
45 
 

13. 午前 5 時〜午前 6 時  

イスカリオテのユダが首を吊る 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 27 章 3〜10 節 

ベレーシート 

 

●イスカリオテのユダの⾃殺はマタイの独占記事であり、並⾏箇所はありません。この箇所の中に、前回

扱った「引き渡す」ことを意味する「パラディドーミ」(παραδίδωμι)が⼆回使われています。まずは

その箇所を⾒てみましょう。新改訳ではいずれも「売った」と訳しています。 

【新改訳 2017】マタイの福⾳書 27 章 3〜10 節 

3 そのころ、イエスを売ったユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨三⼗枚を祭司⻑たちと⻑⽼ 

たちに返して、⾔った。 

4 「私は無実の⼈の⾎を売って罪を犯しました。」しかし、彼らは⾔った。「われわれの知ったことか。⾃分で始末 

することだ。」 

5 そこで、彼は銀貨を神殿に投げ込んで⽴ち去った。そして出て⾏って⾸をつった。 

6 祭司⻑たちは銀貨を取って、⾔った。「これは⾎の代価だから、神殿の⾦庫に⼊れることは許されない。」 

7 そこで彼らは相談し、その⾦で陶器師の畑を買って、異国⼈のための墓地にした。 

8 このため、その畑は今⽇まで⾎の畑と呼ばれている。 

9 そのとき、預⾔者エレミヤを通して語られたことが成就した。「彼らは銀貨三⼗枚を取った。イスラエルの⼦ら 

に値積もりされた⼈の価である。 

10 主が私に命じられたように、彼らはその⾦を払って陶器師の畑を買い取った。」 

 

1. イェシュアを売ったことを後悔したユダ  

 

●イェシュアが罪に定められ、死刑にされることを知ったユダは⾃分の取った⾏動を後悔しました。イェ

シュアの逮捕に協⼒したものの、その結果イェシュアを死刑に⾄らせてしまったことは全くの想定外だっ

たと思います。イェシュアが最⾼議会からローマ総督に引き渡されるにおよんで、彼は受け取った銀貨

30 枚を返却しただけでなく、⾸を吊って⾃殺するという悲劇的な結末を迎えることとなってしまいまし

た。 

 

●ユダだけでなく、ペテロもイェシュアを裏切りましたが、その結末は対照的です。その違いはユダが後

悔したに過ぎなかったのに対し、ペテロは神に⽴ち返ったことでした。「後悔」と神へ⽴ち返る「悔い改

め」とは全く異なるということです。前者の「後悔する」とは、「残念に思う」とか、「まずいことをし
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たと考える」ことですが、後者の「悔い改める」とはありのまま神に⽴ち返ることを意味します。残念な

ことに、ユダは神に⽴ち返って助けを求めようとはしませんでした。 

●ユダに対してもイェシュアは忍耐強く、ごまかしの歩みから神に⽴ち返るようにと何度もそのチャンス

を与えてきました。しかしユダの⼼は変わらず、⾦銭を愛してしまい、サタンが彼の⼼を⽀配することを

許してしまったのです。「私は罪を犯した。罪のない⼈の⾎を売ったりして。」(4 節)とユダが後悔した

時には、時すでに遅しですが、ある意味、このユダの発⾔はイェシュアの無罪性を証⾔しているとも⾔え

ます。 

 

2. イェシュアを売った⾦で旅⼈たちの墓地が買われた 

 

●ユダは受け取った銀貨 30 枚を返却しようとしましたが、「私たちの知ったことか。⾃分で始末するこ

とだ」と⼀蹴されてしまいます。「⾃分がしたことは、⾃分で責任を取れ」とばかりに、拒絶されてしま

ったのです。 

●ユダはその⾦を神殿に投げ込んで後、⾸を吊って⾃殺したのです(5 節)。祭司⻑たちはその⾦を神殿の

⾦庫に戻すのは良くないと考え、相談して、陶器師の畑を買い、旅⼈たちの墓地にしたのです。つまり、

きよくない⾦であるゆえに、きよくない⼈のために、きよくない⼟地を購⼊しようと決めたのです。ここ

での「旅⼈」とは、散らされた⽺の群れ、すなわち、失われた 10 部族のことだと解釈する⼈もいます。 

●このことをマタイはエレミヤの預⾔が成就したと語っていますが、厄介なことに、似たような出来事は

あっても、預⾔と⾔える的確な内容がエレミヤ書には出てこないのです。ゼカリヤ書 11 章 13 節に、

「【主】は私に⾔われた。『それを陶器師に投げ与えよ。わたしが彼らに値積もりされた、尊い価を。』

そこで私は銀三⼗を取り、それを【主】の宮の陶器師に投げ与えた。」とあります。「尊い価」というの

は⽪⾁な表現であり、これまでの労苦に⽐べるなら全く合わない⾦額という意味です。ここでの銀三⼗と

いうのは奴隷⼀⼈の値段であり、ユダがイェシュアを売った額と同じだったということです。 
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14. 午前 6 時〜午前 7 時  

ピラトの前で裁判を受ける 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 27 章 11〜14 節、マルコの福⾳書 15 章 2〜5 節 

ルカの福⾳書 23 章 2〜12 節、ヨハネの福⾳書 18 章 28〜38 節 

ベレーシート 

 

●ユダヤの最⾼議会(サンヘドリン)はイェシュアをローマ総督ピラトに引き渡すための協議をした上で、

イェシュアをピラトのもとに連れて⾏きました。そこからどのような流れ(リアルタイム)となっていくの

か、四つの福⾳書をじっくりと⾒⽐べないと理解できません。今回は、その流れがどのようになっている

のかを整理しながら把握したいと思います。 

 

1. ピラトの官邸における場⾯設定 

 

●ピラトの官邸における裁判の絵がありますが、聖書を正確

に読むならば、このような絵の場⾯設定はあり得ないことが

分かります。なぜなら、ここでの場⾯は、ピラトの官邸内と

官邸の外の⼆つの場⾯が設定されているからです。絵とか映画で⾒るイェシュアの⽣涯の場⾯設定が必ず

しも正しいとは限りません。ヨハネの福⾳書 18 章 28 節を読むと分かるように、イェシュアをピラトに

引き渡したユダヤ⼈たちは、「過越の⾷事が⾷べられなくなることのないように、汚れを受けまいとして、

官邸に⼊らなかった」とあるからです。 

●ここでの場⾯設定は、ピラトが官邸内でイェシュアと個⼈的に交わす会話が記されている場⾯と、ピラ

トが官邸の外にいる告発者たちと交わす会話が記されている場⾯とがあるということです。その間をピラ

トは⾏ったり来たりしているのです。 

 

2. イェシュアがピラトに引き渡されてからの流れ 

 

●できるだけ正確にその流れをリアルタイムで追ってみたいと思います。 

● ピラトが語った部分 ●イェシュアが語った部分 ●イェシュアを告発する者たちが語った部分  
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(1) ピラトの官邸の外 

●「あなたがたはこの⼈に対して何を告発するのですか。」(ヨハネ 18:29) 

●「もしこの⼈が悪いことをしていなかったら、私たちはこの⼈をあなたに引き渡しはしなかったで       

しょう。」(ヨハネ 18:30) 

●「この⼈はわが国⺠を惑わし、カイザ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

ことがわかりました。」(ルカ 23:2) 

 

(2) ピラトの官邸内 

●「あなたはユダヤ⼈の王ですか。」(ルカ 23:3、マタイ 27:11、マルコ 15:2) 

●「そのとおりです。」(ルカ 23:3、マタイ 27:11、マルコ 15:2) 

●「何も答えないのですか。⾒なさい。彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。」(マルコ

15:4) 

●「あんなにいろいろとあなたに不利な証⾔をしているのに、聞こえないのですか。」(マタイ 27:13) 

※ピラトはイェシュアの沈黙に「⾮常に驚いた」とあります。 

 

(3) ピラトの最初の無罪宣告(官邸の外) 

●「この⼈には何の罪も⾒つからない。」(ルカ 23:4) 

 

(4) 告発者たちの再度の訴え 

●「この⼈は、ガリラヤからここまで、ユダヤ全⼟で教えながら、この⺠を扇動しているのです。」(ル

カ 23:5) 

※イェシュアがガリラヤ⼈だと知って、ピラトはこの件を、ガリラヤを⽀配しているヘロデに振るために

ヘロデのところに送りました。このとき、過越の祭りのためにヘロデがエルサレムに来ていました。ヘロ

デはイェシュアに対して⼤きな関⼼を持っていました。 

 

(5) ヘロデの宮殿 

※ヘロデはイェシュアを⾒て⾮常に喜びます。なぜなら、前からイェシュアに関⼼をもっており、イェシ

ュアの⾏う奇蹟を⾒たいと思っていたからです。 

●「－ー」(イェシュアは終始ヘロデに対して⼀⾔も答えませんでした。) 
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※ヘロデは、⾃分の兵⼠たちといっしょにイェシュアを侮辱したり嘲笑したりしたあげく、はでな⾐を着

せて、ピラトに送り返しました。このヘロデの場⾯はルカの独占記事です。 

 

(6) 再び、ピラトのもとに戻されたイェシュア(官邸の外) 

●「あなたがたがこの⼈を引き取り、⾃分たちの律法に従ってさばきなさい。」(ヨハネ 18:31) 

●「私たちには、だれを死刑にすることも許されてはいません。」(同上) 

※これこそが告発者の真の意図でした。⾃分たちがイェシュアを死刑にできないからこそ、あなたに告発

して死刑になるようにこうして来ているのですと。 

 

(7) イェシュアを官邸内で尋問(⼆度⽬) 

●「あなたは、ユダヤ⼈の王ですか。」(ヨハネ 18:33) 

●「あなたは何をしたのですか。」(ヨハネ 18:35) 

●「わたしの国はこの世のものではありません。」(ヨハネ 18:36) 

●「それでは、あなたは王なのですか。」(ヨハネ 18:37) 

●「わたしが王であることは、あなたが⾔うとおりです。」(同上) 

 

(8) ピラト、⼆度⽬の無罪宣告 (官邸の外) 

●「私は、あの⼈には罪を認めません。」(ヨハネ 13:38) 

 

3. 「ピラト」の総督としての⼒量 

 

●ここまでのピラトの総督としての姿勢を⾒る限り、ローマの法の下ではイェシュアは無罪であることを

ピラトは⼆度も告発者たちに対して宣告しています。「ポンテオ・ピラト」という正式名は新約聖書では

3 回使われています(ルカ 3:1、使徒 4:27、Ⅰテモテ 6:13)。使徒信条を告⽩されている教会はこの「ポ

ンテオ・ピラト」という名前をいつも語っていることになります。ピラトの⾝からすると、本当に気の毒

です。 

●ところで、『新約聖書⼈名事典』(東洋書林)によれば、彼は、ユダヤ、サマリヤ、イドマヤを治めた 5

代⽬のローマ総督で、A.D.26〜36 年まで、任務に当たりました。ピラトについては、四福⾳書の他に、

同時代のユダヤ⼈で世俗の歴史家ヨセフスやフィロン、4 世紀の教会史家エウセビウスなどから、多くの
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情報が得られるとしています。また、「ピラト」という名前は「ピルム」、すなわち投げ槍で武装した

「槍兵」という意味のラテン語「ピラトゥス」から来ていると説明しています。ちなみに、ピラトの妻は

クラウディア・プロクラで、皇帝アウグストゥスの孫にあたり、洗練されて教養があり、感覚のすぐれた

⼈物であり、ピラトが総督の地位を得たのは⾃らの外交⼿腕よりは、おそらく妻のおかげだったと思われ

る、と記されています。 

●ところで、余談ですが、この「ピラト」という名前のギリシア語表記は「ピラトス」(Πιλατος)、英

語では Pilate、ヘブル語にすると「ピーラートース」(ִּפיָלטֹוס)です。この「ピーラートース」の語幹は動

詞の「パーラト」(ָּפַלט)で、その意味するところは「助け出す」「救い出す」です。まさにピラトがイェ

シュアを告発する者たちから、なんとかして「助け出そう」としたことは評価できます。しかし彼はその

⼈⽣における究極の選択を迫られることになるのです。ピラトはイェシュアが「わたしは、真理のあかし

をするために⽣まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者はみな、わたしの声に聞き従い

ます。」(ヨハネ 18:37)と⾔ったことに対して、すかさず、「真理とは何ですか」と尋ねました。しかし

残念なことに、彼はその真意をそれ以上に聞こうとはしなかったのです。 
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15. 午前 7 時〜午前 8 時  

十字架の刑に引き渡されたイェシュア 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 27 章 15〜26 節、マルコの福⾳書 15 章 6〜15 節 

ルカの福⾳書 23 章 13〜25 節、ヨハネの福⾳書 18 章 28〜40 節, 19 章 4〜16 節 

 

ベレーシート 

●ここでの聖書箇所(四つの福⾳書)の最後の節は⼀様に、ピラトがイェシュアの無罪を訴え続けたにもか

かわらず、⼗字架につけるために彼ら(イェシュアを告発した者たち)に「引き渡した」ことを記していま

す。「引き渡す」という動詞「パラディドーミ」(παραδίδωμι)は「売る」「売り渡す」「裏切る」と

も訳されます。これまでイスカリオテのユダが⼤祭司カヤパに「引き渡し」、⼤祭司カヤパはローマの総

督ピラトに「引き渡し」、そして総督ピラトは「告発者たち」に「引き渡し」ました。それはイェシュア

を告発する者たちの要求どおり、⼗字架につけるために「引き渡した」ことを意味します。 

●「パラディドーミ」(παραδίδωμι)は今回の聖書箇所において以下の箇所で 7 回使われています。 

マタイ(27:18, 26)、マルコ(15:10, 15)、ルカ(23:25)、ヨハネ(19:11, 16) 

