
GOD WITH US 
 Part 8: JESUS  

Message 23– LAMB: The Death of Jesus 

 

神は我らと共に 
パート８：イエス様 

第２３メッセージ－子羊：イエスの死 

 

 

 

 

はじめに 

 福音書が「長い前書きを伴う受難の物語」であるなら、 

イエスの死の説明の部分は、それらの作品の中心である。 

それぞれの福音書作家は、それぞれの方法で物語を解釈し、

語っているのではなく、むしろ、それぞれの興味に応じて、

あちこちに特異な詳細を挿入しながら物語っている。 全４巻

の福音書のイエスの死の物語りを結び付ける中心的なテーマ

があるとすれば、それはイエスが世の罪の身代りの犠牲とし

て死なれるために、完全な神の子羊となって下さるために世

に来られたという考えである。イエスの死は、ユダヤ人の過

越祭の最盛期に起こった。その間、神によるイスラエルの民

のためのエジプトからの救出を記念するために、何千びきも

の子羊が殺された。イエスは、ご自身の死と復活を通して、

新しい過越祭を 提供された。イエスは、私たちを罪の汚れか

ら清めて下さり、聖なる父のご臨在に入るための経路を開拓

して下さった。実に、イエスが言われ、なさった全てのこと

は父なる神が世に人類の身代金として、御子の命を与えるた

めに送られ、主な任務を成し遂げられた後、背景消えて行っ

た。 

 

イエス、ゲッセマネの園で祈られる：  
マタイ２６：３６－４６、マルコ１４：３２－４２、 

ルカ２２：３９−４６、ヨハネ１８：１ 

 最後の晩餐に続き、マタイ、マルコ、ルカはそれぞれ、 

ゲッセマネで苦しみの祈りを捧げるイエスの時間を詳しく述

べている （ヨハネは、ゲッセマネに到着したことを記す一句のすぐ後に、イエス

の逮捕に移る。）。イエスは父に祈られた：「わが父よ、もしでき

ることでしたらどうか、この杯をわたしから過ぎ去らせてく

ださい。（マタイ２６：３９） 旧約聖書の罪に対する「神の

怒り」について言及しておられた。 イエスは、世の罪の上に

注がれる神の聖なる裁きの杯を飲む準備をしておられた。 祈

りの中で３度苦しまれた後、イエスは父の御心に屈した： 

イエスを裏切った者が、あらかじめ彼らに、「わたしの接吻

する者が、その人だ。その人をつかまえろ」と合図をしてお

いた。（マタイ２６：４８） 

 

イエスの逮捕： 
マタイ２６：４７－５６、マルコ１４：４３−５２、  

ルカ２２：４７－５３、 ヨハネ１８：２－１２ 

 イスカリオテの人、ユダは、ユダヤ人の指導者たちによっ

て送られた役人たちを引き連れてやって来た。彼らは武装し

て来た。ユダはイエスに口づけをすることによって、イエス

を識別した。役人たちがイエスを逮捕しようとしたとき、ペ

テロが飛び出で刀（その夜早くに弟子たちが上の部屋で見つけた２本の刀のう

ちの１本、ルカ２２：３５－３８）で大祭司のしもべの耳を切り落し

た。イエスはペテロを叱責し、しもべの耳を癒し、役人の逮

捕に服従した。 （イエスの奇跡の力によって癒されたマルコスの耳を見るたび
に、イエスを偽りの救世主として死に定めた大祭司は、残りの人生、イエスの奇跡の

力を思い出すことでしょう！）ヨハネはこの瞬間に、イエスは、罪に

対する神の裁きの杯について再び言及されたと記録してい

る：「剣をさやに納めなさい。父がわたしに下さった杯は、



飲むべきではないか」。（ヨハネ１８：１１）イエスが逮捕

されたときペテロとヨハネを除いて、すべての弟子たちは恐

怖のあまり逃げた。 

 

サンヘドリン前の試練： 
マタイ２６：５７－６８、 マルコ１４：５３−６５、 

ルカ２２：５４−７１、ヨハネ１８：１３－２４ 

 

 彼らはまず最初に、当時のユダヤ人大祭司であったカヤパ

の義父、アンナスの家にイエスを連れて行った（ヨハネ１８：１３

－２３）。 アンナスがイエスに尋問した後、ユダヤ人のサンヘ

ドリン（７０の評議会）が集まっていたカヤパの家にイエスを送っ

た（ヨハネ１８：２４）。 ユダヤ人の法律によると、夜間の裁判は

違法であった。 それにもかかわらず、彼らはイエスを死に至

らせるために偽りの証人を用いて一晩中裁判にかけた。 最後

にカヤパはイエスに自己差別的な言葉を話させることによっ

て裁こうとした。 物語を組み合わせると、次のようになる： 

 

