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Message 1 – The Not –So-Silent Years 

神は我らと共に 
パート８：イエス様 

第一メッセージ－さほど沈黙ではなかった歳月 

 

 

はじめに 

 マラキ書からマタイの福音書までの約４００年間、神から預言

者を通してのメッセージが途絶えたので、「沈黙の歳月」と言わ

れているが、実際のところ、沈黙されたわけではなかった。ダビ

デの子であり、世を救う救世主を世に送るための道を整えるため

に、神は、活発に働かれていた。パウロが言った：「時の満ちる

に及んで、神は御子を女から生れさせ、律法の下に生れさせて、

おつかわしになった。」（ガラテヤ書４：４）これから、その 

４００年間の登場人物の風姿、更に、その４世紀の間に形成さ

れ、イエスの物語に大きく働いた制度を学んでいきます。 

１．ペルシャの統治（紀元前５８６－３５６年） 

 旧約聖書が閉じたとき、ユダヤ人はペルシャの支配下にあ

った。キュロスは、７０年の捕虜収容後に国民のアイデンテ

ィティを取り戻す自由をユダヤ人に与える、多くのペルシア

の支配者の中の第一号であった。ゼルバベル、ネヘミヤ、エ

ズラの下で、ハガイ、ゼカラ、マラキのような預言者の支援

を受けて、ユダヤ人は近隣諸国から多くの民衆を再建しよう

と奮闘した。小さいイスラエルが再建しようとしていた間、

ペルシャ帝国は徐々に減少し（紀元前４２３－３３１）、最終的にギ

リシャ人に追いつかれた。 

シナゴーグ：イエスは、すべての町々村々を巡り歩いて、諸

会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、あらゆる病気、あらゆ

るわずらいをおいやしになった（マタイ９：３５）。「シナ

ゴーグ（ユダヤ教会堂）」とは、「交わりの場」という意味であ

る。礼拝するための神殿もなかった捕虜の間、ユダヤ人は個

人の家や別の場所で交わり、共通の信仰を強めた。シナゴー

グの機能は、法を保全し、人々の心に律法を生かし続けるこ

とであった。それはイエスのメッセージと初期の使徒のメッ

セージを伝達する場となった。当時イエスは、シナゴーグで

何度も重要な説教をされた。彼の主な使命を定めたのはナザ

レのシナゴーグでの説教であった（ルカ４章）。ローマ帝国に散

らばっていたシナゴーグが使徒たちの出発点となり、イエ

ス・キリストに関する福音が広がった。ユダヤ教の神殿が破

壊された後、シナゴーグは、ユダヤ人の集まりの中心地とな

り、今日も続いている。 

 定期的に他の信者と交わることは、常に重要な霊的訓育であ

る。オークポイント教会では、週末の礼拝の大衆に属し、また、

スモールグループに所属することを勧めている。愛と善行とを励

むように互に努め、ある人たちがいつもしているように、集会を

やめることはしないで互に励まし、かの日が近づいているのを見

て、ますます、そうしようではないか（へブル人１０：２４，２

５）。あなたは、他の信者と繋がっておられますか？ 

２．アレキサンドリア大王（紀元前３５６－３２３年） 

 ギリシャ王国は、世界の歴史の中で最も強力な文化形成国

の一つにとなった。マケドニヤのフィリップは、何世紀にも

わたり、数千もの別々の都市国へと分かれていったが、マケ

ドニヤのフィリップは、ペルシャ人を克服する能力のある偉

大な帝国に全都市国を結束させた。その息子であるアレキサ



ンドリア大王は、「さほど沈黙でなかった時代」に世界の最

も重要な支配者となった。１３歳から、アレキサンドリヤは

アリストテレスによって、ギリシャの哲学、美術、文学、文

化、宗教の家庭教師を受けた。ヘレニズムは、古代の世界を

席巻したギリシア文化の全体的な動きを表す用語である。ア

レキサンドリヤは、勇敢な戦士であったことを証明し、２０

裁までに、ペルシャを克服した。エルサレムを初めて訪問し

たとき、大祭司ヤドゥアによって迎えられ、預言者ダニエル

がギリシャから大きな王の誕生を予測する預言を彼に示した

（ダニエル書８：２１）。それ以降、アレキサンドリヤは、ユダヤ人

に友好的であった。 

神の子：アレキサンドリヤ大王は、神の息子であると主張す

る多くの古代の支配者の一人であった。母親オリンピアの家

系は、オリンピアの神々にたどった王室出身だった。彼女は

マケドニアのフィリップと結婚する前夜に起こった出来事に

ついて振り返った。彼女が、寝室で眠っている時、雷鳴によ

って目が覚めた。彼女の部屋に落雷（神のゼウスと信じられていた）

があり、彼女を傷つけることなく、子宮だけを打った。こう

して、彼はマセドンのフィリップではなく、ゼウスが彼の真

の父親であり、ゼウスの息子であり、世界を支配する運命に

あると信じるようになった。彼は３３歳で死に、歴史上最も

広大な領土を征服した。考慮するべき興味深い事柄：神の子

であると主張した二人の男。母親への神の訪問を含む２つの

