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神は我らと共に 
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ユダのつまずきと神の忠実さ 

 

第十一メッセージ－主権者であられる神、再び戻られる 

エゼキエル書２５－４８章 

 

はじめに 

 エゼキエル書の前半は、神とイスラエルの民との関係に焦

点を当てている。道を誤り反抗した民に、主権者なる主が一

時離れる必要性（ネブカデネザルとバビロニアがダビデ王によって設計され、

ソロモンによって建設されたエルサレムとヤハウエ神殿を捕らえ、破壊することをお

許しになられた理由）を話された。 

 後半では、神がイスラエル国家を取り囲む国々の主権者な

る主であられることを告げられた。「彼らは、わたしが主で

あることを悟る」という句が６４回繰り返された。ご自分を

明確に正確にあらわされることこそが神の究極のお目的であ

る。神は、他の国々が、神の民であるイスラエルの民衆をど

の様に扱ったかについての責任を問うために呼びだされた。

しかし、より大きな問題は、それらの国々が、あらゆる国の

主権者であられる神にどう反応したかということであった。

彼らのイスラエルに対する扱いは、人類の主であられるヤハ

ウエに対する不信心と無礼な態度の徴候であった。 

 それから、エゼキエルの目はイスラエルの未来に向けられ

た。神が輝かしい新しい町と神殿の預言を明らかにされた預

言者は、エゼキエルのみであった。エゼキエルは、新しいエ

ルサレムの新しい神殿で、神がその民と共に、ご自分の存在

を再確立される遠い未来（最後の日々）の壮大な幻を見る。人々

は世界の国々の中で新たな栄光をまとうようになる。神を知

り、崇拝することを喜びとする、すべての国々との真の関係

を神は喜ばれる。その時、神の元々のご計画通りに、イスラ

エルの民は、真の祭司となる（出エジプト記１９：５，６）。 

外国の国々に対する預言：第２５－３５章 

 旧約聖書の預言の殆どに、神が周囲の国々にメッセージを

伝えた場面が含まれている。それは、神が常にイスラエルだ

けでなく、あらゆる国々に興味を持っておられたことを示す。

エゼキエル書のメッセージに、神はこれらの国々を裁かれる

上での究極の目的を繰り返し宣言しておられる：「彼らは、

わたしが主であることを悟る」。いずれの場合も、周囲の

国々は、バビロンがイスラエルを追い越そうとしていた数年

間、イスラエルに対する扱いに基づいて裁かれた。バビロニ

アの侵略は、あくまで誤ってしまった神の民を訓戒するため

の手段であったので、周囲の国々が誇りと復讐心からではな

く、謙虚さと敬意をもって、イスラエルの問題に対応するこ

とを神は望まれていた。しかし、近くの国のほとんどが傲慢

と復讐の精神でイスラエルに対して行動した。彼らはイスラ

エルの災難に重ね、主権者であられる主の義を傷つけた。 

 あらゆる国々で、国全体が他の神々や宗教の形態を崇拝す

る中、真の神を見出し、崇拝し始めた人々が存在した。神は、

心から神を求める人々を捜しておられ、真の神を知りたいと

いう欲望が見られたことを知らせるために、それら個人に何ら

かの形の確認を主権的に送られる。神はあなたのような喜ん

で進む人々をお用いになって、求道する人たちに話すよう促

される。求道者の心の応えとなるために、あなたに何を話

し、どんな行動を起こすよう促しておられるでしょうか？ 

 



