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GOD WITH US  
Part 9: ACTS  

Message 7 – Paul’s Arrest and Journey to Rome  

Acts 21:37 – 28:31 

 
神は我らと共に 

パート９：使徒の働き 

第７メッセージ：パウロの三度目の伝道旅行 

使徒の働き 第２１章３７節－２８章３１節 

 

 

はじめに 

 

 パウロは、ローマ帝国（首都にまで）にキリスト教会を開拓す

るために、3 つの主要な伝道旅行に出た。その第 3 回目の伝道

旅行は、エルサレムで終わり、そこで怒った群衆（パウロが世界中

で、反ユダヤ教のメッセージ、親異邦人のメッセージを広めていたという歪曲した噂

を信じたので怒った）に襲われ、ローマの軍司令官の介入によって

逮捕された。この時点から、パウロは「鎖に繋がれた使節

（エペソ人への手紙第 6 章 20 節）」となり、ローマ帝国を囚

人として転々と移動を強いられながらも、引き続きイエスの

福音を証する任務を遂行し続ける。 

 

 パウロの逮捕とローマへの最後の旅を見ていく前に、パウ

ロにとって信頼のおける友人となり、コリント、エペソ、ロ

ーマへと共に旅をし、誕生したばかりの教会にとって大きな

支えとなった世話好きな夫婦、プリスキラとアクラを振り返

りましょう。 

 

プリスキラ：夫のパートナーとなった女性 
シャーリーからのコメント 

 

 プリスキラは、新約聖書の中で特に際立つ女性の一人であ

る。彼女とその夫のアキラは、パウロにとって最も近く重要

な同労者であった。この夫婦が言及されている 6 回のうち 5

回は、プリスキラが最初に置かれている。プリスキラについ

て、ルカによる使徒の働き第 18 章の中で 3 回（使徒 18：1-4、18-

20、24-28）言及されており、パウロの手紙の中でも 3 回触れら

れている（1 コリント 16：19;ローマ 16：3-5； 2テモテ 4:19）。 

 

人生と宣教における真のパートナー：プリスキラにとって、

夫のアキラは欠かせない人物である。真の夫婦の模範であっ

たからだ。聖書には記されていないが、おそらくこの夫婦に

は子供を産むことができなかったので、全時間と労力を注い

で、キリストのために仕えるために、パウロを支えながら、

共にローマ帝国を移動することが出来たと考えられる。二人

は、ユダヤ教信者であり、旧約聖書とイエスの教えを熟知し

ており、どこに住んでいても人々に教示するために、あらゆ

る機会を用いた。二人は天幕作り、あるいは革細工人として

ビジネス（天幕あるいは、革製品をローマ兵とギリシャ人やユダヤ人のために縫

う）を共に経営していた。 

 

プリスキラの賜物と女性らしさの強み：アキラの妻、プリス

キラの名前が夫の名前よりも先に置かれることは、男性中心

の当時では異常なことであった。今日でさえ、文化的に受け

入れられていないところが多くある。おそらくプリスキラの

家族遺産は、アキラのよりも高く評価されていたか、あるい

はプリスキラの方が賜物に恵まれ、それ故に目立った役回り

が多かったからだと言われている。にもかかわらず、彼女の
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夫と他の男性に対する敬意と態度は、注目に値した。男性た

ちもまた、彼女の人格と聖書の知識を尊重し、知恵とキリス

トへの影響を歓迎した。 

 

 女性には教育を受けることが許されていなかったので、プ

リスキラは、商業スキルと聖書の知識を非公式に習得する必

要があった。彼女は、世話好きな心をもって、パウロや家庭

教会、また、ローマ、コリント、エペソで弟子となった男女

を受け入れた。プリスキラは、夫と自分の命の危険を顧みず

パウロを守った（おそらくエペソにいたとき）勇敢な女性であった。 

 