誕生の話。共通のアイデアを集結し国民の王国を築く２つの

試み。同じ年齢で死んだ二人の男。しかし、結果は異なる： 

アレクサンドリア大王の王国はその死後、直ちに分裂し始め

た。一方、イエスの王国は、地上におられた２０００年後で

さえ、世界中の人々の心の中で成長し続けている。 

 神の御子イエス様について何が特異でしょうか？１）強力な家

族出身ではなかった。２）偉大な軍隊の指揮官でもなかった。

３）罪、病気、自然、サタンと死の力を征服することによって、

神の御子であることを証明した。４）絶えず天国について話し

た。５）仕えられるために来られたのではなく、仕えるために来

られた（マルコ１０：４５）。６）王座を選ぶ代わりに、王国を

築くために十字架を選んだ。福音書の著者は、イエスが他と違

い、神の御子であったということを立証したのです。 

 アレキサンドリヤ大王は、世に永続的な影響を与えたが、

３３歳で死に、征服の果実を楽しむことはできなくなった。

しかし、あらゆる意味で、神はイエスのメッセージの普及の

ために世を準備するためにアレキサンドリヤ大王を用いられ

た。１）ヘレニズムの理想をあらゆるところに広めたが、そ

れは天国についてのイエスのメッセージの鮮明で対照的な背

景として役立った。２）ギリシャ語を共通言語にし、新しい

アイデアやメッセージを急速に広めた。人民グループの分散

を奨励し、その結果、帝国全体にユダヤ人のコミュニティと

シナゴーグが広がった。４）人々に民族間の婚姻をさせるこ

とによって、クラスの区別を排除し、そのことによって、

「ユダヤ人とギリシヤ人との差別はなくなった。同一の主が

万民の主であって、彼を呼び求めるすべての人を豊かに恵ん

で下さる（ローマ人１０：１２）」という福音の道を開いた。 

ユダヤ教の宗教的/政治的宗派：アレクサンドリヤ大王は、 

ヘレニズム文化を広範囲に広げて以来、「ヘㇾニズムの使

徒」と呼ばれてきた。さほど沈黙ではなかった歳月を通して、

ユダヤ人政党は、ヘレニズムの様な非ユダヤ人の世界観を受

け入れ、適応させたり、拒絶する方法について、様々なアイ

デアに基づいて形成された。イエスの時までに、特定の定め

られた政党や宗派が見られる。ヘレニズムのユダヤ人（使徒の働



き６：１; ９：２９）は、帝国の至るところに散らばっていたユダ

ヤ人で、ギリシア語で話したり読んだりすることを学んだ。

また、他のギリシャの生活様式や理想を採用して来た可能性

が高いため、より保守的なユダヤ人の目には、汚れた者たち

と映った。サドカイ派は極端な自由主義の端くれであった。

御使いも、御霊も、復活も、死後の命も信じなかった。モー

セ五書のみを読み、イスラエルの平和を保つために世の力と

妥協することを信じていた。サドカイ派は、大祭司制度、す

なわち、イスラエルの高等評議会または統治組織である聖職

者とサンヘドリンを支配するために上昇した。パリサイ人は、

世と妥協しない厳しい宗教的保守派であった。イエスの激し

い反対者であった。なぜなら、ラビからラビに渡された口頭

の教えである、長老の伝統に従わなかったからである。パリ

サイ派は、これらの教えが聖書と同等の価値を持つと考えて

いたが、イエスは違った。熱心党は、外国人抑圧者のくびき

を捨てるために、戦って死ぬことを望む自由戦闘員であった。

イエスの１２人の弟子たちの中の一人が熱心党のシモンであ

った。エッセネ派は、世界とのすべての接触を避けた修道院

グループであった。死海の畔の洞穴に住み、自分たち以外の

すべての人々を破壊する天からの神の火を待っていた！エッ

セネ派の文書の図書館は１９４８年に発見された。死海文書

は、何世紀にもわたる最も重要な考古学的発見である。 

 いつ妥協することが可能で、また、妥協しないことが重要であ

るかを判断するために、現代の世界で古代の信仰に生きることは

絶え間ない挑戦である。この様な微妙な水上を、いかにイエス様

を敬いながら航行さればよいのでしょうあ？こんなこと言う方が

いました「本質的には団結。非本質的には自由。全てにおいて慈

善。」その意味は、私たちを堅持するための錨を持つために、ま

ず "本質的な"信念と実践が何であるかを判断しなければならな

い。その後で、他者に、非本質的な領域で異なるアプローチを取

る自由を与えることができる。私たちの違いや、信念のためにど

のように見られるかにかかわらず、いつもすべての人を愛する必

要がある。イエス様が言われた：「わたしはあなたがたに言う。

敵を愛し、迫害する者のために祈れ（マタイ５：４４）。」 

３．プトレマイオスとセレウコス（紀元前３２３－１６５年） 

 アレキサンドリヤが死亡した後、その広大な王国を支配す

るために、将軍４人の間に権力闘争が起こった。これらの将

軍のうちの２人 - エジプトのプトレマイオスとシリアのセレウ

コス - とその相続人は、ユダヤ人の生活に直接影響を与えた。

プトレマイオスとその後継者は、紀元前３０１－１９８年に

エジプトとイスラエルを支配した。その期間、ユダヤ人は、