 しかし、イエスは黙っておられた。そこで大祭司は言っ

た、「あなたは神の子キリストなのかどうか、生ける神に誓

ってわれわれに答えよ」。 イエスは彼に言われた、「あなた

の言うとおりである。しかし、わたしは言っておく。あなた

がたは、間もなく、人の子が力ある者の右に座し、天の雲に

乗って来るのを見るであろう」。すると、大祭司はその衣を

引き裂いて言った、「彼は神を汚した。どうしてこれ以上、

証人の必要があろう。あなたがたは今このけがし言を聞い

た。あなたがたの意見はどうか」。すると、彼らは答えて言

った、「彼は死に当るものだ」。 それから、彼らはイエスの

顔につばきをかけて、こぶしで打ち、またある人は手のひら

でたたいて言った、「キリストよ、言いあててみよ、打った

のはだれか」。（マタイ２６：６３－６８） 

 「人の子が天国の雲に乗ってやってくる」というイエスの

言及は、ダニエルのよく知られた「人の子」という天の幻視

からの明確なメシア的な言及である（ダニエル書７：１３，１４）。 

 

 

ペテロ、イエスを３回拒絶する： 
マタイ２６：６９－７５、マルコ１４：６６－７２、 

ルカ２２：５６－６２、ヨハネ１８：１５－１８、２５－２７ 

 夜の間に、ペテロは、イエスの仲間であることを疑った２

人の門番のはしための女と他の人から質問されたとき、ペト

ロは、それを否定し、「そんな人は知らない」と誓った！ 闇

の力にかなうものはいない。 ルカは、ペテロの３度目の否定

の瞬間に最も鋭い詳細を記している。 

 主は振りむいてペテロを見つめられた。そのときペテロ

は、「きょう、鶏が鳴く前に、三度わたしを知らないと言う

であろう」と言われた主のお言葉を思い出した。そして外へ

出て、激しく泣いた。（ルカ２２：６１，６２） 

 勿論、イエス様の眼差しは軽蔑的なものではなく、むし

ろ、ペテロが彼に降りかかったサタンの攻撃についての意識

の欠如に対する悲しみからであった。それでも、この瞬間で

さえも、イエスはすでにサタンの攻撃の範囲を限定し、指導

者の中の指導者としてのペテロの帰還を保証し、ペテロのた

めに祈ったことを知っていた（ルカ２２：３１，３２）。 

 

ユダ、首を吊る：マタイ２７：１－１０ 

 ユダヤ人の指導者たちのためにイエスを裏切ったことに対

するユダの後悔と自殺について、マタイのみが記録してい

る。ユダが呪われた金を寺院に投げ捨てたとき（銀貨３０枚）、 

祭司たちはその金を用いて地元の陶芸家から土地を買い、 



見知らぬ人のための墓地として使った。マタイは、再び旧約

聖書の成就を見た。その預言はゼカリヤ書１１：１２－１３

に見られるが、マタイは、エレミヤ書に帰している。ユダヤ

人の旧約の律法は、法律、著作、および預言者の３つの主要

な部分に分けられていたことが理由である可能性がある。 

「預言」の部分は、エレミヤで始まっていたので、人々は旧

約聖書全体の預言の部分をエレミヤとして参照するのが一般

的であった。  

 

 

