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「生ける水の川」 

聖書における「水」の概念について 

 

ベレーシート  

 

●第 13回目のヘブル・ミドゥラーシュ例会は、空知太栄光キリスト教会の恒例の(と言ってもまだ今年で

三回目ですが)「セレブレイト・スッコート」の第二日目に行なうように計画しました。それは今回の例会

のテーマである「生ける水の川」が、イェシュアがユダヤの三大祭の一つである「仮庵の祭り」の最終日

に語られた(叫ばれた)ことばの中にあるからです。 

 

●仮庵の祭りの目的は、イスラエルの民がエジプトを出て、荒野の生活を余儀なくされた時に、主がすべ

ての必要を十分に満たしてくださった恵みを想起すること。さらには、「あなたがたは喜びながら救いの泉

から水を汲む」(イザヤ 12:3)と預言されているように、「水汲み」の儀式に隠されている神の救いのご計

画とみこころを悟ることでした。神の救いと「水」(泉)には深いかかわりがあることを悟り、神に対する

信仰を新たにする祭りでした。そうした意義に触れてみたいと思います。そこで今回はヨハネの福音書 7

章37～38節をメインテキストとして、そこからイェシュアが語られたメッセージを、御国の福音の視点(神

のご計画の鳥瞰的視点)から考察してみたいと思います。さらには、聖書における「水」が象徴する概念に

ついても同じ視点から考察してみたいと思います。 

 

●2 年前、聖書における「光」の概念について、使徒パウロが「世界の基の置かれる前から、神がキリス

トにおいてもっていたご計画とみこころ、御旨、目的」であるとミドゥラーシュ(注解)していたことを知

り、感動を覚えました。今回は聖書における「水」の概念が、使徒ヨハネが強調する「真理」と同義では

ないかという仮説です。「真理はあなたがたを自由にする」とイェシュアが語っているように、水の概念を

理解することが真理につながるとするならば、それは私たちに大きな希望をもたらします。そのことを今

回の例会で取り上げてみたいと思います。まずは今回の主要テキストとなる箇所を、新改訳と新共同訳で

見てみましょう。 

 

【新改訳改訂第３版】ヨハネの福音書 7章 37～38 節 

37 さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って、

大声で言われた。「だれでも渇いているなら、わたし

のもとに来て飲みなさい。 

38わたしを信じる者は、聖書が言っているとおりに、 

その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るよう 

になる。」 

 

【新共同訳】同、箇所 

37 祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは 

立ち上がって大声で言われた。「渇いている人はだれ 

でも、わたしのところに来て飲みなさい。 

38わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、 

その人の内から生きた水が川となって流れ出るよう 

になる。」 
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●このテキストから二つのことを取り上げたいと思います。一つは「聖書が言っているように」とは、聖

書のどこでそれが語られているのかということです。二つ目のことは、「生ける水の川」なのか、それとも

「生ける水」なのかという点です。 

 

1. 「聖書が言っているように」とはどういうことか  

 

●イェシュアが語った「聖書が言っているように」(38節)というフレーズをギリシア語で見てみると、以

下のようになっています。 
カソース       エイペン        ヘー  グラフェー 

   καθὼς   εἶπεν      ἡ   γραφή 

まさしく～のとおりに  言った(アオ 3単) (冠詞) 聖書が(名主格女単) 

 

●直訳は「まさしく聖書が言ったとおりに」となります。では、「生ける水の川が流れ出る」という表現が

聖書のどこに言及されているのでしょうか。ある特定の箇所なのでしょうか。それとも聖書全体 (キリス

ト者にとっては「旧約聖書」、ユダヤ人にとっては「タナフ」)の中に言及されているということなのでし

ょうか。不思議なことですが、「生ける水の川」という表現は新改訳聖書のヨハネの福音書 7章 38節にし

かなく、この表現はイェシュアが語った 1 回限りのフレーズなのです。ちなみに新共同訳では「生きた水

が川となって」となっています。「聖書が言っているように」とは、イェシュアが言わんとすることが、特

定の箇所というよりは、旧約聖書全体が語っているということなのです。このことについては、後で再度

ふれることになります。 

 