プリスキラとアキラの影響：人々の生活の中に働かれる神の

タイミングを見ることは非常に興味深い。ローマ皇帝クラウ

ディウスは、すべてのユダヤ人をローマから強制送還したの

で、プリシラとアキラも、コリントへの移動を強いられた。

ローマの家庭教会と天幕作りのビジネスを手放した可能性が

あると考える学者もいる。神は、この夫婦の人生をお用いに

なって、一体何をしようとしておられるのかと疑問を抱きな

がら、人生を何度も一からやり直すことは、さぞかし困難で

あったに違いない。しかし興味深いことに、使徒パウロがた

またま到着したのも、二人がコリントに定住した直後であっ

た。私たちが聖霊の促しを祈り、従って生きているなら、単

なる「偶然」は存在しない。パウロもまた天幕作りの職人で

あったので、プリスキラとアキラは、この先 18 ヶ月間、パウ

ロが住む場所と、一緒に仕事をする場所を提供した。パウロ

は、安息日毎に、イエスについて説教し、夫婦は、パウロと

一緒にコリントの家庭教会を始め、生涯の友となった。 

 

 パウロは、プリスキラとアキラに、エペソに同行し、そこ

で二人を残し、新しい家庭教会を任せるために、再び移動す

ることを求めた。パウロが去った後、エジプトのユダヤ人福

音伝道者アポロが説教に来たが、助けが必要であった。私（牧

師婦人）は、プリスキラとアキラの夫婦がアポロを家に招き、

イエスについて教示した賢明な方法にチャレンジを覚えた。

この夫婦によるアポロへの教示のお陰で、アポロは、コリン

トの教会（プリスキラとアキラがパウロと共に宣教を開始した教会）に戻り、

牧会する準備が整えられた。 

 

 数年後、プリスキラとアキラはローマに戻り、別の家庭教

会をホストしました。パウロは、プリシラとアキラがパウロ

のために命を危険にさらして守ってくれた同労者であると称

賛し、パウロを含む異邦人のすべての教会が彼らに感謝して

いると記しました。教会の歴史は、この夫婦が悪名高い 皇帝

ネロの統治下で、イエス・キリストへの信仰のために殉教し

たことを記録している。 

 

 プリスキラは、影響力のある指導者で、人生の最後まで

主、イエスのために忠実であった。アキラにとっての真の模

範的なパートナーであり、パウロにとっての祝福であり、献

身的で実りあるキリストの弟子であった。私を含み、皆さん

がプリシラとアキラの様に生きることが出来るように励まさ

れますように！ 

 

パウロ、エルサレムで逮捕： 

使徒の働き第 21 章 37 節 – 22 章 29 節 

 

 パウロが 3 回目の伝道旅行を終えて、エルサレムに到着し

てから 1 週間もたたないうちに、アジヤ州（トルコ）からやって

来た保守的ユダヤ人の一団が宮でパウロを見かけたときに騒
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動を起こし、パウロは襲われた。 一団は、パウロが異邦人た

ちを宮（ユダヤ人だけが許された神聖な空間）に連れてくることによっ

て、神聖な空間を汚したと思った。 エルサレムのローマ軍司

令官は、暴徒からパウロを救助した後、群衆に弁明を願うパ

ウロの要求を認めた。パウロは、彼らの母国語であるアラム

語で、敬虔なユダヤ人として、またクリスチャン迫害者であ

った者として証言した。 彼は、仲間のユダヤ人にキリストの

メッセージを伝えるために、自分自身の回心について話し

た。しかしパウロが、異邦人（他国人）のために担っている使命

について触れると、群衆は怒りで爆発した。 

22:23 人々がこうわめき立てて、空中に上着を投げ、ちりをま

き散らす始末であったので、 22:24 千卒長はパウロを兵営に

引き入れるように命じ、どういうわけで、彼に対してこんな

にわめき立てているのかを確かめるため、彼をむちの拷問に

かけて、取り調べるように言いわたした。 22:25 彼らがむち

を当てるため、彼を縛りつけていた時、パウロはそばに立っ

ている百卒長に言った、「ローマの市民たる者を、裁判にか

けもしないで、むち打ってよいのか」。 

（使徒２２：２３－２５） 

 

 公正な裁判なしにローマ市民が処罰されるのは違法であっ

た。パウロは、ローマの市民権（ユダヤ人にとっては、まれな状況で、司

令官と一同は驚いた）を持っていることを司令官に明らかにした。

これは、パウロのユダヤ人である父親にローマ市民権が与え

られていたことを意味する。 

 

