです。ですから、⽴ち

返った者に対する神の要求は⼤きいのです。これは「多く与えられた者は、多く要求される」という御国

の原則です。ペテロの場合、その要求は、「兄弟たちを⼒づける」ということでした。 

 

●ギリシア語原⽂ではこの「⼒づけなさい」という命令は、「アオリスト時制」になっています。「アオ

リスト」それ⾃体は「〜した」という単なる過去を意味しますが、それが命令形として使われる場合、き

わめて特異な意味合いを持つのです。つまり、命令形のアオリストというのは、主体的、かつ決定的な決

断を伴うことを要求する命令形なのです。その使⽤例は決して多くはありませんが、もう⼀つの例を後に

挙げたいと思います。 

 

●その前に、この「⼒づける」というギリシア語「ステーリゾー」(στηρίζω)は、新約で 13 回使われ

ています。「しっかりと据え置く、堅く据える、固定させる、強固にする、強める」という意味です。⼤

変な務めを担うニュアンスです。⾃分がブレていてはできない働きですが、この働きも神の⼒によってな

すことができるという前提があります。ちなみに、この「⼒づける」という動詞のヘブル語訳には「ハッ

ゼーク」 )ַחֵּזק( という語彙が使われています。「ハッゼーク」は「ハーザク」 )ָחַזק( の強意形ピエル態で

す。必ずしもここでは命令形として訳さず、「あなたは兄弟たちを⼒づける(者となる)」という意味で使

われています。したがって、「わたしは、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りまし

た。だからあなたは、⽴ち直ったら、兄弟たちを⼒づけてやりなさい。」というニュアンスではなく、

「わたしは、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だからあなたは、⽴ち直

ったら、兄弟たちを⼒づけるのです(⼒づける者となるのです)」というニュアンスです。後者の⽅が、イ

ェシュアのとりなしの祈りが聞かれているように思います。「〜してやりなさい」という要請ではなく、

必ず「〜するようになる」というニュアンスであり、イェシュアのとりなしによる神の恵みの⼒を強く感

じられるのです。ヘブル語ではそのようなニュアンスとなるのです。そして確かにペテロはそのような者

となったのです。 

 

●私⾃⾝もかつて主に対して⼤きな失敗を犯した者です。しかしそのとき、ペテロに対する主のことばは

私に⼤きな励ましを与えてくれました。そして感謝なことに、今があるのです。 
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6 .〔振り返り〕 

過越の食事、実は、それは婚約式であった 
【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 26 章 26〜29 節、ルカの福⾳書 22 章 14〜20 節、 

ヨハネの福⾳書 13 章 33, 36 節〜14 章 3 節 

 

ベレーシート 

 

●先週の⽔曜⽇から始まった「主の受難 24」をここで振り返ってみたいと思います。この「振り返り」

は、当初の瞑想プランにはなかったものですが、聖霊が突然⽰してくださいました。これまで「最後の晩

餐」の準備から⾷事の始まりまで学び(瞑想し)ました。そこでイェシュアの語ったことばを再度振り返り、

そこでなされた⾷事の意味をここで再考するときとしたいと思います。 

 

●「振り返り」が⽰されたのは、⽇曜⽇の朝です。当初予定していた礼拝説教内容をキャンセルし、新た

に⽰された事柄を、急遽、慌ただしくまとめたので、⼗分に検証し練られた内容ではありませんでしたが、

定時の礼拝時間を遅らせてでも、どうしても語らなければならなかった内容です。その内容とは、これま

でとは全く異なる新しい視点からのもの(といっても、ユダヤ的視点からの解釈)ですが、イェシュアと弟

⼦たちの「最後の晩餐」で語られたイェシュアのことばと、そしてその⾷事の席で最後に差し出された

「杯」(ぶどう酒)が、実は、イェシュアと弟⼦たちとが婚約するためのものであったということなので

す。聖書の箇所を挙げますが、ここに記された事柄が新しい視点で読まれる時、より明瞭に理解されるの

です。 

 

【新改訳 2017】マタイの福⾳書 26 章 26〜29 節 

26 また、⼀同が⾷事をしているとき、イエスはパンを取り、神をほめたたえてこれを裂き、弟⼦たちに与えて⾔わ 

  れた。「取って⾷べなさい。これはわたしのからだです。」 

27 また、杯を取り、感謝の祈りをささげた後、こう⾔って彼らにお与えになった。「みな、この杯から飲みなさい。 

28 これは多くの⼈のために、罪の赦しのために流される、わたしの契約の⾎です。 

29 わたしはあなたがたに⾔います。今から後、わたしの⽗の御国であなたがたと新しく飲むその⽇まで、わたしが 

     ぶどうの実からできた物を飲むことは決してありません。」 

 

ルカの福⾳書 22 章 14〜20 節】新改訳 2017【 

14 その時刻が来て、イエスは席に着かれ、使徒たちも⼀緒に座った。 

15 イエスは彼らに⾔われた。「わたしは、苦しみを受ける前に、あなたがたと⼀緒にこの過越の⾷事をすることを、 

切に願っていました。 

16 あなたがたに⾔います。過越が神の国において成就するまで、わたしが過越の⾷事をすることは、決してありま 

せん。」 
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17 そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りをささげてから⾔われた。「これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。 

18 あなたがたに⾔います。今から神の国が来る時まで、わたしがぶどうの実からできた物を飲むことは、決して 

ありません。」 

19 それからパンを取り、感謝の祈りをささげた後これを裂き、弟⼦たちに与えて⾔われた。「これは、あなたがた 

のために与えられる、わたしのからだです。わたしを覚えて、これを⾏いなさい。」 

20 ⾷事の後、杯も同じようにして⾔われた。「この杯は、あなたがたのために流される、わたしの⾎による、 

新しい契約です。 

 

【新改訳 2017】ヨハネの福⾳書 13 章 33 節、13 章 36 節〜14 章 3 節 

33 ⼦どもたちよ、わたしはもう少しの間あなたがたとともにいます。あなたがたはわたしを捜すことになります。 

ユダヤ⼈たちに⾔ったように、今あなたがたにも⾔います。わたしが⾏くところに、あなたがたは来ることが 

できません。 

36 シモン・ペテロがイエスに⾔った。「主よ、どこにおいでになるのですか。」イエスは答えられた。 

「わたしが⾏くところに、あなたは今ついて来ることができません。しかし後にはついて来ます。」 

37 ペテロはイエスに⾔った。「主よ、なぜ今ついて⾏けないのですか。あなたのためなら、いのちも捨てます。」 

38 イエスは答えられた。「わたしのためにいのちも捨てるのですか。まことに、まことに、あなたに⾔います。 

鶏が鳴くまでに、あなたは三度わたしを知らないと⾔います。」 

14:1「あなたがたは⼼を騒がせてはなりません。神を信じ、またわたしを信じなさい。 

14:2 わたしの⽗の家には住む所がたくさんあります。そうでなかったら、あなたがたのために場所を⽤意しに⾏く、 

と⾔ったでしょうか。 

14:3 わたしが⾏って、あなたがたに場所を⽤意したら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。わたしが 

いるところに、あなたがたもいるようにするためです。 

 

●特に、最後の晩餐の最後に語ったイェシュアのことばは、今⽇のキリスト教会が聖礼典として⼤切にし

ている「聖餐式」制定の根拠となっている箇所です。イェシュアの⾔われる「新しい契約」とは、結婚を

前提とする「婚約式」がなされたという解釈です。「婚約式」をしたのであれば、教会が「キリストの花

嫁」と呼ばれるのは当然です。しかし、私はこれまで聖餐式の中にこの概念が⽋落していたように思うの

です。その⼤きな理由は、ユダヤの婚礼のしきたりを知らずにいたことです。キリスト教の歴史のある時

点から、聖書のルーツであるユダヤ的視点を断ち切ってしまい、ボタンのかけ違いが起こりました。しか

し今⽇、聖書はユダヤ的視点をもって読まなければ正しい理解ができないのだということが、いろいろな

ところでささやかれるようになってきています。実は私も今その視点から聖書を読み直している⼀⼈なの

です。 

 

