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イェシュアの十字架 番外編 

「パラダイス～死後の世界～」 

マルコの福音書 15:32、ルカの福音書 23:43 

 

はじめに 

 過去三回にわたり、イェシュアの十字架の受難についての箇所からの解き明かしを続けさせていただい

ていますが、今回はそれを小休止し、番外編として前回取り上げた以下の箇所から、「パラダイス～死後

の世界～」というタイトルで語らせていただきたいと思います。番外編と言いましても、今日の内容はこ

れまで私が神のご計画の視点で聖書を捉えてきた中で、御言葉の端々で副産物的に得られた情報、断片的

に見えていたものが、こつこつと時間をかけてパズルのピースのように組み合わさっていき、ようやく一

枚の絵として見えてきた、というようなものとなっています。死後の世界についての情報は、信者、未信

者問わず、常に人の興味と関心の的であると思われます。唯一の神の御言葉である聖書から、今回はこれ

をお伝えさせていただきたいと思います。 

 

１．一人の犯罪人 

マルコの福音書【新改訳 2017】 

15:32 キリスト、イスラエルの王に、今、十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。」また、

一緒に十字架につけられていた者たちもイエスをののしった。 

 

 イェシュアの十字架の両隣りには、同じように十字架にかけられた二人の犯罪人がいました。このマル

コの福音書、またマタイの福音書（27:44）ではこのように二人の犯罪人のどちらもがイェシュアをのの

しったと記されており、またヨハネの福音書にいたってはその存在が記されているだけにとどまっていま

す。しかし以下のルカの福音書だけは、これについて全く異なった出来事を記しています。 

 

ルカの福音書【新改訳 2017】 

23:39 十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスをののしり、「おまえはキリストではないか。

自分とおれたちを救え」と言った。 

23:40 すると、もう一人が彼をたしなめて言った。「おまえは神を恐れないのか。おまえも同じ刑罰を

受けているではないか。 

23:41 おれたちは、自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は、悪いこと

を何もしていない。」 

23:42 そして言った。「イエス様。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。」 

23:43 イエスは彼に言われた。「まことに、あなたに言います。あなたは今日、わたしとともにパラダイ

スにいます。」 

 

このように、二人の犯罪人のうちの一人は「御国」神の国とその王たるイェシュアを信じる、待ち望む、

求める心、信仰を持った者でした。それに対しイェシュアは、「パラダイス」という場所の存在を示され
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ます。これはイェシュアの公生涯において誰にも、弟子たちにさえ明かされなかった情報であり、ただこ

