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ヘブル人への手紙（１）1:1-14 

 

手紙の執筆の背景 

 

聖書に収録された書簡は、もともと聖書に収録するために書かれたわけではありません。誰かが誰かに対

して書いた手紙が、内容がまとまっていて多くの人に有益であることから、多くの人が写本を作るように

なり、ついには聖書に収録されたのです。そこで、もともと誰が誰に書いたものかを考えて読み解かなけ

ればなりません。 

たとえば、洗礼を受けたばかりの人に手紙を書くと考えてください。その人が若くて有能な人なら「あな

たはもっと聖書を深く学び、神の国のために働きなさい」と書くでしょう。でも、高齢者で余命が数カ月

しか無い人ならどうでしょう。「あなたの命はもう神様に贖われました。ただ感謝して残された時を生き

てください」と書くでしょう。 

もし、その手紙が逆に配達されたと考えてみましょう。若くて有能な人は「ああ、私は何もしなくてもい

いのか」と考え、一生懸命勉強している人に「あなたは間違っている」と言うでしょう。一方、余命いく

ばくもない人は「今から聖書を深く学んで働くことなんか無理だ」と考えて絶望するでしょう。つまり、

書簡は「どんな状況の人に書かれたのか」ということを考えて読み解く必要があるのです。 

 

ヘブル人への手紙（以下、本書と略記）は、伝統的にパウロの作だとする説が流布していて、英語の欽定

訳は「パウロの手紙」だと明記しました。現代でも多くの人々は「これほどのものはパウロしか書けない」

と考え、また末尾の 13:23 にパウロと近い関係にあるテモテが言及されていることからもパウロの作だ

と考えます。 

しかし、初代教父の時代から、パウロ以外の人が本書を書いたと考える人々もいました。どうしてでしょ

うか。パウロの他の手紙の冒頭を読み比べてみて下さい。彼は必ず、自分が書いたという宣言から手紙を

書き始めています。しかし、本書はそうなっていないのです。また、新約聖書の書簡は、著者別に長いも

のから短いものへと配列されています。しかし、パウロの手紙のうちで最も短いピレモンへの手紙の後に

この書が出て来るということは、聖書の書を配列した人々は、本書がパウロの手紙かどうか確証が無かっ

たことがわかります。 

また、本書の内容は、他のパウロ書簡では取り上げられていない主題が中心です。祭司、安息、御使、幕

屋、聖所……これらは、本書にしか出て来ません。その他にも、よく見ると他のパウロ書簡と本書の間に

は様々な違いがあります。 

その中でも「救い」という言葉の用法は重要です。パウロは「あなたがたは救われている」という論法を

使いますが、ヘブル書における「救い」は、あくまで終末論的なものなのです。 

さらに、本書のギリシャ語の文体は、とても洗練されていて、他のパウロの書簡とは違うと、多くの人が

指摘します。パウロは口述で手紙を書いていたので、時には激情が口をついて出るような箇所があるので

すが、この手紙にはそういうところがありません。理路整然と緻密に組上げられているのです。 



2019.4-6 月 

聖書研究会 神戸集会 

石井田 直二 

2 
 

というわけで、私たちは、この手紙の作者が誰かを知ることはできないのですが、それは本書の価値を下

げるものではありません。聖書に収録されているのは、聖霊がその価値を承認したからです。以下の学び

では、本書を書いた人物を、単に「著者」ということにします。 

 

本書の宛先 

 

次に、本書の宛先を考えてみましょう。本書の名前は「ヘブル人への手紙」ですが、文章中にはそういう

明言はありません。しかし、内容から見てユダヤ人向けであることは間違いないようです。 

まず、天使・御使いと御子の違いを強調する冒頭の論旨から、読者が天使・御使いを崇拝していたことが

わかります。これはキリスト教の中には、あまり無い考え方です。そこで、多くの人々は、この手紙の宛

先となった人々は、一度クリスチャンになったものの、再びユダヤ教に戻りかけていた人々だと考えま

す。 

 

ガラテヤ書も、執筆の事情はそれと少し似ていて、ユダヤ教になりかけている人々に宛てて書かれていま

す。しかし、ガラテヤの人々は、異邦人からクリスチャンになったものの、それだけでは不十分だと考え、

ユダヤ教に行こうとしていました。彼らはユダヤ教に「なろうとした」のですが、ヘブル書の宛先となっ

た人々はユダヤ教に「戻ろうとした」のでした。そこで、当然のことながら論旨が大きく違っています。 

 

また、この手紙の中に数多く登場する旧約聖書の引用が「七十人訳」を多用している点も見落とせませ

ん。七十人訳とは、紀元前２世紀ごろに作られた旧約聖書のギリシャ語訳です。この手紙では、ヘブライ

語本文よりも、むしろ七十人訳にもとづく引用が多用されています。どうやら、この手紙は離散地に住ん

でギリシャ語を母語とし、七十人訳を使うユダヤ人たちに向けて書かれたのではないかと思われます。 

 

そして著者は、「神殿」や「宮」という言葉を使わず幕屋という言葉を使って儀式を説明します。すでに

何百年も前に失われていた幕屋という言葉にこだわったのは、この人々が「神殿」や「宮」や腐敗した祭

司制度を忌み嫌っていたからではないかと見られています。イエスは神殿で商人を追い出した事件でも

わかるように、神殿を正しく用いるべきだという考えでしたし、弟子たちも神殿に集まっていました。し

かし、本書の読者たちはそうではなく、やや特殊なユダヤ教に戻ろうとしていたのです。それは、エッセ

ネ派のようなユダヤ教派ではなかったかと考えられます。とにかく、本書の読者は厭世的でこの世と分離

する傾向を持った人々でした。 

 

本書の論旨は「地上の祭司制は影あるいは型に過ぎない。本体はキリストだ」というものです。しかし、

エルサレムの神殿は紀元７０年にローマに破壊されています。もし、著者がそれを知っていたなら「だか

ら主は地上の神殿を破壊された」と書いたことでしょう。ですから、６０～６５年頃、神殿が破壊される

前の時代、それは地上の祭司制が腐敗しきっていた落日の時代に、この手紙が書かれたと多くの人々は見

ています。それは、クリスチャンたちに対する迫害が徐々に迫って来る時代でした。 
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本書の概要 

 

細かく学ぶ前に、この手紙の概要を見てみましょう。まず、１～２章は前述のように天使（御使）とキリ

スト（御子）の比較論が展開されます。それは、旧約聖書の教えと比較して、御子によって語られた福音

がいかにすばらしいか、という論証です。 

次に３～４章で論じられるのは「安息」です。安息は異邦人にとっては馴染みがありませんが、ユダヤ人

にとっては極めて重要。毎週１回、彼らは安息日を祝っており、イエスもご自分が「安息日の主」だと宣

言されました。その安息に、私たちも入れるのだと、著者は論じます。 

そして、５章で祭司に関する議論があり、旧来のアロン系の祭司とは別の、メルキゼデクに等しい大祭司

があり、それこそがキリストだと解き明かされます。これはこの手紙独自の議論です。 

６章に入り、信仰を捨てることはキリストに対する冒涜で、赦されない罪だとの警告があります。本書

は、何度も警告が繰り返されていますが「一度救われたらそれを失うことはない」とするカルバン主義よ

りも「一度救いを得ても、それを失う可能性がある」とするアルミニウス主義の人にわかりやすい論旨で

書かれています。もちろん、カルバン主義でこれを解釈することも可能ですが、多少難解になると思いま

す。 

７から９章は、大贖罪日に行われる儀式と幕屋に関する長い複雑な議論があり、その結論は１０章に描き

出された完全な贖いのすばらしさです。 

１１章は「信仰列伝」とも言われる箇所で、旧約聖書に記された多くの信仰の父たちの偉業をたたえ、そ

れを完成するのが読者の役割だとの励ましがあります。１２～１３章では、罪と戦うようにとの勧めの言

葉があり、挨拶で手紙は締めくくられます。 

 

手紙の著者が、旧約聖書とユダヤの風習、神殿や幕屋の儀式に精通した読者を想定していることが、以上

の説明でおわかりいただけるでしょう。日本人クリスチャンから見ると、この手紙が説明しようとしてい

ること自体は、知っていることばかりなのに、それを説明するために持ち出されている事柄は、知らない

ことばかり、という奇妙な状態になります。 

これはちょうど、携帯電話について無線工学や情報理論を駆使して説明した書物のようなものです。それ

は専門知識を持った人々には興味深いでしょうが、普通の人にとっては難解です。「ゆえに、携帯電話は

簡単に持ち運べる小ささでありながら、様々な場所で安定して使用できる」という結論はすでに自明で、

誰もが「あたりまえ」と思っている事だからです。 

 それと同様に、ヘブル書を学ぶと「何となくわかった気になっていた、十字架の血による贖いには、こ

れほど壮大な背景があったのか」と思わされます。ですから、逆に私たちの弱点である旧約聖書に関する

知識を学ぶ入門書として、この手紙は非常に役立つと言えるでしょう。 
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１章の主題は「御子と御使い」 

 

では、残された時間に、１章の要点を味わってみましょう。冒頭はこうです。 

 

 1:1 神は、むかしは、預言者たちにより、いろいろな時に、いろいろな方法で、先祖たちに語られたが、 

 1:2 この終りの時には、御子によって、わたしたちに語られたのである。神は御子を万物の相続者と定め、また、御

子によって、もろもろの世界を造られた。 

 1:3 御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の真の姿であって、その力ある言葉をもって万物を保っておられる。

そして罪のきよめのわざをなし終えてから、いと高き所にいます大能者の右に、座につかれたのである。 

 

預言者に比べて、御子の位は違うのだ、というのが最初のポイントです。御子は「万物の相続者」とされ

ていますが、それは、神がいつか死ぬと言うわけではなく、神が御子に万物をお与えになるという意味で

す。そして創造も御子によってなされました。御子が神の栄光の輝き、神の本質なのだと、この手紙の著

者は語ります。御子は天地創造の時に働かれただけでなく、今も万物を保っておられる、つまり今も働い

ておられるのです。神は世界を創造した後、自動運転にしておられるわけではないのです。そしてその世

界の中で最大の問題であった人間の罪を、自らきよめ、神の右に座っておられるのです。神の前では御使

いはみな立っていないといけないのですが、御子が座しておられるのは、彼が神と匹敵する高い位にある

からです。 

 

 1:4 御子は、その受け継がれた名が御使たちの名にまさっているので、彼らよりもすぐれた者となられた。 

 1:5 いったい、神は御使たちのだれに対して、／「あなたこそは、わたしの子。きょう、わたしはあなたを生んだ」（詩

篇 2:7）／と言い、さらにまた、／「わたしは彼の父となり、／彼はわたしの子となるであろう」（Ⅱサムエル 7:14、

Ⅰ歴代志 17:13）／と言われたことがあるか。 

 1:6 さらにまた、神は、その長子を世界に導き入れるに当って、／「神の御使たちはことごとく、彼を拝すべきである」

（申命記 32:43：ＭＴには無いが、七十人訳・死海写本にはある）／と言われた。 

 1:7 また、御使たちについては、／「神は、御使たちを風とし、／ご自分に仕える者たちを炎とされる」（詩篇 104:4）

／と言われているが、 

 1:8 御子については、／「神よ、あなたの御座は、世々限りなく続き、／あなたの支配のつえは、公平のつえである。 

 1:9 あなたは義を愛し、不法を憎まれた。それゆえに、神、あなたの神は、喜びのあぶらを、／あなたの友に注ぐより

も多く、あなたに注がれた」（詩篇 45:6-7）／と言い、 

 1:10 さらに、／「主よ、あなたは初めに、地の基をおすえになった。もろもろの天も、み手のわざである。 

 1:11 これらのものは滅びてしまうが、／あなたは、いつまでもいますかたである。すべてのものは衣のように古び、 

 1:12 それらをあなたは、外套のように巻かれる。これらのものは、衣のように変るが、／あなたは、いつも変ることが

なく、／あなたのよわいは、尽きることがない」（詩篇 102:25-27）／とも言われている。 

 1:13 神は、御使たちのだれに対して、／「あなたの敵を、あなたの足台とするときまでは、／わたしの右に座してい

なさい」（詩篇 110:1）／と言われたことがあるか。 

 