平和と自由を楽しんだ。 

セプトゥアギンタ：プトレマイオス・フィラデルフィウス

は、７０年代のヘブライ語の旧約聖書のギリシャ語の翻訳版

（紀元前２５０年）である、セプトゥアギンタ（意味：伝統によると、そ

れは７０人か７２人のユダヤ人の学者によって生産されたという意味である。）の

生産を依頼した。目的は、（ギリシア語は、帝国の共通言語であったので）

全世界がそれらを読むことが出来るように、ユダヤ教の聖書

の翻訳を提供することであった。セプトゥアギンタは、人類

が容易に理解できるように、ヘブライ語から一般的なギリシ

ア語への翻訳、「生きる聖書」の一種であった。新約聖書の

引用の中には、旧約聖書のヘブライ語ではなく、セプトゥア

ギンタのものがある。それは、旧約聖書の中の新約聖書の引

用を見るとき、異なる理由を説明する。セプトゥアギンタに

記録されている、より広範な旧約聖書の話に照らし、世界が

イエスのメッセージを理解するために、どのように準備され

たかを検討することは非常に興味深い。 



 聖書学者チームが、今日聖書の現代的な翻訳を作るためにそれ

は勤勉に働いている。より多くの直訳は、原文の単語に従がおう

としながらも、読みやすくするために平滑化している（NASB, 

ESV, NIV）。一方、現代の翻訳の中には、言葉の本来の意味を変

えずに、より滑らかにしようとするものがある。（NLT）。言い

換えは、現代の読者が聖書の全体的な意味を得やすくするため

に、言葉遣いを変更することで、より開放的になる。聖句の一般

的な意味を理解するために言い換えの訳を用いることは問題ない

が、なるべく原文に近いみことばの訳を用いて、勉強する方が最

善である。Bible Gateway や Bible Hub 等のインターネットのサイ

トを用いると、それぞれの訳を見比べることが出来る。どちらに

しても、神の貴重なみことばに浸ることが重要である。 

 紀元前 １９８－１６５年 、シリアのセレウシド支配者は、

プトレマイオスを克服し、パレスチナの支配権を得た。特に

アンティオコス４世「エピファネス」の治世の間、ユダヤ人

の人生を非常に困難にした（神の "現れ"。 ユダヤ人は「Epiphanes」=「狂

人」というニックネームを付けた。）。アンティオコス・エピファネス

は、ユダヤ人を滅ぼしたいと願った。彼は自分崇拝を促し、1

１６０キロのユダヤ人の寺院を略奪し、約４万人のユダヤ人

を殺した。紀元前１６７年、エピファネスは軍隊をエルサレ

ム略奪するために送り、エルサレムは２６年間シリアの軍駐

屯地となり、厳格な宗教改革を課した：すべてがギリシャの

神々を崇拝するよう命じられた。 主の礼拝は、厳しく禁じら

れていた。 すべてのユダヤ人の宗教儀式は違法であり、死刑

が執行されていた（赤ん坊を割礼したユダヤ人の母親は、赤ん坊を首に掛けて

十字架につけられた。）。旧約聖書のコピーは破壊された。 燔祭の

祭壇の上に豚をゼウスに捧げることによって、ユダヤ人の寺

院を汚した。捧げものは、全てアンティオコス自身に捧げら

れ、それが毎月繰り返された。 

大祭司：セレウコスの支配者（後にローマ人）が最高入札者に任

務を売却し始めたき、大祭司の任務はますます腐敗した。この

ようにして、大祭司は財産に富み、影響力のある家族の務めと

化し、実際の司祭の家系や霊性には、何の関係もなくなった。

これらの腐敗した大祭司の家族は、宮殿の財宝を奪い、そのお

金で職を維持する権利のために支払い続けた。寺院での犠牲

の動物の売買は、これらの大祭司の家族によって確立された

事業であり、彼らの立場にある力をお金によって継続するこ

とができた。犠牲の動物を買うためには、礼拝者は通貨を交

換人のテーブルで「寺院のお金」に交換する必要があった。

法外な為替レートが、利益を得て任務のための賃金を支払っ

ていた腐敗した大祭司たちによって設定された。どおりで、

それを見て憤りを覚えられたイエス様が両替者のテーブルー

をひっくり返されたわけである。それは運動資金腐敗の古代

のケースであり、イエス様は、それを改革しようとされた。 

 悪に動機づけられた誇り高い人々は、人生における自分の地位

を高めながら、宗教的な力を用いて他者に対して優位を得ること

がよくある（今日も）。どおりで、イエス様が当時の宗教的エリ

ートを強く非難したわけである。彼らは、中核まで腐敗していた

のである！それがイエス様が非常に特異で魅力的な理由の一つで

ある：イエス様はご自分を低くされ、死に至るまで、しかも十字

架の死に至るまで従順であられた（ピリピ人への手紙２：７－

９）。イエス様の真の従者は、上座ではなく下座に座る（ルカ１

４：７－１１）。自分のことばかりでなく、他人のことも考える

（ピリピ２：３，４）。広場であいさつされることや、人々から

先生と呼ばれることを好むのではなく（マタイ２３：６，７）、

イエス様と共に「すべての人のしもべ」とみなされることに満た

されるでしょう。 

 