イスカリオテ・ユダ ⇒ ⼤祭司カヤパ ⇒ 総督ピラト ⇒ 告発者たち 

●イェシュアが⼗字架につけられるために、「引き渡される」受難の⽅向へと導かれていきます。そして、

ここに登場する者たちはみな、周到に計画された神の救いのドラマの駒に過ぎません。すべてが偶発的な

ことではなく、起こるべくして起こっているのです。 

 

1. バラバの赦免(釈放)をピラトに求めた群衆 

 

●多くのユダヤ⼈がエルサレムに集まる過越の祭りには、ローマ総督が群衆の望む囚⼈をひとりだけ赦免

するという慣例があったようです。これは多分に政治的⽬的で、だれがこの国を治めているのかを⺠衆に

アピールするものです。ピラトはバラバか、それともイェシュアか、どちらを釈放してほしいかと群衆に

尋ねています。 

●バラバという⼈物の名前にどのような意味が隠されているのでしょうか。ヘブル語で表記すると、バラ

バは(ַּבר־ַּאָּבא)となり、「バル・アッバー」、すなわち「⽗の⼦」という意味があります。なにゆえにこ

のような名前がついたのでしょうか。もしかすると、「アバ」と呼ばれた抵抗運動の指導者がいて、その

息⼦が「バラバ」であったのかも知れません。ちなみに彼も当時の熱⼼党員です。熱⼼党は武⼒をもって

ローマに抵抗する政治的勢⼒でした。またバラバの本名は、「バラバ・イェシュア」であったようです。
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それゆえ、新共同訳はそれを受けて、「そのころ、バラバ・イエスという評判の囚⼈がいた。」と訳して

います。新改訳は「バラバ」とだけ訳しています。こうなると次の節がとても興味深くなります。 

【新共同訳】マタイ 27 章 17 節 

ピラトは、⼈々が集まって来たときに⾔った。「どちらを釈放してほしいのか。バラバ・イエスか。それともメシアと

いわれるイエスか。」 

●ピラトの群衆に対する洒落というよりは、⽪⾁な語呂合わせによる台詞です。ピラトの問いかけに対し

て、祭司⻑、⻑⽼たちはバラバ・イエスの釈放を願うように、群衆を「説きつけた」とあります(マタイ

27:20)。その動詞は「ペイソー」(πείθω)で「説き伏せる、説得する、取り⼊る」という意味がありま

す。しかしマルコでは「扇動する、けしかける」という意味の「アナセイオー」(ἀνασείω)という動詞

を使っています(マルコ 15:11)。後者の⽅が悪意のニュアンスが強い語彙です。そうした策略によって、

群衆にバラバを選ばせました。 

 

2. ピラトの買いかぶり(誤算) 

 

●ピラトはイェシュアに罪がないことを群衆に伝え、なんとかしてイェシュアの⽅を釈放しようと努⼒し

ました。しかし逆に、祭司⻑たちをはじめ、彼らによって扇動された群衆は、ピラトに対してイェシュア

を「⼗字架につけろ、⼗字架につけろ」と激しく要求します。この「⼗字架につけろ」というフレーズは、

マタイ、マルコ、ルカにそれぞれ 2 回、そしてヨハネには 3 回あります。ちなみに、マルコ、ルカ、ヨハ

ネの「⼗字架につけろ」は、命令形アオリストです。ピラトに対して命令しています。しかしマタイの

「⼗字架につけろ」は命令形アオリストの受動態です。つまり、イェシュアに対して「おまえは⼗字架に

つけられよ」と叫んでいるのです。いずれにしてもきわめて強い要求です。 

●それでもピラトは「私はこの⼈には罪を認めません」と三度⽬の無罪宣告をしているのです。ところが、

このあたりから、ピラトの総督としての頑強さが揺らぎ始めるのです。揺らぎ始めたその理由を以下に⾒

ることができます。すべてヨハネの独占記事の中にあります。 

 

(1) ユダヤ⼈たちの死刑を求める真意を知った 

●ピラトは彼らがねたみからイェシュアを⾃分に引き渡したことに気づいていました(マタイ 27:18/マル

コ 15:10)が、「この⼈は⾃分を神の⼦としたのですから、律法によれば死に当たります。」とユダヤ⼈

が訴えたことばによって、ピラトはますます恐れたとあります(ヨハネ 19:8)。ピラトはなぜ恐れたので

しょう。それはイェシュアを訴える「ローマにとって危険⼈物だ」という告発は建前の⼝実であり、本当

は、ユダヤ⼈たちの宗教的な問題を⾃分を⽤いて通そうとする彼らの強い⼒を感じたからではないかと思

います。ピラトはいわば俗なる部分(政治的な⾯)における責任を持っている⼈物で、その彼が政治的な意
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味においてイェシュアの無罪を通そうとしているのですが、ユダヤ当局の本⾳はこれを越えて聖なる部分

(宗教的な⾯)の問題を群衆の⼒で通そうとしているのです。 

 

(2) 脅迫のことば 

●ユダヤ⼈はピラトを「この⼈を釈放するのなら、あなたはカイザルの友ではありません。⾃分を王とす

る者はみな、カイザルに背いています」と脅迫します(ヨハネ 19:12)。そして最後の究め付けは「カイザ

ルのほかには、私たちに王はありません」ということばです。これはユダヤ⼈にとって、神に対する冒涜

に当たることばです。なぜなら、ユダヤにおける真の王は神以外にないからです。イェシュアを殺すため

にはなりふり構わぬという態度です。 

 

(3) イェシュアのピラトに対することば 

●これはヨハネの 19 章 10〜11 節にあることばです。 

ピラト「私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権威があり、⼗字架につける権威があることを、知

らないのか。」 

イェシュア「上から与えられていなければ、あなたにはわたしに対して何の権威もありません。」 

 

●ここに語られているイェシュアのことばの意味は何でしょうか。ピラトは⾃分はイェシュアを釈放する

ことも、⼗字架につけることもできると⾔っています。しかし、それはピラトの買いかぶりなのです。イ

ェシュアのことばは、ピラトがこの問題を解決する権威(⼒)を神から与えられてはいない、ピラトができ

ることはただローマ法に従ってイェシュアを無罪だと主張することだけだという意味です。 

●イェシュアが真のメシアであるならば、⼗字架は神が定めた道(みこころ)であり、たとえ、ピラトが法

で無罪を訴えたとしても無⼒であるのです。もし⼗字架の死が回避されたとしたら、イェシュアはメシア

ではなかったことになるのです。だれにも⽌められない神の定めなのです。その証拠に、ピラトは法によ

る無罪を訴えながらも、ユダヤ⼈の脅迫によって屈伏し、結果的にはイェシュアを⼗字架につけるために

告発者たちが求めたように引き渡さざるを得ない運命にあったのです。 

●ちなみに、ピラトの⼼が揺らぎ始めたとき、ピラトはユダヤ⼈を恐れ、彼らにこびるようなパフォーマ

ンスをし始めます。つまり、イェシュアを引き渡す前に、無実と信じながらも、むち打ちをしていること

にそれが表わされています。 

 

3. イェシュアの周辺に登場する⼈物に⾒る⼈間の罪  
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●イェシュアの周りには以下の⼈々が登場しています(今回の聖書箇所の範囲)。 

① 祭司⻑たち(マタイ 27:6/マルコ 15:10,11/ルカ 23:13/ヨハネ 19:6,15) 

② 指導者たち(ルカ 23:13) 

③ ⻑⽼たち(マタイ 27:20) 

④ 役⼈たち(ヨハネ 19:6) 

⑤ 総督ピラト(マタイ 27:17,18,19,22.23,24,26/マルコ 15:6,8,9,10,12,14,15/ルカ 23:13,20,22,24 

       ヨハネ 19:4,5,8.10,12,13,14,15,16) 

⑥ ピラトの妻(マタイ 27:19) 

⑦ 群衆(マタイ 27:15,20,24/マルコ 15:8,11) 

⑧ ⺠衆(マタイ 27:25/ルカ 23:13,14) 

⑨ バラバ(マタイ 27:16,17,20,21,26/マルコ 15:7,15/ルカ 23:18,19/ヨハネ 18:40,40) 

 

●イェシュアを告発する者たちの「ねたみの罪」、ピラトと彼の妻の「⾃⼰保⾝の罪」、これらの罪は

別々のものではなく、根は⼀つです。それは「恐れ」という感情です。「恐れ」は神から離れた⼈間が内

に持っている根元的罪の実です。この罪によって、神の御⼦イェシュアは⼗字架の死に向かうように神が

定めておられるのです。なぜなら、その⼗字架の死によってすべての⼈間の罪の贖いがなされるためです。 

●今回ほど、⼈間の暗やみを描き出している場⾯は他にありません。すべての登場⼈物が神の救いのドラ

マのなんらかの役割を果たしているかのようです。そしてそれを知った私たち⾃⾝もその中のひとりなの

です。 
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16. 午前 7 時〜午前 8 時  

兵士たちに暴行され、嘲弄
ちょうろう

されるイェシュア 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 27 章 27〜31 節、マルコの福⾳書 15 章 16〜20 節、ヨハネの福⾳書 19 章 1〜3 節 

 

ベレーシート 

●イェシュアが暴⾏を受けたり、嘲弄されるシーンはある⼈々に(特にクリスチャンたちに)拒絶感や嫌悪

感を抱かせます。聖書はそのシーンを薄めることなく描いています。反対に、そうした壮絶な暴⼒的シー

ンに興味を持つ⼈々もいるかもしれません。いずれにしても、今回の箇所はとても重要な箇所です。なぜ

なら、イェシュアがメシアとしてご⾃⾝の⾎を流されるからです。 

 

1. ⾎を流すことはメシアの必然 

●もしイェシュアが⾎を流すことのない刑罰で死んだとすれば、彼はメシアではなかったことになります。

イェシュアがメシアであるためには、ご⾃分の⾎を流さなければなりません。単なる苦しみや痛みを経験

するだけでは済まないのです。 

●イェシュアは最後の晩餐で「新しい契約」を弟⼦たちと結ぼうとされました。「みな、この杯から飲み

なさい。これは、わたしの契約の⾎です。罪を赦すために多くの⼈のために流されるものです。」(マタ

イ 26:27〜28)と⾔われました。「この杯から飲む」とは、イェシュアの流される⾎を受け取ることを意

味します。この⾎を受けるためにはイェシュアのからだが裂かれる必要があります。 

●私たちはイェシュアの⼗字架で流される⾎潮をイメージしますが、イェシュアの⾎潮の多くは、ローマ

の兵⼠たちによって「むち打たれ」「茨の冠をかぶせられ」ることで流されたものです。⼗字架でも、両

⼿にくぎ打たれたその傷からも⾎が流れ出たと思われます。それらの⾎こそ私たちの罪を赦す⼒をもって

いるのです。イェシュアは過越の祭りの⽇に、神の⼦⽺として⾎を流す必然性がありました。そのために

⾎を流させる役割を担ったのはローマの兵⼠たちであり、彼らの⼒任せによるリンチです。彼らは総督ピ

ラトに命じられて、イェシュアを「むち打って」います(マタイ 27:26、マルコ 15:15、ヨハネ 19:1)。 

●ローマの「むち打ち」は残酷きわまりない過酷なものでした。そのむちとは、⽪でできた多くの紐の先

に、鉛や⾻を埋め込んだもので出来ています。⼀発の「むち打ち」だけでも⽪膚も⾁も裂かれてしまいま

す。何度打たれたかは記されていませんが、多くの⾎が流されたはずです。さらには、茨の冠を頭にかぶ

せられることでも⾎は流れ出ます。特に、頭から流れる⾎はなかなか⽌まりません。⼗字架にかかる前の

段階で、多くの出⾎があったと考えられます。そうしたシーンから⽬を背けてはならないのです。なぜな
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ら、罪なきイェシュアのからたが裂かれて、そこから流れ出る⾎潮が私たちのすべての罪をきよめ、赦す

⼒を持っているからです。驚きと感謝をもってその「杯」を受け取るべきなのです。 

 

2. 「茨の冠」に込められた神の秘密 

 

●イェシュアの語ることば、そして⾏いの⼀つひとつがすべて深い意味を持っていますが、イェシュアの

周辺にいる⼈々の取る⾏動の中にも(本⼈が分からずとも)、神の深い秘密が隠されています。その⼀つが

「茨の冠をかぶらせること」です。これはローマ兵がイェシュアを嘲弄する⾏為としてしたことです。 

●なぜ「茨の冠」なのか。突っ込まずには答えは得られません。「茨の冠」がかぶせられて⾎が流れるこ

とで⼗分なのですが、「茨」であることにより深い意味があるのです。「茨」と訳されたギリシア語は名

詞で「アカンサ」(ἄκανθα)，形容詞で「アカンスィノス」(ἀκάνθινος)です。これは「とげのある雑

草」⼀般を意味する語彙です。とげのある雑草で冠を編むというのはここでは不⾃然です。とげのある枝

で冠を編むとすれば、「アカンサ」ではカバーできないということになります。ちなみに、ヘブル語で

「茨」という語を検索すると 13 件ヒットしますが、ギリシア語で「茨」という語を検索すると、すでに

あげた「アカンサ」か「アカンスィノス」しかヒットしません。ですから、聖書の「茨」はギリシア語で

は意味をなさないことが分かります。ギリシア語の「茨」はすべて呪われたものの象徴です。 

●イスラエルの「茨」で冠を作るにふさわしい候補としては、ヘブル語の「アータード」(ָאָטד)が挙げら

れます。これは地に陰をつくるほど⼤きくなる⽊で、枝に多くのとげを持っているようです。旧約聖書で

は 4 箇所でしか使われていません。 

 