アンモン、モアブ、エドム、及びペリシテに対する警告。 

第２５章 

 これら近隣四か国は、バビロニア捕囚の際に、イスラエル

を利用した。過去の復讐と敵意をもって行動することによっ

て、イスラエルの苦難を悪化させた。苦しんでいる逃亡者に

助けと避難所を与えるのではなく、切り倒した。 

ツロに対する警告 

第２６－２８章 

 エゼキエルは、ツロに長いメッセージを語った。この都市

国家は、海洋貿易で知られており、古代の商業活動の中心と

なっている。ツロは裕福で栄えており、それを誇っていた！

しかし、彼らも他の隣国と同様に、イスラエルの不幸を喜ぶ

という誤りを犯した。神は、バビロンのネブカデネザルによ

る１３年間の包囲という形で、ツロに対して裁きを下された！

ツロは、バビロンに倒されることはなかったものの、強度は激

減した。後に、アレキサンダー大王によって滅ぼされる。ツロ

とシドンは隣国であり、同盟国でもあったので、ここでシドン

に対する短いメッセージが記されている（エゼキエル書２８：２０－

２４）。周囲の国々がイスラエルの完全な絶滅を望んでいたな

か、警告はイスラエルの将来の修復の預言（エゼキエル書２８：２５

－２６）、神の民に対する神の忠実さの証で閉じる。 

＊ツロへの警告の最後の部分は奇妙である（エゼキエル書２８：１２

－１９）。多くの学者たちは、その高尚な言葉使いに、人間の支

配者を超えたサタンと解釈する（イザヤ書１４：１２－１５）。 

 「人の子よ、ツロの王のために悲しみの歌をのべて、これ

に言え。主なる神はこう言われる、あなたは知恵に満ち、 

美のきわみである完全な印である。あなたは神の園エデンに

あって、もろもろの宝石が、あなたをおおっていた。すなわ

ち赤めのう、黄玉、青玉、貴かんらん石、緑柱石、縞めの

う、サファイヤ、ざくろ石、エメラルド。そしてあなたの象

眼も彫刻も金でなされた。これらはあなたの造られた日に、 

あなたのために備えられた。わたしはあなたを油そそがれた 

守護のケルブと一緒に置いた。あなたは神の聖なる山にい

て、火の石の間を歩いた（エゼキエル書２８：１２－１４）。 

 イザヤ書１４：１２－１５と上記のエゼキエル書の箇所か

ら、サタンについて解かることがある：１）サタンは、もとも

と神の栄光を守るために配属された、最高かつ最も重要な天

使の一人であった。２）サタンの心に誇りが心に入り、神に

なりたいと決心するまでは完璧で美しかった。３）サタンは

神に対する反逆の裁きとして、地に投げ込まれた。４）サタ

ンは、エデンの園に存在した。 

エジプトに対する警告 

第２９－３２章 

 エゼキエル書のエジプトに関する記述は、その歴史を通じ

てエジプトが果たした著しい役割に関する。イスラエルはエ

ジプトで、ヤコブからモーセまで４００年間拘束されていた

が、エジプトは、神によってヤコブの７０部族から約

2,000,000 人に成長するための「母胎」として用いられた。神

の奇蹟によって、イスラエルがエジプトを脱出した後も、 

イスラエルは絶えず、迫り来るエジプトの脅威的な力に恐れ

ながら生きなければならなかった。エジプトは何世紀にもわ

たって、イスラエルの最強の脅威であった。さらに、イスラ

エルが他の強力な国々（アッシリア、バビロン）から脅かされたと

き、頻繁にエジプトの保護に走った。それは、神の助けと保

護を求めようとしないイスラエルに対し、神が常に叱責して

こられた罪の一つである。したがって、エゼキエルの預言の

中で、エジプトがバビロンに倒されると描写されている。 



イスラエルと密接な同盟国、クシュ（エチオピア）、リビア、リデ

ィア、アラビアもまた崩壊するであろう。エジプトは４０年間

の捕虜と分散を経験し、その後、以前より少ない土地に戻り、

再び超大国になることはなく、卑しい国となる。実際、エジプ

トは、バビロンに倒され、以前の世界的支配を取り戻すため

に再び上昇することは無かった。ヘロデ王から保護するため

に、キリストの幼児期に、息子イエスのための安全な避難所