●さて、ユダヤの婚礼のしきたりという視点からこの「最後の晩餐」を考える時、聖餐式に与る者のイメ

ージは⼀新されるはずです。なぜ、イェシュアが「この過越の⾷事をすることをどんなに待ち望んでいた

ことか。」と⾔ったのか良く理解できるということです。これまで覆っていた雲が払拭されて、これまで

以上に、イェシュアが語ろうとしていたこと、御国の福⾳、そして神の御計画(マスタープラン)が明確に
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されるだけでなく、聖餐に与るたびに、主にある者たちが⾃分は「キリストの花嫁」であることをはっき

りと⾃覚するようになるのではないかと思います。そしてそのことの⾃覚は、将来に起こる神のご計画に

対してますますはっきりと⽬が開かれていくことになると信じます。 

 

1. ユダヤの婚礼のしきたりにおける三段階 

 

●ユダヤの婚礼のしきたりには三つの段階があります。その⼀つは「許嫁(いいなずけ)の段階」、⼆つ⽬

は「婚約の段階」、そして三つ⽬は「結婚式」(婚姻)とそれに続く「宴会」(婚宴)の段階です。 

 

 (1) 許嫁(いいなずけ)の段階 

 

●「許嫁」とは、幼少時に本⼈たちの意志にかかわらず、双⽅の親または親代わりの者が合意で結婚の約

束をすること。ユダヤの場合、結婚を当⼈以外の者が決定するということが普通で、聖書の中にもそのこ

とが記されています。たとえば、アブラハムの息⼦であるイサクの場合、彼の妻をアブラハムの親戚の中

から選ぶようにと、アブラハムの家の最年⻑のしもべであったエリエゼルが、アブラハムの⽣まれ故郷へ

と遣わされます。そして⾒つけたのが、アブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカの⼦ベトエルの娘のリベカで

した。イサクとリベカは許嫁ではありませんでしたが、⽗親が息⼦の嫁を⾒つけるという⾵習が古くから

あったということを⽰しています。ところが、イサクとリべカの間に⽣まれた双⼦の兄弟エサウとヤコブ

の場合は、親ではなく、それぞれ⾃分で⾃分の妻を探したことで苦労しています。特に、兄のエサウはカ

ナン⼈の⼥を妻として娶ったために、⺟リベカを苦しめました(創世記 27:46)。 

 

●御⽗が御⼦をこの世に遣わしたのは、神ご⾃⾝の息⼦に妻を与えるためだと⾔えます。そのための段取

りに必要な費⽤も実は⽗親が責任をもっているのです。アブラハムはイサクの嫁を探すのに必要な費⽤

(贈り物も含めて)を最年⻑のしもべエリエゼルに託しています(創世記 24:22,30, 53)。結婚の約束が取

り付けられるかどうか、まずは⼥性の意志を確認するための宴会を開きます。そのための費⽤をすべて⽗

親が出すしきたりだったのです。そのことを⽰す例が以下の箇所にもあります。 

 

【新改訳 2017】⼠師記 14 章 1〜2 節、10 節 

1 サムソンは、ティムナに下って⾏ったとき、ペリシテ⼈の娘で、ティムナにいる⼀⼈の⼥を⾒た。 

2 彼は上って⾏って、⽗と⺟に告げた。「私はティムナで⼀⼈の⼥を⾒ました。ペリシテ⼈の娘です。今、彼⼥を 

私の妻に迎えてください。」 

10 彼の⽗がその⼥のところに下って来たとき、サムソンはそこで祝宴を催した。若い男たちはそのようにするのが 

常だった。 

 

●「祝宴」と訳されたヘブル語は「ミシュテ」 )ִמְׁשֶּתה( で、「祝宴、宴会、晩餐、豪華な⾷事会、ふるま

い」とも訳されます。このための出費のすべては、男性の⽗親が出すのがしきたりでした。 
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(2) 婚約の段階 

 

●さて、その祝宴は⼀週間を費やし、その最後に男性が差し出す「ぶどう酒」を⼥性が受けて飲んだなら

ば、婚約成⽴ということになるのです。このことをよく⽰しているのが、ヨハネの福⾳書 2 章に記されて

いる「カナの婚礼」の有名な話です。私たちの⽇本の⽂化でその箇所を読むと、「婚礼」とあるので、す

でに⼆⼈は結婚し、その婚宴が開かれているのだと思ってしまいます。それが固定観念、つまり理解の型

紙と⾔われるものです。ですから聖書がなかなか⾒えてこないのです。この「カナの婚礼」は実は婚約に

⾄るかどうか、そのための宴会がなされているのです。(※脚注) カナの婚礼では最後に良いぶどう酒が出

てきます。果たして、⼥性はその良いぶどう酒を飲んだのかどうか、その結果についてはこの箇所では記

されていません。しかも、その「良いぶどう酒」がどのようなぶどう酒なのか、それはただ「良い」とし

か記されていません。実は、宴会の最後に出されるぶどう酒が、やがて花婿なるイェシュアが花嫁のため

にご⾃⾝の⾁を裂いて、流される⾎であることはまだ伏せられているのです。 

 

●ユダヤの婚礼では、⼀旦婚約が確定すると男性は実家に戻り、結婚に備え始めます。伝統的には、⼀年

後に式が持たれることになっていました。畑を備え、耕し、作物が植えられ、⽗の家に妻を受け⼊れる準

備として部屋が造られます。彼が花嫁を迎えるために、万全の配慮と取り組みがなされ、すべてのことに

細⼼の注意が払われますが、⽗親が Go サインを出さない限り、花婿は花嫁を迎えに⾏くことは許されな

いのです。ですから、結婚の⽇がいつかということは、花婿にも分からないというわけです。 

 

●さて、こうした背景から最後の晩餐を⾒てみましょう。ユダヤのしきたりにおける⼀週間に渡る宴会で、

花嫁の候補とされた⼥性は花婿のすることをじっくりと観察するのです。この⼀週間の宴会が⽰唆してい

るのが、イェシュアの公⽣涯です。花嫁候補としてのイェシュアの弟⼦たちは、この間、花婿となるべく

イェシュアのふるまいを⾒てきたのです。そしてその宴会の最終⽇に男性の差し出すぶどう酒を⼥性が受

け取って飲むならば婚約成⽴でした。おそらく、⼥性の前にぶどう酒を置いた男性は、相⼿の⼥性がぶど

う酒を飲むかどうかの瞬間ハラハラ・ドキドキだったと思います。もし、差し出したぶどう酒が飲まれな

ければ、それまでの宴会とその費⽤はすべて無意味ということになってしまうからです。最も期待が⾼ま

るとき、それがイェシュアの⾔う「わたしは、苦しみを受ける前に、あなたがたといっしょに、この過越

の⾷事をすることをどんなに望んでいたことか。」なのです。まさに、受験⽣が⼊試の合格発表を待つよ

うな⼼持ちであったことでしょう。イェシュアの場合、最後の晩餐で差し出したぶどう酒の杯を弟⼦たち

は受け取って、それを飲んだのです。婚約成⽴です。ところがその花嫁候補がすぐにも花婿を裏切ってし

まうのですが、花婿の差し出したぶどうの杯が「良い」のは、花嫁の罪を赦すだけでなく、きよめる愛と

⼒をもったぶどう酒であったということなのです。 

 

●弟⼦たちはそのイェシュアが差し出すぶどう酒を飲んで、花婿と花嫁という新しい契約を結びました

(しかし、まだ正式な結婚はしてはいません)。ところで、婚約が成⽴するときイェシュアはぶどう酒を飲
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んだでしょうか。飲まなかったでしょうか。ユダヤの婚礼のしきたりでは、婚約時に⼆⼈は杯を交わしま

すが、花婿となる者はその杯を飲みません。飲むのは花嫁だけです。なぜなら、花婿となる⼈は結婚する

までの間(おそらく 1 年間)は、花嫁のために⾝をきよめるために、また酒の席で放蕩に⾛って誘惑を受け

ないようにするために、杯を⼝にしないようです。⼝にできるのは結婚式を挙げてからです。イェシュア

とその弟⼦たちとの「最後の晩餐」が「婚約式」であったとするならば、イェシュアが⾔われたことば

「これを取って、互いに分けて飲みなさい。あなたがたに⾔いますが、今から、神の国が来る時までは、

わたしはもはや、ぶどうの実で造った物を飲むことはありません。」という意味が容易に理解できるので

す。つまり「神の国が来る時」とは「結婚の時」であり、花婿なるイェシュアが空中再臨によって花嫁な

る教会を迎えに来る時(=携挙の時)なのです。 

 