４．マカバイ（紀元前１６５－１３５年） 

 シリア人の深刻な弾圧のもと、英雄的な民族主義精神が多

くの保守的ユダヤ人の間で成長していた。人々は、自由を守

るために戦う意思があった。この英雄的精神は、マカバイの

中で最高の指導者を生み出した。一族の父であるマタティア

スは、イスラエルの祭司であった。異教徒の神々に犠牲を捧

げることを拒否し、そうしたユダヤ人の指導者を打ち殺し、

犠牲公布のために送られたシリアの将校も殺した。マタチア

スは、山岳地帯に逃げて、ゲリラ戦の運動を開始した。その

５人の息子（ヨハネ、シモン、ユダ、エレアザル、ヨナタン）が、イスラエ

ルを浄化するための戦争を起こすために、他の多くの自由兵

に加わった。 

 ユダ“マカバイ”（ "ハンマー"の意味）は、ゲリラ勢力を統一し、

シリア人との本格的な軍事遭遇を行う強力な軍隊となった。

紀元前１６４年に、 寺院を修復した。ハヌカ（再償還）の祭典

は、キリシェの２５、紀元前１６４年、アンティオコス エ

ピファネスによって託された冒涜から３年後に起こった。ヨ

ナタン・マカベオス（狡猾な）は、ユダの死後、運動を率いた。

大祭司の職が与えられ、イスラエルのある種の「王の司祭」

として働いた。生き残った最後の息子のサイモン・マカベウ

スは、イスラエルを目標に導いた: 紀元前１４２年に、 ユダ

ヤ人は国家として独立した。 

救世主の希望：マカバイは、イスラエルが外国の弾圧の縄張

りを打倒し、独立を遂げる可能性があることを証明した。

「シモンの成功した活動は、民族主義の炎を促進し、明るく

燃やした。救世主到来の希望は、忠実なシリア人の心の中を

鋭く突き動かした。シモンのルールは、新しい時代の始まり

と指定された。」（レイモンド・サーブルグ：間もなく始まろうとしている時

代）。このように、イエス様が「神の国」についてのメッセー

ジを宣べ伝えたとき、多くのイスラエル人が新しい種の革命

家と見なしたのは驚きではない。３年間、力強く驚異的な使

命を果たされた後、イエス様が「勝利の入城」でエルサレム

に到着された際、人々は「ダビデの子よ、今直ぐ私たちを救

ってください‼」と叫んだ。イエス様がローマを倒し、イスラ

エルを独立と栄光に導くために、力を用いてくださると確信

していたのです。彼らがエルサレムに近づいたとき、ヤコブ

とヨハネが、間もなく建てられようとしている新政府の右座

と左座で権威が与えられるよう個人的にイエスに訊ねた理由

が理解できる。イエスは奇しくも尋ねられた：「わたしが受

けようとしている杯を飲むことが出来るか？」。彼らはイエ

ス様が勝利の杯を意味しておられたと思ったが、苦しみと死

の杯を意味しておられたのである！チャンピオンがローマ人

の手によって殺され、イスラエルの新しい時代に向けての希

望が打ちのめされたときの彼らのショックは、どれほど大き

かったでしょう。そして、３日目に再び生き返られた時、ど

れほど喜んだことでしょう!!! 

