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神は我らと共に 

パート５：魂の詩 

ヨブ記‐詩篇 

 

第４メッセージ－希望の詩 

詩篇１１８篇とパーム・サンデー 

 

はじめに 

 詩篇には私的と公的の詩がある。ユダヤ人の信仰生活の中

で用いられたイスラエルの賛美歌集である。中には様々な詩

が含まれている：嘆き、感謝、悔い改め、賛美、信頼／希

望、救出のための叫び、そして王の詩。それらの詩は、何世

紀にも渡って様々な著者によって構成されており、多くがダ

ビデ王自信の作品であった：ダビデ王（７３篇）。匿名（５０篇）。

ダビデの神殿の聖歌隊指揮者であったアサフ（１１篇）。ジェド

ゥスン（３篇）。ソロモン（２篇）。モーセ、エタン、ヘマン、エ

ズラヘテ（各１篇ずつ）。詩篇を通して、イスラエルの人々の生活

がいかに神中心であったかを知ることが出来る。詩篇は、壊

れた世の中の人生の起伏の中で、神に手を伸ばす人々の魂の

叫びである。人生や神についての感情は、頻繁に神について

の適切な考え方よりも優先されてしまう傾向にあるので、詩

篇は聖書の中でも最も現実的な部分であると言えるかもしれ

ない。詩篇を用いて、人生の様々な季節に感じることがらを

表現するために役立てることが出来る。更に、詩篇には多くの

隠喩やメシアであるイエス・キリストの預言が含まれてい

る。それらを「救世主の詩篇」とも呼ばれている。このた

め、詩篇は新約聖書の中においても、他の旧約聖書の本より

もより頻繁に引用されている。（参照：ノートの終わりにあ

る「救世主の詩篇」） 

ハレルの詩の中の詩篇１１８篇：１１３－１１８ 

詩篇１１３－１１８篇は、三つの主要なユダヤ人の祭りに関

係する詩篇とされている：過ぎ越しの祭、ペンテコステ（五旬

節）、刈穂の祭り（収穫祭）。神への賛美（ハレル）や神への呼びか

けを繰り返すので、それらを「ハレル」の詩篇と呼ぶ。それ

らの分類は、毎年の過ぎ越しの食事で特に重要で、賛美歌の

詩篇１１３－１１４篇は過ぎ越しの食前に歌われ、１１５－

１１８篇は過ぎ越しの食後に歌われた。イエス様と弟子たち

が最後の晩餐の後で「歌った賛美歌」（マタイ２６：３０）は、

おそらく詩篇１１５－１１８篇の歌を指している。モーセの

時代に（出エジプト記１－１５）、イスラエルがエジプトから救出さ

れたときのことを思い出させるので、この詩篇の部分は「エ

ジプトのハレル」とも呼ばれている。ユダヤ人の聖歌隊が過

ぎ越しの祭で「ハレル」を歌った際、過去の救出を思い出し

ていただけでなく、更なる神の救出を叫んでいた。したがっ

て、神の特異な愛によって、外国の抑圧者の支配下に置かれる

イスラエルの民に将来脱出をもたらすことから、ハレルは真

の神への希望の賛美歌の延長であった。イエス様の時代の外

国の抑圧者とはローマであった。 

エルサレムへのイエスの凱旋入場：詩篇１１８：２２－２９ 

 この部分のハレルは、イエスの生涯の最後の週の頭に、 

イエス様をエルサレムに迎え入れようとしていた大勢の人々

によって歌われたことから、詩篇１１８篇の最後の部分は、

クリスチャンにとって特別な意味を持っている。 

 家造りらの捨てた石は隅のかしら石となった。これは主の

なされた事でわれらの目には驚くべき事である。これは主が



設けられた日であって、われらはこの日に喜び楽しむであろ

