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神は我らと共に 
パート７：王と預言者たちの強制退去と帰還 

ユダのつまずきと神の忠実さ 

 

第十メッセージ－主権者であられる神、神殿を去られる 

エゼえキエル書１－２４章 

 

はじめに 

 エゼキエルは祭司の家系に生まれた。エルサレムの最終的

破壊の１１年前（紀元前５８６年）、ネブカドネザルによる二度目

の侵略の際にバビロンに強制退去させられた（紀元前５９７年）。

神が現われて語られたとき、３０歳であった。バビロンのユ

ダヤ人捕囚の中で、２２年間預者として仕えた。ユーフラテ

ス川の畔、バビロンから約５０マイル南にあるニッポルの捕

囚人の一人であった。エゼキエルは結婚していたが、ネブカデ

ネザルがエルサレムを包囲した同じ日に突然死で妻を失った。 

 エゼキエルの主な特色は、神の言葉を紹介する中で「アドナ

イ - ヤハウエ」という称号を絶えず用いたことである（２１０

回）。聖書の翻訳は、神のこの二重の称号を如何に翻訳するか

という点で異なるが、新国際版の「主権者」という訳が賢明

である。これはエゼキエルの神学における重要なポイントを

強調する。ヤハウエはイスラエルだけでなく、すべての国々

の「主権者」（王）である。バビロンの王ネブカデネザルさえ

も、７年間の経験を通して、神の御前で謙虚になることを学

んだ：ネブカデネザルは、目をあげて天を仰ぎ見ると、わた

しの理性が自分に帰ったので、わたしはいと高き者をほめ、

その永遠に生ける者をさんびし、かつあがめた。その主権は

永遠の主権、その国は世々かぎりなく、地に住む民はすべて

無き者のように思われ、天の衆群にも、地に住む民にも、彼

はその意のままに事を行われる。だれも彼の手をおさえて

「あなたは何をするのか」と言いうる者はない（ダニエル書

４：３４－３５）。 

 エゼキエルの更なる特異性は、祭司であることにあった。

ある意味祭司として、神と人の間に立ち、反抗的な人類への

情熱的な心と神のメッセージを仲介した。しかし、ユダヤ人

の司祭にとっての通常の活動は、エルサレムの主の神殿で奉

仕することであった。エゼキエルはバビロンに送られたので、

そうすることは出来なかった（ユダヤ教の神殿は存在しなかった。）が、

偶像崇拝の罪が犯されている主の二つの神殿を見るという特

異な機会が与えられた。これらの幻とともに、段階的に主の

栄光が神殿から立ち退いたのを見た（９：３＞１０：４＞１０：１８，

１９＞１１：２２－２３）。それから、エゼキエル書の最後の部分

で、将来の神殿（キリストの千年の治世の間に建てられる神殿と考えられる）

の詳細の壮大な幻が与えられ、また、神の栄光が贖われた

人々の中核に住まれるために戻られるのを見た（４３：１－５）。

エゼキエルは物理的な神殿で司祭として奉仕する機会を奪わ

れたが、預言者として当時もその将来も神殿にあり、民との

関係の内に神の栄光を見ていた。 

 他の預言書に比較して、エゼキエル書には、より多くのた

とえ話が含まれているが、その預言は順序と年表に大きな注

意を払って整理されているのが特徴的である。概要は次の通

りである。 

１．エセキエルの神幻と召命：第１－３章 

２．エルサレムの破壊の預言：第４－２４章 

３．諸国民に対する神の裁き：第２５－３５章 

４．イスラエルの将来の修復の預言：第３６－４８章 



エゼキエルの神幻と召命： 

第１－３章 

 エゼキエルは、神のご栄光についての輝かしい幻を見、そ