としてエジプトを用いられたことは興味深い（マタイの福音書２：

１３－２３）。 

見守る者の務め 

第３３章１－２０節 

 エゼキエルは、イスラエルの民を忠実に見守る者として、神

によって命じられていた（参照：エゼキエル書３：１６－２１）。ここ

で、その命令が繰り返された（エゼキエル書３３：１－９）。見守る

者は、問題が起こりそうになった時、警告を怠った人々のい

のちに対する責任を負うことになる。しかし、見守る者が忠

実に民に警告し、民が依然として見守る者の警告に耳を傾け

なかった場合、その罪は民のものであり、見守る者に彼らの

罪の責任は問われない（エゼキエル書３３：１０－２０）。 

 今日、私たちは神の教会において、神の御守る者として召

されている。私たちは、神の証人と呼ばれている（マタイの福音書

２８：１８－２０）。私たちの罪のためにイエス・キリストがご自

分のいのちを捧げてくださったことによる人生の変化を経験

した私たちは、良い知らせ（福音／ゴスペル）を人生の中の人々と

分かち合うよう求められている。神の赦しと神との関係の修

復の真実を学び、人生が内に宿ってくださる神の新しいいの

ちによって、どの様に変化しているかを見るとき、私たちに

他人への証人になるよう神は命じられる。これは本質的に、

神の御守る者と同じである。 

エルサレムの堕落に関するメッセージ 

第３３章２１－３３節 

 エルサレムから逃れた一人の使いが、町がバビロニアによ

って倒されたことを告げるために、５か月間旅をした。神は

ここで再びイスラエルの堕落の理由を簡単に述べられる。 

イスラエルは、モーセを通して与えられた主の律法を守らな

かった。同じ日に、エゼキエルの発話障害が取り除かれ、主

のメッセージを民に語る時だけでなく、いつでも自由に話せ

るようになった。しかし、エゼキエルは困難な現実に直面し

ていた。話を聞きに来た亡命者たちは、彼の言葉に従うこと

に全く無関心であると神によって告げられた！彼らが抱いて

いたのは娯楽として、美しく響く音楽家の演奏を聴くような

興味だけであった。エゼキエルは話せるようになったもの

の、誰もメッセージに耳を傾ける者はいなかった・・・ 

裁かれるイスラエルの牧者 

第３４章 

 彼らが導いて来たいのちについて全く気にすることなく、

自己中心で相応しくない羊飼いをイスラエルから追放される

意図を宣言された。神はこの章で、いつの日か、忠実に神の

民を集め導くダビデの子なる「真の羊飼い」を与えてくださ

ることを約束された。しかし、先ず、イスラエルの指導者た

ちは、神の羊であるイスラエルの民を忠実に導くことを怠り、

自己中心的な必要を満たすためだけに虐待した責任を問われ

裁かれた。 

 あなたがたは弱った者を強くせず、病んでいる者をいやさ

ず、傷ついた者をつつまず、迷い出た者を引き返らせず、う

せた者を尋ねず、彼らを手荒く、きびしく治めている。彼ら

は牧者がないために散り、野のもろもろの獣のえじきにな



る。わが羊は散らされている。彼らはもろもろの山と、もろ

もろの高き丘にさまよい、わが羊は地の全面に散らされてい

るが、これを捜す者もなく、尋ねる者もない（エゼキエル書

３４：４－６）。 

 神は価値のない羊飼いを取り除き、ご自分で羊を探し出さ

れることを予告された。将来、神はご自分の「しもべダビ

デ」（救世主）を群れの上に置かれる。主なる神はこう言われ

る、見よ、わたしは、わたしみずからわが羊を尋ねて、これ

を捜し出す（エゼキエル書３４：１１）。わたしは彼らの上

にひとりの牧者を立てる。すなわちわがしもべダビデであ

る。彼は彼らを養う。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる

（エゼキエル書３４：２３）。そのしもべは、散らばった羊

の群れを彼らの土地に戻し、最終的にイスラエルの民のため

に牧師と世話をする約束を果たす。 

 新約聖書のヨハネの福音書１０：１４－１６で、イエス様

は宣言された。「わたしはよい羊飼であって、わたしの羊を

