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「安息と再臨」 

 

 

初めに 

今回のセレブレイト・スッコートのテーマは「主の安息と再臨」ということですので、そこに秘められ

たメッセージすなわち神のみ旨、御心、ご計画を探り、またそれが指し示す具体的な内容についても触れ

てみたいと思います。私たちにとってもはや聞き慣れた言葉となりつつある「安息と再臨」について、改

めて考えてみたいと思います。 

 

 

１．パラレリズム 

「安息」その起源は創世記 2:2 に記された神の天地創造の御業を描いた出来事にあります。 

 

創世記 

2:2 神は第七日目に、なさっていたわざの完成を告げられた。すなわち第七日目に、なさっていたすべ

てのわざを休まれた。 

2:3 神は第七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それは、その日に、神がなさっていたすべて

の創造のわざを休まれたからである。 

この文章は言い換え表現、パラレリズムになっています。すなわち「神は第七日目に、なさっていたわ

ざの完成を告げられた」が、「（神は）第七日目に、なさっていたすべてのわざを休まれた」と言い換えら

れ、更に「神は第七日目を祝福し、」そして「この日（第七日目）を聖であるとされた」と言い換えてい

ます。つまり「完成を告げられた」と「わざを休まれた」そして「祝福した」と「聖であるとされた」が

同義であるということです。これをヘブル語で表すと以下のようになります。 

 

バーラフ(ב   「祝福する、ほめたたえる」(ְַךרָּ

シャーヴァト(ש          「休む」(ַתבָּ

カーダシュ(ת         「聖とする」(ַׁשדָּ

カーラー(ַהַלכ)「完成する」         

 

これら四つの動詞が「安息」を指し示す言葉です。つまり神の御業、ご計画が「完成する」こと、私たち

が「聖である」神によって「聖とされる」こと、「祝福されること」また神が「ほめたたえられる」こと

がすべてこの「安息」に集約されているのです。 

 

また創世記 1章と 2章は天地創造の経緯をそれぞれ別の視点から描いたパラレリズムだと考えられます。

創世記 1 章(厳密には 1:1～2:3)は、第一日から第七日という時間の流れにそれがたとえられていました
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が、その言い換え表現に当てはまると考えられる創世記 2 章(厳密には 2:10～21)の部分が以下の箇所で

す。 

 

創世記 

 2:10 一つの川が、この園を潤すため、エデンから出ており、そこから分かれて、四つの源となってい

た。 

 2:11 第一のものの名はピション。それはハビラの全土を巡って流れる。そこには金があった。 

 2:12 その地の金は、良質で、また、そこにはベドラハとしまめのうもあった。 

 2:13 第二の川の名はギホン。それはクシュの全土を巡って流れる。 

 2:14 第三の川の名はティグリス。それはアシュルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスであ

る。 

 2:15 神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。 

 2:16 神である主は人に命じて仰せられた。「あなたは、園のどの木からでも思いのまま食べてよい。 

 2:17 しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必

ず死ぬ。」 

 

2:19 神である主は土からあらゆる野の獣と、あらゆる空の鳥を形造り、それにどんな名を彼がつけるか

を見るために、人のところに連れて来られた。人が生き物につける名はみな、それがその名となった。 

 2:20 人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人には、ふさわしい助け手が

見つからなかった。 

 2:21 神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして、彼のあばら骨の一つを取

り、そのところの肉をふさがれた。 

創世記 1 章では光とやみ、昼と夜、海と空などのように神の創造の御業が「分ける」ことにあることを

示していますが 2 章ではそれを「川が…分かれて」と言い換えられていると考えられます。また 2:12 に

ベドラハ(ב ל)という鉱石の名が記されていますがそのヘブル語の中にバーダル(ְַךֹדלָּ 分ける、区別」(ְַךדָּ

する」という動詞が隠れているように見えます。また「川」はヘブル語でナーハール(ַרַכר)という名詞で

すが、これが動詞になるとナーハル(ר で、その意味が「光り輝く」となります。創世記(ַרכָּ 1 章では光と

昼は同義ですから 1 章の「日」が 2 章では「川」と言い換えられていると考えられます。 

 

