
GOD WITH US 
 Part 8: JESUS   

Message 13–Son of David, Son of God 

神は我らと共に 

パート８：イエス様 

第１３メッセージ－ダビデの子、神の子 

 

はじめに 

 福音書著者の中で、マタイとルカだけが、イエス様の幼少

期の物語とその家族歴をたどる系図を記している。 どちらの

著者もそれぞれの目的を持ち、物語は独自の興味とメッセー

ジを宛てた聴衆を反映している。ユダヤ人である マタイは、

ユダヤ人の王について、ユダヤ人の聴衆宛てに手紙を記した。 

イエス様の幼少期の物語には、王室のテーマが多く含まれて

いる。 イエス様は、待望されて来た王、ダビデの子であり、

その到着によって、多くの旧約聖書の預言が成就した。  賢者

たちは、誕生されたイエス様を崇拝するために遠方から遥々

訪れる傍ら、当時のユダヤの王はイエス様を殺害しようとす

る。一方ルカは、異邦人として、全世界へ向けてメッセージ

を記した。 イエス様は、人類を救うために来られたアダムの

子孫であられる。 女は重要な役割を果たすと強調されている。 

イエス様は、世界的な国勢調査の只中にお生まれになった。 

その誕生は慎ましかった。すべての人のための救世主が誕生

したという知らせを最初に受けたのは、社会的地位が極めて

低い羊飼いたちであった。 

 

 

マタイの福音書：ダビデの子 

マタイによるイエス様の系図：１：１－１７ 

 