(1)「ゴレン・ハ・アタデ」の葬儀 

【新改訳 2017】創世紀 50 章 10 節 

彼らは、ヨルダンの向こう、ゴレン・ハ・アタデに着いて、そこで、たいへん⽴派で荘厳な哀悼の式を⾏った。ヨセフ

は⽗のため七⽇間、葬儀を⾏った。 

●ヨセフは⽗ヤコブをヘブロンにあるマクペラの墓地に葬るため、にエジプトから出発して「ゴレン・

ハ・アタデ」で壮⼤な葬儀をしたことが記されています。「ゴレン」は穀物の打ち場(打穀場)を意味する

「ゴーレン」(ֹּגֶרן)。「ハアタデ」は冠詞の「ハ」( ַה)に、茨を意味する「アータード」(ָאָטד)を合わせ持

った地名です。つまり、「ゴレン・ハー・アーターデ」(ֹּגֶרן ָהָאָטד)という場所は、⼤勢の⼈々がそこで

⼀週間も葬儀をするくらいですから、⽊陰を造るような⽐較的⼤きな⽊(枝にとげをもつ)があり、打穀場

として⾵通しの良い場所という意味であろうと推測します。 
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(2) 茨の⽊ 

【新改訳 2017】⼠師記 9 章 14〜15 節 

14 そこで、すべての⽊が茨に⾔った。『来て、私たちの王となってください。』 

15 茨は⽊々に⾔った。『もしあなたがたが誠意をもって私に油を注ぎ、あなたがたの王とするなら、来て、私の陰に

⾝を避けよ。もしそうでなければ、茨から⽕が出て、レバノンの杉の⽊を焼き尽すだろう。』 

●ここで登場する「茨」に例えられているのは、⾃分の兄弟 70 ⼈を殺したアビメレクです。周囲の国の

「来て、私たちの王となってください」との依頼に対して、茨は「わたしを王とするなら、来て、私の陰

に⾝を避けよ。でなければ、茨から⽕が出て・・を焼き尽くそう」と語っています。 

 

 

●これらはある意味で預⾔的です。創世記では、茨(「アータード」ָאָטד)、つまり、枝にとげを持つ⽊は

⾝を避けることのできる⽊陰をもつ⼤樹であること。⼠師記の茨は、王である者の陰に⾝を避けよという

招きであり、その招きに応じるのでなければ、茨から⽕が出て、やがて焼き尽くされてしまうということ

です。イェシュアの頭にかぶせられた茨の冠には、そうした預⾔的なメッセージが含まれているように思

います。ローマの兵⼠たちが知らずにした嘲弄的⾏為の中に、神のメッセージが秘められているのです。 

●イェシュアの頭に茨の冠がかぶせられている絵は、なんとも痛々しいものです。しかしそうした主観的

な思いを捨て去って、イェシュアご⾃⾝がこの私のために⾎を流すという神の必然があったことを⼼から

感謝し、キリストの花嫁として深く⼼に刻みたいと思います。 
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17. 午前 8 時〜午前 9 時  

十字架を負ってゴルゴタに向かうイェシュア 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 27 章 32〜44 節、マルコの福⾳書 15 章 21〜44 節 

ルカの福⾳書 23 章 26〜33 節、ヨハネの福⾳書 19 章 17〜24 節 

ベレーシート 

●今回の箇所では、ローマの兵⼠たちがイェシュアをゴルゴタという所へ引いて⾏く場⾯において、以下

のように、実に多くの出来事が描かれています。  

(1) シモンというクレネ⼈にイェシュアの⼗字架を背負わせたこと。 

(2) イェシュアが苦味(没薬)を混ぜたぶどう酒を飲ませられようとしたこと。 

(3) ⼤ぜいの⺠衆やイェシュアを嘆き悲しむ⼥性たちがついて⾏ったこと。 

(4) その⼥たちにイェシュアが語ったことの内容。 

(5) イェシュアを⼗字架につけた場所は「ゴルゴタ」という場所。 

(6) イェシュアの⼗字架の両サイドに⼆⼈の強盗も⼗字架につけられたこと。 

(7) 兵⼠たちがくじを引いてイェシュアの上着を分けたこと。 

(8) ⼗字架の上にはイェシュアの罪状書きが掲げられたこと。 

(9) 多くの者たちからイェシュアは嘲笑を受けたこと 

 

●ちなみに、「イェシュアを⼗字架につけたローマの兵⼠たちは何⼈だったのか。」「イェシュアと共に

⼗字架につけられた強盗は⼆⼈ともイェシュアをのろったのか、否か。」という質問に正確に答えられる

ような緻密さをもった読み⽅が求められます。今回の場⾯を四つの福⾳書でよく読むならば、正確に答え

られるはずです。 

●ところで、これらの場⾯のどこに焦点を当てるかは難しい選択です。いずれもみな重要な場⾯だからで

す。しかし私はこれらの場⾯の中から⼆つのことを取り上げたいと思います。ひとつは「ゴルゴタと呼ば

れる場所はどこにあったのか」「なぜゴルゴタなのか」ということ。もう⼀つは「イェシュアの頭上に掲

げられた罪状書きの意味は何か」ということ。この⼆つの点に絞ってみたいと思います。 

 

1. 「ゴルゴタ」(どくろの地)という場所はどこか 

●マタイ、マルコ、そしてヨハネは、ローマ総督の官邸から「どくろの地」という場所(ヘブル語で「ゴ

ルゴタ」)に、イェシュアが⼗字架を背負って⾏かれたことを記しています。ゴルゴタはイェシュアが世

のすべての罪を背負って死なれた場所であり、その正確な場所を知ることは⼤きな意味があります。 



59 
 

(1) 「ゴルゴタ」という名称の由来と意味 

●「ゴルゴタ」はヘブル語で「ゴルゴーッター」(ָּגְלֹּגָּתא)と表記されますが、そもそもこの語彙は、ヘブ

ル語の「ひとりひとりを数える(⼈⼝調査)」という意味の「グルゴーレット」(ֻּגְלֹּגֶלת)に由来します。ち

なみに、この「グルゴーレット」には「頭蓋⾻」と「頭蓋⾻を数えること」という意味もあります。そし

て、このヘブル語の「グルゴーレット」がアラム語に⾳訳されたのが「ゴルゴタ」です。 

●さて、この「ゴルゴタ」とはどんな場所なのでしょうか。「ゴルゴーッター」(ָּגְלֹּגָּתא)と同じ意味を持

つ語彙に「ミフカード」(ִמְפָקד)があります。それには「数を数えること(⼈⼝調査)」の意味の他に、

「定められた場所」「⼀定の場所」という意味があります。聖書の中で「定められた⼀定の場所」とは、

「罪のためのいけにえがほふられる場所のこと」を意味します。イェシュアが私たちを救うことができた

のは「罪のためのいけにえの⽺」としてご⾃⾝の⾎をささげられたからですが、そのいけにえを⽕で焼く

場所はどこでも良いわけではありません。他のいけにえは神殿の⼊り⼝や祭壇で焼かれますが、罪のため

のいけにえは、必ず、神殿の外の「定められた場所」でほふられ、焼かれなくてはなりませんでした。そ

の場所をヘブル語で「ミフカードの祭壇」と呼びます。 

●キム・ウヒョン⽒は次のように述べています(「主の道を辿って」より)。 

「私はヘロデ時代の神殿に関する資料を多く探してみました。すると、その当時は神殿からオリーブ⼭ま

で橋がかけられており、その橋の終わりにこの祭壇があることが分かりました。資料によれば、そこで

「⾚い雌⽜」をほふったとあります。この場所は・・罪のためのいけにえを焼く所です」(322 ⾴)。 

 

 

(2) 「ゴルゴタ」は「オリーブ⼭」にある 

●このことを提唱するキム・ウヒョン⽒は次のように述べています。  

今も、多くのクリスチャンがイエス様の⾜跡を辿り、エルサレム城の⻄側にある「ヴィア・ドロローサ」

と「聖墳墓教会」を訪ねます。そこはイエス様が⼗字架を背負い歩まれた道として、また、死なれたゴル

ゴタとして知られています。そこには全世界からイエス様の⾜跡を訪ねてくる巡礼者たちで溢れています。
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ほとんどの⼈が、そこがイエス様の死なれた所だと知っています。しかし私は、最近聖書を研究していた

時、ゴルゴタはそこではないことに気づきました。もちろん、プロテスタントの有識者たちはカトリック

の聖地であるその場所ではなく、「園の墓」という所を重視します。どくろのような形をした⼩さな⼭で

古代の墓が発掘されたのだと思っているようですが、そこもイエス様が死なれた場所ではありません。 

●結論から⾔うなら、「ゴルゴタ」は「オリーブ⼭」にあります。これは私にとって⾮常に衝撃的なこと

でした。イスラエルに来て撮影をし、祈りながら聖書を研究する中で、聖霊様がそのことに気づかせて下

さいました。⼆千年近く、誰もがそのように思ってきた場所を否定することは簡単なことではありません

が、重要なのは「伝統」ではなく、「神様のみことば」です。私たちにはこの態度が最も重要なのです。

聖書は明らかにゴルゴタがオリーブ⼭だと教えている、と私は信じます。ゴルゴタは私たちの主イエス様

が世の罪を背負い死なれた場所であり、その正確な位置を知ることは⼤変⼤きな意味があります。 

●まず知らなくてはならない情報は、現在知られている「聖墳墓教会」は、ローマカトリックを⽣んだコ

ンスタンティヌスが夢でイエス様が死なれた場所として啓⽰を受けたということです。それで、彼の⺟ヘ

レナがその場所に教会を建て、現在まで続いてきているのです。彼は当時エルサレムの多くの信仰者の反

対にもかかわらず、⾃分の啓⽰に従って「ヴィーナス神殿跡」に聖墳墓教会を建てたのです。また、⼗字

架を負って⾏かれた道とされる「ヴィア・ドロローサ（悲しみの道）」も、⼗字軍の戦争以後に聖地巡礼

者のために造られたコースです。私たちは何ら疑うことなく、それをそのまま信じています。しかし、た

とえコンスタンティヌスが⾃分なりの啓⽰を受けたとしても、このようなことは聖書的な根拠を度外視し

たものです。特に、彼とヘレナが⾃分たちなりの情熱で現在の聖地と呼ばれる場所を、伝承を参照にして

定めましたが、聖書に反する多くの問題があります。(以上「主の道を辿って」319〜320 ⾴) 

●必ず、ゴルゴタは東側の宿営の外でなければならず、そこは神殿から必ず「⼆千キュビト」（約九百メ

ートル）以上離れた場所でなくてはなりません。当時、⼗字架刑を受ける極悪⼈を城の中で処刑すること

はできませんでした。必ず「宿営の外」で刑が執⾏されました。私はその距離を、インターネットの衛星

プログラムを通して測ってみました。現在の聖墳墓教会は、⻄側の⽅向にあるという問題もありますが、

神殿の裏から⼆百メートルも離れていません。「園の墓」も同様です。東側の⽅向へ⼆千キュビトを測っ

てみると、正確に「オリーブ⼭頂上」の付近でした。私は戦慄を覚えるほど驚きました(331 ⾴)。 

●オリーブ⼭で死んだ「⾚い雌⽜」のように、イエス様もご⾃⾝の⾎を注ぎ、私たちを完全に贖って下さ

いました。資料によれば、このオリーブ⼭の頂上の祭壇で、イスラエルの罪を贖う雌⽜の頭を神殿の東の

⾨に向けさせ、ほふり、⾎を流した、とあります。これは、正確に贖罪についての規定に従ったものです。 

「祭司エルアザルは指でその⾎を取り、会⾒の天幕の正⾯に向かってこの⾎を七たび振りかけよ。その雌

⽜は彼の⽬の前で焼け。その⽪、⾁、⾎をその汚物とともに焼かなければならない」(⺠数記 19:4〜5)。 

●オリーブ⼭の「定められた場所（ミフカードの祭壇）」でほふった雌⽜の⾎を、反対側の神殿に向け、

七たび振りかけ、いけにえをそこで焼きました。神殿時代に、この位置はまさにオリーブ⼭であり、そこ

でイエス様が正確に死なれたことを証します。」(以上、336〜337 ⾴) 
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●ドキュメンタリー監督として実際にエルサレムを訪れ、そこに残されている多くの資料を直に⾒て検証

されたキム・ウヒョン⽒の⾔葉には、信憑性があると⾔わざるを得ません。 

 

2. イェシュアの⼗字架の上に掲げられた「罪状書き」が⽰すこと 

 

●イェシュアの⼗字架の上にはピラトによる罪状書きが掲げられました。マタイはこの罪状書きを「これ

はユダヤ⼈の王イエスである」(27:37)と記し、マルコは「ユダヤ⼈の王」(15:26)と記しています。し

かしヨハネだけは「ユダヤ⼈の王ナザレ⼈イエス」(19:19)と記しています。ルカはこの罪状書きについ

ては全く触れていませんが、使徒の働きで「ナザレのイエス」の名を多⽤しています。またマタイによれ

ば、その罪状書きはヘブル語、ラテン語、ギリシア語で書かれていたことを報告しています。ユダヤ⼈、

ローマ⼈、そして異邦⼈に対して掲げられたと⾔えます。 

●ところで、ヨハネの記した「ナザレ⼈イエス」とは、前にもこの主の受難 24、No.9 で取り上げたよう

に、特別な意味を持っています。つまり、「ユダヤ⼈の王 ナザレ⼈イエス」とは「御国におけるメシア

としてのイェシュア」、「ユダヤ⼈に約束された王であるメシアとしてのイェシュア」を意味するのです。

ピラトはなぜ、⼀⾒すると罪状書きとは思えない、しかもピラトが正しく理解していない内容について、

完璧な表現で書かせたのでしょうか。おそらくそれは祭司⻑たちに対する体⾯や意地を動機としたものと

⾔えます。その証拠に、「⾃称・・」と書いてほしいという祭司⻑たちの頼みに対して、ピラトは「私が

書いたことは、私が書いたのです」(ヨハネ 19:22)と⾔って彼らの要求を⼀蹴しています。これは「この

総督である私がしたことについてとやかく⾔うな」といったニュアンスです。しかし、こうした背景の裏

に神の摂理が働いているように思われます。 

●ところで、この罪状書きである「ユダヤ⼈の王 ナザレ⼈イエス」とは実は⼤変な宣⾔なのです。イェ

シュアが復活したその 50 ⽇⽬に、聖霊に満たされた弟⼦たちが福⾳を証ししていく時にこの「ナザレ⼈

イエス」の名が⽤いられているからです。この名称は以下のように、ルカ⽂書である「使徒の働き」に多

く⾒られます。 

(1) 【新改訳 2017】使徒の働き 3 章 6 節 

すると、ペテロは⾔った、「⾦銀は私にはない。しかし、私にあるものを上げよう。ナザレのイエス・キ

リストの名によって⽴ち上がり、歩きなさい」と⾔って、 
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(2) 【新改訳 2017】使徒の働き 4 章 10 節 