2.  聖書における「水」に関するさまざまな表現  

 

●ヨハネの福音書の 7 章 38 節にある「生ける水の川」、また「生ける水」、「いのちの水」(いずれも「マ

イム・ハッイーム」 ַחִּיים ַמִים )という表現は先にも述べたように旧約では見出せませんが、「いのちの泉」

(「メコール・ハッイーム」 ַחִּיים ְמקֹור )という表現は見ることができます。またそれを合わせた形の「い

のちの水の源」(「メコール・マイム・ハッイーム」 ַחִּיים ַמִים ְמקֹור )といった表現もあります。以下、

上記の表現のある箇所を挙げてみることにしましょう。 

 

(1)「いのちの水」(「マイム・ハッイーム」ַמִים ַחִּיים ) 
 

●意外なことですが、「いのちの水」という表現は旧約には多く見らません。ヨハネの福音書 4章 14節の

「わたしが与える水」のことを、その前の 10節では「生ける水」(「マイム・ハッイーム」ַמִים ַחִּיים)

と表現しています。 
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【新改訳改訂第３版】ヨハネの福音書 4章 14節 

しかし、わたしが与える水を飲む者はだれでも、決して渇くことがありません。 

わたしが与える水(「ハ・マイム」)は、その人のうちで泉(「メコール・マイム」ְמקֹור ַמִים)となり、 

永遠のいのちへの水がわき出ます。 

 

●イェシュアの与える水は、それを飲む人のうちで「泉」(「メコール・マイム」(ְמקֹור ַמִים)となり、

そこから水が絶えず湧き出で、やがてそれが永遠のいのちへと至らせることになるというものです。ちな

みに、ヨハネの福音書における「永遠のいのち」とは、御父を知り、御子を知ること、その永遠のかかわ

りのいのちを知るだけでなく、そのかかわりの中に永遠に生かされ続けることを意味します。イェシュア

の与える水は、この「永遠のいのち」へと至るために不可欠な神の賜物であり、尽きることなく湧き続け

るのです。まさに永遠に渇くことのない満たしの世界がイェシュアによって備えられていると言えます。 

 

●ヨハネの福音書の「生ける水」(4:10)と 7章 38節の「生ける水の川」(7:38)とは、内容的には似てい

ますが、微妙な違いがあります。その違いとは、4 章では神と人との生きたかかわりを意味する「永遠の

いのち」が強調されているのに対し、7 章では「いのちの水の川」が人の最深の部分から流れることで全

被造物が生かされるという面が暗示されているように思えます。逆に共通している点は三つあります。ひ

とつは「生ける水」「生ける水の川」の約束がやがて将来において完全に実現(成就)することであること。

二つ目は、このことが神のご計画であり、みこころ(神の意志)であり、御旨(神の喜び)と目的であるとい

うこと。そして三つ目は、「水」は聖書の初め(創世記 1:2)から終わり(黙示録 22:1,17)まで消え去ること

なく存在しているということです。 

 

●また、黙示録 22章 17節では花婿イェシュアのことを「いのちの水」と訳していますが、それも「生け

る水」と同じく「マイム・ハッイーム」(ַמִים ַחִּיים)なのです。さらに、ヨハネの福音書 7章 38節の「生

ける水の川」(「ナハレー・マイム・ハッイーム」( ַחִּיים ַמִים ַנֲהרֵ  )という表現は、イェシュアに関連し

て使われている新しい表現であるということです。つまり、イェシュアが語った「生ける水の川」は、旧

約聖書での表現を引き継ぎながら、新しい表現で言い表しているということです。 

 

(2)「いのちの泉」(「メコール・マイム」  (ְמקֹור ַמִים 

 

●順序が逆になりますが、旧約では「神である主」のことを「生ける水」とは表現せずに、「いのちの泉」

(新改訳)と表現しています。 「メコール」(ְמקֹור)は「マーコール」(ָמקֹור)の連語形です。ちなみに、 

「いのちの泉」を、口語訳は「命の泉」、新共同訳は「命の源」と訳しています。聖書箇所は詩篇 36篇 9(10)