また「第五日」の「５」という数は、神がアダムをエデンに「置き」「耕させ」「守らせ」「食べさせ」「名

付けさせ」という五つの動詞に相当すると考えられます。また律法すなわちモーセ五書（創、出、レビ、

民、申）を意味していると考えられます。しかし神が最初に制定した律法は、「善悪の知識の木から食べ

てはならない」というたった一つの掟でした。この掟がアダムに対して語られた 2:16、17 がこの第五日

につながると考えられます。そして創世記 1 章では第六日目に人が造られ、「すべての生き物を支配せよ」

と命じられていますが、これが 2 章では「あらゆる生き物に名をつけた」と言い換えられていると考え

られます。 
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そして 1 章の七日目を「祝福し」バーラフ「祝福する、ほめたたえる」という動詞が、2 章では 2:21「（深

い眠り）を…下された」と訳されている動詞ナーファル(ל に言い換えられ、同「落ちる、ひれ伏す」(ַרפָּ

様に 1 章のシャーヴァト「休まれた」が 2 章ではヤーシェーン(ַןָתי)「眠った」に、また 1 章のカーダシ

ュ「聖であるとされた」が 2 章では 2:21 の「（人からあばら骨を）取った」と訳されているラーカハ(ב (ַלׁשָּ

「取る、受け入れる」という動詞に言い換えられていると考えられ、さらに 1 章のカーラー「完成した」

が、2 章では「(肉を)ふさがれた」と訳されているサーガル(ר という動詞に言い「閉じる、封じる」(ַרגָּ

換えていると考えられます。 

 

バーラフ(ב ל)ナーファル  → 「祝福する、ほめたたえる」(ְַךרָּ  「下される、ひれ伏す」(ַרפָּ

シャーヴァト(ש  「眠る」(ַןָתי)ヤーシェーン  →        「休む」(ַתבָּ

カーダシュ(ת ב)ラーカハ  →       「聖とする」(ַׁשדָּ  「取る、受け入れる」(ַלׁשָּ

カーラー(ַהַלכ)「完成する」        →   サーガル(ר  「閉じる、封じる」(ַרגָּ

 

このように 1 章と 2 章で合わせて八つの動詞がこの「安息」を表していると考えられます。 

 

創世記 1 章（1:1～2:3） 創世記 2 章（2:10～2:21） 

第一日 第一の川 

第二日 第二の川 

第三日 第三の川 

第四日 第四の川 

第五日 
五つの動詞 

掟（律法）：善悪の木から食べるな 

第六日  

すべての生き物を支配せよ 
あらゆる生き物に名を付けた 

第七日 

 祝福した、休まれた、完成した、聖とされた 

深い眠り 

下された、眠った、(肉を)閉じた、(人から)取った 

 

 

 

２．第八日 

しかしパラレリズム、言い換え表現の最大の特徴は、同じ内容のメッセージをただ繰り返すだけではな

く、繰り返すたびに新たな情報を加えて一つのメッセージに深みを持たせていくことです。ですから創世

記 1 章では記されていない新たな情報、真理が次の 2 章には記されていなければなりません。それはす

なわち第七日の次にあるもの、いわば「第八日」と呼ぶべきものです。第七日の安息を指し示す動詞が八

つである理由は、第七日が「第八日」を指し示すものであるからだと考えられます。その「第八日」を示

しているのが創世記 2:22～24 だと考えられます。 
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 ב

創世記 

 2:22 神である主は、人から取ったあばら骨をひとりの女に造り上げ、その女を人のところに連れて来

られた。 

 2:23 人は言った。「これこそ、今や、私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名づけよう。これ

は男から取られたのだから。」 

2:24 それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、ふたりは一体となるのである。 

使徒パウロはこれを「偉大な奥義」と呼んでいます。なぜならこれと結びつく預言、パラレリズムが黙示

録 21 章であると考えられるからです。 

 

黙示録 

 21:1 また私は、新しい天と新しい地とを見た。以前の天と、以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。 

 21:2 私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の

みもとを出て、天から下って来るのを見た。 

 21:3 そのとき私は、御座から出る大きな声がこう言うのを聞いた。「見よ。神の幕屋が人とともにある。

神は彼らとともに住み、彼らはその民となる。 

 