 マタイによる系図は、イエス様の合法的な「父親」ヨセフ

とダビデ王（イエス様は、約束されたダビデの子）、そして、アブラハム

（イエス様は約束されたイスラエルの救世主）へとさかのぼるイエスの血

統をたどる。 神の約束とダビデの反応については、第二サム

エル７章、イザヤ書２３：５、エレミヤ書２３：５を参照。  

アブラハムを通しての約束については、創世記１２：１－７、 

１５：１－６、２２：１５－１８、２０：７、マタイ３：９、

８：１１を参照。系図は１４段階の３つのグループに形作られ

ている（おそらく、当時受け入れられていた何らかの編集があると考えられ

る）。 最も重要なことは、母親を含めることは習慣的ではなか

ったが、系図の記録に５人の女性が含まれているということ

である。 それは、マタイがイエス様の誕生物語における、ヨ

セフの役割（１：１８－２５）を重視し、ユダヤ人が系図で父親を

重視していることを考えると特に注目するに値する。 リスト

を注意深く検討するとき、５人の女たちを含めたマタイの理

由についての洞察が見えてくる。 

タマル：マタイの福音書１：３（創世記３８章、４９：１０）は、 

ヤコブの１２人の息子の一人、ユダの義理の娘であった。 

彼女のスキャンダルの物語は、創世記３８章に記されてい

る。２人の夫が死に、義の父親が最後の息子を彼女の夫とし

て与えることを拒否した後（故人の相続人を保存するユダヤ人の法によ

る）、タマルは、義父、ユダ自身を通して子供を妊娠させるた

めに売春婦として変装した。 この様に、タマルは、最も型破

りな方法で、適切な相続人を生み出し、約束の系列と偉大で

最も有名な部族におけるユダヤの役割を守るために過激な行

動をとった。 

レハブ：マタイの福音書１：５ （ヨシュア記２章と６章）は、エリ

コのカナン人売春婦であった。 街が侵略するイスラエル人の

手に落ちようとしていたとき、彼女とその家族は、イスラエ

ルの神、ヤハウェへの信仰のために保護された。 彼女は結局

サルモンと結婚した（サルモンは、エリコに入り、ラハブに会ったスパイの



一人だったと伝統的に語り継がれている。）。 二人には約束の相続人であ

る、ボアズという息子がいた。 ラハブは外国人の売春婦であ

ったが、信仰によって、神聖な約束の系図の中に用いられた。 

ルツ：マタイの福音書１：５（ルツ４：８－２２）ルツもまた、 

モアブ人の若い女、つまり外国人であった。 ユダヤ人の夫がモ

アブで亡くなった後、彼女は未亡人となった。 ルツは義母ナ

オミと一緒にイスラエルの地に戻った。 ナオミは、不名誉と

感じ、神が反対していると感じていた。 しかし、ナオミの指

示で（そして神の御手によってルツを祝福し）ルツは、ボアズという血縁

者の贖い主／親戚と出会い結婚した。ルツとボアズの 二人は、

約束の系列で息子、ダビデ王の祖父であるオベドを生産した。

憎まれるモアブ出身の女性が、神聖な約束の系列の中に用い

られた。 

バテシバ：マタイの福音書１：６（第二サムエル記第１１章、１２： 

２４）は、系図の中で名前は上げられていない女で、単にウリ

ヤの妻と呼ばれている。 （原文にはないが、その名前が挿入されている訳

もある。）バテシバは、ダビデ王の姦淫行為によって妊娠した。 

忠実な戦士でありバテシバの夫、ウリヤは、不正な妊娠を隠

す目的で、後にダビデによって殺害された。 ダビデはバテシ

バと結婚し自分の罪を隠そうとしたが、彼の罪は預言者を通

して神によって明らかにされた。 その子は生後死んでしまう

が、神はダビデとバテシバを祝福し、二人にソロモンという

名の息子をお与えになった。 それら４つの特異な物語を含め

たマタイの理由は何であったのでしょうか？ おそらく５人目

の女性（マリア）のために読者を準備するためである。 

マリア：マタイの福音書１：１６ （ルカ１：２６－３８、２：５－ 

１９）。 マリアが聖霊によって身ごもった話は、あらゆる類の

噂と告発をもたらした可能性がある（彼女は不誠実だったとか、浮気を

した等）。マタイは、ユダヤ人の聴衆に思い出させた：神は型

破りな方法で働かれる。 私たちへの約束を成し遂げてくださ

るために変わった人々と奇想天外な状況を用いられた。 この

若い処女の女の話に驚いてはなりません。 それは私達の歴史

上最初の驚くべき物語でも、最後の物語りでもない！ 

 

 神は異例な方法で働かれる！ 私たちの物語を（たとえどれほどめ

ちゃくちゃになっていたとしても）お用いになって、神のご計画と目的

の内にそれらを織り込むことが出来るお方である。 重要なの

は、ある時点で、私たちの神の壮大な物語の一部になりたい

という願いをもって、信仰の一歩を踏み出す必要があるとい

うことである。 系図の５人の女性の物語を振り返ると、それ

ぞれが生活の中で、神の働きに信仰をもって応えてきたこと

がわかる。 正にそれが鍵である。 「神は、彼を求める者たち

を報いてくださる」（ヘブル人１１：６）。 あなたの過去、あるい

は現在が神にそれを償っていただき、神の壮大なご計画に織

り込んでいただくにはあまりにも混乱していると思われるか

もしれません。 イエス様の系図に織り込まれた、この５人の

女性たちの心を模範にしましょう。 神は異例な人々をお用い

になって、この世に大いなる計画をもたらされる。 

 

ヨセフへの神のメッセージ：１：１８－２５ 

 

 このユダヤ人が子供の家父長制度の強調を守るために、 

マタイは、ヨセフに与えられた子供の超自然的概念を取り巻

く、神のメッセージを記録した。 ヨセフはマリアの明らかな

不誠実に静かに「離縁」を考えていた。 結婚には行きついて

いなかったものの、ユダヤ人の一年間の婚約期間は、排他的

な献身の時間とみなされた。 したがって、婚約期間中の誠実

さの侵害は、正式な離婚証明書を必要とした。 夢の中での天



使のお告げは、これが神の行為であるとヨセフに確信させた。 

ヨセフはマリアを妻とし、子供にイエス（「神は救われる」）と命

名するという神の命令に従った。  マタイは、また、預言とそ

の成就を強調した。 イエス様の誕生は、処女が男の子を産み、

彼を「インマヌエル（神は我らと共におられる）」と呼ぶというイザ

ヤの預言の成就であった（イザヤ書７：１４）。 

 困難な命令に対するヨセフの素直な従順さが印象的である。 

彼はマリアと結婚することがもたらす苦難（そしてあり得る嘲笑）

を知っていた。 「神の子」の人間の父親と呼ばれ、彼の人生

が一転してしまうことを承知していた。 それでも従順さの結

果、何を及ぼすかについては心配せずに従った。 従順さは、

神があなたに呼びかけておられる方向への信仰の一歩である。 

神は、その結果がどうなるかを私たちに告げられない。しか

し、彼は忠実であられることを約束してくださる。 「あなた

がたを召されたかたは真実であられるから、このことをして

下さるであろう。」（第一テサロニケ５：２４）。 

 