節と箴言(13:14, 14:27,16:22)にあります。 

 

  【新改訳改訂第３版】詩篇 36篇 9節  

いのちの泉はあなたにあり、私たちは、あなたの光のうちに光を見るからです。 
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●箴言における「いのちの泉」は、「知恵のある者のおしえ」(13:14)であり、「主を恐れる」こと(14:27)、

「思慮を持つ」(16:22)といった実践的な生活の知恵を意味しています。 

 

(3)「湧き水の泉」「いのちの水の泉」(「メコール・マイム・ハッイーム」  (ְמקֹור ַמִים ַחִּיים 

 

●これは旧約の預言者エレミヤが使った表現です。新改訳は「湧き水の泉」「いのちの水の泉」、口語訳・

新共同訳は「生ける水の源」と訳しています。聖書箇所はエレミヤ書 2章 13節、17章 13節です。それ

は主ご自身のことです。 

 

【新改訳改訂第３版】エレミヤ書 2章 13節 

わたしの民は二つの悪を行った。湧き水の泉であるわたしを捨てて、多くの水ため(ֹּבאר)を、 

水をためることのできない、こわれた水ためを、自分たちのために掘ったのだ。 

 

【新改訳改訂第３版】エレミヤ書 17章 13節  

イスラエルの望みである【主】よ。あなたを捨てる者は、みな恥を見ます。「わたしから離れ去る者は、 

地にその名がしるされる。いのちの水の泉、【主】を捨てたからだ。」 

 

●エレミヤ書の「湧き水の泉」「いのちの水の泉」とは、主ご自身、あるいは主のことばを意味しています。

イスラエルの民は主ご自身を捨てたばかりではなく、水をためることのできない多くの水ためを自分たち

のために掘ったという二つの悪が、預言者エレミヤによって訴えられ断罪されています。 

 

3. 「生ける水の川が流れ出る」のか、それとも「生きた水が川となって流れ出る」のか  

 

●ヨハネの福音書 7 章 38 節のみをギリシア語原文で見てみたいと思います。そこにある文法情報は以下

の通りです。 

 
ポタモイ    エク   テース  コイリアス   アウトー  リュースーシン   ヒュダトス   ゾーントス 

ποταμοὶ  ἐκ  τῆς  κοιλίας  αὐτοῦ  ῥεύσουσιν ὕδατος   ζῶντος. 
(名詞主男複) ～の中から      名詞属「腹、胎」   彼の   動詞直未来能 3複  名詞属単「水」 動詞(分詞)生ける 

「川」、「流れ」                      (あふれ)流れるでしょう 

 

●ギリシア語原文によれば、「水」(「ヒュダトス」ὕδατος)は「川」(「ポタモス」ποταμς の複数形

「ポタモイ」ποταμοὶ)にかかる属格であり、主格は「川」(複数)です。したがって、新改訳の「生ける

水の川」が正しい訳だと言えます。ちなみにヘブル語訳でも、以下のように、「生ける水の川々」を「ナハ

レー・マイム・ハッイーム」( ַחִּיים ַמִים ַנֲהרֵ  )としています。「ナハレー」は「川」を意味する「ナーハ

ール」(ָנָהר)の連語形複数形です。なぜ、川が複数形なのでしょうか。ここでの「川」は一つの「川」が

流れ出るようになるというのではなく、複数の「川」が「人の心の奥底から流れ出て来る」というイメー
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ジです。実は、このイメージは、以下の「エデンの園」のようです。 

 

(1) エデンの園にある「川」  

 

【新改訳改訂第３版】創世記 2章 10節 

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

 

●ここでの「一つの川」(単数の「ナーハール」ָנָהר)は、後にイェシュアが与える「生ける水」に相当し

ます。その「生ける水」を飲んだ者の心の奥底がエデンそのものであり、そこが「いのちの泉」「いのちの

源」です。そしてそれがエデンだとするならば、そこから「一つの川」がエデンの園を潤すために出て、

そこから複数の川(四つの川)となって全地を潤すというイメージです。ちなみに「四」という数は、聖書

では「全地」「四方」「全世界」を意味する象徴として用いられています(エゼキエル 37:21、マタイ 24:31、

マルコ 13:27)。 

 