う。主よ、どうぞわれらをお救いください。主よ、どうぞわ

れらを栄えさせてください。主のみ名によってはいる者はさ

いわいである。われらは主の家からあなたをたたえます。主

は神であって、われらを照された。枝を携えて祭の行列を祭

壇の角にまで進ませよ。あなたはわが神、わたしはあなたに

感謝します。あなたはわが神、わたしはあなたをあがめま

す。主に感謝せよ、主は恵みふかく、そのいつくしみはとこ

しえに絶えることがない。（詩篇１１８：２２－２９） 

 マタイの福音書の記述は次の通りである（詩篇１１８のみ言を反映

した部分が入っている）： 

 群衆のうち多くの者は自分たちの上着を道に敷き、また、

ほかの者たちは木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆

は、前に行く者も、あとに従う者も、共に叫びつづけた「ダ

ビデの子に、ホサナ。主の御名によってきたる者に、祝福あ

れ。いと高き所に、ホサナ」。イエスがエルサレムにはいっ

て行かれたとき、町中がこぞって騒ぎ立ち、「これは、いっ

たい、どなただろう」と言った。そこで群衆は、「この人は

ガリラヤのナザレから出た預言者イエスである」と言った。

（マタイ２１：８－１１） 

 「ホサナ」とは、「今、私たちをお救いください」という

意味である。こうして群衆は、イエス様こそが新しい救出を

もたらすためにエルサレムに来て下さり、待ち望んできた救

出を実現して下さるお方であると考えた。群衆は、イエス様

がローマの抑圧の重いくびきから救い出して下さることを期

待した。イエス様こそがローマを倒し、神がお選びになった

民の平和、喜び、そして繁栄の新しい時代へと導く新しいモ

ーセとなって下さることを期待した。 

 これらの背景を留意して、詩編１１８：２２－２９の 

重要な節を詳しく見てみましょう。そこには、イエス様のエ

ルサレム参入が実現した日に、人々が理解していたことより

もはるかに深い救世主の恩恵がある。 

－捨てられた石 

 家造りらの捨てた石は隅のかしら石となった。これは主の

なされた事でわれらの目には驚くべき事である。これは主が

設けられた日であって、われらはこの日に喜び楽しむであろ

う。（詩篇１１８：２２－２４） 

 もともと拒絶された石とは、世の中のより強力な国々にと

って無益で無能な国家として捨てられ続けて来たイスラエル

そのものであった。イスラエルが繰り返し外国の手（エジプト

人、ペリシテ人、アッシリア人、バビロニア人、ペルシャ人、ギリシア人、ローマ人

など）によって厳しい弾圧を受けたモーセの時代（紀元前１４４０

年）から何世紀も経過していた。小国家であるイスラエルは、

世界の王国を築く者たちに捨てられた価値のない石のように

見えたかもしれないが、それでも、神に選ばれた民であるこ

とを知っていた。したがって、彼らの希望は、神（究極の創造主）

が「拒絶された石」（イスラエル）をお用いになり、神の王国の

プロジェクトの中心に置かれることであった。 

 イエス様ご自身が「拒絶された石」の聖句を再解釈させる

最初の人であった。神聖である週に、イエス様を救い主であ

ることを拒否したユダヤ人の指導者たちとの議論の中で、そ

の句を用いられた。 

 イエスは彼らに言われた、「あなたがたは、聖書でまだ読

んだことがないのか、『家造りらの捨てた石が隅のかしら石

になった。これは主がなされたことで、わたしたちの目には