 

賢者たちの訪問：２：１－１２ 

 

 聖書学者たちは、マタイの福音書第二章の賢者たちの訪問

は、イエス様の誕生から１年以上後に起こったと推測してい

る。 その家族は今「家」に住んでいた（２：１１）。 ヘロデは、

ベツレヘムの「２歳以下」の男の子たちを殺そうとした（２：

１６）出来事から、それが当時のイエス様の年齢層であったこ

とを示す。 

 ペルシャの賢人たちは、自分たちの国の王の顧問であった。 

彼らの仕事は、天文学（と様々な宗教）の教えを研究することによ

って、神の御心を決定づけ、王たちに助言することであった。 

彼ら以前に何世紀もの間、バビロンで「賢者」であったダニ

エル（若い時にイスラエルから捕らえられた）の預言書の研究と、天文学

上における異常な星の動きに基づいて、彼らは「ユダヤの王

が生まれた」ことを確信した。それで、 生まれたばかりの王

に会うために、ヘロデ大王の宮殿を訪れた。 

 「ユダヤ人の王としてお生れになったかたは、どこにおら

れますか。わたしたちは東の方でその星を見たので、そのか

たを拝みにきました」。（マタイ２：２） 

 ヘロデは末年、偏執的であった。 王座を脅かす疑いのある

者は妻であれ、息子であれ殺した。 「誕生した王」について

など聞きたくもなかった。ただ、誕生した王を殺す目的で、

いつどこで生まれたのかを調べようとした。 賢者たちは、 

ヘロデを避けるように神に導かれ、結果、イエス様を殺す計

画を妨害した。 

 そして、家にはいって、母マリヤのそばにいる幼な子に会

い、ひれ伏して拝み、また、宝の箱をあけて、黄金・乳香・

没薬などの贈り物をささげた。（マタイ２：１１） 

 ユダヤ人の読者にとっては、「彼らは地面に倒れて（ひれ伏し

て）主を崇拝した」という描写で、そのメッセージは明確であ

った。礼拝に値するお方は神のみである。贈り物は、非常に

相応しかった。金は王の通貨であった。 乳香は、神々を崇拝

する際用いられた。 没薬は人を埋葬するときに用いられた香

料であった。 イエス様：王、神、そして人。 

 このクリスマス、あなたはどのような特別な「贈り物」を

イエス様に捧げることが出来ますか？ 時間を捧げますか？ 宝

を捧げますか？ 才能を捧げますか？ イエス様は、あなたから

何の贈り物がほしいと願っておられるか尋ねましょう。 



エジプトへの脱出：２：１３－２３ 

 

 マタイは、再度、神が父親であるヨセフを用いて、子をお

守りになられたことを記している（ユダヤ人の読者にとって重要であ

る）。天使はヨセフの夢の中に現れ続け、ヘロデの怒りから逃

れる方法について、具体的な指示を与えた。エジプトにしば

らく滞在した後、再びイスラエルに戻った。しかし、ヘロデ

の息子、アルケラウスが支配していたユダヤ地区を避けるた

めに、ガリラヤのナザレにある、かつての家に戻った。エジプ

トの入国と脱出は、ユダヤ人の国家としての「誕生」を思い

出させたことでしょう。 

 

ルカの福音書：神の子 

 

 ルカによるイエス様の幼少期の物語は、マタイのものより

もはるかに複雑である。彼はイエス様の宣言と誕生と並行し

て、洗礼のヨハネの宣言と誕生を織り込んでいる。これらの

重要な出来事における母親たちの役割に焦点を当てている。

ヨセフの役割は背景に消えていく。 

 

 

天使ガブリエル、マリアに現れる：１：２６－３８ 

 