れらを語るよう命じられた（イザヤの体験に似ているが、更に詳細に至っ

た－参照：イザヤ書６章）。そのメッセージを語る対象はイスラエル

の反逆的な人々であった。（「反抗的」またはその同義語は第２章だけで９

回用いられており、エぜキエル書全体では２０回以上用いられている）。彼は嘆

きと哀悼と悲しみを含んだ文書（反抗的な人々に対する主権者のメッセー

ジ。）を受け取った。神は、人々が頑固で反抗的であったにも

かかわらず、預言者の額を彼らと同様に堅くしてくださるこ

とをエゼキエルに保証された。－わたしはあなたの額を岩よ

りも堅いダイヤモンドのようにした。ゆえに彼らを恐れては

ならない。彼らの顔をはばかってはならない。彼らは反逆の

家である」（エぜキエル書３：９）。 

 彼らは厚顔で強情な者たちである。わたしはあなたを彼ら

につかわす。あなたは彼らに『主なる神はこう言われる』と

言いなさい。彼らは聞いても、拒んでも、（彼らは反逆の家

だから）彼らの中に預言者がいたことを知るだろう 

（エぜキエル書２：４，５）。 

 その後エぜキエルは、捕囚の人々の元に御霊によって運ば

れ、そこで７日間座り、「彼らの間に驚きを引き起こした」

（３：１５）。エゼキエルは、人々によって逮捕され、投獄され

ることを伝えられていた。更に、神が示される時まで、話す

ことが出来なくされる（３：２６，２７）。また、人々がどの様な

反応をしても、神のメッセージを伝え、神に忠実に彼らを

「見守る者」となるよう警告された（３：１６－２１）。 

 「人の子よ、わたしはあなたをイスラエルの家のために見

守る者とした。あなたはわたしの口から言葉を聞くたびに、

わたしに代って彼らを戒めなさい。（エゼキエル３：１７） 

 １９９７年にオークポイント教会を設立する前、妻のシャ

ーリーがエゼキエル書を学んでいた。彼女の日記の冒頭であ

る：「私は、人が神から受ける使命や宣教に驚かされます。

エゼキエルは、その宣教が殆ど実を結ぶことはないと警告さ

れましたが、少なくとも彼らの中に預言者がいたことを知る

でしょう（２：５）。エゼキエルは生きた神との個人的に接触す

る崇高な特権のために通常の人生を犠牲にします。見守り人

としての誠実さは非常に重要であり、それを怠るなら、神から

責任が問われ、処罰されます。ボブと私は教会を立ち上げる

ことを考えています 。 神は完全な献身を望んでおられること

は確かです。そのために犠牲を払わなければならないことは

今も昔も変わりませんが、男女を悔い改め聖なるものと呼ば

れ用いられること以上の重大な召しはありません。主よ、教会

を立ち上げるというあなたの召しを満たすために、私たちを

整え、あなたの御霊で満たしてください。私は喜んで引き受

けます。私を備えてください。」（１９９６年４月１７日） 

 エルサレムの陥落の預言： 

第４－２４章 

 エゼキエル書の前半の殆どは、神の民の罪についての記述

とその罪の裁きについて占めている（バビロニア人がエルサレムを倒し

た結果、神の国民が土地から追放された。）。 

エゼキエル、エルサレム包囲を実演： 

第４－７章 

 バビロニアのエルサレム包囲は、エゼキエルによって象徴

的に実演された。彼はエルサレムの町の略図を描くためにレ

ンガを用いたり、攻撃者を描くためにミニランプや平たいパ

ンを焼く平らな鍋などの小道具を用いた。そして左側を下に

横になり、イスラエル（北王国）の罪を犯した年３９０日間を描



き、更にユダ（南王国）の４０年間の罪も描いた。それから髪の