次の節では、御子が「受け継がれた名が御使たちの名にまさっていた」と書かれています。それは、位の

ことです。「専務取締役」と「係長」のようなものなのです。キリストは、人間として生まれて、努力し

てキリストに「なった」わけではなく、初めから御子でした。しかし、彼は人間と同じ弱さを持っておら

れました。（ヘブル 4:15） 

 そして、御子が御使いよりも、どんなにすばらしいかが、様々な引用個所を通じて示されています。私

たちにとっては、天使よりも御子が偉い、というのは当たり前ですが、ここを読むと、引用されている箇
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所が、なぜ御子メシアの預言なのかがわかりにくいと思います。今回は一つ一つ学ぶ時間が無いのです

が、時間があったら調べてみると、良い学びになります。 

 

天使は私たちに奉仕する 

 

 ちなみに、天使と御使いはギリシャ語ではどちらも「アンゲロス」（英語のエンジェルの語源）ですが、

なぜか口語訳はこの訳語が不統一で、天使とも御使いとも訳されます。天使は受胎告知（ルカ 1:30）を

し、賛美も上手（ルカ 2:13）で、大きな石を転がして地震を起こし（マタイ 28:2）たり、ペテロを牢屋

から出し（使徒 12:7-9）たり、多くの「超能力」を持っているのですが、その御使いが、ここでは「小間

使い」のように描かれています。実は、ユダヤ教徒やクリスチャンの中には、天使礼拝（コロサイ 2:18）

をしている人々がいたので、この手紙はそれに対する反論なのです。 

 そして１章の最後はこういう言葉です。 

 

1:14 御使たちはすべて仕える霊であって、救を受け継ぐべき人々に奉仕するため、つかわされたものではないか。 

 

 救いを受け継ぐのはクリスチャンであり、それに仕えるのが御使いなのです。御使いがキリストだけで

なく私たちに対する「奉仕者」であることは、他の箇所にも書かれています。たとえばⅠペテロ 3: 22 に

は「キリストは天に上って神の右に座し、天使たちともろもろの権威、権力を従えておられる」とあり、

またⅠコリント 6:3 には「あなたがたは知らないのか、わたしたちは御使をさえさばく者である」とあり

ます。つまり「私たちよりも位の低い天使を礼拝しても意味はないだろう」が、著者の言いたいことなの

です。 
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ヘブル人への手紙（２）2:1-18 

 

2:1 こういうわけだから、わたしたちは聞かされていることを、いっそう強く心に留めねばならない。そうでないと、おし

流されてしまう。 

2:2 というのは、御使たちをとおして語られた御言が効力を持ち、あらゆる罪過と不従順とに対して正当な報いが加

えられたとすれば、 

2:3a わたしたちは、こんなに尊い救をなおざりにしては、どうして報いをのがれることができようか。 

 

「聞かされていること」というのは、福音のメッセージそのものです。彼らは御子を通じて語られた福音

を、聞いたのですが、だいぶ確信がゆらいでいて、「押し流され」かかっているのです。そこで、「あなた

がたが聞いた福音は信じるに足るのだ」という論証がこの手紙の主題です。 

 

律法違反に対する正当な報い 

 

次にある「御使いたちをとおして語られた御言」とは、使徒 7:53、ガラテヤ 3:19 を見てもわかるように、

モーセ律法のことです。ユダヤ教では、御使いが預言者モーセに律法を伝え、預言者モーセがそれを私た

ちに伝えたと考えます。 

ここで著者は、モーセ律法に対する違反と、それに対する報い、あるいは処罰に注意を促します。モーセ

の十戒（出エジ 20 章）が与えられると、人々はそれを実行すると約束した（同 24:7）のですが、すぐに

金の子牛を作り（同 32 章）ます。そこで３千人がレビの子たちに殺され（同 32:27）ました。モーセ律

法による処罰は、これだけではありません。延々と厳しい処罰が続くのですが、それでもイスラエルの民

は律法が守れない、というのが旧約のドラマです。 

御使いが伝えた命令でさえ、これだけ厳格に適用されたのですから、御子が伝えた福音に従わなかった

ら、どんなことになるだろうか、と著者は語ります。御子が伝えた福音は、モーセ律法よりも厳しいわけ

ではありません。むしろ、不従順に対する罰則の救済策なのです。だから、この「尊い救い」が無ければ、

他に罰を免れる手段はないのだ、と著者は主張します。 

 

さて、モーセ律法を守らずに罰せられたのはイスラエル民族だけでしたが、これは私たちにとっても対岸

の火事ではありません。なぜなら、ユダヤ人は世界の人々に神の御心を示す「見本」であり、ユダヤ人に

及ぶことは、いずれ異邦人にも及ぶからです。ローマ 2:9-10 には、善悪に対する報いが「まずユダヤ人、

次にギリシャ人（異邦人）という順序で適用されると書かれています。イスラエル人たちは、真の創造者

である神を礼拝せず、金の仔牛という偶像を造って礼拝て神から罰せられました。日本人はどうでしょう

か。初めから偶像礼拝ばかりをしているのです。ユダヤ人たちは、メシアを信じなかったために、大変な

苦難を受けているのですが、メシアを受入れないという点では、わが日本人も同じです。ユダヤ人に正当

な罰が下されたとすれば、日本人にも、いずれ罰が下されると考えるのが妥当です。 

でも皆さん、その「正当な報い」を免れる方法があるのです。これは「良い知らせ」ではないでしょうか。

まさに「福音」とは、「良い知らせ」という意味なのです。 
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未来における地位の逆転 

 

2:3b この救は、初め主によって語られたものであって、聞いた人々からわたしたちにあかしされ、 

2:4 さらに神も、しるしと不思議とさまざまな力あるわざとにより、また、御旨に従い聖霊を各自に賜うことによって、あ

かしをされたのである。 

2:5 いったい、神は、わたしたちがここで語っているきたるべき世界を、御使たちに服従させることは、なさらなかった。 

 

さて、ここで「救」という言葉が出て来ますが、これは「きたるべき世界」（オラム・ハバー）と密接に

関係しています。ヘブル書の特徴は、未来的な救いへの希望です。救いには、今生きているこの場で体験

できる部分と、未来的に完成する部分があります。他のパウロ書簡では「あなたがたはすでに救われた」

という意味で「救」が語られますが、ヘブル書はスケールの大きな未来的「救」が語られます。これはヘ

ブル書の論旨の特徴なのです。 

 

2:6 聖書はある箇所で、こうあかししている、／「人間が何者だから、／これを御心に留められるのだろうか。人の子

が何者だから、／これをかえりみられるのだろうか。 

2:7 あなたは、しばらくの間、／彼を御使たちよりも低い者となし、／栄光とほまれとを冠として彼に与え、 

2:8 万物をその足の下に服従させて下さった」（詩篇８）。「万物を彼に服従させて下さった」という以上、服従しないも

のは、何ひとつ残されていないはずである。しかし、今もなお万物が彼に服従している事実を、わたしたちは見

ていない。 

 

ここは詩編８編の引用です。ここでいう「人の子」は、メシアの称号でもありますが、ここでは普通の人

間というニュアンスが強いのです。ヘブライ語の詩は、同じ意味のことを少し言葉を変えて繰り返すとい

う作法があります。ですから、ここでは基本的に「人間」と「人の子」はほぼ同じ意味と考えるのが自然

でしょう。 

そこで、人間を「しばらくの間」御使たちよりも低くした、と書かれていますが、このヘブライ語原文は、

普通に訳せば御使たちよりも「少し」低くした、との意味です。ところが、ギリシャ語訳（七十人訳）で

は「しばらくの間」とも解せる訳語が使われているのです。「少し」と「しばらくの間」は全く違います。

なぜ、著者は「しばらくの間」と解したのでしょうか。それは、その後に続く「万物をその足の下に服従

させて下さった」という事実が、私たちの見ている現状と違うからです。私たちが御使いよりも下なの

は、「一時的な現象」なのだというわけです。 

私たちの人生はあまりに短く、視野も狭いのです。たとえば多くの日本人は、レストランでチップを払わ

なくてもいいのが「当たり前」だと考えています。ところが、多くの国では、チップを払うのが当たり前

で、ウェイターはそれだけが収入だという国もあります。それと同様、人間が御使いや万物の下に置かれ

ているのは、これは実は「異常現象」なのです。しかし、その状況が変化する兆しが見えていると、手紙

の著者は指摘するのです。次を読んでみましょう。 
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救いのために御子をつかわされた神 

 

2:9 ただ、「しばらくの間、御使たちよりも低い者とされた」イエスが、死の苦しみのゆえに、栄光とほまれとを冠として

与えられたのを見る。それは、彼が神の恵みによって、すべての人のために死を味わわれるためであった。 

2:10 なぜなら、万物の帰すべきかた、万物を造られたかたが、多くの子らを栄光に導くのに、彼らの救の君を、苦難

をとおして全うされたのは、彼にふさわしいことであったからである。 

 

イエスは神と等しい存在であられたのですが、自ら御使いたちよりも低い位になられたのです。これは新

約聖書の教えの核心の一つです。それを歌った賛美歌もたくさんあります。これはまた神の恵でもありま

した。神は愛する御子を一時的に人と同じレベルに落とし、それによって人を死から救われたのでした。

人がレベルアップして神のレベルに達する、というのはバベルの塔以来の人間の思考方式であり、多くの

宗教の考え方ですが、新約聖書は神が人のレベルにまで降りて来られるのです。 

ここで「ユダヤ人のため」や「クリスチャンだけのため」ではなく「すべての人のため」とある点に注意

して下さい。これは、まだ救われていない人々も含めて、すべての人のためなのです。しかし、私たちが

その恩恵を受けるためには、後で説明するように「信仰」が必要です。 

さて、イエスはなぜ人のためにそんな大変な苦難をお受けになり、死まで味わわれたのでしょうか。その

説明が、次の１１～１３節に展開されています。 

 

2:11 実に、きよめるかたも、きよめられる者たちも、皆ひとりのかたから出ている。それゆえに主は、彼らを兄弟と呼ぶ

ことを恥とされない。 

2:12 すなわち、／「わたしは、御名をわたしの兄弟たちに告げ知らせ、／教会の中で、あなたをほめ歌おう」（詩篇

22:22）／と言い、 

2:13 また、／「わたしは、彼により頼む」、／また、／「見よ、わたしと、神がわたしに賜わった子らとは」（イザヤ 8:17-

18）と言われた。 

 

「きよめるかた」とはキリストですが、「きよめられる者たち」は直接的にはイスラエルです。キリスト

は彼らを「兄弟」だと言われるのです。キリストとイスラエルの関係は、花婿と花嫁、ぶどうの木と枝、

羊飼いと羊の群れ、などのようにたとえられますが、ここでは「兄弟」にたとえられています。もちろん、

1:6 にあったようにキリストは長子です。モーセの律法（民数記 25 章）によれば、兄弟がおちぶれた場

合、兄弟が力を合わせてその人を救済しなければなりません。だからキリストは兄弟であるイスラエルの

ために命を捨てて救いをお与えになったのです。キリストは「ユダヤ人の王」であり、「イスラエルの家

の失われた小羊」を救うために、この世に来られたのでした。 

 

ユダヤ人と異邦人の関係 

 

ヘブル書を読む場合、この手紙がもっぱらユダヤ人のために書かれているため、時として異邦人を全く視

野に入れていないことに注意する必要があります。エペソ 2:12 によると、私たちはもともと神と無関係

でしたが、キリストの血によって「近い者」とされました。イスラエルに加えられたのです。原理はユダ

ヤ人も異邦人も同じなのですが、救いに至る順番が違うのです。２章の終わりまでの流れも、ユダヤ人だ
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けを基準に議論が進められており、異邦人は、ほとんど無視されています。 

これは異邦人にとっては多少不満ですが、でも、もともと著者は、異邦人クリスチャンの読者を想定して

いなかったのですから、仕方がありません。 

 