 マリアは、「ダビデの子」をイスラエルに送るという神の

約束を神が成就されたことについて驚いた様子はなかった。

（神のお約束を知っており、信じていた。）しかし、そのために彼女が選

ばれたことに驚いた。そして、彼女とヨセフがまだ結婚の準備

をしている婚約期間にあったので、如何に妊娠が起こり得る

のかについて困惑した。 

 

 御使が答えて言った、「聖霊があなたに臨み、いと高き者

の力があなたをおおうでしょう。それゆえに、生れ出る子は

聖なるものであり、神の子と、となえられるでしょう。あな

たの親族エリサベツも老年ながら子を宿しています。不妊の

女といわれていたのに、はや六か月になっています。神に

は、なんでもできないことはありません」。そこでマリヤが

言った、「わたしは主のはしためです。お言葉どおりこの身

に成りますように」。そして御使は彼女から離れて行った。

（ルカ１：３５－３８） 

 彼女は神のご計画に服従し、その後、間もなく聖霊の働き

によって懐妊した。注：「覆う(overshadow)」（ルカ１：３５）と

いう言葉は、雲による日光の遮断を表すのに使われていた。

ここでの神学的な考えは、マリアに罪がなかったからではな

く、聖霊がイエス様をマリアを通す罪の影響から覆い隠され

たので、イエス様は罪のない人としてお生まれになったので

す。それゆえに（聖霊の覆い）、生れ出る子は聖なるものであ

り、神の子と、となえられるでしょう。 

 

 

マリアのエリザベス訪問：１：３９－５６ 

 

 イエスの母（マリア）と洗礼のヨハネの母（エリザベス）は親戚で

あった。エリザベスの妊娠について天使から話を聞いてたマ

リアは、ユダヤの南にあるの丘陵地帯のエリザベスを急いで

訪問した（そして互いの特異な懐妊についての詳細を比較するために）。マリ

アの胎内のイエスが部屋に入った瞬間、洗礼のヨハネがエリ

ザベスの胎内で飛び上がり、エリザベスは「聖霊に満たされ

た」。聖霊に強められた洗礼者のヨハネは、既に、救世主の

到来を告げる先駆者としての役割を果たしていた！ 



 マリアの神への賛歌は、その様な高尚な役に、自分のよう

な卑しい女を選んでくださった神の恵みのために、主を崇め

た。マリアはそのご計画が何を意味するのか知っていた： 

 主は、あわれみをお忘れにならず、その僕イスラエルを助

けてくださいました、わたしたちの父祖アブラハムとその子

孫とをとこしえにあわれむと約束なさったとおりに」。 

（ルカ１：５４，５５） 

神はアブラハムへの約束を成就された．．．マリアを通して！ 

 

ベツレヘムでのイエス様の誕生：２：１－７ 

 

 ここにイエス様の実際の誕生の唯一の記録が記されている。

国勢調査のために、各家族は、それぞれの祖先の町に戻るこ

とを要求された。ダビデの子孫であるヨセフの故郷は、ダビ

デの町、ベツレヘムであった。都市は国勢調査に登録しに来

る訪問者で溢れていたので、ヨセフとマリアは、その夜、ベ

ツレヘムの宿の下方（または後方の）馬小屋に泊まらなけれ

ばならなかった。イエス様がお生まれになられ、飼い葉桶に

ねかされた。それ程慎まし状況の中にお生まれになられた。 

 

羊飼いへの告知：２：８－２０ 

 

 文化的に言えば、社会的地位が極めて低い羊飼いたちが 

イエス様の誕生の知らせを最初に受ける役に選ばれるなどあ

りえなかった。彼らは一般的に信頼されず、汚れていると見

なされていた。動物との絶え間ない接触は、寺院の礼拝にお

いても、彼らは汚れたものとみなされた。それでも、エルサ

レムから、わずか２マイルのところに住んでいる羊飼いたち

は、おそらく神殿の礼拝に用いられる羊を飼っていた。羊飼い

たちは喜んで良い知らせを受けて、直ぐに「飼い葉桶にねか

されている」幼子を見るために出向いた。（羊飼いらがベツレヘムの

宿屋に入ることは決して許可されなかったはずである。また、彼らはベツレヘムのす

べての飼い葉おけがどこに置かれているかを正確に把握していたに違いない。何と適

切な設定でしょう！）天使たちが幼子について彼らに告げ知らせた

ことを全て知らせ、「マリヤはこれらの事をことごとく心に

留めて、思いめぐらしていた。」（２：１９）。 

 