知り、わたしの羊はまた、わたしを知っている。それはちょ

うど、父がわたしを知っておられ、わたしが父を知っている

のと同じである。そして、わたしは羊のために命を捨てるの

である。わたしにはまた、この囲いにいない他の羊がある。

わたしは彼らをも導かねばならない。彼らも、わたしの声に

聞き従うであろう。そして、ついに一つの群れ、ひとりの羊

飼となるであろう。」イエスは、異邦人（イエス様の昇天の後のユダ

ヤ人以外の人々）がユダヤ人と同様にイエス様を信じる時を指して

いた。彼は排他的ではなく包括的であった。あらゆる国民、

部族、民族、国語の（ヨハネの黙示録７：９）人々からいつか「神の

御子」、「ダビデの子」、「ほふられた子羊」を信じて礼拝

する人々が出てくる。神があなたを様々な異言の人々のため

の証人（見守り人）として用いていただくよう祈りましょう。友

情を築き、機会が与えられたときに栄光あるキリストとの関

係について、あなた方の内にある望みについて説明を求める

人には喜んでいつでも弁明の出来る用意をしていなさい（ペテ

ロ第一３：１５）。 

エドムに対する警告 

第３５章 

 エゼキエル書の第二部の終わりは、エドムに対する二番目

の預言である。その他の国に対する警告から、いくつかの章

に分かれており、この書のこの部分の最後に置かれているの

はなぜでしょうか？エドムの元は、双子の兄弟で（不断のヤコブ

のライバル）であったエサウの子孫の民族であった。ヤコブの名

前は、神によって、イスラエル国家の父、イスラエル（その１２

人の息子がイスラエルの１２部族となった）と改められた。ヤコブとエサ

ウ間に出生時から死まで続いた敵意（創世記２５:１９－３４、２７、

３３）は、何世紀にもわたり、その子孫を通して存在し続け

た。預言の中で、エドムはイスラエルの苦難の時代に苦しみ

を増し、追加の苦難を積み重ね、イスラエルの絶滅を招こうと

し、イスラエルの真の兄弟として行動しなかったと記されてい

る。イスラエルの苦難に対するエドム（通称セイル山）の役割は独

特であり、個人的であったので特別な裁きに値する。神は、

文字通り、彼らがイスラエルを嘲笑するとき、神を嘲笑して

いることになるとエドムを非難された。神は、エドムのイス

ラエルに対する憎しみを真剣に受け止められ、最終的にその

憎しみのために裁きが下ることを予告された（参照：３５:１１－ 

１３；３６：５）。 

イスラエルの将来の修復に関する預言：  

第３６－４８章 

 預言者たちは、常に将来の希望について預言している。希

望は、如何にイスラエルが神に不忠実であったにもかかわら



ず、イスラエルに対する神の約束の忠誠に基づいた。将来の

エゼキエルのビジョンは非常に壮大で特異であった。 

イスラエルの修復は神の名のために予告された： 

第３６－３７章 

 最終的に、神は民への愛情から深い嫉妬を抱かれ、さらに重

要なことに、国家にご自分の名誉を立証されることになる。 

 それゆえ、あなたはイスラエルの家に言え。主なる神はこ

う言われる、イスラエルの家よ、わたしがすることはあなた

がたのためではない。それはあなたがたが行った諸国民の中

で汚した、わが聖なる名のためである。わたしは諸国民の中

で汚されたもの、すなわち、あなたがたが彼らの中で汚し

た、わが大いなる名の聖なることを示す。わたしがあなたが

たによって、彼らの目の前に、わたしの聖なることを示す

時、諸国民はわたしが主であることを悟ると、主なる神は言

われる（エゼキエル書３６：２２－２３）。 

 神は散らされた国々からイスラエルの民を集め、彼らの土

地に戻してくださる。そして、神は清らかな水を彼らに振り

かけ、偶像崇拝と不誠実の汚れから清められる。神は、民の

心を新しくされ、神の道を歩むことが出来るように御霊を宿

らせてくださる。彼らは神の民となり、主が彼らの神となら

れる。周囲の国々は、イスラエルの民への神の忠実さを目の

当たりにし、驚くであろう。そこで人々は言う、『この荒れ

た地は、エデンの園のようになった。荒れ、滅び、くずれた

