
GOD WITH US 
 Part 8: JESUS  

Message 21 – KING: Triumph and Trouble  
Matthew 21 & 22 

神は我らと共に 
パート８：イエス様 

第２１メッセージ－王：勝利と苦難 

マタイ福音書第２１，２２章 

はじめに 

 イエスは、過越祭の週の初めにエルサレムにやって来られ

た。王になって下さることを期待しながら到着を祝っている

大群衆も同行していた。 この出来事は一般的に「勝利の入

城」と呼ばれ、４つの福音書（マタイ２１章、マルコ第１１章、ルカ第１

９章、ヨハネ第１２章）に記録されており、それぞれが独自の強調

をしている。 イエスを死に至らせる決断を下した宗教指導者

たちからの抵抗に遭遇されたので、 勝利の入城は大きな出来

事であったが、福音作家たちは、イエスの到着後の宗教指導

者たちとの対立に、より注意を向けている。 この対立が頂点

に達した後、イエスは人々を誤解へと導き、救済のための神

のご計画を拒絶したことで宗教指導者たちを非難された偉大

な偽善者についての説教（マタイの福音書２３章のみに記されている）を

された。 ここでは、主にマタイの福音書第２１，２２章に見

られる「勝利と困難」のテーマに焦点を当てる。 

 

勝利の入城：マタイ２１：１－１１ 

 王を訪問する際、通例であった様に、イエスは衣服とヤシ

の枝の「赤じゅうたん」を通ってエルサレムに入られた： 

 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」。（マタイ２１：８，９） 

 イエスがロバに乗って入城された事実は、平和を提供して

おられたことを示す。もし、大きな馬に乗って来られたら、

降伏を要求し、戦争を脅かしたでしょう。 「ホサナ！」とい

う言葉は、「今すぐ私たちをお救いださい！」という意味で

ある。群衆は、詩篇第１１８：２５：２６から唱えていた。

たくさんの詩篇の詩が、エルサレムの町への最後の登りに向

かってくる巡礼者たちを歓迎する歌として用いられた。たく

さんの詩篇の句が、エルサレムの町へ登って来る巡礼者たち

を歓迎する歌として用いられた。過越祭の群衆は、イエスが

敵から救って下さるであろう待望の「ダビデの子」として歓

迎した。その期待は高く見当違いであった。 

 

 他の福音書と比較すると、勝利の入城の際に、幾つかの出

来事が起こったことがわかる。 

 

１）宗教指導者たちは、従者たちがホサナを歌うことを止め

させるるよう要求したが、イエスは、人々が歌うのを止めれ

ば石が歌うであろうと答えられた（ルカ１９：３９，４０）。 

 

２）民と神との間に平和をもたらすために成される必要があ

ることを人々は理解していなかったので、イエスは立ち止ま

って、エルサレムの町とその民のために泣かれた（ルカ１９：４１

－４４）。 

 

３）ラザロは、行列でイエスと共にいたので、ラザロとイエ

スの両方を見るために大勢の群衆が集まった。宗教指導者た



ちは、大勢の人がイエスを称賛していることに不安を感じた

（ヨハネ１２：１７－１９）。 

 今日も、誤った神への期待を人々は抱いている。 私たちは

神がある方法で行動することを期待する。 あるいは、私たち

が正しいとか、あるいは相応しいと感じる方法で生活の中に

現れて、働いて下さることを期待する。 あなたは神に、どの

ような間違った期待を抱いておられるでしょうか？御霊にそ

れらを明らかにしていただくよう祈りましょう。もし、出来

るなら、「私の意志ではなく、あなたの御心がなされますよ

うに」と祈り、それらの期待を神に委ねましょう。 

 

イエス、両替人を神殿から追い出される： 

マタイ２１：１２－１７ 

 ヨハネのバプテスマはどこからきたのであったか。天から

であったか、人からであったか」。すると、彼らは互に論じ

て言った、「もし天からだと言えば、では、なぜ彼を信じな

かったのか、とイエスは言うだろう。（マタイ２１：１２，１３） 

 