2:14 このように、子たちは血と肉とに共にあずかっているので、イエスもまた同様に、それらをそなえておられる。そ

れは、死の力を持つ者、すなわち悪魔を、ご自分の死によって滅ぼし、 

2:15 死の恐怖のために一生涯、奴隷となっていた者たちを、解き放つためである。 

2:16 確かに、彼は天使たちを助けることはしないで、アブラハムの子孫を助けられた。 

2:17 そこで、イエスは、神のみまえにあわれみ深い忠実な大祭司となって、民の罪をあがなうために、あらゆる点に

おいて兄弟たちと同じようにならねばならなかった。 

2:18 主ご自身、試錬を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのである。 

 

血と肉とにあずかっている、とは私たちと同じような肉体を持っている事です。それは当然、死ぬ肉体で

す。人間は様々な恐れを持っていますが、それらの根源にあるのは、結局は死の恐怖です。そのために

「一生涯、奴隷となっていた者たち」と書かれていますが、結局、命を取られたら何もならないので、人

は命を守るために何でもしようとします。これが「奴隷」ということです。 

キリストの復活は、奇跡的だからすばらしいのではなく、死に対する究極の勝利であるからこそ、意味が

あるのです。それが「エジプトの奴隷の家」から解放されたことを記念する過越の祭の日にあったという

こともまた、とても意味があることでした。今は死の力を持つ悪魔も、最後には滅ぼされ、死もなくなる

のです。（Ⅰコリント 15:26） 

しかし、ここで読み落としてはならないのが「アブラハムの子孫」というキーワードです。神が人を愛し

て御子をつかわされた（ヨハネ 3:16）ことはよく語られますが、それがアブラハム契約の成就であるこ

とを見落としがちです。しかし、神は契約に対する忠実性のゆえにアブラハムの子孫を助けられたので

す。キリストは神の子であると同時に「アブラハムの子であるダビデの子」（マタイ 1:1）であり、特に

「兄弟」を助ける使命を持ってお生まれになりました。 

それがなぜ異邦人である私たちに及ぶのでしょうか。その答えは、異邦人向けに書かれたパウロ書簡に

様々な角度から明らかにされています。たとえばローマ 4:16 には、アブラハムの子孫だけでなく「アブ

ラハムの信仰にしたがう者」にも、この約束が適用されるようになったと書かれています。 
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ヘブル人への手紙（３）3:1-4:13   

 

御子とモーセの比較 

 

 3:1 そこで、天の召しにあずかっている聖なる兄弟たちよ。あなたがたは、わたしたちが告白する信仰の使者また大

祭司なるイエスを、思いみるべきである。 

 3:2 彼は、モーセが神の家の全体に対して忠実であったように、自分を立てたかたに対して忠実であられた。 

 3:3 おおよそ、家を造る者が家そのものよりもさらに尊ばれるように、彼は、モーセ以上に、大いなる光栄を受けるに

ふさわしい者とされたのである。 

 3:4 家はすべて、だれかによって造られるものであるが、すべてのものを造られたかたは、神である。 

 3:5 さて、モーセは、後に語らるべき事がらについてあかしをするために、仕える者として、神の家の全体に対して

忠実であったが、 

 3:6 キリストは御子として、神の家を治めるのに忠実であられたのである。もしわたしたちが、望みの確信と誇とを最

後までしっかりと持ち続けるなら、わたしたちは神の家なのである。 

 

１・２章では、御子が御使いよりも優れたものであることが論証されましたが、その最後には血と肉を備

えている（２：１４）、つまり私たちと同じ弱さを持っておられることが、御使いとはちうがった御子の

すばらしさなのだ、と語られました。 

さて、この手紙が、一度はキリストを受入れたが、またもやユダヤ教に戻ろうとしている人々に対して書

かれている、ということを最初に申し上げました。ユダヤ教最高の指導者はモーセです。そこで、多くの

読者は「血と肉を供えて、弱さを負っているなら、モーセ先生と同じじゃないか」と思うでしょう。そこ

で著者は、それに対する議論を展開します。荒野でモーセに従ったイスラエル人と、今やキリストに従う

イスラエル人（本書の読者）はどこが違うのか。それがこの箇所の主題です。 

 

私たちにとっては、キリストとモーセを比較することなど、全く思いもよらないのですが、この書の本来

の読者であるユダヤ人信徒、特にユダヤ教に戻りかけている信徒にとってはそれが最大の関心事だった

のです。そこで、３・４章は、モーセと御子キリストの違いが主題となっています。 

 

著者はまず、モーセと御子キリストの違いを「モーセは神の家に忠実であったが、御子はその家を建てた

神に忠実であった」と表現します。「製造部長は、製造部に対して忠実だが、社長は会社を設立したオー

ナーに忠実だ」というようなものです。それだけではありません。モーセは「後に語らるべき事がら」に

ついて「あかし」をするのが使命でした。しかし、その「後に語らるべき事がら」とは、ほかならぬ御子

キリストだったのです。 

 

「あかし」が成就するためには、時として長い年月を要します。モーセがあかしした事柄の成就であるキ

リストが現れるまでに何千年を要したように、この手紙の読者もまた、忍耐強く待たなければいけませ

ん。だから「望みの確信と誇とを最後までしっかりと持ち続ける」ようにと、筆者は呼びかけるのです。 
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マッサでかたくなになったイスラエル人 

 

 3:7 だから、聖霊が言っているように、／「きょう、あなたがたがみ声を聞いたなら、 

 3:8 荒野における試錬の日に、／神にそむいた時のように、／あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない。 

 3:9 あなたがたの先祖たちは、／そこでわたしを試みためし、 

 3:10 しかも、四十年の間わたしのわざを見たのである。だから、わたしはその時代の人々に対して、／いきどおって

言った、／彼らの心は、いつも迷っており、／彼らは、わたしの道を認めなかった。 

 3:11 そこで、わたしは怒って、彼らをわたしの安息に／はいらせることはしない、と誓った」。（詩篇 95:7-11） 

 

次に筆者は詩編９５編を引用します。これは「イスラエルの祖先たちが荒野のメリバ（別名マッサ）で神

に逆らったので、彼らは約束の地に入ることができなかったが、あなたがたはそうであってはいけない」

と呼び掛ける詩です。 

 

このメリバの事件は出エジプト１７章に書かれています。荒野で水が無くなり、人々がモーセと言い争う

のです。そこで神は岩から水を出されました。水が無くて苦情を言うのは当然なのですが、ここでイスラ

エルは「神をこころみた」（ヘブル３：９）と聖書は非難します。民は「私たちをエジプトから連れ出し

て……死なせようとするのですか」（１７：３）と言い、モーセを石で打ち殺そうとしました。民数記２

０章１０～１３節では、さらに重要な事実が明らかになります。モーセは岩に「命じて」水を出させるよ

うに神に言われるのですが、つい怒って、つえで岩を打ってしまいます。そこで神はモーセを約束の地に

入れさせない（２０：１２）と宣言されたのでした。これは、モーセの生涯で、最大の汚点の一つだった

のです。 

 

また、このメリバという場所は、民数記によればカデシという場所にありました。カデシは、イスラエル

が十二人の斥候をカナンの地に送り込んだ地でもありました。十二人のうちヨシュアとカレブは良い報

告をするのですが、他の十人は悪い報告をして人々を扇動し、主を怒らせたのです。結局、イスラエルの

民は荒野で４０年の時を過ごすことになり、その間にヨシュアとカレブ以外の成人はみな死に絶え、「新

たに生まれた」世代だけが約束の地に入れたのでした。 

 

つまり、民たちが神を怒らせただけでなく、モーセさえも神を怒らせて、約束の地に入れてもらえなくな

った、その悲しい事件を語った上で「きょう、御声を聞いたなら、心をかたくなにしてはならない」と勧

めるのが詩篇９５篇なのです。 

 

ユダヤ人たちはモーセを尊敬していましたが、メリバで彼が犯した間違いのことはよく知っていました。

詩篇９５篇を歌ったダビデも、本書の著者もモーセに敬意を表して彼の失敗には言及していませんが、そ

れは「言わずもがな」だからです。それに、モーセを怒らせた責任は民にあるわけですから、これはモー

セだけの責に帰することではありませんでした。それでも、モーセと御子の差別化の議論のあとで、これ

が言及されているのは「あなたがたの尊敬するモーセに従っても、結局、安息には入れなかったぞ」とい

う意味なのです。 
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安息と嗣業の地イスラエル（申 12:9-10） 

 

そして、詩編９５編の最後は「彼らを私の安息に入らせることはしない」という神の怒りの宣言で締めく

くられています。「安息に入る」という、多少謎めいた言葉の意味がわかりにくいですね。しかし、この

文脈は、第一義的には、約束の地イスラエルを意味しているのです。 

申命記１２：９－１１を見て下さい。ここは、約束の地を前にしてモーセが民に語っている箇所です。モ

ーセは民に、「主から賜わる安息と嗣業の地」にまだ入っていない、と指摘します。そして約束の地に入

って敵がいなくなった段階で、本当の「安息」が与えられるというわけです。約束の地が「安息の地」で

あることは、聖書における重要なシンボリズムです。 

ところが、ダビデはすでにイスラエルが約束の地に入ってから何百年後の人でした。その人が「きょう、

御声を聞いたなら、心をかたくなにしてはならない」と言っています。イスラエル人たちは、すでに「安

息と嗣業の地」に入っていながら、安息が与えられていませんでした。 

 

 3:12 兄弟たちよ。気をつけなさい。あなたがたの中には、あるいは、不信仰な悪い心をいだいて、生ける神から離

れ去る者があるかも知れない。 

 3:13 あなたがたの中に、罪の惑わしに陥って、心をかたくなにする者がないように、「きょう」といううちに、日々、互

に励まし合いなさい。 

 3:14 もし最初の確信を、最後までしっかりと持ち続けるならば、わたしたちはキリストにあずかる者となるのである。 

 3:15 それについて、こう言われている、／「きょう、み声を聞いたなら、／神にそむいた時のように、／あなたがたの

心を、かたくなにしてはいけない」。 

 3:16 すると、聞いたのにそむいたのは、だれであったのか。モーセに率いられて、エジプトから出て行ったすべて

の人々ではなかったか。 

 3:17 また、四十年の間、神がいきどおられたのはだれに対してであったか。罪を犯して、その死かばねを荒野にさ

らした者たちに対してではなかったか。 

 3:18 また、神が、わたしの安息に、はいらせることはしない、と誓われたのは、だれに向かってであったか。不従順

な者に向かってではなかったか。 

 3:19 こうして、彼らがはいることのできなかったのは、不信仰のゆえであることがわかる。 

 

実際のところ、彼らは敵に囲まれて安息どころではなかったのです。現在のイスラエル国もそうです。敵

がいなくなれば安息があるのですが、そうはならないのです。なぜまだ周囲に敵がいたのでしょうか。そ

れは、イスラエルの罪のためでした。イスラエルが罪を犯し続けると神が処罰のために外敵を送られるか

らです。 

つまり、イスラエル人は、約束の地、安息と嗣業の地には入ったものの、安息には入れてもらえなかった

のでした。それはイスラエルの罪のゆえに神が怒っておられたからでした。 

 

祖先たちが聞いた福音とは 

 

 4:1 それだから、神の安息にはいるべき約束が、まだ存続しているにかかわらず、万一にも、はいりそこなう者が、あ

なたがたの中から出ることがないように、注意しようではないか。 

 4:2 というのは、彼らと同じく、わたしたちにも福音が伝えられているのである。しかし、その聞いた御言は、彼らには

無益であった。それが、聞いた者たちに、信仰によって結びつけられなかったからである。 
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さて、今日の箇所で最も驚くべき箇所は、祖先たちも「福音」を聞いていた（４：２）ということでしょ