 聖書学者たちは、パウロが天幕職人の家族出身であったの

で、おそらくパウロの父親が天幕（または他の商品）を提供するこ

とによってローマ軍に仕えた見返りに、市民権の権利が与え

られ、その家族として生まれたパウロは市民権を継承したと

推測される。しかし、より重要であるのは神の主権である。

パウロが裁判からまた裁判へと移されるときに、パウロの権

利を守ったのは、そのローマ市民権であり、最終的にパウロ

は、ローマにおけるカエザルの法廷の前に立つことになっ

た。一般のユダヤ人や他の外国人には、その様な特権は与え

られていなかったので、ローマ当局は、確実に手っ取り早く

処刑していたはずである。例えば、罪のないイエス・キリス

トが、非合法的に訴えられ、死罪と定められたように。 

 

ユダヤ人議会、パウロの申し分を聞く： 

使徒の働き第 22 章 30 節-23 章 11 節 

 

 群衆の前でのパウロの弁明によって騒動が起こったので、

その翌日、司令官は、事態を理解するために、ユダヤ人議会

を呼び出した。パウロは、能弁に、自分が死者の復活を信じ

ている故に裁判にかけられているのだと述べることによっ

て、議会の一派が、他の一派に衝突するように仕向けた。 

 

23:6 パウロは、議員の一部がサドカイ人であり、一部はパリ

サイ人であるのを見て、議会の中で声を高めて言った、「兄

弟たちよ、わたしはパリサイ人であり、パリサイ人の子であ

る。わたしは、死人の復活の望みをいだいていることで、裁

判を受けているのである」。 23:7 彼がこう言ったところ、パ

リサイ人とサドカイ人との間に争論が生じ、会衆が相分れ

た。 23:8 元来、サドカイ人は、復活とか天使とか霊とかは、

いっさい存在しないと言い、パリサイ人は、それらは、みな

存在すると主張している。（使徒２３：６－８） 
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 ここでもローマ軍司令官の介が要され、司令官は、パウロ

を連れ去り、要塞へ連れて行って保護しなければならなかっ

た。パウロは刑務所に入れられた。 それから、主がパウロに

現れて約束された： 

 

23:11 その夜、主がパウロに臨んで言われた、「しっかりせ

よ。あなたは、エルサレムでわたしのことをあかししたよう

に、ローマでもあかしをしなくてはならない」。 

（使徒２３：１１） 

 

パウロの暗殺計画： 

使徒の働き第 23 章 12-22 節 

 

 神は、パウロの人生にご計画を持っておられた。 しかし、

パウロの敵には別の計画があった。 パウロを殺害するまで、

40 人の男たちは食べたり飲んだりしないことを宣誓した。 彼

らの陰謀は、ユダヤ人議会がローマ軍司令官に再びパウロと

の議会を要求することを見越し、 パウロが連れて行かれると

きに暗殺するという計画であった。狡猾な計画であったが、 

主がその計画をあり得ないような英雄をお用いになって妨げ

られた。 

 

23:16 ところが、パウロの姉妹の子が、この待伏せのことを耳

にし、兵営にはいって行って、パウロにそれを知らせた。 

23:17 そこでパウロは、百卒長のひとりを呼んで言った、「こ

の若者を千卒長のところに連れて行ってください。何か報告

することがあるようですから」。 23:18 この百卒長は若者を

連れて行き、千卒長に引きあわせて言った、「囚人のパウロ

が、この若者があなたに話したいことがあるので、あなたの

ところに連れて行ってくれるようにと、わたしを呼んで頼み

ました」。（使徒２３：１６－１８） 

 

 パウロの若い甥っ子がパウロの命を救うために用いられ

た。 その夜、ローマの司令官は、エルサレムからカリザリヤ

へのパウロの移送を命じ、厳重に警備されているヘロデ王の

宮殿で 、ローマ州の囚人として投獄された。 

 神がパウロに約束されたのは、「パウロがローマでも証を

する」ということでした（言い換えれば、殺されることなくエルサレムから

去ることが出来るということです。）。 神は、そのお約束を果たされる

ために、あり得ないような人物、たまたまユダヤ人の暗殺計

画を耳にしたパウロの若い甥っ子を用いて妨害されました。 

神がどんな方法をお用いになってお約束を成し遂げられるか

は、誰にも知り得ません。 神は、最も、あり得ない様な人物

や状況を用いられることがあります。 私たちはただ、神が忠

実なお方であることを知り、そんな神に信頼を置くだけでよ

いのです。そうすることによって、神は、私たちの人生のた

めの神の御心を行ってくださいます。 細部は神にお任せしま

しょう。 神についてのみ言に信頼しましょう。そして、 パウ

ロがそうしたように、神のお約束に憩いましょう。 

 