５．ハスモニア人（紀元前１３５－６３年） 

 救世主とその王国のための神のご計画は、人々の心の期待とは

非常に異なっていた。 彼らはイスラエル国家の革命を望んでい

たが、イエス様は、彼らの心の中の革命を望んでおられた。イエ

ス様は、彼らをローマからお救いになるために来られたのではな

かった“神に近づけようとして”（ペテロの手紙第一３：１８）。

日々、イエス様に従うことを求める際、心に抱いている期待を常

に点検する必要がある。あなたは、この世界において高尚な地位

を望んでおられますか？それとも、あなたの十字架を背負って

（完全に降伏する）、神に導かれるままに従うことを望んでおら

れますか？神のやり方は、私たちのやり方ではない（イザヤ書５

５：９）。 



 マカバイの子孫、ハスモンは、紀元前１３５－６３年から

イスラエルを支配した。独立した時代にイスラエルの国境を

拡大するため、多くの軍事遠征に着手した。ハスモニア人の

もとでは、イスラエルは、さほど沈黙ではなかった歳月に、

最高レベルの自立と権力を達成したが、その栄光の日は、続

かなかった。ハスモニア王朝間の紛争のために、ローマの将

軍ポンペイウスが最終的にパレスチナを支配した。紀元前 

６３年から ユダヤ人は国家としての独立を失うことになる。 

サマリア人：アッシリアが北王国を紀元前７２２年に捕虜に

したとき。 ユダヤ人に他の国の捕虜との結婚を余儀なくさせ

た紀元前６３年からユダヤ人は国家としての独立を失う。こ

の混在した人種はサマリア（パレスチナの真ん中）に植え付けられ

た。それらの混血ユダヤ人は、独自の形の宗教と崇拝を発展

させていった。ハスモニア朝時代、ユダヤ人とサマリア人の

間の憎しみは、ハスモニア朝の支配者がサマリア人を迫害

し、ユダヤ教を強制しようとしたときに激化させ、ゲリジム

山の寺院を破壊した。イエス様の時まで、ユダヤ人とサマリ

ヤ人はお互いに何の関係も持たなかった。ユダヤ（南）からガ

リラヤ（北）へ旅行するユダヤ人は、ヨルダンの道を通り、足

がサマリヤの土に触れないようにした。 

 サマリア人に対するイエス様の扱い以上に、すべての人々のた

めのイエスの愛を示すものはない。イエス様は、伝道活動の初期

に、サマリヤを通られ、サマリアの女（ヨハネ４章）と交流さ

れ、結果、サマリア全村の改宗に繋がった！イエス様の最も有名

なたとえ話の一つは、英雄を「良いサマリア人」として扱ったも

のである（ルカ１０：２５－３７）。１０人のらい病患者の話の

中では、たった一人 イエス様に"感謝"を表した者がサマリア人で

あった（ルカ１７：１１－１９）。イエスの時代のサマリア人た

ちは、彼らに対するイエス様の無条件の愛によって完全に元に戻

されたに違いない。イエス様のサマリア人との交流は、ユダヤ人

とサマリア人の両方を驚かせたに違いない。あなたはいかがでし

ょうか？文化によって疎外されている人々さえも、あらゆる類の

人々に手を差し伸べておられるでしょうか？ 

６．ローマ人（紀元前６３年－紀元１３５） 

 ローマ人は、イスラエルを紀元前６３年から支配した。 

マカバイとハスモニアの時代に得た領土は没収された。ユダ

ヤ教が認められ、ローマの公式許可が与えられた。ユダヤ人

は、ローマの介入なしに生活を営むことが可能にになっ

た．．．ユダヤ人が平和を保ち、納税する限り。 

取税人：ローマは「税農業」と呼ばれる計画を策定した。地

域に訪れ、落札者に取税人になる権利を競り売りした。引き

換えに、自治体に支払った税金やその地域の割当額を超えて

徴収した税金を維持することが出来た。歴史家によると、取

税人は自由奔放に現場で税金を課していたと言う。それらを

拘束する規則はなかった。そのことから、取税人たちがユダ

ヤ人に軽蔑されていた理由が理解できる。彼らは貪欲で、お

金に飢えた裏切り者で、同じユダヤ人から税金を徴収するた

めに働いたのである。それで、イエスが最も敬虔な税金納税

者、当時、それ程軽蔑されていた取税人のマタイを弟子とさ

れたことがどれほど衝撃的であったでしょう！ 