う。ここのギリシャ語は「エヴァンゲリオン」で、ちゃんと「福音」という意味です。 

３・４章の要旨は、神が完全な安息を創造の初めから用意して、モーセを通じて祖先たちに、「そこに入

りなさい」という「良い知らせ」を与えたのに、祖先たちはかたくなになって入らなかった。だから神は

お怒りになった。しかし、あわれみに富む神は、どうしても約束の民を安息に入れたいので、別に「今日」

という日を設定され、御子を通じて入るように呼びかけておられる。だから、私たちも励まし合って、そ

こに入ろう……ということです。 

さて、私たちは新約の「福音」が、キリストによって初めてもたらされたものであり、昔には無かったも

のだと教えられて来ました。そこで、荒野で祖先たちが「福音」を聞いたと言われると、完全に混乱して

しまいます。いったい、これらの２つの福音は、同じだったのでしょうか、違っていたのでしょうか。ヘ

ブル書の論旨は、それらが明らかに「同じ」であったことを強調しています。 

同じ福音を聞いたのだが、入れなかったのは祖先たちの責任であり、私たちはそれと同じ過ちを犯さない

ようにしようと、本書は呼びかけています。この文脈においては、神が人にお与えになろうとする安息そ

のものは、昔も今も全く同じです。だから著者は、「みわざは世の初めに、でき上がっていた」（４：３）

とあるとおりです。しかし、その安息に、人間は不従順のゆえに入れなかったのです。 

 

 4:3 ところが、わたしたち信じている者は、安息にはいることができる。それは、／「わたしが怒って、／彼らをわたし

の安息に、はいらせることはしないと、／誓ったように」／と言われているとおりである。しかも、みわざは世の初

めに、でき上がっていた。 

 4:4 すなわち、聖書のある箇所で、七日目のことについて、「神は、七日目にすべてのわざをやめて休まれた」（創

世記 2:2）と言われており、 

 4:5 またここで、「彼らをわたしの安息に、はいらせることはしない」と言われている。 

 4:6 そこで、その安息にはいる機会が、人々になお残されているのであり、しかも、初めに福音を伝えられた人々は、

不従順のゆえに、はいることをしなかったのであるから、 

 4:7 神は、あらためて、ある日を「きょう」として定め、長く時がたってから、先に引用したとおり、／「きょう、み声を聞

いたなら、／あなたがたの心を、かたくなにしてはいけない」／とダビデをとおして言われたのである。 

 4:8 もしヨシュアが彼らを休ませていたとすれば、神はあとになって、ほかの日のことについて語られたはずはない。 

 4:9 こういうわけで、安息日の休みが、神の民のためにまだ残されているのである。 

 

さて、「安息に入る」という言葉の背景にあるのは、ユダヤ人の守る安息日の風習です。多くのクリスチ

ャンは出エジプト記２０：１１をもとに、安息日は創造の業を記念する日だと考えますが、申命記６章の

並行箇所には、エジプトからの解放を記念する、という全く別の理由付けが書かれています。そしてさら

に、もう一つの意味をユダヤ人たちは見出しました。それは、来るべき世界（オラム・ハバー）の「予告

編」という意味なのです。 

だいたい、ユダヤの祭には過去・現在・未来という３つの意味がありますが、安息日も、過去の創造の業

や出エジプトの記念、現在の私たちが週に１日休息を得るという実際的意義、そして未来における完全な

メシアの時代を象徴する預言、という意味があるわけです。イエスが、自分を「安息日の主」と言われた

のは、一種のメシア宣言です。ユダヤ人の間では「全ユダヤ人が安息日を２回守れば、メシアが来る」と

いう言い伝えもありますが、それほどに安息日は将来におけるメシア王国を象徴するのです。 
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神は七日目を「祝福し聖別された」（創世記２：３）と書かれています。安息日は金曜日没直前から土曜

日没後に星が３個見えるまでの約２５時間ですが、それは「聖別された」時間なのです。安息日が聖（カ

ドシュ）なる日だという概念は、今日の箇所を学ぶために重要です。敬虔なユダヤ人たちは、金曜午後に

沐浴し、正装してこの時を迎え、聖別した時間から俗な時間に戻る時は「ハヴダラ」（分割）という儀式

を行い別れを惜しむのです。 

安息は聖なる時間であり、罪のある者、汚れた者は入ることを許されません。安息にある者は、お金儲け

のことや、兄弟に対する憎しみのことなど、考えることさえ許されないのです。昔の日本のお正月には、

そのような空気がありました。元旦早々に兄弟げんかをすると、「正月早々にけんかをするとは何事か」

と言われたものでした。 

そのように「安息に入る」という言葉には、聖なる世界に入る、という語感があります。 

 

神の「安息」の基準は厳しい 

 

 4:10 なぜなら、神の安息にはいった者は、神がみわざをやめて休まれたように、自分もわざを休んだからである。 

 4:11 したがって、わたしたちは、この安息にはいるように努力しようではないか。そうでないと、同じような不従順の

悪例にならって、落ちて行く者が出るかもしれない。 

 4:12 というのは、神の言は生きていて、力があり、もろ刃のつるぎよりも鋭くて、精神と霊魂と、関節と骨髄とを切り離

すまでに刺しとおして、心の思いと志とを見分けることができる。 

 4:13 そして、神のみまえには、あらわでない被造物はひとつもなく、すべてのものは、神の目には裸であり、あらわ

にされているのである。この神に対して、わたしたちは言い開きをしなくてはならない。 

 

神はご自分が創造の七日目に完成された「安息の世界」に、最後で最愛の被造物である人を、どうしても

導き入れたいのです。田舎の両親が息子のために家を建てても、息子は都会に住んだままで、せっかくの

家は空き家になっている、という話のようなもの。人間たちが来て住んでくれなければ、せっかく作った

安息の世界は何の意味もありません。ユダヤ人たちは、毎週祝う安息日で、安息の世界がどんなにすばら

しく甘いものなのかを知っています。それは喜びの世界なのです。しかし、神様としては、汚いままでや

ってきて、家を台無しにされるのもまた困るのです。 

 

神の定めた安息の基準がどれほど厳しいか、本書を読んだヘブル人たちはよく理解していたことでしょ

う。考えて見て下さい。荒野で福音を聞いた祖先たちは、そんなにもかたくなだったのでしょうか。荒野

で水が無ければ、叫ぶのが当たり前ではないでしょうか。それでも、彼らが「つぶやいた」だけで神はお

怒りになったのです。 

そしてヘブル書４：１１～１３には、さらに厳しい警告が並んでいます。努力しないと「落ちて行く者が

出るかもしれない」というわけです。実際、この言葉は単なる「かもしれない」ではありません。本書の

読者の多くは、もう信仰を捨てかかっていたのです。洗礼を受けさえすれば、あとは何もしなくても救い

に至れる、というわけではありません。落ちて行く危険性もあるのだと、本書の記者は指摘します。 

両刃の剣のような鋭い神の言葉が、心の奥底を見通して「心の思いと志とを見分ける」と、ヘブル書は指

摘します。その神の前に私たちは言い開きをしなければなりません。口先だけで神に感謝をささげていて

も「心の思い」で本当に神に感謝していなければ、すぐに見抜かれてしまうのです。 
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私たち異邦人の読者は、ついつい「あの頑迷なイスラエルが入れなかったのは当たり前」と考えがちです

が、そうではありません。私たち日本人は、指導者に「死んでいたほうがましだ」とまでは言わないかも

しれませんが、心の奥底にあるものは同じです。それを両刃の剣でえぐられたら、その本質は、たぶんも

っとひどいのでしょう。 

そこで、いくら神が「安息の世界はすばらしい」と誘って下さっても、どうせ私たちのような罪人には入

れないわけですから、全く「良い知らせ」ではありません。そこで、ヘブル書の著者はその解決策である

「大祭司」へと話を進めます。それこそが、荒野で御使いとモーセを通じて語られた「福音」と、御子を

通じて語られた「福音」の違いなのです。 
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ヘブル人への手紙（４）4:14-5:10 

 

大祭司の助けの必要性 

 

神の安息への道は大変きびしく、私たちのわずかな罪さえも許されません。それでもなお、私たちにはチ

ャンスがあります。それは「大祭司」がおられるからです。 

 

 4:14 さて、わたしたちには、もろもろの天をとおって行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、わた

したちの告白する信仰をかたく守ろうではないか。 

 4:15 この大祭司は、わたしたちの弱さを思いやることのできないようなかたではない。罪は犯されなかったが、すべ

てのことについて、わたしたちと同じように試錬に会われたのである。 

 4:16 だから、わたしたちは、あわれみを受け、また、恵みにあずかって時機を得た助けを受けるために、はばかるこ

となく恵みの御座に近づこうではないか。 

 5:1 大祭司なるものはすべて、人間の中から選ばれて、罪のために供え物といけにえとをささげるように、人々のた

めに神に仕える役に任じられた者である。 

 5:2 彼は自分自身、弱さを身に負うているので、無知な迷っている人々を、思いやることができると共に、 

 5:3 その弱さのゆえに、民のためだけではなく自分自身のためにも、罪についてささげものをしなければならないの

である。 

 

次に著者は、大祭司の「弱さ」を持ち出します。祭司は清く完全であることを要求される一方で、弱さが

必要でした。最初に大祭司に指名されたアロンは、とても心の弱い人物で、民の要求に負けて金の仔牛を

造ってしまいます。また、祭司の国（出エジプト１９：６）であるイスラエルも、完全とはほど遠かった

のです。ヨエル２：１７の「泣く祭司」は、民を代表して主に許しを乞うのですが、それは彼自身、弱さ

を負っているからできるのです。 

強い人は、人々が弱音を吐いたら「たるんでいる！」と怒鳴りつけるでしょう。しかし、自らも弱さを持

つ祭司だからこそ、弱っているものを励まし、一緒に泣きながら神に「どうぞ大目に見てやって下さい」

ととりなすことができるのです。それが、「時機を得た助け」なのです。 

４：１６の「あわれみを受け、また、恵みにあずかって」というところに、荒野にいた祖先たちの聞いた

福音と、新約の福音の違いがあります。つまり、厳しい神の言葉で罪をえぐり出されたとしても、弱さを

持つ大祭司が執り成して下さるのです。「あわれみ」「恵み」は、点数を甘くしてもらえる、という意味な

のです。 

 

そして、私たちが近づく「恵みの御座」とは、別の箇所で「贖罪所」と訳されているものを指すと言われ

ます。それは、出エジプト２５：１７－２２に書かれたもので、契約の箱の「ふた」の部分でした。そこ

は純金で作られ、天使であるケルビムの像が２つ、向い合せに造られていました。そこから、神がイスラ

エルに語られたのです。それは、地上で最も聖なる場所で、普通の人間は一目見ることすら許されませ

ん。ところが、大祭司のおかげで、そこに「はばかることなく」近づけると、著者は教えます。これらに

ついては、後の章でさらに詳しい説明が加えられます。 
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祭司は神の召しで選ばれる 

 

 5:4 かつ、だれもこの栄誉ある務を自分で得るのではなく、アロンの場合のように、神の召しによって受けるのである。 

 5:5 同様に、キリストもまた、大祭司の栄誉を自分で得たのではなく、／「あなたこそは、わたしの子。きょう、わたし

はあなたを生んだ」（詩篇 2:7）／と言われたかたから、お受けになったのである。 

 5:6 また、ほかの箇所でこう言われている、／「あなたこそは、永遠に、／メルキゼデクに等しい祭司である」（詩篇

110:4）。 

 

祭司が神の召しで選ばれる、という事実は重要です。神は、アロン以外の人々が祭司になろうとした時、

怒りを発され（民数記１６章）、多くの人々が死にました。神はご自分の選びに反抗する者に怒りを発さ

れるのです。また、イスラエルの民も、神の召しにより選民とされました。そして、新約のクリスチャン

である私たちもまた、祭司であるとペテロ２：９は述べています。私たちもまた、自分の力ではなく、神

の召しと選びによってクリスチャンとされるのです。こうした原理を祭司制と関連させて詳しく述べて

いるのは新約聖書ではヘブル書だけなので、この手紙は重要なのです。 

５：５～６で引用されているのは、詩篇２：７と詩篇１１０：４です。どちらもメシア預言だと考えられ

ている箇所で、それはこの手紙の読者がよく知っていた箇所でした。最初の箇所は、祭司メシアが神の子

であることを示す有名な箇所で、ヘブル書の１章にも引用されています。次に引用あれる詩篇１１０：４

の方はとても不思議な個所です。ここで突然、メルキゼデクという人物が登場します。メルキゼデクは、

創世記１４：１７に登場する謎の人物で、アブラハムが北から来た王たちを撃破した帰り道で、アブラハ

ムを祝福したのです。 

この人物については、７章以降で詳しく論じられるのですが、今日はその背景だけを簡単にご説明したい

と思います。 

 

