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【新改訳改訂第３版】イザヤ書 46章 10節  

わたしは、終わりの事を初めから告げ、まだなされていない事を昔から告げ、 

『わたしのはかりごとは成就し、わたしの望む事をすべて成し遂げる』と言う。 
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シリーズ「聖書における光の概念」(No.1) 

やみの中から呼び出された光 

【聖書箇所】創世記 1章 1～3節、Ⅱコリント 4章 6節 

 

ベレーシート 

 

●今回からしばらくの間(5～6回の予定)、聖書のいう「光」の概念、その意味するところについて、シリー

ズとして学んでいきたいと思います。このシリーズをすることになったのは神の導きです。これまで、旧約

の預言者たち、またイェシュアや使徒パウロが宣べ伝えた「御国の福音」、また「キリストの再臨」、「キリ

ストの花嫁」という概念はみなひとつにつながっており、それらを理解することは、神のご計画全体を鳥瞰

する上できわめて重要な鍵だということを学んできました。使徒パウロは夫と妻の在り方を教える場合でも、

必ずそのかかわりを規定する原点にまでさかのぼって考えるという、いわば原点思考を持った人でした。そ

の彼がしばしば「奥義」ということばを使っているのです。「奥義」とは、本来、神のうちにあったものが

長い間隠されてきたことを意味します。パウロという人は、例えば、人が男と女とに造られたという事実、

その男と女が結婚して一体となるという神の教えの中に、実は、とても深い神の意図やご計画が隠されてい

たことを発見したのです。つまり、彼は「すべての事の始まり」、「一つひとつのことがどこを起点として始

まったのか」ということを見出そうとしていた人であったと思います。 

 

●キリスト教の歴史の中でさまざまな混乱や逸脱の中で、そうした原点思考を持った改革運動がなされてき

ました。神の教会改革運動も多くの教派や分派を生み出していた 1900年前後のアメリカで、真の神の教会

とは何かということを聖書に帰って、新約聖書に記されている教会の姿を手本としてそこに立ち返ろうとし

た運動です。それからすでに百年以上経っていますが、これからの教会の在り方や歩みを考える時、使徒パ

ウロのように原点に戻って考えることは有益だと信じます。連盟の「次世代育成プロジェクト」においても、

次世代のためというよりも、これから今ある教会がどこに起点をおいて歩むべきかがまず問われているので

す。どこを起点において、何を最も重要なこととして物事を考えて行くべきか、そこが見えて初めて具体的

なプログラムを建てることができると思います。私が連盟の国内宣教委員会の責任者となっているからその

ことを考えなければならないというわけではありません。おそらく、そうした役割が与えられていなかった

としても、常に、原点からものごとを考えて行く必要があると信じます。「はじまりと終わり」、「アルファ

ーとオメガ」を見据えることはそうたやすいことではありませんが、そのことに目が開かれるならば、「決

勝点がどこかわからないような走り方」や「空を打つような拳闘」をしなくて済むと考えます(Ⅰコリント

9:26)。 

 

●そこで、なぜパウロが神の「奥義」に目が開かれたのかと言えば、その鍵が「光」にあるように思うので

す。この「光」は創世記 1章 3節にある「光」です。イェシュアの語られた「天の御国の奥義」を悟るため

にも、この「光」の意味するところ(概念)は何なのかを探り求めて行きたいと思います。 
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●そこで早速ですが、質問です。神の創造において最初に造られたのは「光」であるという言い方は、正解

でしょうか、それとも不正解でしょうか。説教のタイトルである「やみの中から呼び出された光」とあるこ

とから判断して、後者の不正解だと思われる方もおられるかもしれませんが、実は、その答えは正解でもあ

り、不正解でもあるのです。その理由を今回のメッセージの中で触れたいと思います。 

 

●ところで、「光」を表わすヘブル語は「オール」(אֹור)、新約のギリシア語では「フォース」(φῶς)です。

旧約の「オール」は名詞で 200回、一方、ギリシア語の「フォース」は 74回です。ところで、「光」とい

う言葉を聞いて、すぐに思い起こす聖句は何でしょうか。いくつか有名な箇所を挙げてみましょう。 

 

①「わたしは、世の光です。」(ヨハネの福音書 8:12, 9:5)  

②「あなたがたは、世界の光です。」(マタイ 5:14) 

③「・・ダマスコの近くまで来たとき、突然、天からの光が彼(サウロ)を巡り照らした。」 

④「以前は暗やみでしたが、今は、主にあって、光となりました。光の子どもらしく歩みなさい。」(エペソ 5:8) 

⑤「神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。」(Ⅰヨハネ 1:5) 

⑥「すべての良い贈り物・・・は上から来るのであって、光を造られた父から下るのです。」(ヤコブ 1:17) 

⑦「あなたのみことばは、私の足のともしび、私の道の光です。」(詩篇 119:105) 

 

●上記のように聖句をいくつか並べてみましたが、実はこれだけで聖書が意味する「光」の概念を説明する

ことはできません。「世の光」とはどういうことか。「天からの光」とは・・、「光の子ども」とはどういう

ことか、「神が光である」と語られているにもかかわらず、その神が「光を造られた」とはどういうことか。

何となく分かるようで分からない、これが「光」のもっている特質です。なぜ分からないのか一言でいうな

らば、神の「光」は目に見えないからです。それゆえ人はこの光が理解できず、そのために拒絶する(憎む)

のです。そこで今回は、この「光」に照らされた一人の人物、サウロ(後の使徒パウロ)を取り上げ、彼がこ

の「光」をどのように解釈し、理解したのかを取り上げてみたいと思います。これを知るためには、パウロ

の回心の出来事と、彼が諸教会に書き送った手紙の中から見出さなくてはなりません。その考察のプロセス

として、使徒の働きで三度も記されているパウロの回心の記事を最初に取り上げ、その「光」にふれた彼が

どのように変えられたのか。そしてその「光」を彼がどのように理解したのか、という点を取り上げたいと

思います。 

 

1.  突然、パウロ(サウロ)を照らした「天からの光」 

 

●使徒の働きに記されているパウロの回心の記事はそれぞれ微妙に異なってはいますが、三回(9:1～19、

22:3～21、26:9～18)も記されています。聖書には「三」という数が驚くほど多く使われています。「三度」

「三日目」、「三日間」など、また今回のように「三」という直接的な数として記されていなくても、「あか

し」の記事が三回も置かれているのは、「神による完全な取り扱いの確証」を意味しています。パウロは自

分に対する神の恵みのあかしとして、いつでも、どこでも、自分に起こったあかしをしたはずです。パウロ
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は他の使徒たちと異なり、歴史上のイェシュアと共に過ごした事はありません。しかし、この「天からの光」

の経験こそが、人に自分の使徒性を主張できたのです(ガラテヤ 1:1)。 

 

●サウロ(=「シャーウール」ָׁשאּולは「神を熱心に尋ね求める者」の意)、つまり、後の使徒パウロ(=「パ

ウロス」Παῦλοςはラテン語で「小さい」の意)は、ダマスコへの途上で突然「天からの光」に照らされま

した。彼は地に倒れ、「サウロ、サウロ。なぜわたしを迫害するのか」という声を聞いたのでした。「主よ。

あなたはどなたですか。」と尋ねると、「わたしはあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって、町に

入りなさい。そうすれば、あなたのしなければならないことが告げられるはずです。」という主の声を聞い

たのです。彼は「天からの光」によって目が見えなくなりました。三日の間、暗闇の中で、また一切の飲食

も絶って、彼は自分に起こった出来事を考え巡らしていたことと思います。そして三日目に、主から遣わさ

れたアナニヤというクリスチャンが訪ねてきて、サウロの頭に手をおいて祈った時、彼の目からうろこのよ

うなものが落ちて、目が見えるようになったのでした。 

 

●「目が見えるようになった」というのは、単に肉体的な視力が回復したことだけを意味しません。彼が迫

害してきたイェシュアこそ、キリスト(メシア)であるということを論証できるほどに、彼の霊の目が開かれ

たことを意味します。言い換えるなら、キリストにある神のご計画(みこころ、御旨、目的)のすべてが、彼

のうちにおいて整理し直されたことを意味します。たとえ三日間でも、それは私たちの何十年分に相当する

経験であったかもしれません。驚くべきことは、その三日間の経験がダマスコに住むユダヤ人たちをうろた

えさせるほどであったということです。何が彼をそのように変えたのでしょうか。それは「天からの光」で

す。この「天からの光」が、神によってすでに定められている永遠のご計画を、彼のうちに理解させ、悟ら

せる「啓示の光」であったのです。 

 

●サウロを照らした「天からの光」は「シャハイナ・グローリー」という特別な光で、文字通り、「太陽よ

りも明るく輝く光」として見たサウロと、彼に同伴した者たちはみな地に倒れました。しかし、その光によ

って目が見えなくなり、しかもその光の中から主の声を聞いたのはサウロただ一人だけでした。どんな声を

彼は聞いたのでしょうか。「サウロ、サウロ。なぜわたしを迫害するのか。」(9:4)。これは彼が聞いた始め

の部分で、その後にも主の声は続いていました。「とげのついた棒をけるのは、あなたにとって痛いことだ。」

(使徒 26:14)と。その後にも主の声は続いてパウロのこれから果たすべき使命が語られます。パウロが経験

した「天からの光」はまさに「天からの啓示」だったのです。「啓示」とは神のご計画が特別に開かれ、示

されることです。 

 

●後に使徒パウロはこの光を「キリストの栄光にかかわる福音の光」だとし、「『光が、やみの中から輝き出

よ』と言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださっ

た」と述べています(Ⅱコリント 4:4, 6)。「福音の光」と「キリストの御顔にある神の栄光を知る知識」と

は同義です。つまり「天からの光」なしに、福音を理解することはできないということです。ですから、「天

からの光」は「人に悟りを与えて人を輝かす光」であり、神との生きたかかわりをもたらす「いのちの光」

とも言えるのです(ヨハネ 1:4)。 
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2.  パウロが理解した「光」の概念 

 

●ここで注目したいことは、Ⅱコリントの 4章 6節で、パウロが創世記 1章 3節のことばを解釈(ミドゥラ

ーシュ)して、「『光が、やみの中から輝き出よ。』と言われた神」と表現していることです。パウロが聖書の

みことばを引用するときは決まって、当時、すでにギリシア語で翻訳されていた七十人訳(LXX)聖書からで

す。彼はユダヤ教のすぐれたラビでもあったわけですから、当然、ヘブル語で書かれたものも暗記していた

はずです。そのヘブル語で書かれた創世記 1章 3節は、以下のように記されています(ヘブル語は右から、

「ヴァッヨーメル・エローヒーム・イェヒー・オール・ヴァイェヒー・オール」と読みます)。 

 

①ヘブル語聖書 

オール ヴァイェヒー  オール   イェヒー  エローヒーム   ヴァッヨーメル 

ַוְיִהי־אֹור אֹור ְיִהי ֱא�ִהים ַוֹּיֶמר  
光があった すると  「光あれ」     神は   言われた そのとき 

②A E七十人 E

しちじゅうにん
AA E訳 E

やく
A(LXX) (左から右へ) 

カイ  エイペン  ホ セオス  ゲネーセートォー  フォース     カイ    エゲネト    フォース 

        kai. ei=pen ò qeo,j genhqh,tw fw/j  kai. evge,neto fw/j   

And   said     God  Let there be  light   and  there was  light. 

 

③新改訳聖書 

新改訳第 2版    そのとき、神が「光よ。あれ。」と仰せられた。すると光ができた。 

新改訳改訂 3版  神は仰せられた。「光があれ。」すると光があった。 

 

●新改訳聖書は、第 2版から第 3版に改訂するに当たり、ある一部分が修正されたということではないので

す。1章 1節と 2章 1節の 2つの節を除く、1～2章のすべての節の訳が改訂されているのです。それだけ

の分量が改訂されるということは大事(おおごと)です。そのために「第 3版」という言葉の前にわざわざ「改

訂」の文字を入れているほどです。それは改訂前の神の創造についての見方(視点)が一新されたことを物語

っています。したがって新改訳聖書で読んでおられる方は、創世記 1章、2章を学ぶには改訂第 3版を買う

必要があります。金縁の皮表紙だからと言って、第 1版や第 2版をいつまでも後生大事に使っていては時代

に乗り遅れてしまいます。どの部分がどのように訳し直されたのかを興味をもって読む必要があります。ま

た、それをヘブル語原文で確かめることができるならば、かえってより多くのことを学ぶことにもなり、多

くの益を得られると信じます。 

 

●ちなみに、創世記において「光」という言葉が使われているのは、わずか第 1章 (3,3,4,4,5,18)の 6回

です。3節の「『光があれ。』すると光はあった」(新改訳改訂 3版)の「光」の持つ概念について、これから
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「シリーズ」として学んで行きたいと思いますが、現段階では 5～6回の予定です。この「光」について学

ぶことは、これまで学んできた「御国の福音」、「キリストの花嫁」という鍵と共に、神のご計画全体をより

深く理解することになると信じます。 

 

●さて創世記 1章 3節に戻りましょう。新改訳聖書第二版の「光よ。あれ。」が、改訂 3版では「光があれ。」

となり、第二版の「すると光ができた」という表現が、改訂 3版では「すると光があった」と変更されてい

ます。第二版の「すると光ができた」という訳が、改訂 3 版では、「できた」が「あった」に改変されたの

です。口語訳も新共同訳も「あった」と訳していますが、一体何が問題なのでしょうか。ちなみに、NKJV

では there was、TEVは light appeared とあり、「光が現われた」と訳しています。 

 

●この箇所を、Ⅱコリント 4章 6節で、使徒パウロは以下のように解釈して記しているのです。 

 

ホティ  ホ  セオス  ホ  エイポーン    エク  スコトゥース  フォース ラムプセイ 

ὅτι  ὁ  θεὸς  ὁ  εἰπών,    Ἐκ  σκότους  φῶς  λάμψει, 
というのは  神は  言われたところの   「やみから     光が     輝き出よ」 

(やみの中から) 

 

●パウロは創世記 1章 3節のみことばをそのままではなく、解釈して語っています。特に、「やみの中から

光が輝き出よ」というのは、神はすでにあった光を、やみの中から呼び出しているからです。これは神がこ

とばをもって命令したことによって、そのときはじめて光が創造されたのではないことを示しています。私

は長い間、神が「光よ。あれ」と命じて最初に創造されたものは「光」であると考えていましたが、そうで

はないということに気づきました。自分の「理解の型紙」が破れるというのはこういうことです。ただし、

本来、存在していた光が呼び出されて、「天と地」という舞台に登場させられたとしても、聖書はそのこと

を神が「創造した」(「バーラー」ָּבָרא)と表現しているのです。天と地のすべての被造物とそのかかわりの

すべてが、最初の「光」の中に包まれるようにして存在しています。以下に見られる「大空」も「水」も「か

わいた所」などもみな、神の命令(文法的な命令形)によってではなく、神に呼び出されているのです。文法

的にはそのことがすべて動詞未完了形の３人称の指示形によって表されています。 

 

①6節の「大空が水の真っただ中にあれ。水と水との間に区別があれ。」の「あれ」 

②9節の「天の下の水が一所に集まれ。かわいた所が現れよ。」の「集まれ」(受動)、「現れよ」(受動) 

③11節の「地が植物、・・・・を、種類にしたがって、地の上に芽生えさせよ。」の「芽生えさせよ」(使役) 

④14節の「あり」 

⑤20節の「群がれ」 

⑤同節「飛べ」 

 

●「～があれ」、「～せよ」は一見、命令形のように見えます。しかしそれは、本来、神が計画していたもの

が、目に見える形となって「現われるように」というのが、未完了指示形が意味していることです。これも
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聖書は「創造する」という動詞で表わすのですが、全く何もない無から有を生じさせるような「創造」とは

意を異にしているのです。 

 

●ちなみに、動詞の命令形が聖書ではじめて登場するのは、神が地の上に登場させたもの(者)に対してです。

命令形には、命じる対象が不可欠です。ですから、神は地上や海や空に住む生き物に対して、「産めよ」「増

えよ」「満ちよ」と命じ、同じく人に対しても、「産めよ」「増えよ」「満ちよ」と命じており、特に、人の場

合はさらに「地を従わせよ」という命令を付け加えています。このように、神の「呼び出し」(未完了指示

形)と被造物に対する「命令」(命令形)を含めた経緯全体を、神は「天と地を創造された」(1:1、2:1)と聖

書は記しているのです。 

 

●こうした文法情報から分かるように、神の「天と地の創造」は、神が「～するように」という本来あった

神のご計画に沿って成されているということです。こうした理解は、パウロがⅡコリントの 4章 6節で、パ

ウロが創世記 1章 3節を解釈(ミドゥラーシュ)して、「『光が、やみの中から輝き出よ。』と言われた神」と

表現した箇所のみならず、パウロの他の手紙の中にも随所に表れています。特に、エペソ書 1章はまさにそ

うです。そこには「光」ということばがなくても、それが他のことばによって表現されているのです。 

 

●このことを知るために、エペソ人への手紙の 1 章 1～14 節を取り上げてみたいと思います。この箇所は

パウロが神の栄光をほめたたえる賛美の源泉について極めて簡潔に記した驚くべき箇所で、主にある「成熟

した者」たち向けのテキスト(いわば、「堅い食物」)だと言えます。 

 

【新改訳改訂第３版】エペソ人への手紙 1章 1～14節  

 

①†のある箇所は第 3版で改訂された部分です。(  )内は私の説明です。 

②この手紙にある「聖徒たち」「私たち」「あなたがた」とは、「教会」(=キリストの花嫁)と同義です。 

③黄色のマーカーは、神の永遠のご計画と意志決定を表わす語彙で、「みこころ」「みむね」「ご計画」「目的」と 

いった語彙が含まれます。 

 

1神のみこころ(「セレーマ」θέλημα)によるキリスト・イエスの使徒パウロから、キリスト・イエスにある 

忠実なエペソの聖徒たちへ。 

2 私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなたがたの上にありますように。 

 

†3 私たちの主イエス・キリストの父なる神がほめたたえられますように。神はキリストにあって、天にある 

すべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。 

†4 すなわち、神は私たちを世界の基の置かれる前から彼にあって選び、御前で聖く、傷のない者にしようと 

されました。 

†5 神は、みむね(「ユードキア」εὐδοκία)とみこころ(「セレーマ」θέλημα)のままに、私たちをイエ

ス・キリストによってご自分の子(=「養子」、しかし花嫁であれば父から見て子の立場にある)にしよ
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光の概念 

うと、愛をもってあらかじめ定めておられました(「プロオリゾー」προορίζω)。 

†6 それは、神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が、ほめたたえられるためで 

す。 

†7 この方にあって私たちは、その血による贖い、罪の赦しを受けています。これは神の豊かな恵みによ 

  ることです。 

†8 この恵みを、神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって、 

†9 みこころの奥義を私たちに知らせてくださいました。それは、この方にあって神があらかじめお立てに 

なった(発案してくださった=「プロティセマイ」προτίθεμαι)みむね(「ユードキア」εὐδοκία)に 

よることであり、 

†10 時がついに満ちて、実現します。いっさいのものがキリストにあって、天にあるもの地にあるものが 

この方にあって、一つに集められるのです。 

†11 この方にあって私たちは御国を受け継ぐ者ともなりました。みこころによりご計画(「プロセシス」 

πρόθεσις)のままをみな行う方の目的(=意志「ブーレー」βουλή)に従って、私たちはあらかじめ 

このように定められていた(「プロオリゾー」προορίζω)のです。 

†12 それは、前からキリストに望みを置いていた私たちが、神の栄光を 

ほめたたえるためです。 

†13 この方にあってあなたがたもまた、真理のことば、あなたがたの 

救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊を 

もって証印を押されました。 

†14 聖霊は私たちが御国を受け継ぐこと(=相続財産)の保証(=手付 

金)です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光がほめた 

たえられるためです。 

 

●ここには重要なことばが数多くあります。その中で最も重要なのは「あらかじめ定められていた」 

(=世界の基が置かれる前から)というフレーズです。「あらかじめ定められていた」と訳された「プロオリゾ

ー」(προορίζω)は新約聖書で 6回(使徒 4:28、ローマ 8:29, 30、Ⅰコリント 2:7、エペソ 1:5, 11)だけ

ですが、当然ながら、すべて時制はアオリスト(過去)です。目を通しておくべき重要な箇所です。 

 

「あらかじめ定められていた」 

「隠された神の奥義」「みこころ」「みむね」「ご計画」「目的」 

「御国の福音」 

 

●ところで、何が「あらかじめ定められていたのか」と言えば、それは神の「みこころ」として、神の「み

むね」として、神の「ご計画」として、神の「目的」として定められていた、神の「隠された奥義」として
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の事柄です。しかもその奥義は、神が御子キリストによって、キリストを通して、キリストのためになそう