の犯罪人の一人に対してのみ知らされたという驚くべき事実です。なぜイェシュアはこのような秘密を彼

だけに明かされたのでしょうか。二つの理由が考えられます。そのうち一つは述べたように「御国」神の

国を求める信仰がこの犯罪人にはあり、なおかつイェシュアがその王であること、すなわちメシアである

ことを信じていたからです。もちろんこの信仰は弟子たちのうちにもあったとは思います。しかしそれは

御言葉を語り、様々な奇蹟を行われるイェシュアを見た時に抱いていた信仰です。ユダヤ人の指導者たち

によって捕らえられたイェシュアを見て逃げ出し、弟子であることさえ否定したこの時の彼らの中に、そ

のような信仰は微塵も残っていなかったでしょう。しかしこの犯罪人の一人は、自分と同様に十字架にか

けられ、全身血まみれで息も絶え絶えのイェシュアを見てもなお、その信仰に固く立っていたのです。実

に彼の持っていた信仰は驚くべきものであり、この最低最悪の状況の中、その最も渦中にありながら、こ

の名もなき一人の犯罪人だけが「御国」とその王たるイェシュアを見ていたのです。そしてこれは二つ目

の理由となるものですが、彼は自分の死を目の前にして、この「御国」の信仰に立っていたということで

す。彼の地上の生涯はまもなく終わろうとしていました。その後に彼を待っているのはまさに「死後の世

界」です。何より彼は「自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ」と言ってその苦しみが

和らぐことも、十字架から降りて生き延びることも求めてはいませんでした。彼が求めていたのは、ただ

自分の死後についてのものでした。ですからイェシュアはその求めに応えられたのです。これまでイェシ

ュアは病を癒したり、死人を生き返らせることは行ってこられましたが、死を目前にひかえた、まもなく

死のうとしている人に出会うのはこれが最初で最後でした。つまり死にいたるまで、そして死を越えたそ

の先にあるもの、「死後の世界」としての「御国」の信仰に固く立ち続けるという、このような驚くべき信

仰のゆえに、イェシュアはこれまで誰にも明かされなかった神のご計画の一つを教えられたのです。それ

がこの「パラダイス」なのです。 

 

２．死後の世界 

 ではこの「パラダイス」とは一体どのような場所なのでしょうか。それはまずこの一人の犯罪人に表さ

れているように、「御国」神の国を求める者がその死後、イェシュアとともに、イェシュアによって入る

ことが許される場所であると言えます。そして「御国」と「パラダイス」はそれぞれ別の場所であると考

えられます。なぜなら「御国」とはイェシュアがイスラエルの王メシアとしてこの地上に建て上げる国を

指し、一方「パラダイス」とはこの地上ではなく、天に存在する場所だからです。この事実について使徒

パウロが体験的にこのように述べています。 

 

Ⅱコリント人への手紙【新改訳 2017】 

12:1 私は誇らずにはいられません。誇っても無益ですが、主の幻と啓示の話に入りましょう。 

12:2 私はキリストにある一人の人を知っています。この人は十四年前に、第三の天にまで引き上げら

れました。肉体のままであったのか、私は知りません。肉体を離れてであったのか、それも知りませ

ん。神がご存じです。 

12:3 私はこのような人を知っています。肉体のままであったのか、肉体を離れてであったのか、私は

知りません。神がご存じです。 
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12:4 彼はパラダイスに引き上げられて、言い表すこともできない、人間が語ることを許されていないこ

とばを聞きました。 

 

パウロは「パラダイスに引き上げられ」たと言っています。しかし「誇っても無益」だと考えた彼はこの

実体験を誰か他の人のもののように述べてはいますが。ともかくそれは「第三の天」という位置にあり、

「言い表すこともできない、人間が語ることを許されていない」ともあるように、その正確な場所や内容

は不明ですが、少なくとも今私たちがいるこの地上にはないことは確かです。ですから「パラダイス」と

は、この地上に建てられる「御国」とは別の場所を指していると言えます。またパウロがこの場所や内容

について「言い表すこともできない、人間が語ることを許されていない」理由として考えられるのは、彼

はこの時点では地上においてまだ生きていた、死んでいなかったためです。このように「パラダイス」と

はやはり「死後の世界」死を通過した者だけが行く場所なのだということです。 

 

３．十字架の御業 

 「パラダイス」は「第三の天」すなわち上に引き上げられた先にある場所です。しかし旧約聖書におい

ては逆に、死者はみな「よみに下る」と表現しています。 

 

創世記 37:35【新改訳 2017】 

彼の息子、娘たちがみな来て父を慰めたが、彼は慰められるのを拒んで言った。「私は嘆き悲しみなが

ら、わが子のところに、よみに下って行きたい。」こうして父はヨセフのために泣いた。 

 

ヨブ記 21:13【新改訳 2017】  

幸せのうちに寿命を全うし、安らかによみに下る。 

 

このように、旧約聖書の記述およびユダヤ人たちの理解では、死者はみな「よみに下る」と表現されます。

これは明らかに「パラダイス」とは異なるものです。そしてイェシュアはこの「よみに下る」ことについ

て一つの出来事を語っておられます。それはもちろんあの有名な「金持ちとラザロ」の話です。 

 

ルカの福音書【新改訳 2017】 

16:19 ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい亜麻布を着て、毎日ぜいたくに遊び暮らしていた。 