この手紙の読者は、当時の腐敗した神殿や祭司制を忌み嫌っていた人々でした。しかし、彼らは祭司が執

り行うべき、汚れの清め、罪の贖い、神への執り成しの重要性を理解していました。逆に、それらを真剣

に考えていたので、現実の祭司の汚れた状況に失望していたのです。 

そこで、著者は最初に、ここで語っている「祭司」が、地上の人間の祭司ではないことを明らかにするた

め、大祭司なる神の子イエスが「もろもろの天をとおって行かれた」（４：１４）と語ります。ユダヤ教

は第七の天まであると考えていたようですが、その段階を通って至高天まで行かれた、というわけです。

これは人間の祭司にはできません。 

 

メシアの型メルキゼデク 

 

本書の中心的な論点の一つは、メシアの型であるメルキゼデクです。これについては、後の章で詳述され

るのですが、それは読者にとって耳新しい知識だったと思われます。メシアの型と言えば、皆さんは真っ

先にダビデを思い浮かべると思います。でも、新約聖書中に、ダビデがなぜメシアの型なのか、一言も説

明はありません。それは読者にとって自明のことだったからです。 
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しかし「メシアの型であるメルキゼデク」という預言解釈は、当時はほとんど注目されていませんでし

た。ところが、メルキゼデクが祭司的メシアと関係していると見ていたグループがあったのです。それ

は、死海のほとりにいたクムラン教団の人々でした。彼らは死海文書を残したことで知られます。その中

の１１Ｑメルキゼデクという文書には、メルキゼデクをメシア的な存在と見る思想が記されています。

（たとえば “The Two Messiahs and Melchizedek in 11QMelchizedek” Michael Flowers ） ヘブル書がこのような

人々に宛てて書かれたという見方もあります。 

もしかすると、著者はこの見解を知っていたかもしれません。しかし、少なくとも本書読者にとって、メ

ルキゼデク＝メシア論は耳新しいものだったと、私は推測します。なぜなら、その説明が非常に詳しく、

ほとん注解の必要が無いくらいだからです。もし、メルキゼデク＝メシア論が読者に既知の解釈であった

なら「あなたがたもご存じのように」の一言で済ませたはずです。でも、著者はそうせずに膨大な紙数を

割いて論証しています。 

 

油を注いで任命される役職 

 

メシアは「油注がれた者」という意味です。イスラエルにおいて、油を注いで任命されるのは、王、預言

者、祭司の３つの役職でした。油を注ぐのは清めて神のために用いるという意味があります。 

出エジプト記４０章には、神殿で使う全ての道具を油で清めたことが記されています。そして祭司もまた

油を注がれて任職されました。サムエル記から列王記を読むと、王もまた油を注がれたことがわかりま

す。Ⅰサムエル９：１６には、サウルに対する油注ぎが記録されていますし、その後に多くの王も油を注

がれてるのです。預言者に対する油注ぎの例は聖書には記録されていませんが、Ⅰヨハネ２：２７などか

ら、預言者にも油が注がれていたと考えられます。 

 

預言者としてのキリストは、私たちにとっておなじみです。彼は預言者と同様に、神の言葉を人々に説き

明かし、奇跡を行い、人々を癒しました。福音書に登場するキリスト像の一つは、すばらしい預言者なの

です。申命記１８：１５に登場するモーセと同じような預言者は、キリストを指すと考えられます。 

王としてのキリストも新約聖書の多くの箇所に登場します。彼は「ユダヤ人の王」（マタイ２：２）とし

て生まれ、「ユダヤ人の王」（同２７：３７）として十字架につかれました。そして彼は「神の王国」を語

りましたが、それはキリストがその王国の王だからです。そして、彼が実際に王になる場面が黙示録の最

後に登場します。 

しかし、祭司としてのキリストは、ヘブル書にしか登場しません。祭司は罪人の罪を取り除いて神と和解

させる重要な役割です。罪人である私たちが、神の前に出て安息に入ることができるのは、彼が祭司とし

て私たちの罪を清めて下さるからなのです。これはとても重要です。 

 

人となって苦しまれたキリスト 

 

祭司的メシアであるキリストが私たちの罪を取り除き、救うことができる理由について、ヘブル書の記者

はさらに詳しく論じます。 
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 5:7 キリストは、その肉の生活の時には、激しい叫びと涙とをもって、ご自分を死から救う力のあるかたに、祈と願い

とをささげ、そして、その深い信仰のゆえに聞きいれられたのである。 

 5:8 彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまの苦しみによって従順を学び、 

 5:9 そして、全き者とされたので、彼に従順であるすべての人に対して、永遠の救の源となり、 

 5:10 神によって、メルキゼデクに等しい大祭司と、となえられたのである。 

 

キリストが、地上の生活においてどんな状態だったかについて、著者は語ります。ここでは「激しい叫び

と涙とをもって、ご自分を死から救う力のあるかたに、祈と願いとをささげ…」と、弱さが強調されます

が、一方ヨハネ１０：１７－１８では、キリスト自らが命を捨て、それを受ける権威があることが強調さ

れています。これは、同じことを両面から述べているようです。ヘブル書の著者は、キリストが実際に私

たちと同じ立場になり、苦しまれたことを強調したいのです。 

私たちは、もともと弱い存在であり、死の支配下にありますが、キリストはみずから進んで、人々を愛す

るがゆえに地上に下って来られて、私たちと同じ苦しみを味わわれました。 

しかも彼は、最初から従順だったのではないようです。私たちと同じように苦労して「従順を学」ばれた

のでした。次の節には「そして、全き者とされ…」とあります。彼は最初から完全ではなかったのでしょ

うか。もちろん完全だったのですが、それは固定的にいつまでも変わらない「完全」ではなく、動的に発

展する完全性だったのではないかと、私は思います。 

 

これと似た記述はピリピ書２：６～９にも登場します。そこでは「キリストは、神のかたちであられたが、

神と等しくあることを固守すべき事とは思わず、かえって、おのれをむなしうして僕のかたちをとり、人

間の姿になられた。その有様は人と異ならず、おのれを低くして、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。それゆえに、神は彼を高く引き上げ、すべての名にまさる名を彼に賜わった」と

書かれています。キリストは、最初は神と等しい存在だったのに、わざわざ人間になられた、というわけ

です。これは尊い犠牲です。その犠牲のゆえに、神は彼は「高く引き上げ」たのですが、それは、彼が「お

のれをむなしく」して低い地位に降る前の地位よりも高い地位だったのでしょう。そこで彼は「すべての

名にまさる名」を与えられたのです。パウロは、キリストが人となって苦しみを経験した後で、キリスト

の位が「上がった」かのような口調です。キリストは永遠に変わらない方ではありますが、それと同時に

発展・成長される方なのです。 

 

しかし、普通の人間が努力してキリストになった、というのは誤った見解で、彼は初めから御子としてこ

の世界に来られました。それでも、まるで普通の人間のように十字架の死を体験され、死を破った後で

「永遠の救の源」となられたのです。神が人を救うために、愛する御子を人間の位に落として救いを成就

された、というのは新約聖書の中心的な教えです。 
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ヘブル人への手紙（５）5:11-6:20 

 

初歩にとどまっていた人々 

 

5:11 このことについては、言いたいことがたくさんあるが、あなたがたの耳が鈍くなっているので、それを説き明かすこ

とはむずかしい。 

5:12 あなたがたは、久しい以前からすでに教師となっているはずなのに、もう一度神の言の初歩を、人から手ほどき

してもらわねばならない始末である。あなたがたは堅い食物ではなく、乳を必要としている。 

5:13 すべて乳を飲んでいる者は、幼な子なのだから、義の言葉を味わうことができない。 

5:14 しかし、堅い食物は、善悪を見わける感覚を実際に働かせて訓練された成人のとるべきものである。 

6:1 そういうわけだから、わたしたちは、キリストの教の初歩をあとにして、完成を目ざして進もうではないか。今さら、

死んだ行いの悔改めと神への信仰、 

6:2 洗いごとについての教と按手、死人の復活と永遠のさばき、などの基本の教をくりかえし学ぶことをやめようでは

ないか。 

6:3 神の許しを得て、そうすることにしよう。 

 

さて、メルキゼデクの話を始めた著者は「解き明かすことは難しい」とぼやきます。そして著者は読者の

信仰姿勢を厳しく批判します。 

ここでわかることは、キリストの教えには乳から堅い食物まで様々な段階があるということです。彼ら

は、長年にわたり聖書を学んでいましたが、初歩で止まっていたのでした。キリストの言葉の初歩、つま

り乳とは何でしょうか。１～２節の、死んだ行いの悔改め、神への信仰、洗いごとについての教え、按手、

死人の復活、永遠のさばき、などです。実際、これが普通に教会で語られる教えの主要部分ではないでし

ょうか。しかし、「もう一度神の言の初歩を、人から手ほどきしてもらわねばならない始末」だと著者が

語っているところを見ると、どうも、彼らはそれさえも、よく理解していませんでした。 

 

なぜでしょうか。それは具体的には説明されていませんが、２節にその理由があります。「基本の教をく

りかえし学ぶことをやめようではないか」という言葉を見ると、彼らは何度も教えを聞いているうちに、

すっかり慣れっこになって、徐々に感動を失っていました。人間は、同じ話ばかり聞くと飽きてしまいま

す。映画でも、同じ映画を３回くらい見ても感動するかもしれませんが、どんなに良い映画でも毎日見れ

ば、そのうち飽きてしまいます。歌でも、しばしば意味を考えずに歌っています。「うさぎおいし」の歌

は、私も子供時代から良く知っていましたが、子供の頃は「うさぎおいしかのかわ」が、「ウサギが美味

しいが、蚊が多い山」のことだと思っていました。主の祈りも、毎回唱えていると、あまり意味を考えな

くなります。何度も何度も学ぶことは、良いことではありますが、欠点もあるのです。 

 

乳を必要とする人々への処方箋 

 

では、どうすればいいのでしょうか。基礎がわかっていないのですから、常識的に考えると、「もっとわ

かりやすく、基本を解き明かしてあげよう」と言うべきではないでしょうか。ところが、驚いたことに、

著者はここで「硬い食物」を勧めるのです。何で乳を必要としている人に、何で堅い食物を勧めるのでし
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ょうか。そんなことをしたら、おなかをこわすのではないでしょうか。それでも、ヘブル書の著者は「成

人用食品」を出そうとしています。 

 

その理由は、応用を学ぶことで、やっと基本がわかる、という原理です。２年生の算数を学んで、やっと

１年生の算数が理解できるようなものなのです。聖書の学びも、応用編をやってはじめて、基本がわかり

ます。しかし、「堅い食物」は、「善悪を見わける感覚を実際に働かせて訓練された成人」でなければ、消

化不良になってしまう心配があります。そんなことをして大丈夫なのでしょうか。これは実は危ない事な

のです。 

実は、ヘブル書で示される聖書解釈の技法（硬い食物）は、「善悪を見わける感覚を実際に働かせて訓練

された」人でないと、危ないのです。しかし、それを「神の許しを得て」説き明かしているのがヘブル書

です。 

ヘブル書は、この後、メルキゼデクに関するわずかな記述から、とても重要な教えを導いています。その

ためにユダヤ的な「パルデス」という解釈技法、特に「ドラシュ」という技法が使われています。それは、

プシャット（文字通り）、レメズ（行間の文字を読む）、ドラシュ（複数の箇所から読み解く）、そしてソ

ッド（奥義）があります。通常は、プシャットで十分なのですが、たとえば異邦人である私たちがヘブル

書を読む際は、レメズを用いて「明示的に書かれていないこと」を読み解く必要があります。でも、ここ

で著者はドラシュやソッドを持ち出します。これはこれは正しい「感覚」が無いと、間違えてしまう恐れ

がある、「危ない」ものなのです。だから、この書は、インストラクターが生徒をグライダーに乗せて、

操縦の説明をするように、実際に解釈をして見せているのです。当然、生徒はまだ操縦の仕方を知らない

ので、操縦は許されないのですが、「神の許しを得て」（6:3）、特別許可で乗せてあげるという意味です。 

そして、そういう奥義の解釈が自由にできるようになりなさいと、読者に成長を促しているのです。 

 