と定めている事柄です。これが「光」のことばで言い表わされているのです。エペソ書 1章のテキストには

「光」という語彙は一度も使われていませんが、そこには創世記 1章３節の「光」について語っているので

す。使徒パウロがエペソの教会に対して「神のご計画の全体を、余すところなく」知らせた(使徒 20:27)と

いうその内容は、まさに創世記 1章３節の「光」(אֹור)についての注解と言えるのです。そして、このこと

を余すところなく理解して語るためにも、使徒パウロが経験したように、「天からの光」、つまり、啓示(悟

り、知恵)の光が必要なのです。「天からの光」による啓示によってはじめて、サウロ(=「シャーウール」 

は「神を熱心に尋ね求める者」のヘブル的な意味)が真のサウロとなったのです。そのことによってָׁשאּול

彼は「余すところなく御国の福音を語る」ことができたのです。 

 

●使徒パウロはエペソの聖徒たちに「あなたがたは、以前は暗やみでしたが、今は、主にあって、光となり

ました。光の子どもらしく歩みなさい。」(5:8)と語っています。ここでの「光の子ども」とは、「明るく、

元気で、活き活きと」という意味ではありません。「光の子ども」とは、やみの中から輝き出された光、す

なわち、神の永遠のご計画(みこころ、みむね、目的)を悟った者のことなのです。それゆえ、私たちは主に

ある「光の子」であることを自覚し、その意味するところを深く悟り、それにふさわしく歩んで、パウロの

ように「光」についてあかしする(論証する)力が与えられるべきであると教えられているように思われます。 

 

ベアハリート 

 

●ユダヤ人の修辞法として、ある一つの言葉を別のことばに言い換えて表現するという「パラレリズム」(並

行法)というものがあります。詩篇の中にこのパラレリズムがあることが発見され、その重要性に気づいた

のは、18 世紀半ばになってからのことだと言われます。しかもこの「パラレリズム」は単なる文節だけに

見られる域を越えて、旧約思想の本質を提示するための不可欠な修辞法だということです。旧約のみならず、

新約聖書にあるユダヤ人が書いた福音書、そして手紙の中にもその修辞法が用いられているのですが、特に、

使徒パウロの手紙はそれが顕著です。先ほどの創世記 1章 3節の「ゲネーセートォー・フォース」(光あれ)

を、「エク・スコトゥース・フォース・ラムプセイ」(やみから光が輝き出よ)と言い換えていることにもそ

れがうかがえます。使徒パウロはこの「言い換え」(パラレリズム)の達人とも言えます。この修辞法は事柄

の本質をよく理解した者でなければできない技法なのかもしれません。 

 

●「光がやみの中から輝くように」と呼び出された神の目的は、「光」と「やみ」とを明確に区別すること

でした。しかも神は、その区別を「よしとされた」ということが創世記 1章で強調されています。神はなに

ゆえに「よしとされた」のでしょうか。それについては、次回で取り上げたいと思います。 

 

 

2015.11.1 
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シリーズ「聖書における光の概念」(No.2) 

神は光とやみを区別されることをよしとされた 

【聖書箇所】創世記 1章 3～5節、Ⅱコリント 6章 14節～7章 1節 

 

ベレーシート 

 

●前回から聖書のいう「光」の概念について、シリーズとして学び始めました。前回お話しましたが、創世

記 1章 3節の「神が『光よ。あれ。』と仰せられた。すると光ができた。」という訳が、改訂 3版では「神は

仰せられた。『光があれ。』すると光があった。」と改訂されました。この改訂のポイントは(おそらくですが)、

神が「光よ。あれ。」と言われたそのときにはじめて光が創造されたということではなく、光はもともと存

在しており、天と地の創造の舞台で、神がその光に対して「やみの中から輝き出よ」と呼び出したというこ

とです。この「光」にふれた使徒パウロがそのように理解していた(Ⅱコリント 4:6)ことをお話しました。

そして、最初に神によって呼び出された「光」の正体とは、神が御子を通して、(世界の基が置かれる前か

ら)「あらかじめ定められていた」神のご計画、神のみこころ、神の御旨、神の目的のことだということも

お話しました。実は、このことを理解するだけでも大変な悟りを得たことになるのです。というのは、この

「光」(「オール」אֹור)について正しく理解することは、本来、私たちの生まれながらの知恵では絶対に理

解できないことだからです。 

 

●詩篇 36篇 9節に「私たちは光のうちに光を見る」というフレーズがあります。「光のうちに」という訳は

「光によって」とも訳せます。また、「見る」(「ラーアー」ָרָאה)という動詞も、「分かる、理解する、知る」

とも訳せるのです。つまり、「私たちは光によって、光を理解する」ことができるということです。使徒パ

ウロがダマスコ途上で、真昼に、「天からの光」に照らされたことで彼の目は塞がれ、三日目になって「目

からうろこのようなもの」が落ちたことで視力が回復し、同時に、自分に照らされた「天からの光」が何で

あったのかを理解できたのです。パウロは「天からの光」によって、はじめて自分が「やみの中にいた」こ

とを知りました。それまでの彼は、自分がやみの中にいることに全く気づかずにいたのです。 

 

●詩篇 119篇 130節には、「みことばの戸が開くと、光が差し込み、わきまえのない者に悟りを与えます。」

とあります。このみことばによれば、みことばの戸が開かれることと、「悟り」が与えられることは密接な

関係があるようです。「悟りがなければ、滅びうせる獣に等しい」(詩篇 49:20)というのが聖書の立場です。 

「悟り」は、口語訳では「知恵」、新共同訳では「理解」、英語では understanding と訳されます。 

 

●皆さんはカメラの仕組みを知っていますか。カメラというのは「レンズのついた暗い箱」のようなもので

す。その暗い箱の中に光を入れることではじめて写すことができるのですが、その光の量が少ないと写した

写真は暗くなり、反対に光の量が多いと逆に白っぽくなって何も見えなくなってしまうわけです。ですから、

光の量を調節して光をカメラの中に入れることで写真を撮ることができるわけです。みことばの戸が開かれ

ると、暗やみの中にいる「わきまえのない者」(新改訳)、「無学な者」(口語訳)、「無知な者」(新共同訳)、
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「愚かなるもの」（文語訳)、「単純な者」(尾山訳)、「素朴な人」(典礼訳)は、今まで見えなかったものを見

ることができて、「悟り、知恵、理解」が与えられるのです。太陽を見ただけでも、一時、目が見えなくな

りますが、使徒パウロの場合には太陽よりも強い光であったために、彼の目が見えなくなってしまったわけ

です。目が見えなくなった三日間は、カメラで言うならいわば露出補正を施す期間でした。光の量を再度調

節することによって、それまで真っ白くなって何も見えなくなっていた目のうろこのようものが落ちて、見

えるようになりました。それまで自分が見えていると思っていたけれども、実は見えていなかったものがあ

り、天からの光によってはじめてそれが見えたことで、彼に悟りが与えられるようになったのです。その結

果、パウロはイェシュアこそイスラエルの歴史の中で神が約束しておられたメシアだと悟ったのです。つま

り「見えるようになった」、「理解するようになった」のです。このことは実に驚くべきことです。「私たち

は光によって、光を理解する」とはどういうことかを、パウロを観察することで間接的にそれがどういうこ

とかを知ることができます。しかし、それは自分が理解することとは別です。私たちも一人ひとりが直接的

に天からの「光」に照らされなければ、「光」を理解することはできないということです。「光」を理解する

とは、神の奥義を理解することでもあります。そのようなことを前回でお話しました。 

 

1.  「光」と「やみ」との区別 

●「光がやみの中から輝くように」と呼び出された神は、「光」と「やみ」とを明確に区別することを「よ

しとされた」ということが創世記 1章で強調されています。神はなにゆえに「良しとされた」のでしょうか。

そのことについて今回取り上げてみたいと思います。 

 

●光が神によって呼び出される前に、やみはすでに存在していました。創世記 1章 2節を見てみましょう。 

 

【新改訳改訂第３版】創世紀 1章 1～5節 

 1:1 初めに、神が天と地を創造した。 

 1:2 地は茫漠として何もなかった。やみが大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。 

 1:3 神は仰せられた。「光があれ。」すると光があった。 

 1:4 神は光を見て良しとされた。神は光とやみとを区別された。 

 1:5 神は光を昼と名づけ、やみを夜と名づけられた。夕があり、朝があった。第一日。 

 

●4節を見ると、「神は光とやみとを区別された。」とあります。「光」のことをヘブル語で「オール」(אֹור)

と言います。また「やみ」は「ホーシェフ」(�ֹחֶׁש)です。「オール」と「ホーシェフ」を覚えましょう。 

神は、「やみ」の存在を認めながらも、「やみ」とは本質的に異なる「光」を登場させ、それを良しとされ、

「やみ」と区別されたのです。「区別した」と訳されたヘブル語は「バーダル」(ָּבַדל)で、「分ける、分離す

る」という意味があります。 

 

●そもそも、なぜ「やみ」がすでに存在しているのかという点については、今回は触れないことにいたしま

す。今回は、光とやみとを「分けられた、区別された」というところに注目したいと思います。この区別に
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当たって、神は「光を昼と名づけ」、そして「やみを夜と名づけられ」ました。この「名づける」という行

為は、主権と支配を意味します。また、「あなたにとっては、やみも暗くなく、夜は昼のように明るいので

す。暗やみも光も同じことです。」(詩篇 139:12)とあるように、神は光もやみも支配される方です。それゆ

え、誰一人として神の支配から逃れることはできないことを示唆しています。 

 

●ところで、光とやみが昼と夜と名づけられましたが、光もやみも私たちの目には見えない現実です。この

見えない現実の写しが、第四日目に「二つの大きな光る物」として創造されます。 

 

【新改訳改訂第３版】創世紀 1章 14～19節 

14 神は仰せられた。「光る物が天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。しるしのため、季節のため、日のため、年のた

めにあれ。 

15 また天の大空で光る物となり、地上を照らせ。」そのようになった。 

16 神は二つの大きな光る物を造られた。大きいほうの光る物には昼をつかさどらせ、小さいほうの光る物には夜をつか

さどらせた。また星を造られた。 

17 神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、 

18 また昼と夜とをつかさどり、光とやみとを区別するようにされた。神はそれを見て良しとされた。 

19 夕があり、朝があった。第四日。 

 

●ここに登場する「二つの光る物」とは光源の光としての「太陽」と「月」のことだと理解できます。光源

としての光る物によって、「昼と夜を区別せよ」とあります。これは第一日の、目に見えない「光」と「や

み」が存在していることの写し(コピー)として造られたと考えられます。目に見えない「光」と「やみ」を、

目に見える「昼」と「夜」で示すために、神が創造した存在があるということを物語っています。これを神

学的な言葉で表現すると「一般啓示」と言います。 

 

●「一般啓示」という言葉と対応するのが、「特別啓示」(御子イェシュア)です。「一般啓示」とは自然や歴

史、また人間の存在(男と女)という形を通して現わされている神の啓示です。たとえば、自然におけるすべ

ての存在は、他とのかかわりをもたないで存在しているものは何一つありません。自然の中にあるすべてが

なんらかのかかわりをもって存在しています。樹木一本にしても然りです。太陽の光と熱、大地、水、栄養

を摂ることができるように働いている菌根菌の存在があってはじめて樹木として生きることができるので

す。一般啓示としてのこのいのちのつながりはすべて目に見えない神の世界を表わす写しです。しかしこの

ことも、神の「光」なしには理解することができません。私たちが自然の中にある驚くべきいのちの仕組み

をたとえ知ったとしても、それが神を知ることにつながらないのはそのためです。そこで神は「特別啓示」

としてご自身の御子をこの世にお遣わしになり、直接的に神の「光」をあかししようとされたのです。 

 

●「特別啓示」である神の御子イェシュアはこの世を照らす「光」として遣わされました。イェシュアが語

り、そして彼がなしたすべての行為(奇蹟)は、決して行き当たりばったりの事柄ではなく、そのすべてが神

の「あらかじめ定められた」ご計画と密接につながっているのです。このつながりを自然においてあかしし
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ているのが「一般啓示」です。つまり、目に見える形で啓示されているのですが、「光」を持たない者には

それを理解することができないのです。天からの「光」に照らされることによってはじめて神の「あらかじ

め定めておられる事柄」に導かれるということです。その事柄のことを、聖書は「奥義」ということばで言

い表しています。繰り返しになりますが、神が「あらかじめ定めておられる事柄」とは、神のご計画であり、

神のみこころ、神の御旨、神の目的のことであり、それは決してぶれることなく、神の主権のうちに実現さ

れる事柄です。その事柄がやみの世界に置かれることを神は良しとされたのです。ただし、永遠にではあり

ません。やみが永遠に駆逐される時までです。新しい天と新しい地にはやみがありません。 

 

●使徒パウロは主から与えられた使命を以下のように述べています。 

 

【新改訳改訂第３版】使徒の働き 26章 16～18節 

16 起き上がって、自分の足で立ちなさい。わたしがあなたに現れたのは、あなたが見たこと、また、これから後 

わたしがあなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。 

  17 わたしは、この民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。 

  18 それは彼らの目を開いて、暗やみから光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、わたしを信じる信仰によって、 

彼らに罪の赦しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。』 

 

2.  区別された「光」と「やみ」を表わすさまざまな表象  

 

●使徒パウロは「光」の現実と「暗やみ」の現実を表わすために、さまざまな表象を用いています。その最

初の表象は、「神の知恵」と「この世の知恵」です。同じ「知恵」(「ソフィア」σοφία)ということばを用

いていたとしても、区別されるべき知恵があるということです。 

 

(1) 神の知恵とこの世の知恵の区別 

 

●コリントの教会は、「私は、〇〇〇〇につく」と言って分派をつくり、分裂を招いていた教会でした。そ

の教会に対してパウロは、自分が神から遣わされたのは、(分派をもたらすような)バプテスマを授けるため

ではなく、福音を伝えるためであるとし、この福音を伝えるに当たって、「この世の知恵によって」はしな

いと断言しています。パウロが「知恵」ということばを使うときに、「神の知恵」と「人間の知恵」を明確

に区別して語っています。言い換えの名人であるパウロはそれぞれの「知恵」をいろいろな言葉で言い換え

ています。 

①〔神の知恵〕(Ⅰコリント 1:21)・・ 「隠された奥義としての神の知恵」(Ⅰコリント 2:7) 

②〔人間の知恵〕(Ⅰコリント 2:5)・・ 「ことばの知恵」(同、1:17)、「この世の知恵」(1:20)、 

「自分の知恵」(1:21)、「すぐれたことば」「すぐれた知恵」(2:1)、「説得力のある知恵のことば」(2:4) 

 

●「すぐれたことば」「すぐれた知恵」(2:1)、「説得力のある知恵のことば」(2:4)―それは結構ではないか
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と思うかもしれません。それらは人間的に見るならすばらしい能力のように思います。しかしそれはすべて

「人間の知恵」であるがゆえに、パウロはそのような知恵によって「福音」を語ることはしないとしたので

す。なぜなら、「神の知恵」は「この世の知恵」によっては悟ることができないからです。神の知恵をもし

この世の支配者たちが悟っていたなら、栄光の主を十字架につけはしなかったはずだとパウロは述べていま

す。また、「事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです」(1:21)

と、いわば極めつけとも言えることを述べています。神の知恵は神のすべてのことを知る御霊の助けによっ

てのみ理解できるのです。この御霊は神からの賜物です。この「賜物」について話すのも、人間の知恵によ

ることばを用いず、御霊に教えられたことばを用います。つまり、「御霊のことばをもって御霊のことを解

く」ということです(2:13)。これは詩篇 36篇 9節にある「私たちは光のうちに(=光によって)光を見る」

というフレーズと同じことを言っているのです。 

 

●パウロは、徹頭徹尾、神を中心とした概念で理解し、そして語るという生き方を貫いています。人間的な

概念、人間の経験、価値観、評価によって理解するのではなく、神からの光で、神からの賜物である御霊に

よって神の世界を知る世界です。御霊を与えられている人は、神のすべてのことをわきまえることができま

すが、自分の知恵によってはだれもわきまえることができないのです。 

 

●なつかしの CMに、「ダバダー・ダー・ダー・ダバダー」というメロディがありました。「違いの分かる男、

ゴールドブレンド」。「分かる者には分かる」、「違いの分かる通の者にはこのコーヒーブレンドの良さが分か

る」ということですが、違いが分かるというのはあくまでもこの世におけるところの味です。しかし主にあ

る私たちは、「光の子ども」として、「光」と「やみ」との違い、「神のもの」と「この世のもの」との違い

が分かって、それを区別できなければなりません。なぜなら、それは水と油のように、決して混ざり合うこ

とのできないものだからです。サラダにかけるドレッシングのように、混ざり合うと勘違いしてはならない

のです。違いが分かる者になるには、以下、パウロが語っている事柄の区別を正しく理解しなければなりま

せん。 

 

(2) つり合わぬくびきをいっしょにつけてはいけない 

 

【新改訳改訂第３版】Ⅱコリント 6章 14～18節、7章 1節 

14 不信者と、つり合わぬくびきをいっしょにつけてはいけません。正義と不法とに、どんなつながりがあるでしょう。

光と暗やみとに、どんな交わりがあるでしょう。 

15 キリストとベリアルとに、何の調和があるでしょう。信者と不信者とに、何のかかわりがあるでしょう。 

16 神の宮と偶像とに、何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。 

「わたしは彼らの間に住み、また歩む。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。 

17 それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。 

そうすれば、わたしはあなたがたを受け入れ、18 わたしはあなたがたの父となり、あなたがたはわたしの息子、 

娘となる、と全能の主が言われる。」 

7:1 愛する者たち。私たちはこのような約束を与えられているのですから、いっさいの霊肉の汚れから自分をきよめ、

神を恐れかしこんで聖きを全うしようではありませんか。 
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●「不信者と、つり合わぬくびきをいっしょにつけてはいけません。」の「くびき」というのは結婚のこと

です。全く違った価値観をもった男女がいっしょに歩くことには、無理があるのです。 

①「正義」と「不法」・・・・・・・・ そこには、何のつながりもない。 

②「光」と「暗やみ」・・・・・・・・ そこには、何の交わりもない。 

③「キリスト」と「ベリアル」(※)・・そこには、何の調和もない。 

④「信者」と「不信者」・・・・・・・ そこには、何のかかわりもない。 

⑤「神の宮」と「偶像」・・・・・・・ そこには、何の一致もない。 

 

※「ベリアル」とは、ヘブル語の「ベリッヤアル」(ְּבִלַּיַעל)に相当し、「無い」を意味する「ベリー」(ְּבִלי)と「価値、

有用」を意味する「ヤアル」(ַיַעל)を合成した語彙で、「無益な者」「よこしまな者」と訳されます。新約時代には定冠詞

を伴って人格的な意味を持ち、サタンに対する名称とされています。 

 

●ここには明確に区別されていることがあります。この区別は神が定められたもので、ドレッシングのよう

に混ぜ合わせて良しとしてはならない事柄なのです。なぜ、一見厳しいと思われるような区別がなされるの

でしょうか。それは神と人とが共に住み、歩むためです。ですから、区別が必要なのです。旧約のトーラー

の中に食べて良い物と食べてはならない物、きよい物と汚れた物の区別があるのは、神の民に「神のもの」

と「この世のもの」とを一緒にしてはならないということを教える型であったのです。他の理由は考えられ

ません。 

 

3. エデンの園において与えられた人間の務め 

 

●この問題を、より根源的な視点から考えてみたいと思います。そのためには、神の創造の冠として造られ

た人間アダムに与えられた務めについて注目する必要があります。 

 

【新改訳改訂第３版】創世記 2章 7～9節、15～17節 

7 神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった。 

8 神である【主】は東の方エデンに園を設け、そこに主の形造った人を置かれた。 

9 神である【主】は、その土地から、見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。 

園の中央には、いのちの木、それから善悪の知識の木を生えさせた。 

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。 

 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。 

 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。」 

 

●ここで特に注目したいのは、15節にある「耕す」という使命と「守る」という使命を神がアダムに与え

たということです。これは何を意味するのでしょうか。「食べるのに良いすべての木」が生え、しかも「園

のどの木からでも思いのまま食べてよい」とされていたのです。なにゆえこれ以上、耕す必要があるのでし
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ょうか。何を守る必要があるのでしょうか。しかし神である【主】が「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」のには、それなりの理由があったのです。その理由とは何でしょうか。そ

の前に(少々脱線しますが)、「東の方エデン」ということばの意味について調べてみたいと思います。 

 

●「エデンの園」をヘブル語では「ガン・エーデン」(ַגן־ֵעֶדן)と言います。8節には「東の方(ひがしのかた)

エデン」とあります。原文には「東」を意味する「ケデム」の前に、「～から」を意味する前置詞「ミン」

が結びついて「ミケデム」となり、「東の方」と訳されています。「東の方」と訳されると「東の方角」(ִמן)

