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God With Us 
Part 7: Kings & Prophets to Exile and Return 

Judah’s Fall and God’s Faithfulness 

Message 15 –God Remembers 

Zechariah 

 

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１５メッセージ－神は覚えておられる 

ゼカリヤ書 

 

 

はじめに 

 ゼカリヤは、預言者ハガイと同時期に、神のために語り始

めました。ゼカリヤは、ハガイとともに、捕囚帰還後の神殿

再建に熱中しようとしていたときのユダヤ人共同体の祭司で

あり預言者でした。ゼカリヤという名前は、「神は覚えてお

られる」という意味です。これは、イスラエルの歴史のこの

時点においての預言者に相応しい名前でした。その理由は、

三つ上げられます。1）神は、捕われの身であったご自身の民

を覚えておられ、土地に連れ戻されたから。 2）神は、イス

ラエルの先祖たちへの約束を覚えておられ、それらを果たす

ために動かれたから。 3）神は、イスラエルの不従順の実績

を覚えておられ、過去の罪を繰り返さないように警告された

から。  

 ゼカリヤとハガイを通して、神が語られるように動かせた

重要な歴史的出来事は、16 年間放置されてきた神殿の再建で

した （参照：エズラ記 5：1; 6:14）。神殿の再建は、ハガイのメッ

セージの中心的なテーマでしたが、ゼカリヤのメッセージの

中においては、背景に過ぎませんでした。神は、ゼカリヤに

霊感を与えられ、ただ神殿と「宗教」を再建するだけではな

く、人々の心を調べ、神を心から愛するようにと呼びかける

ようにゼカリヤを促されました（例：第 7章の断食の儀式）。ゼカリ

ヤには、イスラエルの将来と神の最終的な王国の確立におけ

る神の確固たる計画に関する 8 つの預言的幻とメッセージが

与えられました。イザヤに次いで、ゼカリヤには、来るべき

メシアについて、苦しみを受けられ、罪を赦され、後に、千

年王国の王として君臨されるキリストについて、最も多くを

語る特権が与えられました。ゼカリアの時代の人々が挑戦さ

れ、励まされたように、私たちもまた、神が御座におられ、

お約束を守られるお方であるという希望を持つことができま

す。人生において、神に信頼し、神とのより深い関係を追求

するために忠実であり続ける必要があります。  

 

ゼカリヤ書は、主に次の 3 つに区分できます： 

序文：第 1章 1-6 節 

未来の幻：第 1 章 7 節 – 第 6章 15 節 

未来についてのメッセージ：第 7 章 1 節 – 第 14章 21 節 

 

序文：第 1 章 1-6 節 

「わたしに帰れ、そうすれば、わたしもあなたがたに帰ろう」 

 ゼカリヤ書は、「相互主義の原則」で始まります。神は、

その民に言われました「もしあなたが Xをするなら、私は Y

で答えます（参照：ゼカリヤ 7:13;ヤコブ 4：8）。 「帰る」という旧

約聖書における言葉は、新約聖書の「悔い改め」と並行する

言葉で、神に立ち帰りたいという心の願いを意味します。 （神

がご自分の民に、神に帰るようにと召された次の箇所を参照：申命記 4：30,31; 2歴

代 30：6-9;エレミヤ書 3：6-10; 3：11-15; 3：21-23 ;ヨエル書 2：12-14。）ゼカ

リヤ書における、神に「帰ろう」という呼びかけは、神が最
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もおっしゃりたかった、あらゆる事柄の基礎を形成しました。