色分けされたそれぞれの言葉がパラレリズムになっていると考えられます。これを「第八日目」と述べま

したが、イスラエル人にとって「七」は安息日、そして「八」は「新しい始まり、新しい命」を意味する

数なのだそうです。ヘブル文字の「第八」にあたるヘット(ב)は「第六」のヴァーヴ(ו)と「第七」のザイ

ン(ז)がくっついた、結びついた、すなわち「結婚」を表した形と考えられています。またヴァーヴは天

から地に落ちて来た一粒の種を象った文字とも考えられており、これがイェシュアを指し示していること

は明白です。そしてザインは冠を与えられた、すなわち飾られた花嫁を象った文字と考えられており、こ

の二つが結び合わされた文字であるヘットは花婿であるイェシュアとその花嫁との「結婚」を意味する文

字と考えられます。実際にイスラエルでは今日でも「フッパ」と呼ばれる天幕の下で結婚式を挙げます。

そのフッパの形がまさにこのヘットの文字の形に表されていることが解ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フッパの下で結婚式を挙げる花婿と花嫁】 

 
ヘブル文字の「8」 

ヘット 

 ז ו
ヘブル文字の「7」 

ザイン 

ヘブル文字の「6」 

ヴァーヴ 

イェシュア 花嫁 結 

婚 
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「結婚」これが「第七日」の「安息」の奥に隠された、創世記 1 章では隠され、2 章で開示されたまさに

「奥義」である「第八日」であり、黙示録 21 章ではこれを「新しい天と新しい地」と呼んでいます。 

 

エペソ 

 5:31 「それゆえ、人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、ふたりは一体となる。」 

 5:32 この奥義は偉大です。私は、キリストと教会とをさして言っているのです。 

 

パウロはこれを「偉大な奥義」と呼び、キリストすなわちメシアであるイェシュアとその花嫁である教会

がその「型」であると言っています。ですから教会は、第一日でも第七日でもなく、「第八日」すなわち

「新しい天と新しい地」を想起する場であり、それを待ち望む者たちの集まりでなければならないと私は

考えます。 

 

 

3．疲れた人 

 次に「再臨」ついてですが、これはもちろんイェシュアが再びこの地上に来られることを意味しますが、

今回は先ほどの「安息」との関連づけでこれを捉えてみたいと思います。イェシュアはこの神のご計画の

完成である「安息」に入る者、招かれる者についてこのように提示しておられます。 

 

マタイ 

 11:28 すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを

休ませてあげます。 

 

先に安息が「休む」ことに示されていると述べました。イェシュアはこのように「疲れた人、重荷を負っ

ている人」が安息に入るべき人だと言われました。「医者を必要とするのは病人だけ」ですから「休みを

必要とするのは疲れている人だけ」、苦しいと感じているからこそ楽になりたい、飢え乾いているからこ

そ満たされたいと思うのであり、つまり「求める者は受ける」という単純な理屈にたとえてイェシュアは

安息について語っておられます。では「疲れた人」また「重荷を負っている人」とは一体どのような人の

ことのなのでしょうか。イェシュアの言動、行動のすべては御父である神の御心のまま、そのご計画であ

る「神の国」に則したものばかりです。そしてそのほとんどをたとえで話されました。ですからこの御言

葉も文字通りの肉体的あるいは精神的に疲れている人、苦しんでいる人を指しているのではないと思われ

ます。まずここで「疲れる」と訳されているヘブル語はアーマル(ל という動詞です。この動詞が聖書(ַלמָּ

で最初に使われるのが詩篇 127:1 です。 

 

詩篇 

127:1 主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きはむなしい。主が町を守るのでなければ、守る者

の見張りはむなしい。 
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ここで「働き」と訳されているのがアーマルです。「主が家を建てるのでなければ…むなしい」つまり主

が建てられる家、主の家、主の町を慕い求め、飢え乾く人、それ以外のものを「むなしい」と感じる人、

すなわち神の国、御国を第一として待ち望む人、それがアーマルが示す「疲れた人」であると考えられま

す。 

 

また「重荷を負っている人」に訳されているターアン(י は、他に「刺し通される」という意味ももつ(ַןלָּ

動詞です。 

 

創世記 

45:17 パロはヨセフに言った。「あなたの兄弟たちに言いなさい。『こうしなさい。あなたがたの家畜に

荷を積んで、すぐカナンの地へ行き、 

 45:18 あなたがたの父と家族とを連れて、私のもとへ来なさい。私はあなたがたにエジプトの最良の地

を与え、地の最も良い物を食べさせる。』 

 