信仰者の堕落に対する警告 

 

6:4 いったん、光を受けて天よりの賜物を味わい、聖霊にあずかる者となり、 

6:5 また、神の良きみ言葉と、きたるべき世の力とを味わった者たちが、 

6:6 そののち堕落した場合には、またもや神の御子を、自ら十字架につけて、さらしものにするわけであるから、ふた

たび悔改めにたち帰ることは不可能である。 

6:7 たとえば、土地が、その上にたびたび降る雨を吸い込で、耕す人々に役立つ作物を育てるなら、神の祝福にあ

ずかる。 

6:8 しかし、いばらやあざみをはえさせるなら、それは無用になり、やがてのろわれ、ついには焼かれてしまう。 

 

ここから厳しい警告になります。この手紙の読者は確かに「光を受けて天よりの賜物を味わい、聖霊にあ

ずかる者となり、神の良きみ言葉と、きたるべき世の力とを味わった」ようです。そうでないと、この警

告は無意味になります。 

そういう人が、堕落して実を結ばなかったら、大変なことになる。もう悔い改めさえ許されない、という

のです。「またもや神の御子を、自ら十字架につけて、さらしものにする」とは、大変厳しい言葉ですが、

実際には私たちも、ついつい堕落してしまうのです。私たちは実を結んでいるでしょうか。なかなか厳し

い警告です。昔、この個所をもとに「自分はだめです」と言う人があって困ったことがありますが、まさ
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にそうなのです。では、私たちは「のろわれて焼かれてしまう」のでしょうか。では、その次を読んでみ

ましょう。 

 

6:9 しかし、愛する者たちよ。こうは言うものの、わたしたちは、救にかかわる更に良いことがあるのを、あなたがたに

ついて確信している。 

6:10 神は不義なかたではないから、あなたがたの働きや、あなたがたがかつて聖徒に仕え、今もなお仕えて、御名

のために示してくれた愛を、お忘れになることはない。 

6:11 わたしたちは、あなたがたがひとり残らず、最後まで望みを持ちつづけるためにも、同じ熱意を示し、 

6:12 怠ることがなく、信仰と忍耐とをもって約束のものを受け継ぐ人々に見習う者となるように、と願ってやまない。 

 

もう滅びに定められているかと思える、絶体絶命の私たちにも「救にかかわる更に良いこと」がありま

す。それは、神に対する奉仕、聖徒たちに対する奉仕を神はお忘れにならない、ということです。マタイ

１０：４２には、水一杯でも弟子に提供したら報いがあると約束されています。 

 

ヘブル人への手紙は、他の書簡とは異なる視点が多くありますが、ここは「行いによって救われる」ある

いは「行いによって救いに影響がある」という、通常のキリスト教教理（恵による救い）と、一見矛盾す

るとも思える箇所です。しかし、これはあくまで「恵みによって救われた読者が、肉の弱さのゆえに多少

堕落しても、神様はさらなる恵みを準備しておられる」と読むべきです。ずっとデタラメ人生を生きて、

最後に悔い改めた人は救われるのに、ヘブル書の読者のように、長年にわたって神に仕えた聖徒が、最後

に少し怠けただけで救いを失うとすれば、神は不義な方になってしまう、だからあなた方は最後まで望み

を持ち続けるようにと、ヘブル書は訴えます。 

 

ヘブル書が救いについて未来志向であり、アルミニウス主義的論旨を用いる、ということを最初にお話し

しましたが、ここもそうです。ヘブル書の記者は「あなたがたはもう救われたので、それを失う心配はな

い」とは言わず、「あまりにひどいと救いを取り消されるかもしれないぞ」と警告した上で「でも神はあ

われみあるお方だから、必ず約束のものは与えられるから、最後まで忍耐してそれを受け取りなさい」と

勧めているのです。 

 

約束と誓い 

 

6:13 さて、神がアブラハムに対して約束されたとき、さして誓うのに、ご自分よりも上のものがないので、ご自分をさし

て誓って、 

6:14 「わたしは、必ずあなたを祝福し、必ずあなたの子孫をふやす」と言われた。 

6:15 このようにして、アブラハムは忍耐強く待ったので、約束のものを得たのである。 

 

さて、この章の最後は約束と誓いで締めくくられています。約束を得ても、それが成就するには長く時間

がかかりました。実際、アブラハムは子孫の約束を与えられて何年も待ち、また、子供に妻を迎えるのも

長い年月の末でした。これは読者の状況と似ています。そこで神は子孫の約束をお与えになった時に、ご

自分をさして誓われた（創世記 22:15）、という故事を引用します。 
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6:16 いったい、人間は自分より上のものをさして誓うのであり、そして、その誓いはすべての反対論を封じる保証とな

るのである。 

6:17 そこで、神は、約束のものを受け継ぐ人々に、ご計画の不変であることを、いっそうはっきり示そうと思われ、誓

いによって保証されたのである。 

6:18 それは、偽ることのあり得ない神に立てられた二つの不変の事がらによって、前におかれている望みを捕えよう

として世をのがれてきたわたしたちが、力強い励ましを受けるためである。 

6:19 この望みは、わたしたちにとって、いわば、たましいを安全にし不動にする錨であり、かつ「幕の内」にはいり行

かせるものである。 

6:20 その幕の内に、イエスは、永遠にメルキゼデクに等しい大祭司として、わたしたちのためにさきがけとなって、は

いられたのである。 

 

約束する時には、誓いをするのですが、それは何か自分よりも偉大な者の前で誓うのです。「私がもしこ

の約束を果たさなかったら、＊＊に呪われてもかまいません」とやるのですが、神はご自身が最高なの

で、自分より上のものがないわけです。しかし、これは「そうならなかったら、自分が神でなくなる」と

いう意味です。 

実際、契約だけでなく誓いまでもされた、というのは特別なことだと聖書は指摘します。実際、これほど

重要な事として聖書が保証した、子孫の約束、イスラエルの存続は、逆に聖書が真理の書であることを証

しする重要な証拠の一つです。 

 

契約だけでなく誓いまで、つまり「２つの不変の事がら」を並べたのは、神ご自身の決意という意味もあ

りました。なぜなら、神自身、何度もイスラエルを滅ぼそうとしておられるからです。出エジプト記 32:13

では、神が怒りのあまりイスラエルを滅ぼそうとされるのですが、モーセはこの「誓い」を持ち出して神

を止めることに成功しています。 

いくら人が不忠実でも、誓った以上、神はそれを成就されます。つまり、本来は滅ぼされるはずのものが、

恵の契約と誓いにより活かされるのです。何とすばらしいことではないでしょうか。本来は、少し怠けて

いると滅ぼされるべきものが、契約と誓いによって守られる。だから魂が安心して、どっかりと錨をおろ

せるわけですね。 

さて、この個所の最後は、アブラハムに対する契約と誓いの実現を待ち望むことが、彼らの信仰の中心で

あったことを示しています。この手紙の読者たちはみなユダヤ人でした。アブラハム契約の成就を、彼ら

は待ち望んでいたのです。「前におかれている望みを捕えようとして世をのがれてきた」は、彼らが実際

に人里離れた場所に住んでいたか、あるいは世と分離する傾向を持っていたことがわかります。 

 

さて、この個所の最後は「幕の内」に入ることです。これは幕の内弁当（笑）のことではなく、これから

説明する、聖所のことです。それは神と出会う場所なのです。黙示録２１：２２には、新しいエルサレム

には聖所が無かった、つまり町全体が聖所なのだと記されています。そこに入ることが最終目的だと、ヘ

ブル書の記者は言っているのです。 
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ヘブル人への手紙（６）7:1-8:20 

 

著者は、これから語る教えが、「成人のとるべき義の言葉」（5:14）であり、「硬い食物」だと警告した上

で、教えを語り始めます。それは、イエスが「永遠にメルキゼデクに等しい大祭司」であり、彼の働きで

私たちが「幕の内」あるいは「至聖所」に入れるということなのです。それを論証するため、著者はまず

創世記の記述から始めます。 

 

創世記のメルキゼデクの記事 

 

創世記１４章は、北から来た王がソドムなどの都市を征服して、アブラハムの甥のロト一家を捕虜にして

連れて行くところから始まります。アブラハムは身内の兵士を連れて王たちを倒し、略奪された人や財産

を奪還して帰ってきます。すると、不思議なことが起こるのです。 

 

14:17 アブラムがケダラオメルとその連合の王たちを撃ち破って帰った時、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の

谷に出て彼を迎えた。 

14:18 その時、サレムの王メルキゼデクはパンとぶどう酒とを持ってきた。彼はいと高き神の祭司である。 

14:19 彼はアブラムを祝福して言った、「願わくは天地の主なるいと高き神が、アブラムを祝福されるように。 

14:20 願わくはあなたの敵をあなたの手に渡されたいと高き神があがめられるように」。アブラムは彼にすべての物の

十分の一を贈った。 

 

ここに出て来るメルキゼデクという人物は、突然現れて、それ以後には出て来ません。この不思議な人物

について、著者はさらに詳しく注解します。 

 

7:1 このメルキゼデクはサレムの王であり、いと高き神の祭司であったが、王たちを撃破して帰るアブラハムを迎えて

祝福し、 

7:2 それに対して、アブラハムは彼にすべての物の十分の一を分け与えたのである。その名の意味は、第一に義の

王、次にまたサレムの王、すなわち平和の王である。 

7:3 彼には父がなく、母がなく、系図がなく、生涯の初めもなく、生命の終りもなく、神の子のようであって、いつまでも

祭司なのである。 

 

ここは、独特の解釈技法（ぺシェル）が使われているのですが、そんなに専門知識を駆使しなくても理解

できます。メルキゼデクはいと高き神の祭司と書かれていますので、その神は偶像ではなく真の神のよう

です。この時には祭司制も無かったのに、どうして彼は祭司だったのでしょうか。アブラハムはなぜ、彼

の祝福を受けて十分の一をささげたのでしょう。よく考えると、これは非常に奇妙な記事です。 

著者は、まず彼の名前や役職を分析します。メルキゼデクというヘブル語の意味は「義の王」です。日本

でも、たとえば「健太郎」には、すこやかであるように、との願いが込められていますが、それと同じよ

うにヘブライ語の名前にも意味があります。さらに彼は「サレムの王」でした。それはエルサレムを暗示

しています。そしてさらに、それは「平和の王」だというのです。これは「サレム」に平和、シャローム

という意味があるからです。著者はメルキゼデクについて３つの属性を示したまま、その結論を示してい
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ませんが、それは読者がみんな知っていることだからです。これは全てメシアの属性でした。 

 

人間の王はみな罪を犯すので「義の王」とは言えません。メシアの型ダビデでさえも、罪にまみれていま

した。しかし、メルキゼデクは義の王メシアなのです。サレム、あるいはエルサレムの王はどうでしょう

か。もちろん、それはメシアの別名の一つです。そしてもちろん「平和の王」「平和の君」は、私たちも

良く知っているキリストの呼称です。 

 

そして著者は、大胆な主張をします。メルキゼデクには「父がなく、母がなく、系図がなく、生涯の初め

もなく、生命の終りもなく、神の子のようであって、いつまでも祭司」だというのです。これは、メルキ

ゼデクの系図が聖書に掲載されていない、つまり誰の子だとも書かれてないからなのです。 

しかし、これは「沈黙の論証」と言われる、とても危険な推論です。聖書の中には多くの登場人物がいま

すが、みんな系図があるわけではありません。系図が無い人はみな永遠に生きている神の子なのでしょう

か。だからヘブル書の著者は、この「堅い食物」が、「善悪を見分ける感覚を実際に働かせて訓練された

成人」でないと、消化不良を起こすと警告するのです。 

 

とはいうものの、この論証には、ある程度の妥当性があります。それは、彼が「いと高き神の祭司として

アブラハムを祝福する」という特別な役目であること、さらにもう一つの証拠があるからです。それは、

詩編 110:4「主は誓いを立てて、み心を変えられることはない、『あなたはメルキゼデクの位にしたがっ

てとこしえに祭司である』。」という箇所です。メルキゼデクの位にしたがって永遠に祭司だ、というので

すから、メルキゼデクも永遠に生きていた、というわけです。 

さらに著者は十一献金に議論を進めます。 

 