のことだと普通は考えます。しかしその場合、どこを基準にして「東の方」なのかよく分かりません。この

「東」と訳された「ケデム」(ֶקֶדם)には、他に「前」とか「昔」という意味があるのです。つまり、「ミケ

デム」(ִמֶקֶדם)で、「前からあった、昔からあった」という意味になります。「昔っていつの頃」と質問され

そうですが、それは「地が造られたときから」としか言いようがありません。はっきりしていることは、人

が造られた時には、すでにエデンの園があったということです。東の方角にではなく、すでに前からあった

エデンという場所に、神は自らの形に似せて造った人(ハ・アーダーム)を置かれたということです。ヘブル

語で調べてみると、聖書の訳のイメージとは随分と変わってしまいます。しかしこういうことを、自ら原語

(ヘブル語)で調べて、その意味を発見して行くことが、これからの新しい世代に求められていることなのだ

と思います。 

 

●ついでに、「エデン」(ֵעֶדן)という意味も調べておきましょう。動詞の「アーダン」(ָעַדן)には「ほしいま

まに楽しみふける」という意味があるようです。確かに、エデンの園には「食べるのに良い」ものがあり、

しかも「思いのまま食べてよい」という園ですから、エデンは贅沢きわまりない豊かな園であったと想像で

きます。 

 

(1) 「耕す」という務め 

●ところで、神がアダムをエデンの園に置かれた目的の第一は、エデンの園を「耕す」ためです。「耕す」

と訳された動詞は「アーヴァド」(ָעַבד)で、これは後の祭司用語の「仕える」という意味です。つまり、こ

こでの「耕す」という意味は、神が与えてくださったエデンの園のすばらしさと豊かさを味わい、さらにそ

こに隠されている豊かさを掘り起こすという務めです。 

 

(2) 「守る」という務め 

●アダムがエデンの園に置かれた目的の第二は、エデンの園を「守る」ためでした。エデンの園というから

には、園の内と外があります。3章の最後には罪を犯したアダムとエバがエデンの園から追い出されるとい

うことが記されています。つまり、エデンの園を「守る」というのは、区別すべきものを区別するという務

めであると考えられます。その証拠に、エデンの園の中央には、食べてよいものと食べてはならないものが

区別されていました。しかもその食べてはならないものを食べるとき、必ず「死ぬ」と警告されていたので

す。区別すべきことを区別する務めが、ここでは「守る」(「シャーマル」ָׁשַמר)という言葉で表現されて

います。しかし、アダムはこの務めに対して忠実ではなかったのです。いつの間にか、狡猾な蛇が園の外か

ら園の中に侵入しているのを許していた事実がそのことを物語っています。 
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●使徒パウロが述べているように、明確に区別すべきものを区別することを怠ると、苦い実を食べることに

なります。もし私たちが神と共に住み、神と共に歩もうと願うならば、区別する務めを、分離すべき務めを、

神の知恵によってなさなければならないのです。なぜなら、私たちは神の知恵によって、神のご計画と御心

と御旨と目的とを知らされた「光の子ども」なのですから。 

 

  2015.11.15 
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シリーズ「聖書における光の概念」(No.3) 

見えないものにこそ、目を留める 

【聖書箇所】Ⅱコリント 4章 18節、5章 16～17節、18～21節、ヘブル 11章 1節 

 

ベレーシート 

 

●「光」の概念とは何か、それを求めてのシリーズの第 3回目です。創世記 1章 3節の「神は仰せられた。

『光があれ。』すると光があった。」という「光」は、私たちの目には見えない「光」です。なぜなら、この

「光」は光源としての光ではなく、神が御子を通して、(世界の基が置かれる前から)「あらかじめ定められ

ていた」神ご自身の緻密なご計画、深淵なみこころ、そして神の御旨と目的を含んだ「測り知れない重い事

柄」を包含した「光」だからです。まさに、この光は「人の心に思い浮かんだことのないもの」なのです。

この「光」は、神が天と地を創造するにあたって、やみの中から呼び出されたのです。 

 

●どんな言葉にも類義語があるように、「光」のような、根源的な事柄を表わす言葉にも類義語が存在しま

す(とはいえ、私たちはそれが類義語であるということを知らずにいる場合が多いのですが)。前回は、「光」

(「オール」אֹור)の類義語として考えられるものとして「知恵」(「ホフマー」ָחְכָמה)を取り上げました。

はからずも、このシリーズ「聖書における光の概念」のメッセージを始めた時と重なるように、「箴言」の

瞑想が始まりました。「箴言」を瞑想して行く中で、そこに登場する「知恵」という言葉が「光」と同義語

であると確信したのです。「知恵」といっても、「この世の知恵」ではなく、「神の知恵」です。「この世の知

恵」によっては神を知ることはできません。同じ「知恵」(「ソフィア」σοφία)という言葉を使っていたと

しても、「神の知恵」と「この世の知恵」は全く異質なものであり、区別すべきものなのです。それらを混

ぜ合わせることなどできません。「この世の知恵」によっては「神の知恵」を悟ることができないという事

実、この事実を知ることも、実は神の知恵なのです。もしこの世の支配者たちが「神の知恵」を悟っていた

なら、決してイェシュアを十字架につけはしなかったはずだとパウロは述べています(Ⅰコリント 2:8)。「こ

の世の知恵」は「やみの中の知恵」であり、たとえその知恵がどんなに賢く、優れていたとしても、その知

恵によっては「光」(「オール」אֹור)を悟ることは絶対に不可能なのです。 

 

●「光」についてのさらなる類義語として、「栄光」という語彙があります。神の測り知れない「重い事柄」

のことを、聖書では「栄光」(ヘブル語では「カーヴォード」ָּכבֹוד、ギリシア語では「ドクサ」δόξα)とい

う言葉で表しています。その「重い事柄」としての神の栄光の現われについては、別途、「シャハイナ・グ

ローリー」として取り扱いたいと思います。 

 

●「光」-「知恵」-「栄光」にはそれぞれ共通しているものがあります。その共通

項とは何でしょうか。その一つは、いずれも「目には見えない」ということです。

そしてもう一つの共通項は、いずれも天地創造の前からあったということです。

「栄光」の場合、ヨハネの福音書 17章にある十字架の前の御父に対するイェシュ
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アの祈りの中に、「今は、父よ。みそばで、わたしを栄光で輝かせてください。世界が存在する前に、ごい

っしょにいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。」(17:5)とあります。「あの栄光」とはいったい

何を意味するのでしょうか。それをあえてことばにするならば、御父と御子との間にある「永遠の信頼」と

いうことにならないでしょうか。イェシュアは地上で御父の栄光を現わされましたが、その最後の十字架の

出来事において「あの栄光で輝かせる」とは、すなわち、天地創造の前からあった「永遠の信頼が貫かれる

こと」を意味するのではないかと思います。 

 

1.  目に見えないものが、目に見えるものを支えているという事実(真理)  

 

●使徒パウロは言いました。「私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見え

るものは一時的であり、目に見えないものはいつまでも続くからです。」(Ⅱコリント 4:18)。これはすごい

発言です。私たちの多くは、「目に見えるものにこそ、目を留めやすい」者だからです。ですから、「神がい

るなら、神を見せてみろ」とか、「オレは見えるものしか信じない」「見えないものは信じられない」といっ

た発言を耳にします。しかし、目に見えないものはこの世界に数多くあります。今日、ノーベル物理賞をも

らっている人たちの研究はほとんどが目に見えない分野のものです。ですから、「オレは見えるものしか信

じられない」と言う人は、科学も信じられないという偏狭な人(高慢な人)ということになります。ただし、

科学のいう目に見えないものと、聖書のいう目に見えないものとは質を全く異にしています。 

 

●上記のⅡコリント書 4章 18節前半の原文を直訳すると、「私たちが目を留めているのは、見えるものでは

なく、かえって見えないもの」となります。「目を留める」という動詞が分詞で使われて主語となり、「見え

るものではなく、かえって見えないもの」の「かえって(むしろ)」を意味する強い否定の接続詞「アッラ」

(ἀλλά)のニュアンスが、新改訳では「見えないものにこそ」という表現で強調されています。つまり、何

がここで強調されているかに心を留める必要があるのです。ちなみに、普通の「しかし」に使われるのは「デ」

(δὲ)です(決して文頭には置かれないのが特徴です)。 

 

●「目を留める」と訳されている動詞「スコペオー」(σκοπέω)は、「～に目を留める、注視する、注目す

る、見張る、気をつける」という意味があります。「見えないもの」とは、「並はずれた永遠の栄光の重み」

をもたらす事柄です(Ⅱコリント 4:17、「新改訳では「測り知れない、重い永遠の栄光」となっています)。

そのことに「目を留める」人は、パウロのいう「成熟した人(成人した人)」を意味します。 

 

●今から 8年以上も前に、「博士の愛した数式」という DVDを観ました。私の心に残る映画となりました。

このことを「牧師の書斎」の「How lovely」という中に掲載しています。この映画は、数という神秘、つ

まり素数、友愛数、完全数といったおもしろさを楽しませながら、ある数式を通してとても大切なメッセー

ジを伝えようとしている映画なのです。その内容ですが、交通事故による脳の機能障害のために 80分しか

記憶がもたないという主人公の博士の心が、επι=－1とする世界から επι＋1＝0の世界へと目が開かれて

いきます。それは主人公にとって、辛い苦悩から心が解き放たれた世界なのです。夜空に光る一条の光が美
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しいように、野に咲く１輪の花が美しいように、極めて美しい世界を επι＋1＝0という数式によって表わ

しているのです。きわめて直観を必要とする映画です。たとえ理性的なことばで説明できなくても、直観に

よって悟る世界、これが数式の面白さだといわんばかりに・・。 

 

●ちなみに、ε (ギリシア語で「エプシロン」の「エ」)はネピア数という無理数でどこまでも続いていく数、π (ギ
リシア語で「ピー」の「ピ」)は円周率でどこまでも割り切れない数、ι (ギリシア語で「イオタ」の「イ」)とは想

像上の数で、決して自分を現わさない虚数。しかもこれら三つは決してつながりをもたない、無関係にしか

見えない数なのです。ある一人の家政婦と出会うまでは、永遠の－1としかとらえることのできなかった主

人公の博士の人生に、「1」が足されることによって世界が変わるのです。ものの見方が変わり、自分を苦し

めていた「－1」が無くなって「0」になることを意味するのです。その「1」とはいったい何なのか、その

解釈はその映画を観る者の一人ひとりにゆだねられているのですが、この映画ではその「1」という数が、「あ

る一人の家政婦」、あるいはその「家政婦とその子ども」だと理解できます。 

 

●私はこの映画を観ながら、視座(ものの見方の座標軸)が聖書の視座にとても似ているように感じました。

使徒パウロのことばで表現するなら、視座が「見えるもの」から「見えないもの」へ移ったと言えると思い

ます。そのひとつの例が映画の中にあります。博士が家政婦に１枚の紙に直線を書かせてこう言います。 

「考えてごらん。君の書いた直線には終わりと始まりがある。だとすると、二つの点を最短距離で結んだ、

これは線分だ。本来、直線の定義には端がない。無限にどこまでも続いていかなければならない。しかし１

枚の紙には限界があるから、とりあえずの線分を本物と了解しているに過ぎない。真実の直線はどこにある

のか。それは心にしかない。自然現象にも感情にも支配されない永遠の真実は、目に見えないのだ。目に見

えない世界が、目に見える世界を支えているんだ。肝心なことは、心で見なければ・・・」 

 

●この台詞の中の「永遠の真実は、目に見えないのだ。目に見えない世界が、目に見える世界を支えている

んだ」という部分はとてもうなずけます。しかし次の台詞、「肝心なことは、心で見なければ・・」という

部分です。これはいただけません。「心で見る」ことによっては永遠の真実は見えないからです。このこと

はこの世の知恵の限界とも言うべきところです。この部分は聖書的に言うならば、「御霊によって」としな

ければならないところですが、そんなことを言えば、ただでも分からないことを、さらに分からなくさせて

しまうので、「心で見なければ・・」となってしまうことは致し方ありません。いずれにしても、この映画

は永遠の真実を数式によって表わそうとするユニークなもので、私にとってとても興味深いものでした。 

 

●言葉を換えると、永遠の真実とは、目に見えている世界が目に見えない世界から始まっているということ

なのです。そのことを教えるために、神はご自身の御子イェシュアをこの世に遣わされたのですが、この永

遠の真実はそう簡単に人々には理解できなかったのです。まさに十字架につけられたイェシュアの十字架の

死は、人間のこの無知をもろに映し出しているとも言えるのです。 
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2.  信仰とは、目に見えないものを確信させる  

 

●永遠の真実とは、永遠においてすでに定められている神のご計画であり、それが実現することを意味しま

す。パウロが「私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。」と言ったのは、彼

が常に「見えないもの」が神によって実現することを確信していたからです。このパウロが「だれでもキリ

ストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ。すべてが新しくな

りました。」ということばを記しています(Ⅱコリント 5:17)。このことばが意味することはどういうことで

しょうか。クリスチャンになった人が自分の姿を見て、「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新

しく造られた者だ」と言うけれども、信じる前と比べて少しも変わっていない。それに「見よ。すべてが新

しくなりました。」と言うけど、そんな実感がまったくしないと不平を言っていました。そんな思いを持っ

たことはありませんか。 

 

●「すべてが新しくなりました」という部分を、キリストを信じて教会に行くようになってから、性格が前

に比べて少し良くなったように思うといったレベルの話だとしたら、とんでもない誤解です。パウロがここ

で語っていることは、ものの見方が全く変わってしまったことではじめて知った事柄を意味しているのです。

イェシュアは夜に訪問して来たユダヤ人の指導者であるニコデモに対してこう答えました。「まことに、ま

ことにあなたに告げます。人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。」(ヨハネ 3:3)

と。そのことばを理解できなかったニコデモに対して、イェシュアがさらに語ったことばは、「人は、水と

御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。・・」(3:5)でした。「水と御霊によって生

まれなければ」とはいったいどういうことでしょうか。 

 

●この箇所にある「水」を「洗礼」のことだと理解している人は多いと思います。確かに、新生を表現する

ものとして、洗礼が教会でなされてきたからです。しかしこの箇所は、教会においてなされてきた伝統が私

たちの目を塞いでいる例のひとつではないかと思うのです。この箇所にある「水と御霊」は、実は神が「光

があれ」と言って光を呼び出される前に存在していたものです。創世記 1章 2節には「地は茫漠として何も

なかった。やみが大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた」とあります。そこにあったのは、地とや

みと大水と神の霊と水です。この混沌とした状況の中から神は光(=神のご計画、神のみこころ、神の御旨、

神の目的を意味する光)を呼び出されて創造のわざをなされ、その創造の冠として人間を造られました。 

ヨハネの福音書 3章 5節では「水と御霊によって」と訳されていますが、「～によって」と訳された部分に、

前置詞の「エク」(ἐκ)が使われています。「エク」(ἐκ)は、本来的には「～の中から」(out of)という意味
をもった前置詞です。つまり、「源、原因、起源となっている状況の中から、新たに生まれなければ」とい

う意味です。とすれば、そこをなぜ「～によって」と訳すのかが疑問です。この疑問は私がその箇所を原語

で見たからです。もし「～によって」(in, by)と手段を表わす前置詞として訳すならば、そこのギリシア語

は「エン」(ἐν)でなければならないはずです。そこをヨハネがあえて「エク」(ἐκ)としているのは、もう一

度「新しく生まれる」ためには、人が混沌の中から再び新しく造られる必要があるということを意味してい

ると考えられます。ヨハネは原始の混沌の状況を「神の霊と水」(「水と御霊」)としているように思われま
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す。とすれば、人が新しく生まれるためには、神は創世記 1章 2節に戻って新しく創造のわざをなさなけれ

ばならなかったということになります。神の道理(道筋)として、そのためには神の御子イェシュアの十字架

の死と復活が不可欠であったのです。イェシュア（キリスト）の十字架の死と復活は、キリストによる新し

い創造における神の必然的な出来事であったということです。それはある一部分を改修、修繕、改良するこ

とでは決してなく、キリストによる完全に新しい創造がなされたことを意味します。 

 

●本来、「洗礼」という儀式はこの信仰を表明する象徴的なしるしであったのだと思います。ただイェシュ

アの時代にはイェシュアの弟子たちが人々に洗礼を授けていました。果たして、弟子たちがその時、洗礼に

込められた深い神の秘密を悟っていたのかどうかは分かりません。いずれにしても、イェシュア自身はバプ

テスマに対して自ら率先してしようとはしなかったようです(ヨハネ 4:2)。それは、洗礼の意味する出来事

が実現する神の「時」がまだ来ていなかったからではないかと思います。 

 

●話を元に戻します。パウロがⅡコリント5章17節で語っていることばのコンテキストを見てみましょう。

この 17節の前の箇所で、パウロは「私は今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的

な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。」(Ⅱコリント 5:16)と語

っています。「人」だけでなく、「キリスト」のことも、です。つまり、人の世界のことも、神の世界のこと

も、すべて人間的な標準で知ろうとはしないという宣言です。「人間的な標準で」とは「目に見える基準で」

ということであり、この表現は「この世の知恵」をも含んでいます。考え方の出発点、つまり考え方の視座

を人間的なものから神に移すことを意味しています。そうした視座からでないと、17節の「だれでもキリ

ストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ。すべてが新しくな

りました。」というみことばは理解できないはずです。ヘブル語の修辞法として、今実現していていなくて

も、将来必ず実現する事柄を「完了形」の動詞で表わします。これを「預言的完了形」と言いますが、使徒

パウロはこの概念で、ギリシア語のアオリスト時制で表しているのです。 

 

●パウロは、Ⅱコリント書 4章 18節で「私たちは、目に見えるものにではなく、見えないものにこそ目を

留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。」と述べた後に、5章では

こう述べています。「私たちの住まいである地上の幕屋がこわれても、神の下さる建物があることを、私た

ちは知っています。それは、人の手によらない、天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、

この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。・・・確かに、私たちは見えるところによってでは

なく、信仰によって歩んでいます。」(Ⅱコリント 5:1～7)。この後に先ほどの、人間的な標準で知ろうとし

ない」という言葉が来て(16節)、17節で「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた

者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。」という信仰のことばを語っているの

です。にもかかわらず、この信仰のことばを人間的な標準で理解しようとすると、自分は何も新しくなって

いない、新しく感じられないということになってしまうのです。人間的な標準(人間的視点)ではなく、神の

標準(神の視点)で考えるということは、神の永遠のご計画の視点から見て、そして、考えるということにな

ります。神の標準は目に見えない信仰の事柄です。ですから、神のマスタープランに対する信仰がなければ、

17節のことばは理解できませんし、またそこに確信と希望を置くことができないのです。すべては神の知
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恵をこの世の知恵で理解しようとするところに問題があります。サラダにかけるドレッシングはよく振れば

混ざったように見えます。同様に、神の知恵とこの世の知恵も、一見混ぜ合わすことができるように思いが

ちですが、時間が経てば再び油と水のように分離してしまうのです。これが神の視点で考えないキリスト者

の姿で、混乱を引き起こす要因ともなっているのです。 

 

●神の視点で永遠の神の事柄を知るためには、信仰が不可欠です。ヘブル人への手紙 11章 1節はこのこと

をよく表わしています。この節は同義的パラレリズム(並行法)で書かれています。つまり、最初の行にある

事柄が、次行では別の言葉で言い換えられているということです。1節のみことばを見てみましょう。 

 

 【新改訳改訂第３版】  

信仰は望んでいる事がらを保証し、 

目に見えないものを確信させるものです。 

 

【新共同訳】 

信仰とは、望んでいる事柄を確信し、 

見えない事実を確認することです。 

●ここで、最初の行の「望んでいる事柄」とは、私たちが「望んでいる事柄」のことではありません。それ

は次の行にあるように「目に見えないもの」のことです。つまり、神の永遠の事柄であり、神のご計画にあ

る秘密、奥義のことです。つまり、神のご計画の最終目標について確認すること、確認させるもの、それが

信仰なのだと定義されています。ヘブル書 11章には、そのような信仰によって生きた人々が挙げられてい

ます。その中のひとりに、アブラハムがいます。 

 

【新改訳改訂第３版】ヘブル書 11章 8～10節 

 8 信仰によって、アブラハムは、相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、 

これに従い、どこに行くのかを知らないで、出て行きました。 

 9 信仰によって、彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束をともに相続するイサクや 

ヤコブとともに天幕生活をしました。 

10 彼は、堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。 

 

●特に、注目すべき点は太字の部分です。「彼は、堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいた」とあり