町々は、堅固になり、人の住む所となった』と（エゼキエル

書３６：３５）。乾いた骨の谷の幻は、イスラエル（南北）の

致命傷である「死」からの「復活」を描写している（３７章）。 

神は、彼らを生き返らせ、彼らの土地に戻し、ダビデを彼ら

の王として任命される。 

イスラエルの将来の保護： 

第３８－３９章 

 これらの章では、北部の連合国（ゴッグ、ロッシュ、メシェック、 

トゥバル）によるイスラエルの将来の侵略を描写している。その

侵略は、イスラエルが彼らの土地に戻された数日後に起こる。

ヨハネの黙示録の証拠に基づくと、この大戦争は大恐慌の終

わりか、千年王国の終わりのいずれかに起こる。ここで重要

であるのは、神が超自然的な力をもって、神がお選びになら

れたイスラエルの民を敵対的な人間や霊的な力の破壊的な策

略から保護されるということである。絶望的で、イスラエル

には敵に勝利する能力がないと思われる状況におかれるとき、

神の御子がイスラエルのために来てくださり、彼らの敵と戦

ってくださる。神は、その民のために、なぜそれほどまでの

保護を備えてくださるのでしょうか？それはご自分のお名前

の名誉を立証することによって、国家に真の神の本性を示し

たいと願われたからである。わたしの大いなることと、わた

しの聖なることとを、多くの国民の目に示す。そして彼らは

わたしが主であることを悟る（エゼキエル書３８：２３）。 

＊＊エゼキエル書の主要なテーマは、国家における神の御名

の名誉の弁明である（評判）。神は、全ての主権者であられる

主である。バビロンでのイスラエルの堕落と捕虜のために、

諸国民の間で神の名が汚されていた。おそらく、この地域で

のヤハウエに関する評判は、次のようなものでしょう：イス

ラエルの民は、彼らの土地において他の神々（偶像）を崇拝し

たので、ヤハウエは崇拝に値しない。イスラエルの民は、ヤ

ハウエへの献身以上に、バアルやモレクやその他の神々に献

身したあげく、ヤハウエの神殿を偶像で満たした！更に、ヤ

ハウエは、我々の神々によって強められた軍隊からイスラエ

ルの民を保護されなかった！それゆえ、ヤハウエは大した神

ではない。彼の土地も民も保護する力のない献身する価値の



ない神である。それとも、ヤハウエは、ご自分の民を見捨て

られた不忠実な神なのか？せいぜい、彼はイスラエルの人々

が捨てたレベルの低い地元のカナン派の神である・・・ので

我々もその程度に扱うべきである。 

 預言者エゼキエルを通して神が明らかにされた事柄の一つ

は、イスラエルの民のために諸国民の間で神の名が汚されて

しまっていることである・・・そして神は、ご自分の名誉を

挽回されるために、諸国に神の真のご性質を示されるために

行動された。神は、ご自分の名（評判）の名誉のために嫉妬さ

れ、ご自分の名（神の真のご性質）が誤って伝えられたことに立腹

された。将来のイスラエルの民の修復（神がご自身の偉大な力と忠実

さによってもたらされる）は、世に神の真のご性質（すべての人類の主権

者！）が実証される！ 

 神は、人をお用いになって、ご自分を世に現わされる。 

今日、あなたは神を現しておられる。神の「大使」である 

（コリント人第二５：２０）。言い換えると：誰かにとって、イエス

について知ることが出来る唯一の機会があなたかもしれない

のです。質問：人は、あなたを見て、イエス様をどの様に描

写するでしょうか？あなたの人生は、イエス様の性格に対す

る忠実な証人に変えられて来ているでしょうか？または、 

イエス様の御名（評判）を広めておられるでしょうか？ 

イスラエルの将来の神の宿り： 

第４０－４８章 

 エゼキエル書の終わりは、最も劇的で相応しい。エゼキエ

ルは、祭司の家系に生まれたが、バビロニア捕囚のために、

神殿で仕えることが出来なかったことを思い出しましょう。

しかし、神は特異な方法で、エゼキエルに二つの神殿を

「見」せられた。以前の章で、エゼキエルは、エルサレムに

あるソロモンが建てた神殿の中で、忌まわしい偶像礼拝が行