ピラトとヘロデの前での裁判： 
マタイ２７：１１－３１、マルコ１５：１－２０、 

ルカ２３：１－２５、ヨハネ１８：２８－１９：３ 

 早朝、サンヘドリン（最高法院／長老会）は、イエスをピラトに

連れて行き、彼らが合法的にイエスに対する死刑を執行でき

るようにした（ヨハネ１８：３１）。冒とくとしての告発は、ピラ

トにとって何の意味もなかったので、イスラエルの平和を維

持することに依存していたピラトの注意を引くことを狙い、

ローマに対する反乱を激化させたとして、イエスを告訴した

（ルカ２３：２）。ピラトは個人的にイエスに多くの質問をした

（ヨハネ１８：３３－３８）。しかし、イエスが「わたしの国はこの

世のものではない。もしわたしの国がこの世のものであれ

ば、わたしに従っている者たちは、わたしをユダヤ人に渡さ

ないように戦ったであろう。しかし事実、わたしの国はこの

世のものではない」と答えられた後、ピラトは反乱に対して

イエスは無罪であると結論づけ（ヨハネ１８：３６、ルカ２３：４）、

イエスを解放しようとしたが、ユダヤ人指導者たちは、死刑

宣告を主張し続けた。ピラトは、たまたま町に居たヘロデに

その問題を解決をさせるためにイエスを送った（ルカ２３：６－ 

１２）が、イエスはヘロデに一言も口を開かなかった（これは洗礼者ヨハネを殺した

ヘロデであった）ので、ヘロデはあざけるために紫色の（すなわち、

王室を示す）礼服に身を包んだイエスをピラトに送り返した。 

ピラトは、裁判中、妻からの伝言を受けたこともあり、再び

イエスを釈放しようと試みたが、失敗に終わった：「また、

ピラトが裁判の席についていたとき、その妻が人を彼のもと

につかわして、「あの義人には関係しないでください。わた

しはきょう夢で、あの人のためにさんざん苦しみましたか

ら」と言わせた。（マタイ２７：１９） 

 

 最終的に、ピラトは過越祭でユダヤ人に一人の囚人を解放

する習慣を用いて問題を解決しようとした。ユダヤ人の反乱

軍であるバラバは、殺人と反乱の罪で刑務所に入っていた。

ピラトが群衆に解放するのはイエスかバラバかと尋ねたと

き、群衆はバラバを解放するよう叫んだ。 ピラトは言った、

「それではキリストといわれるイエスは、どうしたらよい

か」。彼らはいっせいに「十字架につけよ」と言った（２７：

２２）。ピラトはイエスにむち打った後、いばらの冠をかぶせ

た。ローマの総督の兵士たちはピラトの宮殿の中でイエスを

嘲笑しに集まり、唾を吐き、彼らの手で殴打し、繰り返し彼

の頭を葦で叩き、あざけながらイエスの前にひざまずき、

「ユダヤ人の王、ばんざい」と言った。イエスの紫色の衣服

を脱ぎ捨て、彼自身の服を彼に返しました。ピラトはそれか

らバラバを解放し、十字架につけられるためにイエスを引き

渡しました。その後、紫色の礼服をイエスから脱ぎ取り、 

イエスの元の服を着せた。それから総督ピラトは、バラ場を

解放し、イエスを十字架に付けるために引き渡した。マタイ

のみが、総督ピラトが公に「手を洗い」、イエスの裁きの 

責任を洗い流したことを記録している（マタイ２７：２４，２５）。 

 

 



イエスの十字架刑： 
マタイ２７：３２－４４、マルコ１５：２０－２６、 

ルカ２３：２６－３４、ヨハネ１９：１７－２７ 

 

 マタイとマルコとルカは、クレネ人のシモンがローマの兵

士たちにイエスの十字架を処刑の場所に運ばせる手助けを強

要されたことに注目している。その中でも、マルコだけがそ

のシモンが「アレキサンデルとルポスとの父」であることを

記しており、そのマルコの記述によって、後年にシモンの家

族がローマのクリスチャンコミュニティで有名になったこと

を記している。また、ルカのみが、大ぜいの民衆と、悲しみ

嘆いてやまない女たちの群れとが、イエスに従って行ったこ

とを記しており（ルカ２３：２６－３２）。 イエスは、イスラエルの

上に下る将来の神聖な裁きのために泣くがよいと警告された- 

西暦７０年のローマ人によるエルサレムと神殿の破壊への言

及であると考えられる。 

 ユダヤの宗教指導者たちがイエスの頭上に「ユダヤ人の

王」と記されたことに不満を抱き、「ユダヤ人の王と主張す

る者」に書き換えさせようとしたが、ピラトはその要求を否

定した。それはは、ヨハネだけが記している（ヨハネ１９：１９－

２２）。 

 

 それぞれの福音書作家が十字架上の６時間にも及ぶイエス

の様々な側面に焦点を当てている（午前９時 - 午後３時）。マタイと

マルコは、通りすがりの人々と宗教指導者たち、そしてイエ

スの隣に十字架にかけられた犯罪者たちがいかにイエスを嘲

笑したかを記録している。マタイにとって、これらの３つの

嘲りは、イエスの伝導活動の初め、荒野における悪魔の誘惑

を思い出させた（マタイ４：１－１１）。サタンは最後の最期まで、

イエスを嘲けり、挑発し、誘惑し続けた。 

 ルカは、迷える人々へのイエスの愛を強調しつつ、イエス

を十字架にかける人々の赦しのために祈られたイエスに焦点

を当てている（ルカ２３：３４） 。ルカはまた、イエスの隣に十字

架につけられた犯罪者の一人が悔い改めた際、イエスが「今

日、あなたは私と一緒に楽園にいる」（ルカ２３：４３）と

約束されたことも記録している。イエスは死ぬ間際でも、 

永遠の命につながる神の恵みをさ迷う罪人に提供し続けられ

た。 

 