ます。この「都」は、神のご計画においては「エルサレム」以外にはありません。「エルサレム」こそ、神

のヴィジョンの中心地であるからです。そこに彼は自分の相続財産を受け取るべき地として確信したのです。

その確信は、イサクにも、ヤコブ(イスラエル)にも受け継がれたのです。少なくともアブラハムから三代目

までが記されていますが、その信仰は神の恵みによって受け継がれてゆくのです。都は彼らに対する神から

受け継ぐべき信仰の遺産だったのです。なんとスケールの大きい信仰かと思いますが、私たちに与えられて

いる福音は、すべて神のご計画が完成されるときに完全に賦与されます。そのことを思う時、私たちは永遠

の神のご計画と神のみこころ、そして神の御旨とその目的を知って、そのことを信じる信仰が不可欠です。

なぜなら、信仰とは目に見えない永遠の神のご計画の実現を確信させるものだからです。それゆえ、私たち

は、パウロのように「見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であ

り、目に見えないものはいつまでも続くからです。」(Ⅱコリント 4:18)と言わなければなりません。 
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3.  キリストの使節としての「和解の務め」  

 

●「見えないものにこそ目を留める」ことで、神のご計画と神のみこころ、さらに神の御旨とその目的が見

えてきます。パウロはそこから神の福音、ならびに神の和解の務めを果たそうとしました。神のご計画の最

終目的は、パウロが述べているように、「いっさいのものがキリストにあって、天にあるもの地にあるもの

がこの方(=キリスト)にあって、一つに集められること」(エペソ 1:10)です。これを別のことばでは、「御

国を受け継ぐ」とも表現されます。 

 

●私たちが神の福音を伝える時に、神のご計画の全体像を知っておくことはとても重要なことだと考えます。

なぜなら、それは分別をもって福音を正しく間違いなく伝えることになるからです。美しいパッケージで包

んだ福音はやがてそのもろさが露わにされます。どこかズレたままの信仰で終わってしまうことも少なくな

いと感じます。もし、「イエス様がしたように福音を伝えましょう」と言うからには、それはイェシュアや

その弟子たちが、そしてパウロが語った福音が、すべて「目に見えない」永遠の神の奥義から語られている

ことを心に留めなければなりません。とすれば、すぐには理解できないことも多いのだと思います。真の意

味で福音を分かりやすく語るということは、実はとても難しいことなのです。神の奥義に目が開かれ、神の

秘密を知った者でなければ、それを正しく伝えることができないはずなのです。乳児食のような柔らかいも

のを食べていては成長しません。成長(成熟)するためには、堅い食物を食べられるようにしなければならな

いのです(ヘブル 5:11～14)。それはいつの時代においても、教会における大事業(難事業)ではないでしょ

うか。 

 

●Ⅱコリント書 5章 19節にある「和解の務め」も、神の全体的な視座からなされなければ、単に、「神と人、

人と人とが、民族と民族とが、国と国とが良い関係を持つという意味での和解」のレベルで終わってしまい

ます。キリストの十字架の死による身代わりの死によってなされた神の和解があっても、キリストの復活に

よって啓示されている「復活のからだ」(朽ちないからだ)への期待が希薄なのはなぜでしょうか。神のご計

画によれば、完全な和解も、朽ちない復活のからだへの期待もキリストの再臨なしには実現不可能ですが、

それに対する渇望が希薄なのです。 

 

●和解の務めとは、単に、神と人が、人と人が仲良くなるための表面的な務めではありません。神の隠され

た事柄に関する務めです。パウロはエペソの教会の長老たちに対して語った訣別説教の中で、「主にある者

たちに御国を継がせるために、「御国の福音(神のご計画の全体像)を余すところなく知らせておいた」と述

べています(使徒 20:27)。私たちが神の福音を伝える時に、「目に見えない」永遠の事柄を余すところなく

伝えているかどうかを、日々、丹念に点検し、検証する必要があります。そうでなければ、信仰がどこかで

歪んでしまう懸念があるからです。今までやってきたことを否定されたり、修正を迫られたりすることはだ

れにとっても快い事ではありません。不快なことです。しかし神の事柄に限っては、常に謙虚でなければな

らないはずです。 
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●今、この時代、福音宣教の働き以前に、私たちが語ってきた福音が果たしてイェシュアが語った福音なの

かどうか、初代教会が語った福音であるのかどうかを点検する必要があるのではないかと考えます。パウロ

は「私たちはキリストの使節」(Ⅱコリント 4:20)だと語っています。とすれば、なおさらのこと、イェシ

ュアが語った福音、その弟子たちが語った初代教会の福音、そしてパウロが語った福音が、今日においても

同じように語られているのかどうかを検証することがあってもおかしくありません。むしろ、今日のキリス

ト教会の現状はその必要に迫られていると信じます。単に、多くの人を救うために人間的に操作された福音

ではなく、あるがままの御国の福音とは何か、です。そのためには私たちの理解の型紙がこれから多く破ら

れる必要があります。「私たちは、真理に逆らっては何もすることもできず、真理のためなら、何でもでき

るのです。」(Ⅱコリント 13:8)。自分の理解の型紙が破れることを恐れずに歩む者でありたいと思います。 

 

 

 2015.11.29 
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シリーズ「聖書における光の概念」(No.4) 

シャハイナ・グローリーの諸相 (1) 

【聖書箇所】出エジプト記 3章 1～14節 

 

ベレーシート 

 

●神がやみの中から呼び出された「光」(「オール」אֹור )の概念は、世界の 

基が置かれる前から「あらかじめ定められていた」神ご自身の緻密なご計画、 

深淵なみこころ、そして神の御旨と目的を含んだものです。その「光」と密 

接に関係する語彙として二つの語彙を前回で紹介しました。その一つは、天 

地創造にかかわった神の「知恵」(「ホフマー」ָחְכָמה)で、「人の心に思い 

浮かんだことのないもの」です。そしてもう一つは、永遠の神のうちにある 

信頼という重い事柄としての「栄光」(ヘブル語では「カーヴォード」ָּכבֹוד) 

があることをお話しました。これらの三つに共通する特徴は、天地創造の前から存在するものであること。 

またいずれも目に見えない根源的事柄であるということです。そしてこれらの三つが人間の目に見える形で

現われる時、それが「シャハイナ・グローリー」ということばで表現されるのです。神の歴史の中で目に見

える形として現わされた「シャハイナ・グローリー」の表象は、光、火、煙、雲、雷、いなずま、密雲(や

み)、そして御使いなどですが、その極めつけは人となられたイェシュアご自身です。しかし重要なことは、

他のいずれの表象の中にも御子「イェシュア」の存在があるということを心に留めていただきたいと思いま

す。なぜなら、この方こそ「光」と「知恵」と「栄光」を結びつけている方だからです。 

 

●やみの中から呼び出された光である「イェシュア」、天地創造にかかわった知恵である「イェシュア」、そ

して神の栄光である「イェシュア」が、神の歴史の中でどのように現われているか、その様相を見て行きた

いと思います。今回はその第一回目で、イスラエルの民をエジプトから救い出したモーセに現わされた「シ

ャハイナ・グローリー」に注目したいと思います。この現われが、神のご計画にとっていかなる意味を持ち、

かつ、それに触れたモーセの生涯においてどのような意味を持ったのかを考えてみたいと思います。ちなみ

に、次回は、幕屋それ自体に現わされたシャハイナ・グローリーについて取り上げる予定です。まずは、今

回の聖書箇所として出エジプト記 3章 1～10節を読んでみましょう。 

 

【新改訳改訂第３版】出エジプト記 3章 1～10節 

1 モーセは、ミデヤンの祭司で彼のしゅうと、イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追って行き、 

神の山ホレブにやって来た。 

2 すると【主】の使いが彼に、現れた。柴の中の火の炎の中であった。よく見ると、火で燃えていたのに柴は焼け尽き 

なかった。 

3 モーセは言った。「なぜ柴が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。」 

4 【主】は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は柴の中から彼を呼び、「モーセ、モーセ」と仰せられた。 

彼は「はい。ここにおります」と答えた。 
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5 神は仰せられた。「ここに近づいてはいけない。あなたの足のくつを脱げ。あなたの立っている場所は、聖なる地で 

ある。」 

6 また仰せられた。「わたしは、あなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。」 

モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて、顔を隠した。 

7 【主】は仰せられた。「わたしは、エジプトにいるわたしの民の悩みを確かに見、追い使う者の前の彼らの叫びを 

聞いた。わたしは彼らの痛みを知っている。 

8 わたしが下って来たのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から、広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナ 

ン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる所に、彼らを上らせるためだ。 

9 見よ。今こそ、イスラエル人の叫びはわたしに届いた。わたしはまた、エジプトが彼らをしいたげているそのしい 

たげを見た。 

10 今、行け。わたしはあなたをパロのもとに遣わそう。わたしの民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。」 

 

1.  燃えているのに燃え尽きない柴の光景  

 

●今回の中心人物はモーセです。ミデヤンの祭司で彼のしゅうと、イテロの

羊を飼っていたとあります。「ミデヤン」はアブラハムの子の名前です(創世

記 25:2)。ですから、この民族はイスラエルと血がつながっているのです。

さて、モーセがイテロの羊の群れを荒野の西側に追って行き、神の山ホレブ

にやって来たとあります。この「ホレブ」は「神の山」であり、また「シナ

イ山」とも言われます(従来の説)。ヨセファスによれば、この辺りで最も高

い山(海抜 2,580m)で、羊飼いたちは神の住む聖なる山として近づかなかったようです(「ユダヤ古代史 2

巻、12章」)。神の山ホレブは、後に炎の預言者エリヤがカルメル山でバアルの預言者たちと対決した後に、

神の御旨を求めて四十日四十夜歩いてたどりついた場所でもあります。また使徒パウロがダマスコ途上で

「天からの光」を受けて後、御子からの直接の啓示を受けるために、「アラビアに出て行き、またダマスコ

に戻りました」(ガラテヤ 1:17)とあることから、パウロはこの「神の山」に行った可能性があります。 

またこの山は、エジプトから脱出したイスラエルの民が神と合意に基づく契約を交わした場所でもあります。 

 

●この神の山の東側にイテロの家があったと思われます。そこはモーセが 40 年前にエジプトから逃れてた

どり着いた場所でした。モーセが羊の群れを西側に追って行ったとき、ホレブの山の麓で【主】の使いが彼

に現れたのです。【主】の使いが柴の中の火の炎の中に現われたにもかかわらず、その柴が燃え尽きなかっ

た光景を見て、モーセがこの大いなる(不思議な)光景を見ようと近づいたとき、「モーセ、モーセ」と呼ぶ

主の声を聞いたのです。ここでは【主】の使いが、【主】に変わり、そして神に変わっています。明らかに、

御子イェシュアがここで姿を現わしていると考えられます。 

 

●ところで、神はなぜ「モーセ、モーセ」と二度も名を呼んだのでしょうか。

使徒パウロの場合もヘブル語で「サウロ、サウロ、なぜわたしを迫害するの
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か」とイェシュアから呼びかけられています(使徒 26:14)。またイェシュアは自分を裏切るペテロに対して

も「シモン、シモン」と呼びかけています(ルカ 22:33)。モーセにしても、サウロにしても、ペテロにして

も、共通していることは、彼らがみな神の偉大な働きを担う代表的な人物だということです。最後のさばき

つかさと言われたサムエルもそうでした(Ⅰサムエル 3:10)。名前を二度重ねて呼ばれた人物がもう一人い

ます。それは「マルタ」です(ルカ 10:41)。彼女自身の名をイェシュアが二度も言ったのにはそれなりの大

切な意味があるからです。思うにここではマルタをたしなめる形で語っているのですが、それはマリヤのあ

り方こそ御国において神が求める重要な姿勢であったからです。マルタの名を二度も呼ぶことによってそれ

を示そうとしたのではないかと考えます。 

 

●さて、近づいて来るモーセに対して、神は「ここに近づいてはいけない。あなたの足のくつを脱げ。あな

たの立っている場所は、聖なる地である。」と仰せられました。この太字のフレーズを全く文字通り語られ

た人物がもう一人います。それはモーセの従者であったヨシュアです。ヨルダン川を渡ってギルガルで宿営

していたヨシュアの前に、「抜き身の剣を手に持って」立ちはだかった「ひとりの人」がいました。その「ひ

とりの人」は「わたしは主の軍の将として、今、来たのだ。」と。ヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼

に、「わが主は、何をしもべに告げられるのですか。」と尋ねます。すると主の軍の将は「あなたの足のはき

ものを脱げ。あなたの立っている場所は聖なる所である。」 (ヨシュア記 5:13～15) と語られました。これ

は何を意味しているのでしょうか。 

 

●モーセにしても、ヨシュアにしても、いずれもこれから神の使命が語り伝えられようとしています。モー

セには神の民イスラエルをエジプトの強大な支配から連れ出すという務めの前にを、もう一方のヨシュアに

はカナンの地において町々を征服し、占領して行く戦いの前に語られていることが重要なポイントです。「足

のくつ」と「足のはきもの」の訳語は異なっていますが、原語は全く同じです。それを「脱げ」という意味

は、「これまであなたが歩み、経験して来た一切を捨てよ」ということです。なぜなら、二人とも立ってい

る場所は聖なる所だからです。つまり、その場で告げられる使命の内容が「聖なる」「重い」事柄であり、

人間の理性ではとても理解できない、受け入れられない、不可能な事柄だからです。このことを伝えるため

にいずれも特別に御子が登場しているのです。 

 

●アブラハムのところに訪れた3人の中の一人も実はまさに御子であり、特別な表象はありませんでしたが、

シャハイナ・グローリーでした(創世記 18 章)。その人がアブラハムに伝えたことは何だったでしょうか。

それは「来年の今頃、必ずあなたのところに戻って来ます。そのとき、あなたの妻サラには男の子ができて

いる」という告知でした。この告知を伝えるために現われたのです(創世記 18:10)。そのときすでにアブラ

ハムは 99 歳。妻のサラは 89 歳になっていました。子を産むには不可能と思われる年齢です。しかし神に

不可能はありません。アブラハムが神に選ばれたのは、神の約束を信じる信仰によって生きるというあかし

を立てるためです。彼が地上で得たものはわずかでした。 

 

●アブラハム、モーセ、そしてヨシュアに対して、御子が人となって現われたのですが、それは神の計画を

実現させるためにきわめて重要なみこころを伝えるためであったということが共通しています。このことが



 
     「すべてのことが神からはじまり、そして神により、神へと至る」(私訳 ローマ11:36 ) 

28 
 

できるのは、創造の前から存在している光である方、神の知恵そのものである方、そして神の永遠に切れる

ことのない信頼の絆の栄光を秘めた方だからこそ可能なことなのです。神の顕現の目的は、私たちのさまざ

まな個々の問題を解決し、改善するためではなく、神がすでに定めておられる永遠のご計画を実現するため

です。それゆえ、私たちの信仰の軸を自分中心から神中心への座標軸へと移すことが必要です。そのために、

私たちの心を一新すべきことが求められているのです。神のご計画、神のヴィジョンに私たちが寄り添う時、

神はその者にこの世とは異なる平安と希望をもたらしてくださると信じます。 

 

●前回もお話したように、「私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見える

ものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。」(Ⅱコリント 4:18)のパウロのことばがど

ういうことかを悟らなければなりません。なぜなら、「シャハイナ・グローリー」は神の永遠のご計画の啓

示と密接なつながりを持っているからです。「シャハイナ・グローリー」は、単に、神の臨在を感じたとい

ったレベルのことではなく、みことばが開かれることによって、神の大いなる永遠のご計画とそのみこころ、

神の御旨とその目的が開示される経験を意味しているのではないでしょうか。それが「シャハイナ・グロー

リー」に触れるということだと理解します。とすれば、みことばに仕える者たちは、聖書における神のご計

画そのものを解き明かすメッセージを語るようにならなければならないということでもあります。 

 

2. 初めて明かされた神の名前の秘密  

 

●モーセに対する神の召命は簡潔明瞭です。それはエジプトにいるイスラエルの民をエジプトから連れ出し

て、この山(ホレブ)で神に仕えさせるということです。モーセが神からこの召しを受けた時、モーセの口か

ら出たことばは「私はいったい何者なのでしょう。」というためらいのことばでした。彼は 40年前までエジ

プトのパロの王子としての養育を受け、パロの強大な権力をよく知っていたわけですから無理もありません。

しかもその後の 40 年間は、ミデヤンの地でただ羊を飼うだけの生活を続けた彼にとって、果たしてどれだ

けパロに影響を与えることができるか、さまざまな思いが交錯し、否定的な思いになって辞退を表明します。 

 

●しかしモーセは 13 節で「今、私はイスラエル人のところに行きます」と答えています。そして神との多

くのやり取りをしています。それはすべて神からの召命に答えるための質疑でした。神はモーセの尋ねるこ

とにひとつひとつ応えていきますが、モーセが尋ねるたびに新しい神についての情報が引き出されているの

です。たとえば、神の名前がそうです。もしモーセが尋ね求めなければ知り得なかったものばかりです。こ

のモーセの尋ね求める姿勢はとても重要だと思います。大切な隠されたものは、神に尋ねることによってよ

り明らかにされるようになっているからです。そのようなやり取りの中で、これまで啓示されなかった神の

名前がモーセに明かされます。 

 

【新改訳改訂第３版】出エジプト記 3章 13～15節 

13 モーセは神に申し上げた。「今、私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに『あなたがたの父祖の神が、 

私をあなたがたのもとに遣わされました』と言えば、彼らは、『その名は何ですか』と私に聞くでしょう。 

私は、何と答えたらよいのでしょうか。」 
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14 神はモーセに仰せられた。「わたしは、『わたしはある』という者である。」また仰せられた。「あなたはイスラエル 

人にこう告げなければならない。『わたしはあるという方が、私をあなたがたのところに遣わされた』と。」 

15 神はさらにモーセに仰せられた。「イスラエル人に言え。あなたがたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、 

ヤコブの神、【主】が、私をあなたがたのところに遣わされた、と言え。これが永遠にわたしの名、これが代々に 

わたってわたしの呼び名である。 

 

●ここでは、「あなたがたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、【主】」と、「わたしはあ

るという方」、あるいは、「わたしは、『わたしはある』という者である」は、同義だということです。 

 

●すでに創世記において多くの神の名前が登場しています。たとえば、 

 

「神」(「エローヒーム」ֱא�ִהים) ―1章 1節、他。 

「主」(「アドナイ」יהוה)―2章 4節、他。 

「神」(「エール」ֵאל)―以下のように、他の言葉と結び合わされて使われています。 

「いと高き神」(「エール・エルヨーン」 ֶעְליֹון ֵאל ) ―14章 18, 19, 20, 22節。 

「全能の神」(「エール・シャッダイ」 ַׁשַּדי ֵאל ) ―17章 1節。 

「顧みる神」(「エール・ロイー」 ֳרִאי ֵאל ) ―16章 13節。 

「備えられる主」、正確には「ヴィジョンの神」(「アドナイ・イルエ」 ִיְרֶאה יהוה ) ―22章 14節。 

 

などがそうです。ちなみに、その中でも唯一、神がアブラハムに対して直接に啓示された名は「全能の神」

でした。 

 

●モーセに現わされた神の名は、「エフイェ・アシェル・エフイェ」( ֶאְהֶיה ַאֶׁשר ֶאְהֶיה )は以下のように

訳されています。 

 

新改訳「わたしは、『わたしはある。』という者である。」 

新共同訳「わたしはある。わたしはあるという者だ。」 

口語訳「わたしは有って有る者。」 

岩波訳「わたしはなる。わたしがなるものだ。」 

文語訳「我は有て在る者なり」 

関根訳「わたしはあらんとしてある者である。」 

中澤洽樹訳「わたしは〈われ有り〉という者である。」 

フランシスコ会訳「わたしはある〔エーイェ〕ものである。」 

新世界訳「わたしは自分がなるところのものとなる。」 

 

 

●以上のようにいろいろと訳されているのですが、英語では、I am that(who) I am と訳されており、
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I am that(who) I am の定式の後に来る内容が重要なのです。ヨハネの福音書では、神の御子イェシュ

アがご自分のことを「わたしは・・・である」(エゴー エイミ)という構文の「・・・」の部分に、「いの

ちのパン」(6:35)、「世の光」(8:12)、「門」(10:9)、「良い牧者」(10:11)、「よみがえりであり、いのち」

(11:25)、「道であり、真理であり、いのち」(14:6)、「まことのぶどうの木」(15:1)と入れて自己宣言し

ておられます。このように、ひとつのことばでは言い切れないために、一つの巨大なフォルダとして、「わ

たしはあってある者である」としたのだと思われます。つまり、イェシュアは、出エジプト記 3章 14節

の神の名前とご自身を等しい者として現わされたのです。この名前は、まことに、神の永遠性、超越性、

不変性を表わすのにふさわしいものと言えます。 

 