毛とひげを剃った。エゼキエルのミニ都市の中心部で髪の毛

の３分の１を焼き、 ３分の１が街中の剣で打たれ、もう３分

の１が風に散らばった（町から追い出された）。ごく少量の髪がエゼ

キエルの衣類に残った（エゼキエル６：８－１０残った民は守られるという

神の約束）。 

 神に与えられた任務がどれほど困難で奇妙であっても、 

エゼキエルは忠実に従い、神のメッセージを民に正確に伝え

る義務を果たした。神は、あなたにとって困難に思えたり、

奇妙に思える様な任務に従うよう招かれたことはありました

か？未知の信仰の領域に踏み出すよう求められていますか？

エゼキエルの勇敢さを見習いましょう。神の促しに服従する

私達のステップを間違いなく称えてくださいます。 

エゼキエル、幻の中でエルサレムに携えて行かれる： 

第８－１１章 

 イスラエルの長老たちがバビロンの自宅のエゼキエルを訪

問した。祖国の状況について問い合わせた可能性が高い。訪

問中、エゼキエルは、あらゆる種類の忌まわしい偶像礼拝が

行われているエルサレムに聖霊によって運ばれた（幻）。同時

に、神のご栄光が徐々にエルサレムの神殿から離れて行かれ

るのを見た。 

１．ねたみの偶像：エぜキエル書８：１－６。 

 エゼキエルは先ず「（主の）ねたみをひき起すねたみの偶

像」がある内側の北門の入り口に連れて行かれた。この偶像

が指す神は誰かは明確でないが、おそらく、神を鎮めるため

に火の中に子供たちを犠牲に捧げていたと考えられる。確か

であるのは、主をねたませたことである（神の嫉妬について繰り返し

触れられている－５：１３； １６：３８、４２； ３６；６； ３８：１９）。 
 

 神はねたまれる（出エジプト２０：５）。神は私たちの献身に値す

るお方であり（私たちが神と関係を持つために神が創造してくださったからであ

る。）、心を他の神々に捧げるとき、正義の怒りを覚えられる。

生活の中で、神にねたみを抱かせている偶像はないでしょう

か？あなたは神の「生きた宮」であることを忘れないでくだ

さい。「神は、わたしたちの内に住まわせた霊を、ねたむほ

どに愛しておられる」（ヤコブの手紙４：５）。  

２．７０人の隠れ指導者たち：エぜキエル書８：７－１３ 

 次にエゼキエルは、神殿の壁に穴を掘るよう導かた（幻中）。

暗い室内に入ると、７０人のイスラエルの指導者たちが密か

に壁の動物の碑文に香を提供しているのを見た。主は、彼ら

が頭の中で何を考えているのか、エゼキエルに伝えた：時に

彼はわたしに言われた、「人の子よ、イスラエルの家の長老

たちが暗い所で行う事、すなわちおのおのその偶像の室で行

う事を見るか。彼らは言う、『主はわれわれを見られない。

主はこの地を捨てられた』と」（エゼキエル書８：１２）。 

 これらのことは、わたしの福音によれば、神がキリスト・

イエスによって人々の隠れた事がらをさばかれるその日に、

明らかにされるであろう（ローマ人２：１６）。 

 使徒パウロは、人類が如何にして「不朽の神の栄光を変え

て、朽ちる人間や鳥や獣や這うものの像に似せたか」（ロー

マ人１：２３）について記述している。私たちが創造主であ

る神の代わりに神によって創造された被造物を崇拝するとき、

神の心を大いに悲しませる罪を犯していることになる。美術

館で、絵を描いた芸術家を敬う代わりに、絵を崇拝するのと

同じである。神の天地創造は、驚くべき御業で溢れ満ちている

が、あなたが心の奥底で何に驚嘆しているかを探ってみまし

ょう。すべてをお造りになられた芸術家／創造主に賛美しま

しょう!!! 