不思議に見える』。（マタイ２１：４２） 



 使徒の働きの中で、ペテロとヨハネが同じ聖句を用いてユ

ダヤ人の指導者たちがイエスを拒絶したことに向き合わせた： 

 イエスこそは『あなたがた家造りらに捨てられたが、隅の

かしら石となった石』なのである。この人による以外に救は

ない。わたしたちを救いうる名は、これを別にしては、天下

のだれにも与えられていないからである」。（使徒４：１１，

１２；第一ペテロ２：７，８） 

 イエス様ご自身が、家を造る者たち（イスラエルの指導者たち）に

捨てられた石となられた。それでも、ご自分の命を犠牲にし

て死を受け入れて下さったので、神が建築しておられた新し

い建物（キリストの体、または、教会）のかしら石となられるため

に、神によって選ばれた。 

－「ホサナ」の叫び 

 主よ、どうぞわれらをお救いください。主よ、どうぞわれ

らを栄えさせてください。主のみ名によってはいる者はさい

わいである。われらは主の家からあなたをたたえます。主は

神であって、われらを照された。枝を携えて祭の行列を祭壇

の角にまで進ませよ。（詩篇１１８：２５－２７） 

 イエス様の凱旋の入場のとき、群衆は何らかの政治／国家

革命を期待していた。イエス様は、3 年間の公の伝導期間に数

多くの奇跡を行われた。群衆は、イエス様が今まさに、奇跡

をお用いになり、ローマの迫害のくびきを払い除き、独立主

権国家としてのイスラエルを再建なさるためにエルサレムに

来られたことを確信していた。 

 イエス様は、確かに救助と救出という偉大な仕事を実行なさ

るためにエルサレムに来て下さった。しかし、それはローマ

の弾圧からの救出ではなかった。十字架の御業と空の墓（復

活）を通して人類を罪と死の弾圧からお救いになるために来ら

れた。贖われた人々の心に「神の御国」をもたらすために来

られた。そのことは、お生まれになられ、「イエス」と名付

けられたときに、すでに預言されていた。 

 彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名づけな

さい。彼は、おのれの民をそのもろもろの罪から救う者とな

るからである」。（マタイ１：２１） 

 そのことは、イエス様がエルサレムへの凱旋入場の際にお

泣きになった理由を説明づける。ルカの福音書より： 

 いよいよ都の近くにきて、それが見えたとき、そのために

泣いて言われた、「もしおまえも、この日に、平和をもたら

す道を知ってさえいたら……しかし、それは今おまえの目に隠

されている。いつかは、敵が周囲に塁を築き、おまえを取り

かこんで、四方から押し迫り、おまえとその内にいる子らと

を地に打ち倒し、城内の一つの石も他の石の上に残して置か

ない日が来るであろう。それは、おまえが神のおとずれの時

を知らないでいたからである」。（ルカ１９：４１－４４） 

 人々が本当に必要なことと神のご計画を見ることが出来な

かったのでイエス様はお泣きになった。人々は、政治的解決

策を求めていたが、本当に必要であったのは霊的救い主であ

った。彼らはローマからの解放を求めたが、本当に必要として

いたのは罪からの解放であった。彼らはイエスにカエザルを

倒してほしいと願っていたが、本当に必要であったのはサタン

を倒すことであった。人生を変えてほしいと願ったが、本当

に必要であったのは内から変えられるための新しいいのちで