16:20 その金持ちの門前には、ラザロという、できものだらけの貧しい人が寝ていた。 

16:21 彼は金持ちの食卓から落ちる物で、腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやって来ては、彼の

できものをなめていた。 

16:22 しばらくして、この貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金

持ちもまた、死んで葬られた。 

16:23 金持ちが、よみで苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムと、その懐にいるラザロが見え

た。 

16:24 金持ちは叫んで言った。『父アブラハムよ、私をあわれんでラザロをお送りください。ラザロが

指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。』 
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16:25 するとアブラハムは言った。『子よ、思い出しなさい。おまえは生きている間、良いものを受

け、ラザロは生きている間、悪いものを受けた。しかし今は、彼はここで慰められ、おまえは苦しみも

だえている。 

16:26 そればかりか、私たちとおまえたちの間には大きな淵がある。ここからおまえたちのところへ渡

ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えて来ることもできない。』 

 

この話をたとえ話だと解釈する人もいますが、ユダヤ人はたとえ話に「ラザロ」などと実名は用いません。

ですからこれは「ラザロ」という人物についての実際にあった話、実話です。この話から、死者が下って

いく「よみ」とは、モーセと預言者の言葉すなわち聖書の御言葉を聞かない、受け入れない者が「炎の中

で」「苦しみもだえている」場所であることがわかります。しかし「大きな淵」を隔てて「アブラハムの

懐」という、死者が「慰められ」る場所があることも示されています。ここは逆説的に考えて聖書の御言

葉、神の御言葉を聞く、信じる者が、死後「御使いたちによって」連れて行かれる場所であるとわかりま

す。このように「よみ」と「アブラハムの懐」は「大きな淵」によって互いにの行き来はできないにせよ、

同じように死者が「下っていく」場所であり、やはり「パラダイス」とは異なるものであると考えられま

す。 

 しかし一人の犯罪人に対して、ともに「引き上げられる」「パラダイス」を約束されたイェシュアでし

たが、この十字架による死後、やはりイェシュアも「よみ」へと下っておられます。それはこのように預

言されています。 

 

使徒の働き【新改訳 2017】 

2:23 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。 

2:24 しかし神は、イエスを死の苦しみから解き放って、よみがえらせました。この方が死につながれて

いることなど、あり得なかったからです。 

2:25 ダビデは、この方について次のように言っています。『私はいつも、主を前にしています。主が私の

右におられるので、私は揺るがされることはありません。 

2:26 それゆえ、私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も、望みの中に住まいます。 

2:27 あなたは、私のたましいをよみに捨て置かず、あなたにある敬虔な者に滅びをお見せにならないか

らです。 

2:28 あなたは私に、いのちの道を知らせてくださいます。あなたの御前で、私を喜びで満たしてくださ

います。』 

 

ここでダビデは自分のことを言っているのではありません。彼はイェシュアの御言葉を預言、代弁してい

るのです。つまりダビデが言っている「私」とはイェシュアのことであり、「主」「あなた」とは神の御子

イェシュアの御父である、天の父なる私たちの神です。また同時に「私」とはダビデ自身のことでもあり

ます。それはすなわち神を信じ、イェシュアを信じるすべての者に派生します。つまりイェシュアが「よ

み」に下られたのは、その目的は、「アブラハムの懐」にいるすべての者たちに「いのちの道」をお与えに
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なるためでした。死者に与えられる「いのちの道」、それは復活、よみがえること以外に考えられません。

これによって確かに多くの聖徒たちがよみがえったという事実が聖書には明記されているのです。 

 

マタイの福音書【新改訳 2017】 

27:50 しかし、イエスは再び大声で叫んで霊を渡された。 

27:51 すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け、 

27:52 墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる人々のからだが生き返った。 

27:53 彼らはイエスの復活の後で、墓から出て来て聖なる都に入り、多くの人に現れた。 

 