 十字架上でイエスが、母親のマリアとヨハネの世話したこ

とをヨハネだけが記録している（ヨハネ１９：２６，２７）。母にい

われた、「婦人よ、ごらんなさい。これはあなたの子で

す」。そしてヨハネに「ごらんなさい。これはあなたの母で

す」。 

 

 

イエスの死： 
マタイ２７：４５－５６、マルコ１５：３３－４１、 

ルカ２３：４４－４９、ヨハネ１９：２８−３７ 

 

 正午から午後３時まで、イスラエルの国を濃い暗闇が覆っ

た。この３時間イエスは、この世の罪に対する父の憤りの全

重量を負われた。これらの苦痛な３時間の終わり近くに、イ

エスは詩篇第２２編１節からの絶望の叫びを引用された －

「我が神、我が神、なぜあなたはわたしをお見捨てになった

のですか」。それからイエスは言われた、「わたしは渇

く。」酢をいっぱい含めたスポンジが、彼の乾いた唇へ葦で

持ち上げられた。それから、言われた「完了した。」。それ

は罪の代価を支払うというイエスの役割が完成したことを意

味する。最後にイエスは声高く叫んで言われた、「父よ、わ



たしの霊をみ手にゆだねます」。こう言ってついに息を引き

とられた。 

 イエスの死のとき、地面は地震で揺れた（マタイ２７：５１－５

４）。ユダヤ教寺院の外側の法廷と最聖所を隔てる厚い幕が、

上から下に引き裂かれた（神のご臨在への道が開かれたことを象徴してい

る）。これらの宇宙の兆候はローマの百人隊長以下周囲にいた

人々にも「確かにこの人は神の子であられた」と言わせた（マ

タイによる福音書第２７：５４）。イエスの十字架刑を目撃するために

集まった群衆もまた驚かされた。この光景を見に集まってき

た群衆も、これらの出来事を見て、みな胸を打ちながら帰っ

て行った（ルカ福音書第２３章４８節）。 

 

 

イエスが死なれた保証：ヨハネ１９：３１－３７ 

 

 ユダヤ人の安息日が始まる（金曜日の６時）前に、３人の十字架

につけられた男たちが死ぬことを保証するために、ユダヤ人

の宗教指導者たちは、ピラトに死刑囚たちの足を折るように

依頼したことをヨハネだけが記録している（十字架上では、息を吸い

込むために、自分自身を持ち上げなければならない。足を折ることによって、呼吸が

出来なくなり、死を早めるためであった。）二人の囚人たちの足の骨は折

ったが、イエスは、既に死んでいたことがわかったので、兵

士の一人が槍でイエスの脇腹を突き刺したとき、水と混ざっ

た血が流出した。ヨハネは、これらすべてが起こるのを自分

の目で見た。 

 それを見た者があかしをした。そして、そのあかしは真実

である。その人は、自分が真実を語っていることを知ってい

る。それは、あなたがたも信ずるようになるためである。  

これらのことが起ったのは、「その骨はくだかれないであろ

う」との聖書の言葉が、成就するためである。また聖書のほ

かのところに、「彼らは自分が刺し通した者を見るであろ

う」とある。（ヨハネ１９：３５－３７） 

 

イエスの埋葬： 
マタイ２７：５７－６６、マルコ１５：４２－４７、 

ルカ２３：５０－５６、ヨハネ１９：３８－４２ 

 イエスの埋葬は、ユダヤ人のサンヘドリンの２人のメンバ

ー（イエスの隠れ信者）によって行われた。アリマタヤのヨセフと

ニコデモは、ピラトからイエスを埋葬するための許可を得

た。イエスは、ヨセフ個人の墓に埋葬された。それぞれの福

音書が多くの女性たちがイエスの埋葬を目撃するために、 

そこにいたということを記録している（金曜日の午後６時に安息日が

始まるために大急ぎで行われた。）。墓は入り口の溝を転がった大きな

石で封印された。ヨセフとニコデモが７５ポンドの香油（ヨハ

ネ１９：３９）麻布でイエスの体を包んでいる間、その傍らで見

守る女性たちは、遺体を適切な埋葬のために出来ることが沢

山あることが目についたので、日曜日の朝、さらに香料と埋

葬をもって完了するつもりで、とりあえず家に帰った（ルカ 

２３：５５，５６）。 

 

 祭司たちとパリサイ人らはピラトに依頼し、イエスが復活

するという預言を成就するために、弟子たちが遺体を盗もう

とするのを防ぐために、墓を見張らせるためにローマ兵を置

くよう求めたことをマタイのみが記録している。 

 