 この腐敗した商売は大祭司の一族によって運営されており

その収入は、彼らの事務所存続の権利のためにローマに支払

うために使っていた。 「神殿貨幣」への為替レートは法外で

あった。 それでも礼拝の儀式のために犠牲の動物を買うこと

を願う人々は、ローマ貨幣を神殿貨幣と交換しなければなら

なかった。 その様な腐敗した制度は、イエスにとっては恥ず

べきことであったので義の怒りを見せられた。 マタイ２１：

１７は、イエスがエルサレムからわずか３．２㎞ （おそらくラザ

ロ、マルタ、マリアの家）の小さな村、ベタニヤで夜を過ごされたこ

とを記録している。 

 イスラエルでの礼拝において、イエスがお喜びにならなか

った側面があったことが明らかであり、よって、いけにえの

動物を売っていた両替商を威圧された。彼らには 欲とプライ

ドが根底にあった。 もし今日イエスがあなたのところに来ら

れたとしたら、あなたの人生に不愉快に感じられることがら

は何でしょうか？ 神への崇拝がより快適で純粋にするため

に、イエスは何を「追い払う」べきであると望まれるでしょ

うか？ あなたが盲目であるの行動の「根底」を指摘する許可

を誰に与えておられるでしょうか？ あなたの「両替商」が神

への崇拝を混乱させ、汚染している部分はをあなたに示して

いただく様にイエスに祈りましょう。 週７日の主への礼拝

は、オークポイント教会におけるイエスの真の弟子である一

番の特徴である。 「祝福された心は純粋である」 。イエスが

私たちの礼拝に満足しておられることを確認しましょう。 

 

 イエス、いちぢくの木を呪われる：マタイ２１：１８－２２ 

 イエスの受難の週の初めのいちじくの木の呪いについては

マルコによっても記録されている（マルコは、その木が完全に枯れるの

は２日後であったことを示している）。イエスは、私たちが信仰によっ

て奇跡を起こす神の能力の例として、これを用いられたが、

それはユダヤ文化において、より深い意味があった。いちぢ

くの木は旧約聖書のユダヤ人国家の象徴であった（エレミヤ書８：

１３、ホセア書９：１０）。果実を実らせない木であったという事実

は、特にイエスの時代におけるユダヤ人指導者たちの霊的果

実の不毛を描写している。（寺院の浄化のすぐ後に記されていることに注意

しましょう。）木が枯れていく様子は、イスラエルの霊的不毛と

イエスを神から派遣されたメシアとして歓迎しなかったこと

に対する神の裁きを描写している。その週の終わりにご自分

の命を捧げようとしておられるときに相応しい象徴である。



彼らイエスを認めなかったので、イスラエルの国家が「枯

れ」、イエスの昇天の直後に訪れる抑圧者の手に国家が落ち

ることを預言された。 

 

イエスの権威が怪しまれる：マタイ２１：２３－２７ 

 

 祭司長や長老たちは神殿内の市場を所有し運営していた。

「彼らの家」でのイエスの行動のために、イエスの権威に異

議を申し立てた（彼らは神ではなく神殿を担当していた）。イエスは、 

ご自分の権威の源についての彼らの質問に答えることを拒ま

れ、代わりに、質問をされた： 

 ヨハネのバプテスマはどこからきたのであったか。天から

であったか、人からであったか」。（マタイ２１：２５） 

 人々は洗礼のヨハネを高く尊重した。宗教指導者たちは、

ヨハネが挑戦した神の赦しに対する個人的な必要性を認め、

悔い改めることを拒んだので、自分たちを告発せずにイエス

の質問に応えることが出来なかった。 

 

指導者を非難する３つのたとえ話： 

マタイ２１：２８－２２：１４ 

 

 一連の力強いたとえ話の中で、イエスは宗教指導者たち

に、彼らの神への不従順、誇り、人々を誤っ多方向へ導き、

救世主として来られたイエスを拒絶したことに対する責任を

説明された。 

 