このように、イェシュアの十字架の死はイェシュアご自身の復活だけでなく、「多くの聖なる人々」すな

わちそれまでよみに下っていた旧約時代の聖徒たち、「アブラハムの懐」にいた死者たちをも復活させる

こととなったのです。そしてその後、彼らはイェシュアとともに天に引き上げられて行っています。その

事実を示すのが以下の記述です。 

 

使徒の働き【新改訳 2017】 

1:9 こう言ってから、イエスは使徒たちが見ている間に上げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの

目には見えなくなった。 

1:10 イエスが上って行かれるとき、使徒たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た二人の

人が、彼らのそばに立っていた。 

1:11 そしてこう言った。「ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなたがたを

離れて天に上げられたこのイエスは、天に上って行くのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいで

になります。」 

 

イェシュアは復活の後、弟子たちの目の前で天に上げられる際、「雲が」現れたことが記されています。

これは一般的に言うそれとはまったく異なったものです。これは栄光の雲であり、その正体はイェシュア

によって復活した旧約の聖徒たちの群れ、集団、軍勢を表しているのです。へブル人への手紙にこう記さ

れています。 

 

ヘブル人への手紙【新改訳 2017】 

12:1 こういうわけで、このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから…。 

 

このように、聖書は神を信じる、神に選ばれた聖徒たち、証人たちの群れを「雲」にたとえるのです。イ

ェシュアはまさに復活した「多くの証人たちが、雲のように」取り巻く形で天に、すなわち「パラダイス」

へと上って行かれたのです。この時あの一人の犯罪人もその中にいたことは言うまでもありません。「あ

なたは今日、わたしとともにパラダイスにいます。」という御言葉はここに成就したのです。 

またこの事実はエペソ人への手紙 4:8 にも言及されており、そこには「彼はいと高き所に上ったとき、

捕虜を連れて行き…」という詩篇 68:18 の引用によってイェシュアが天に上られた時の様子が表されて

います。このように、確かにイェシュアは復活後、たったお一人で天に上られたのではなく、多くの人々
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を連れて行かれたことがわかります。そしてこの光景を目の当たりにした弟子たちに対し、「白い衣を着

た二人の人が…イエスは、天に上って行くのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになります。」

と言いましたが、その事実は天の軍勢を引き連れて来られるという終わりの日に起こる「携挙」の事実と

見事に結びついてきます。 

 

Ⅰテサロニケ人への手紙【新改訳 2017】 

4:16 すなわち、号令と御使いのかしらの声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来

られます。そしてまず、キリストにある死者がよみがえり、 

4:17 それから、生き残っている私たちが、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うの

です。こうして私たちは、いつまでも主とともにいることになります。 

 

 このように、イェシュアの十字架の死と復活、そして昇天は、上記の預言の成就である「携挙」イェシ

ュアの空中再臨とも呼ばれるこの出来事の予表、「型」と言えるものなのです。ですから「パラダイス」と

は、よみがえらされた者、朽ちない身体を与えられた者だけが入る場所であると言えます。先ほどパウロ

が、天に引き上げられたものの、「言い表すこともできない、人間が語ることを許され」なかったのは、彼

がまだ死んでおらず、この朽ちない身体をまだ得ていなかったためだと考えられます。 

 