総督ペリクス、パウロの申し分を聴取： 

使徒の働き第 24 章 1-27 節 

 

 使徒の働きの著者ルカは、これまで、いくつものローマ地

方当局の前で裁判を受けて来たパウロを追っている。 一部の

聖書学者は、ルカがこれらの裁判を詳述することによって、

ローマで、カエザルの前の最後の裁判に備えて、パウロの弁

護士に有利な「裁判概要」を準備していた可能性があると提
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案している。 パウロの案件がローマ総督ペリクスの前に提出

された。ユダヤ人の大祭司アナニアが、エルサレムから長老

とテルトロという弁護士と共にやって来た。 使徒 24 章 1-21

節は、ローマの裁判がどのように行われたかを垣間見せる。 

ペリクスは、両者から最初の議論を聞いた後、より多くの証

人が得られるまで判決を遅延させた。 その間．．． 

24:24 数日たってから、ペリクスは、ユダヤ人である妻ドルシ

ラと一緒にきて、パウロを呼び出し、キリスト・イエスに対

する信仰のことを、彼から聞いた。 24:25 そこで、パウロ

が、正義、節制、未来の審判などについて論じていると、ペ

リクスは不安を感じてきて、言った、「きょうはこれで帰る

がよい。また、よい機会を得たら、呼び出すことにする」。 

24:26 彼は、それと同時に、パウロから金をもらいたい下ごこ

ろがあったので、たびたびパウロを呼び出しては語り合っ

た。 24:27 さて、二か年たった時、ポルキオ・フェストが、

ペリクスと交代して任についた。ペリクスは、ユダヤ人の歓

心を買おうと思って、パウロを監禁したままにしておいた 

（使徒２４：２４－２７） 

 

 パウロが「正義と節制とやがて来る審判」について論じる

のを聞いて、ペリクスとドルシラが、恐れを感じた理由を理

解するためには、歴史的な背景を知る必要がある。ペリクス

は、ドルシラの美しさに魅かれ恋をしたが、彼女はユダヤ人

の妻であった。ペリクスは、（ユダヤ人の魔術師の助けを借りて、ドルシ

ラの幸福を約束させて）ドルシラが夫を離れ、ペリクスの妻となる

よう説得した。ユダヤ人の律法によれば、彼女は、魔術師の

助言によって、ユダヤ人の神への信仰を公言していない男性

と合法的でない結婚をしたことになる。つまり律法によれ

ば、ユダヤ人の夫との結婚関係が有効であることになる。ど

おりで、パウロが「正義と節制とやがて来る審判」について

論じるのを聞いたとき、ペリクスとドルシラが恐れを感じた

わけである。 

 

パウロ、州総督フェストの前で証言 ： 

使徒の働き第 25 章 1-12 節 

 

 二年が経ち、ペリクスの後任として、フェストが州総督と

して就任した。エルサレムにいる間、ユダヤ人指導者たち

は、パウロを裁判のためにエルサレムに移送するよう願い求

めた際、フェストは、カイザリアに来て、パウロに対する訴

訟を提示するよう求めた。それに応じたパウロがそれらの容

疑に対する無罪を主張し、カエザルに上訴を求めたとき、カ

エザルは、その申し出を認めた： 

 