皆さんも、またイスラエルのすべての⺠も、知っていただきたい。この⼈が治ってあなたがたの前に⽴っ

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

名によることです。 

(3) 【新改訳 2017】使徒の働き 10 章 38 節 

それは、ナザレのイエスのことです。神はこのイエスに聖霊と⼒によって油を注がれました。イエスは巡

り歩いて良いわざを⾏い、悪魔に虐げられている⼈たちをみな癒やされました。それは神がイエスととも

におられたからです。 

 (4) 【新改訳 2017】使徒の働き 22 章 8 節 

私(パウロ) が答えて、『主よ。あなたはどなたですか』と⾔うと、その⽅は私に⾔われました。『わたし

は、あなたが迫害しているナザレのイエスである。』 

 (5) 【新改訳 2017】使徒の働き 26 章 9 節 

実は私⾃⾝も、ナザレ⼈イエスの名に対して、徹底して反対すべきであると考えていました。 
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18. 振り返り  

ゴルゴタの十字架に見る神の完璧なドラマ 

【聖書箇所】マタイの福⾳書 27 章 33〜35 節 

「・・ゴルゴタという所に来てから、彼ら(兵⼠たち)は、イエスを⼗字架につけた。」 

 

ベレーシート 

 

●「主の受難の 24(Twenty Four)」の瞑想で、前にも時間の流れをストップして「振り返り」の時を設

けましたが、今回もイェシュアがゴルゴタ(=ラテン語から派⽣した英語の「カルバリ」)という場所で⼗

字架につけられたところで、⼀旦流れを⽌めて「振り返り」の時としたいと思います。今回は、ゴルゴタ

でイェシュアが私たちの罪のために⼗字架にかかるということは、神の完璧すぎるほどのドラマであった

ということを考えてみたいと思います。特に、ゴルゴタは⾨の外(宿営の外)でなければならなかったとい

うことに焦点を当てたいと思います。 

 

●私は今回の「主の受難の 24(Twenty Four)」の瞑想で、多くのことを教えられました。前回持った

「振り返り」では、「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、

つまり、教会が「キリストの花嫁」と呼ばれる所以がここにあるということをお話ししました。これは私

にとって驚くような発⾒でした。なぜ教会が「キリストの花嫁」と呼ばれるのか、それはユダヤの婚礼の

しきたりを知っていなければよく分からない話なのだということも「⽬からうろこ」でした。聖餐式の本

当の意義は、教会がキリストの花嫁とされていること、そして将来、必ず正式な結婚をするために花婿な

るイェシュアが迎えに来てくださることをはっきりと意識することなのだということに⽬が開かれました。

聖餐についての多くの書籍が出版されていますが、ほとんどの場合、そこに「キリストの花嫁」という概

念が盛り込まれていないのは、むしろ不思議だと思うようになりました。なぜそのことに触れられていな

いのか。その理由の⼀つとして、ユダヤ的な視点が断ち切られてしまっていることが挙げられると思いま

す。今回扱おうとしている「ゴルゴタの⼗字架」の出来事においても、旧約聖書の中にその必然性が啓⽰

されていたのです。なぜゴルゴタなのか。ゴルゴタはいったいどこにあるのか。それが旧約聖書とどうつ

ながっているのか。その整合性について知るならば、私たちは神のドラマにある必然性とその完璧さに驚

かされるのです。 

 

1. なぜ「ゴルゴタ」なのか 

 

●ローマの総督ピラトは、何度も(三度も)イェシュアは無罪だと主張したにもかかわらず、彼のもとに押
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し寄せた祭司⻑たちや群衆たちの「⼗字架につけろ」という声に屈服する形で、イェシュアを引き渡しま

した。聖書に記され、そこで繰り広げられている出来事の背後では、⽬には⾒えなくとも神がご⾃⾝の⽅

法で事を進めておられるのです。もし、イェシュアがゴルゴタに着く前に息絶えたとしたら、神のご計画

と実際の出来事とが整合性の取れないものとなり、有効な結果とはならないのです。 

●イェシュアは⼗字架を背負わされてゴルゴタに向かいます。「背負わされて」と共観福⾳書は受動態で

記されていますが、ヨハネの福⾳書では「イエスはご⾃分で⼗字架を負って、「どくろの地」という場所

(ヘブル語でゴルゴタと⾔われる)に出て⾏かれた」とあり、主体的、⾃発的な意味を⽰す能動態で記され

ています。 

●ところで、聖書の中で「ゴルゴタ」という⾔葉はこの場⾯にだけ使われています。ルカだけは「ゴルゴ

タ」という⾔葉は使っていませんが、「『どくろ』と呼ばれている所」という表現で表わしています。マ

タイ、マルコ、ヨハネは「ゴルゴタ」という⾔葉を使っています。まずはこの⾔葉の由来について⾒てみ

ましょう。「ゴルゴタ」はヘブル語で「ゴルゴーッター」(ָּגְלֹּגָּתא)と表記されますが、そもそもこの⾔葉

は、ヘブル語の「ひとりひとりを数える(⼈⼝調査)」という意味の「グルゴーレット」(ֻּגְלֹּגֶלת)に由来し

ます。ちなみに、この「グルゴーレット」の「⼈⼝調査」という意味は、「頭蓋⾻」「頭蓋⾻を数えるこ

と」「頭数を数えること」というところから来ています。そして、このヘブル語の「グルゴーレット」が

アラム語に⾳訳されたのが「ゴルゴタ」です。 

(1) ゴルゴタは 「宿営の外」にあった 

●「ゴルゴーッター」(ָּגְלֹּגָּתא)と同じ意味を持つ語彙に「ミフカード」(ִמְפָקד)があります。「数を数え

ること(⼈⼝調査)」の意味の他に、「定められた場所」「⼀定の場所」という意味があります。聖書の中

で「定められた⼀定の場所」とは、「罪のためのいけにえがほふられる場所のこと」を意味します。イェ

シュアが私たちを救うことができたのは「罪のためのいけにえの⽺」としてご⾃⾝の⾎をささげられたか

らですが、そのいけにえを⽕で焼く場所はどこでも良いわけではありません。他のいけにえは神殿の⼊り

⼝や祭壇で焼かれますが、罪のためのいけにえは、必ず、神殿の外の「定められた場所」でほふられ、焼

かれなくてはなりませんでした。その場所をヘブル語で「ミフカード(ִמְפָקד)」と呼びます。 

●なぜ「ゴルゴタ」が神のドラマにおいて重要なのでしょうか。その答えは、この「ゴルゴタ」が「罪を

きよめるためのいけにえ」を焼く「定められた場所」「⼀定の場所」にあり、それは「宿営の外」(⾨の

外)にあったからです。そのことを⽰すみことばが以下のヘブル⼈への⼿紙 13 章にあります。 

【新改訳改訂第３版】ヘブル書 13 章 10〜12 節 

10 私たちには⼀つの祭壇があります。・・・ 

11 動物の⾎は、罪のための供え物として、⼤祭司によって聖所の中まで持って⾏かれますが、からだは宿営の外で 

    焼かれるからです。 

12 ですから、イエスも、ご⾃分の⾎によって⺠を聖なるものとするために、⾨の外で苦しみを受けられました。 
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(2) 「宿営の外」とは、どこからどれほどの距離にある場所なのか 

●「宿営の外」は(「⾨の外」とか、「聖所の外」とも⾔われます)、どこを基点としてどれほどの距離の

ところにあるのでしょうか。実は、そのことを暗⽰している⼀つの箇所がヨシュア記 3 章にあります。  

【新改訳 2017】ヨシュア記 3 章 3〜4 節 

3 (ヨシュアは)⺠に命じた。「あなたがたの神、【主】の契約の箱を⾒、さらにレビ⼈の祭司たちがそれを担いでいる

のを⾒たら、⾃分のいる場所を出発して、その後を進みなさい。 

4 あなたがたの⾏くべき道を知るためである。あなたがたは、今までこの道を通ったことがないからだ。ただし、 

 あなたがたと箱との間に⼆千キュビトほどの距離をおけ。箱に近づいてはならない。」 

 

●ここにある「⼆千キュビト(約 900m)の距離」というのは「内と外」の境界線となる距離のことで、こ

こではそれ以上の距離を置くようにという意味で語られています。その距離を越えた所を「宿営の外」と

⾔います。ちなみに、ミリヤムがモーセに逆らった罪によってツァラアトになった時、彼⼥は七⽇間、

「宿営の外」に締め出され、ツァラアトが回復されてから戻ることができたという話があります。 

 【新改訳 2017】⺠数記 5 章 2〜4 節 

2 「イスラエルの⼦らに命じて、ツァラアトに冒された者、漏出を病む者、死体によって⾝を汚している者をすべて 

 宿営から追い出せ。 

3 男でも⼥でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出し、わたしがそのただ中に住む宿営を、汚さないようにしなければ 

 ならない。」 

4 イスラエルの⼦らはそのようにして、彼らを宿営の外に追い出した。主がモーセに告げられたとおりにイスラエルの 

 ⼦らは⾏った。 

●上記にあるような病気は、みなイスラエルの霊的な罪を表わすひな形です。そのような者たちは、幕屋

の近くにむやみに⼊って来ることができないようにされました。悪質な罪や、ひどい病、問題がある者た

ちは、宿営の中に⼊ることができなかったのです。これは霊的に堕落したイスラエルが「宿営の外」に締

め出されることを警告するものです。ちなみに、オリーブ⼭を越えた東の村であるベタニヤに、ツァラア

トの者たちが住んでいたのです。そこでイェシュアと弟⼦たちはツァラアトのシモンの家に招かれて⾷事

をしている場⾯があります(マタイ 26:6〜13)。主はいつも、ベタニヤの村からオリーブ⼭を通り、エル

サレムの東の⾨に向かって来られました。 

●使徒の働き 1 章 12 節によれば、安息⽇の道のりほどの距離(安息⽇に歩くことが許されている範囲)と

されています。  

【新改訳 2017】使徒の働き 1 章 12 節 

そこで、使徒たちはオリーブという⼭からエルサレムに帰った。この⼭はエルサレムに近く、安息⽇に歩くことが許さ

れる道のりのところにあった。 

●ここにある「安息⽇に歩くことが許される道のり」が⼆千キュビトであり、宿営内なのです。⺠数記

35 章 5 節にも、この「ニ千キュビト」が相続地の町の半径としての距離となっています。 
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●このように、ゴルゴタは、必ず、東側の宿営の外でなければならず、しかもそこは神殿の⾄聖所から必

ず「⼆千キュビト」（約 900 メートル）以上離れた場所でなくてはなりません。当時、⼗字架刑を受け

る極悪⼈をエルサレムの城壁内で処刑することはできなかったのです。必ず、「宿営の外」で刑が執⾏さ

れました。「ゴルゴタ」はどこにあったのか。それは神のドラマの絶妙さを理解する上できわめて重要で

す。当時では、おそらく周知のことであったのでしょう。「ゴルゴタ」とか、「どくろ」と呼ばれている

所と書けば、それがどこの位置にあるのかはだれもが分かるという前提で書かれています。ところが今⽇

の私たちはその場所がどこなのか分からず、そして実はカソリックの⾒解とプロテスタントの⾒解も異な

っています。 

●カソリックの⾒解によれば、神殿の⻄側にある現在の「聖墳墓教会」のある所としています。しかしプ

ロテスタントの⾒解では、北の⽅向に「ゴルドンのカルバリ」という所があります。これは今から 100 年

ほど前に、イスラエルの地が英国統治領になっていたとき、ゴルドンという英国兵⼠がしゃれこうべに似

た岩を⾒て、その地を買い取ったものです。そこには聖書の記述ときわめて似ている「園の墓」がありま

す。ヨハネの福⾳書 20 章でマグダラのマリアが後ろから声をかけるイェシュアのことを「園の管理⼈」

だと思った(20:15)という箇所から、「ゴルゴタ」をその位置だとしています。しかし、いずれもこの⼆

つの場所は当時のエルサレムの町の外にありましたが、⼆千キュビトの距離ではありません。現在の聖墳

墓教会は、⻄側の⽅向に神殿の裏から 200m も離れていません。「園の墓」も同様です。 

●東側の⽅向にある⼆千キュビトの位置とは「オリーブ⼭頂上」の付近です。イェシュアの時代には、

「定められた場所」としての「ゴルゴタ」は「聖墳墓教会」のある⽅向とは全く逆の位置、すなわち、エ

ルサレムの東にあるオリーブ⼭にあったのです。この⾒解は、キム・ウヒョン⽒が「主の道を辿って」と

いう本の中で以下のように述べています。  

「私はヘロデ時代の神殿に関する資料を多く探してみました。すると、その当時は神殿からオリーブ⼭ま

で橋がかけられており、その橋の終わりにこの祭壇があることが分かりました。資料によれば、そこで

「⾚い雌⽜」をほふったとあります。この場所は・・罪のためのいけにえを焼く所です」(322 ⾴)。 
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2. 罪の汚れをきよめる「⾚い雌⽜の規定」 