３．タンムズのために嘆く女たち：８：１４，１５ 

 次にエゼキエルは、女たちがバビロニアの豊作の神である

タンムズに嘆いているのを見た。伝説は、６月と７月の乾燥

した夏に、この神が亡くなり、干ばつの様な状態で作物が乾

燥する結果を招く。「タンムズに嘆」き、女性たちは、神が

「死者の中から立ち上がり」作物を再び育成させる雨を降ら

せてくださるよう懇願した。必要の満たしのために、提供者

と支持者としてこのタンムズに向かっていた。 

 今日、私たちはタンムズは礼拝しないものの、必要の満た

しのために神以外に目を向けているかもしれない。神は、他

の源泉を流れる道筋（仕事、貯蓄、投資、友人、相続、贈り物）としてお

用いになる事が出来る。しかし、私たちが贈り物の背後に働

かれた神ではなく、これらの贈り物を礼拝するとき、神に不

名誉をもたらすことになる。どのような状況が、神以外の人

や物に信頼を置く原因となりますか？ 

４．太陽を拝む２５人の祭司：エゼキエル書８：１６ 

 幻は引き続き、エゼキエルは神殿の内庭に、２５人の祭司

たちが太陽を礼拝しているのを見た。彼らは、大祭司を頭に、

２４人のレビ人 - 聖職者を代表していた。彼らの顔は太陽の方

に向いていたが、主の神殿に背を向けていたことに注目して

いる。 

５．神の裁きの宣告：８：１７－９：２ 

 エルサレムに対する裁きを実行するために、神がみ使いを

呼ばれるのを聞いた。勿論、神が用いられる道具は、ネブカ

デネザルとバビロニア軍であったが、ダニエル書で学んだ通

り、天使たち（善と悪の）が各都市の舞台裏で働いていた（天使の

働きは今日に至る）。 

 バビロンの王ネブカデネザルの第十九年の五月七日に、バ

ビロンの王の臣、侍衛の長ネブザラダンがエルサレムにき

て、主の宮と王の家とエルサレムのすべての家を焼いた。す

なわち火をもってすべての大きな家を焼いた。（列王記第二

２５：８，９） 

６．嘆き悲しむ者：９：４ 

 エルサレムに神の裁きが下る前に、主は御使いを送られ

た：「町の中、エルサレムの中をめぐり、その中で行われて

いるすべての憎むべきことに対して嘆き悲しむ人々の額にし

るしをつけよ」（９：４）。それらの人々は個人的に、神が

心配しておられることを心配した。しるしの無い者たちの上

には神の裁きが下った。これは重要箇所である。全国的な裁

きの真っ只中に、神は依然として慎重に人々を知っておられ、

神との個人的な関係に従って扱ってくださるからである。 

 主は、一人一人をご存知である。私たちが何をし、何を思

い、何に情熱を持っているかをご存知である。私たちが信念

を損なう時もご存知である。いつ私たちが人のために立ち、

不公平を嘆いているかをご存知である。イエス様は言われた：

悲しんでいる人たちは、さいわいである、彼らは慰められる

であろう（マタイ５：４）。ヤコブもまた、罪を嘆く者につ

いて記している（ヤコブ４：９，１０）。今、世の中で、どんな不正

と邪悪が犯されていますか？何について悲しみ嘆いておられ

るでしょうか？ 

７．神のご臨在（ご栄光）が離れる。 

 エゼキエル書の第８－１１章で、神のご栄光と憎むべき人

の偶像崇拝との間には、徹底的な差異があると教えている。

悲しいかな、エゼキエルは、人々が神を愛することを拒んだ

ことの直接的な結果として、神のご栄光がエルサレムから

徐々に離れていくのを見た。「レビ人らは Shekinah（神のご栄

光）が去った１０段階を表記した。それらは、間違いなく、神



の民への愛と切望のために、神に愛されながら過ちを犯した

人々を名残惜しむ様子を明らかにしている。」（Feinberg, Ezekiel, 