あった。イエス様に王座に座ってほしいと願ったが、本当に必

要であったのは彼らのために十字架でほふられる神の子羊で

あった。 



 イエス様は、人々が自分たちの本当の必要に盲目であり、

また、その必要を満たそうとしておられる神のご計画に盲目

であったので泣かれたのです。更に、ユダヤ人の国に訪れる

神の裁きを知り悲しまれた。紀元後 70 年、ローマからの解放

を望んで来たイスラエルは、ローマによって陥落する。なぜ

でしょう？おまえとその内にいる子らとを地に打ち倒し、城

内の一つの石も他の石の上に残して置かない日が来るであろ

う。それは、おまえが神のおとずれの時を知らないでいたか

らである」。（ルカ１９：４４）ユダヤの支配者を含む大多

数のユダヤ人は、イエスを神が送ってくださったメシアであ

り救い主として歓迎しなかったからである。 

－椰子の枝 

 主は神であって、われらを照された。枝を携えて祭の行列

を祭壇の角にまで進ませよ。あなたはわが神、わたしはあな

たに感謝します。あなたはわが神、わたしはあなたをあがめ

ます。主に感謝せよ、主は恵みふかく、そのいつくしみはと

こしえに絶えることがない。（詩篇１１８：２７－２９） 

 ＊ここでの正しい解釈について議論が生じている。新しい

アメリカの標準的聖書は、枝について言及していない。代り

に次のように記している：「祭の犠牲を祭壇の角に結ばせ

よ。」 

 イエスがエルサレムに入場されたとき、人々は、ヤシの枝を

振り、イエス様が通られるための「敷物」代わりに地面に敷

いた。ヤシの枝を用いたことは、もともと仮庵のユダヤ人の

祝いと関連していた。レビ記２３：３３－３６の神の命令通

り、エジプト脱出後に荒野で長期に渡り滞在したことを記念

して、人々は葉で仮小屋を建て 1 週間そこで生活した。その

後もイスラエルの人たちは歴史を通して、偉大な指導者たち

が街を訪れた際には、ヤシの枝を用いて敬意を表した。「パ

ーム・サンデー」の由来はそこにある。人々は新しい指導者

イエス様がイスラエルを率いてローマの弾圧からの勝利へと

導いて下さる期待を膨らませながら、いわゆる「レッド・カ

ーペット」を敷いたのである。 

－祭りの捧げもの 

 主は神であって、われらを照された。枝を携えて祭の行列

を祭壇の角にまで進ませよ。（詩篇１１８：２７） 

 ユダヤの主要な祝いの際、大祭司が神殿の主祭壇まで神聖

な行列を導くのが典型的であった。そこで国家の罪のために

必要な犠牲を捧げた。イエス様は別の方法を用いられた。エ

ルサレムに入場されたとき、神殿に入られ、神殿を両替商か

ら清められた。過ぎ越しの祭りの間、イエス様を脅威とし、

誤った教師として見たユダヤの指導者たちと繰り返し対立さ

れた。過ぎ越しの週の終わりには、指導者たちは、十字架刑

に処するためにイエス様をローマの総督であるピラトに引き

渡す陰謀を企てる。その週の金曜日に、過ぎ越しの祭りの犠

牲が捧げられるときには、イエス様ご自身がローマ兵の十字

架の上に掛けられ、人類の罪のために死なれる。このように

して、イエス様ご自身が過ぎ越しの祭の行列を「祭壇」へと

導かれた。しかし、そのやり方は大勢の人々が期待していた

方法ではなかった。イエス様ご自身が祭りのための犠牲とな

って下さり、神が命じられた祭壇の上、すなわち、ローマ兵

の十字架上で、世の罪のために死んで下さった。 

 

 