神の民は、捕囚から帰還し、自分たちの土地に帰りました。

しかし、彼らの心が完全に主に帰ることこそが、将来、神の

祝福の下に生きるか、主による懲戒を経験し続けるかを決定

づけます。 

 「先祖たち」の例について、冒頭の 6 節で 4 回も繰り返され

ていることに注意してください。神は、捕囚から帰還した共

同体に、神に帰らない場合、その運命は、先祖たちと同じに

なることを警告されました。ゼカリヤ書の序文の最も重要な

メッセージは、神のみ言に注意を払うことの重要性です。そ

うすれば、神の御怒りから免れることができるのです。 

 人類の歴史（神のみ言）を研究し、注意を払うことを選択する

人々には、貴重な教訓を与えてくれます。しかし、悲しいこ

とに、歴史（神のみ言）は、人々が決して歴史の教訓から学ばな

いことも証明しています！ 旧約聖書の歴史的物語全体が、ま

さにこの理由で記録され、私たちに学び、生きるための教訓

を与えてくれました（参照：ローマ 15：4; 1コリント 10:11に注意）。 

旧約聖書は、人々の信念と選択と結果だけでなく、国や帝国

の信念についても豊富に物語っています。 旧約聖書の歴史の

研究が終わりに近づいていますが、主要な教訓（ポジティブな教訓

とネガティブな教訓）は何ですか？ 

 

将来の幻：第 1 章 7 節 – 第 6 章 15 節 

 多くの預言者たちには、神のメッセージを伝えるために幻

が与えられました。ゼカリヤ書の前半は、8 つの一連の幻を解

説しているという点で、他の預言者たちと異なります。 

それぞれの幻が与えられる度に、ゼカリヤは、神に質問して

います。 その質問に対する答えが、以下の解釈です。  

1. 世を巡視する 4 人の騎手：1：7-17 

『これらは地を見回らせるために、主がつかわされた者です』

（ゼカリヤ書１：１０） 

 神に代わって世界を巡視する 4 人の騎手の幻です。騎手た

ちによる神への報告は、周囲の国々が平和に憩っているが、

イスラエルの民は、捕囚の苦難からの再建の試練に置かれて

いました。神は、ご自分の民の幸せを願っておられ、彼らへ

のあわれみを約束されると同時に、イスラエルに苦痛を与え

てきた国々に対する裁きを約束されました。 

 時おり、降りかかる出来事を神はご存知でないのではない

かと感じることがあります。それでも、神は、全てを知って

おられます。立ち止まって、祈り、神が今も騎手たちを用い

て巡視してくださっていること、あなたの状況を調べてくだ

さっていること、そのすべてを神に報告させてくださってい

ることに感謝しましょう。神は、何一つ見逃されることはあ

りません。特に、抑圧者たちが優位に立っている様に見える

とき、このことを覚えることによって慰められます。 

 

2. 4 つの角と職人：1：18-21 

1:21 わたしが「これらは何をするために来たのですか」と言

うと、彼は答えた、「これらの角はユダを散らして、人にそ

の頭をあげさせなかったものですが、この四人の者が来たの

は彼らをおどし、かのユダの地にむかって角をあげ、これを

散らした国々の民の角を投げうつためです」（ゼカリヤ書

１：２１）。 

 4 つの角は、イスラエルを抑圧する敵の勢力、4 つの世界大

国（エジプト、アッシリア、バビロン、ペルシャ）を表します。 4 人の職

人は、4 つの角に裁きを下すために、神によって任命された 4
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つの世界勢力を表します。アッシリアはバビロンによって敗

北し、バビロンはペルシャによって敗北し、ペルシャは、ギ

リシャによって敗北しました。預言者ダニエルも、これらの 4

つの王国について語っています（参照：ダニエル書 31-45、7：1 – 

8:28）。重要な点は、神が世界の権力を用いて、イスラエルを

戒懲しておられる中、神の民は、その国々によって、正当な

境界を超えた抑圧と屈辱を受け、奴隷にされてきました。し

たがって、神は、イスラエルに対して、正当な境界を越えた

すべての国々に復讐を果たされます（ゼカリヤの主題）。 

 たとえ私たちの年表枠にはまらなくても、神は、神の方法

で、神の時に、完全な正義を測られます。実際、神がその民

を傷つけた国や帝国を裁かれるのに何世紀もかかりました。

不正が神に見過ごされることはありません。12:14 神はすべて

のわざ、ならびにすべての隠れた事を善悪ともにさばかれる

からである（伝道者の書１２：１４）。 あなたの人生に、神の完全

な義に委ねる必要のある、不正がありますか？ 

 