 ６７頁）。モーセが初めて神の幕屋を完成した際に、主のご臨在

が降りた時のことを思い出しましょう（出エジプト記４０：３４－ 

３８）。また、ソロモンの神殿が開かれたとき、神は輝かしい

ご臨在を現わされた（歴代誌第二７：１）。そして、今、イスラエ

ルから神は離れて行かれた。主のご臨在は、至聖所の中の契

約の箱から神殿の敷居に移動した（エゼキエル書９：３、１０：４）。

それから、主の栄光が神殿の敷居から出て行って、ケルビム

の上に立った（エゼキエル書１０：１８）。するとケルビムは翼をあ

げて、わたしの目の前で、地から上って、主の神殿の東の門

の入口の所へ行って止まった（１０：１９）。 

 神のご臨在が徐々に神殿から離れて行かれたことに、エゼ

キエルの他には、誰も気づきもしかなかった！新約聖書で、

私たちの内に宿ってくださる聖霊様は決して離れたり、見放

したりすることはないと教えられた（へブル人１３：５）。しかし、

生活の中で自分の意志に従うことを選択したり、神に背中を

向けることによって、聖霊様の働きを意図的に抑えてしまう

ことになる。あなたの生活の中で聖霊様の力強い働きが今日

（あなたによって）止められたとしたら、あなたはその違いに気づ

くでしょうか？ 

８．２５人の悪い指導者たち１１：１－１３。 

 ２５人の指導者が注目を集めている。エゼキエルは彼らが

神殿の東の門のところにいるのを見、神の助言から離れた

人々を導く特別な役割のために召された。すると彼はわたし

に言われた、「人の子よ、これらの者はこの町の中で悪い事

を考え、悪い計りごとをめぐらす人々である。（エゼキエル

１１：２）彼らの悪い助言が与えられた例：「家を建てる時

は近くはない？（１１：３）」要するに、それらは捕虜の長

さ（７０年）に関する神の言葉と矛盾していた。あなたがたはこ

の町に殺される者を増し、殺された者をもってちまたを満た

した。 （エぜキエル１１：６）指導者には信者であることが

要求される。エゼキエルは即刻、指導者に対して神の審判を

預言する様に神によって命じられた。そのとき、２５人の指

導者の中の一人、ペラテヤが死んだ。 

 リーダーシップはエゼキエル書の大きな問題である。人々

に大きな害をもたらす失敗したリーダーシップの影響を見る。

対照的に、エゼキエルの内に、神に従い、妥協することなく

神のみことばを語る、忠実な若いリーダーシップの模範を見

る。私たちは皆、いろんな意味で指導者である。神は、あな

たに誰を導くよう召しておられるでしょうか？誰があなたに

従っているでしょうか？子供たちでしょうか？教室一杯の生

徒たちでしょうか？社員でしょうか？チームでしょうか？友人

でしょうか？あなたに与えられた指導者としての役割の中で

忠実に真実を話し、正しく生きる使命を果たしておられるで

しょうか？ 

９．神はいつか捕囚の民を修復される：１１：１４－２０ 

 エルサレムの幻は、神の民の将来の希望の最初のメッセー

ジで終わる。エルサレムに残った民は傲慢になり、バビロン

に強制移管された民を軽蔑し、主が彼らをお忘れになられ土地

を与えられたと言った（１１：１５）。逆に、神はエゼキエルに、

いつか強制移管させられた人々（その子孫）が、その国に復帰す

ることが出来る国を築かれることを約束された（釈放後の時代に部

分的に成就し、やがて訪れる千年王国でより完全に成就することを約束された。）。 

 それゆえ、言え、『主はこう言われる、わたしはあなたが

たをもろもろの民の中から集め、その散らされた国々から集

めて、イスラエルの地をあなたがたに与える』と。彼らはそ

の所に来る時、そのもろもろのいとうべきものと、もろもろ