●「いのちの水の川(複数)」という表現は旧約聖書の中にはありませんが、エデンの園から流れ出る四つの

水の川が、イェシュアによって言い換えられた独自の表現となっているように思われます。これは後のメ

シア王国におけるいのちの豊かさのイメージだと言えます。しかし、新しい天と新しい地においては、神

と小羊との御座から流れ出る「いのちの水の川」 (黙示録 22:1)の「川」は単数形(「ポタモス」ποταμς)
です。つまり、神と小羊との御座から流れ出る「いのちの水の川」とメシア王国のそれとは、複数か単数

かという点で次元が異なる表現となっています。 

 

(2) エゼキエルの見た「聖所から流れる水の川」のヴィジョン(47章)  

 

●エデンの園に流れる水の川のイメージは、エゼキエル書 47章にあ

る「聖所から流れる水の川」のヴィジョンを彷彿とさせます。ここ

の「川」は単数形です。実に不思議な川で、支流がないにもかかわ

らず、水の量が増し加わるだけでなく、勢いも増大して泳げないほ

どになっていきます。その川の両岸にはあらゆる果樹が生長し、そ

の葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月、新しい実をつけ、そ

してその川の流れ行く所はどこでも、すべてのものが生かされると

いうまことに不思議ないのちの水の川なのです。 

 

●神殿の敷居の下から流れ出るいのちの水の川が死海(アラバの海、

塩の海)に注ぎ込むと、そのところの水は良くなり(原語は「いやさ

れ」の意の「ラーファー」ָרָפא)、多くの魚がいるようになるのです。

それまでは雑魚一匹いなかった死海が、「大海」(「地中海」を意味する)のように、その種類も数も非常に多

くなるとあります。それゆえ「漁師たちはそのほとりに住みつき、エン・ゲディからエン・エグライムま



 
The 13th HEBREW MIDRASH 

6 
 

で網を引く場所となる」と預言されています(地図の●印を参照)。 

 

(3) ゼカリヤ書 13章の罪と汚れをきよめる「一つの泉」が開かれる  

 

【新改訳改訂第３版】ゼカリヤ書 13章 1節 

その日、ダビデの家とエルサレムの住民のために、罪と汚れをきよめる一つの泉が開かれる。 

 

●ここでの「その日」とは、キリストの地上再臨の直前を意味します。ここにある「一つの泉」(「マーコ

ール」ָמקֹור)は神ご自身を意味し、イスラエルの民の罪と汚れをきよめるための「泉」がエルサレムにお

いて開かれるという預言です。この「一つの泉」とは、ゼカリヤ書 12 章 10 節にある「恵みと哀願の霊」

のことです。この「恵みと哀願の霊」によって、二千年以上も長い間(と言っても、神には千年は一日の感覚で

しかありませんが)ユダヤ人たちを覆っていた「うろこのようなもの」が取り除かれて、イェシュアこそ神が

約束されたメシアであることを知り、彼らは民族的に神に立ち返ることになるのです。そしてそのあとに

メシア(キリスト)が地上再臨され、メシア王国が実現します。 

 

(4) ゼカリヤ書 14章 4, 6節  

 

【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。 

 

【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。 

 

●「その日」とは、キリストが地上再臨して主の足がオリーブ山の上に立つ時です。そのとき未曾有の地

殻変動が起こり、おそらくそのことによってエルサレムから「湧き水」(口語訳は「生ける水」、新共同訳

は「命の水」、原語は「マイム・ハッイーム」ַמִים ַחִּיים)が、東の海と西の海の方向に流れ出るのです。

ここの「流れ出る」という動詞は複数形になっています。つまり、エルサレムの「湧き水」が二つの方向

に流れ出るのです。これがイェシュアの言った「生ける水の川(複数)」なのではないかと考えられます。 

この複数が意味することは、ある特定の地域だけではなく、全地をいやす象徴的表現と言えなくもありま

せん。そしてこのことが地上のエルサレムだけでなく、主にある一人ひとりの人間の内側にも起こるので

す。 

 