●イェシュアが最後の晩餐の時に、「あなたがたはわたしを捜すでしょう」と⾔ったとき、ペテロとの問

答が始まります。そしてイェシュアは「あなたがたのために、わたしは場所を備えに⾏くのです。わたし

が⾏って、あなたがたに場所を備えたら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。わたしのい

る所に、あなたがたをもおらせるためです」と⾔われました(ヨハネ 14:2〜3)。イェシュアが天に戻られ

たのは、新居を備えるためです。おそらくペテロはこのことを理解できなかったと思われます。花嫁を迎

える前に、イェシュアが⼗字架の死によって花嫁の罪の贖い、罪のきよめをなされて花嫁を花嫁としてふ

さわしく整えるようにされたのも、実は、その準備の⼀環なのです。 

 

 (3) 結婚の段階 

 

●最後の晩餐の時に、イェシュアは「過越が神の国において成就するまでは、わたしはもはや⼆度と過越

の⾷事をすることはありません」と⾔われました。それはどういう意味でしょうか。七⽇間の花嫁(キリ

ストの教会)とのハネムーンの期間(つまり教会の携挙後の七年間)が終わると同時に、地上では⼤患難を

経て悔い改めた神の⺠イスラエルが「⼦⽺の婚宴」に招かれます。その直前には、彼らもまた本来の妻と

して回復されるのです。ここでの「過越」とは、イスラエルを⼤患難から救い出すために、獣と呼ばれる

反キリストに対する神のさばきがなされることを意味しています。ですから、その時まで、イスラエルの

⺠(⺠族的、かつ「残りの者」)は、メシア(キリスト)との婚宴の⾷卓を囲むことは出来ないということを

意味しているのです。 

 

3 .「最後の晩餐」は「キリストの花嫁」となった婚約の場 

 

●重要なことは、メシアの再臨なしに、キリストの花嫁(教会)と神の妻であるイスラエルの⺠とが、妻と

しての座に着くことはないということです。キリストの花嫁(教会)とイスラエルの⺠は、メシア王国にお

いてはじめて結婚と再婚による「妻」という共同相続⼈としての同じ⼀つの⽴場に着くのです。それまで

は、実際的にこの地上においてイスラエルと教会(メシアニック・ジューと異邦⼈)の⼀致はあり得ないの

です。それゆえ、私たちは「御国が来ますように。みこころが天で⾏われるように地でも⾏なわれますよ
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うに」と祈らなければならないのです。今⽇、教会でなされているキリストのからだと⾎とに与る「聖餐

式」は、以下のように⼤きく三つの意義があると理解されています。 

 

①  私たちを救うために死なれたキリストを覚えること(過去) 

②  キリストを信じる教会の⼀員であることを確認すること(現在) 

③  神の国の完成時の喜びの祝いを展望すること(将来) 

 

●「聖餐の聖書的な理解を求めて」(聖書神学舎教師会編、いのちのことば社、2004 年、193〜194 ⾴) 

によると、聖餐式の中で最も認識が弱い部分は、③の「将来的展望」です。なぜなら、キリスト者にとっ

て⾃分は「キリストの花嫁」として花婿なるイェシュアと婚約した者であるという認識が希薄だからです。

「終わりの時」が近づいていることを覚えるならば、聖餐の式に与るたびに、この「キリストの花嫁」と

しての⾃覚がますます強められる必要があると信じます。 

 

 

 
 

 

※脚注 

●ヨハネの福⾳書 2 章で「婚礼」(a wedding)と訳されているギリシア語は「ガモス」(γάμος)であり、

これをヘブル語にすると「ハトゥナー」 )ֲחֻתָּנה( で、結婚とか婚礼と訳されるのですが、その元になって

いる動詞は「ハータン」 )ָחַתן( は強意形のヒットパエル態で⽤いられ、「互いに縁を結ぶ、婿になる」と

いう意味です。名詞の「ハーターン」 )ָחָתן( の意味も「花婿、婿、隕⽯」という意味です。つまり、ヨハ

ネ福⾳書 2 章の「婚礼」がすでに結婚した後の披露宴をしているわけではないということです。宴会の最

後に花婿候補が花嫁に結婚を申し込む時の、最後のぶどう酒がなくなったことの話がなされているのです。

最後に花婿候補が良いぶどう酒を花嫁となってほしい相⼿に差し出し、それを花嫁候補が受け取ったとき、

はじめて両者互いに花婿と花嫁としての縁を結ぶことになるのです。つまり、婚約成⽴ということなので

す。この話を、私たちがイメージする「婚礼」という⾔葉で理解してはならないのです。時が来て、イェ

シュアが最後に出すことになるぶどう酒(=⼗字架の⾎潮)を私たちが受け取ったならば、やがてイェシュ

アと結婚しますという意志を表明したことになり、「キリストの花嫁」となるのです。 
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7. 午後 10 時〜真夜中(午前 0 時)  

ゲッセマネの園での苦悩 (1) 
【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 26 章 36〜46 節 

マルコの福⾳書 14 章 32〜42 節 

ルカの福⾳書 22 章 39〜46 節 

 

ベレーシート 

 

●メル・ギブソンが監督した映画『パッション』は、ゲッセマネの園における祈りから始まっています。

映画は実際の「ゲッセマネの園」で撮影されたようです。今回の瞑想をする下地として、この映画の冒頭

のゲッセマネのシーンを再度観てみました。しかし映像だけでは、イェシュアが弟⼦たちを連れてエルサ

レムの最後の晩餐をしたところからオリーブ⼭の⽅に移り、そして三⼈の弟⼦たちを連れてゲッセマネと

いうところに⾏って祈ったという、その祈りの背景にある事柄を説明することはできません。なにゆえに

イェシュアが「ゲッセマネ」に来て祈ったのか、その必然性を映画では表現できないのです。 

 

●今回、着⽬したいことは、イェシュアが「なぜゲッセマネで祈らなければならなかったのか」というこ

とです。ルカによれば、そこは祈りのために訪れていた「いつもの場所」(22:40)であったと記していま

す。しかしそれも神の必然性を説明してはいません。もっと深い意味があるはずです。 

 

●イェシュアと弟⼦たちの距離は、「⽯を投げて届くほどの所に離れて」とあります。過越の祭りの⽇は

必ず満⽉の時です。『パッション』の映画の中でも満⽉の光が照らしていました。ですから、イェシュア

の祈る姿が弟⼦たちに⼗分に⾒えたはずです。ところが肝⼼の弟⼦たちは、イェシュアが祈っている間な

んと眠ってしまっていたのです。 
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1. ゲッセマネにはオリーブ油を搾る搾油機があった 

●イェシュアが祈ったゲッセマネの園には強烈なメッセージが隠されています。ゲッセマネにはオリーブ

油を搾り出す搾油機がありました。「ゲッセマネ」という語彙は、「搾油機」を意味する「ガト」(ַּגת)

と「オリーブ油」を意味する「シェメン」(ֶׁשֶמן)の複数形「シェマーニーム」(ְׁשָמִנים)との合成語です。

ちなみに、「ガト」(ַּגת)は「搾油機」の意味だけでなく、ぶどうを⾜で踏ん

で液にする「酒ぶね」をも意味します。 
 
●イスラエルにおいては、オリーブ油は喜びの祝福の象徴です。11 ⽉の初め

頃に摘まれる実は紺⾊に代わり、その中に油がたっぷりと詰まるのだそうで

す。オリーブ油として搾り出す段階は⼆段階です。最初は「オリーブの実を潰

す段階」で、次は「それを搾る段階」です。そしてそれは四回に分けて搾り出

し、その⽤途は以下の通りです。 

 

第一段階 
 

●最初に搾ったオリーブ油は聖なる油として神殿にささげられます。この油で神殿の燭台(「メノーラ

ー」ְמנֹוָרה)を照らしました。また、王や祭司、預⾔者の任職の時にもこの油が⽤いられました。ちなみ

に、「油を注ぐ」ことを意味するヘブル語は「マーシャハ」(ָמַׁשח)ですが、「油注がれた者」のことを

「ハマシーアッハ」( ַַהַּמִׁשיח)と⾔い、つまり「メシア」を意味します。イェシュア・ハマシーアッハと

は、イェシュアが油注がれた「王」であり、「⼤祭司」であり、「預⾔者」であるという信仰の告⽩で

す。 

 