25:9 ところが、フェストはユダヤ人の歓心を買おうと思っ

て、パウロにむかって言った、「おまえはエルサレムに上

り、この事件に関し、わたしからそこで裁判を受けることを

承知するか」。 25:10 パウロは言った、「わたしは今、カイ

ザルの法廷に立っています。わたしはこの法廷で裁判される

べきです。よくご承知のとおり、わたしはユダヤ人たちに、

何も悪いことをしてはいません。 25:11 もしわたしが悪いこ

とをし、死に当るようなことをしているのなら、死を免れよ

うとはしません。しかし、もし彼らの訴えることに、なんの

根拠もないとすれば、だれもわたしを彼らに引き渡す権利は

ありません。わたしはカイザルに上訴します」。 25:12 そこ

でフェストは、陪席の者たちと協議したうえ答えた、「おま

えはカイザルに上訴を申し出た。カイザルのところに行くが

よい」。（使徒２５：９－１２） 
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 ローマ市民は、高等裁判所に「上訴」する権利を持ってい

た。 ローマ市民であるパウロは、（パウロを裁判に立たせるために、偏

見の町エルサレムに戻そうと仕向ける要求によって）その市民権が侵害され

ていると感じ、その権利を主張した。フェストは、ローマの

法律に従って、ローマで審理されるようパウロの申し出を認

めた。パウロは、ユダヤの律法にもローマの法律にも反する

ことはしていなかった。パウロは、ユダヤ人議会ではなく、

ネロに正義を期待したのであった。 

 私たちが生まれるずっと前から、神はすでに、私たちのた

めに定められた命の数をご存知です（詩編 139：16）。 また、私

たちが地上に生きる間の任務の割り当ても備えておられま

す。パウロがローマ市民権を持つ家庭に生まれたこともま

た、間違いなく神の備えでした。あなたが生まれ育った家族

環境や状況もまた間違いなく神の備えです。すべての出来事

には意味があります。 神があなたをお用いになるために、ど

のように整えられたかについて、立ち止まって考えられたこ

とがあるでしょうか？ 

 

アグリッパ王、パウロの事件を審理： 

使徒の働き第 25 章 13 節- 26 章 32 節 

 

 パウロがローマへの移動を待っている間に、「王の前で証

言する」もう一つの機会が与えられた（使徒 9:15）。 ユダヤ人の

操り人形であるアグリッパ王が、姉妹のベルニスと一緒に新

しい総督に敬意を表すためにカイザリアを訪問した。 アグリ

ッパは、ヘロデ王朝からヘロデ大王にまでさかのぼる最後の

子孫であった。 州総督フェストを訪問している間に、パウロ

の訴訟の案件が持ち出された。このような経緯で、フェスト

は、アグリッパとベルニスがパウロから証言を聞くように手

配した。 アグリッパは、ユダヤ人の問題や習慣についての知

識に豊富であったので、パウロは自分自身に関する問題につ

いて詳しく説明した。 しかし、パウロの説明が終わる前に、

フェストはパウロを遮った。 

26:24 パウロがこのように弁明をしていると、フェストは大声

で言った、「パウロよ、おまえは気が狂っている。博学が、

おまえを狂わせている」。 26:25 パウロが言った、「フェス

ト閣下よ、わたしは気が狂ってはいません。わたしは、まじ

めな真実の言葉を語っているだけです。 26:26 王はこれらの

ことをよく知っておられるので、王に対しても、率直に申し

上げているのです。それは、片すみで行われたのではないの

ですから、一つとして、王が見のがされたことはないと信じ

ます。 26:27 アグリッパ王よ、あなたは預言者を信じます

か。信じておられると思います」。 26:28 アグリッパがパウ

ロに言った、「おまえは少し説いただけで、わたしをクリス

チャンにしようとしている」。 26:29 パウロが言った、「説

くことが少しであろうと、多くであろうと、わたしが神に祈

るのは、ただあなただけでなく、きょう、わたしの言葉を聞

いた人もみな、わたしのようになって下さることです。この

ような鎖は別ですが」。（使徒２６：２４－２９） 

 聴取は終わった。 アグリッパとベルニスとフェストは、パ

ウロが「死刑や投獄に値するようなことは何もしていない」

という意見で一致し、「ローマに上訴さえしなければ釈放さ

れたであろうに．．．」と述べた。 パウロがローマに上訴し

たことは、彼らの目には、ただ残念な失敗に過ぎなかった

が、神の視点から見れば、パウロがローマにおいて、さらに

権威ある者たちの前で証言することこそが神のご計画の一部

であった 。 



840 
 

 