レビ系の祭司より上の祭司制 

 

7:4 そこで、族長のアブラハムが最もよいぶんどり品の十分の一を与えたのだから、この人がどんなにすぐれた人物

であったかが、あなたがたにわかるであろう。 

7:5 さて、レビの子のうちで祭司の務をしている者たちは、兄弟である民から、同じくアブラハムの子孫であるにもか

かわらず、十分の一を取るように、律法によって命じられている。 

7:6 ところが、彼らの血統に属さないこの人が、アブラハムから十分の一を受けとり、約束を受けている者を祝福した

のである。 

7:7 言うまでもなく、小なる者が大なる者から祝福を受けるのである。 

7:8 その上、一方では死ぬべき人間が、十分の一を受けているが、他方では「彼は生きている者」とあかしされた人

が、それを受けている。 

7:9 そこで、十分の一を受けるべきレビでさえも、アブラハムを通じて十分の一を納めた、と言える。 

7:10 なぜなら、メルキゼデクがアブラハムを迎えた時には、レビはまだこの父祖の腰の中にいたからである。 

 

十分の一献金から序列を推定し、メルキゼデクの位の方が、レビよりも高いとの論証です。私たちにとっ

て、大祭司イエスの方がレビ系の祭司よりも優れたものであることは自明のことですが、読者にとっては

これは重要なことでした。なぜなら、彼らはイエスを信じることをやめて、もとのユダヤ教に戻ろうとし

ていたからです。それでも、彼らは腐敗し切った神殿の祭司制は忌み嫌っていました。しかし、祭司がい
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なければ罪や穢れを取り除くことは不可能です。これは彼らの悩みの種だったと思われます。そこで著者

は、レビ系の祭司よりも優れた祭司制があるのだと、力を込めて丁寧に論証しているのです。 

 

7:11 もし全うされることがレビ系の祭司制によって可能であったら――民は祭司制の下に律法を与えられたのである

が――なんの必要があって、なお、「アロンに等しい」と呼ばれない、別な「メルキゼデクに等しい」祭司が立て

られるのであるか。 

7:12 祭司制に変更があれば、律法にも必ず変更があるはずである。 

7:13 さて、これらのことは、いまだかつて祭壇に奉仕したことのない、他の部族に関して言われているのである。 

7:14 というのは、わたしたちの主がユダ族の中から出られたことは、明らかであるが、モーセは、この部族について、

祭司に関することでは、ひとことも言っていない。 

7:15 そしてこの事は、メルキゼデクと同様な、ほかの祭司が立てられたことによって、ますます明白になる。 

7:16 彼は、肉につける戒めの律法によらないで、朽ちることのないいのちの力によって立てられたのである。 

7:17 それについては、聖書に「あなたこそは、永遠に、メルキゼデクに等しい祭司である」とあかしされている。 

7:18 このようにして、一方では、前の戒めが弱くかつ無益であったために無効になると共に、 

7:19 （律法は、何事をも全うし得なかったからである）、他方では、さらにすぐれた望みが現れてきて、わたしたちを神

に近づかせるのである。 

 

神がイエスをメルキゼデクに等しい祭司に任命された際は、制度ではなく神ご自身の不変の誓いで祭司

になられたのだと、著者は論証します。それは、律法の変更を伴っている、とは重要な指摘です。それは

次章で詳しく論じられます。とても丁寧に論証しているので、ここは解説の必要は無いでしょう。 

 

7:20 その上に、このことは誓いをもってなされた。人々は、誓いをしないで祭司とされるのであるが、 

7:21 この人の場合は、次のような誓いをもってされたのである。すなわち、彼について、こう言われている、「主は誓

われたが、心を変えることをされなかった。あなたこそは、永遠に祭司である」。 

7:22 このようにして、イエスは更にすぐれた契約の保証となられたのである。 

7:23 かつ、死ということがあるために、務を続けることができないので、多くの人々が祭司に立てられるのである。 

7:24 しかし彼は、永遠にいますかたであるので、変らない祭司の務を持ちつづけておられるのである。 

7:25 そこでまた、彼は、いつも生きていて彼らのためにとりなしておられるので、彼によって神に来る人々を、いつも

救うことができるのである。 

7:26 このように、聖にして、悪も汚れもなく、罪人とは区別され、かつ、もろもろの天よりも高くされている大祭司こそ、

わたしたちにとってふさわしいかたである。 

7:27 彼は、ほかの大祭司のように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために、日々、いけにえをささげる必要はな

い。なぜなら、自分をささげて、一度だけ、それをされたからである。 

7:28 律法は、弱さを身に負う人間を立てて大祭司とするが、律法の後にきた誓いの御言は、永遠に全うされた御子

を立てて、大祭司としたのである。 

 

天にある神が作られた幕屋 

 

５章の初めでは、大祭司が弱さを身に負っていることが強調されましたが、ここでイエスは、最初は弱さ

を身に負いつつ、ついには弱さを超えて「永遠に全うされた」お方なのです。さて、ここで議論は「人間

によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所」に入ります。すでに述べたように、この手紙には、「神

殿」あるいは「宮」という言葉が出て来ません。それは、彼らが地上の神殿をけがれたものとして忌み嫌

っていたからです。 

人間の組織には、必ず欠点があります。教会でさえも腐敗します。そこで、様々な問題にいや気がさして

教会を去ろうとしている人に、「天におけるまことの教会が」があると言うと、彼らは聞くでしょう。そ
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れと同じです。ではいったい、「真の幕屋」とは何なのでしょうか。それについて著者は詳しく論じます。 

 

8:1 以上述べたことの要点は、このような大祭司がわたしたちのためにおられ、天にあって大能者の御座の右に座し、 

8:2 人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられる、ということである。 

8:3 おおよそ、大祭司が立てられるのは、供え物やいけにえをささげるためにほかならない。したがって、この大祭司

もまた、何かささぐべき物を持っておられねばならない。 

8:4 そこで、もし彼が地上におられたなら、律法にしたがって供え物をささげる祭司たちが、現にいるのだから、彼は

祭司ではあり得なかったであろう。 

8:5 彼らは、天にある聖所のひな型と影とに仕えている者にすぎない。それについては、モーセが幕屋を建てようとし

たとき、御告げを受け、「山で示された型どおりに、注意してそのいっさいを作りなさい」と言われたのである。 

8:6 ところがキリストは、はるかにすぐれた務を得られたのである。それは、さらにまさった約束に基いて立てられた、

さらにまさった契約の仲保者となられたことによる。 

8:7 もし初めの契約に欠けたところがなかったなら、あとのものが立てられる余地はなかったであろう。 

 

真の幕屋は、モーセが見せられたものでした。ここで常識的に言えば、モーセが山で神に示されたのは

「青写真」あるいは「模型」で、でき上がった幕屋あるいは神殿が「本物」だという事になりますが、こ

こで著者は山で見せられ方が「本物」であり、地上に人の手で造られた幕屋や神殿の方は「ひな型」であ

り「影」だと言うのです。 

それは、すでに出エジプト記にも示されていると、ヨセフ・シュラム師は指摘しています。出エジプト１

５：１７には、「み手によって建てられた聖所」という言葉が出て来ます。神はモーセに幕屋の制作を命

じておきながら、ここではすでに自分で聖所を建てると宣言しておられるのです。 

 

そこで著者は、地上の幕屋や祭司制を決めたモーセ契約もまた「影」に過ぎないものであり、さらにまさ

った約束・契約があるのだと、論を進めます。これこそ、本書の核心です。 

そこで、７節に注目してください。ここには、初めの契約に「欠けたところ」があったと書かれています。

しかし、ちょっと待ってください。６章では、神の約束が不変だと、あれほど語っていたのに、それに「欠

けたところ」があったのでしょうか。その秘密は次の章で明かされます。 

 

新しい契約はイスラエルと立てられる 

 

8:8 ところが、神は彼らを責めて言われた、「主は言われる、見よ、わたしがイスラエルの家およびユダの家と、新しい

契約を結ぶ日が来る。 

8:9 それは、わたしが彼らの先祖たちの手をとって、エジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなも

のではない。彼らがわたしの契約にとどまることをしないので、わたしも彼らをかえりみなかったからであると、主

が言われる。 

8:10 わたしが、それらの日の後、イスラエルの家と立てようとする契約はこれである、と主が言われる。すなわち、わ

たしの律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして、わたしは彼らの神となり、彼らはわた

しの民となるであろう。 

8:11 彼らは、それぞれ、その同胞に、また、それぞれ、その兄弟に、主を知れ、と言って教えることはなくなる。なぜ

なら、大なる者から小なる者に至るまで、彼らはことごとく、わたしを知るようになるからである。 

8:12 わたしは、彼らの不義をあわれみ、もはや、彼らの罪を思い出すことはしない」（エレミヤ 31:31-34）。 

8:13 神は、「新しい」と言われたことによって、初めの契約を古いとされたのである。年を経て古びたものは、やがて

消えていく。 
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これは、エレミヤの預言です。ちなみに、ここにある「新しい契約」は、ヘブライ語では「ブリット・ハ

ダシャー」つまり、新約聖書と同じ語なので、初めて読んだユダヤ人たちはとても驚くそうです。 

さて、ここで重要な事実が明らかにされます。それは、新約がアブラハム契約の更新ではなく、モーセ契

約の更新だということです。祭司制を定めたのは、アブラハム契約ではなくモーセ契約でした。モーセ契

約による祭司制、地上の幕屋や神殿は、単なる「模型」であり、その本体は天にある、ということなので

す。地上の幕屋に関する規定を定めた古い契約から、新しい契約に移行するのは、神の最初からのご計画

でした。 

６章は、アブラハム契約の確実性が論拠になっていますが、８章はモーセ契約の不完全性が論拠です。な

ぜ不完全だったのでしょうか。アブラハム契約が片務契約であったのに対して、モーセ契約は双務契約で

した。たとえば、アパートの賃貸借契約は、借主が家賃を払い、貸主は家を提供するという契約です。貸

主である神がいくら忠実に契約を履行しても、借主であるイスラエルが全く家賃を払わなければ、契約は

解除せざるを得ません。それと同じ原理なのです。 

１３節には「やがて消えて行く」と書かれています。これは、少しずつ消えつつあるということで、まだ

新しい契約が完全になるまでは、部分的に役目が残っていることを意味します。新しい契約が完全に成就

すると、「主を知れ、と言って教えることはなくなる」のですから、牧師も宣教師もみな失業することに

なりますが、残念ながら、まだ完全にそうはなっていないのです。 

 

そして、新しい契約が、教会と結ばれるのではなく、「イスラエルの家とユダの家」と結ばれることに注

意しましょう。本書はユダヤ人だけを対象に書かれているので、そこに異邦人がどのように加えられるの

か、著者は全く説明していませんが、それはパウロなどの書簡で学ぶ必要があります。エペソ２：１２～

１３にあるように、私たちはもともと契約に縁が無かったのに、キリストによって「近いもの」とされた

のでした。 
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ヘブル人への手紙（７）9:1-10:39 

 

幕屋の構造が物語るもの 

 

さて、著者はここで、幕屋の構造と儀式の説明がはいります。多少ややこしい説明ですが、最初にも説明

したとおり、この説明の結論は私たちがよく知っていることです。しかし、それを「ユダヤ人たちにわか

りやすく」説明するために、著者が持ち出している説明の材料が、私たちの知らない事ばかりなので、多

少当惑します。 

 

 9:1 さて、初めの契約にも、礼拝についてのさまざまな規定と、地上の聖所とがあった。 

 9:2 すなわち、まず幕屋が設けられ、その前の場所には燭台と机と供えのパンとが置かれていた。これが、聖所と呼

ばれた。 

 9:3 また第二の幕の後に、別の場所があり、それは至聖所と呼ばれた。 

 9:4 そこには金の香壇と全面金でおおわれた契約の箱とが置かれ、その中にはマナのはいっている金のつぼと、

芽を出したアロンのつえと、契約の石板とが入れてあり、 

 9:5 箱の上には栄光に輝くケルビムがあって、贖罪所をおおっていた。これらのことについては、今ここで、いちい

ち述べることができない。 

 9:6 これらのものが、以上のように整えられた上で、祭司たちは常に幕屋の前の場所にはいって礼拝をするのであ

るが、 

 9:7 幕屋の奥には大祭司が年に一度だけはいるのであり、しかも自分自身と民とのあやまちのためにささげる血を

たずさえないで行くことはない。 

 