第二段階 

●主に家庭で⾷⽤として⽤いられます。⽇本同様、イスラエルも⻑寿国です。その秘訣の⼀つがオリーブ

油にあるようです。 

第三段階 
 

●家庭の照明、薬品、頭に塗る油、化粧品など、⽤途は多様。 
	
第四段階 
 

●これは最後に搾りだされる油で、これで⽯鹸を作ることができるようです。イスラエル産のオリーブ⽯

鹸が売られていますが、最後の搾りかすから作られたものなのです。愛⽤されている⽅も多いようです。 

最後の最後まで搾り取られたオリーブの搾りかすも最後は燃料として⽤いられるのです。オリーブの実は

なんと価値のあるものなのでしょうか。 
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2. オリーブ油とイェシュアのゲッセマネでの祈り 

 

●オリーブの実は搾ることで⽤いられますが、それは⽯の重さが次第に重くなっていくことで、第四段階

まで搾ることができるように、これがイェシュアのゲッセマネでの祈りと重なっているのです。特に、ル

カが記している「汗が⾎のしずくのように落ちた」とは、第四段階に搾り出される油をたとえているよう

に思えます。 

 

●ゲッセマネでイェシュアは三度祈っていますが、祈るたびに重⽯の重さが加わり、最後には完全に搾り

取られることを⽰唆しています。しばしば、ゲッセマネで祈るイェシュアの姿が描かれた絵を⽬にします

が、その多くが顔を上に向けて⼿を組んで祈る姿です。しかし、オリーブの実が搾られるイメージは上を

向いて祈る姿ではなく、次第に地に押し付けられていくイメージです。映画『パッション』でも、最初は

上を向いて祈るイェシュアの姿でしたが、最後は重⽯に押さえつけられて地にひれ伏して(うつ伏せて)祈

るイェシュアの姿が印象的です。ゲッセマネが意味するイェシュアの祈りを⾒事に描いています。 

 

●ゲッセマネの園に⾏く前にイェシュアは、おそらくオリーブ⼭で⽗に対して祈っています。それはヨハ

ネの福⾳書 17 章に記されています。そこでは「⽬を天に向けて」祈っています(17:1)。しかしゲッセマ

ネの祈りの最後は、完全にうつ伏せているのです。 
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8. 午前 0 時〜午前 1 時  

ゲッセマネの園での苦悩 (2)  

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 26 章 36〜46 節    マルコの福⾳書 14 章 32〜42 節   ルカの福⾳書 22 章 39〜46 節 

 

ベレーシート 

 

●イェシュアがわざわざ三⼈の弟⼦たち(ぺテロ、ヤコブ、ヨハネ)を連れてゲッセマネに来たその⽬的は、

第⼀に、そのところでイェシュアがいつもとは異なる特別な祈りを、夜を徹して祈ったという事実を彼ら

に記憶させるためであったと考えられます。また同時に、弟⼦たちにも⾃分と共に祈ってほしいという思

いがイェシュアにあったことも確かです。マタイとマルコは、イェシュアが彼らに「わたしがあそこに⾏

って祈っている間、ここにすわっていなさい。」と命じたことを記していますが、ルカによれば「誘惑に

陥らないように、祈っていなさい。」とあります。イェシュアが祈るために彼らを連れて来た⽬的が、た

だ「すわっていなさい」というのは不⾃然です。「すわっていなさい」とは「祈っていなさい」と同義で

あることをルカは補⾜したと思われます。 

●ちなみに、「すわる」という⾔葉をヘブル語に戻すと「ヤーシャヴ」(ָיַׁשב)となります。「ヤーシャヴ」

は単に座るという意味だけでなく、神とのかかわりにおける語彙として⽤いられる場合、主のうちに「と

どまる」、主とともに「住む」という重要な意味を持っています。特にマタイは「わたしといっしょに⽬

をさましていなさい」(26:38, 40)というフレーズでそのことを表しています。「祈る」という語彙がな

くとも、「ヤーシャヴ」の真意がそこにあります。御⼦イェシュアの⾔動はすべて「ヤーシャヴ」からは

じまっているのです。今回の瞑想の着⽬点は、ルカの福⾳書 22 章 45〜46 節です。  

【新改訳 2017】ルカの福⾳書 22 章 45〜46 節 

45 イエスが祈り終わって⽴ち上がり、弟⼦たちのところに⾏ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに 

眠り込んでいた。 

46 そこで、彼らに⾔われた。「どうして眠っているのか。誘惑に陥らないように、起きて祈っていなさい。」 

 
 

1. イェシュアの戦いの勝敗はゲッセマネにおいてついていた  

 

●上記の箇所はすでにイェシュアがゲッセマネにおける壮絶な祈りを終えた後の光景です。45 節ではイ

ェシュアは祈りの状態から「⽴ち上がった」ことが記されていますが、弟⼦たちは「眠り続けている」の

です。そんな弟⼦たちに対して、イェシュアは「起きて」「祈っていなさい」と命じています。 
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●45 節の「⽴ち上がり」(原⽂は「⽴ち上がった」「起き上がった」というアオリストの分詞形)も、46

節の「起きて」(原⽂は「起き上がって」というアオリスト)も、同様に「アニステーミ」(ἀνίστημι)と
いう復活⽤語が使われています。イェシュアの「⽴ち上がり」はすでにこの時、祈りによって勝利を得た

ことを意味します。その証拠にこのあとのイェシュアの姿を⾒るなら、微塵もぶれていません。真っ直ぐ

に⼗字架に向かって⾏くのです。勝敗はこのゲッセマネでついたという感じです。 

●余談ですが、メル・ギブソンの『パッション』では、ゲッセマネでの祈りの最後でイェシュアが蛇の頭

を踏み砕くシーンを⼊れています。 

●しかし弟⼦たちの戦いはこれからです。眠りの状態から⽬を覚まして、「⽴ち上がり」「祈り続けなさ

い」とイェシュアは命じています。まさにそれはイェシュアの復活後の弟⼦たちの姿を予告しているかの

ようです。 

 

2. 御使いによって「⼒づけられた」イェシュア 

 

●ゲッセマネの場⾯において、ルカだけが記している「御使い」の顕現

です。ルカの福⾳書では「祈り」と「御使い」が他の福⾳書に⽐べて⽬

⽴っているのが特徴です。「祈り」は 26 回、「御使い」は 23 回記され

ています。 

●ゲッセマネにおいて御使いの助けがなければ、勝敗をつけることは難

しかったかもしれません。なぜなら、私たちと同じ⾁のからだを持つ、

⼈となられたイェシュアだったからです。しかし、ここで御使いがイェシュアを「⼒づけた」のです。こ

の「⼒づけた」という⾔葉は、ペテロが⽴ち直ったら「兄弟たちを⼒づける」と語ったイェシュアのこと

ばと同じです。ヘブル語では「ハーザク」(ָחַזק)の強意形ピエル態の「ハゼーク」(ַחֵזק)です。 
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9. 午前 1 時〜午前 2 時  

イェシュアが逮捕される(真夜中の逮捕劇) 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 26 章 47〜56 節、マルコの福⾳書 14 章 43〜53 節 

ルカの福⾳書 22 章 47〜53 節、ヨハネの福⾳書 18 章 2〜12 節 

ベレーシート 

●ゲッセマネの園において暗やみの⼒と戦ったイェシュアは、御使いに⼒づけられながら祈り、「汗が⾎

のしずくのように地に落ちた」後に戦いに勝利して、「⽴ち上がり」ました(ルカ 22:45)。この後、イス

カリオテのユダを先頭にして剣や棒を⼿にした群衆がイェシュアを逮捕するためにやって来ました。この

群衆はみな「祭司⻑、⺠の⻑⽼たちから差し向けられたもの」です(マタイ 26:47)。イェシュアが逮捕さ

れる場⾯では、ゲッセマネとは異なる毅然としたイェシュアの姿が⽬⽴ちます。 

 

1. 真夜中の逮捕劇の様相 

 

●四つの福⾳書のすべてがイェシュアの逮捕劇を記していますが、微妙に異なっています。いくつかのこ

とを整理しておきたいと思います。 

 