パウロのローマへの旅： 

使徒の働き第 27 章 1 節 – 28 章 10 節 

 

 パウロの航海旅行と船が座礁した物語の記録は、古代の海

上航海史と、船員が命を脅かす嵐の中、いかに対処したかに

ついて最も詳細な情報を含む書物の一つです （ルカの細部へのこだ

わりが強く表れています。）。船が「完璧な嵐」に巻き込まれると、

乗組員全員、生存の希望を失った。 そのとき囚人であったパ

ウロが非凡な指導力を発揮し、乗船している 276 人のたまし

い全員に希望と励ましを与えた。 

27:21 みんなの者は、長いあいだ食事もしないでいたが、その

時、パウロが彼らの中に立って言った、「皆さん、あなたが

たが、わたしの忠告を聞きいれて、クレテから出なかった

ら、このような危害や損失を被らなくてすんだはずであっ

た。 27:22 だが、この際、お勧めする。元気を出しなさい。

舟が失われるだけで、あなたがたの中で生命を失うものは、

ひとりもいないであろう。 27:23 昨夜、わたしが仕え、また

拝んでいる神からの御使が、わたしのそばに立って言った、 

27:24『パウロよ、恐れるな。あなたは必ずカイザルの前に立

たなければならない。たしかに神は、あなたと同船の者を、

ことごとくあなたに賜わっている』。 27:25 だから、皆さ

ん、元気を出しなさい。万事はわたしに告げられたとおりに

成って行くと、わたしは、神かけて信じている。 27:26 われ

われは、どこかの島に打ちあげられるに相違ない」。 

（使徒２７：２１－２６） 

 船は座礁し、マルタ島のすぐそばで引き裂かれた。 乗船し

ていた 276 人全員が、船から陸に泳いでたどり着くか、また

は、船の破片にしがみついて陸まで浮上してたどり着くこと

ができた。 マルタ島に到着すると、島の原住民は、親切に訪

問者の世話をした。 パウロが毒蛇に噛まれても死ななかった

ので、島民は、パウロが神だと思ったが、 パウロは、その権

力の源を明らかにする機会を得た。 またパウロは、島の首長

プブリウスの父親を癒した。 その一件を聞いた病人たちが島

のいたるところからイエスの名によって癒されるためにやっ

て来た。 この様に、福音はマルタ島に大きな影響を与えまし

た。 

 パウロは、コロサイ人への手紙に記しています：「 4:5 今の

時を生かして用い、そとの人に対して賢く行動しなさい。」

（コロサイ 4：5）。 パウロは、確かにマルタ島でその模範を

示しました。パウロは、嵐によって船が座礁し、マルタ島に

行くことになるとは、知る由もありませんでした。それで

も、その機会を最大限に活用し、マルタ島で、キリスト教を

確立しました。 今週どのようにあなたの機会を最大限に活用

することができますか？ 

 

ついにローマに到着： 

使徒の働き第 28 章 11-31 節 

 

 ローマに到着すると、パウロは裁判の日まで囚われの身で

はあったが、一人の看守をつけられただけで、自分自身の宿

舎に住むことが許された。 ルカは、パウロに会いに来るすべ

ての人たちに、パウロがいかに福音を伝えたかを強調してい

る。 先ずパウロは、ローマのユダヤ人共同体の指導者たちを

呼び集めた。 それから、自身の個人的な体験と、旧約聖書を

引用しながら、 イエスが待望の救世主であることを証した。

ある人たちは信じ、他の人たちは信じなかった。同胞の ユダ

ヤ人に十分にメッセージを聞かせた後、パウロは、方向転換
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をして、キリストを通しての救いのメッセージを異邦人に向