●「生ける水の川が流れ出る」のか、それとも、「生きた水が川となって流れ出る」のか、一見どうでもよ

いことのように思えます。しかしそうではありません。続く 39 節では、「生ける水の川(複数)」とは「御

霊」(単数)のことであると記されています。とすれば、「川」の複数形が意味することは何なのでしょうか。
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一つの解釈として考えられることは、それは私たちの想像をはるかに越えた、メシア王国におけるあらゆ

る領域における御霊の豊かなさまざまな働きを意味してはいないだろうかということです。この御霊の豊

かな働きは、単なる人間の完全な贖いを成就するだけでなく、ローマ人への手紙 8 章 18 節で使徒パウロ

が述べているように、「将来私たちに啓示されようとしている栄光」の豊かさのことではないかと考えます。

その豊かさとは、地のすべてののろいがきよめられ、いやされ、全被造物の完全な贖いがもたらされると

いう栄光です。それはメシア王国における「エデンの園の回復」と言えます。そして被造物全体がこの時

が来ることを、今もひたすら待ち望んでいるのです。しかし、そのためには人間の完全な贖いが不可欠な

のです。そのことなしには全被造物の完全な贖いもないからです。このように、全地の完全ないやしと回

復は、実に人間のからだの完全な贖いと密接な関係にあるのです。以下のみことばを見てみましょう。 

 

【新改訳改訂第３版】ローマ人への手紙 8章 19～25節 

19 被造物も、切実な思いで神の子どもたちの現れを待ち望んでいるのです。 

20 それは、被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく、服従させた方によるのであって、望みがあるからです。 

21 被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます。 

22 私たちは、被造物全体が今に至るまで、ともにうめきともに産みの苦しみをしていることを知っています。 

23 そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、 

すなわち、私たちのからだの贖われることを待ち望んでいます。 

24 私たちは、この望みによって救われているのです。目に見える望みは、望みではありません。だれでも目で見て 

いることを、どうしてさらに望むでしょう。 

25 もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは、忍耐をもって熱心に待ちます。 

 

●ここには、人間のからだの贖いがいかに被造物全体の贖いとかかわっているかが記されています。すべ

ての被造物の「うめき」は「渇き」と同義です。すでに御霊の初穂をいただいている神の子であるキリス

ト者でさえも「うめき」「渇く」存在なのです。そこから解放される(いやされる)ためには、私たちのから

だが完全に贖われることが不可欠なのですが、すでに二千年前に人の子イェシュアが死からよみがえった

ことによって、回復された新しいからだの初穂として公にあかしされました。「初穂」とは、必ずそれに続

く収穫が予想されています。主を信じる者たちに約束されている良きおとずれとは、まさにこの新しいか

らだの回復なのです。そのことによって、全被造物のうめきや渇きがいやされるのです。この順序が重要

です。ですから、「仮庵の祭り」の最高潮である八日目にイェシュアが群衆に叫んだことばは、単なる個人

的な渇きが満たされるといったレベルの話ではなく、人間が創造された本来の意図と目的が回復されるこ

とによって、全被造物におよぶ「うめき」がいやされるという、神の永遠のご計画の実現に向けた参与へ

の招きだったと言えます。 

 

●その取っ掛かりは、「完成へのうめき」「完全な救いの渇き」ということを自覚する者たちの存在です。

つまり、イェシュアのもとに来て、イェシュアの与える水を飲み続ける者たちの存在です。やがて将来、

そうした者たちの「心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる」のです。パウロはそれを「将来

私たちに啓示されようとしている栄光」と言いあらわしました(ローマ 8:18)。ここでの「栄光」は、正確
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には冠詞付の「栄光」です。つまり、それは神の永遠のご計画においてやがて実現する人知をはるかに越

えた測り知れない栄光のことであり、ダビデが啓示によって「私たちの主、主よ。あなたの御名は全地に

わたり、なんと力強いことでしょう。」と感嘆したところの驚きです(詩篇 8:1, 9)。それは、いまだ「目に

見えない望み」です。しかし、この望みを私たちは忍耐を持って、熱心に待ち望まなければなりません。 

 