 イエス様は、敵によって「取税人と罪人と貪欲と酔っ払いの

友」というレッテルを貼られた。それは、イエス様が常に赦しと

修復の教えをもって、人々に手を差し伸べられるために枠を越え

られたからである。彼らはイエス様の愛と慈悲に解放された。あ

なたの生きる世界で疎外された人は誰でしょうか？その様な人々

に「罪人の友」であられるイエス様を知ってもらうために恵みと

勇気を持って、友情を結んでおられるでしょうか？イエス様の愛



を示すとき、周囲に誤解されたり、「レッテルを貼られたり」し

ても平気ですか？ 

 初代のローマ帝国の皇帝、カエザル「アウグストゥス」 

（"尊敬に値するお方"、または "最も高いお方"）は、紀元前２７年－期限

１４年まで支配した。ローマ帝国の王たちの中で最も力強い

王であった。イエス様が世にお生まれになったのは、カエザ

ルが最強であった時期であり、比較的重要でない小さなロー

マの属州であるユダヤであった。ルカは、アウグストゥスに

よって定められた世界的な国勢調査の文脈の中、イエスの誕

生について記録している。国勢調査の目的は、人口数に基づ

いて帝国の各地区の税率を決定することであった。 

 パクス ロマーナ 紀元前２７年―期限１８０年：「ロー

マの平和」（ローマ帝国の支配領域内における平和）を意味し、カエザル 

アウグストゥスが帝政を確立し、ローマの強さによって、 

約２世紀にわたる世界規模の戦争と激動がないことを保証し

た。この「パクス ロマーナ」は、イエス様の教えが急速に

普及し、帝国を横断し、都市から都市へと妨げられることの

ない環境を整えた。世界が衝突したり、あるいはイスラエル

が大きな反乱の最中にあった場合、イエスの公的伝導があの

様に展開し、初期の教会へと直ちにに拡大することは困難で

あったからである。真の平和の君が到着した際に、世が平和

であるように神が保証されたのである。 

 神は、予期せぬ状況や人々をお用いになって、お目的が広がる

環境を作り出されることが頻繁にある。しかし、世が最も弱い時

代（困難に陥って助けを求めて叫ぶ時代）ではなく、最も強い時（必要が満

たされている時代）にイエス様が来られるなどと、誰が考えたでしょ

う。あなたも、今、理解できない一連の状況に置かれているかも

しれません。信仰をもって、天の神様を見上げて、「父なる神

様、私には、どんな未来が待っているか分かりません。でも、誰

が未来を保持しておられるかは分かっています。あなたの御心通

りに行ってください。あなたが完全に支配しておられることを信

じます。」と言えますか？ 

 ローマ人は、ユダヤ人が大部分の市民問題に対処するため

に自分たちの地方統治機関を持つことを許した。ローマ当局

と協力して、イエス様に対抗し、死刑を執行するという目標

を達成する必要があったが、大祭司が率いるこの評議会が、

イエス様の "苦難"を扱った。 

サンヘドリン：サンヘドリンとは、イスラエルの最高裁判権

を持つ宗教的・政治的自治組織であり、７０人の長老たちと

祭司長／議長１人で構成されていた。実際に、４００年間の

さほど沈黙ではなかった時代に、正式な機関として発展した

ものの、レビ人は、もともとモーセを支援するために選ばれ

た７０人の長老たちに、サンヘドリンの起源を追跡して、

人々の複雑な事柄を処理した。裕福で貴族である、サドカイ

によって支配されたのは、彼らが大祭司の機関を支配したか

らである。ローマはサンヘドリンに、イスラエルの大部分の

民事事件を決定させたが、死刑を伴う事件はローマの援助が

必要であった。イエスが神を冒涜（自分を神と宣言した）している

と判断し、イエスの臨時裁判を行ったのがサンヘドリンであ

った。その後、イエス様の死刑の支持を得るために、ローマ

の総督であるピラトの前に、その事件を提出した。そのため

には、イエスは自分自身を「王」と呼び、カエザルに対する

反乱を扇動したという反逆行為をでっち上げなければならな

かった。新約聖書には、アリマテアのヨセフとニコデモス（イ