４．キリストにある死者 

しかし、そうなりますとここに一つの大きな問いが生じてきます。それは「キリストにある死者」たち

は今現在どこにいるのか、ということです。イェシュアの復活と昇天以後、実に二千年近い歳月が流れ、

その間、弟子たちから始まった教会は、紆余曲折を経ながらも増え続け、おびただしい数の信者を生み出

してきました。それは同時に、地上での生涯を全うした大勢の「キリストにある死者」の存在をも指し示

します。朽ちる身体はもはやなく、復活による朽ちない身体もまだ与えられていない彼らの霊、たましい

は今一体どこにあるのでしょうか。聖書から得た情報で考えるならば、やはりそれはイェシュアが言われ

たあのラザロ同様、アブラハムの懐であると思われます。アブラハムの懐は先に述べたように、神を信じ

ない死者が下って行く、苦しみの場所である「よみ」と淵を隔てた場所にあります。この場所が移動した、

またはなくなったというようなことを示す聖書の記述を、私は見つけられません。ですから昔も今も、死

者はみな「よみに下る」のだと思われます。そもそも「死とよみ」は同義であり、死とは、死者とはすな

わち「よみに下る」者のことを指すのです。しかし「キリストにある死者」はみなあのラザロのように、

御使いたちによって、慰めの場所、アブラハムの懐へと導かれるのです。 

 またパウロはこの「キリストにある死者」たちのことを「眠っている人たち（Ⅰテサロニケ 4:13）」と

呼んでいます。「眠る」という意味のヘブル語ヤーシェーン(ָיֵׁשן)は本来、骨を折られ、肉を切られても痛

みを感じないほどの深い眠り（創世記 2:21）を意味します。よみは苦痛の場所、炎の中で苦しみもだえ

る場所ですが、アブラハムの懐にはそれが感じられない、存在しない、痛みや苦しみのない場所、それが

慰めの場としてのアブラハムの懐であることをパウロはこのように言い表しているのだと考えられます。 

 

 少し余談になりますが、以前、藤井一郎兄が腰の手術を受けられた時のことを話してくださったのです

が、手術が始まり、麻酔によってだんだん意識が遠くなっていくのを感じたそうですが、はっと我に返っ
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て意識を取り戻したそうです。しかしその時すでに手術は終わっていました。数時間の手術が、まるで一

瞬の出来事のように感じられたそうです。当然といえば当然のことなのですが、私たちは眠っている間、

何時間経とうがその長さ、時間の経過を感じることはありません。それはたとえ何年であろうが、何百年

何千年であろうが、眠りから覚めることがなければ同じことです。眠っている間、私たちの意識の中の時

間の感覚は止まってしまうのです。ですから私たち信者は、今死んでも、明日死んでも、また何十年、何

百年前に死んだ者も、つまりどれだけ長い時間アブラハムの懐にいたとしても、その長さを感じたり、ま

してやそれを苦痛に感じることはないのです。パウロが説いた「眠っている人たち」とはそのような意味、

状態を言い表しているのだと考えられます。ですから私たちはみないつ死んでも、一瞬で天に引き上げら

れ、そこにイェシュアがおられる、という感覚を味わうということです。 

 

ですから「キリストにある死者」「眠っている人たち」とは、まとめますと以下のような人々だと考え

られます。 

➀神への信仰を持ち、イェシュアを信じる者となる。 

➁地上の生涯を終えて死ぬ。 

➂アブラハムの懐において「眠る」 

④携挙…地上で朽ちない身体によみがえり、パラダイスへと引き上げられる。 

⑤イェシュアの地上再臨…イェシュアとともに地上に帰って来る。 

⑥御国（千年王国）…御国の民となる。 

 

４．王家の園 

では最後にこのパラダイスについて、ヘブル語の視点から考えてみたいと思います。この名称はギリシ

ャ語のパラディソス(Παράδεισος)を音訳したものですが、実はこの言葉もまたある言葉を音訳したもの

なのです。それはヘブル語のパルデース(ַּפְרֵדס)という言葉です。イェシュアは「ユダヤ人の王」として

十字架にかかられたのですから、その御方が十字架上でギリシャ語を話されたとは到底考えられません。

ですからイェシュアは一人の犯罪人に対し、ヘブル語で「あなたは今日、わたしとともにパルデースにい

ます。」と言われたのです。この言葉は「果樹園、公園」などと訳されますが、その最初の言及は以下の箇

所です。 

 