の憎むべきものとをその所から取り除く。そしてわたしは彼

らに一つの心を与え、彼らのうちに新しい霊を授け、彼らの



肉から石の心を取り去って、肉の心を与える。これは彼らが

わたしの定めに歩み、わたしのおきてを守って行い、そして

彼らがわたしの民となり、わたしが彼らの神となるためであ

る。（エぜキエル１１：１７－２０） 

注釈：神が「新しい心」を与えてくださるお約束（エゼキエル書

１１：１９，２０；３６：２６，２７）は、新しい誕生についてのイエ

ス様の教えの基礎であり、ユダヤ人の教師ニコデモスが知っ

ていることを期待した概念を形成した！（参照：ヨハネの福音書３章

の重要な遭遇） 

１０．神のご栄光、立退く。 

 エゼキエルの幻の最後の場面で、神のご栄光がエルサレム

から町の真ん中の山まで上がっていく様子を描写している。

その山は、まさにイエス様が地を離れられた山（使徒の働き１章）

であるオリーブ山であり、また、イエス様の再臨の際に戻られ

る山である（ザカリヤ書１４；ルカの福音書２１：２０；マタイの福音書２４：

３）。神の栄光が最後に町の東側に浮かぶのを見た事実は、劇

的な効果をもたらす。あたかも立退こうとしている恋人が、

愛する人に別れを告げるために振り返っているかの様である。

幻の終わりで、エゼキエルは再びバビロンの家の長老たちの

所にいた。 

 誰かが繰り返しあなたに反する罪のために、また、それら

の罪を認め、悔い改めることを拒否する頑固さのために、誰

かから離れなければならなかったことがありますか？神は、 

まさにそれを体験された。忍耐強く耐え忍んでこられたイス

ラエルの何世紀にも及ぶ神に対する不誠実さの後、神に戻る

ことを無限に懇願した後、神はついに民を彼らの望む道に引

き渡され、間に住まわれるための宮（神殿）を捨てられた。今

日、神は人の心の内に宿られる。神は決っして、私たちを見

放されたり、見捨てられたりすることはないが、頑なに神と

の関係の内に歩むことを拒否するとき、悲しまれる（エペソ人

２：１０）。もし神に、自分の心の内の住み心地を訪ねることが

出来たなら、神様は何と言われると思われますか？ 

イスラエルの民の不忠実さの描写／神の裁き： 

第１２－２４章 

 次の章は、場面、メッセージ、たとえ話をまとめている。

すべて、イスラエルのヤハウエとの契約に対する繰り返す不忠

実さと、主権者による裁きに対する不誠実さに集中する。 

１．エゼキエル、追放を宣言：第１２章。 

 エゼキエルは、エルサレムの住民追放を定めた。具体的に、

王が盲目となり、バビロンに向かうこことを予兆し、追放さ

れる前に、ネブカデネザルによって盲目にされたゼデキヤ王

について明確に言及されている（参照：列王記第二２５：７）。エゼ

キエルの幻は遠い未来のものであると人々は主張したが、神

はその裁きがもはや遅れることはないと主張された。 

２．偽預言者の裁き：第１３章 

 神は自分の民を迷わせた偽預言者たち（男女）を裁かれた。

彼らは主からではなく、自分のインスピレーションから語っ

た（１３：２）。彼らは、商売の手段として、わずかな賃金で（一

握りの大麦）あたかも一見新しく修復されたかのごとく壁の上に

石膏を塗る大工の様であったが、実際、致命的な欠陥のある

壁の損傷は扱わなかった（１３：１０）。魔法の帯やベールを使っ

た手品や魔術を用いる偽女預言者も存在した。 

 偽りの預言者たちは壁を彩った（内部が壊れているのに、外見を取り

繕ってよく見せた）。今日も、私たちの行動の根本的な原因を非難

したり、最小化したり、合理化したり、否定するとき、壁を

塗りつぶしていることになる。神の御霊に、心の深いところ

に見るものを明らかにしていただくことがどれほど賢明でし