－二人の息子のたとえ話：マタイ２１：２８－３２ 

 二人の息子が対比されている。一人は働くと言ったが、働

かなかった。もう一人は働かないと言ったが、最終的に働い

た。イエスは説明された： 

 このふたりのうち、どちらが父の望みどおりにしたの

か」。彼らは言った、「あとの者です」。イエスは言われ

た、「よく聞きなさい。取税人や遊女は、あなたがたより先

に神の国にはいる。というのは、ヨハネがあなたがたのとこ

ろにきて、義の道を説いたのに、あなたがたは彼を信じなか

った。ところが、取税人や遊女は彼を信じた。あなたがたは

それを見たのに、あとになっても、心をいれ変えて彼を信じ

ようとしなかった。 

－農家の邪悪な借主のたとえ話：２１：３３－４６ 

 農家の主人は、所有地の外に住んでいたが、雇っていた農

夫たちは収穫の一部を返さなかった。邪悪な農夫たちは自分

たちでぶどう畑を所有したかったので、収穫の分け前を受け

取るために所有者が送ったしもべを虐待し続けた（神がイスラエル

に送った旧約聖書の預言者たちから、バプテスマのヨハネまで）。 最終的に、

主人は自分の息子を送って、農夫たちが彼を受け入れること

を期待したが、農夫らは息子を殺して、自分たちのためにこ

の地を奪おうとした（イスラエルでの自分の権威の地位を守ろうとしたの

で、宗教指導者たちは神の子イエスと一緒にやろうとしていました）。 イエスは

説明された： 

 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』。それだから、あなたがたに言うが、神の

国はあなたがたから取り上げられて、御国にふさわしい実を

結ぶような異邦人に与えられるであろう。またその石の上に

落ちる者は打ち砕かれ、それがだれかの上に落ちかかるな

ら、その人はこなみじんにされるであろう」。祭司長たちや

パリサイ人たちがこの譬を聞いたとき、自分たちのことをさ

して言っておられることを悟ったので、イエスを捕えようと



したが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思ってい

たからである。（マタイ２１：４２－４６） 

－王室の結婚披露宴のたとえ話：マタイ２２：１－１４ 

 王に招待された結婚披露宴で手厚く歓迎されるはずであっ

た人々は、王の招待を拒絶し、招待状を持ってきた遣いを虐

待した。 その一方、路上で一般の人々が王の息子のための結

婚披露宴の招待状を喜んで受け取った。 取税人や罪人は、イ

エスのメッセージを聞き、そして受け入れようと集まってい

た。 指導者たちはイエスを軽蔑し、拒絶した。 このたとえ話

に、イエスは興味深いひねりを付け足された：適切な服を着

ずに結婚式の宴会にこっそり入る人： 

 

 王は客を迎えようとしてはいってきたが、そこに礼服をつ

けていないひとりの人を見て、彼に言った、『友よ、どうし

てあなたは礼服をつけないで、ここにはいってきたのです

か』。しかし、彼は黙っていた。そこで、王はそばの者たち

に言った、『この者の手足をしばって、外の暗やみにほうり

出せ。そこで泣き叫んだり、歯がみをしたりするであろ

う』。招かれる者は多いが、選ばれる者は少ない」。 

（マタイ２２：１１－１４） 

 

 真の悔い改めと人生を変える神との関係を持たずに（すなわ

ち、適切な衣服をせずに）、天の国の一部であるように行動しようと

する者もいるでしょう。彼らはすぐに真の信者から選別され

天から却下される。指導者たちは「見かけ」では義を振る舞

っていたが、神を喜ばせる心を持っていなかった。その一方

「罪人」の多くは、真の、悔い改めの心を持ち、救いのメッ

セージを歓迎した。 （同じテーマの参照：マタイ７：２１－２３［イエスに
従いたいと誤った告白をする人たちのたとえ話］、マタイ１３章［小麦と風袋のたと

え話］） 

イエスに対する三つの質問：マタイ２２：１５－４６ 

 イエスがこれらのたとえ話を用いて宗教指導者たちを非難

された後、宗教指導者たちは不可な疑問を投げかけてイエス

を捕まえようとした。指導者らは、もし人々の目からイエス

への信用を奪えば、すぐに従者たちと影響力を失うであろう

と考えた。彼らの質問はあらゆる角度から、あらゆるグルー

プによってイエスを攻撃してきた。 

 