●ちなみに、ローマ書 8章 19～25節には二つの「望む」(希望を持つ)と訳された「エルピゾー」 

(ἐλπίζω)と、三つの「(熱心に)待ち望む」と訳されたギリシア語「アペクデクソマイ」(ἀπεκδέχομαι)
があります(19, 23, 25節)。後者は与えられた望みを辛抱強く熱心に待ち望み続ける(現在形)ことを意味

します。この語彙をヘブル語にすると「ハーハー」(ָחָכה)となります。ヘブル語の「ハーハー」(ָחָכה)

はただぼんやりとして待っていることではなく、神が与えて下さる望みを感謝しながら、完全な「からだ

の贖い」がなされることを信仰と忍耐をもって、かつ熱心に辛抱強く待ち望むことを意味しています。そ

れはまさに「天の故郷にあこがれていた」アブラハムの信仰につながります。このような信仰を神は、殊

の外、喜ばれるのです。 

 

●イェシュアの語った「心の奥底から、生ける水の川(複数)が流れ出るようになる」ことと、パウロの言う

「将来私たちに啓示されようとしている栄光」とは、同義であると信じます。そのことが「聖書が言って

いるとおりに」(聖書に書いてあるとおり)、確実に、将来、起こるのです。「将来私たちに啓示されようとし

ている栄光」を知ることは、私たちに今のいろいろな苦しみを乗り越えさせる力を与えると信じます。な

ぜなら、その望みによって私たちは救われていると言えるからです。 
 

4. 聖書が意味する「水」の概念とは  

 

●二年前に、聖書が意味する「光」の概念について考えました。「目に見えない光」が意味していることは、

使徒パウロがエペソ人への手紙 1章で記している「世の基が置かれる前から定められていた」神のご計画、

みこころ、御旨、そして目的のことであると気づかされたとき、私は大きな感動に包まれました。しかし

「光」は神の物語における大枠の概念にすぎません。しかし「水」は神の物語のいのちにかかわる概念で

す。「水」は「神のことば」の象徴であり、「真理」の象徴であり、「御霊」の象徴でもあるということです。 

 

●ヘブル語で「水」を「マイム」(ַמִים)と表現します。「マイム」という名詞は双数形(複数形ではなく)で

す。ヘブル語で「天」のことを「シャーマイム」(ָׁשַמִים)と表現します。そこには「水」を意味する「マ

イム」(ַמִים)が含まれています。「水」は、天にも、地にも、そして地の下にもあると考えられていたから

です。ただし「地」と「地の下」は一つに括られますから、三つの区分ではなく、「天と地」という二つの

区分として理解できます。エレミヤ書 23章 24節には、「天にも地にも、わたしは満ちているではないか。」

とあります。重要なことは、神のいるところに「水」が存在しているということです。 

 

●以下は、創世記 1章 2節のヘブル語原文です。 



 
The 13th HEBREW MIDRASH 

9 
 

 

テホーム  ペネー アル ヴェホーシェフ   ヴァーヴォーフー トーフー    ハーイター ヴェハーアーレツ 

   ְתהום ַעל־ְּפֵני  ְוֹחֶׁש�    ּוָוֹבה  ֹתהּו    ָהְיָתה  ְוָהָאֶרץ
ハマーイム ペネー アル    メラヘフェット  エローヒーム ヴェルーアッハ 

ַהָמִים ַעל־ְּפֵני  ְמַרֶחֶפת ֱא�ִהים  ְורּוחַ   
 

【新改訳改訂第３版】創世記 1章 2節 

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。 

 

●創世記 1章 2節によれば、「トーフー・ヴァヴォー

フー」( ָוֹבהּו ֹתהּו )とあるように、天地創造の最初

の「地」の状況は、荒涼とした不毛な地でした。し

かし「水」は、当初から存在しています(創世記 1:2)。

「大水」と訳されたヘブル語の「テホーム」(ְתהֹום)

は「淵」とも訳されますが、それは地下の水のこと

で、いわば「水」と同義です。 

 