けて伝道した。 ルカは、使徒の働きを次の様に締めくくって

います： 

28:30 パウロは、自分の借りた家に満二年のあいだ住んで、た

ずねて来る人々をみな迎え入れ、 28:31 はばからず、また妨

げられることもなく、神の国を宣べ伝え、主イエス・キリス

トのことを教えつづけた。（使徒２８：３０，３１） 

 ルカが記した使徒の働きは、パウロの裁判の前に締めくく

られているので、その後、パウロの身に起こったことを知る

ためには、他の情報源に頼ってまとめる必要がある。聖書学

者たちは、ローマにおいて、カエザルの法廷の第一回目の審

問で、パウロは無罪となり釈放されたと考えている。その後

パウロは、ローマ帝国の主に西側の広範囲に渡って旅をし

た。皇帝ネロの治世中に、パウロは再び逮捕された。ネロ

は、ローマで起きた火事をキリスト者たちのせいにした（が、

多くの人々がネロ自身が贅沢な建築プロジェクトを進めるために火事を起こしたと信

じている。）。パウロが最後の手紙、「テモテへの手紙第二」を

書いたのは、この 2 度目の投獄中であった。パウロは、ロー

マの粗悪な獄中で、2 年もの間囚われの身となり、衰弱してい

ったと考えられる。最初の裁判のとき、パウロは、イエスと

同じ様に、一人きりであった。友人たちは皆、彼を見捨て、

反対者はすぐそれに乗じた。 

 4:16 わたしの第一回の弁明の際には、わたしに味方をする者

はひとりもなく、みなわたしを捨てて行った。どうか、彼ら

が、そのために責められることがないように。 4:17 しかし、

わたしが御言を余すところなく宣べ伝えて、すべての異邦人

に聞かせるように、主はわたしを助け、力づけて下さった。

そして、わたしは、ししの口から救い出されたのである。

（第二テモテ 4：16,17）。 

  「テモテへの手紙第二」の執筆の後しばらくして、二度目

の裁判があり、死刑宣告が下され、処刑された（およそ西暦 68年

頃）。伝説によると、パウロが処刑されたローマの郊外約 3 マ

イルのところ、アッピア街道上の地点をパウロが処刑された

場所として記している。 

 何世紀にも渡って、聖書学者たちの興味がそそられてきた

疑問は、ルカが「使徒の働き」の物語の中で、「パウロの結

末」を提供しなかった理由である。終止符ではなく、省略記

号で閉じている様な締めくくりに疑問が抱かれてきた。ルカ

の文学的な独創性がここにある。「使徒の働き」の主題は、

パウロでも、ペテロでも、他の誰でもない。イエス様が再臨

されて、「ここまで」とおっしゃるまで、御霊に力を与えら

れた福音の宣言を地の果てまで伝えることであった。 「使徒

の働き」が完結していないのは、読者の一人一人が、それぞ

れの人生において、「使徒の働き」の物語を継続することを

ルカがチャレンジしているからである。世代を超えて、一人

一人が「使徒の働き第２９章」の物語を書き続けるためには

どうすればよいのでしょう？昔のある解説者が「使徒の働

き」の最後の解説に次の様に記している。 

 

「ここで、教会よ、あなたはあなたの型（イエスが戻って「ここま

で。」と言われるまで、地の果てまで、福音の霊に力を与えられた証をし続ける義

務）を持っています。それを守り、貯金（天国に積む貯金）を守る

ことはあなたの義務です。」 

J. A. ベンゲル、1742 
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ディスカッションの質問 

 

１．ここで学んだパウロの物語から、その性格について最も

際立ったところはどこですか。 

 

２．パウロの生涯の中で、どのようにして神の御手（または神の

「主権」）が働いていることがわかりますか。これはあなた自身

の状況に関してどのように励ましますか？ 

 

３．セオドア・ルーズベルトから下記の引用を調べてくださ

い。これはいかに使徒の働きの登場人物に表れているのでし

ょうか。 

 

「重要なのは評論家ではない。強い人がいかに躓いたか、ま

たは行動している人がどこで何を改善出来たであろうかを指

摘する人ではない。 名誉は、実際に競技場で、顔をほこりや

汗や血まみれになって勇敢に努力している人、間違ったり、

何度も何度も躓いた人に帰属する。失敗と欠点のない努力は

存在しないからである。偉大な熱意と偉大な献身を知ってい

る人、価値のある目的に自分自身を費やしている人に帰属す

る。 最高の状態で高い成果の勝利を知っている人に帰属す

る。最悪の場合、失敗したとしても、少なくとも、その人は

大胆に失敗しますが、そこは、決して勝利も敗北も知らない

冷たく臆病な魂と同等になることはない。」 

 

 

 

 