ょうか。神よ、どうか、わたしを探って、わが心を知り、わ



たしを試みて、わがもろもろの思いを知ってください。わた

しに悪しき道のあるかないかを見て、わたしをとこしえの道

に導いてください（詩篇１３９：２３，２４）。あなたの心

の内に、彩ることによって取り繕ろうとしている損傷した壁

はないでしょうか？ 

３．心に偶像を持つ長老たち：第１４章。 

 エゼキエルと座っている指導者たちは、言葉に耳を傾けて

いるかの様に振る舞ったが、実際、心の中には偶像があるこ

とを神は見られ、エゼキエルに隠れた偶像崇拝者たちに対峙

するメッセージを伝える様に言われ、エゼキエルは従った。

神の厳しい叱責は良い終わりをもたらすことを意図してい

た：その偶像のために、すべてわたしを離れたイスラエルの

家の心を、わたしが捕えるためである（１４：５）。イスラエ

ルの罪は深刻化し過ぎてしまったため、たとえノアやダニエ

ルやヨブが生きていて取り成したとしても、もはや国家を救

うことは出来ない状態であった。これは国民の霊的条件の重

大な評価であり、神の裁きの御手を元に戻すことは不可能で

あるという確かな警告であった。しかし、判決が執行された

後、もしそれがあなたがたに来るとき、むすこ娘たちを助け

出す者が、その中に残っていて、あなたがたがその行いと、

わざとを見るならば、わたしがエルサレムの上に与えたすべ

ての災について慰められるであろう。すなわち、あなたがた

が、その行いと、わざとを見る時、彼らはあなたがたを慰

め、あなたがたはわたしがこれに行った事は、すべてゆえな

くしたのではないことを知るようになると、主なる神は言わ

れる」。（エぜキエル１４：２２，２３） 

４．イスラエルの不忠実の描写：第１５－１７章 

 イスラエルは役に立たないぶどうの木となった（第１５章）。

無傷の場合、ぶどうの木は建造するには、ほとんど役に立た

ない。 それが火の中で燃やされた後はなおさらで、わずかな

中央部だけが元のままである。イスラエルの民は、不貞な妻

と化してしまった（第１６章）。神はイスラエルを若い時から愛

して来られた。貧しく何も持たなかった頃、神の民としてく

ださり、美しく、有名にしてくださった。その恩をあだで返

すかの様に、イスラエルは神から離れ、多くの愛人（エジプト、

アッシリア、バビロン）を作った、従って、神の裁きが下った。 

イスラエルの不忠実さに関わらず、それでも神はイスラエルの

民と結ばれた契約を覚えておられる（１６：６０－６３）。ワシの

たとえ話（第１７章）は、神の民が神聖な裁きの手から逃れよう

とする頑固さを描いている。イスラエルの民は、神の御心であ

ったバビロニアの捕虜となるべきであったが、その代わりに、

神に逆らい、エジプトに助けを求めるために逃亡した。 

５．罪に対する個人的責任：第１８章 

 エゼキエル書の主なテーマは、それぞれの選択肢に対する

個人的責任の考え方である。罪のために全国家に神の裁きが

下った際、預言者によるメッセージは明確であった：それぞ

れが自身の行動のために裁き、あるいは報酬を受ける。神の

裁きについて、神は邪悪な者の死をもお喜びにならない。神

は常に全ての人が悔い改めて生きることを願っておられる。 

６．イスラエルの堕落した君主たちのための哀歌：第１９章 

 嘆きの詩は、「ユダの獅子」（ユダの王と王女たち）の崩壊を語

る。エゼキエルは、バビロン捕囚前の最後の３世の治世を仕

えた。その後、ダビデ王の家系の王たちは、ダビデの子イエ

スの到来まで、断ち切られることになる。 

７．神はイスラエルとの歴史を振り返られる：第２０－２２章 