詩篇１１８篇とパーム・サンデーの主な教訓 

１．真の問題は私たちの内面にある 

 現代の人々は、イエス様がエルサレムに入場された際に、

ホサナ（今、私たちをお救いください！）と叫んだ群衆とほ

とんど変わりない。私たちは人生がより良くなることを望み、

その解決策は外面的な構造変化にあると考えている。だから、

政府の指導者たちや経済学者、軍の指導者たちや医師たち、

教育者やビジネスリーダーたちに構造変更を行うことを求め、

設定を正し、より幸せであった日々を取り戻すことを期待す

る。しかし、実際は、我々も群衆がしたのと同じことを繰り

返している：あらゆる間違った（外部）場所に救いを探し求

めている。問題は外部ではなく、内部であるからである。言

い換えると： 

 偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざ

わいである。杯と皿との外側はきよめるが、内側は貪欲と放

縦とで満ちている。盲目なパリサイ人よ。まず、杯の内側を

きよめるがよい。そうすれば、外側も清くなるであろう。 偽

善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわい

である。あなたがたは白く塗った墓に似ている。外側は美し

く見えるが、内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっ

ぱいである。このようにあなたがたも、外側は人に正しく見

えるが、内側は偽善と不法とでいっぱいである。  

（マタイ２３：２５－２８） 

 真の問題は、人間の罪な性質である。心が変えられるま

で、いくら外面的に変えられたとしても、私たちが切望する

平安や満たしを体験することは不可能である。私たちは、内

面のがんに一生懸命包帯を巻きつけるような常に無駄な努力

を積み重ねることになる（そして、繰り返し落胆させられ

る。）。 

２．希望はイエス様の内に見出される 

 心の問題の解決策は一つしかない。新しい心である！救い

主であられるイエス様の死と葬りと復活は私たちに新しい心

を与える機会をもたらす。イエス様の死によって、私たちに

罪の赦しをもたらす。私たちの負債は取り消され、神と正し

い関係に和解することができる。イエス様は復活によって、

死にも打ち勝たれた。したがって、私たちも神のご臨在の内

に永遠に生きることが出来る。しかし、復活はもう一つのこ

とを提供してくれる：イエス様は生きておられるので、聖霊

様を通して、私たちの内に住んで下さることがお出来にな

る。イエス様は、私たちが最も必要とする場でイエス様の復

活のいのちとみ力を適用して下さる：私たちの心に。イエス

様は、新しい心をお与えになり、内側から変えて下さること

がお出来になる。 

 もし、キリストがあなたがたの内におられるなら、からだ

は罪のゆえに死んでいても、霊は義のゆえに生きているので

ある。もし、イエスを死人の中からよみがえらせたかたの御

霊が、あなたがたの内に宿っているなら、キリスト・イエス

を死人の中からよみがえらせたかたは、あなたがたの内に宿

っている御霊によって、あなたがたの死ぬべきからだをも出

来かしてくださるであろう。（ローマ人８：１０－１１） 

３．拒絶されたかしら石 

 イエス様は、神の宮の頭石であり。イエス様が私たちの救

いとこの世の神の御国の働きの鍵である。しかし、人々は常

にイエス様を嘲笑し、疎外し、拒否し続けるので、イエス様

は常に拒否されたかしら石となられる。 

 彼は世にいた。そして、世は彼によってできたのである

が、世は彼を知らずにいた。彼は自分のところにきたのに、



自分の民は彼を受けいれなかった。しかし、彼を受けいれた

者、すなわち、その名を信じた人々には、彼は神の子となる

力を与えたのである。それらの人は、血すじによらず、肉の

欲によらず、また、人の欲にもよらず、ただ神によって生れ

たのである。（ヨハネ１：１０－１３） 

 イエス様は、私たちの心の内に入りたいと願っておられる

ので、私たちの心の扉をノックしておられる（ヨハネの黙示

録３：２０）。あなたは、イエス様を救い主として、また主

としてお招きになりましたか？来るパーム・サンデーは、次

のことを覚えるべきである：真の「凱旋入場」とは、人の心

の扉が開かれ、イエス様が人の心の内に入場され、その人の

中の王座にお座りになられることである。 

救世主の詩篇 

 詩篇の中のイエスの７０の言及のリストとを含む短い良い

記事を参照ください：https://www.gotquestions.org/Psalms-

Jesus-Christ.html 

おそらく、最も重要な救世主の詩篇は 2 篇、22 篇、110 篇で

しょう。それらには、主な預言とキリストの暗示が含まれて

いる。 

詩篇 2 篇は、父が国家統治のために選んだ息子の昇格が描か

れている。世界中のすべての支配者は、遅すぎないうちにそ

の息子を礼拝するように勧める。彼の王権に抵抗することは

無益である。なぜなら、それは神の裁きに繋がるからである。 

それらの詩篇は次の箇所で引用されている：使徒４：２５、

１３：３３；へブル人１：５，５：５． 

詩篇２２は、ダビデ自身の苦難を描写する嘆きの詩篇であ

る。しかし、彼の苦しみと苦しみの記述は、イエス様が私た

ちの罪のために十字架上で死なれる際の苦しみと受難の苦の

預言的描写となった。最も重要であるのは、イエスが十字架

上で死なれる直前に、詩篇２２：１を引用されたという事実

である：「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てにな

ったのですか？」この詩篇の預言は次の新約箇所に引用され

ている：マタイ２７：４６；２７：３９；２７：４３；２

７：３５；ヨハネ２０：２５；１９：２４；へブル人２：１

２；５：７。 

詩篇 110 篇は、高揚した王の詩である。ダビデ王の歌である

一方、それはダビデを超えて主を参照していることが明白で

ある。イエス様は、この詩篇の箇所をお用いになり、「主」

としてのご自分の地位について、ユダヤ人の指導者たちを混

乱させた（参照：マタイ２２：４４と２６：６４）。また、

次の箇所にも引用されている：使徒２：３４，３５；へブル

人１：１３；５：５，６；７：１７，２１。 
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