3. 測り綱：2：1-13 

2:4 言った、「走って行って、あの若い人に言いなさい、

『エルサレムはその中に、人と家畜が多くなるので、城壁の

ない村里のように、人の住む所となるでしょう。 2:5 主は仰

せられます、わたしはその周囲で火の城壁となり、その中で

栄光となる』と」（ゼカリヤ書２：４、５）。 

 ここでは、再建のために町を測定に行く、測り綱を手にし

た人の姿があります。測り綱は、裁き、または祝福の比喩で

した。ここでは、イスラエルの将来のための神の祝福が描か

れています。神は、彼らを繁栄させ、保護し、ご自身のご臨

在が彼らの間に宿ることをお許しになります。 

 

 ここで神は、ご自分の民のために戦われているのが解りま

す（ゼカリヤ書 2：6-13）。 神は仰せられる（ゼカリヤ書２：6,7）、バ

ビロン捕囚から民を解放され（ゼカリヤ書２：6）、敵の上に手を

振り（ゼカリヤ書２：9）、神の民の中に住まれ（ゼカリヤ書２：10）、

ユダをご自分の民とされ、エルサレムを再び選ばれ（ゼカリヤ書

２： 12）、また、主の聖なる住かから立ちあがられたからであ

る（ゼカリヤ２：13）。「神のひとみに触れる者（イスラエル）は、裁

かれる！  

 

4. 罪から清められたヨシュア：3：1-10 

「見よ、わたしはあなたの罪を取り除いた。あなたに祭服を

着せよう」（ゼカリヤ書３：４）。 

 大祭司ヨシュアは、イスラエルの霊的指導者で、神殿の再

建において、行政の指導者監督のゼルバベルと協力しました。 

この幻の中の大祭司ヨシュアは、イスラエルの民を代表して

います。ゼカリヤは、サタンが神の前に立ち、ヨシュア（イス

ラエルの民）を告発するのを見ました（参照：黙示録 12：9,10 同様に、

サタンが「告発者」と呼ばれる）。そのとき、弁護してくださるお方

がサタンを叱責され、ヨシュアの罪を清めてくださり、その

価値を擁護してくださった。神の明確な目的は、その民を回

復され、更新されることです。神は、そのご臨在のゆえに、

民の汚れた衣を祭服（義の象徴）に取り替えられました。 

 私たちは皆、大祭司ヨシュアと同様です！  3:23 すなわ

ち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなく

なっています（ローマ 3:23）。 私たちのあらゆる義の行い

は、神の目には汚れた衣にすぎません（イザヤ 64：6とエレミヤ

2:22）。 それにもかかわらず、あわれみ深い神は、私たちの救

い主であり、擁護者であり、弁護してくださるお方として、

イエス様を遣わされました。 イエス様は、私たちのすべての
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罪をご自分に負ってくださいました。 私たちがイエス・キリ

ストを自分の罪の担い手である救い主として受け入れると

き、イエス様の義の衣が着せられます。ヨシュアは、「火の

中から取り出した燃えさし（ゼカリヤ３：２）」と呼ばれました。

役に立たない焦げた木片です。その後、炎から救出され、再

び役立つ者としてくださいました。 神は、私たちを深く愛し

ておられます。私たちの救い主です。 私たち一人一人に目的

を持っておられます。 

 この最後の部分には、神から来る究極の大祭司であり、王

であるメシアに関する、大祭司ヨシュアへのメッセージが含

まれていました。「若枝」とは、ダビデ王の家系から出る若

枝のようなものとして、来るべきメシアを指すために用いら

れた用語です。「一日のうちに」その地の不義を取り除くと

は、救世主イエスが十字架で死なれる日を指している可能性

があります。あなたがたは互いに自分の友を、ブドウの木と

いちじくの木の下に招き合うであろう（ゼカ３：１０）人は皆、

メシアがいつかイスラエルにもたらされる王国の比喩です。 

  