●モーセにとって自分を遣わす神の名前が何かを知ることはとても重要であったはずですが、後者の「エ

フイェ・アシェル・エフイェ」だけではよく分からなかったのではないかと思います。その証拠に、この

名前が直接人々に語ったことはありません。やがてこの名前を満たすイェシュアが登場したことで、私た

ちは理解できるようになってきたのではないでしょうか。神のすべてを包み込んでしまうような名前、そ

れが出エジプト記 3章 14節の「エフイェ・アシェル・エフイェ」であり、それはイェシュアの名前でも

あったということです。イェシュアという名前は「救い」という意味ですが、神と人とが共にいる実体と

しての名前を「インマヌエル」と言います。「イェシュア」と「インマヌエル」である方を知るだけでも

信仰生活はやっていけるかもしれませんが、それだけでは聖書に啓示されている神のすばらしさを知り、

神を味わうためには不十分なのです。 

 

●「エフイェ・アシェル・エフイェ」という名前は、これから出エジプトを経験して神の民となる者たち

がいろいろな経験をする中で知っていく神の名前だったと言えます。たとえば、出エジプト記では、 

 

「わたしは、あなたをいやす者である。」(15:26)「アニー・アドナイ・ローフエハー」( ֹרְפֶא� יהוה ֲאִני ) 

「主は私の旗」 (主の旗=勝利のしるしとしての旗)」(17:15)「アドナイ・ニッスィー」( ִנִּסי יהוה ) 

「わたしはあなたがたを聖別する主である」(31:13) 

「アニー・アドナイ・メカッディシュヘム」( ְמַקִּדְׁשֶכם יהוה ֲאִני ) 

「主はあわれみ深く、情け深い神、怒るにおそく、恵みとまことに富み、咎と罪を赦す者」(34:6) 

①「主はあわれみ深い」「アドナイ・エール・ラフーム」( ַרחּום ֵאל יהוה ) 

②「主は情け深い神」「アドナイ・ハッヌーン」( ַחּנּון יהוה ) 

③「主は怒るにおそい」「アドナイ・エレフ・アンパイム」( ַאַּפִים ֶאֶר� יהוה ) 

④「主は恵みとまことに富む「アドナイ・ラヴ・ヘセド・ヴェエメット」( ְוֱאֶמת ַרב־ֶחֶסד יהוה ) 

⑤「主は咎と罪を赦す者」「アドナイ・ノーセー・アーヴォーン・ヴァフェシャ・ヴェハッターアー」 

( ְוַחָּטָאה ָוֶפַׁשע ָעֹון ֹנֵׂשא יהוה ) 

などと宣言されていきます。 

 

●神ご自身がモーセに語られた「エフイェ・アシェル・エフイェ」( ֶאְהֶיה ַאֶׁשר ֶאְהֶיה )の動詞「ハーヤ

ー」(ָהָיה)の未完了形は、ある事柄が継続した状態を表しますので、過去、現在、未来のいずれにも用い



 
     「すべてのことが神からはじまり、そして神により、神へと至る」(私訳 ローマ11:36 ) 

31 
 

ることができます。その例としてイェシュアが言われた「わたしは・・である」というエゴー・エイミー

は、常に永遠性をもった自己啓示です。黙示録 1章 4節もそのヒントになります。「常にいまし、昔いま

し、後に来られる方」(Him who is, and who was, and Who is to come) 。もう一つ、ヘブル書

13章 8節の「イエス・キリストは、きのうもきょうも、いつまでも同じです」もヒントになります。 

 

ベアハリート 

 

●「天からの光」に照らされた使徒パウロもモーセと同様、シャハイナ・グローリーを経験した人ですが、

彼は自分に与えられた使命を次のように語っています。少し注釈したことばを入れて読みます。それはこ

うです。「彼ら(ユダヤ人と異邦人)の目を開いて、暗やみ(の圧政)から光に、サタンの支配から神(愛する

御子のご支配の中)に、立ち返らせ(移してくださり)、信仰によって・・御国を受け継がせるため」(使徒

26:18)。 

 

●エジプトにいたイスラエルの民がそこを脱出できたのは大いなる奇蹟です。しかし、暗やみのなかにい

る私たちがそこから救い出されて光の世界、すなわち、御国に入ることはさらなる奇蹟です。前者は後者

の型(予型、ひな型)だったのです。かつてアポロ宇宙船が月に行くことができたのは、地球の重力から脱

出できたからです。地球の場合の脱出可能な速度は、秒速 11.2kmだそうです。これが木星の場合だと秒

速 60km、より大きな質量をもつ太陽になると秒速 613km。すごい力です。しかし太陽以上の星もある

ようです。直径がわずか 15kmしかないにもかかわらず、質量は地球の 33万倍だそうです。その星の重

力から脱出するための速度はなんと秒速 19万 kmです。それでも光ならばその星の重力から脱出できま

す。なぜなら、光の秒速は 30万 kmだからです。しかし、その光の速度をもってしても脱出できない見

えない星(ブラック・ホール)というのが宇宙にはあるのです。光さえ吸収してしまう引力を持っているた

め、その存在が見えないのです。ブラック・ホールにひとたび引き込まれたならば、永遠にそこから脱出

することはできないのです。しかし、もう一度、神のみことばを見てみましょう。 

 

「暗やみ(の圧政から)から光に、サタンの支配から神(愛する御子のご支配の中)に、立ち返らせ(移してく

ださり)、信仰によって・・御国を受け継がせる」(使徒 26:18) 

 

●暗やみの力、サタンの支配とは、まさに霊的な意味での「ブラック・ホール」です。私たちの知恵や力

によっては、この暗やみの支配から脱出することは絶対に出来ません。暗やみの力から救い出してくださ

るのは神の御子イェシュアだけです。ですから、すでに、私たちはすごいお方と出会っているわけです。

たとえ私たちが自覚しようとしまいと、客観的に見るならば、すでにシャハイナ・グローリーを経験して

いるのです。ただ私たちが受け取っている光の量が少ないために、それを十分に理解できていないだけの

ことです。ですから、詩篇の作者のように、「みことばは私の足のともしび、私の道の光です。」と告白で

きるように、みことばを通して、愛する御子を親しく知りつつ、その方が支配される(打ち立てられる)御

国のすばらしさをより深く知って行けるように祈り続けていきたいと思います。 

 2015.12.13 
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シリーズ「聖書における光の概念」(No.5) 

シャハイナ・グローリーの諸相 (2) 

【聖書箇所】出エジプト記 40章 34～38節 

 

ベレーシート 

●20分ほど You Tubeのビデオ(ドキュメンタリー「本当のシナイ山」)を観ていただきました。前回のメッ

セージで、モーセが神から「イスラエルの民をエジプトから連れ出せ」という召命を受けた場所が「シナイ

山」の麓であり、そこでモーセは「燃えているのに燃え尽きない柴」という不思議な光景を見たという話を

いたしました。ところがその後このビデオを観て、これまでの出エジプトのルートとは異なる新たなルート

があることを知りました。それは画期的な考古学的な発見によるもので、きわめて有力なルートであること

が裏付けられています。しかもそれが発見されたのはすでに 20年前です。 

 
【図 1】                           【図 2】                           【図 3】 

 

 

●このビデオを観て私が驚いたのは、従来のシナイ山は、3, 4世紀にコンスタンティヌス皇帝の母ヘレナに
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よって認定されたものであること。しかもそこが聖書に出て来るシナイ山であることを示す考古学的証拠が

何一つ存在しないこと。しかし新しいルートでは聖書に記されている事柄の考古学的証拠が発見されている

ということです。海を渡ったとされる新たな場所(図 2の黄色の丸枠で囲った場所―今日の航空写真)には、約 200

万人が集結可能な砂浜があるだけでなく、その沖合は浅瀬になっており、その海底には珊瑚がくっついたエ

ジプト軍の戦車の車輪が発見されているということなどです。 

 

●関心のある方は、https://www.youtube.com/watch?v=QdMDm3apWzU をご自分でご覧ください。 

また、フルダ・K・伊藤著「一人で学べる出エジプト記」(文芸社、2010年)にある「補注18,355～360頁」

も参照のこと。たとえこのことが事実であったとしても、今回扱うことになる「幕屋」における「シャハイ

ナ・グローリー」―主の栄光の現われーの諸相については何の支障もありません。 

 

●さて、神がやみの中から呼び出された「光」(「オール」אֹור)の概念は、世界の基が置かれる前から「あ

らかじめ定められていた」神ご自身の緻密なご計画、深淵なみこころ、そして神の御旨と目的を含んだもの

であること。その「光」と密接に関係する語彙として二つの語彙を前回で紹介しました。その一つは、天地

創造にかかわった神の「知恵」(「ホフマー」ָחְכַמה)で、「人の心に思い浮かんだことのないもの」です。

そしてもう一つは、永遠の神のうちにある信頼という重い事柄としての「栄光」(ヘブル語では「カーヴォ

ード」ָּכבֹוד)があることをお話しました。これらの三つが人間の目に見える形で現われる時、それが「シャ

ハイナ・グローリー」ということばで表現されるのです。神の歴史の中で目に見える形として現わされた「シ

ャハイナ・グローリー」の表象は、光、火、煙、雲、雷、いなずま、密雲(やみ)、そして御使いなどですが、

その極めつけは人となられたイェシュアご自身です。しかし重要なことは、他のいずれの表象の中にも御子

「イェシュア」の存在があるということを心に留めていただきたいと思います。なぜなら、この方こそ「光」

と「知恵」と「栄光」を結びつけている方だからです。今回、これらがひとつになって現わされた「幕屋」

に焦点を当ててみたいと思います。 

 

1.  幕屋に現わされたシャハイナ・グローリー  

 

●神の山ホレブで召命を受けたモーセは、エジプトから導き出す民をこの山(ホレブの山)で仕えさせよと神

から命じられました(出3:12)。神の不思議なみわざによって、エジプトを脱出したイスラエルの民は脱出し

てから三か月目にホレブの山の麓まで来て宿営し、そこで神である主と合意に基づく契約を交わすことにな

ります。これが「シナイ契約」と言われるものです。その契約が交わされる流れは以下のとおりです。 

まずは、民に語るべきことがらがモーセに告げられます。 

  

【新改訳改訂第３版】出エジプト記19章3～8節 

3 モーセは神のみもとに上って行った。【主】は山から彼を呼んで仰せられた。「あなたは、このように、ヤコブの家に 

言い、イスラエルの人々に告げよ。 

4 あなたがたは、わたしがエジプトにしたこと、また、あなたがたを鷲の翼に載せ、わたしのもとに連れて来たことを 

見た。 

https://www.youtube.com/watch?v=QdMDm3apWzU
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5 今、もしあなたがたが、まことにわたしの声に聞き従い、わたしの契約を守るなら、あなたがたはすべての国々の民の 

中にあって、わたしの宝となる。全世界はわたしのものであるから。 

6 あなたがたはわたしにとって祭司の王国、聖なる国民となる。これが、イスラエル人にあなたの語るべきことばである。」 

7 モーセは行って、民の長老たちを呼び寄せ、【主】が命じられたこれらのことばをみな、彼らの前に述べた。 

8 すると民はみな口をそろえて答えた。「私たちは【主】が仰せられたことを、みな行います。」それでモーセは民の 

ことばを【主】に持って帰った。 

 

●まさに合意に基づく契約を交わそうとしています。その契約の内容を受け取るために、モーセは再び山に

登り、神からその契約の内容を受け取ったのです。民はその内容を、モーセを通して知らされました。その

ときにも民たちは声をひとつにして「主の仰せられたことはみな行います。」と答え、そのあかしとして、

イスラエルの12の部族にしたがって12の石の柱を建てました。その柱の跡が、先ほど述べた「新しいシナ

イ山」のふもとにあることが確認されています。 

 

●シナイ山は全山が煙っており、その煙は、かまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えていました。

煙が立ち上るということはそこに火があることを示しています。モーセだけ何度もシナイ山に上っています

が、その都度、雲が山をおおっていました。それは主の栄光がシナイ山にとどまっていたことのしるしです。

その主の栄光は、イスラエルの人々の目には「山の頂で燃え上がる火のように見えた」とあります(出24:17)。 

 

●40日40夜、モーセは山で主から示されるさまざまなことを聞いていましたが、その中に「幕屋の建造」

についての詳細が告げられます。その「幕屋建造」の目的はただ一つ、それは「わたしは彼らの中に住む」

ためです。この「幕屋」は、目に見えない神の「光」、および「知恵」、そして「栄光」の「写し」(影)が目

に見える形として現わされたものです。ですから、その幕屋は「光であるイェシュア」、「神の知恵であるイ

ェシュア」、「永遠の栄光であるイェシュア」が結集されたイェシュア自身の型なのです。その「幕屋」につ

いての詳しい学びは、来年1月に入ってからしたいと思います。 

 

●エジプトを脱出したイスラエルの民は、その丁度一年後に、神の山ホレブの麓に「幕屋」を建造します。

この幕屋建造のためには多くの材料が必要でした。イスラエルの人々はそのために、エジプト脱出の際に持

ってきた多くのものを自ら進んでささげました。幕屋建造のために、ユダ部族のフルの子であるウリの子ベ

ツァルエル、およびダン部族のアヒサマクの子オホリアブがこの働きのために名指しで指名されました。主

は彼らをすぐれた知恵で満たし、幕屋の中で使われるすべてのものー彫刻や刺繍の模様に至るまでーの設計

をする仕事をさせたのです。しかし最終的なチェックは神から示されたモーセしか行うことができません。

そこで、モーセは幕屋のすべてが「主が命じられたとおりに」になされたことを確認して、彼らを祝福しま

した。さて、最後に、幕屋は指定されたとおりに組み立てられます。「台座を据え、その板を立て、その横

木を通し、その柱を立て・・・・」と、主がモーセに命じられたとおりに、幕屋全体が組み立てられて行き

ました。 

 

【新改訳改訂第３版】出エジプト記 40章17節、34～38節 

17 第二年目の第一月、その月の第一日に幕屋は建てられた。 
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34 そのとき、雲は会見の天幕をおおい、【主】の栄光が幕屋に満ちた。 

35 モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、 

【主】の栄光が幕屋に満ちていたからである。 

36 イスラエル人は、旅路にある間、いつも雲が幕屋から上ったときに旅立った。 

37 雲が上らないと、上る日まで、旅立たなかった。 

38 イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は【主】の雲が幕屋の上に、夜は 

雲の中に火があるのを、いつも見ていたからである。 

 

●神と人とが共に住むという「幕屋」は、神の永遠のヴィジョンである「聖なる都、新しいエルサレム」(黙

示録21:2～4)の型です。幕屋には、神と人とが共に住むという神のご計画、神のみこころとその御旨と目的

が、神の深遠な知恵によって神の栄光を秘めた形で表されているのです。とすれば、それを知るためには、

目に見える「幕屋」について詳しく学ぶ必要があるのは至極当然のことです。 

 

●「ことばは人となって、私たちの間に住まわれた」(ヨハネ1:14)とあります。この「住まわれた」という

動詞こそ「幕屋を張られた」という意味なのです。ギリシア語では「スケイノー」(σκηνόω)、ヘブル語で

は「シャーハン」(ָׁשַכן)となります。ヨハネはここで、ことばであるイェシュアこそ「幕屋」そのものであ

ことを紹介し、その福音書の中でイェシュアこそ「幕屋」そのものであり、神と人とが共に住むことを実現

するお方であることをあかししたのです。イェシュアはユダヤ人の指導者たちにこう述べています。「あな

たがたは、聖書の中に永遠のいのちがあると思うので、聖書を調べています。その聖書が、わたしについて

証言しているのです。それなのに、あなたがたは、いのちを得るためにわたしのもとに来ようとはしません。」

(ヨハネ5:40)。これは今日の私たちにも言えることではないでしょうか。その証拠のひとつに詩篇1篇に記

されている「幸いなのは、その人」の「その人」がだれのことを指して言われているのか分からないのです。 

 

●主がイスラエルの民の中に住むために建造させた「幕屋」(「ミシュカーン」ִמְׁשָּכן)を、聖書では以下の

ようにいろいろな言葉で言い換えられています。「主の幕屋」「あかしの幕屋」「会見の天幕」「会見の天幕で

ある幕屋」「あかしの天幕」「聖所」「主の聖所」「主の家」などです。ソロモンの時代には「ミシュカーン」

は「神殿」となります。「ミシュカーン」という語の語源は「住む、とどまる」という意味の「シャーハン」

と同語根です。また「天幕」(「オ(ְשִּכיָנה)という動詞で、神の栄光の臨在を表わす「シェキナー」(ָׁשַכן)

ーヘル」ֹאֶהל)は、「落ち着く」「住む」という動詞「アーハル」(ָאַהל)から来ています。 

 

●モーセが「宿営の外」の離れたところに張った「天幕」は、「会見の天幕」(出33:7)と呼ばれます(新共同

訳は「臨在の幕屋」と訳しています)。それは、宿営の真ん中に設置される「天幕」、すなわち「幕屋」とは

異なり、「幕屋」が完成するまでの間、人々が主を求めるための臨時の天幕として監視付で設置されたもの

です。その臨時の天幕でも、「モーセが天幕に入ると、雲の柱が降りて来て、天幕の入口に立った。主はモ

ーセと語られた。」(出33:9)とあります。それと同じ雲の柱が、幕屋が完成された時に再び降りて来ていま

す。幕屋には、神と人とが共に住むということがどういうことか、そしてそこにどんなに深い知恵が隠され

ているか、またそこにいかに重い永遠の事柄が隠されているかを、私たちに啓示しているのです。その隠さ
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れた事柄を知ることが、私たちが主を知り、主を求めることです。しかしその事柄の全貌を知ることは今の

私たちには許されていません。それが見えたとしても、知り得たとしても、まだボンヤリ状態でしかありま

せん。 

 

●「【主】の栄光が幕屋に満ちたとき、モーセは会見の天幕に入ることができなかった。」(出40:34～35)と

あります。それはどういうことなのでしょうか。神の友として神と親しく語り合うことのできたモーセです。

幕屋にはいつでも自由に入ることの許されたモーセでさえも、神の栄光が幕屋に満ちたそのときは、そこに

入ることができなかったのです。その一つの解釈は、主の栄光が天幕の中に照り輝いたために、つまり、余

りに眩しすぎて入って行くことができなかったのではないかと言えます。 

 

●ソロモンが後に神殿を建てて奉献した時に、雲が主の宮に満ちて、「祭司たちは、その雲にさえぎられ、

そこに立って仕えることができなかった」とあります(Ⅰ列王記8:11)。ここでの主の栄光は目が眩む程のま

ぶしく輝く栄光ではなく、その反対、つまり真っ暗な密雲が主の宮を満たしたので、立っていることができ

なかったということです。主の栄光が現わされる諸相は、ある時は真っ暗な蜜雲の中に、時にはまぶしい輝

きの中に現わされたということです。 

 

2.  栄光の雲がイスラエルの民を導いた  

 

【新改訳改訂第３版】出エジプト記 40章36～38節 

36 イスラエル人は、旅路にある間、いつも雲が幕屋から上ったときに旅立った。 

37 雲が上らないと、上る日まで、旅立たなかった。 

38 イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は【主】の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのを、 

いつも見ていたからである。 

 

●幕屋の上をおおった「雲」は神の臨在の象徴です。実は、この雲は幕屋が完成する前から、常にイスラエ

ルの民をおおっていたものでした。「雲の柱」と「火の柱」とは別々のものではなく、一体のものです。昼

間は「雲の柱」として見えていたものが、夜には「火の柱」として見えたのです。ですから、「雲の柱」と

「火の柱」は、神の臨在を象徴する一つのしるしなのです。 

 

●「雲」についての記述は、出エジプト記にはすでに四か所で記されています。 

雲の柱「アンムード・アーナーン」( ָעָנן ַעּמּוד ) 

火の柱「アンムード・エーシュ」( ֵאׁש ַעּמּוד ) 

 

出  13:21 【主】は、昼は、途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、夜は、彼らを照らすため、火の柱の中にいて、 

彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んで行くためであった。 

出  13:22 昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。 

出  14:19 ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは、移って、彼らのあとを進んだ。それで、 
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雲の柱は彼らの前から移って、彼らのうしろに立ち、(―そのために真っ暗な闇がエジプトの陣営を襲った 

ために、思うようにイスラエル人に近づくことができなかったのですー) 

出  14:24 朝の見張りのころ、【主】は火と雲の柱のうちからエジプトの陣営を見おろし、エジプトの陣営を 

かき乱された。 

 

●昼間には日陰となる「雲」、夜は火のように輝く「雲」、それは実に不思議な雲です。ずっと動くことなく

とどまっている雲など、この世には存在しません。雲はたえず動いており、どんなに曇っていてもやがては

晴れます。もし雲が動くたびに移動していたとしたら、気まぐれな雲の動きに翻弄されて疲れてしまいます。

ところが神の臨在を象徴する「雲」は、灼熱の太陽を覆って身を守ってくださるだけでなく、出発や移動を

促す「時」を知らせる役割もあったのです。この雲はまっすぐに立っており、「雲の柱」と呼ばれています。

「柱」は「アンムード」( ּמּודעַ  )で「雲の柱」「火の柱」として民を守り導きました。イスラエルの民たちは

この雲が幕屋から離れ上ったときに旅立つことになります。雲が動かなければイスラエルの民はそこにとど

まり続けました。したがって、イスラエルの民はいつも「雲」を見ていなければなりませんでした。 

 