エスを葬った男）とガマリエル（パウロを教えた）を含む数人の有力者

が登場する。 

 ニコデモスとヨセフにとって、サンヘドリンに所属しながら、

イエスの隠れ従者であることは、困難であったに違いない。ニコ



デモスがイエスのために立ち上がろうとしたこと、そして、すぐ

に仲間たちに閉ざされて嘲笑されたことに注目しましょう（ヨハネ

７：５０－５２）。そして、イエスの遺体を求め、イエスに名誉ある

埋葬をすることが出来るように、ピラトに申し出た行動は、どれ

ほど勇気が要ったでしょう（マルコ１５：４３；ヨハネ１９：３８，３

９）！あなたはいかがでしょうか？たとえ同僚の承認を要したと

しても、イエス様の従者であると識別されることを望んでおられ

るでしょうか？ 

 ローマ人は、アンティパテル（イドゥーム人かエドム人）をユダヤ

の一種の操り人形的な王に任命した。保守的なユダヤ人は、

彼が純血なユダヤ人ではなかったので、憎んだ。彼がローマ

人を支持していたため、より自由主義なユダヤ人は、彼を支

持した。アンティパテルの死後、ヘロデ大王が３３年間ユダ

ヤの支配者となった。イエス様がお生まれになったときに、

ユダヤで支配していたのが、このヘロデである（マタイ 2 章）。 

ヘロデ大王：ヘロデは、ユダヤの強力な指導者であった。広

大な建築プロジェクトで知られていた。その最大のものは、

ユダヤ人のために建てた壮大な寺院であった。ユダヤ人は、

ヘロデの支配の前半に比較的平和を楽しんだが、後に病的で、

威嚇的な支配者となり、権力を維持するための脅迫と残虐行

為を用いた。ヘロデは、反逆を疑い、何人もの自分の妻と実の

息子を殺害した。これは、ペルシャの賢者から、新しい「王」

がユダヤ人に生まれたと聞いたときのヘロデの怒りを説明す

る（ルカ 2 章）。ベツレヘムのすべての男の子の赤ちゃんを殺す

ために、兵士を派遣したことも不思議ではない。ヘロデは、

自分の王座を守るために、我が子をも殺したのですから！ 

 常にサタンには、神のご計画とお目的を妨害させるために働

く、人間の代理人が存在する。ヨハネの黙示録１２：１－６は、

女の母胎から誕生した子／救世主を食い殺そうとしたのは、サタ

ンであったと説明している。マタイの福音書は、ベツレヘムの子

を殺すために兵士を派遣したのは病気で狂おしい支配者、ヘロデ

大王であったと記している。サタンは敗北した敵である。「子た

ちよ。あなたがたは神から出た者であって、彼らにうち勝ったの

である。あなたがたのうちにいますのは、世にある者よりも大い

なる者なのである。（第一ヨハネ４：４）」何という慰めでしょう。 

 ヘロデ大王の死の後、その 3 人の息子、ヘロデ・アルカラ

ウス、ヘロデ・アンティパス、ヘロデ・フィリップが王国の

一部を支配した。アルカラウスは、ユダヤを９年間治めた。

ユダヤの民は、彼を憎んでいたたので、アルカラウスも彼ら

を残酷に扱い、ある過ぎ越しの日に、３０００人ものユダヤ

人を殺害した！アルカラウスがユダヤ人の誤った管理のため

に、ローマに追放された後、ヘロデ・アンティパスが引き継

いだ。アンティパスは、洗礼のヨハネが兄弟の妻（アンティパスは

兄弟のフィリップの妻ヘロディアと結婚した。）との結婚について向き合

った統治者であった。ヘロディアの頼みで、ヘロデ・アンテ

ィパスは洗礼のヨハネに死刑を実行した。このヘロデは、 

イエスが十字架にかかった日に、少しだけ現れたヘロデと同

一人物である（ルカ２３：６－１２）。イエスによれば「女性から生

まれた最も偉大な人」と定めた、洗礼のヨハネを、アンティ

パスは殺害した。それが、ヘロデ・アンティパスは何度も 

イエスに疑問を問いかけたとき、イエスが何も言わなかった

理由なのでしょうか？ヘロデ・フィリップは、ヘロデ大王の

３人の息子の中では最高の支配者であった。イエスがユダヤ

のパリサイ派に迫害されたとき、イエスが退いたのはフィリ

ップの領土であたこと以外、新約聖書には、殆ど出現しない。 

 最終的にローマは、ユダヤの事務を管理するために一連の総