5. 燭台：4：1-14  

「これは権勢によらず、能力によらず、わたしの霊によるの

である。」（ゼカリヤ 4：6）。  

 この幻のすべての部分が連携して、神の働きを成し遂げる

ために、神の僕たちの中を流れる神の御霊の力を描写してい

ます。ゼルバベルは、御霊の力によって神殿の再建を完成さ

せます。 2 本のオリーブの木は、神に仕えるべく、神によっ

て選ばれた二人の男であり、指導者であるゼルバベルとヨシ

ュアを表すと考えられます。あるいは、神の御霊が彼らの仕

事において共同体を前進させるために用いられた声、ハガイ

とゼカリヤを表すという解釈もあります。 

 神が共に歩むように招いておられるとき、内在してくださ

る神の御霊の超自然的な力を通して、私たちの内に働いてく

ださることを約束されます。神の働きを代行するために、自

分の力や知恵や能力や資源に頼ってはいけません。「わたし

たちのうちに働く力によって、わたしたちが求め、また思う

ところのいっさいを、はるかに越えてかなえて下さることが

できるお方（エペソ人への手紙 3:20）」をお招きして、力を

与えていただくようにと聖書は教えています。 聖霊様が、あ

なたに召されたことに対して、神の超自然的な力を与えてい

ただくように求めておられるでしょうか？ 

 

６．空を飛ぶ大きな巻物：5：1-4 

「これは全地のおもてに出て行く、のろいの言葉です。．．．

（ゼカリヤ書５：３） 

 ここまでの幻は、イスラエルの民への慰めと祝福に焦点を

合わせていました。ここでは、別のメッセージ、この祝福の

前に大きな苦しみがあることを見ます。巨大な巻物は、神に

由来し、神の律法を表しています。そこには、神の律法に従

わず、神との契約を破るすべての民へののろいが記されてい

ます。悪を行うすべての人を土地から追い出すためです。次

に、密接に関連する幻の中で、究極の悪の源が明らかになり

ます。 

 

7. エパ枡の中の女：5：5-1 

5:8 すると彼は「これは罪悪である」と言って、その女をエ

パ枡の中に押し入れ、鉛の重しを、その枡の口に投げかぶせ

た（ゼカリヤ書５：８）。 

 サタンとその世界システムは、あらゆる形態の悪を吹き込

みます。 サタンの王国が黙示録第 18 章で、邪悪な女として
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描かれている様に、ここでは「邪悪」という名前の女が、サ

タンの邪悪な王国を描いています。エパ枡は、ブッシェルに

等しい古代ヘブライ語の乾物に用いる容量の尺度単位でした。 

女は、このエパ枡の中に座っていて、悪と商業主義の関係を

想像するかもしれません（黙示録 18章と同様）。女は持ち上げられ

て「シヌアルの地」に運ばれ、神殿が立てられ、そこに祀ら

れました。シヌアルという言葉は「バビロン」という名前に

関連して聖書の中で用いられ、神の国に対抗するサタンによ

って運営されている世界システムの同義語となりました（バビ

ロン、サタン、そして女をよりよく理解するために、黙示録第 18章をお読みくださ

い）。 

 

８．4 台の戦車：6：1-8 

6:5 天の使は答えて、わたしに言った、「これらは全地の主

の前に現れて後、天の四方に出て行くものです（ゼカリヤ書

６：５）。 

 最初の幻は、神に代わって巡視する 4人の騎手が世界の状

態の目録を作成している様子を描写していました。最後の幻

は、馬に引かせた戦車を示し、天国の 4つの霊（おそらく神の怒り

を実行するために割り当てられた天使のような存在）の裁きの働きを強調し

ています。各戦車は特定の地域に割り当てられました（8節）。

「神の怒りを和らげる」（8節 NASB）。  

 