●「旅立った」と「宿営した」の二つの動詞は民数記の特愛用語です。「旅立った」と訳されるヘブル語は

「ナーサ」(ָנַסע)。本来は「天幕の杭を引き抜く」という意味で、出発する、旅立つ、移動するという意味

になります。旧約146回のうち、民数記では89回使われています。もうひとつの「宿営した」と訳されるヘ

ブル語は「ハーナー」(ָחָנה)です。本来は「(陽が)傾く、野営する、天幕を張る」という意味で、そこから

「とどまる」という意味が派生しています。旧約143回のうち、民数記では74回も使われています。 

 

●雲の導きによってただちに「旅立つ」ことは、ある意味で変化のある楽しい時かもしれませんが、いつ動

くともなくじっとある場所に「宿営する」(とどまっている)ことは、ある人にとっては苦痛かもしれません。

しかし主にある者たちの歩みにおいては、「とどまる」ことをしっかりと学ぶ必要があるのです。なぜなら、

イェシュアはしばしば弟子たちにそのことを強調されたからです。「わたしにとどまっていなさい」と。そ

れは神の臨在の雲の中で主との親しい交わりのときを過ごすことだからです。雲がとどまるのは、主との親

しい交わりへと招くためです。出エジプト記24章15～16, 18節にはこうあります。 

 

15 モーセが山に登ると、雲が山をおおった。 

16 主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は六日間、山をおおっていた。七日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。 

18 モーセは雲の中にはいって行き、山に登った。そして、モーセは四十日四十夜、山にいた。 

 

●主はモーセを雲の中から招きました。そしてモーセはその雲の中に入って40日間、主との親しい交わりを

する機会に恵まれたのです。神の臨在の象徴である雲の中に入ることは、神との親しい交わりに招かれるし

るしです。やがてそこから新たな啓示が与えられ、新たな旅立ちがはじまるのです。それゆえ、私たちは「雲

の中に入ること」を訓練されなければなりません。なぜなら、「主は雲の中からモーセを呼ばれた」からで

す。今日もこの雲は、聖霊という形で私たちに寄り添っておられるのです。 

2015. 12.27 
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シリーズ「聖書における光の概念」(No.6) 

シャハイナ・グローリーの諸相 (3) 

【聖書箇所】マタイの福音書 17章 1～9節 

ベレーシート 

●「シャハイナ・グローリーの諸相」としての第一は、神がホレブ山の麓で、「燃え尽きない柴」の中に現

わされました。それは神がご自分の民をエジプトの地から救い出すためにモーセを召し出す場面です。第二

は、神と神の民が共に住むための象徴としての「幕屋」が建造されたときに、神の栄光の雲がその幕屋をお

おうという形で現わされました。その幕屋には昼は雲の柱、夜は火の柱として主の臨在が現わされていまし

た。後のソロモン時代に移動式の幕屋から固定式の神殿へと変化しますが、その本質は同じです。目に見え

ない神と人との交わりが、目に見える幕屋、あるいは神殿を通して啓示されたのでした。やがてその幕屋(神

殿)における主の臨在は、「人となったイェシュア」に現わされます。そのことをヨハネは次のように記して

います。 

 

【新改訳改訂第３版】ヨハネの福音書 1章 14節  

ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから来られたひとり子 

としての栄光である。この方は恵みとまことに満ちておられた。 

 

●「ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。」の中にある「住まわれた」と訳された動詞は「幕屋

を張った」という意味の「スケーノー(σκηνόω)」のアオリストです。つまり、神と人とが共に住むために、

神の御子の栄光がイェシュアという人の形を取って現わされたのです。「ことば」という表象で現わされた

父のみもとから来られたひとり子の神としての栄光を、私たちは見たとヨハネは宣言していますが、特に「七

つのしるし」の中にその栄光を垣間見たことをヨハネは証ししています。しかし共観福音書(マタイ、マル

コ、ルカ)においては、いずれも「山上の変貌」の出来事において神の御子の本来

の栄光の姿が現わされたことを書き記しています。今回は、イェシュアの「山上

の変貌」におけるシャハイナ・グローリーとその意味することに目を留めたいと

思います。この出来事が神のご計画において何を私たちに指し示しているのでし

ょうか。それは私たちにどんな希望を与えてくれるのでしょうか。 

 

1.  「山上の変貌」の出来事に至るまでの文脈  

 

●ガリラヤから始まった公生涯の期間は三年半ですが、「山上の変貌」の出来事はイェシュアの公生涯にお

いて、最後の一年の少し前頃に位置します。この頃、イェシュアは北の地方にあるツロやシドンの町にも(立

ちのかれるかたちで)出かけています。この前後に、「五千人の給食」の奇蹟と「四千人の給食」の奇蹟がな

されています。この二つの奇蹟は前者が「メシア王国における神との食卓」を啓示し、後者は「新しいエル
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サレムにおける神との食卓」を啓示しています(詳しくは、牧師の書斎の『ヘブル・ミドゥラーシュ例会』

の中にあるー「五千人の給食」と「四千人の給食」の奇跡に見る「御国の福音」のヴィジョンーを参照のこ

と)。 

 

●イェシュアがなさったこと、語ったことのすべては、神の永遠のご計画に基づいた御国についてであり、

御国における福音です。そしてイェシュアは、ご自分が王としてこの地を治める(支配する)王国に、共に住

む者たちを神の食卓に招こうとしておられるのです。 

 

(1) ピリポ・カイザリヤにおけるペテロの信仰告白  

 

●その後に、イェシュアは弟子たちを連れて「ピリポ・カイザリヤ」という町に出かけます。そこでの伝道

の記録はありませんが、この地に弟子たちを連れて行き、そこで重要な質問をしたことに意味があるのです。

その問いは御子イェシュアの生涯を二分するほど重要な問いなのです。 

 

【新改訳改訂第３版】マタイの福音書16章13～16節 

13 さて、ピリポ・カイザリヤの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言 

われた。「人々は人の子をだれだと言っていますか。」 

14 彼らは言った。「バプテスマのヨハネだと言う人もあり、エリヤだと言う人も 

あります。またほかの人たちはエレミヤだとか、また預言者のひとりだとも言っ 

ています。」 

15 イエスは彼らに言われた。「あなたがたは、わたしをだれだと言いますか。」 

16 シモン・ペテロが答えて言った。「あなたは、生ける神の御子キリストです。」 

 

●第一の問いはイェシュアの生涯のこれまでを要約する問いです。それは

「イェシュアとはだれか」という問いです。後半は「イェシュアはなぜ来ら

れたのか」という問いが隠されています。第一の問いに対しては、弟子の筆

頭であるペテロが「あなたは、生ける神の御子キリストです」と答えます。

この答えが、「ピリポ・カイザリヤ」の地(右地図の緑枠)でなされた事が重要です。というのは、この町の

名前の由来が当時の世界を支配していたローマ皇帝と深く結びついているからです。紀元前20年に、ヘロデ

大王が皇帝アウグストゥスからこの地を拝領したことで、この地に皇帝の像を安置した大理石の神殿を建立

して、敬意を表すためにこの町の名前を「カイザリヤ」(=カエザルの町という意味)と改めました。後に、

ヘロデ大王の息子ピリポが(緑枠の地)父の建立した「カイザリヤ」(黒枠の地)と区別するために、自分の名

前をつけて「ピリポ・カイザリヤ」としたのです。ここで、重要なことは、皇帝の政治力が神のように礼拝

を受けている町において、「あなたは、生ける神の御子キリストです」という信仰告白が導き出された事で

す。実は、このキリスト告白は、ある意味で、殉教を意味する告白でもあるのです。なぜなら、当時は、ロ

ーマの皇帝こそ世界の「救い主」であり、「神」としても仰がれていたからです。ペテロの告白はそれに対

抗することを意味していたのです。 
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(2) メシアの秘密  

 

●ペテロの告白に対して、イェシュアは「バルヨナ・シモン。あなたは幸いです。このことをあなたに示し

たのは人間ではなく、天にいますわたしの父です」と釘を刺しました。そして、御父の示しに続いて御子イ

ェシュアもペテロに対して言います。「あなたはペテロ(岩)です。わたしはこの岩(ペテロの告白)の上にわた

しの教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。わたしはあなたに天の御国のかぎを上げま

す。・・・」(マタイ16:18～19)。と同時に、弟子たちに自分がキリストであることをだれにも言ってはな

らないと戒めます。つまり「メシアの秘密」です。福音書にはこうした「メシアの秘密」がしばしば登場し

ます。なぜ秘密にする必要があったのでしょうか。それは信仰告白が意味する重大さ(つまり神の永遠のご

計画、神のみこころ、神の御旨と目的)が、人々に正しく理解されないからです。イェシュアが神の御子キ

リストであることを正しく理解するためには、人々(弟子たちも同じく)の「理解の型紙」が打ち破られる必

要があります。人々が求め期待していたメシアは人々の考えている「栄光のメシア」です。しかしイェシュ

アが「栄光のメシア」として現わされるためには、その前に「苦難のメシア」として現わされなければなら

ないというのが神のご計画でした。このことはすでに旧約の預言者たちが預言していたことなのです。真の

メシアは苦難を受けた後に栄光に入るというのが神のご計画であり、神のみこころでした。ところがイェシ

ュアの弟子たちはそのことを理解することができなかったのです。イェシュアが「生ける神の御子キリスト」

であることが人々に正しく理解されるためには、苦難を受けることがどうしても必要だったのです。そこで

イェシュアはそのことを初めて弟子たちに語り始めるのです。その部分を見てみましょう。 

 

【新改訳改訂第３版】マタイの福音書16章21～23節 

21 その時から、イエス・キリストは、ご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの 

苦しみを受け、殺され、そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。 

22 するとペテロは、イエスを引き寄せて、いさめ始めた。「主よ。神の御恵みがありますように。そんなことが、 

あなたに起こるはずはありません。」 

23 しかし、イエスは振り向いて、ペテロに言われた。「下がれ。サタン。あなたはわたしの邪魔をするものだ。 

あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。」 

 

●イェシュアの口から語られる初めての受難と復活の最初の予告でした。最初の予告というからにはその後

もあるということです。実際、この予告は3回繰り返されています。最初の予告の時に、弟子たちの中で最

初に反応したのはペテロでした。すばらしい信仰告白をしたペテロでしたが、彼が受難と死と復活の予告を

聞いて、彼の口から出たことばは、「主よ。とんでもないことです。そんなことが、あなたに起こるはずは

ありません。」ということでした。ところが、それに対するイェシュアの反応はなんと厳しい叱責でした。「下

がれ。サタン。あなたはわたしの邪魔をするものだ。」と。このイェシュアのペテロに対する叱責は、「お前

の方こそ、とんでもないことだ」という意味です。父である神に導かれて信仰の告白をした同じ人物の口か

ら、今度はサタンに導かれた発言がなされたのです。それに対してイェシュアは厳しい叱責を彼にしました。

おそらく、他の弟子たちもこのイェシュアの叱責を聞いて引いてしまった感があることは否めません。彼ら

は旧約聖書の預言者たちが語っていた「キリストは、必ず、そのような苦しみを受けて、それから、栄光に
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入る」という預言を知らなかったのですから。ですから復活後に、メシアが栄光に入る前に、受難と死を受

けるということを改めてイェシュアから聖書全体からそのことを説明されるまで全く理解することができ

なかったのです。イェシュアの弟子であったとしても、神が預言者たちを通して啓示された聖書を自ら読も

うとしない限り、だれでも神の事柄を自分の理解の枠でしか理解できないということです。 

 

(3) 御国に生きる神の民  

 

●このイェシュアの叱責の後に、イェシュアは「だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、

日々自分の十字架を負い、そしてわたしについて来なさい。」と言われました。ここで語られている「わた

し」とは神の王国の王となられる方のことばであることを念頭に置かなければなりません。なぜ、「自分を

捨て、日々自分の十字架を負って」ついて行かなければならないのか。その理由が次に語られます。「自分

のいのちを救おうと思う者は、それを失い、わたしのために自分のいのちを失う者は、それを得るのです。」

というのがその理由です(24節)。イェシュアの弟子となることがどういうことかを教えられたのです。 

 

●ルカの福音書では、9章 57節以降にイェシュアについて行きたいと申し出た人たち、イェシュアから「つ

いて来なさい」と呼びかけられた人が登場します。そのうちでイェシュアに呼びかけられた人が「まず行っ

て、私の父を葬ることを許してください。」と申し出ます。するとイェシュアは「いいですよ」と言われま

せんでした。「死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って、神の国を言い広めな

さい」と言われたのです。このイェシュアのことばが意味することはなんでしょう。神の国(御国の福音)を

言い広める、あかしするという重要な働きを何よりも優先するようにという意味で語られ、招かれています。

親族におけるかかわりよりも優先されるべきことに従事することが、御国に生きる者のなすべき事柄だから

です。自分にとって大切にしている事柄を「自分のいのち」と言い換えるならば、それを優先しようとすれ

ばそれを失い、それを王であるイェシュアのために放棄するならば、それを救う(得る)のだと言われました。 

イェシュアは「御国」という神の支配の現実―それが近くに来ていることーを、この世にあかしすることの

優先性、重大性を確認するようにと弟子たちに迫まっておられたのではないでしょうか。 

 

2.  山上での変貌におけるシャハイナ・グローリー  

 

●ペテロの信仰告白から六日たってから、イェシュアとその弟子たち

の中から三人の者(ペテロ、ヨハネ、ヤコブ)だけを連れて、ピリポ・

カイザリヤからさらに北にある高い山に向かいます。その「高い山」

とは、「ヘルモン山」(2,774m)だと言われています(右図)。約一週間の弟子たちの心中を察するならば、次

のようなことが言えます(甲斐慎一郎著「キリストの生涯の学び」より)。 

①弟子たちはイェシュアにつまずいた。おそらくイェシュアの厳しい叱責に腹を立て、憤慨したはず。 

②弟子たちはイェシュアがわからなくなった。理解できなくなった。 

③弟子たちはイェシュアが本当に神なのかどうか、メシアなのかどうか疑い始めた。 
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●そうした状況からイェシュアは三人の者だけをひそかに(内密に)連れて、彼らをヘルモン山へと導かれま

した。だれのためでしょうか。それはイェシュア自身のためではありません。そこへ連れて行った弟子たち

のためです。そのことを念頭において下さい。 

 

●「山上の変貌」の記事は共観福音書がそろって扱っていますので、それらを見比べて読むのが重要です。

三者の視点から見るので、細部は多少異なるのは当然ですが、より全体像が明確になってきます。ここでは

マタイの福音書だけを掲載しますが、マルコ(9:2～9)とルカ(9:28～36)は別紙でご覧ください。 

 

【新改訳改訂第３版】マタイの福音書17章1～9節 

 1 それから六日たって、イエスは、ペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて、高い山に導いて行かれた。 

 2 そして彼らの目の前で、御姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。 

 3 しかも、モーセとエリヤが現れてイエスと話し合っているではないか。 

 4 すると、ペテロが口出ししてイエスに言った。「先生。私たちがここにいることは、 

すばらしいことです。もし、およろしければ、私が、ここに三つの幕屋を造ります。 

あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリヤのために一つ。」 

 5 彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして、雲の中から、

「これは、わたしの愛する子、わたしはこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい」と

いう声がした。 

 6 弟子たちは、この声を聞くと、ひれ伏して非常にこわがった。 

 7 すると、イエスが来られて、彼らに手を触れ、「起きなさい。こわがることはない」と言われた。 

 8 それで、彼らが目を上げて見ると、だれもいなくて、ただイエスおひとりだけであった。 

 9 彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、「人の子が死人の中からよみがえるときまでは、いま見た幻をだれにも話し 

てはならない」と命じられた。 

 

(1) なぜ、高い山なのか  

 

●高い山でのイェシュアの変貌は、イェシュアが「神の御子であること」、「栄光のメシアであること」を弟

子たちに正しく理解させ、これから起こる「受難と死とよみがえり」を正しく受け止めさせるためでした。

そのために三人の弟子(ペテロ、ヨハネ、ヤコブ)が選ばれました。ちなみに、この「山上の変貌」の記事の

前にイェシュアが弟子たちに語った不思議なことばがあります。それは「神の国を見るまでは、決して死を

味わわない者たちがいます。」(マタイ16:28)です。マルコは「まことに、あなたがたに告げます。ここに立

っている人々の中には、神の国が力をもって到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます」

(マルコ9:1)と述べています。この者とはだれのことを言っているのでしょうか。それは、これからイェシ

ュアと共にひそかに高い山に登る弟子たちです。つまり、その人物の名は「ペテロ、ヨハネ、ヤコブ」の三

人です。 

 

●ところで、なぜ「高い山」なのでしょうか。これまで神がご自身の重要な啓示を現わされるときには、聖
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書では山が多いのです。しかも高い山です。モーセはホレブの山の麓で「燃え尽きない火で燃えた柴」を見、

そしてイスラエルの民をホレブの山のところに連れて来て、その山で神から律法を受け取りました。預言者

エリヤも主の働きに疲れて、ホレブの山に導かれ、彼の後継者エリシャに油を注ぐように語られました。そ

れゆえ、異邦人たちはイスラエルの神のことを「山の神」と呼んでいたほどです。天からの光を受けたサウ

ロ(使徒パウロ)も、神の光を求めてアラビヤに出かけたとあります。おそらくそれは「ホレブの山」と思わ

れます。まさに、聖書において「高い山」は啓示の場なのです。 

 

(2) 変貌した姿こそ、御子の本当の姿  

 

●本来イェシュアは神の御子でしたが、この世に来られるに当たって神的側面を捨てて来られたのです(ピ

リピ 2:6～8)。しかし、「御姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった」のは、

御子の本来の神の本性の輝きが、肉体を突き抜けて、ありのままに啓示されたからです。といってもほとん

どその姿は見えなかったと思われます。これが受肉以前の御子イェシュアの本当の姿なのです。マルコは「そ

の御衣は、非常に白く光り、世のさらし屋では、とてもできないほどの白さであった。」(9:3)と記していま

す。面白い表現をしていますが、その輝きの白さはこの世のものではないということを言おうとしたのだと

思います。おそらく再臨のイェシュアもそのような姿で来られると考えられます。 

 

(3) なぜ、モーセとエリヤが現われたのか  

 

●不思議なのは、なぜ弟子たちは変貌したイェシュアと共にいるのがモーセとエリヤだと分かったのか。彼

らは、実際に見たこともないのにどうして彼らがモーセとエリヤだと分かったのでしょう。三人の弟子たち

はおそらくここで頭を働かせたのかもしれません。というのは、山の上で神と話し合った人物といえば、モ

ーセとエリヤしかいないからです。他にそのような人物がいるでしょうか。モーセとエリヤは主の山である

ホレブ(これまで聞かされてきたホレブの山ではない、アラビヤ(=ミディヤン)にあるホレブの山)で神と語

り合っています。そのことが出エジプト記に、そして列王記にも記されています。エリヤの場合は1回限り

ですが、モーセの場合はなんと8回もシナイ山を上り下りしています(出エジプト記)。そのように考えれば、

顔を知らずとも、山で栄光のイェシュアと語っている二人の人物は、モーセとエリヤ以外にいないと、これ

まで聞かされてきた知識で、直感的に分かったのかも知れません。 

 

●三人が話し合っているのを見たペテロがした行為、つまり、ペテロが口出しして、イェシュアに「先生。

私たちがここにいることは、すばらしいことです。もし、およろしければ、私が、ここに三つの幕屋を造り

ます。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリヤのために一つ。」と言ったことは不可解です。 

ちなみに、ここでの「幕屋」は「仮小屋」のことで、ヘブル語だと「スッコート」(ֻסּכֹות)となっています。

少しでも彼らがここにとどまってくれることをペテロはとっさに思いついたのでしょうか。いずれにしても、

ペテロは何を言うべきかわからなかったようですが、「すばらしいこと」だと感じたことは事実です。むし

ろ深いなぞは、なにゆえにモーセとエリヤがここで登場しているのかということです。このなぞについて考

えてみたいと思います。一般的には、モーセは律法を代表する者、エリヤは預言者を代表する者と言われま
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す。そのような分類で考えるならば、イェシュアは諸書(聖文書)における「知恵」を代表する者と考えられ、

三者のすべてが旧約の全体を啓示していることになります。しかも、モーセとエリヤが現われてなにやらイ

ェシュアと話し合っている(「語り合っている」)と記されています。どんな話し合いがなされていたのでし

ょうか。それについては、ルカが次のように記しています。「イエスがエルサレムで遂げようとしておられ

るご最期についていっしょに話していた。」(ルカ9:31)。 

 