われているのを見た。そして、この最終章で、エゼキエルに、

輝かしい未来の神殿と修復された土地に関する詳細な幻が与

えられた。神殿に関する描写は長い言葉による青写真の様であ

った。それらの具体的な描写に当てはまる神殿は未だかつて

建てられていない。その幻は、キリストの千年王国、イエス

様が人類の歴史にユダヤ人を中心とし、地上に千年間の王国

を築かれる際に建てられる神殿の様である。何より重要であ

るのは、エゼキエルが、神のご栄光が再びその民に宿る幻を

見たことである（４３：１－５）。神とイスラエルの関係が修復さ

れるという幻はエゼキエルの幻の頂点であった。 

神の無条件のお約束 

 神がエゼキエルを通して宣言したメッセージを通して、 

神は、一つの主なメッセージを明確にすることを願われた：

人類の歴史の中で、物事がいかなる状況に見えても、神は約

束をお守りになる主権者なる主であられる。人や国家が約束

を守ることを怠っても、神はお約束を守られる。預言者エゼ

キエルを通してのイスラエルと他の国家の将来についての預

言は、ヤハウエこそが真の唯一のか神であり、それ以外に神

は存在しないことを宣言するためであった。サタンが荒野で

イエス様を誘惑した際、サタンが国家を支配しており、国家

は彼の者であると宣言した（マタイの福音書４：８）。地球が創造さ

れる前から、霊的な宇宙の戦いは始まっており（エゼキエル書２８

章）、サタンは、すべての主権者なる主に対する最高の支配を

主張した。サタン自身とすべての人類に対するその嘘は、すべ

ての主権者を何の影響もなく排除することができるというこ

とであった。イスラエルは、それが真実ではないことを学

び、私たちも最終的に学ぶ必要があるのです！それでも神は

何度でも人を赦し、神との関係を修復してくださることを約



束された。先ず、神を認識でき、御子であり真の羊飼いであ

られ救い主を信じることができる、イスラエルの民を通して。 

 どんな試練の只中におられるときも、神は見てくださって

おり、約束を守ってくださる羊飼いであり、あなたの魂の救

い主であることを日々覚えることは、大きな励みにとなる。

「永遠」ということばは理解し難い。現実的でない。それぞ

れの預言者たちによって、神はイスラエルとの約束をお守り

になり、最終的には、誰でも御子を信じる者とも、お約束を

お守りになられるという誠実なメッセージが繰り返されてい

る。神は、すべてを新しくしてくださる。この世にいる限り、

あなたは試練と苦しみを体験する。神の御子、イエス様がこの

世を克服された（ヨハネ１４章）ので勇気をいただきましょう。あ

なたは最終的に新しいいのちを受け、時代を超えて忠実な男

女を通して預言された、神の壮大なお約束を楽しむのです。 

 

討論のための質問 

１．エゼキエルは３０歳で、周囲の民に神の真の御心と性質

をを証する「見守る者」として召され、２２年間、神に仕え

た。結果、妻を失い（２４章）、決して容易な召しではなかっ

た。エゼキエルの生涯とメッセージによって、どのように動

かされたでしょうか？ 

２．神の御名と神の誉－神の御名は聖く、その誉を人の手に

託された。人々は、他の国々における神の誉れを台無しにし

て来たので、ヤハウエが唯一であり、真の神であると説得す

ることは出来なかった。あなたの人生を通して、神の誉がど

の様に宣言されているでしょうか？周囲の人々の神と御子イ

エスの見解が、あなたの人生に基づいているとすれば、彼ら

は神について何を理解すると思われますか？ 

３．エゼキエルは生涯の殆どをバビロンで過ごさざるを得な

かった。神を恐れる男であったが、国家の反逆行為のための

裁きを受けなければならなかったからである。あなた自身の

選択、または周りの人の選択のために、今日どの様なコスト

が生じているでしょうか？ 

４．神は、御子が義によって支配する将来の 1000 年王国の期

間について希望的なメッセージを残してくださった。そして、

真の崇拝と信念の時代が到来します。そのことによってあな

たにどんな希望を与えますか？ 

 