9. 大祭司ヨシュアの象徴的な戴冠：6：9-15  

 これは幻ではありませんでしたが、ゼカリヤによって実行

された象徴的な行動であり、大きな預言的意義がありました。 

これは、将来に関するこれまでのすべての幻の要でした。 

6:12 彼に言いなさい、『万軍の主は、こう仰せられる、見よ、

その名を枝という人がある。彼は自分の場所で成長して、主

の宮を建てる。 6:13 すなわち彼は主の宮を建て、王として

の光栄を帯び、その位に座して治める。その位のかたわらに、

ひとりの祭司がいて、このふたりの間に平和の一致がある』

（ゼカリヤ書６：１２，１３）。 

 戴冠は、帰還した捕囚民による供物の金と銀で作られ、 

大祭司ヨシュアの頭に置かれることになっていました。通常、

王冠は祭司ではなく、王のために備えられるので、これは大

変まれなことでした。メッセージは明白でした：将来、神は

メシア（枝）を送り、司祭と王の二つの役職を統合し、人類の

罪のために必要な犠牲を捧げる祭司になるでしょう。また、

人類を支配する王になるでしょう「遠く離れた」人々（異邦人）

でさえ、主の支配の日に来て、主の神殿を建てます（ゼカリヤ

6:15）。第 8 章 23 節における同じ教えも参照しましょう。 

 聖金曜日に、イエス様は、私たちの大祭司となってくださ

り、世の罪のために、ご自身をその犠牲の捧げものとして捧

げてくださいました。復活祭の日曜日に、イエス様は、サタ

ンの本拠地である死の領域を征服されました。五旬節の日に、

天国に昇天され、王の王、主の主として、父の右座に座され

ました。神との永遠の関係にあなたが帰るための、あらゆる

要件を満たされた大祭司／王がいてくださることを神に感謝

しましょう。 

 

 

未来についてのメッセージ： 

第 7 章 1 節 – 第 14 章 21 節 

 一連の幻から約 2 年後、神殿の再建作業は、半ば完了しま

した。神はゼカリヤに、イスラエルと世界の他の地域の近い

将来と長期的な未来についてのメッセージを与えられました。 
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1. 断食は宴会となる：7：1 – 8:23  

 帰還した捕囚民の間で、70 年間の捕囚の間実践してきた、5

か月目の断食を継続するべきかどうかという疑問が生じまし

た。それに対して、神が応えて語られます。 

7:5「地のすべての民、および祭司に告げて言いなさい、あな

たがたが七十年の間、五月と七月とに断食し、かつ泣き悲し

んだ時、はたして、わたしのために断食したか。 7:6 あなた

がたが食い飲みする時、それは全く自分のために食い、自分

のために飲むのではないか（ゼカリヤ書７：５，６）。 

 神は、彼らの断食と泣き叫びが正しい動機に伴っていない

ことを見通しておられました。神は、空の宗教儀式で知られ

ている前世代を思い出させました（例：イザヤ 58：3-9）。また、神

は、「真の宗教」に呼び帰すために上げげられた預言者たち

を思い出させ（例：アモス 5：21-24;イザヤ 1：10-17）、更に、彼らがそ

の預言者たちの教えをことごとく無視してきたことも指摘さ

れました。 

 神との間で、何かをただ機能的に行ったり、行う振りをす

ることに注意してください。神は、私たちの外面的な宗教の

形から、私たちの心の考えや動機まで、全てお見通しです。

神との交わりや神への崇拝に入るとき、心を整えることが非

常に重要です。 イエス様が地上におられた時代に、崇拝者に

ついて言われたことに注意してください。 15:8『この民は、

口さきではわたしを敬うが、その心はわたしから遠く離れて

いる（マタイ 15：8）。』 あなたが神の御前に来るとき、あ

なたの心が神に近づいていることを確認しましょう！ 

 神の民の過去と現在の不誠実にもかかわらず、神は彼らに

忠実であり続けることを約束されました。 

8:7 万軍の主は、こう仰せられる、『見よ、わが民を東の国

から、また西の国から救い出し、 8:8 彼らを連れてきて、エ

ルサレムに住まわせ、彼らはわが民となり、わたしは彼らの

神となって、共に真実と正義とをもって立つ』」（ゼカリヤ

書８：７，８）。  

 主は、民に何を望んでおられるのでしょうか？ 

8:16 あなたがたのなすべき事はこれである。あなたがたは互

に真実を語り、またあなたがたの門で、真実と平和のさばき

とを、行わなければならない。 8:17 あなたがたは、互に人

を害することを、心に図ってはならない。偽りの誓いを好ん

ではならない。わたしはこれらの事を憎むからであると、主

は言われる」（ゼカリヤ書８：１６，１７）。  

 断食についての質問で始まった部分は、あらゆる国から来

た人々が、唯一であり、真の神を崇拝するようになる未来の

エルサレムの輝かしい幻で終わります！ 

8:23 万軍の主は、こう仰せられる、その日には、もろもろの

国ことばの民の中から十人の者が、ひとりのユダヤ人の衣の

すそをつかまえて、『あなたがたと一緒に行こう。神があな

たがたと共にいますことを聞いたから』と言う」（ゼカリヤ

書８：２３）。  

 