－課税に関する質問：２２：１５－２２ 

 反ローマ人であったパリサイ人は、カエザルに税金を払う

べきかどうかを尋ねることによってイエスを捕らえることに

決めた。イエスが肯定した場合は、イエスは神の敵であると

非難することが出来、否定した場合は、カエザルの敵だと非

難出来るからである。 

 イエスは彼らの悪意を知って言われた、「偽善者たちよ、

なぜわたしをためそうとするのか。税に納める貨幣を見せな

さい」。彼らはデナリ一つを持ってきた。そこでイエスは言

われた、「これは、だれの肖像、だれの記号か」。彼らは

「カイザルのです」と答えた。するとイエスは言われた、

「それでは、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に

返しなさい」。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して

立ち去った。（マタイ２２：１８－２２） 

 あなたの支配者として任命された人々を称えることによっ

て、人の王国の良き市民になりましょう。 そして、あなたの

最高の王として神を敬うことによって、天国の良き市民にな

りましょう。 これらは今日の世界に住んでいるクリスチャン

の二重の義務である。（ローマ人への手紙１３：１－７で、税金を納めるこ

とも含め、上に立つ権威に従う必要についてパウロが記した箇所を参照。）。クリ

スチャンが権威に対して「拒否」することが許されるのは、



天の父に与えられた命令に対する不従順を要求するときだけ

である（この一例として、使徒の働き４：１９，２０章を参照しましょう。ここ

で、ペテロとヨハネは、イエスについて話すことを止めなければならないという命令

に従うことを拒否した。） 

－天国においての結婚に関する質問：２２：２３，３３ 

 サドカイ人は、反超自然主義者であった。例えば、彼らは

天使も、御霊も、死後の世界も信じなかった。旧約聖書の結

婚に関する律法に、子供のいない未亡人を、死んだ男の兄弟

が妻として迎え、彼女を介して子孫を残すことを義務付けて

いた。 サドカイ人は、あり得ない例を提案した：１人の女が

７度、子供を産む前に未亡人となり、７人の兄弟を夫とした

としましょう。 質問：来世がある場合、どの男性が彼女の夫

になるでしょうか？ 

 イエスは答えて言われた、「あなたがたは聖書も神の力も

知らないから、思い違いをしている。復活の時には、彼らは

めとったり、とついだりすることはない。彼らは天にいる御

使のようなものである。また、死人の復活については、神が

あなたがたに言われた言葉を読んだことがないのか。『わた

しはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である』と書

いてある。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神で

ある」。群衆はこれを聞いて、イエスの教に驚いた。 

（マタイ２２：２９－３３） 

 イエスは、彼らの質問が死後の世界についての誤った前提

条件の上に構成されていると示された。すなわち、この結婚

生活における役割と制度の延長／継続であろうということで

ある（例えば結婚）。天の御国では、御使いたちに結婚がないよう

に、結婚は存在しない。したがって、誰が女の夫になるのか

という問題は生じない。そして、イエスは直ぐに来世に対す

る信念の欠如を試された。どうして神はアブラハム、イサ

ク、そしてヤコブの神であることが出来るのでしょうか（進行

形）もし死後の世界がなければ（アブラハム、イサクとヤコブは同時に生

存していないので）？ 

 

－最大の戒めに関する質問：マタイ２２：３４－４０ 

 無名の「律法学者」（ユダヤ人著者）がイエスを試そうとして

「最大の戒め」について質問を投げかけた。この質問は学者

たちが何百もの旧約聖書の律法に優先順位を付けしようとし

たので、進行中の議論の一部であった。＃2 を無償で投げ入れ

たためです。重要性の順に法律および規制。イエスは、旧約

聖書の戒めの第一の戒めを与えられるだけでなく、第二の戒

めをも与えられることによって、単純明確に答えられた。 

 イエスは言われた、「『心をつくし、精神をつくし、思い

をつくして、主なるあなたの神を愛せよ』。これがいちばん

大切な、第一のいましめである。第二もこれと同様である、

『自分を愛するようにあなたの隣り人を愛せよ』。これらの

二つのいましめに、律法全体と預言者とが、かかってい

る」。（マタイ２２：３７－４０） 

 神を愛しなさい．．． そして、人を愛しなさい。 単純であ

る。 それら二つの戒めをどのように守っておられるでしょう

か？ もっと神を愛するために、あなたが今出来ることは何で

しょうか？ より愛する３人を決めるとしたら誰でしょうか？ 

神を愛することと人々を愛することを真に一言で言えば聖書

全体であるならば、それはこれら二つの質問を熟考するため

に時間をかける価値がある。 そうすることによって、イエス

の言葉を尊重し、神によって与えられた第一、第二の戒めを

実践することになるでしょう。 

  