 ルカの福音書の中で、イエス様は「失われたものを探し、

救うために」来られたとある（１９：１０）。 特に、部外者とさ

れた者たちや社会から疎外された者たちが、イエス様の愛を通

して、神との関係の内にある者となる。その羊飼いたち（部外者

や疎外された者たち）がイエス様を世に歓迎するものとされると

は、何と相応しいことでしょう。 部外者や疎外者に対するイ

エス様の情熱をあなたも共有しておられるでしょうか？ あな

たの影響下に、見落とされている人たち、見下されている人

たち、追いやられている人たちがいないでしょうか？このク

リスマス、神の愛をもって、その人たちに手を差し伸べるた

めに、あなたをお用いになりたいと、神は、おそらく願って

おられるでしょう。 あなたの影響下の「羊飼い」を見つけ

て、彼らに良い知らせを伝えてください：「今日、ダビデの

町に、主なるキリストがあなたのためにお生まれになられま

した。」 

 

 

神殿で子供を捧げる：２：２１－３８ 

 

 ８日目の慣習で割礼が授けられただけでなく、すべての長

子が主に捧げられなければならないというユダヤの律法があ

った（参照：出エジプト記第１３章）。 一対の山鳩の捧げものについ



ての記載は、家族が貧しかったことを示すものであったかも

しれないが、ルカが本当に強調したかったのは、子を神から

送られた救世主として識別した霊に満ちた預言者たちであっ

た。 シメオンには聖霊が宿っており、神殿に来て、神への感

謝の祈りを捧げて幼子を祝福した（２：２９－３２）。 同様に、預

言者アンナが現れて子供を祝福した。 

 この老女も、ちょうどそのとき近寄ってきて、神に感謝を

ささげ、そしてこの幼な子のことを、エルサレムの救を待ち

望んでいるすべての人々に語りきかせた。（ルカ２：３８） 
 

幼子の成長：２：３９－４０ 

 ルカは、家族がナザレに戻り、そこでイエス様は「成長さ

れ、力と知恵を増され、神の恵みは彼にあったと簡単に記し

ている。 

 

 

イエスの系図：３：２３－２８ 

 ルカは、イエス様の公的伝導の始まりで系図を記している。

彼の意図した聴衆は、ユダヤ人ではなく異邦人であったので、

物語の冒頭でイエス様のアブラハムとダビデの系図を証明す

る必要がなかった。詳しく見ると、ルカの系図はマタイの系

図と比べて、二つの点で異なる。第一に、ルカは、ヨセフの

合法的な系列よりも、むしろマリアの物理的な系列をたどっ

た。第二に、イエス様は、アダムのすべての堕落した子孫の

ための救い主になられたことを示すために、「神の子」であ

るアダムまで戻った。それは、イエス様の公的伝導の適切な

前書きとして役立った。イエス様は「失われた人類を捜し、

救うために」来られた。 

 注釈：マリアもまた、ダビデ王室の血筋であった。彼女は

ナタン、ダビデ王とバテシバの別の息子にさかのぼる（ルカ３： 

３１、歴代誌第一３：４，５）。 

 

 

 

討論のための質問 

 

１．聖書の登場人々の物語は、彼らについてだけでなく、 

神についても教えてくれている。神の人格のどの側面が誕生

の物語りを通して最も際立ったでしょうか？ 

 

２．マタイの系図の中の女性たちの物語によって、あなたは

どのように励まされましたかか？特に興味をそそられる話は

ありましたか。 

 

３．あなたがイエスの誕生と初期の人生において、マリアと

ヨセフが演じた役割について、最も重視する点は何ですか？ 

マリアについて何を最も尊敬しますか？ヨセフについてはど

うですか？ 

４．イエス様の到来について、あなたが最も感謝することは

何ですか？ 

 