(1) イェシュアを逮捕するために差し向けられた者たちと⼿にしていたもの 

①マタイ・・ユダと剣や棒を⼿にした⼤勢の群衆 

②マルコ・・ユダと剣や棒を⼿にした群衆 

③ルカ・・・ユダと群衆 

④ヨハネ・・ユダと明かりとたいまつと武器を持った⼀隊の兵⼠と下役(役⼈)たち 

 

※新改訳 2017 では「明かりとたいまつ」と訳されていますが、原⽂では複数の「たいまつ」(「ファノ

ス」φανός)と「明かり」(「ランパス」λαμπάς)です。前者の「たいまつ」(「ファノス」)は新約聖

書ではこの箇所のみ。後者の「明かり」は油を灯した灯⽕のこと。 

 

(2) イスカリオテのユダとイェシュアとの会話 

●ヨハネはゲッセマネの祈りの場⾯を記していませんが、共観福⾳書の記者たちが記していない情報を記
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しています。その情報とは、イェシュアと弟⼦たちがたびたびゲッセマネで会合していたということで

す。ユダはその場所に群衆や役⼈たちを引き連れて⾏き、⾃分が⼝づけする者がイェシュアであることを

前もって打ち合わせていました。イスカリオテのユダとイェシュアが交わした会話は以下の通りです。 

①マタイ 

 (ユダ)「先⽣。お元気で(こんばんわ)」 (イェシュア)「友よ。何のために来たのですか」 

②マルコ 

 (ユダ)「先⽣」 (イェシュア)「ーー」 

③ルカ 

 (ユダ)「ーー」 (イェシュア)「ユダ。⼝づけで、⼈の⼦を裏切ろうとするのか」 

 

(3) 「だれを捜すのか」 

●これはヨハネだけが記しているイェシュアのことばです。イェシュアは「⾃分の⾝に起ころうとするす

べてのことを知っておられた」(ヨハネ 18:4)ので、「あなたがたはだれを捜しているのか」(原⽂)と⾔

われました。彼らが「ナザレ⼈イエスを」と答えると、イェシュアは「それはわたしです」と⾔われまし

た。原⽂は「エゴー・エイミー」(ἐγώ εἰμί)です。これは「ナザレ出⾝のイエス」という意味で呼んだ

のですが、後でふれるように、この呼称はメシア王国の王としての意味を持つという意味で、イェシュア

は「それはわたしです」と答えたのです。 

 

●逃げようとする様⼦もなく、むしろ堂々と前に出て、毅然としているイェシュアの姿に群衆の⽅が圧倒

されてしまいました。ヨハネは「彼らは後ずさりし、地に倒れた」と記しています(18:6)。その驚きが⽬

に浮かぶような表現です。 

 

(4) 「剣をさやに収めなさい」 

●イェシュアが捕えられそうになったとき、⼀⼈の弟⼦が剣を抜いて、⼤祭司のしもべの⽿を切り落とし

ました。その時、即座に語ったイェシュアのことばが「剣をさやに収めなさい」でした。 

 

●この場⾯を、四つの福⾳書にあるすべての情報を寄せ集めると次のように説明することができます。 

「群衆がイェシュアを逮捕しようとしたそのとき、剣を持っていたシモン・ペテロがそれを抜き、⼤祭司

のしもべの右の⽿を切り落としました。そのときイェシュアはすかさず、『やめなさい。それまで。』と

⾔い、ペテロに『剣をさや(もと)に収めなさい。剣を取る者はみな剣で滅びます。⽗がわたしにくださっ

た杯を、どうして飲まずにいられようか。』と⾔って、⼤祭司のしもべ(マルコス)の切り落とされた右⽿

にさわっていやされました。そして、押しかけて来た者たちに、『あなたがたはまるで強盗にでも向かう

ようにやって来た。・・今はあなたがたの時。そして暗やみの⼒(⽀配)です。』と⾔われました。」 
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2. 「ナザレ⼈イェシュア」 

 

 

●「ナザレ⼈イェシュア」(ヨハネ 18:5,7)、この名称はイェシュアが逮捕される時にはじめて登場する

ことばです。この後にこの名称が各福⾳書にそれぞれ⼀回ずつ、4 回出てきます(マタイ 26:71、マルコ

16:6、ルカ 24:19、ヨハネ 19:19)。使徒の働きにも 4 回登場します(2:22, 4:10, 6:14, 26:9)。 

マタイの福⾳書 2 章 23 節】新改訳 2017【   

そして、ナザレという町に⾏って住んだ。これは預⾔者たちを通して「彼はナザレ⼈と呼ばれる」と語られたことが成

就するためであった。 

 

●預⾔者たちを通して「この⽅はナザレ⼈と呼ばれる」と⾔われたことが成就するためであったとありま

すが、旧約でそのような預⾔が語られている箇所を⾒出すことはできません。「ナザレ」という町も旧約

聖書には出て来ません。このような預⾔をした預⾔者もいません。このことをどのように理解したらよい

のでしょうか。 

 

●「ナザレ」という町の名称が預⾔されていなくても、この預⾔(マタイ 2;23)の真意は、「ナザレ」と

いうヘブル語の語彙にあります。ナザレはヘブル語では「ナーツラット」(ָנְצַרת)と表記します。町の名

前はヘブル語ではすべて⼥性名詞です。 

●オリーブの⽊の根から出た若枝のことを、ヘブル語では「ネーツェル」(ֵנֶצר)と⾔います。イザヤ書 11

章 1 節、14 章 19 節、60 章 21 節、ダニエル書 11 章 7 節を参照。  

(1) 【新改訳 2017】イザヤ書 11 章 1 節 

      エッサイの根株から新芽が⽣え、その根から若枝が出て実を結ぶ。 

   ①「根株」－「ゲーザ」(ֵּגַזע) 

   ②「新芽」－「ホーテル」(ֹחֶטר)ー根株から出た枝で、⽺飼いの杖となる。 

   ③「根」－－「ショーレシュ」(ֹׁשֶרׁש) 

   ④「若枝」－「ネーツェル」(ֵנֶצר)―根から出た枝で、オリーブの⽊を取り囲むように⽣え、苗⽊と 

   なる。 

 

(2) 【新改訳 2017】詩篇 128 篇 3 節 

あなたの妻は家の奥でたわわに実るぶどうの⽊のようだ。あなたの⼦どもたちは⾷卓を囲むとき まるで

オリーブの若⽊(「ネーツェル」ֵנֶצר)のようだ。 
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●オリーブの⽊の根株から出る「新芽」と根から出る「若枝」は、いずれもメシアの象徴です。根株から

出る「新芽」(「ホーテル」ֹחֶטר)は⽺たちを導き守る⽺飼いとしての「メシア」を象徴し、根から出た

「若枝」(「ネーツェル」ֵנֶצר)はユダ部族から出たダビデ王国、すなわち「メシア王国」を象徴していま

す。 

 

●ちなみに、「ネーツェル」の動詞は「ナーツァル」(ָנַצר)で、「⾒張る、⾒守る、保つ、包囲する」と

いう意味の他に「秘める」という意味があります。神の秘められた事柄としての「若枝」、それが「ネー

ツェル」、すなわち「ナザレ」の語義なのです。すなわち「ナザレ⼈イェシュア」とはメシア王国の王で

あるイェシュアを意味しているのです。使徒ペテロは次のように述べています。 

  

 【新改訳 2017】使徒の働き 2 章 22〜23 節 

22 イスラエルの皆さん、これらのことばを聞いてください。神はナザレ⼈イエスによって、あなたがたの間で⼒ある 

  わざと不思議としるしを⾏い、それによって、あなたがたにこの⽅を証しされました。それは、あなたがた⾃⾝が 

    ご承知のことです。 

23 神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなたがたは律法を持たない⼈々の⼿によって 

    ⼗字架につけて殺したのです。 
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10. 午前 2 時〜午前 3 時  

大祭司カヤパがイェシュアを尋問 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 26 章 57〜66 節、マルコの福⾳書 14 章 53〜64 節 