 イスラエルとの神の痛ましい歴史が、最初からたどられて

いる（第２０章）。常に偶像崇拝は、神がイスラエルをエジプト

から救出され現在に至るまで、イスラエルの中にいてくださ

った。そして今、イスラエルは主の剣（バビロン捕囚）を受けるよ

うに運命づけられている（第２１章）。 



 わたしは、国のために石がきを築き、わたしの前にあっ

て、破れ口に立ち、わたしにこれを滅ぼさせないようにする

者を、彼らのうちに尋ねたが得られなかった。（エゼキエル

２２：３０） 

８．二人の姉妹のたとえ話：第２３章 

  北部と南部の王国は、多くの愛人と売春婦のごとく振る舞

うオホラとオホリバという２人の姉妹として描かれている。

北王国の民が（アッシリア人の様に）「他の愛人ら」と交わるのを

見た南の王国の民は、それを真似るばかりでなく、北王国よ

りも甚だしく振る舞った（保安を求めてアッシリアとバビロンとエジプトに

順に夢中になった）。この拡張されたたとえ話は、神の民（北と南の両

王国）の繰り返し、目に余る不貞に対する神の失望と嫌悪感を

示している。 

９．神の妻の「死」とエゼキエルの妻の「死」：第２４章 

 エゼキエル書のこの部分の終わりは衝撃的である。ネブカ

デネザルがエルサレムに包囲された正に同じ日の出来事であ

る。神は僕のエゼキエルに、妻を失うと告げられた！同日の

夕刻に、エゼキエルの妻は死んだ。預言者の妻の死は、神の

「妻」であるイスラエルの喪失を描写した。エゼキエルは妻

の死を習慣に従って喪に服すルことを禁じられた。こうして、

神がエルサレムの崩壊を悼むことはないとの事実を描写され

た。 

 この象徴的な行為（妻の死）によって、預言者エゼキエルは、

預言者ホセアが耐え忍ぶよう呼びかけられた行為（不貞な女と結婚

して、神の不貞な妻であるイスラエル人との婚姻を象徴する）を超えた一歩を

踏み出した。妻の死を悼むことを控えることがいかに難しか

ったでしょう。しかし、エゼキエルは、バビロニア人の手に

よるイスラエル国家の死の必要性と義に関する神のメッセー

ジを忠実に描写するために仕えた。 

 エゼキエルは、この書に登場するほぼすべての人物と対照

的である。全ての者は反逆的で不従順で神から離れ、自意識

の道と喜びを追求していた傍ら、エゼキエルは、何が何でも

主に喜ばれる人生を生きる道を追求した。イエス様が言われ

た「わたしをつかわされたかたは、わたしと一緒におられ

る。わたしは、いつも神のみこころにかなうことをしている

から、わたしをひとり置きざりになさることはない」（ヨハ

ネの福音書８：２９）。サウルは常に「主に喜ただ主に喜ば

れる者となることを心から願った。 」（第二コリント５：

９）。エゼキエルは、その世代において、神の目的を果たし

た信仰の巨人たちの中でも一層高くそびえ立った。彼の人生

によって私たちも奨励されますように！ 

 

討論のための質問 

１．神は民から立ち退かれたときの心境はどのようであったと思い

ますか？立ち退かれた神について、何を感じますか？ 

２．神に逆らった人々を見直しましょう。警告としてどの様な影響

をもたらしましたか？ 

－隠れて偶像を拝む７０人の指導者たち（８：７－１３） 

－シュメール人の神タンムズのために嘆く女たち（８：１４，１５） 

－神に背を向け太陽を礼拝する指導者たち（８：１６） 

－２５人の邪悪な指導者（１１：１－１３） 

－男女の偽預言者たち（第１３章） 

－心に偶像を保持する指導者たち（第１４章） 

－娼婦の様に振る舞う二人の姉妹（第２３章） 

３．エゼキエルの生涯と人格は、あなたの神との歩みにおいて、ど

の様に促進したでしょうか？エゼキエルのどこに最も魅かれました

か？ 