●イェシュアが「エルサレムで遂げようとしておられるご最期」といえば、すぐに頭に思い浮かべるのは「受

難と十字架の死と復活」のことです。果たしてそうでしょうか。ここに使われている「最期」と訳された言

葉は、出エジプトを意味する「エクソドス」(ἔξοδος)です。さらに「遂げようとしておられる」という言

葉は「プレーロー」(πληρόω)の未完了形です。この「プレーロー」の本来の意味は「満たす」ということ

で、神があらかじめ定めておられたご計画を満たしていくという意味です。この神のご計画が満たされるこ

とについて彼らが話し合っていたと考えられますが、その内容については一切記されていません。 

 

●イェシュアがやがてエルサレムで遂げようとしておられる最期(出エジプト)とは、受難と十字架の死と復

活(十字架の恵みの福音)のみならず、キリストの再臨における出来事、すなわち「御国の福音」が含まれて

いると考えられます。このことは旧約の預言者たちが「二重預言」として、メシアの初臨と再臨を同時に見

て語っていたことと符合します。つまり、以下の図における第三と第四の「エクソダス」について語り合っ

ていたと言えます。 

 
 

●特に、モーセとエリヤは、「栄光のうちに現われて」とあるように、第四の出エジプトである御国の完成(千

年王国)のことが話し合われていたと解釈できるのです。とするならば、モーセは「死んだ者」の代表であ

り、エリヤは「死なずに生きた者」の代表と言えないでしょうか。しかも彼ら二人が「栄光のうちに現われ

て」とあるのはそのことを裏付けています。三人の弟子たちが見たモーセとエリヤの姿はやがてキリストの

再臨時における栄光の姿なのです。「やがて、こうなる」ということを見せることが「山上での変貌」が教

えている事柄なのです。イェシュアが三人の弟子たちを連れて行ったのは、最期に実現する幻を見ることで、
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彼らが大いなる希望を持つことを主が願っておられたからではないかと思われます。イェシュアが教え、そ

してなさってきたすべての奇蹟は、まさに神の歴史の最期にエルサレムで実現されることだからです。しか

しこの出来事も「メシアの秘密」の中に据え置かれます。少なくとも、イェシュアが死から復活するまでは、

この出来事も正しく理解されることがないため、不用意に語る事を禁じられたのです。 

 

●「御国の福音」は主の復活の出来事を信じている者であっても、なかなかありのままに信じられないのが、

今日のキリスト教会の現実です。特に、置換神学で育てられた方にとっては、その枠を越えて理解するのは

かなりの勇気が要ることかもしれません。しかしそれを越えるのに必要なのは、神学ではなく、生きた主の

みことばです。そこで最後に、光り輝く雲の中から(シャハイナ・グローリーの中で)語られた声に注意を向

けたいと思います。 

 

●マタイの福音書17章5節の天の父の声がそうです。『これは、わたしの愛する子、わたしはこれを喜ぶ。彼

の言うことを聞きなさい』。まさに、「わたしの愛する子」であるイェシュアの語られることばのみが、真理

なのです。そして、真理はあなたを自由にするのです。新しい年が、イェシュアの語られたことばをより注

意深く聞くことに徹していく年でありたいと思います。 

 

 

2016. 1.1 元旦礼拝 
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シリーズ「聖書における光の概念」(No.7) 

シャハイナ・グローリーの諸相 (4) 

【聖書箇所】ゼカリヤ書 14章 4節、7節 

ベレーシート 

●「シャハイナ・グローリーの諸相」としての第一は、神がホレブ山の麓で、「燃え尽きない柴」の中に現

われました。それは神がご自分の民をエジプトの地から救い出すためにモーセを召し出した場面です。 

第二は、神と神の民が共に住むための象徴としての「幕屋」が建造されたときに、神の栄光の雲がその幕屋

をおおうという形で現わされました。その幕屋には昼は雲の柱、夜は火の柱として主の臨在が現わされ、神

の民を導かれました。後のソロモン時代に移動式の幕屋から固定式の神殿へと変化しますが、その本質は同

じです。第三は、やがてその幕屋(神殿)における主の臨在が「人となったイェシュア」に現わされます。こ

のイェシュアこそ旧約が預言した「メシア」です。「メシア」とは神の永遠のご計画の実現のための特別な

務めのために油注がれた者であり、その特別な務めは、「預言者」「祭司」「王」に限られていました。イェ

シュアはこの三つの務めを果たすために神から遣わされたのですが、最後の「王」としての務めはこれから

実現することなのです。 

 

●初臨におけるイェシュアの働きは「預言者」として、当時、歪められていた神の教え(トーラー)を正して、

本来の神の教えを説くと同時に、旧約の預言者たちが預言してきた「その日」に実現する御国の福音につい

ても教え、その御国の祝福をデモンストレーションしました。この御国を実現するための神のご計画は、人々

の罪の贖いのためにメシアが苦しみを受けなければならないというものでした。イェシュアの十字架の死は

まさにその「受難のメシア」の姿です。しかしこのことは、当時の人々(弟子たちも含めて)には理解しがた

いことであったのです。それは「メシア」に対する既成のイメージがあり、「受難のメシア」はそのイメー

ジに当てはまらなかったために受け入れられることなく、拒絶されたのです。それが「受難のメシア」です。

しかしその「受難のメシア」が三日目に死からよみがえり、天に昇り、神の右の座に着かれて「大祭司」と

しての務めをなしておられます。やがて、イェシュアは栄光の

「王」として再びこの地上に来られて(=再臨)、「メシア的王国」

(=千年王国)を樹立されます。そのときメシア王国の中心であ

るエルサレム(特に、神殿)において、シャハイナ・グローリー

が現わされるのです。このシャハイナ・グローリーが、千年王

国のあらゆる領域において神の祝福の総称としての「シャーロ

ーム」をもたらすのです。 

 

●このメシア的王国の到来を、旧約の預言者たちは「見よ。その日が来る」というフレーズで預言していま

す。「その日」と訳されたヘブル語は「ヴァッヨーム・ハフー」(ַבּיֹום־ַההּוא)で、正確には「その日に」と

いう意味です。ギリシア語の「カイロス」のように、終わりの日に起こる定められた時を意味しており、そ

の定められた時とは、この地上における目に見える形での「メシア王国の到来」を意味しています。「その
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日」には、メシアは全世界の王の王として統治され、また主の主としてすべての国民からあがめられ、礼拝

されます(黙示 19:16)。旧約ではこの「その日」という表現がなんと 338回も使われているのです。 

 

●千年王国について知るためには、旧約の預言を正しく理解する必要があります。聖書の預言を私的解釈し

て、自分の都合の良いように用いるとすれば、神との正しいかかわりは損なわれ、神のご計画を知らない者

となってしまうだけでなく、光ではなく、やみの中にいる者と変わらないことになってしまいます。「やみ

の中を歩む者は、自分がどこに行くのかわかりません。あなたがたに光がある間に、光の子どもとなるため

に、光を信じなさい。」(ヨハネ 12:35～36)と言われたイェシュアのことばを思い起こすべきです。「光を信

じる」とは、神の永遠のご計画であり、神のみこころであり、神の御旨とその目的を知ってそのことを信じ

ることです。そこには神の知恵があり、この世の知恵をもってしてはだれも悟ることのできない事柄です。

もし、メシア的王国(千年王国)がないとしたなら、神が預言者たちを通して約束された事柄は実現しないと

いうことになります。また、アブラハムに対して語られた神の約束も実現されないことになります。そのよ

うなことは決してありません。神の約束は必ず成就すると信じるのが、聖書の信仰です。 

 

1. その日、主の足はオリーブ山の上に立つ   

 

【新改訳改訂第３版】ゼカリヤ書 14章 4節  

その日、主の足は、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山は、その真ん中で二つに裂け、 

東西に延びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。 

 

●「主の足」とあることから、主の顕現が可視的な、しかも朽ちることのない肉体を伴う顕現であることが

決定的に明らかになります。 

 

【新改訳改訂第３版】エゼキエル書 43章 1～5節 

1 彼は私を東向きの門に連れて行った。 

2 すると、イスラエルの神の栄光が東のほうから現れた。その音は大水のとどろきのようであって、 

地はその栄光で輝いた。 

3 私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来たときに見た幻のようであり、 

またその幻は、かつて私がケバル川のほとりで見た幻のようでもあった。それで、私はひれ伏した。 

4 【主】の栄光が東向きの門を通って宮に入って来た。 

5 霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと、【主】の栄光は神殿に満ちていた。 

 

    東門拡大 
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●メシアが天から降り立たれる場所は、かつてイェシュアが昇天されたエルサレムの東に面するオリーブ山

です(使徒 1:10～12)。エゼキエルによれば、オリーブ山はかつてソロモン神殿において現わされたシャハ

イナ・グローリーが神殿から離れ去っていく方向にある山であり、やがて再びエルサレムの神殿にシャハイ

ナ・グローリーが戻って来る山でもあるのです(エゼキエル 43:2)。「その日、主の足は、エルサレムの東に

面するオリーブ山の上に立つ」とあるように、メシアが天から降り立たれる場所と神の栄光が戻ってくる場

所が同じなのです。そして、千年王国はエルサレムの東の門が開かれて、その門を通って主の栄光が入って

来ることから始まります。それゆえ、詩篇 24篇では次のように預言されています。 

 

 【新改訳改訂第３版】詩篇 24篇 7～10節 

  7 門よ。おまえたちのかしらを上げよ。永遠の戸よ。上がれ。栄光の王が入って来られる。 

  8 栄光の王とは、だれか。強く、力ある【主】。戦いに力ある【主】。 

 9 門よ。おまえたちのかしらを上げよ。永遠の戸よ。上がれ。栄光の王が入って来られる。 

 10 その栄光の王とはだれか。万軍の【主】。これぞ、栄光の王。 セラ 

 

●ちなみに、この詩篇は「あなたの心を開けば、栄光の王があなたの中に入って来られる」というメッセー

ジをもった詩篇ではありません。それは置換神学の解釈です。詩篇 24篇 7節の「門よ。おまえたちのかし

らを上げよ。永遠の戸よ。上がれ。栄光の王が入って来られる。」とは、この詩篇は人の同意を得ることな

く、再臨の主が全世界を治めるために、エルサレムの東門から入って来られることを預言しているのです。

この時には、主の周囲にはすべて主に従う者たちがいるゆえに、人の同意は全く必要ないのです。ちなみに、

写真で見られるように、現在、この東の門は封じられています。 

 

●千年王国ではなんといってもエルサレムの神殿が中心です。そしてそのところからメシアは王として世界

を治められます。そこはメシア的王国におけるセンターであり、最も聖なる場所となるのです。千年王国に

おける「神殿」については、エゼキエル書の 40章 1節から 47章 12節に詳しく記されています。それにつ

いてはここでは扱いません。「牧師の書斎」で学んでください。 

 

2. 千年王国は人が想像し得ないような世界  

 

●王なるメシアの地上再臨によってもたらされる千年王国は人が想像し得ないような世界です。メシア再臨

の前後には多くの不思議な出来事が数多く起こります。それについては、拙著の「キリストの再臨と終末の

預言」の 21～83頁で記しています。しかし今回は、エルサレムを中心に現わされたシャハイナ・グローリ

ーについて取り扱いたいと思います。まずは、あまり注目されない箇所かもしれませんが、ゼカリヤ書 14

章 7節に記されていることを取り上げます。 

 

 

(1) 昼もなく、夜もない、長い連続した「ただ一つの日」がある  
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【新改訳改訂第３版】ゼカリヤ書 14章 7節 

これはただ一つの日であって、これは【主】に知られている。昼も夜もない。夕暮れ時に、光がある。 

 

●主が再臨され、地上の神殿に着座されてからのことだと考えられますが、「夕暮れ時に、光がある」(ゼカ

リヤ 14:7)とあるように、昼もなければ夜もない、日の出も日没もない超自然的な「ただ一つの日」(「ヨ

ーム・エハッド」יֹום־ֶאָחד)が到来します。口語訳はこの日を「長い連続した日」と訳しています。昼もな

く、夜もないという実に不思議な日ですが、これまでのシャハイナ・グローリーのことを考えるならば、決

して驚くべきことではありません。モーセが見た「燃えているのに燃え尽きない柴」、荒野で幕屋の上にあ

り、神の民を導いた「雲の柱、火の柱」。そして前回の「山上の変貌」におけるシャハイナ・グローリーを

思い起こしていただければ、決して不思議なことではありません。というのは、そのとき三人の弟子たちは

「御姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった」主の姿を目の当たりにしました

(マタイ 17:2)。これが本来の御子の栄光の姿です。つまり、神の本性の輝きがイェシュアの肉体を突き抜

けてありのままに現われた出来事であり、顔が太陽のように輝いているのですから、弟子たちはまともに見

ることはできなかったはずです。その方が地上のエルサレムに来られたならばどうでしょうか。そこに主の

栄光に輝く姿を見ることができるはずです。弟子たちが山上の変貌時に「光輝く雲」に包まれて、その中か

ら御父の声を聞いたように、地上再臨されたメシアが支配する中心地においても光り輝く雲が覆うことは十

分に考えられます。したがって、メシアが王として臨在されるエルサレムにおいては、「昼も夜もない、た

だ一つの日」があっても決して不思議ではありません。 

 

●ただ異なる点は、主の御衣が山上の変貌時には光のように白か

ったのですが、地上再臨時には「血に染まった衣を着て」いるこ

とです(黙示録 19:13)。ですから、その方がイェシュアだと明確

に分かるはずです。そしてそこにはすでに「朽ちないからだ」を

与えられている聖徒たちがおり、その聖徒たちはたとえ御顔が太

陽のように輝いていたとしても見ることができると考えられま

す。しかし千年王国には朽ちないからだを持たずに入る者たちもいるので、その者たちには見えるのかどう

かは分かりません。いずれにしても最終段階である永遠の御国においては、すべての神のしもべは「神の御

顔を仰ぎ見る」とあります(黙示録 22:4)。アダムとエバが罪を犯した後で、彼らは「神である主の御顔を

避けて」(創世記 3:8)とありますから、罪を犯す前には、彼らは主の御顔を見ることができたのです。その

ことが救いの究極において回復されるのです。 

 

●少々脱線しましたので、ここで話を元に戻しましょう。ゼカリヤ書 14章 7節の「これはただ一つの日で

あって、これは【主】に知られている。昼も夜もない。夕暮れ時に、光がある。」という不思議な箇所にあ

る「これは【主】に知られている」とはどういうことでしょうか。新共同訳はこの部分を「その日は、主に

のみ知られている」と訳しています。おそらくその意味は、「主にとっては当然のことであっても、人には

知ろうとしても知り得ない、理解しがたい事柄」といった意味ではないかと推察します。文脈的に考えるな
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らば、ここで言及されているのはエルサレムです。とすれば、全世界がそうなるのではなく、メシアが統治

される神殿のあるエルサレムの付近だけは「昼もなく夜もない、夕べにも光がある」という不思議なシャハ

イナ・グローリーが現われると考えられるのです。 

 

●今日のテゼ共同体で出版されている『来てください。沈むことのない光』(初期キリスト者のことば)とい

う本があります。初期のキリスト者は「沈むことのない光」であるメシアを待ち望んでいたことがわかりま

す。つまり、メシアの再臨による王国の到来は、神の臨在の光に包まれる時代として描写されているのです。

メシアによって到来する千年王国のシャハイナ・グローリーは、まさに、「光」(「オール」אֹור)である永

遠の神のご計画、神のみこころ、神の御旨、神の目的が、エルサレムにおいて実現したことの現われなので

す。 

 

●メシア的王国におけるシャハイナ・グローリーは、自然界にもその影響を及ぼすようになります。地の呪

いは解け、地には多くの産物が生じます。「荒野と砂漠は楽しみ、荒地は喜び、サフランのように花を咲か

せる」(イザヤ 35:1)のです。しかも、すでにメシアが初臨の時にデモンストレーションされたように、「そ

のとき、盲人の目は開かれ、耳しいた者はあけられる。そのとき、足なえは鹿のようにとびはね、おしの舌

は喜び歌う。荒野に水がわき出し、荒地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水のわ

く所」(同、35:5～7)となるのです。いわば、かつてのエデンの園が回復された祝福と言えます。 

 

(2) 神殿から流れ出るいのちの水はすべてのものを生かす  

 

●イスラエルの地は乾季には全く雨が降らないのですが、メシア王国の時代には、人々はもはや水の心配を

する必要がなくなります。以下のゼカリヤ書 14章 8節の預言も想像を越えた世界です。 

 

【新改訳改訂第３版】ゼカリヤ書 14章 8節  

その日には、エルサレムから湧き水が流れ出て、 

その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、 

夏にも冬にも、それは流れる。 

 

●メシア王国が到来する前に、エルサレムは地震による地殻変動によって最も高い山となります。そのエル

サレムの神殿(=第四神殿)の敷居から流れ出るいのちの水については、エゼキエルも 47 章で預言していま

す。この水は生ける水の源である神ご自身から湧き出るいのちの水です。この水が流れ出るところでは、す

べてのものが生かされるのです。エゼキエル書 47 章によれば、このいのちの水は東に向かって流れて死海

に入り、多くの種類の魚が住むようになると預言されています。ゼカリヤ書では、この水は西の地中海にも

注がれることが記されています。そして、夏と冬の区別なく流れ出るのです。夏の日照りや、雨とも関係が

なく、絶えることなく流れ続けるのです。それは暗やみが追放されているひとつの現われと見ることができ

ます。 
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(3) 主のみ教えがエルサレムから流れ出る  

 

●いのちの水がエルサレムの神殿から流れ出るだけでなく、イザヤ書によれば、主のみおしえがシオン(エ

ルサレム)から流れ出るのです。これもシャハイナ・グローリーの現われです。 

 

【新改訳改訂第３版】イザヤ書 2章 2～5節 

2 終わりの日に、【主】の家の山は、山々の頂に堅く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れて来る。 

3 多くの民が来て言う。「さあ、【主】の山、ヤコブの神の家に上ろう。主はご自分の道を、私たちに教えてくださる。 

私たちはその小道を歩もう。」それは、シオンからみおしえが出、エルサレムから【主】のことばが出るからだ。 

4 主は国々の間をさばき、多くの国々の民に、判決を下す。彼らはその剣を鋤に、その槍をかまに打ち直し、 

国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。 

  5 来たれ。ヤコブの家よ。私たちも【主】の光に歩もう。 

 

●旧約の預言者たちは、「終わりの日に」(「ベアハリート・ハッヤーミーム」 ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית )、すべて

の国々がヤコブの神を真の神と認めてエルサレムに流れて来る終末の時代が来ることを確信していました。 

エルサレムは神のご計画におけるきわめて重要な中心地だからです。千年王国では、主のみおしえを求めて、

「すべての国々がそこに流れて来る」ことが預言されています。そのことによって、ヤコブの家も異邦人の

主にある者たちも、「主の光に歩む」ようになるのです(同、5 節)。「主の光に歩む」とは、神のご計画とそ

のみこころに従い、主の御旨と目的にふさわしく歩むことを意味しています。 

 

●また、千年王国では朽ちないからだが与えられることによって、神のみおしえを行う力が与えられます。

山上の垂訓と言われている主のみおしえ(真のトーラー)がメシア的王国の憲章となります。このことは、エ

レミヤを通して預言された「新しい契約」が実現されたことを意味します。そこでは神の律法が人々の心の

中に記され、「主を知れ」と言って互いに教えることがなくなります。なぜなら、すべての人が主を知るよ

うになるからです。神のすべての祝福は、エルサレムにいる王であるメシアから流れ出て、すべてのものが

生かされ、すべてのものが神の恩寵によって楽しみ、喜ぶようになるのです。 

 

(4) 主の名とエルサレムの呼び方が変えられる  

 

●その日には、「【主】はただひとり、御名もただ一つとなる。」(ゼカリヤ 14:9)のです。つまり、御名が「唯

一の御名」となり、メシア王国にいる者は、こぞって「唯一の御名」を意味する「シェモー・エハード」 

( ֶאָחד ְׁשמוֹ  )と呼んで礼拝するようになることをゼカリヤは預言しています。ちなみに現在は、メシアは「イ

ェシュアの御名(イエスの御名、The Name of Jesus)」と呼ばれています(復活後から今日まで)。千年王国

において「シェモー・エハード」を礼拝する者は、全世界から呼び集められたイスラエルの「残りの民」と、

「キリストの花嫁」である教会のメンバー、つまり、教会が携挙されるまでにイェシュアをメシアと信じた

ユダヤ人たちと異邦人クリスチャンたちです。彼らは、仮庵の時期に、エルサレムでメシアを礼拝するため

に集まってくるのです。 
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●エゼキエルは、メシア王国の中心となるエルサレムの名前が「主はそこに」を意味する「アドナイ・シャ