●「汚れをきよめる⾚い雌⽜の規定」は、礼拝を規定しているレビ記には記されていません。⺠数記 19

章のみに記されているきわめて重要な箇所です(19:1〜10)。この箇所はとりわけじっくりと研究する必

要がある箇所です。 

●⺠数記の舞台は荒野です。荒野の旅は⼈⽣を意味しています。⼈⽣において繰り返し起こってくる「汚

れ」の問題に対して、神が備えたきよめの⼿段が「⾚い雌⽜の規定」です。なぜ「⾚の雌⽜」なのか。そ

れは「⾚」は⾎といのちを意味します。「雌⽜」は新しいいのちを産み出す象徴です。しかもその「⾚い

雌⽜」は、「傷のない、しかもくびきの置かれたことのない」完全な雌⽜でなければなりませんでした。

「傷のない」とは罪のないことを意味し、「くびきの置かれたことのない」とは、罪のくびき(罪の奴隷)

となったことのないものを意味しています。やがて来られるイェシュアがまさにそのような⽅であること

を指し⽰しています。 

●祭司エルアザルによって、「⾚い雌⽜」の⾎が会⾒の天幕の正⾯に向かって七度振りかけられます。

「七度」は完全数です。そして祭壇で焼かれた雌⽜の灰が集められ、湧き⽔と混ぜ合わされて「きよい⽔」

が作られます。その⽔がすべての汚れをきよめることができると規定されています。その⽔は宿営の外の

きよい場所に保存され、必要があるたびに使われました。イスラエルの会衆も祭司やレビ⼈もこの⽔によ

って、汚れからきよめられたのです。しかしその効果はそのときだけしか有りませんでした。このような

儀式が延々と繰り返されました。ところが、キリストの⾎潮は⼀回限りにおいて、私たちのすべての罪の

汚れを完全に永遠にきよめる効⼒を持っています。そのことが以下に記されています。 

    【新改訳改訂第 3 版】ヘブル⼈への⼿紙 9 章 12〜14 節 

12 また、やぎと⼦⽜との⾎によってではなく、ご⾃分の⾎によって、ただ⼀度、まことの聖所に⼊り、永遠の贖いを 

  成し遂げられたのです。 

13 もし、やぎと雄⽜の⾎、また雌⽜の灰を汚れた⼈々に注ぎかけると、それが聖めの働きをして⾁体をきよいものに 

   するとすれば、 

14 まして、キリストが傷のないご⾃⾝を、とこしえの御霊によって神におささげになったその⾎は、どんなにか 

     私たちの良⼼をきよめて死んだ⾏いから離れさせ、⽣ける神に仕える者とすることでしょう。 

●神のご計画には定められた道理があります。旧約にその道理が啓⽰されているのです。そして神のご計

画はすでに啓⽰された型に従って展開されて⾏きます。イェシュアの時代には当時、東の⾨からオリーブ

⼭へ繋がる橋があり、その終わりに「定められた場所」(ゴルゴタ)があったのです。イェシュアは神殿の

東側にその⾨から宿営の外へ出られ、⼗字架を背負い、神殿から⼆千キュビト離れた「定められた場所」

で死なれました。 

●神のご計画はすでに啓⽰されたとおりに進んで⾏きます。ですから、私たちは旧約聖書を真剣に学ぶ必

要があるのです。ヘブル的視点を無視して、新約聖書だけで信仰⽣活を送るとすれば、神のご計画は⾒え

てこないばかりか、誤った⼟台の上に家を建てることになります。 
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19. am9〜正午 

十字架上のイェシュア (1) 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 27 章 45〜56 節、マルコの福⾳書 15 章 33〜41 節 

ルカの福⾳書 23 章 34, 39〜49 節、ヨハネの福⾳書 19 章 25〜30 節 

ベレーシート 

●⼗字架上のイェシュアが語った七つのことばを取り上げていきます。それをリアルタイムで表わしてみ

ると以下のようになります。 

(1) 「⽗よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか⾃分でわからないのです。」 

(2) 「あなたはきょう、わたしとともにパラダイスにいます。」 

(3) 「⼥の⽅。そこに、あなたの息⼦がいます」 

(4) 「わが神、わが神。どうしてわたしをお⾒捨てになったのですか」 

(5) 「わたしは渇く」 

(6) 「完了した」 

(7) 「⽗よ。わが霊を御⼿にゆだねます。」 

●(1)〜(3) は、午前中にイェシュアの⼝から発せられたことばです。(4)〜(7)は午後 3 時以降に発せら

れたことばです。正午からの三時間、イェシュアは沈黙しています。今回は(1) と(2) を取り上げます。

いずれも、ルカだけが記している独占的なイェシュアのことばです。 

 

1. 「⽗よ。彼らをお赦しください。」 

●イェシュアが⼗字架上で最初に⼝にしたのが、「⽗よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしている

のか⾃分で分からないのです。」という祈りでした。この祈りは、イェシュアがオリーブ⼭にあるゴルゴ

タにおいて、つまりエルサレムの全景を⾒渡せるところから、⾃分を拒絶し、⾃分に敵対したすべての

⼈々(祭司⻑たちと彼らによって扇動された群衆たちも含む)やイェシュアを裏切った弟⼦たち、また直前

までイェシュアをあざけった道⾏く⼈々、そして、イェシュアと共に⼗字架につけられた⼆⼈の強盗ども

に対して祈られた祈りでした。 

●そして、マタイ 27 章 44 節とマルコ 15 章 32 節で、イェシュアと共に⼗字架につけられた⼆⼈の強盗

どももイェシュアをののしっていました。ところが、このイェシュアの祈りを聞いたひとりの強盗が、⾃

分の罪を認め、神に⽴ち返るという奇蹟が起こったのです。 

●⾃分⾃⾝のためにではなく、⾃分を⼗字架にかけた者たちのために、その罪が赦されるようにと祈って

いたのです。この状況でこんな祈りができることは尋常ではありません。しかも、この祈りの「⾔う」は
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ギリシア語では未完了形で記されています。つまり、繰り返しこの祈りを祈られたことを意味します。 

●そうしたイェシュアの姿を⾒ていたひとりの強盗が、イェシュアに対して「あなたはキリストではない

か。⾃分と私たちを救え」と「⾔う」という場合も未完了形、また指導者たちや群衆たちがイェシュアを

嘲笑するときも未完了形で表わされています。しかしそんな彼らに対して、イェシュアも繰り返して「⽗

よ。彼らをお赦しください。」と⾔って(祈っている)のです。⽇本語訳ではこのニュアンスは伝われにく

い訳になっています。 

 

2. 「あなたはきょう、わたしとともにパラダイスにいる」 

●そんなイェシュアの姿を⾒たひとりの強盗が、神に⽴ち返ったのです。そしてイェシュアにこう⾔いま

した。「イエスさま。あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。」 (ルカ

23:42)と。するとイェシュアは、「まことに、あなたに告げます。あなたはきょう、わたしとともにパ

ラダイスにいます。」(新改訳)と約束しています。 

●この 43 節をヘブル語聖書で⾒ると「わたしはあなたに真実を告げます。あなたはきょう、わたしとと

もにエデンの園にいます。」としています。「パラダイス」を「エデンの園」(「ベガン・エーデン」 

ַגן־ֵעֶדןּבְ  )と訳しています。旧約において、死んだ者はすべて「シェオール」(よみ)に⾏きます。しかし、

ここでイェシュアが「パラダイス」という⾔葉を使ったということは、「シェオール」にも⼆つの領域が

あるのだということが考えられます。⼀つは「アブラハムのふところ」であり、もう⼀つは「ハデス」で

す(ルカ 16:19〜31)。イェシュアが「パラダイス」ということばを悔い改めた強盗に使ったとすれば、

「パラダイス」と「アブラハムのふところ」は同義と考えられます。ただし、イェシュアは常に「御国の

福⾳」について語って来たことを考えるならば、「御国」の視点から「パラダイス」という概念を考える

必要があります。 

●もし「パラダイス」を「御国の福⾳」の視点から理解するならば、「あなたが、あなたの御国の位に着

くとき」(【新改訳改定第三版】)とはメシア王国が実現するときを意味します。新改訳 2017 では「あな

たが御国に⼊られるときには」と訳しています。それはある意味で「エデンの園」が回復される時でもあ

ります。しかしその先があります。それは「永遠の御国」の最終ステージです。「メシア王国」と最終ス

テージの「永遠の御国」も射程に⼊れたところに、イェシュアは「あなたはわたしとともにいる」と約束

されたと理解すべきではないかと思います。「御国の福⾳」の全体を学んだ者でなければ、それを理解す

ることは難しいかもしれません。俗にいう、死んだらすぐに「天国」に⾏くという意味で理解するだけで

は、神のご計画(マスタープラン)という神のみこころには関⼼がないということになってしまいます。神

のヴィジョンと同じ⽅向を⾒ながら、神と共に歩むことを神は求めておられるのです。 
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20. am9〜pm3 

十字架上のイェシュア(2)  

六つの奇蹟 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 27 章 45〜56 節、マルコの福⾳書 15 章 33〜41 節 

ルカの福⾳書 23 章 39〜49 節、ヨハネの福⾳書 19 章 25〜30 節 

 

●ヘブル時刻は朝から⼣⽅までの 12 時間を上記のように表わします。夜間の時刻は午後 6〜9 時までを

「第⼀の夜回り」、午後 9 時から真夜中の午前 0 時までを「第⼆の夜回り」、午前 0 時から 3 時までを

「第三の夜回り」、そして午前 3 時から 6 時までを「第四の夜回り」と⾔っていました。 

 

ベレーシート 

 

●イェシュアが⼗字架につけられたのは、第三時(午前九時)頃です。そして、その 6 時間後の第九時(午

後三時)以降に息を引き取られました。その間に、六つの奇蹟が起こります。これらの出来事は決して偶

発的なことではなく、神のご計画に深く関係していることです。ここではその⼀つひとつを取り上げ、神

のご計画(マスタープラン)における最後の出来事を予告する奇蹟(しるし)であったことを論証したいと思

います。このことは、今回の「主の受難-24」の瞑想の中で初めて気づかされたことです。六つの奇蹟と

は以下の出来事です。  

(1) ⼀⼈の強盗が神に⽴ち返って救われたこと 

(2) 真昼に太陽が暗くなり、三時間の暗やみが全地を襲ったこと 

(3) 神殿の聖所と⾄聖所を隔てる幕が上から下へ、⼆つに裂かれたこと 

(4) 地震が起きたこと 

(5) 岩が裂けたこと 

(6) 墓が開いて多くの聖徒たちが⽣き返ったこと 
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●ヘブル的視点、つまり「御国の福⾳」の視点から⼗字架につけられたイェシュアとその周辺的な事柄を

⾒るならば、以下のようなことが⾒えてきます。 

 

1. ひとりの強盗が神に⽴ち返って救われたこと 

 

●イェシュアの⼗字架の左右にふたりの強盗(犯罪⼈)がかけられました。そのひとりはイェシュアに対し

て冒涜的な悪⼝を⾔い(原⽂は「⾔い続ける」という未完了形)ましたが、もうひとりの強盗は悔い改めて

神に⽴ち返り、イェシュアが神の⼦であることを信じて救われます。なぜ、ふたりの強盗がイェシュアと

ともに⼗字架につけられたのか、私にとってずっとなぞでした。しかし今回の瞑想でその必然性に気づか

されました。それは、この⼆⼈がやがてメシアの再臨の時のイスラエルの⺠を代表しているということで

す。つまり、反キリストによる⼤患難という試練の中で、最後の最後に神に⽴ち返るユダヤ⼈とそうでな

いユダヤ⼈がいるという預⾔的光景です。悔い改めた強盗は、主の⽇にイェシュアがメシアであることを

「恵みと嘆願の霊」(ゼカリヤ 12:10)によって悟り、悔い改める「残りの⺠」の型だということです。 

●悔い改めたその強盗はイェシュアに対して「あなたが御国に⼊られるときには、私を思い出してくださ

い」(【新改訳 2017】)(新改訳改定第三版では「あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出

してください」)と嘆願していますが、この嘆願は「主の⽇」(すなわち、メシアの再臨のこと)と深く関

連しています。ですからイェシュアは彼に対して「あなたは今⽇、わたしとともにパラダイス(=エデンの

園)にいる」と約束されたのです。(※脚注) 

 

2. 真昼に太陽が暗くなり、三時間の暗やみが全地を襲ったこと 

●マタイは「さて、⼗⼆時から」、マルコは「さて、⼗⼆時になったとき」「全地が暗くなった」ことを

記しています。ここでの「⼗⼆時」とはヘブル的時刻ではなく、今⽇の時刻表記で訳されています。「三

時まで」というのも現代表記です。 

●「全地」とは地球的規模なのか、あるいはエルサレム周辺の規模においてなのかは分かりませんが、い

ずれにしても、エルサレムが暗やみに覆われるということの事実は変わりません。「主の⽇」には「暗闇」

が覆うことは、旧約の預⾔者たちが預⾔していることです。 

(1) 【新改訳 2017】ヨエル書 2 章 1〜2 節 

1 「シオンで⾓笛を吹き鳴らし、わたしの聖なる⼭でときの声をあげよ。」 

地に住むすべての者は、恐れおののけ。主の⽇が来るからだ。その⽇は近い。 

2 それは闇と暗闇の⽇。雲と暗⿊の⽇。数が多く、⼒の強い⺠が、暁とともに⼭々の上に進んで来る。 

このようなことは、昔から起こったことがなく、これから後、代々の時代までも再び起こることはない。 

 