ルカの福⾳書 22 章 54 節、ヨハネの福⾳書 18 章 13〜14、19〜24 節 

ベレーシート 

●イェシュアが逮捕されて最初に連れて⾏かれたのは、⼤祭司アンナスの邸宅でした。アンナスは⼤祭司

カヤパのしゅうと(つまり、アンナスはカヤパの義⽗)です。このことを記しているのはヨハネだけですが、

この記事によって、当時の⼤祭司は職を退いてもその職名と権威が残っていたことを物語っています。ヨ

ハネの福⾳書 18 章 24 節に「アンナスはイエスを、縛ったままで⼤祭司カヤパのところに送った」とあ

りますから、ヨハネは⼤祭司アンナスとイェシュアとの個⼈的な会話を伝えているだけで、イェシュアの

裁判や議会での尋問は記していません(⾮公式)。ルカも逮捕したイェシュアを⼤祭司の家に連れて来たこ

とを記しているだけです。ただしルカの場合の「⼤祭司」はアンナスではなく、カヤパのことだろうと思

います。カヤパ邸宅で⾏われた裁判は証拠集めのためのものであり、本来、集まるべき神殿の中でなかっ

たとすれば⾮公式と⾔えます。 

●さて、当時のユダヤ⼈の政治的・司法的最⾼議会は「サンヘドリン」と呼ばれていました。最⾼議会の

議員たちが集められたのは、イェシュアを死刑にするために必要な証拠を集めるためでした。「初めに死

刑ありき」という判決がすでに下されていました。その判決を裏づける証拠を集めて証⾔させるための議

会が、サンヘドリンの議⻑であった⼤祭司カヤパによって私邸に召集されたようです(議会が⾏なわれる

場所は、本来、神殿の中でした)。そして、その裁判の様⼦をマルコとマタイが記していますが、その内

容はほぼ同じです。 

 

1.  最⾼議会「サンヘドリン」における裁判 

 

(1) ⼀致しなかった証拠 

 【新改訳 2017】マルコの福⾳書 14 章 53〜59 節 

53 ⼈々がイエスを⼤祭司のところに連れて⾏くと、祭司⻑たち、⻑⽼たち、律法学者たちがみな集まって来た。 

54 ペテロは、遠くからイエスの後について、⼤祭司の家の庭の中にまで⼊って⾏った。そして、下役たちと⼀緒に 

   座って、⽕に当たっていた。 

55 さて、祭司⻑たちと最⾼法院全体は、イエスを死刑にするため、彼に不利な証⾔を得ようとしたが、何も⾒つか 

     らなかった。 

56 多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたが、それらの証⾔が⼀致しなかったのである。 
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57 すると、何⼈かが⽴ち上がり、こう⾔って、イエスに不利な偽証をした。 

58 「『わたしは⼈の⼿で造られたこの神殿を壊し、⼈の⼿で造られたのではない別の神殿を三⽇で建てる』と 

     この⼈が⾔うのを、私たちは聞きました。」 

59 しかし、この点でも、証⾔は⼀致しなかった。 

 

●最⾼議会がイェシュアを裁判にかけようとしたにもかかわらず、イェシュアを死刑にするために有効な

証拠が⾒つからなかったとしています。証拠と⾔っても、ここでは偽証のことで、たとえ偽証であったと

しても、それが⼀致しなければ有効な証拠にはなりません。そこで最後に⼆⼈の者が進み出て、イェシュ

アの語ったことばを証⾔しましたが、それも細かな点で⼀致しなかったのです。偽証はそれだけで⼤きな

罪ですが、イェシュアを死刑にするための偽証を最⾼議会が求めていたという点がこの裁判の異常性です。

あり得ない裁判だったということです。 

 

(2) イェシュアの毅然とした沈黙とメシア宣⾔ 

●訴えるべき何らかの証拠や多くの偽証が⼀致しなかったことにより、⼤祭司が⾃ら⽴ち上がってイェシ

ュアに尋問しました。このときイェシュアは沈黙していました(原⽂は未完了形で「沈黙し続ける」の意)。

イェシュアが沈黙を続けているのは、事態のすべてが神のご計画の中にあって進んでいることを確信して

いるからです。イェシュアの沈黙は御⽗への信頼から来ているのです。 

●さて、⼤祭司の尋問はこうでした。「私は、⽣ける神によって、あなたに命じます。あなたは神の⼦キ

リストなのか、どうか。その答えを⾔いなさい。」と。 

【新改訳 2017】マタイの福⾳書 26 章 64 節 

イエスは彼に⾔われた。「あなたが⾔ったとおりです。しかし、わたしはあなたがたに⾔います。あなたがたは今から

後に、⼈の⼦が⼒ある⽅の右の座に着き、そして天の雲とともに来るのを⾒ることになります。」 

 

【新改訳 2017】マルコの福⾳書 14 章 62 節 

そこでイエスは⾔われた。「わたしが、それです。あなたがたは、⼈の⼦が⼒ある⽅の右の座に着き、そして天の雲と

ともに来るのを⾒ることになります。」 

 

●イェシュアは毅然と答えています。マタイはイェシュアの答えを「あなたが⾔ったとおりです」と記し

ています。しかし、マルコは「わたしは、それです。」と記しています。原⽂は「エゴー・エイミ」

(ἐγώ εἰμί)です。もしこれだけであったなら、イェシュアが神をけがすことばを語ったということには

ならなかったでしょう。なぜなら、問題なのはその後の発⾔だからです。 
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2. イェシュアこそ真の審判者として来られるという預⾔ 

 

●「今からのち、⼈の⼦が、⼒ある⽅の右の座に着き、天の雲に乗って来るのを、あなたがたは⾒ること

になります。」(マタイ)、「⼈の⼦が、⼒ある⽅の右の座に着き、天の雲に乗って来るのを、あなたがた

は⾒るはずです。」(マルコ)。ここで語られている事柄が三つあります。  

第⼀は、イェシュアが「⼒ある⽅」であること。つまり「神」であるということです。 

第⼆は、その⽅が⼒ある⽅の「右の座に着く」こと。それも神に最も信頼される存在であり、神の権威が  

与えられる位に着く者であることを意味します。 

第三は、やがて「天の雲に乗って来る」⽅です。つまり、王なるメシア(キリスト)として、この地上に神

の審判者として再び来ることを意味しています。 

●上記のイェシュアの発⾔は、⼤祭司カヤパにとって聞き捨てならない衝撃的なものでした。なぜなら、

イェシュア⾃⾝が⾃らを神に等しい存在として、やがてさばき主としてやって来ると宣⾔したからです。

これはまさに「神への冒涜」以外の何ものでもありませんでした。そのことを⽰すために、⼤祭司が⾃ら

の⾐を引き裂くことで、このときの⼤祭司の怒りが尋常ではなかったことを⾃らパフォーマンスしたと考

えられます。そして同席している最⾼議会の議員たちに、「神への冒涜だ。これでもまだ、証⼈が必要で

しょうか。あなた⽅は、今、神をけがすことばを聞いたのです。どう考えますか。」と訴えています。イ

ェシュアは死刑に価する神への冒涜罪として全議会⼀致で決まったのです。冒涜罪は律法(レビ記 24:16)

によれば⽯打ちの刑です。しかし当時のユダヤはローマ帝国の⽀配下にあり、ローマ⾏政の許可なく死刑

にすることはできませんでした。そこでローマの総督ピラトに同意を求めに⾏く必要があったのです。 

●「全員」(マルコ 14:64)という⾔葉がありますが、おそらく、少なくとも「ニコデモ」や「アリマタヤ

のヨセフ」はこの場にはいなかったと思われます。なぜなら、「アリマタヤのヨセフ」は「議員たちの計

画や⾏動には同意しなかった」(ルカ 23:51)と聖書にあるからです。 

 

3. この裁判には⾃滅の論理が隠されている 

 

●聖書の中には「⾃滅の論理」というものがはっきりと存在しています。つまり、悪者は必ず⾃分の仕掛

けた罠に陥ってしまうという⾃明の論理です。ですから、イェシュアは⾃らの正義を主張することなく、

沈黙し続けることができたのです。ユダヤ⼈を滅亡させようとしたハマンは有名です。この逆転劇を神に

感謝する「プリムの祭り」があるほどです。 

●今回の場⾯は、表⾯的にはイェシュアが裁かれているように⾒えますが、実際のところは、イェシュア

を死刑にしようと躍起になっている最⾼議会(サンヘドリン)の議員たちが裁かれているのです。 
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11. 午前 3 時〜午前 4 時  