これはエジプトのパロが宰相となったヨセフの父イスラエルとその一族を厚遇する場面です。このように

ターアン「荷を積んで」には、まず「カナンの地」すなわち「イスラエル」に帰ること、そしてその後に

エジプトの「最良の地」が与えられることが示されています。これは神のご計画にあるイスラエルの回復

である「千年王国、メシア王国」と、その後にやって来る「最良の地」である「新しい天と新しい地」を

指し示していると考えられます。この当時この地方一帯が大変な飢饉に見舞われていたことが記されてい

ます。イスラエルの一族に大きな飢え乾きがあったことが推察できます。 

 

このように「すべて、疲れた人、重荷を負っている人」とは、神の国を待ち望むことを第一とする者、そ

れに飢え乾いて慕い求める者のことであり、そしてそれはメシア王国、千年王国とそれに続く新天新地に

入る者のことを指し示していると考えられ、それが「わたしのところ」すなわちイェシュアのもとに集め

られることで成し遂げられることが示されていると考えられます。 

 

またこの「疲れる」ことについて黙示録２章にこのようなエピソードがあります 

 

黙示録 

 2:3 あなたはよく忍耐して、わたしの名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。 

 2:4 しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。 

 2:5 それで、あなたは、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの行いをしなさい。 

 

これは黙示録に登場する七つの教会の一つであるエペソの教会の指導者について語られている箇所です

が、彼は「疲れたことがなかった」と記されています。そしてそれが「初めの愛から離れている」ことだ

と非難され、「初めの行い」をしなさいと指摘されています。この「初めの愛、初めの行い」とは「まず
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神の国とその義とを第一に求めること」でなくて何でしょう。神は強い者、優れた者を受け入れられるの

ではなく、ただ御国を待ち望む者を受け入れられるということだと考えられます。 

 

また疲れた人は休みを得ることで回復し、再び動き始めます。休みを得た人が、ずっと休んだまま、眠っ

た人が目覚めないままであり続けるということは正常ではありません。疲れた者には休みが与えられ、す

なわち主を待ち望む者には安息が与えられ、そして新しい力が与えられ、再び動き出すのです。 

 

イザヤ 

 40:30 若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。 

 40:31 しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、鷲のように翼をかって上ることができる。走ってもた

ゆまず、歩いても疲れない。 

 

ここに「疲れた若者」が描かれています。そして新しく力を「得る」と訳されているハーラフ(ח は「変(ַבלָּ

更する、取り換える」という意味であり、今まであったものに付け足されるものではなく、全く新しい別

なものに交換されるという意味です。これは「復活」を意味していると考えられます。今の朽ちて行く肉

体が、永遠に朽ちない身体と交換されることが示されていると考えられます。そしてそのために主を「待

ち望む」ことをヘブル語でカーヴァー(ַׁשַוכ)と言いますが、これが聖書で最初に使われたのが創世記 1:9

です。 

 

創世記 

 1:9 神は仰せられた。「天の下の水が一所に集まれ。かわいた所が現れよ。」そのようになった。 

 

ここで「集まれ」と訳されているのが本来のカーヴァーの持つ意味です。つまり主を待ち望む者とは「わ

たしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます」というイェシュアの声に聞き従い、

「集められる」者のことだと考えられます。そしてイザヤ 40:31 の主を待ち望み、そして集められた者

たちには「鷲のような翼」と、走っても「疲れない」身体が与えられることが記されています。この者た

ちは「翼をかって上っていく」者たちですから「空中携挙」される者たちを指し示しているとも考えられ

ます。私たちが復活の際に与えられる新しい身体には、鷲のように自由に空を飛ぶことができる翼がある

ようです。今の私たちのこの身体とはまったく別のものであることが解ります。 

 

 

最後に 

「安息と再臨」、この二つが指し示すものは「新しい天と地とそして身体」と私は結論づけたいと思い

ます。これを慕い求め、待ち望むために必要なもの、それは今のこの世に生きるむなしさを感じ、疲れ、

苦しむことだと思います。この感覚はおそらく生きるすべての人が、少なからず味わっているものだと思

います。それを完全に満たすものはこの「新しい天と地とそして身体」だけです。そしてこれを受ける方

法は「わたしのところに来なさい」と言われたイェシュアを求めることだけです。 
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使徒の働き 

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

れるべき名は人に与えられていないからです。」 

 

「新しい天と地とそして身体」が与えられること、それが「救われる」ということの具体的な意味であり、

イェシュアの御名にのみそれがあること、この真理が「福音」、最良の知らせと呼ぶべきものだと考えま

す。 

 

 