(2) 【新改訳 2017】ヨエル書 2 章 31 節 

 主の⼤いなる恐るべき⽇が来る前に、太陽は闇に、⽉は⾎に変わる。 
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●この箇所(ヨエル書 2 章 31 節)は、使徒の働き 2 章 20 節にも引⽤されています。 

 

(3) 【新改訳 2017】アモス書 5 章 18 節、20 節 

18 ああ。主の⽇を切に望む者。主の⽇はあなたがたにとって何になろう。それは闇であって、光ではない。 

20 主の⽇は闇であって、光ではない。暗闇であって、そこには輝きはない 

 

(4) 【新改訳 2017】アモス書 8 章 9 節 

その⽇には、──神である主のことば──わたしは真昼に太陽を沈ませ、⽩昼に地を暗くする。 

●「主の⽇」には、真昼に暗闇が覆うことが預⾔されています。 

マタイは「そうした苦難の⽇々(=反キリストによる⼤患難)の後、ただちに太陽は暗くなり、⽉は光を放

たなくなり、・・・・」(24:29)と、イェシュアの「終わりの⽇についての説教」の中にあることばを記

しています。 

●また、ヨハネの黙⽰録においても同様に、⼦⽺が第六の封印を解いたときに、「太陽は⽑織りの荒布の

ように⿊くなり」(6:12)と預⾔されています。 

●以上のことから、イェシュアが⼗字架にかかっているその⽇の正午から三時間襲った「暗やみ」は、や

がて「主の⽇」(終末)に起こることの予表的出来事を⽰唆しているのです。 

 

3. 神殿の垂れ幕が上から下に引き裂かれたこと 

●このことも神の奇蹟です。神殿の中の聖所と⾄聖所を仕切る垂れ幕は、その厚みがなんと 20 センチほ

どもある丈夫な布製のものであり、⼆頭の⽜を左右に結んで引っ張っても裂けないほどの丈夫なものだっ

たと⾔われています。それが上から下へと裂けたというのは奇蹟以外の何ものでもありません。まさに不

可能なことが起こったのです。それは神と⼈との仕切りがなくなり、神と⼈とが共にいること、神と⼈と

が共に交わる新しい道が開かれたことを意味します。 

【新改訳 2017】ヘブル⼈への⼿紙 10 章 19〜20 節 

19 こういうわけで、兄弟たち。私たちはイエスの⾎によって⼤胆に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開いてくださいました。 

●垂れ幕が⼆つに裂かれたことは、イェシュアが⼗字架で息を引き取られた後で起こっています(ルカは、

その逆)。それが意味する霊的な出来事はすでに実現していますが、それが完全な形でこの地上において

実現するのはメシアが再臨された後の「メシア王国」(千年王国)、および、その後に来る最終ステージで

ある「永遠の御国」(新天新地)においてです。 

 

4. 地震が起きたこと 

●聖書においては、神のさばきと地震には密接な関係があります。ヨハネの黙⽰録では、主の⽇には未曾
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有の地震が起こることが預⾔されています。  

 【新改訳 2017】ヨハネの黙⽰録 16 章 17〜18 節 

17 第七の御使いが鉢の中⾝を空中に注いだ。すると⼤きな声が神殿の中から、御座から出て、「事は成就した」と 

⾔った。 

18 そして稲妻のひらめき、雷鳴のとどろき、⼤きな地震が起こった。これは⼈間が地上に現れて以来、いまだかつて   

 なかったほどの、⼤きな強い地震であった。 

 

●「⼤きな強い地震」によって反キリストが築いた統治システムのすべてが破壊されます。メシア再臨前

に起こる地震は未曾有の地震です。そのことを予表する地震が、イェシュアが⼗字架で息を引き取られた

後に起こったと考えられます。聖書において「地震」という現象は、常に神のメッセージと密接な関係が

あります。 

 

5. 岩が裂けたこと 

●これはマタイの独占記事です。地震が起こったことと、岩が裂けたことは直接的な関連があってもなく

ても、そのこと⾃体に意味があります。岩が裂けたことと、垂れ幕が裂けたことは、同じ動詞で「スキゾ

ー」(σχιζω)のアオリスト受動態です。 

●かつて、荒野においてモーセが杖で岩を打つと岩から⽔が出たという奇蹟があります(⺠数記 20 章)。

使徒パウロもそこから、「(私たちの⽗祖はみな・・)・同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについて来

た霊的な岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。」と述べています(【新改訳 2017】Ⅰコリン

ト 10:4)。岩がキリストで、その岩から出た⽔が霊的な飲み物(御霊)だということを説明しようとしてい

ます。 

●すでに「岩である」キリスト(メシア)が裂かれたことで、そこから流れる御霊によって新しい時代が到

来することを予表しています。終わりの⽇において、ユダヤ⼈たちは反キリストから逃れてエドムの⾸都

「ペトラ」(=「岩」という意味)に隠れます。しかしそこにいたユダヤ⼈に「恵みと嘆願の霊」が注がれ

ることで、⻑い間彼らにとって「妨げの岩」であったイェシュアがメシアであることに⽬が開かれます。

これらの⼈々は「残りの者」です。「ペトラ」はギリシア語で「岩」という意味ですが、「メシア王国」

は真の「岩」である⽅の上に建てられるのです(マタイ 7:24)。 

●「岩が裂かれる」というのは、神殿の垂れ幕が上から下に裂かれたように、多くの者が同じ霊的な飲み

物(=御霊)を飲むことになるという預⾔的表現なのです。 

 

6. 聖徒たちのよみがえり 

●最後の奇蹟は、地震と連動して、墓が開いて、眠っていた多くの聖徒たちのからだが⽣き返ったことで

す。これは三⽇⽬にイェシュアが「初穂」として死からよみがえる時に、多くの聖徒たちがその「初穂の
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束」として墓から出てくることの予表です。イェシュアが死んだ後に地震が起こり、多くの聖徒たちが

「⽣き返って」います。しかし、三⽇⽬にイェシュアが復活されてから、彼らは墓から出て聖都であるエ

ルサレムに⼊って多くの⼈に現われているのです。 

●この出来事もやがて「メシア王国」においてエルサレムに聖徒たちが集められることの予表と⾔えます。

あるいは「永遠の御国」(新天新地)における「新しいエルサレム」における聖徒たちの存在を予表してい

るとも⾔えます。 

●「御国の福⾳」とは、アブラハムに対しての約束、ダビデに対する約束、そして多くの預⾔者たちが預

⾔したことが完全にこの地上において⽬に⾒える形で実現することです。しかし、私たちのからだが新し

いからだに変えられることなくして、御国に⼊ることはできません。またその祝福に与ることができませ

ん。イェシュアはその祝福の初穂なのです。初穂であるということは、その後に多くの者たちが同じく新

しいよみがえりのからだが与えられることを保証しているのです。 

●主の例祭の⼀つである「初穂の祭り」(レビ記 23 章)の規定によれば、「過越の祭り」の週の「安息⽇」

の後に来る週の第⼀⽇⽬に、⼈々は⼤⻨の初穂を祭司に持って来なければなりませんでした。祭司はその

初穂を束にして主の前で振ってささげたのです。「初穂の祭り」は、イェシュアを信じる者がやがて新し

いからだに変えられることを啓⽰する祭りでした。イェシュアが死んだ後に墓が開いて多くの聖徒たちが

⽣き返った出来事は、「初穂の束」を証しする奇蹟でした。この奇蹟は、やがて主にある者たちが新しい

からだを与えられてメシア王国の⼀員とされることの予表的出来事だったと⾔えます。 

●ヘブル語で「からだ、⾁体」のことを「バーサール」(ָּבָׂשר)と⾔いますが、その動詞は「バーサル」

で、なんと「良きおとずれを告げる」という意味を持っています。つまり、新しいからだが与えら(ָּבַׂשר)

れることは「御国の福⾳」の重要な祝福なのです。このことは、ヘブル語こそが「御国の福⾳」の正確な

概念を有し、および神のマスタープランの重要な意味を有しているという何よりの証拠とも⾔えるのです。 

 

ベアハリート 

●⼗字架の上で語られたイェシュアの七つのことば、そしてイェシュアが⼗字架にかかられてから息を引

き取られるまでに起こった六つの奇蹟にも、深い意味が⽰唆されていたことに気づかされました。すべて

のことが「御国の福⾳」と密接に関連する出来事だったのです。とすれば、主にある者たちは神のご計画

にある「御国の福⾳」について、その理解をますます深めていく必要があると信じます。 

 

 

※脚注 

●悔い改めたその強盗はイェシュアに対して「あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出し

てください」と嘆願しています。この嘆願は「主の⽇」(すなわち、メシアの再臨の時)と深く関連してい

ます。ですからイェシュアは彼に対して「あなたはきょう、わたしとともにパラダイスにいます」(ルカ
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23:43)と約束されたのです。「います」は原⽂では未来形です。ですから、「いるでしょう」という意

味です。この部分をヘブル語に訳し戻すと「あなたは今⽇、わたしと共にエデンの園にいます」となりま

す。問題は「今⽇」(新改訳 2017)という訳です。悔い改めたその強盗はイェシュアに対して「あなたの

御国の位にお着きになるときには」と⾔っています。それに対してイェシュアは「今⽇」(「セーメロン」

σήμερον)と答えています。ヘブル語訳を⾒ても「ハッヨーム」(ַהּיֹום)です。旧約で「ハッヨーム」を

調べてみても、「今⽇」としか訳されていません。ちなみに、終末的な意味での「その⽇に」という場合

には、「べヨーム・ハフー」(ַּבּיֹום ַההּוא)という⾔い⽅をし、「その⽇」だけなら、「ヨーム・フー」

となります。とすれば、ルカの(יֹום הּוא) 23 章 43 節の「きょう」(ַהּיֹום) は⽂字通りの「きょう」

(today)なのでしょうか。⽂脈的な意味としては、「その⽇には」となるのが⾃然なはずです。なぜなら、

イェシュアが「御国の位に着くとき」とは、メシア王国が成就した時を指しているからです。 

●ところで、新約で「今⽇」(「セーメロン」σήμερον)という語彙を福⾳書の中から検索してみると、

マタイ 5 回、マルコ 1 回、ルカ 11 回、ヨハネ 1 回です。ルカが圧倒的に多く使っています。その最初は

「今⽇ダビデの町で、あなたがたのために、救い主がお⽣まれになりました。この⽅こそ主キリストで

す。」(2:11)。最後は「あなたは今⽇、わたしとともにパラダイスにいます。」(23:43)です。イェシュ

アの⽣涯がその最初の「今⽇」と最後の「今⽇」の中に囲い込まれているのです。ルカはこのことを明確

に意識して書いているように思われます。 

●ちなみに、ルカの福⾳書の中で他に使われている重要な箇所としては、以下の箇所に⾒られます。 

①「ザアカイ。急いで降りて来なさい。今⽇は、あなたの家にとまることにしてあるから。」(19:5) 

②「今⽇、救いがこの家に来ました。この⼈もアブラハムの⼦なのですから。」(19:9) 

③「今⽇鶏が鳴くまでに、あなた(ペテロ)は三度、わたしを知らないと⾔います。」(22:34) 

●特に、③の部分はマタイもヨハネも記していません。ルカの他にはマルコのみで、しかもマルコの「今

⽇」はこの箇所にしか使われていません。イェシュアの弟⼦の筆頭格のペテロが、完全にイェシュアを否

定するこの箇所は、「今⽇」という⽇時に意味があるのではなく、否認の背後にある最も深い暗闇が歴史

的時間の中で⽀配したことを暗⽰しています。つまり、それはペテロという個⼈を越えた、「終わりの⽇」

に訪れる暗闇の⼒を⽰唆しているのです。 

●ルカの福⾳書における「今⽇」という⽤法は、純粋に時間的な意味での「今⽇」というよりは、神の定

められたご計画が時間の枠の中に突⼊してくる時に⽤いられているというのが⼀義的な意味のように思わ

れます。したがって、ルカ23章43節の「今⽇」は、終末論的な意味において、メシアが再臨された「そ

の⽇に」というニュアンスで解釈することができるのです。また、ヘブル訳聖書が「パラダイス」を「エ

デンの園」(「ガン・エーデン」ַגן־ֵעֶדן)としているのは、明らかに、「御国の福⾳」の視点から解釈され

ていると⾔えます。 
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21. pm3〜4 

十字架上のイェシュア(3) 

「わが神、わが神、どうしてわたしを」 

 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 27 章 46 節、マルコの福⾳書 15 章 34 節 

ベレーシート 

●正午から午後三時までの三時間にわたる暗⿊と沈黙の中から、イェシュアは⼤声で(絶叫する声で)叫ん

だことばが記されています。 

(1) マタイの福⾳書 27 章 46 節では「エリ、エリ、レマ、サバクタニ。」 

(2) マルコの福⾳書 15 章 34 節では「エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。」 

●微妙に異なっていますが、いずれも「わが神、わが神、どうしてわたしをお⾒捨てになったのですか」

という意味です。ヘブル語聖書ではいずれも詩篇 22 篇の冒頭の部分を引⽤して説明しています。詩篇は

イェシュアの受難に限らず、王なるメシア、しもべなるメシアについても多くのことを預⾔しています。 

 

1. このことばが意味すること 

●この祈りはマタイとマルコが記しています。このイェシュアの叫びを聞いた⼈々のうち、ある⼈たちは

「この⼈はエリヤを呼んでいる」としきりに⾔っていました(未完了)。他の者たちも「私たちはエリヤが

助けに来るかどうか⾒ることとしよう。」と⾔っていました。「助けに来る」とは、イェシュアを⼗字架

から降ろして、苦難から解放することを意味します。しかしそういう彼らの⾔葉は、イェシュアの⼗字架

が私たち⼈類の贖いのためではなく、呪い以外の何ものでもないと思っていたことを物語っています。も

し、仮にエリヤが助けに来たとすれば、イェシュアはメシアではなかったということになるのです。イェ

シュアは苦難をなめつくされた後で、息を引き取られました。 
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●永遠において、⼀時もその愛のかかわりから離れたことのなかった御⽗と御⼦ですが、ここではじめて