 



イエス、反対者に一つの質問をされる： 

マタイ２２：４１－４６ 

 

 イエスの反対者は、質問によってイエスをつまずかせるこ

とが出来なかった。イエスは、詩篇１１０篇１節のダビデの

言葉から導き出された１つの質問をされた。 

 パリサイ人たちが集まっていたとき、イエスは彼らにお尋

ねになった、「あなたがたはキリストをどう思うか。だれの

子なのか」。彼らは「ダビデの子です」と答えた。イエスは

言われた、「それではどうして、ダビデが御霊に感じてキリ

ストを主と呼んでいるのか。すなわち『主はわが主に仰せに

なった、あなたの敵をあなたの足もとに置くときまでは、 

わたしの右に座していなさい』。このように、ダビデ自身が

キリストを主と呼んでいるなら、キリストはどうしてダビデ

の子であろうか」。イエスにひと言でも答えうる者は、なか

ったし、その日からもはや、進んでイエスに質問する者も、

いなくなった。（マタイ２２：４１－４６） 

 ダビデの子は、なぜダビデの主になることが可能ですか。 

彼らは救世主の人間的で神聖な性質に困惑させられた。 

 イエスにひと言でも答えうる者は、なかったし、その日か

らもはや、進んでイエスに質問する者も、いなくなった。

（マタイ２２：４６） 

 議論は終わった。 宗教指導者たちは、これらのやりとりで

人々のイエスに寄せる信頼を奪うことが目的であったが、逆

に、賢人としてのイエスの評判は更に高まった。 次に、イエ

スは、その対立の後、最も非難的な説教をされた（参照：マタイ２

３章）。そして、頑固な反乱と彼の民による抵抗のために悲し

みのあまり泣かれたことに注目しましょう。 

 ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、おま

えにつかわされた人たちを石で打ち殺す者よ。ちょうど、め

んどりが翼の下にそのひなを集めるように、わたしはおまえ

の子らを幾たび集めようとしたことであろう。それだのに、

おまえたちは応じようとしなかった。見よ、おまえたちの家

は見捨てられてしまう。わたしは言っておく、『主の御名に

よってきたる者に、祝福あれ』とおまえたちが言う時まで

は、今後ふたたび、わたしに会うことはないであろう」。

（マタイ２３：３７－３９） 

 その最後の行は詩編１１８：２６の引用である。週の初め

に群衆がエルサレムにイエスの「勝利の入城」で歌っていた

のと同じ行！イエス様はこう言われた「あなたがその歌をも

う一度歌う日が来る。 。 。しかし、その時は、この王がだれ

であるかを真に理解するでしょう。 （イエスは、この世の終わりの彼
の再臨を言及しておられた。） 

 

ディスカッションの質問 

 
１．「ホサナ」を歌ったとき、人々は誤ったイエスの期待を抱いていた（今すぐ私た

ちを救ってください！）。今日、私たちはどのようにしてイエスへの誤った期待を抱

いているでしょうか？主は「正しい時」を知っておられるときに、私たちは「今すぐ

私たちを救ってください！」と要求していないでしょうか？ 

 

２．イエスは、宗教指導者たちを非難する３つのたとえ話をされた。どのたとえ話の

中によって、指導者たちの心が打たれたと思われますか？なぜですか？ 

３．王の息子のための結婚披露宴のたとえ話では、全く招待されることを期待されな

かった何人かは招待を受け入れました。あなたの影響範囲について考えて下さい。あ

なたは、御子イエスのために王の宴会に来るようにという誘いを誰に差し伸べていま

すか。 

 

４．イエスの反対者たちは、３つの難しい質問をした。イエスの答えの中で、最も印

象的であったところはどれですか？主の答えから個人的に教えられたことはありまし

たか？何ですか？ 