2. イスラエルの諸国民に対する裁き：9：1-8  

 ゼカリヤ書には、イスラエルの諸国民に対する神の裁きを

詳述するいくつかの部分があります。 ここでは、近くの諸国

民が選ばれています。 ダマスコ、タイア、シドン、エクロン、

アシドド、アシケロン、ガザの都市はすべて、何世紀にもわ

たってイスラエルを悩ませてきた「諸国民」でした。 神は、

ご自分の民に対する彼らの過酷な扱いに対して報復されます。 
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3. イスラエルの王、群れを守るために来られる：9：9-17 

 ゼカリヤ書は、警告なしに近い将来から遠い将来に跳躍し

ます。彼は、主が将来の戦いの日に、その民のために戦うた

めに来られる幻を見ました。驚いたことに、神をイスラエル

の強大な戦士として描いた箇所で、このメシアニックの預言

に穏やかなひねりが加えられています。 

9:9 シオンの娘よ、大いに喜べ、エルサレムの娘よ、呼ばわ

れ。見よ、あなたの王はあなたの所に来る。彼は義なる者で

あって勝利を得、柔和であって、ろばに乗る。すなわち、ろ

ばの子である子馬に乗る。9:11 あなたについてはまた、あな

たとの契約の血のゆえに、わたしはかの水のない穴から、 

あなたの捕われ人を解き放す（ゼカリヤ書９：９，１１）。 

 イエス様が受難の週の初めにロバの子に乗ってエルサレム

に入城されたとき、ゼカリヤ書のこの預言を成就されました。 

彼は、「ダビデ王の（王族の）息子」として来ましたが、義にか

なった謙遜さを持っておられました （マタイ 21：1-11）。 

 

4. あわれみ深く群れを導いてくださるイエス様：10：1-12  

 イスラエルの歴史において、神の群れを、真理と知恵と世

話と勤勉さが備わる羊飼いの様な指導者（王、祭司、預言者など）

がいませんでした。イスラエルは、神の貴重な群れであり、

神の御頭の上の王冠の宝石であったので、この指導者の失敗

を神は大変悲しまれました（ゼカリヤ 9:16）。そして神は、価値

のない指導者たちを裁かれ、ご自身が立ち上がられて、その

群れの羊飼いとして牧してくださることを約束されました。 

10:3「わが怒りは牧者にむかって燃え、わたしは雄やぎを罰

する。万軍の主が、その群れの羊であるユダの家を顧み、こ

れをみごとな軍馬のようにされるからである（ゼカリヤ書１０：

３）。 

5. 虐殺の運命にある群れ：11：1-17  

 驚くべきことに、ゼカリヤは、その群れが唯一の真の羊飼

いを拒絶することによって、イスラエルに下る将来の裁きに

ついて預言しています。彼らは「30 シェケルの銀」同等の低

価格で、羊飼いを売り渡します。 モーセの律法によると、こ

の低価格は、牛に襲われた奴隷の所有者に支払われるべき価

格です。 

11:13 主はわたしに言われた、「彼らによって、わたしが値

積られたその尊い価を、宮のさいせん箱に投げ入れよ」。わ

たしは銀三十シケルを取って、これを主の宮のさいせん箱に

投げ入れた（ゼカリヤ書１１：１３）。 

 また、30 シェケルの銀は、イエスをユダヤ人当局に引き渡

すためにユダ・イスカリオテに支払われた代償でした。真の

羊飼い（イエス様の預言）を拒絶したために、主はいつの日か、価

値のない（しかし魅惑的な）個人がイスラエルの羊飼いとなること

を許されます。 

11:16 見よ、わたしは地にひとりの牧者を起す。彼は滅ぼさ

れる者を顧みず、迷える者を尋ねず、傷ついた者をいやさず、

健やかな者を養わず、肥えた者の肉を食らい、そのひずめを

さえ裂く者である（ゼカリヤ書１１：１６）。 

 多くの解説者は、世界を支配するために立ち上がる終末期

の反キリストへの言及と見ています。また、多くは、イスラ

エルが、イエスがメシアであり、羊飼いであることを拒絶し

た後、西暦 70 年に、エルサレムを破壊し、ユダヤ人を散らば

すために立ち上がったローマの支配者の言及と見なしていま

す。 
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6. 終わりの日、主のイスラエル救出：12：1-13：6  