督を任命した（紀元６－４０年）。彼らは税金を徴収し、その地域

の軍隊に命令を下し、主要な法律事件の裁判官として座した。 



 ポンテオ・ピラト：紀元６－３６年、ピラトは、ユダヤの

総督であった。イエスの苦難と死刑執行において、ローマ側

から、重要な役割を担った。ピラトは最終的に、ユダヤの誤

った管理のため、総督を下ろされた（紀元３６年）。彼はローマに

戻り、伝統に従って、カリグラの命令によって自殺した。 

 ピラトとイエスが直接話した時、「真実」について論じ合った

（ヨハネ１８：３３－３８）。イエスは、真実を証するためにこの世に

来たと言われた。ピラトは皮肉を込めて：「真実」とは何かと尋

ねた？友人 Abdu Murray は、この質問について（２０１８年８月１９

日）語った。その説教は、ウェブサイトで観ることが出来る。彼の

新本「Saving Truth」 はこの問題について完全明確に説いている。 

 アポクリファ（外典）：「アポクリファ」（「隠れた」）という用

語は、紀元前３００年－紀元４００年に書かれた、長さも主

題も様々な１４冊の書物を指すために用いられている。イエ

スの時代のユダヤ人は、これらの本を良い書物とみなしたが、 

"神の触発によって記された聖書"とは見なさなかった。これら

の執筆の中には、マカバイ戦争の歴史について記す、マカバ

イ記１巻と２巻がある。今日、これらの書物のいずれも、政

党派ユダヤ人にも、プロテスタントのキリスト教徒にとって

も標準的（神によって触発されたことば）であるとはみなされていな

い。しかし、ローマカトリック教徒によって「第二正典」の

地位を与えられた。これらの書物の一部は旧約聖書のギリシ

ア語版セプトゥアギンタに含まれた（紀元前２５０年）。その後、

ジェロームが製作した、ラテン・ヴルゲートに含まれてた。

１６１０年のカトリック聖書（キング ジェームズとドゥーイー バージ

ョン）は、翻訳者がラテン・ブルゲートを取引の重要な源泉と

して用いて以来、これらの余分な本を取り入れた。これらの

本から生じる特定の重要な教義の問題があるので、アポクリ

ファの規範性を取り巻く視点は重要である。最も重要なこと

は、死後に罪が消え去る可能性があること、または生きてい

る人々の行動が、死後の魂の運命を変える可能性があるとい

う考えは、マカバイ記２巻の主張に由来している：彼らは犯

された罪が全面的に消え去られるように祈りながら懇願に回

った。 高貴なユダは、堕落した人々の罪の結果として起こっ

たことを彼ら自身の目で見たので、人々を罪から解放するよ

うに人々に勧めました。彼はまた、男の人の集まりを銀の飾

りにして二千本にし、それをエルサレムに送って罪を捧げ

た。 これを行うにあたり、彼は復活を考慮して、非常によく

礼儀正しく行動しました。もし堕落した者が再び立ち上がる

ことを期待していなければ、死者のために祈るのは余計で愚

かなことでした。しかし、もし敬虔な眠りに落ちた者のため

に授けられたすばらしい報酬を見ていたら、それは神聖で敬

虔な思想であった。 それゆえ、彼は死人を償い、彼らの罪か

ら救われるかもしれません。（第二マカバイ 12：42-45）。こ

れらの本の価値を要約を R.K .Harrison から引用：「これらの文

書の多くは、旧約聖書の期間が終わった後、ユダヤの宗教的、

政治的、および社会的条件を相当に正確に反映しているので

価値がある。」（Intro to the O.T., p.1175） 

討論のための質問 

１．さほど沈黙ではなかった歳月のどの側面（人、グループ、制

度）に魅了されましたか？なぜですか？このノートの調査によっ

て、イエスの生涯について、これまでと視点が異なる部分はありま

したか？ 

2．たとえ、「沈黙」しておられるように思える時でも、神は、常に

働いておられる。あなたの人生において、神のお目的を前進させる

ために、どのように人や状況を編成してられますか？ 

３．イエスの生涯の学びから、何を得たいと考えておられますか？ 