御⼦が御⽗から「⾒捨てられる」ということを味わわれた(経験された)のです。これは私たちにはとても

理解できないことです。しかし、イェシュアが私たち⼈間の罪に対する裁きである死の苦しみを味わって

下さったことによって、私たちが罪のさばきの苦しみを味わうことなく神に受け⼊れられているというこ

とは何と感謝なことでしょうか。 

●ところで、この「⾒捨てる」という⾔葉にはより深い意味が隠されています。それは、単に、⼈間の罪

の贖いのために「⾒捨てられた」という消極的な⾯だけではなく、より積極的な⾯、すなわち御⽗が御⼦

を「⾒捨てる」ということにおいて、あることが達成されるという神の秘密です。その秘密は「⾒捨て

る」と訳されたヘブル語の「アーザヴ」(ָעַזב)にあります。この動詞の初出箇所は創世記 2 章 24 節で

す。  

【新改訳 2017】創世記 2 章 24 節 

それゆえ、男は⽗⺟を離れ、その妻と結ばれ、ふたりは⼀体となるのである。 

●上記のみことばを使徒パウロは結婚の教えの中で引⽤しています(エペソ 5:31)。そして「この奥義は

偉⼤です」(同 32 節)と述べています。宇宙全体に秘められた「⼀体」(「エハッド」ֶאַחד)の神秘なので

す。 

●アダムとエバには両親はいません。ですから、ここでは永遠の神の道理、神の秘密が語られているよう

に思われます。つまり、男は妻となるべき⼥と⼀体となるためには、⽗⺟を離れる必要があるのです。こ

の「離れる」と訳された動詞が「アーザヴ」(ָעַזב)で、「⾒捨てる、離れる、捨てる」という意味を持っ

ています。ある者とある者が⼀体的関係を持つためには、それまでのかかわりを⾒捨てなければならない

のです。ここに「⾒捨てる」ことの必然性があります。 

●夫と妻、花婿と花嫁、⽺飼いと⽺、⻑兄と兄弟、頭⽯と建物、幹と枝といったいろいろな関係で表わさ

れるかかわりが「⼀体」となるために、どうしても「⾒捨てる」「⾒捨てられる」ことが求められるとい

う神の道理。これが、「わが神、わが神、どうしてわたしをお⾒捨てになったのですか」という不可解な

問いの中に隠されている真意ではないかと思います。 

●ちなみに、イェシュアは弟⼦たちに繰り返し(三度も)、「⼈の⼦は必ず多くの苦しみを受け、⻑⽼、祭

司⻑、律法学者たちに捨てられ、殺され、三⽇の後によみがえらなければならない。」と語っていました。

ここでの「捨てられ」と訳されている原語は「アポドキマゾー」(ἀποδοκιμάζω)の受動態ですが、

「否認する、拒絶する、排斥する、つまはじきにする、退ける」という意味を持っています。新約聖書で

は 9 回の使⽤で、すべて⼈によってイェシュアが捨てられる箇所に使われています。その場合のヘブル語

は「アーザヴ」(ָעַזב)ではなく、「マーアス」(ָמַאס)という動詞が使われています。「捨てる、⾒捨てる」

という意味を持つこの⼆つの語彙のニュアンスは微妙に異なっていますが、⼈から⾒捨てられることも、

神から⾒捨てられることも、神のご計画においては密接に絡み合っているようです。 

●特に、⼗字架上の「わが神、わが神、どうしてわたしをお⾒捨てになったのですか」という叫びは、⼈
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ではなく、神(⽗なる神)から⾒捨てられるのですが、その理由の⼿掛かりはヘブル⼈への⼿紙 2 章 10 節

にあるように思います。そこでは「多くの⼦たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦し

みを通して完全な者とされたのは、万物の存在の⽬的であり、また原因でもある神に、ふさわしいことで

あったのです。」(【新改訳 2017】)とあります。この「ふさわしいこと」の中にイェシュアの苦しみの

必然性が隠されているように思います。ヘブル書ではその必然性を「聖とする⽅」(イェシュア)と「聖と

される者たち」(イェシュアを信じる者たち)が「⼀つ」となるためだとしています。神と⼈とは本来「⼀

つ」であったのですが、罪によってそれが破れました。その「⼀つ」であることを回復するために「聖と

する⽅」が神から⾒捨てられるという苦しみを味わわなければならなかったのです。イェシュアの受難の

すべては、神(御⼦)と⼈とが結び合って(「ダーヴァク」ָּדַבק)、「⼀つ」「⼀体」(「エハッド」ֶאַחד)と

なるためなのです。これが神の道理であり、神の必然なのです。 

 

2. イェシュアはヘブル語を話されたのか 

 

●私がヘブル語で聖書を読み、ヘブル的視点から聖書を解釈したいと思った時に、⼤きな励ましを与えて

くれた⼀つの書籍があります。それはミルトス社から発⾏されている「イエスはヘブライ語を話したか」

というものです。この本の帯にはこう記されています。「従来の定説を覆す」－ヘブライ語を学ばなけれ

ば本当のイエスは分からないーというかなり過激なものです。裏の帯には『イエスはアラム語で語った』

との仮説は、多くの誤解をもたらしてきた。最新の研究成果によって、新約聖書を理解する鍵はヘブライ

語であることが明らかになった。」と記されています。 

 

●著者のディヴィッド・ビヴィン(David Bivin)⽒は、その著書の序⽂で個⼈的体験を次のように述べて

います。  

「私は⼗代の頃に聖書研究を始めた。私の出合った最⼤の困難は、イエスの⾔葉が理解できないことだっ

た。例えば、次のような聖句がある。ルカの福⾳書 23:31 の「もし『⽣⽊』でさえもそうされるなら、

『枯れ⽊』はどうされることであろう」、・・・(※「⽣⽊」とは「義⼈」のこと) 

私は牧師や教師に、また神学校の教授にそのような聖書の⾔葉の意味を質問した。その時、得る答えは

決まっていた。『君、ただ読み続けなさい。そうしたら聖書⾃体が教えてくれるよ』。真実を⾔えば、⼈

が死ぬまで聖書を読み続けたとしても、聖書がそのような難解なヘブライ語的⽂章の意味を説き明かして

はくれないということだ。それらはヘブライ語に訳し戻したときにのみ理解できるからである。・・」 

 

●旧約聖書がもともとヘブライ語で伝えられ、したがって旧約聖書を理解するにはヘブライ語を知ること

が重要である。ここまでは、ほとんどのクリスチャンが分かっている。ところが、新約聖書を理解するう

えでもヘブライ語がいかに重要かということは、まだ認識されていない。旧約のみならず新約聖書を含め

たバイブルが⼀貫してヘブライ的であるということは強調されてしかるべきである。私はこのディヴィッ
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ド・ビヴィン(David Bivin)⽒の⾔われることに励まされて、新約聖書をヘブル的視点から⽇々理解しよ

うと試みています。 

●ところで、イェシュアの⾔葉のアラム語説を提唱する⼈々は、マタイの福⾳書、およびマルコの福⾳書

の「わが神、わが神、どうしてわたしをお⾒捨てになったのですか。」という意味の⾔葉がアラム語だと

いうことで、そこを有⼒な箇所の⼀つとしているようです。その箇所がどうなっているのか、原語で調べ

てみたいと思います。 

(1) マタイの福⾳書 

 

(2) マルコの福⾳書 

 

(3) 詩篇 22 篇 1 節 

 

●ヘブル語で「エール」(ֵאל)は神。それに第⼀⼈称語尾「私の」が付くと「エーリー」(ֵאִלי)となります。 

「ラーマ―」(ָלָמה)の「ラー」( ָל)は「〜のために」という前置詞、そして「マー」(ָמה)は「何」を意味

する疑問辞で、合わせると「何のために」「どうして」の意味になります。 

●「アザヴターニー」(ֲעַזְבָּתִני)の⼈称語尾の「ターニー」(ָּתִני)は、「あなたは私を」の意味。「アザヴ」

 。の完了形で「⾒捨てた」ことを意味します(ָעַזב)は動詞の「アーザヴ」(ֲעַזבְ )
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●詩篇 22 篇はすべてヘブル語で書かれていますが、マタイの場合は前半はヘブル語、後半はアラム語で

す。マルコの場合はすべてアラム語で書かれています。ディヴィッド・ビヴィン⽒は、マルコが記してい

るようにイェシュアが実際にアラム語を発したかどうか疑わしいとしています。なぜなら、⼈々はイェシ

ュアのことばを聞いて、イェシュアがエリヤを呼んでいると考えたからであるとしています。なぜならヘ

ブル語の「エリ、エリ」であれば、「わが神」とも「エリヤ」とも聞き取れるとし、もしアラム語の「エ

ロイ、エロイ」であれば、その意味は「わが神」としか取りようがなく、⼈々は「エリヤ」を呼んでいる

とは思わないはずであるとしています。そして、マタイが「エリ、エリ」と記録している点に注意する必

要があると述べて、イェシュアが語ったことばはアラム語ではなく、ヘブル語であるという説の根拠の⼀

例としています。 

●彼が主張するように、私も新約聖書全体はヘブル的視点からのみ真に理解できるということを受け⼊れ、

その視点からの解釈をこれからも続けてみたいと思います。 
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22. pm3〜4  

十字架上のイェシュア(４) 

「わたしは渇く」「完了した」「父よ。わたしの霊を御手にゆだねます」 

【聖書箇所】 

ルカの福⾳書 23 章 46 節、ヨハネの福⾳書 19 章 28〜30 節 

 

ベレーシート 

●当初の予定を変更して、イェシュアの⼗字架上の 7 つの⾔葉のうち、最後の 3 つをまとめて瞑想したい

と思います。その 3 つとは「わたしは渇く」(ヨハネ 19:28)、「完了した」(ヨハネ 19:30)、そして「わ

が霊を御⼿にゆだねます」(ルカ 23:46)です。これらは、イェシュアによる贖いの⼀連の事柄を意味して

います。2015 年の瞑想は、No.22 と No.23 は空欄でした。それは⾃分で納得できないものだったから

ですが、4 年の⽉⽇が経って、初めて新たな啓⽰を与えられました。それを No.22 として今回書き込み

しました。 

【新改訳 2017】ヨハネの福⾳書 19 章 28〜30 節 

28 それから、イエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために、「わたしは渇く」と⾔われた。 

29 酸いぶどう酒がいっぱい⼊った器がそこに置いてあったので、兵⼠たちは、酸いぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの 

  枝に付けて、イエスの⼝もとに差し出した。 

30 イエスは酸いぶどう酒を受けると、「完了した」と⾔われた。そして、頭を垂れて霊をお渡しになった。 

 

【新改訳 2017】ルカの福⾳書 23 章 46 節 

46 イエスは⼤声で叫ばれた。「⽗よ、わたしの霊をあなたの御⼿にゆだねます。」こう⾔って、息を引き取られた。 

 

1. 「わたしは渇く」とはどういう意味か 

●これまで、私はこの「わたしは渇く」ということばを、霊的な意味で⾔われたと⻑い間思っていまし

た。しかし今回の瞑想(2019.4.18)で、このことばは⽂字通りの意味であることに気が付きました。とい

うのは、イェシュアの「渇き」は⼗字架の上で⾎を注ぎ出されたゆえの「渇き」だということです。⼀滴

残らず、イェシュアは⾎を注ぎ出されたのです。 

●「聖書が成就するために」とあります。これはモーセの幕屋において啓⽰されていたことなのです。モ

ーセの幕屋における⻘銅の祭壇は、贖罪の啓⽰においてきわめて重要で

す。出エジプト記 29 章にはモーセがアロンとその⼦らを祭司に任命す

る際に、次のことを、主から⽰されました。  
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【新改訳 2017】出エジプト記 29 章 10〜12 節 