 第 12 章は、ユダとエルサレムと戦争をするために集まった

世界の国々の描写で始まります（これは、ハルマゲドンの終わりの時の

戦いを指していると考えられます）。主はイスラエルのために戦われ、

ユダの部隊に勝利をもたらされ、神の民を守られます。次に、

すべてのイスラエルの民は、彼らの羊飼い／メシアの拒絶に

ついて、深く悔い改めるために、御霊によって動かされます。 

言葉遣いが印象的です： 

12:10 わたしはダビデの家およびエルサレムの住民に、恵み

と祈の霊とを注ぐ。彼らはその刺した者を見る時、ひとり子

のために嘆くように彼のために嘆き、ういごのために悲しむ

ように、彼のためにいたく悲しむ（ゼカリヤ書１２：１０）。 

 イスラエルは、自分たちが突き刺したお方への拒絶を認め

るでしょう。 彼らが自分の罪を悼むとき、神は、ご自分の民

のために清めの泉を慈しみ深く開かれます。 

13:1 その日には、罪と汚れとを清める一つの泉が、ダビデの

家とエルサレムの住民とのために開かれる（ゼカリヤ書１

３：１）。 

 神はその土地から、すべての偶像崇拝と偽預言を追放され、

浄化され、継続的に純粋さが保たれるようにされます。 

 神は悔い改めた心を見られるとき、赦しの泉を開いて、罪

と恥から心を清めてくださいます。あなたは、お優しく、清

めてくださる神に、重荷を委ねられたでしょうか？ 神は、罪

を洗い流し、罪悪感と恥からあなたを清めてくださいます。 

 

 

 

７．牧者が撃ち殺され、羊が散らばる：13：7-9  

 ゼカリヤは、イスラエルが真の羊飼いを拒絶したことによ

る神の裁きについて記されている第 11 章のテーマに戻り、こ

こで羊飼いは撃ち殺され、羊たちが散らばります。 

13:7 万軍の主は言われる、「つるぎよ、立ち上がってわが牧

者を攻めよ。わたしの次に立つ人を攻めよ。牧者を撃て、そ

の羊は散る。わたしは手をかえして、小さい者どもを攻める

（ゼカリヤ書１３：７b）。 

 イエス様は、ペテロの否定と、ご自身の逮捕の夜に弟子た

ち全員が散らばることを預言されたとき、この箇所を引用さ

れました（マタイ 26:31）。 より広い意味で、「羊の散らばり」

（イスラエル国家）は、ユダヤ人がローマ帝国全体に散らばった西

暦 70 年以降の時間枠に起こりました。 

  

８．エルサレムが攻め撃たれ、主が、絶妙なタイミングで出

て来られる：14：1-21  

 第 12 章と同様に、この最後の章は、エルサレムが国々から

攻撃されているところから始まります。戦いに敗れたかのよ

うに見えたとき、主がご自分の民のために戦ってくださるた

めに現れてくださいます。偉大な御力を持たれる主は、オリ

ーブ山に現れ、巨大な地震を引き起こされます。 

14:4 その日には彼の足が、東の方エルサレムの前にあるオリ

ブ山の上に立つ。そしてオリブ山は、非常に広い一つの谷に

よって、東から西に二つに裂け、その山の半ばは北に、半ば

は南に移り（ゼカリヤ書１４：４）、．．． 

 以下は、地上に王国を確立するためにメシアが到来される

ことについての聖書全体の中で最も大胆な記述の 1 つです。 
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 14:5 わが山の谷はふさがれる。裂けた山の谷が、そのかた