●創世記 1章 2節は以下のように、多くの訳文が 

あります。その多様さはヘブル語の語彙の深さを表わしていると言えます。 

 

【口語訳】 

地は形なく、むなしく、やみが淵のおもてにあり、神の霊が水のおもてをおおっていた。 

【新共同訳】 

地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。 

【岩波訳】 

地は空漠として、闇が混沌の海の面にあり、神の霊がその水面の面に働きかけていた。 

【月本昭男訳】 

地は空漠としており、闇が混沌の海の面にあった。神の霊がその水の面に働きかけた。 

【中澤洽樹訳】 

地は荒涼混沌として闇が淵をおおい、暴風が水面を吹き荒れていた。 

【関根正雄訳】 

地は混沌としていた。暗黒が原始の海の表面にあり、神の霊風が大水の表面に吹きまくっていたが、 

【ヴェスターマン訳】 

地はまだ荒涼たる不毛の地であり、暗黒が原始の淵の上にあり、神の霊が水の表面を動いていた。 

【ATD訳】 

しかし地は荒涼として空虚であり、闇が原始の海の上に横たわり、神の嵐が水面の上を漂っていた。 

【LXX訳】 

地は見えるものでも形あるものでもなく、闇が深淵の上にあり、神の霊が水の上を漂っていた。 
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【NKJV】 

The earth was without form, and void; and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was  

hovering over the face of the waters.「舞っていた」 

 

●2節で重要なのは、この節の構文が「同義的パラレリズム」になっているということです。 

 

やみが  大水(淵)のおもてに あり、 

神の霊が 水のおもてを    おおっていた。 

 

●2節が「やみ」=「神の霊」、「大水」(淵)=「水」、「ある」=「おおっていた」が、同義的パラレリズム

の構文であるならば、「やみ」の中に神は臨在していることになります。それは詩篇 18 篇 11 節によって

裏付けられます。 

 

主は  やみ を 隠れ家として、                回りに置かれた。 

その仮庵は      雨雲の暗やみ、濃い雲。 

 

●重要なことは、「大水(淵)」(「テホーム」ְתהֹום)も「水」(「マイム」ַמִים)も、やみの中に存在する神

とともに存在し、神の霊とも向かい合って存在しているということです。 

 

●聖書の中で「水」について多く言及されて

いるのは「ヨハネの福音書」ですが、「水」

と関連する語彙を整理してみると、以下のこ

とが見えてきます。 

 

①この世の水とは異なる永遠に渇くこと 

 のない「生ける水」(4:10) 

②「生ける水」を得るためには、「人は、水

と御霊によって新しく生まれなければ」なり

ません (3:3,5)。  

③新しく生まれた者は、「霊とまことによっ

て礼拝」しなければなりません(4:24)。 

 

(1) 真理とみことば  

 

●イェシュアは弟子たちに「わたしは道であり、真理であり、いのちです」(ヨハネ 14:6)と言われました。

また、イェシュアを信じたユダヤ人に対しては「わたしのことばにとどまるなら、・・真理を知り、真理は

あなたがたを自由にします。」と言われました(8:31)。御父に対しては「あなたのみことばは真理です」
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(17:17)。このように、真理は神のみことばと密接な関係にあります。

そして「みことば」は「水」(生ける水)に象徴されています。このよう

にして考えるなら、「水」と「真理」は同義であると言えます。 

 

●では、「真理」とは何なのでしょうか。イェシュアが「わたしは真理

について証しするために生まれ、そのためにこの世に来た」(18:37)と

語ったとき、それを聞いたローマ総督のピラトは、「真理とは何か」と

尋ねました。しかしこの質問は真剣な求道的な問いかけではなく、 

「真理なんていうものはこの世にあろうか」とイェシュアの語ったことばを揶揄するニュアンスの質問で

あったと思われます。 

 