イェシュアへの暴行とペテロの否認 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 26 章 67〜75 節、マルコの福⾳書 14 章 65〜72 節 

ルカの福⾳書 22 章 54〜65 節、ヨハネの福⾳書 18 章 15〜18、25〜27 節 

 

ベレーシート 

●ここでは、イェシュアに対する暴⾏とペテロの三度の否認を扱います。前者のイェシュアに対する暴⾏

はヨハネを除く共観福⾳書に記されていますが、後者のペテロの否認はすべての福⾳書が記しています。

イェシュアの毅然とした沈黙とペテロの否認が対照的に描かれています。 

 

●イェシュアを侮辱する⾏為は、サンヘドリンでの判決の後だけでなく、ローマの総督ピラトによる裁判

の後で、ローマ兵によってもなされています(マタイ 27:30)。 

 

1. イェシュアに対する暴⾏ 

 

【新改訳 2017】マタイの福⾳書 26 章 67〜68 節 
67 そうして、彼らはイエスの顔につばきをかけ、こぶしでなぐりつけ、また、他の者たちは、 

 イエスを平⼿で打って、 

68 こう⾔った。「当ててみろ。キリスト。あなたを打ったのはだれか。」 

 

【新改訳 2017】マルコの福⾳書 14 章 65 節     

65 そして、ある者たちはイエスに唾をかけ、顔に⽬隠しをして拳で殴り、「当ててみろ」と⾔い始めた。 

また、下役たちはイエスを平⼿で打った。 

 

【新改訳 2017】ルカの福⾳書 22 章 63〜65 節 

63 さて、イエスを監視していた者たちは、イエスをからかい、むちでたたいた。 

64 そして⽬隠しをして、「当ててみろ、おまえを打ったのはだれだ」と聞いた。 

65 また、ほかにも多くの冒涜のことばをイエスに浴びせた。 

 

●マタイとマルコでは、「そうして」(「トテ」τότε)という接続詞によって、イェシュアに対する判決

が下された後に、イェシュアに対する暴⾏がなされたと理解できますが、ルカの場合は「さて」(「カイ」

και)という接続詞が⽤いられ、時間的順序というよりも関連する事柄として記されています。 
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●イェシュアに対する屈辱的な暴⾏を働いた者たちについては、各福⾳書によってさまざまです。全体を

概観すると、議員たち(その⼀部の者たち)と役⼈たち(イェシュアを監視する者たち)と考えられます。彼

らは、イェシュアに対して「顔につばきをかける」「こぶしでなぐりつける」「平⼿で打つ」「むちでた

たく」「嘲笑する」「悪⼝を浴びせる」などの侮辱的な⾏為をしています。こうした屈辱に対してイェシ

ュアは完全な無抵抗と沈黙を通します。 

●イェシュアに対するこうした侮辱的⾏為はメシア預⾔の成就です。換⾔するなら、もしイェシュアがこ

うした屈辱を受けなかったとすれば、イェシュアはメシアではなかったことになります。 

 【新改訳 2017】イザヤ書 50 章 5〜６節 

5 【神】である主は私の⽿を開いてくださった。私は逆らわず、うしろに退きもせず、 

6 打つ者に背中を任せ、ひげを抜く者に頬を任せ、侮辱されても、唾をかけられても、顔を隠さなかった。 

 

 【新改訳 2017】イザヤ書 53 章 7 節 

7 彼は痛めつけられ、苦しんだ。だが、⼝を開かない。屠り場に引かれて⾏く⽺のように、 

⽑を刈る者の前で黙っている雌⽺のように、彼は⼝を開かない。 

 

2. ペテロの否認 

 

●ペテロが主を三度否認することは四つの福⾳書が記しています。また、その予告についても同様です。

しかし、その語られた時が少々異なっています。マタイとマルコの場合は最後の晩餐の後、みなオリーブ

⼭へ出かけて⾏ったそのときとなっていますが、ルカとヨハネの場合は晩餐の時に予告されています。 

【新改訳 2017】マタイの福⾳書 26 章 31〜35 節(最後の晩餐の後) 

31 そのとき、イエスは弟⼦たちに⾔われた。「あなたがたはみな、今夜わたしにつまずきます。 

『わたしは⽺飼いを打つ。すると、⽺の群れは散らされる』と書いてあるからです。 

32 しかしわたしは、よみがえった後、あなたがたより先にガリラヤへ⾏きます。」 

33 すると、ペテロがイエスに答えた。「たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。」 

34 イエスは彼に⾔われた。「まことに、あなたに⾔います。あなたは今夜、鶏が鳴く前に三度わたしを知らない 

と⾔います。」 

35 ペテロは⾔った。「たとえ、あなたと⼀緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して 

申しません。」弟⼦たちはみな同じように⾔った。 

 

【新改訳 2017】マルコの福⾳書 14 章 27〜31 節(最後の晩餐の後) 

27 イエスは、弟⼦たちに⾔われた。「あなたがたはみな、つまずきます。『わたしが⽺飼いを打つ。すると、⽺は散 

  り散りになる』と書いてありますから。 

28 しかしわたしは、よみがえってから、あなたがたより先に、ガリラヤへ⾏きます。」 

29 すると、ペテロがイエスに⾔った。「たとい全部の者がつまずいても、私はつまずきません。」 
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30 イエスは彼に⾔われた。「まことに、あなたに告げます。あなたは、きょう、今夜、鶏が⼆度鳴く前に、 

 わたしを知らないと三度⾔います。」 

31 ペテロは⼒を込めて⾔い張った。「たとい、ごいっしょに死ななければならないとしても、私は、あなたを 

知らないなどとは決して申しません。」みなの者もそう⾔った。 

 

【新改訳 2017】ルカの福⾳書 22 章 31〜34 節(晩餐の時) 

31 シモン、シモン。⾒なさい。サタンがあなたがたを⻨のようにふるいにかけることを願って、聞き届けられま 

した。 

32 しかし、わたしはあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは 

⽴ち直ったら、兄弟たちを⼒づけてやりなさい。」 

33 シモンはイエスに⾔った。「主よ。あなたとご⼀緒なら、牢であろうと、死であろうと、覚悟はできております。」 

34 しかし、イエスは⾔われた。「ペテロ、あなたに⾔っておきます。今⽇、鶏が鳴くまでに、あなたは三度わたしを 

知らないと⾔います。」 

 

【新改訳 2017】ヨハネの福⾳書 13 章 36〜38 節(晩餐の時) 

36 シモン・ペテロがイエスに⾔った。「主よ、どこにおいでになるのですか。」イエスは答えられ 

   「わたしが⾏くところに、あなたは今ついて来ることができません。しかし後にはついて来ます。」 

37 ペテロはイエスに⾔った。「主よ、なぜ今ついて⾏けないのですか。あなたのためなら、いのちも捨てます。」 

38 イエスは答えられた。「わたしのためにいのちも捨てるのですか。まことに、まことに、あなたに⾔います。 

鶏が鳴くまでに、あなたは三度わたしを知らないと⾔います。」 

 

●聖書において、「三」という数にいろいろな箇所で出会いますが、それはある種の徹底性を表わす

「三」です。主の受難の中では、 

  ①イェシュアがゲッセマネにおいて三度祈っています。 

  ②ペテロが主を三度否認するという予告がなされ、そしてそのとおりになります。 

  ③ローマ総督ピラトがイェシュアの無罪を三度主張します。 

●マタイの福⾳書ではこれまでにも、ペテロの失敗に対してイェシュアが語ったことばを記しています。 

①ペテロの不信仰に対して(14:31) 

②ペテロが神よりも⼈のことを思っていることに対して(16:23) 

●すべての福⾳書が弟⼦たちの筆頭(代表的実例)であるペテロの失敗を描くことによって、⼈間がいかに

弱い者であるかを描いているように思います。この弱さのために⼈は罪を犯してしまうのです。この弱さ

とは「恐れ」です。⼈間が罪を犯した被造物であるがゆえにもたらされている弱さです。 

●ペテロを含め、他の弟⼦たちもまさか⾃分たちが主を裏切ることになろうとは思いもよらなかったはず

です。ペテロも他の弟⼦たちがみな主を裏切ったとしても「⾃分だけは」と思っていました。そのペテロ

が三度も主を否むことになるのですから、その失態は⼤きいと⾔わざるを得ません。しかし(ペテロの名

誉のために)、ペテロが他の弟⼦たちと異なる点は、他の弟⼦たちが全く姿をくらましてしまったのに対
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して、ペテロだけ(※)はイェシュアから離れずに、⼤胆にも⼤祭司の中庭まで⾏き、事の成り⾏きを⾒よ