わらに接触するからである。そして、あなたがたはユダの王

ウジヤの世に、地震を避けて逃げたように逃げる。こうして、

あなたがたの神、主はこられる、もろもろの聖者と共にこら

れる。 14:6 その日には、寒さも霜もない。 14:7 そこには長

い連続した日がある（主はこれを知られる）。これには昼も

なく、夜もない。夕暮になっても、光があるからである。 

14:8 その日には、生ける水がエルサレムから流れ出て、その

半ばは東の海に、その半ばは西の海に流れ、夏も冬もやむこ

とがない。 14:9 主は全地の王となられる。その日には、主

ひとり、その名一つのみとなる（ゼカリヤ書１４：５－９）。  

 主が戻られるとき、イスラエルと戦う国々は、主の偉大な

力によって破壊されます。 主なるキリストが地球を主権者で

唯一の真の王として支配される 1000 年の期間があります（参

照：黙示録第 20章）。生き残った他の国々の人々は、毎年エルサ

レムに来て、仮庵祭で主を崇拝します。拒否する国の土地に

干ばつをもたらされます。そしてエルサレムでは、神の聖さ

は、人生のあらゆる側面の細部に至るまで、浸透します。 

14:20 その日には、馬の鈴の上に「主に聖なる者」と、しる

すのである。また主の宮のなべは、祭壇の前の鉢のように、

聖なる物となる。 14:21 エルサレムおよびユダのすべてのな

べは、万軍の主に対して聖なる物となり、すべて犠牲をささ

げる者は来てこれを取り、その中で犠牲の肉を煮ることがで

きる。その日には、万軍の主の宮に、もはや商人はいない

（ゼカリヤ書１４：２０，２１）。 

 終わりの時に関するゼカリヤに与えられた幻とメッセージ

を考えると、ゼカリヤ書が旧約聖書の「黙示録」と呼ばれて

いるのも不思議ではありません。むしろ相応しい。神は、ご

自分の民との契約を「覚えておられます」。彼らが、つまず

き続けても、最後まで契約の約束を果たされます！  

 

ゼカリヤ書に記されたキリストの預言 

 

 将来、来たるメシアに関して、ゼカリヤに与えられた預言

が以下に要約されています。 新約聖書に記載されているメシ

アの成就した聖句が見られる場所のほんの一部です。 

キリストの預言      成就  

しもべ 3：8            マルコ 10:45  

枝 3：8; 6:12          ルカ 1:78  

王-祭司 6:13           ヘブル人 6：20-7：1  

謙遜な王 9：9,10           マタイ 21：4,5; ヨハネ 12：14-16  

裏切られた 11：12,13         マタイ 27：9  

突き刺した者 12:10          ヨハネ 19:37  

清めの泉 13：1            黙示録 1：5  

人類と神 13：7; 6:12         ヨハネ 8:40; 1：1  

撃ち殺された牧者 13：7-9      マタイ 26:31;マルコ 14:27  

再臨 14：5,9              ヨハネ 10:16;黙示録 11：15; 21：27  

 

（アーヴィング・L・ジェンセン：ハガイ書、ゼカリヤ書、マラキ書; p.45） 
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ディスカッションの質問 

 

 1. ゼカリヤは、神がご自分の口として用いられた信頼でき

る僕でした。彼は人々に困難なメッセージを伝えなければな

りませんでした。まるで気が狂ったかのように聞こえたに違

いありません！メッセージの内容に関係なく、神がその口と

して私を用いてくださっていると信じることができますか？ 

 2. 神は、すでに成就した過去の預言を思い起こさせること

によって、大きな慰めをもたらしてくださいます。この世界

が心痛、悪、混沌に満ちているように見えるときでさえも、

私たちは、神からの慰めと平安を得ることができます。神は

信頼できるお方です！ 

 3. イエス・キリストを信じる異邦人として、私たちは「聖

なるお方」の子であり、永遠に彼との未来が約束されている

ことを知っているので、感謝の気持ちで満たされることがで

きます。イエス様の愛と赦しのメッセージの伝道のために誰

のために祈り、手を差し伸べる必要がありますか？ 

 4. 神は、些細な始まりを喜ばれ、神のご栄光と私たちの喜

びのために成長を引き起こしてくださいます。また、弱者と

感じる人々を喜ばれ、謙遜で誠実に神により頼む人々に配慮

と強さを与えてくださいます。「これは権勢によらず、能力

によらず、わたしの霊によるのである。」と主は言われます。

この主のみ言は、あなたをどのように励ましますか？ 

 5. 神は、私たちに、悪との将来の戦いと、キリストが千年

王国を治めるために来られることについての具体的で明確な

預言を与えてくださいました。神は、義であり、時を支配し

ておられ、義が悪に打ち勝つというお約束によって、私たち

が励まされることを望んでおられます。 

 

 