ネヘミヤ記【新改訳 2017】 

2:3 王に言った。「王よ、永遠に生きられますように。私の先祖の墓がある都が廃墟となり、その門が火

で焼き尽くされているというのに、どうして沈んだ顔をしないでいられるでしょうか。」 

2:4 王は私に言った。「では、何を望んでいるのか。」私は天の神に祈ってから、 

2:5 王に答えた。「もしも王が良しとされ、このしもべにご好意をいただけますなら、私をユダの地、私

の先祖の墓のある都へ遣わして、それを再建させてください。」 

2:8 そして、宮の城門の梁を置くため、また、あの都の城壁と私が入る家のために木材をもらえるように、

王家の園の管理人アサフへの手紙もお願いします。」わが神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそ

れをかなえてくださった。 
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これはメディア・ペルシャの時代、その王アルタクセルクセスに仕えていたネヘミヤというユダヤ人が、

当時廃墟となっていた自分の故郷であるエルサレムを再建することを王に嘆願している場面です。ここで

ネヘミヤはその材料となる建材、木材を得るために「王家の園」にあるそれらを求めており、ここに聖書

で最初のパルデースがあります。つまりパルデースとは本来、エルサレムを再建するための材料が植えら

れている、置かれている、貯蔵されている場所を表す言葉なのです。ちなみにその管理人であった「アサ

フ(ָאָסף)」という名には「集める、集まる」という意味があります。神のご計画は「御国、神の国」をこ

の地上に建て上げることですが、その中心地、首都は現在のイスラエルもそうであるように、エルサレム

となります。ですからイェシュアが言われた「パラダイス」すなわちパルデースとは、「御国、神の国」の

首都として相応しく再興されるために必要な材料が集められている場所であると考えられます。しかし実

際にそこに集められているエルサレム再建のための材料とは、木や石のような建材ではありません。イェ

シュアの十字架の隣にかけられた一人の犯罪人が、イェシュアとともにそこに入るという事実からも、パ

ルデースに集められるものとは建材ではなく人材であり、かつてよみのアブラハムの懐にいて、イェシュ

アとともに復活した旧約時代の聖徒たちを含む、携挙によってよみがえり、そして引き上げられる「キリ

ストにある死者たち（Ⅰテサロニケ 4:16）」、およびその時地上に生きていて、朽ちない身体に変えられ

る信者たちです。神は創世の初めから緻密に、綿密にご計画を立てこれを遂行しておられるのです。その

総仕上げともいうべき地上における「御国、神の国」の完成、このために準備される材料は、厳選された、

完全な人材であるはずです。神はたまたまその辺に落ちているようなもので、急ごしらえの家を建てよう

としておられるのではありません。ですからパルデースには、復活していない、朽ちない身体を持たない

霊だけの、不完全な人材が置かれるということは考えられないのです。朽ちない身体によみがえらされた、

完全な人材を携えて、すなわち天の軍勢を率いて、イェシュアはエルサレムおよびイスラエルの再建のた

めに、そこから始まる「御国、神の国」を建て上げるために、やがてこの地上に再臨されるのです。 

 

 このように、神のご計画は、私たちの知識や常識をはるかに超えたもの、さらに言うならば私たちの既

成概念や偏見を取り払わなければ理解できないものとなっています。しかし今日の内容はすべて聖書の御

言葉とその原語であるヘブル語を論拠としてはいますが、あくまでも限られた準備時間と、狭い私の観点

をもって捉えた、一つの解釈にすぎません。しかし、いずれにせよ、私たちの神とその御心、ご計画が人

の理解を超えたものであることには間違いありません。では最後にこのパウロの祈りをもって終えたいと

思います。 

 

エペソ人への手紙【新改訳 2017】 

3:18 すべての聖徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つ

ようになり、 

3:19 人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして、神の満ちあふ

れる豊かさにまで、あなたがたが満たされますように。 

3:20 どうか、私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに

超えて行うことのできる方に、 

3:21 教会において、またキリスト・イエスにあって、栄光が、世々限りなく、とこしえまでもあります

ように。アーメン。 