うとしたことです。結果的には、主を否むことになってしまいましたが、最後までペテロはイェシュアと

⼀緒にいようとしたことは⼤いに評価すべきことではないかと思います。 

※ヨハネの福⾳書 18 章 15 節によれば、「もうひとりの弟⼦」も⼤祭司の中庭に⼊っています。この「も

うひとりの弟⼦」とはヨハネ⾃⾝のことです。 

 

3. ペテロに対するイェシュアの眼差し 

 

 【新改訳 2017】ルカの福⾳書 22 章 61 節 

61 主は振り向いてペテロを⾒つめられた。ペテロは、「今⽇、鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしを知らないと⾔い

ます」と⾔われた主のことばを思い出した。 

 

●上記はルカだけが記している箇所です。ここにあるイェシュアの眼差しは、三度も主を否定したペテロ

に対する⾮難を込めたものではありませんでした。なぜなら、ルカはすでにイェシュアがペテロのために

祈ったことを以下のように記しているからです。 

22:31 シモン、シモン。⾒なさい。サタンがあなたがたを⻨のようにふるいにかけることを願って、聞き届けられま

した。 

22:32 しかし、わたしはあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは⽴ち

直ったら、兄弟たちを⼒づけてやりなさい。」 

 

●イェシュアの眼差しは、弱きペテロに注がれた「あわれみの眼差し」と「赦しの眼差し」でした。そし

てさらに、「励ましの眼差し」でした。それゆえに、ペテロは神に⽴ち返ることができたのだと信じま

す。 
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12. 午前 4 時〜午前 5 時  

総督ピラトへの引き渡しのための協議 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 27 章 1〜2 節、マルコの福⾳書 15 章 1 節、ルカの福⾳書 23 章 1 節 

 

ベレーシート 

 

●イェシュアに対する裁判は、⼤祭司カヤパがイェシュアを死刑にするための証拠を集める予備的なもの

と、夜が明けてからの本会議の⼆段階を踏んでいます。前者においてはイェシュアを冒涜罪という罪に定

め、後者ではローマの総督ピラトに引き渡して死刑にするための協議がなされたのです。 

【新改訳 2017】マタイの福⾳書 27 章 1〜2 節 

1 さて夜が明けると、祭司⻑たちと⺠の⻑⽼たちは全員で、イエスを死刑にするために協議した。 

2 そしてイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。 

 

【新改訳 2017】マルコの福⾳書 15 章 1 節 

夜が明けるとすぐに、祭司⻑たちは、⻑⽼たちや律法学者たちと最⾼法院全体で協議を⾏ってから、イエスを縛って連

れ出し、ピラトに引き渡した。 

 

【新改訳 2017】ルカの福⾳書 23 章 1 節 

集まっていた彼ら全員は⽴ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて⾏った。 

 

【新改訳 2017】ヨハネの福⾳書 18 章 28 節前半 

さて、彼らはイエスをカヤパのもとから総督官邸に連れて⾏った。明け⽅のことであった。・・・ 

 

1. ローマ総督のもとにおける正式な裁判のための協議 

 

●⼤祭司の邸宅で持たれた⾮公式の裁判において、イェシュアを死刑にするための罪を冒涜罪としました

が、そうしたユダヤの宗教的罪ではイェシュアを死刑にすることはできませんでした。どうしてもローマ

の法による正式な裁判によって断罪されなければイェシュアを死刑に⾄らせることはできませんでした。

そのために、サンヘドリンは夜が明けるのを待ってそのことを協議したと思われます。つまり、イェシュ

アを死刑にするためには、どうしても政治犯に仕⽴てなければならなかったのです。 
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●「夜が明けると」、サンヘドリンの議員たちが公式に集められました。そこで、イェシュアをローマ総

督に引き渡して死刑にするための告発内容について協議がなされたと考えられます。具体的にどういう罪

で告発すれば死刑にもっていけるのかが⼗分に話し合われたと思われます。マルコは「祭司⻑たちをはじ

め、⻑⽼、律法学者たちと、全議会とは協議をこらしたすえ」と記しています。協議の中⾝についてはマ

タイもマルコも何も記していませんが、ルカは伝えています。それによれば、イェシュアが⺠を扇動して

社会的な混乱を引き起こそうとしている危険な⼈物であり、ローマに対する反逆罪に当たるという告訴内

容を以下のように⼊念に練り上げたのです(ルカ 23:1〜5)。 

 

2. 協議による告訴内容 

 

【新改訳 2017】ルカの福⾳書 23 章 1〜5 節 

1 集まっていた彼ら全員は⽴ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて⾏った。 

2 そしてイエスを訴え始めて、こう⾔った。「この者はわが⺠を惑わし、カエサルに税⾦を納めることを禁じ、⾃分は 

王キリストだと⾔っていることが分かりました。」 

3 そこでピラトはイエスに尋ねた。「あなたはユダヤ⼈の王なのか。」イエスは答えられた。「あなたがそう⾔ってい 

ます。」 

4 ピラトは祭司⻑たちや群衆に、「この⼈には、訴える理由が何も⾒つからない」と⾔った。 

5 しかし彼らは、「この者は、ガリラヤから始めてここまで、ユダヤ全⼟で教えながら⺠衆を扇動しているのです」と 

⾔い張った。 

 

●ちなみに、マタイとマルコはイェシュアをピラトのところに連⾏するために、イェシュアを「縛って」

連れ出し、引き渡したことを記しています。ゲッセマネの園で逮捕された時には、なぜか捕縛されていま

せん。しかし最⾼議会からピラトのところに連⾏する時には捕縛されているのです。それはイェシュアが

いかに危険な⼈物かをピラトに印象づけるためであったと思われます。 

 

3. 神の定めによる「引き渡し」によって神のご計画が実現する 

 

●マタイとマルコは、イェシュアを総督ピラトに「引き渡した」と記しています。これは、イェシュアが

告知した通りです。  

 【新改訳 2017】マルコの福⾳書 10 章 33 節 

「ご覧なさい。わたしたちはエルサレムに上って⾏きます。そして、⼈の⼦は、祭司⻑たちや律法学者たちに引き渡さ

れます。彼らは⼈の⼦を死刑に定め、異邦⼈に引き渡します。 
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【新改訳 2017】マルコの福⾳書 15 章 1 節 

夜が明けるとすぐに、祭司⻑たちは、⻑⽼たちや律法学者たちと最⾼法院全体で協議を⾏ってから、イエスを縛って連

れ出し、ピラトに引き渡した。 

 

●「引き渡される」(未来受動形)、「引き渡します」(未来形)と訳されたギ

リシア語は「パラディドーミ」(παραδίδωμι)です。「パラディドー

ミ」は「与える」という意味の(「ディドーミ」δίδωμι)の強意形で「引き

渡す」という意味。「売り渡す」「売る」「裏切る」とも訳されます。共観福⾳書におけるイェシュアの

受難に多⽤されています。 

●「パラディドーミ」は、ある物を、あるいは誰かを別の⼈物の裁量下に移すことを表わし、「引き渡す、

渡す、預ける、委ねる、任せる」とも訳されます。そして、イザヤ書 53 章とも深い関係を持っています。  

 

【新改訳 2017】イザヤ書 53 章 8 節、10 節 

8 虐げとさばきによって、彼は取り去られた。彼の時代の者で、だれが思ったことか。彼が私の⺠の背きのゆえに 

打たれ、⽣ける者の地から絶たれたのだと。 

10 しかし、彼を砕いて病を負わせることは【主】のみこころであった。彼が⾃分のいのちを代償のささげ物とする 

なら、末⻑く⼦孫を⾒ることができ、【主】のみこころは彼によって成し遂げられる。 

 

●すべてが神のご計画の中で進められて⾏きます。それゆえに、イェシュアの受難は受けるべくして受け

る必然的受難なのです。それはイェシュアが⾝に受けるすべての傷は、イェシュアの⾝体というキャンバ

スにハッキリと描かれた⼈間だったのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 