10 あなたは雄⽜を会⾒の天幕の前に近づかせ、アロンとその⼦らはその雄⽜の頭に 

⼿を置く。 

11 あなたは会⾒の天幕の⼊り⼝で、【主】の前で、その雄⽜を屠り、 

12 その雄⽜の⾎を取り、あなたの指でこれを祭壇の四隅の⾓に塗る。その⾎はみな 

祭壇の⼟台に注ぐ。 

●祭壇の四隅にある「⾓」に、鉢の中に⼊れたいけにえの⾎を指で塗ることは、「罪のきよめのささげ物」

の⾎に限られています(レビ 4:25, 30, 34)。そして「罪のきよめのささげ物」の⾎のみ、祭壇の⼟台に注

がれました(出 29:12、レビ 4:7, 18, 25, 30. 34)。このことが初めて⽰されるのは、幕屋における祭司

の「罪のきよめのささげ物」について記されている箇所です。特に、祭司は「罪のきよめのささげ物」に

ついて精通していなければなりませんでした。それは神が⼈と共に住むためのきわめて重要な⼟台となる

事柄だったからです。このように、祭壇は注がれた⾎の⼒の上に確⽴されていたのです。  

●⾝代わりの⾎が祭壇の四隅にある⾓に塗られるだけでなく、その残りがすべて祭壇の⼟台に注がれるの

はなぜでしょうか。どのような意味がそこに隠されているのでしょうか。「罪のためのいけにえ」の⾎は

祭壇の四つの⾓に塗られ、その残りの⾎はすべて祭壇のまわりに「注がれる」か、⼟台に「流された」の

です。「罪のきよめのささげ物」の⾎は、やがて⼗字架の上(=祭壇の格⼦の上) で流されるイェシュアの

罪のない尊い⾎潮を啓⽰していたのです。  

【新改訳 2017】ヘブル⼈への⼿紙 9 章 22 節 

律法によれば、ほとんどすべてのものは⾎によってきよめられます。⾎を流すこと(ְׁשִפיַכת ָּדם)がなければ、 

罪の赦しはありません。 

●以下の旧約の箇所は、いずれも、メシアについて預⾔されている箇所ですが、いずれもメシアのいのち

である⾎が⽔のように「注ぎ出される」、「流される」ということが預⾔されています。  

① 詩篇 22 篇 14 節の「私は、⽔のように注ぎ出され」の「注ぎ出され(た)」は、「シャーファフ」( の(ָׁשַפ 1⼈称完

了ニファル態(受動態)の「ニシュパフティー」(ִנְׁשַּפְכִתי)です。  

② 主のしもべの受難を預⾔しているイザヤ書 53 章 12 節にある「彼が⾃分のいのちを死に明け渡し(た)」の「明け渡

した」は、「アーラー」(ָעָרה)のヒフィル態(使役態)の「へエラー」(ֶהֱעָרה)が使われていますが、これが強意形ピエ

ル態で使われる場合には「注ぎ出す、空にする」という意味になります。 

③ マタイの福⾳書 26 章 28 節「これは多くの⼈のために、罪の赦しのために流される(「ハンニシュパーフ」

わたしの契約の⾎です。」、マルコ、(ַהִּנְׁשָּפ 14 章 24 節「これは、多くの⼈のために流される、わたしの契約の⾎で

す。」、ルカ 22 章 20 節「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」にある「流

される」で使われているギリシア語では冠詞付の「エックセオー」(ἐκχέω)の分詞受動態ですが、それをヘブル語に

訳すと、すべて冠詞付の「シャーパフ」のニファル態(受動態)の分詞「ハンニシュパーフ」( が使われていま(ַהִּנְׁשָּפ

す。つまり、イェシュアの⾎は、多くの⼈のために「注ぎ出されたもの」なのです。 それゆえに、イェシュアは「わ

たしは渇く」と⾔われたのです。 

 

2.「完了した」 
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●イェシュアがご⾃⾝の⾎を⼀滴残らず注ぎ流されたことで、次の「完了した」という⾔葉が意味を持っ

てきます。つまり、多くの⼈のための罪の贖いが完了したということです。このことのために、イェシュ

アは私たちと同じく⾎⾁を持たれたのでした。 

●「完了した」(ヨハネ 19:30)と訳されたギリシア語は「完成する、成し遂げる、完了する」という意味

の「テレオー」(τελέω)の 3 ⼈称単数現在完了受動態です。ですから、正確には「完了された」です。

しばしば注解書で「テテレスタイ」(Τετέλεσται)として紹介されます。その意味は「完了された、そ

して完了されたままの状態にある、完了されてしまっている」という状態を意味します。つまり、贖いの

わざは成し遂げられ、その働きは完了し、もう⼆度とその働きは不要であることを意味しています。これ

が「完了した」というイェシュアの⾔葉の意味です。ヘブル語は「シャレーム」(ָׁשֵלם)の受動態の「ニシ

ュラーム」(ִנְׁשָלם)が使われています。つまり、「完了された」という意味です。 

●「完了した」というイェシュアの⾔葉には、⼗字架による苦しみにもかかわらず、「満⾜する」という

ニュアンスが含まれていると⾔えます。イェシュアが⾃分のいのちを代償のささげ物とする苦しみなしに

は、だれ⼀⼈として罪を赦されることはないからです。イザヤ書 53 章には次のように預⾔されていま

す。 

【新改訳 2017】イザヤ書 53 章 10〜11 節 

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。 

11 「彼は⾃分のたましいの激しい苦しみのあとを⾒て、満⾜する。・・・・ 

 

3. 「⽗よ。わたしの霊を御⼿にゆだねます」 

●今回の最後は、⼗字架上のイェシュアの最後のことばです。「⽗よ。わたしの霊を御⼿にゆだねます」

(ルカ 23:46)ということばは、復活への望みを御⽗に託したことばです。⼈となって来られた御⼦イェシ

ュアは⼀時も「霊」(「プニューマ」)から離れたことはありません。誕⽣そのものが、聖霊によるからだ

をもった存在だったのです。しかしこれから三⽇の間は、からだとたましいから霊が離れる経験をするの

です。これはイェシュアにとっては初めての経験でした。この経験はメシアとしての苦しみに含まれてい

ることです。この苦しみを受けて、栄光に⼊ることが預⾔されていたのです。 

●⼈間は「霊とたましいとからだ」からなっているとパウロは⾔っています。つまり、霊(「プニュー

マ」πνεῦμα)、たましい(「プシュケー」ψυχή)、からだ(「ソーマ」σῶμα)の三つからなっていま

す。イェシュアの復活には、霊とたましいとともに、朽ちることのない新しいからだが与えられなければ

なりません。なぜなら、朽ちるもの(からだ)では「復活のからだ」である「初穂」とはなり得ないからで

す。イェシュアはたましいだけがよみに下っていたのです。そして、そこで死者の中からの復活を待った

のです。イェシュアの復活のからだは、信じる私たちの確かな希望なのです。 

【新改訳 2017】ピリピ書 3 章 21 節 

21 キリストは、万物をご⾃分に従わせることさえできる御⼒によって、私たちの卑しいからだを、ご⾃分の栄光に輝 

  くからだと同じ姿に変えてくださいます。 
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23. pm4〜5 

イェシュアの埋葬 

【聖書箇所】 

マタイの福⾳書 27 章 57〜66 節、マルコの福⾳書 15 章 42〜47 節 

ルカの福⾳書 23 章 50〜56 節、ヨハネの福⾳書 19 章 38〜42 節 

ベレーシート 

●イェシュアの受難の 24(Twenty-Four)に起こった出来事は何と、かくも⻑いことかと改めて思わせら

れます。マタイの福⾳書では 26 章 17 節から 27 章 66 節まで、合わせると 125 節分に描かれたノンスト

ップのドラマです。そのクライマックスに⾄った後の⼀瞬のゲネラルポーズ(全休符)の後に来る、静寂な

イェシュアの埋葬の出来事です。 

●ここには突如、今まで姿を⾒せなかった⼈物が登場します。その⼈物こそ「アリマタヤのヨセフ」です。

新約聖書では 4 回登場します。それもそのはず、四つの福⾳書が彼の登場を記しているからです。初代教

会における福⾳は、イェシュアの四つの出来事に基づいています。  

(1) 死 

(2) 埋葬 

(3) 復活 

(4) 顕現 

●「⼗字架の死と復活」という⾔い⽅は、(1)と(2)、(3) と(4)を要約した表現です。今回はイェシュア

の埋葬についてこれまでとは異なる視点から瞑想したいと思います。 

 

1. 「アリマタヤのヨセフ」の登場の必然性とは 

●「アリマタヤのヨセフ」のプロフィールについては、以下を参照のこと 

●「ルカの福⾳書」を味わう No.74 「イエスの埋葬の⾵景」「イエスの最後の⼀週間」の第 23 ⽇「墓に葬られる」 

●イェシュアの周辺に起こっている出来事で偶然ということは⼀つもありません。すべてが神のドラマに

おける必然的なピースです。とすれば、アリマタヤのヨセフの登場の必然性は⼀体何でしょうか。 

●アリマタヤのヨセフの登場によって、⼆千キュビト以上離れた宿営の外で死なれたイェシュアが、宿営

内で埋葬された事を意味します。それは、つまりイェシュアがユダヤの王として「ダビデの町」に葬られ

たということなのです。しかしそれがなされるためには絶妙なタイミングが必要でした。もし、イェシュ

アが安息⽇に⼊る直前に息を引き取ることがなければ、イェシュアの遺体はどうなっていたか分かりませ
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ん。他の犯罪⼈と同様に別の所に捨てられたかもしれませんし、あるいはそのままローマのしきたりによ

って⼗字架につけられたまま放置されたかもしれません。 

●アリマタヤのヨセフが「⾦持ち」であった(これはかつて取税⼈であったマタイだけが記す特記事項)こ

とで、イェシュアはユダヤの王としてそれにふさわしく、丁重に葬られることになりました。安息⽇が差

し迫っていたため「ユダヤの葬りのしきたり」の⼀部は省略されたかもしれませんが、イェシュアが誰も

使ったことのない新しい墓に納められたことも王としてふさわしいことだったのです。ヨセフはイェシュ

アの遺体を真新しい亜⿇布ですっぽりと包みました。ユダヤの埋葬のしきたりでは、男性が遺体を包むの

は男性に対してしかできなかったようです(⼥性はその限りではなかったようです)。イェシュアの埋葬に

はもう⼀⼈、律法学者のニコデモがかかわっていたことをヨハネは記しています(19:39)。はっきりと

「彼らはイエスのからだを取り、ユダヤ⼈の埋葬の習慣にしたがって、⾹料と⼀緒に亜⿇布で巻いた」と

あります(40 節)。 

●イェシュアのからだを⼗字架から降ろすことを願い出てピラトの許可を得たヨセフの功績には⼤きなも

のがあります。彼はすでにイェシュアの弟⼦となっていたのですが、この場⾯には他の 12 弟⼦たちがだ

れ⼀⼈として登場していないだけに、彼の「神の国を待ち望む」という純粋な信仰が⽬⽴ちます。ユダの

王にとって「エルサレム」(ダビデの町)に葬られることは重要なことでした。  

【新改訳 2017】Ⅰ列王記 2 章 10 節 

こうして、ダビデは先祖たちとともに眠りにつき、ダビデの町に葬られた。 

【新改訳 2017】Ⅰ列王記 11 章 43 節 

ソロモンは先祖とともに眠りにつき、⽗ダビデの町に葬られた。彼の⼦レハブアムが代わって王となった。 

【新改訳 2017】Ⅰ列王記 14 章 31 節 

レハブアムは先祖とともに眠りつき、先祖とともにダビデの町に葬られた。・・ 

【新改訳改訂第３版】Ⅰ列王記 15 章 24 節 

アサは先祖とともに眠りつき、先祖とともに⽗ダビデの町に葬られた。・・ 

●このようにして、ダビデの町(エルサレム)に葬られたユダの王たちの名前は他にも、ヨシャパテ、ヨラ

ム、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤ、ヨシヤがいます。 

 

2. ⼥性たちの⼤胆な信仰 

●イェシュアの公⽣涯の初期から最後の最後(⼗字架の死と葬り)まで付き添った⼥性たちがいます。彼⼥

たちこそ、三⽇⽬の早朝に、復活された主の最初の証⼈となる者たちです。イェシュアの埋葬ではじめて

登場したヨセフやニコデモとは距離をおきながらも、その様⼦をじっと眺めていることしかできませんで

した。しかしその彼⼥たちがやがて⼤胆な⾏動に出たのです。 
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●岩に掘られた新しい墓にイェシュアが埋葬されたのを⾒届けた彼⼥たちは、

安息⽇が終わってから(⼣⽅)早速、⾹料と⾹油を買い、早朝、まだ暗いうちに

起き、墓に着いたころにはすでに「⽇が昇って」いました。墓の⼊り⼝を塞ぐ

⼤きな⽯は安息⽇のうちにすでに封印されていました。その封印はローマ帝国

の権限で封印されたもので、総督の許可なく封印を解いて⽯を動かし中に⼊る

ことはできない状況でした。しかも、その墓の前ではローマの兵⼠たちが厳重

に⾒張っていました。しかし、彼⼥たちは墓の中に⼊るつもりでやって来たの

です。 

●彼⼥たちの⼤胆な⾏動に注⽬する前に、墓の⼊り⼝を封じる⽯は埋葬の段階

ですでに転がされ、墓が塞がれていたことを知る必要があります。新改訳で

は、マタイもマルコも「墓の⼊り⼝に⼤きな⽯を転がしておいて、⽴ち去っ

た」と訳されています(マタイ 27:60、マルコ 15:46)。いずれも「転がした」

とはっきりとアオリスト(過去形)で書かれています。つまり、⽯を転がして墓

を完全に「ふさいだ」という意味です。さらにその上にローマ総督の権威によ

る封印がなされたのです。彼⼥たちの⼤胆なところは、すでに墓の⼊り⼝が⼤きな⽯でふさがれているに

もかかわらず、その中に⼊ろうとしてやって来たということです。この⼤胆さはどこから来ているのでし

ょう。それは愛によって働く信仰から来る⼤胆さです。「使徒の働き」に⾒る初代教会の特徴の⼀つは、

実にこの「⼤胆さ」(「パッレーシア」παρρησία)です。余談ですが、主の「来臨・再臨」のことを

「パルーシア」(παρουσία)と⾔います。良く似ています。 

【新改訳 2017】 使徒の働き 

2 章 29 節 

兄弟たち。⽗祖ダビデについては、あなたがたに、確信をもって⾔うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今

⽇に⾄るまで私たちの間にあります。 

4 章 13 節 

彼らはペテロとヨハネとの⼤胆さを⾒、また⼆⼈が無学な普通の⼈であるのを知って驚いた。また、⼆⼈がイエスとと

もにいたのだということも分かってきた。 

4 章 29 節 

主よ。今、彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたのみことばを⼤胆に語らせてください。 

4 章 31 節 

彼らが祈り終えると、集まっていた場所が揺れ動き、⼀同は聖霊に満たされ、神のことばを⼤胆に語りだした。 

28 章 31 節 

少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を宣べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。 

●英語では、openly, freely, confidently, boldly, boldness, courage などと訳されます。「愛による信

仰」「信仰から来る熱意」「確信」「⼤胆さ」は⼤きな影響を周囲にもたらす神の「種」、ないしは⾶び

⽕する「⽕」です。今⽇の教会に求められているのは、⼈の熱⼼さではなく、この類いのものです。 