ーンマー」( ָׁשָּמה יהוה )と呼ばれるようになると預言しています。メシアの名前も、エルサレムの名前も、

千年王国では上記のように変えられるのです。このように呼び名が変えられるということは、神のご計画に

おける新たな段階を迎えたことを意味するのです。神のご計画は必ず実現すると信じる者は幸いです。「天

の御国」「神の国」、すなわちメシア的王国(=千年王国)は、旧約の預言者たち、およびイェシュアが語られ

たことが実際に実現する時代であり、メシアの地上再臨によって実現する世界です。その世界を待ち望むこ

とによって、大きな希望を抱いて今を生きる事ができると信じます。ですから、以下のイェシュアのことば

を心に刻みたいと思います。 

 

「・・あなたがたは、光のある間に歩きなさい。やみの中を歩む者は、自分がどこに行くのかわかりません。

あなたがたに光がある間に、光の子どもとなるために、光を信じなさい。」(ヨハネ 12:35～36)  

 

2016.1.10 
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シリーズ「聖書における光の概念」(No.8) 

シャハイナ・グローリーの諸相 (5) 

【聖書箇所】黙示録 21章 1～7節、22～23節 

 

ベレーシート 

●永遠において最も重い事柄が目に見える形で現わされることを、「神の栄光の現われ」と言います。その

現われを「シャハイナ・グローリー」と呼んでいます。その栄光の現われは、「光」の概念である神の永遠

のご計画と密接にかかわっており、それらは神の知恵によらなければ

理解することのできないものです。なぜなら、それは「目が見たこと

のないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かん

だことのないものだからです。」(Ⅰコリント 2:9)。さらに、神の完全

な「平和」(シャーローム)が加わることで全体が一つに結び合わされま

す。ヘブル語の「シャーローム」は非常に内容の豊かな意味を持って

おり、すべての領域における「充溢」を意味しています。とても言葉

では言い表せない神の究極の目的が完成した状態を意味しています。

今回、取り上げることになる「聖なる都」「新しいエルサレム」は、こ

れらのすべてがキリストにあって実現している世界と言えます。 

 

●前回は、イェシュアが地上再臨されて実現するメシア的王国(千年王国=御国)の中心地であるエルサレム

に現わされるシャハイナ・グローリーについて取り上げました。メシアなるイェシュアが地上において統治

されるエルサレムでは、預言者ゼカリヤが語っているように、「夕暮れ時に、光がある」(14:7)という、つ

まり、昼もなく、夜もない、長い連続した「ただ一つの日」(「ヨーム・エハッド」יֹום־ֶאָחד)となります。

つまり、沈むことも消えることもない不思議な栄光の光がエルサレムを覆っているのです。それはまさに、

旧約の荒野における主の幕屋の上にあったシャハイナ・グローリーである「雲の柱、火の柱」のようです。 

 

●今回は、メシア的王国の後に来る最終ステージとなる「永遠の御国におけるシャハイナ・グローリー」に

ついて学びたいと思いますが、基本的に、旧約における終末預言は「メシア的王国」(千年王国)に関するも

のと言えます。しかしその「メシア的王国」も、神のご計画の最終ステージとなる「永遠の御国」の「型」

となっているのです。ちなみに、今、「永遠の御国」ということばを用いましたが、ヘブル人への手紙 12章

28節では「永遠の御国」のことを「揺り動かされない御国」と表現し、黙示録では「聖なる都」、「新しい

エルサレム」(21章)と表現します。「御国」とは英語でキングダム(Kingdom)、ギリシア語では「バシレ

イア」(βασιλεία)、ヘブル語では「マルフート」(ַמְלכּות)で、すべて王が支配する国を意味することばで

す。「新しいエルサレム」には王としての支配がないにもかかわらず、「新しいエルサレム」と「揺り動かさ

れない御国」はなぜか同義なのです。 
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1.  「永遠の御国」の「型」としての千年王国における「シャハイナ・グローリー」  

 

●前回で取り上げたように、メシア的王国の「エルサレム」(雅名=シオン)におけるシャハイナ・グローリ

ーの現われは、王であるメシアが着座される聖所としての神殿にありました。そして、その栄光の現われは

エルサレム全体にも及んでいます。そのことを預言者イザヤは次のように描いています。 

 

【新改訳改訂第３版】イザヤ書 60章 1～3節 

1 起きよ。光を放て。あなたの光が来て、【主】の栄光があなたの上に輝いているからだ。 

2 見よ。やみが地をおおい、暗やみが諸国の民をおおっている。 

しかし、あなたの上には【主】が輝き、その栄光があなたの上に現れる。 

  3 国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。 

 

●上記の箇所に、二度繰り返されている語彙があります。それは「あなたの光」(「オーレーフ」�אֹוֵר)で

す。ここでいう「あなた」とは擬人化された「エルサレム」(シオン)のことです。また、三度繰り返されて

いる語彙もあります。それは「輝き」と訳されている語彙です。ただし、1節の「輝いている」(「ザーラハ」

は動詞で「必ずそうなる」という意味の預言的完了形で使われています。2節の「輝き」は「ザーラハ」(ָזַרח

の未完了形「イズラハ」(ִיְזַרח)です。なぜならその輝きは「輝き続ける」からです。そして 3節の「輝き」

は名詞の「ゼラハ」(ֶזַרח)です。文法的用法は異なっていますが、重要なことは、月が太陽の輝きを反映し

ているように、シオンを照らす輝きが、メシアの栄光の輝きを反映したものであるということです。全地に

おいて、シオンだけが特別に主の栄光の輝きを反映しているために、諸国の民はその光の輝きを求めてそこ

に集まり、その輝きに照らされて歩むようになるのです。千年王国は王であるメシアの光が放たれているシ

オンを中心にして統治されるのです。 

 

●千年王国においては、シオン(エルサレム)に常時住むことが許されているのは全世界から主によって集め

られたイスラエルの民たちです。エゼキエルはイスラエルの 12部

族に与えられる地の配分を預言しています(エゼキエル 48:1～14)。

そのときに各部族に配分される土地の領域は、右図にあるように、

かつてソロモン王が支配した地域です。この意味でもメシア王国は

ダビデ・ソロモン王国の失敗を踏み直していると言えます。 

 

●エルサレムを中心として北と南に新しいパターンによって、ほぼ

均等に配分されます。全体の中心は神殿のある特別区で、そこには

神殿と祭司たち、レビ人の住む場所があり、また「町」と言われる

共有地があります。旧約ではレビ人が各部族に配分配置されました

が、千年王国では逆に、各部族から町に住む者が配置され、そこで

収穫された物は神殿にささげられました。その町は、一辺が 4,500
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キュビト(約 2.4km)の正方形で囲まれており(赤枠)、各方向にそれぞれ三つの門があり、それぞれ各部族の

名前が付けられています。その「町」につけられた新しい名前は「アドナイ・シャーマー」( ָׁשָמה יהוה )

で、「主がそこにおられる」という意味です。そこには特別な主の栄光の輝きが放たれ、人々がそこに引き

寄せられるようにしてメシアを礼拝しに集まってくるのです。実は、これがやがて特化した形として登場す

る「聖なる都」、すなわち、「新しいエルサレム」の構造を予表しているのです(黙示録 21章)。 

 

●なぜ、新しい「都」であるエルサレムが立方体なのでしょうか。それは、千年王国の中心にある「町」が

予表しているだけでなく、聖なる都が旧約の幕屋における至聖所の部分だからです。至聖所は正方形です。

そこは神と人とが唯一交わることのできる神聖な場所だったのです。それが、最終ステージにおいては、「聖

なる都」「新しいエルサレム」として、新しい天から下ってくるのです。ちなみに、永遠の御国における「新

しいエルサレム」の規模は一辺が 12,000スタディオンです。これを現代の寸法に直すと、2,220kmにな

ります。 

 

●さて今回は、神のご計画の最終段階としての「新しい天と新しい地」における「永遠の御国におけるシャ

ハイナ・グローリー」について目を留めたいと思います。それは新約聖書のヨハネの黙示録にのみ啓示され

ています。しかし、旧約のイザヤ書にも「新しい天と新しい地」について言及されている箇所があります。

それは以下の箇所です。 

 

【新改訳改訂第３版】イザヤ書 65章 17～19節 

17 見よ。まことにわたしは新しい天と新しい地を創造する。先の事は思い出されず、心に上ることもない。 

18 だから、わたしの創造するものを、いついつまでも楽しみ喜べ。見よ。わたしはエルサレムを創造して喜びとし、 

その民を楽しみとする。 

19 わたしはエルサレムを喜び、わたしの民を楽しむ。そこにはもう、泣き声も叫び声も聞かれない。 

 

●「新しい天と新しい地」というフレーズはこの箇所だけでなく、イザヤ書 66章 22節にも登場します。

ただし 66章での強調点は、イスラエルの子孫とイスラエルの名が永遠に続く比喩として、主が創造される

「新しい天と新しい地」が用いられています。イザヤ書にある「新しい天と新しい地」は、黙示録に登場す

る「新しい天と新しい地」と名前が同じであったとしても、区別して理解する必要があるとする立場があり

ます。というのは、旧約の預言はすべて千年王国に関するものだと決めつけているからです。確かに、イザ

ヤ書には「新しい天と新しい地」というフレーズがあったとしても、「新しいエルサレム」という用語は登

場しません。「新しいエルサレム」がはじめて登場するのはヨハネの黙示録 21章です。だからといって、イ

ザヤ書 65章の「エルサレム」は「千年王国」におけるエルサレムのことを啓示していて、最終ステージと

なる永遠の御国にある「新しいエルサレム」とは関係ないということにはならないと考えます。むしろ、そ

れは神のご計画の中で何らかの関係性を示唆していると考える方が自然です。 
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2.  「聖なる都、新しいエルサレム」におけるシャハイナ・グローリー  

 

【新改訳改訂第３版】黙示録 21章 1～4節 

 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。 

 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。 

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。  

また、神ご自身が彼らとともにおられて、 

 4 彼らの目の涙をすっかりぬぐい取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、 

苦しみもない。なぜなら、以前のものが、もはや過ぎ去ったからである。」 

 

●まずは、「新しい天と新しい地」にある「聖なる都」「新しいエルサレム」の特徴について見てみましょう。 

 

(1) 神の計画が完全に実現している「シャーローム」の世界 

 

●神の最終段階としての「永遠の御国」は、神があらかじめ天において定めておられたご計画が、完全に、

最高度に実現している世界です。そこには神のみこころも、神の御旨と目的も成就し、満ち満ちている「シ

ャーローム」の世界です。「以前にあった天と地は過ぎ去って、もはや海もない」とあります。「海」とは神

に敵対する悪の存在と働きを象徴しています。それがないということは、悪も罪による呪いも死も一切ない、

完全な「シャーローム」が満ち満ちている永遠の世界です。もはや「死もなく」とあるのは、人間にとって

の最終の敵がサタンではなく、人間の罪によって入ってきた「死」そのものだからです。その「死」がない

ということは、死によってもたらされる「涙、悲しみ、叫び、苦しみもない」世界となることを意味してい

ます。千年王国では朽ちるからだを持つ者たちが存在していたために、罪による死がありました。しかし、

以前の天と地が滅び去った後では、完全な神のシャーロームが支配する世界となったのです。その「シャー

ローム」の世界で最も重要なことは、神と人とが共に住むという神のヴィジョンが実現することです。神の

御顔を直接的に仰ぎ見る世界です。これが神のご計画の究極の目的です。 

 

●千年王国にもエルサレムには神殿がありましたが、「聖なる都」「新しいエルサレム」においては「神殿」

がありません。なぜなら、「万物の支配者である、神であられる主と、小羊とが都の神殿だから」(黙示録

21:22)です。 

 

【新改訳改訂第３版】黙示録 21章 22～23節 

22 私は、この都の中に神殿を見なかった。それは、万物の支配者である、神であられる主と、小羊とが都の神殿だから 

  である。  

23 都には、これを照らす太陽も月もいらない。というのは、神の栄光が都を照らし、小羊が都のあかりだからである。 
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(2) 神の栄光が都を照らし、小羊が都のあかりとなる 

 

●千年王国においては、メシアによって光がエルサレムを照らしていました。つまり、それはエルサレムと

いう限定された場所においてのみでした。しかし、神のご計画の最終段階である「新しいエルサレム」にお

いては、光源としての「太陽」や「月」の必要がありません。なぜなら、本来の「光」が「新しいエルサレ

ム」そのものを照らしているからです。したがって「夜」もありません。本体を写し出していたこれまでの

「型」はすべて消え失せ、本体そのものが姿を現わしている世界だからです。つまり、千年王国におけるエ

ルサレムを覆ったシャハイナ・グローリーは、永遠の御国においては天から下ってくる「聖なる都」「新し

いエルサレム」それ自体なのです。これまでもそうでしたが、シャハイナ・グローリーがあるところには、

必ずや神の声が語られています。黙示録 21章でも同様です。 

 

【新改訳改訂第３版】黙示録 21章 3～7節 

  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。また、神ご自身が彼らとともにおられて、 

  4 彼らの目の涙をすっかりぬぐい取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。 

なぜなら、以前のものが、もはや過ぎ去ったからである。」 

  5 すると、御座に着いておられる方が言われた。「見よ。わたしは、すべてを新しくする。」また言われた。 

「書きしるせ。これらのことばは、信ずべきものであり、真実である。」 

  6 また言われた。「事は成就した。わたしはアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。わたしは、 

渇く者には、いのちの水の泉から、価なしに飲ませる。 

  7 勝利を得る者は、これらのものを相続する。わたしは彼の神となり、彼はわたしの子となる。・・・」 

 

●これが、私たちが俗に言っている本当の「天国」(御国)です。メシア的王国である千年王国でも、「天国」

(御国)としての祝福が私たちの想像をはるかに越えた形で実現するのですが、それは最終的な「永遠の御国」

の型でしかありません。本当の「天国」とは「永遠の御国」であり、そこに目を留め、そこに備えられてい

る世界にあこがれ、慕い求める必要があります。そこは、神ご自身が贖われた人々とともにおられて、もは

や死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない世界なのです。神がやみの中から光を呼び出すまで、神の世界に

は人はいませんでした。しかし今や、永遠において、かつ完全な形において、「神の幕屋(=住まい)が人とと

もにある」のです。 

 

●また、「新しいエルサレム」においては、エデンの園にあった「いのちの水の川」と「いのちの木」が回 

復されています。回復される前に、一度、天にあるもの、地にあるもののすべてが揺り動かされます。そし 

て揺り動かされるもの一切が取り除かれた後に、はじめて新しい「揺るぐことのない御国」が完成するので 

す。とすれば、以前の「エデンの園」に勝る世界が回復されていると言えます。 

 

●事実、私たちはまだ「朽ちないからだ」に変えられていないために、実際にそこへ行ってみなければ、は 
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っきりしないことが数多くあります。しかし、ヘブル書の著者は「信仰は望んでいる事がらを保証し、目に 

見えないのを確信させるものです。」(11:1)とあります。それゆえ、私たちはパウロが言うように、「私たち 

は、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないもの 

はいつまでも続くからです。」(Ⅱコリント 4:18)との信仰を告白しなければなりません。この告白は、今の 

私たちの考えや歩みを完全に変えてしまうほどの「心強さ」をもたらすと信じます。それはおそらく、パウ 

ロと同様に「天から与えられる住まい(神と共にいる)を着たい」と私たちに望ませ、「むしろ肉体を離れて、 

主のみもとにいるほうが良い」とさえ思わせるほどになるのです。 

 

3. アブラハムが旅した範囲は「新しいエルサレム」の規模を啓示していた  

 

●これから述べる部分は、「シャハイナ・グローリー」というテーマとは異なる付録的な部分ですが、天の

御国の視点から見るなら、聖書の歴史の出来事の必然性が明瞭になるという意味で取り上げたいと思います。

たとえば、「新しいエルサレム」の規模はアブラハムの生涯に啓示されていたことを知ることができます。

アブラムがウルというところから神に召し出されて、ハランまで来て、そこに住み着きました。しかし父テ

ラが死んだ後に、再び、「わたしの示すところへ行け」という主の声を聞いたアブラムはカナンに行き、さ

らにエジプトにも行き、再び、カナンの地に戻りました。そこで「あなたが見渡しているこの地全部を、永

久にあなたとあなたの子孫に与えよう。・・・立って、その地を縦と横に歩き回りなさい。わたしがあなた

に、その地を与えるのだから。」(創世記 13:15～17)と神は約束されました。アブラムは信仰の試みに失敗

した後で、「わたしは全能の神である。あなたはわたしの前を歩み、全き者であれ。」(同、17:1)と神から語

られて、アブラムがアブラハムに、また妻のサライがサラに名前が改変されました。名前の改変は、二人が

主の前を主体的に「歩く」という意味の「ハーラフ」(�ָהַל)の頭文字の「へー」(ה)が入ったことによるも

のと理解します。アブラハムはその生涯の最大の試練の時に、モリヤの山に行けという主の命令に従い、そ

ここへ行きました。そしてその山の上で主のご計画のヴィジョンを示されたのです。そのモリヤの山は後の

「エルサレム」です。また、アブラハムが歩いた地域が、やがて「新しい地」における「新しいエルサレム」

の舞台となり、その中心地がエルサレムなのです。 

 
●太文字の部分にはすべて「歩く」を意味するヘブル語の「ハーラフ」(�ָהַל)が使われています。この「ハ

ーラフ」(�ָהַל)は神と人とのすべての歩みを表わす統括用語です。アブラハムが歩いた範囲と神のご計画に

は密接な関係があったことを、私たちは黙示録の 21章、22章ではじめて知らされるのです。神の緻密なご

計画がなんと歴史の中で啓示されているのです。それゆえに、神のご計画の全体を鳥瞰的に知る必要がある

のです。 

 

●創世記 15章 18節に、「その日、【主】はアブラムと契約を結んで仰せられた。『わたしはあなたの子孫に、

この地を与える。エジプトの川から、あの大川、ユーフラテス川まで。』」とあります。また、イザヤ書の以

下の箇所にも「新しいエルサレム」の範囲をうかがわせる預言があります。 

【新改訳改訂第３版】イザヤ書 19章 23～25節 

23 その日、エジプトからアッシリヤへの大路ができ、アッシリヤ人はエジプトに、 
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   エジプト人はアッシリヤに行き、エジプト人はアッシリヤ人とともに主に仕える。 

24 その日、イスラエルはエジプトとアッシリヤと並んで、第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。 

25 万軍の【主】は祝福して言われる。「わたしの民エジプト、わたしの手でつくったアッシリヤ、わたしのものである民 

イスラエルに祝福があるように。」 

 

●この地域の規模が、やがて新しい地に天から降りてくる「新しいエルサレム」の規模の範囲なのです。 

その範囲は一辺が 12,000スタディオン(2,220km)の立方体であり、右の図のようにエルサレムを中心とし

た地域なのです。神のご計画はすべてエルサレムを中心とした歴史の舞台の上にあったことが分かります。

神のご計画の中心にあったことを知りつつ、再度、聖書を横に読むならば、さらなる神のご計画の偉大さと

緻密さを知って驚かされるに違いありません。 

 

●ヘブル書によれば、アブラハムは「堅い基礎の上に建てられた都を待ち望

んでいた」とあります(ヘブル 11:10)。その「都」とは、黙示録 21 章に

記されている、神によって設計され建設されるところの「新しいエルサレム」

のことだったのです。アブラハムは信仰によってそれを見たのでした。まさ

に信仰の父と言われるにふさわしい大きなスケールです。信仰の父と呼ばれ

たアブラハムは千年王国において実現する神の約束を越えて、さらに永遠の

御国のことを「揺るぎない確固とした都」として待ち望んでいたのです。と

すれば、信仰を同じくする私たちも、主にある者として確信をもって待ち望まなければなりません。 

 

ベアハリート 

 

●今日、教会に召し出された人々はこの御国への招きを知るために、神のご計画全体を鳥瞰的に知る必要が

あります。置換神学はこの神のご計画を見えなくさせる聖書の読み方に導くゆえに、それを教会から捨て去

る必要があります。そして、神が本来計画している神のヴィジョンから再度聖書を読み直さなければなりま

せん。そのためには、最終の永遠の御国のヴィジョンを知るために、「知恵と啓示の御霊」を求めなければ

なりません。と同時に、人となってこの世に来られたイェシュアが語ったこと、そしてなされたわざ(奇蹟)

の一つひとつが、すべてこの永遠の御国についての福音のデモンストレーションであったという視点から聖

書を読み直すことが不可欠となるのです。今日、キリスト教会において、「ヘブル的視点から聖書を新しく

読み直すことの必要性」が叫ばれ始めています。これまで教えられてきた「理解の型紙」を再度見直す勇気

と、さらにそこから脱け出す勇気が求められているのです。 

 

 

シリーズ【完】   

2016.1.17 
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