●「真理」を意味するヘブル語は「エメット」(ֱאֶמת)で、「まこと」とか「真実」と訳されることが多い

ようです。旧約では 127回。「エメット」(ֱאֶמת)の語源は、動詞の「アーマン」(ָאַמן)です。ギリシア語

では「アレーセイア」(ἀλήθεια)で新約では 109回使われていますが、そのうちヨハネ文書が 45回(福

音書 25 回、書簡 20 回)と圧倒的な使用頻度です。「エメット」というヘブル語の文字を観察してみると、

「アーレフ」(א)と「ターヴ」(ת)の間に「メーム」(מ)という文字が入っています。「わたしはアルファ

であり、オメガである」(黙示録 1:8)の「わたし」とはイェシュアのことですが、これをヘブル的に表現

すると、「わたしはアーレフであり、ターヴである」となります。そしてその真ん中に、「メーム」(מ)の文

字が入っているということは、「わたしは真理である」、「わたしは生ける水である」というメッセージが込

められていると言えます。そのことをヘブル語の「エメット」(ֱאֶמת)が指し示しているのです。 

 

●「水」=「真理」=「みことば」 を結びつけている共通点は、「永続性」「不変性」「普遍性」「絶対性」

「確実性」「堅固性」「安定性」「信頼性」「本質性」「根源性」などです。真理を簡単に説明するなら、それ

は「永遠に変わらないもの」(永続性、不変性)、「人間を支えているもの」(根源性、堅固性)、「だれにで

も当てはまり、例外がない」 (普遍性)、「いのち(自由・勝利)を与えるもの」(確実性)、「変わらない基準

となり得るもの」(不変性、絶対性)、これらが、「生ける水」という表現に象徴されていると考えられます。 

 

●「真理」「真実」(「エメット」ֱאֶמת)と密接に結びついているのは「恵み」(「ヘセド」ֶחֶסד)です。そ

れが人格化した存在こそイェシュアです(ヨハネ 1:14, 17)。また真理は「霊」とも結びついています(ヨ

ハネ 4:24)。 

 

●「水」は「聖霊の象徴」のひとつとされています。「真理の御霊」という表現があるように、「真理」は

御霊と深いかかわりがあります。「水」も「真理」も、すべての汚れを「きよめ」、地ののろいを「いやし」、

不思議な導きによる「出会い」をもたらし、すべてのものを生かす「いのち」の根源です。特に、不思議

な導きによる出会いの例としては、 

 

①アブラハムのしもべエリエゼルとイサクの嫁となるリべカとの出会い 
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②ヤコブとラケルの出会い 

③イェシュアとサマリヤの女 

―がありますが、これらの出会いはみな「水」「井戸」が介入して 

います。 

 

ベアハリート  

 

●今回は、イェシュアの公生涯の 3 年目の仮庵の祭りの最後の日に、イェシュアが立ち上がって叫んだこ

とば、「だれでも渇いているなら、わたしのもとに来て飲みなさい。わたしを信じる者は、聖書が言ってい

るとおりに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。」ということばをミドゥラーシ

ュしました。主の例祭は春と秋の二つの季節に区分けできますが、そこには神の深いご計画が隠されてい

ます。春の主要な祭りである「過越の祭り」と「初穂の祭り」、そして「七週の祭り」はすでにイェシュア

の初臨によって実現されています。しかし秋の祭りである「ラッパの祭り」「贖罪日」「仮庵の祭り」はこ

れからのことです。特に、最後の「仮庵の祭り」にはイェシュア・メシアが地上に再臨されて実現するこ

とが隠されています。そのことを今回、取り扱いました。と同時に、「生ける水」はすべての被造物の渇き

(うめき)がいやされて本来の神の創造の姿を回復させます。したがって、すでに御霊の初穂をいただいて

いる私たちはその恩恵に与っていますが、いまだ渇き(うめき)の中にあります。 

 

●「セレブレイト・スッコート」の目的である「神のご計画を学びその計画が実現することを信じて待ち

望む祭り」を起点として、聖書の「水」の概念をさらに深く理解し、やがて与えられる圧倒的な「いのち

の水の川」に与る望みを、確かなものとさせていただきたいと祈ります。 

 

 

2017.10.2 

The 13th ヘブル・ミドゥラーシュ例会 

発表者: 銘形 秀則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