ここでは、幕屋あるいは神殿の構造と、大贖罪日の儀式が論じられています。幕屋や神殿の中心施設は小

さな建物あるいはテントでした。その建物に入ることを許されたのは祭司だけで、普通の人は遠くから見

るだけでした。その建物の内部は２つに仕切られていて、人々から見て手前にある部分を「聖所」、奥の

部分を「至聖所」と言いました。 

祭司は毎日、聖所に入って香をたいたり、パンを供えたり、明かりを灯したりします。一方、至聖所には

契約の箱が置かれているのですが、そこには年に１回、大贖罪日（ヨム・キプール）に大祭司だけが入る

ことができます。その規定はレビ記１６章に書かれていて、とても複雑なのですが、とにかくそれは、イ

スラエル全家の罪が贖われる重要な日でした。 

現在ではすでに神殿が失われているため、その儀式は行われませんが、それでもユダヤ人たちは丸一日、

断食して悔い改めます。それは今のユダヤ人たちにとって、最も厳粛な日なのですが、本書読者にとって

も重要な日だったに違いありません。彼らは厭世的で、自分たちは清くならなければならないと考えてい

たのですが、それには大贖罪日に罪の赦しを受ける必要がありました。ところが、その贖いは彼らが忌み

嫌っていた神殿で行われていたのです。そこで、大贖罪日の罪の贖いは、本書読者の最大の関心事の一つ

だったに違いありません。 

 

 9:8 それによって聖霊は、前方の幕屋が存在している限り、聖所にはいる道はまだ開かれていないことを、明らかに

示している。 

 9:9 この幕屋というのは今の時代に対する比喩である。すなわち、供え物やいけにえはささげられるが、儀式にたず
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さわる者の良心を全うすることはできない。 

 9:10 それらは、ただ食物と飲み物と種々の洗いごとに関する行事であって、改革の時まで課せられている肉の規

定にすぎない。 

 

ここは、多少訳語が混乱しているのですが、論旨は明かです。つまり聖所があるということは、至聖所に

入る道が一般公開されていない、ということなのです。当時、すでに幕屋は無く、神殿がありましたが、

それがあること自体、至聖所への道はまだ閉ざされているのだと、著者は言うのです。著者は、ある時が

来れば「至聖所」、つまり神と直接交われる場所に、私たちも入れるのだが、それが実現するためには時

間がかかる、忍耐して待てというわけです。それが実現する時を、著者は「改革の時」と言っています。

この未来志向はヘブル書の特徴です。 

では、現在ある儀式は何なのか、というと、それは儀式に携わる者たちの良心を全うできない、ただの規

定と行事だというわけです。これは、読者にとっては納得できる主張だったと思われます。 

 

 9:11 しかしキリストがすでに現れた祝福の大祭司としてこられたとき、手で造られず、この世界に属さない、さらに大

きく、完全な幕屋をとおり、 

 9:12 かつ、やぎと子牛との血によらず、ご自身の血によって、一度だけ聖所にはいられ、それによって永遠のあが

ないを全うされたのである。 

 9:13 もし、やぎや雄牛の血や雌牛の灰が、汚れた人たちの上にまきかけられて、肉体をきよめ聖別するとすれば、 

 9:14 永遠の聖霊によって、ご自身を傷なき者として神にささげられたキリストの血は、なおさら、わたしたちの良心を

きよめて死んだわざを取り除き、生ける神に仕える者としないであろうか。 

 

キリストは地上の幕屋（神殿）ではなく、天にある幕屋を通って来られた、と著者は言います。ここでは

「雌牛の灰」も言及されます。これは民数記１９章に登場する、死人の汚れを清める不思議な儀式のこと

です。これを論じ始めると、とても時間がかかるので、今日は話しませんが、とにかく神は様々な儀式で

イスラエルの罪や汚れを除く儀式を定めておられました。 

もし、こうした儀式で肉体を聖別できるのなら、キリストの血は良心を清めるはずだ、と著者は指摘しま

す。著者は儀式を完全否定しているわけではなく、その「限界」を指摘しているのです。しかし、神殿が

なくなっている今、すでに儀式による清めは不可能になっています。著者がそれを知っていたら、たぶん

神殿の破壊に言及したのではないでしょうか。 

 

初めの契約と新しい契約 

 

 9:15 それだから、キリストは新しい契約の仲保者なのである。それは、彼が初めの契約のもとで犯した罪過をあがな

うために死なれた結果、召された者たちが、約束された永遠の国を受け継ぐためにほかならない。 

 9:16 いったい、遺言には、遺言者の死の証明が必要である。 

 9:17 遺言は死によってのみその効力を生じ、遺言者が生きている間は、効力がない。 

 9:18 だから、初めの契約も、血を流すことなしに成立したのではない。 

 9:19 すなわち、モーセが、律法に従ってすべての戒めを民全体に宣言したとき、水と赤色の羊毛とヒソプとの外に、

子牛とやぎとの血を取って、契約書と民全体とにふりかけ、 

 9:20 そして、「これは、神があなたがたに対して立てられた契約の血である」と言った。 

 9:21 彼はまた、幕屋と儀式用の器具いっさいにも、同様に血をふりかけた。 

 9:22 こうして、ほとんどすべての物が、律法に従い、血によってきよめられたのである。血を流すことなしには、罪の

ゆるしはあり得ない。 
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さて、ここではキリストの血が、罪を贖うだけでなく、新しい契約のために流された明らかにされます。

古い契約は不完全であり模型なのですが、それでも模型と実物には共通の性質があるのです。ここで、い

きなり「遺言」という言葉が出て来て面食らいますが、ここは契約（ギリシャ語でディアセーケー）には、

遺言という意味もあるからです。ヘブライ語の契約（ブリット）には、そのような意味は無いので、この

手紙は「ギリシャ語で考える」人によって書かれていることがわかります。 

確かに、遺言は遺言者が生きている間は効力がなく、死（血が流れる）によって有効になる、という特徴

があります。そのほかに、遺言の契約としての特徴は、それが日常的な片務契約の典型例であるというこ

とです。遺言者は、相手方の了解なしに財産を与えるという遺言をすることができます。もちろん、相続

拒否は可能ですが、遺言者はすでに死んでいるので取消は不可能なのです。新約もこれと似た性質があり

ます。 

 

 9:23 このように、天にあるもののひな型は、これらのものできよめられる必要があるが、天にあるものは、これらより更

にすぐれたいけにえで、きよめられねばならない。 

 9:24 ところが、キリストは、ほんとうのものの模型にすぎない、手で造った聖所にはいらないで、上なる天にはいり、

今やわたしたちのために神のみまえに出て下さったのである。 

 9:25 大祭司は、年ごとに、自分以外のものの血をたずさえて聖所にはいるが、キリストは、そのように、たびたびご

自身をささげられるのではなかった。 

 9:26 もしそうだとすれば、世の初めから、たびたび苦難を受けねばならなかったであろう。しかし事実、ご自身をい

けにえとしてささげて罪を取り除くために、世の終りに、一度だけ現れたのである。 

 9:27 そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後さばきを受けることとが、人間に定まっているように、 

 9:28 キリストもまた、多くの人の罪を負うために、一度だけご自身をささげられた後、彼を待ち望んでいる人々に、罪

を負うためではなしに二度目に現れて、救を与えられるのである。 

 

ここは、私たちクリスチャンにとっては自明のことです。律法による罪の贖いは不完全なのですが、キリ

ストの完全な犠牲によって、一度で全ての罪が贖われるのです。 

ここで注目すべきなのは、再臨への言及です。「世の終わり」に、キリストは再び現れて、今度は「救い」

をお与えになります。初降臨は罪を負い、再臨は救いをもたらすために来られるのです。ということは、

私たちはまだ「救い」を受けとっていないのです。これは、パウロ書簡とは異なる視点です。 

よく新約聖書を分析してみると、救いには３つあることがわかります。ですから、聖書辞典は３つの救い

の意味を掲載しています。第一は具体的な危険から救われること、第二は現時点で受け取れるキリスト者

としての救い、第三はここヘブル書などで描き出される終末論的な救いです。ヘブル書は、第三の救いに

力点を置いて解説する点で特異なのです。 

 

不完全な犠牲と完全な犠牲 

 

 10:1 いったい、律法はきたるべき良いことの影をやどすにすぎず、そのものの真のかたちをそなえているものでは

ないから、年ごとに引きつづきささげられる同じようないけにえによっても、みまえに近づいて来る者たちを、全

うすることはできないのである。 

 10:2 もしできたとすれば、儀式にたずさわる者たちは、一度きよめられた以上、もはや罪の自覚がなくなるのである

から、ささげ物をすることがやんだはずではあるまいか。 

 10:3 しかし実際は、年ごとに、いけにえによって罪の思い出がよみがえって来るのである。 
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 10:4 なぜなら、雄牛ややぎなどの血は、罪を除き去ることができないからである。 

 10:5 それだから、キリストがこの世にこられたとき、次のように言われた、「あなたは、いけにえやささげ物を望まれな

いで、わたしのために、からだを備えて下さった。 

 10:6 あなたは燔祭や罪祭を好まれなかった。 

 10:7 その時、わたしは言った、『神よ、わたしにつき、巻物の書物に書いてあるとおり、見よ、御旨を行うためにまい

りました』」（詩篇 40:6-8）。 

 10:8 ここで、初めに、「あなたは、いけにえとささげ物と燔祭と罪祭と（すなわち、律法に従ってささげられるもの）を

望まれず、好まれもしなかった」とあり、 

 10:9 次に、「見よ、わたしは御旨を行うためにまいりました」とある。すなわち、彼は、後のものを立てるために、初め

のものを廃止されたのである。 

 10:10 この御旨に基きただ一度イエス・キリストのからだがささげられたことによって、わたしたちはきよめられたので

ある。 

 10:11 こうして、すべての祭司は立って日ごとに儀式を行い、たびたび同じようないけにえをささげるが、それらは決

して罪を除き去ることはできない。 

 10:12 しかるに、キリストは多くの罪のために一つの永遠のいけにえをささげた後、神の右に座し、 

 10:13 それから、敵をその足台とするときまで、待っておられる。 

10:14 彼は一つのささげ物によって、きよめられた者たちを永遠に全うされたのである。 

 10:15 聖霊もまた、わたしたちにあかしをして、 

 10:16 「わたしが、それらの日の後、彼らに対して立てようとする契約はこれであると、主が言われる。わたしの律法

を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけよう」（エレミヤ 31:33）と言い、 

 10:17 さらに、「もはや、彼らの罪と彼らの不法とを、思い出すことはしない」（エレミヤ 31:34）と述べている。 

 10:18 これらのことに対するゆるしがある以上、罪のためのささげ物は、もはやあり得ない。 

 

「年ごとに、いけにえによって罪の思い出がよみがえって来る」は、何とも皮肉です。クリスチャンであ

る私たちは、もともと神殿での犠牲を知らないので、このあたりは何も抵抗なく理解できますが、本書の

読者はどうだったのでしょうか。彼らが、神殿犠牲の重要性は理解しつつも、腐敗した祭司制と、神殿制

度を忌み嫌っていた人々だとすれば、熱心に耳を傾けたに違いありません。 

「これらのことに対するゆるしがある以上、罪のためのささげ物は、もはやあり得ない」というのは力強

い言葉です。この言葉は、この手紙の直接的な読者だけでなく、紀元７０年の神殿破壊の後、神殿での犠

牲がささげられなくなった時代のユダヤ人たちの心を動かしたに違いありません。 

 

忍耐によって約束のものを得る 

 

ここで著者は、今までに何度も繰り返されてきたように、読者に励ましと警告を与えています。これは何

度も繰り返される本書独特のパターンです。 

 

 10:19 兄弟たちよ。こういうわけで、わたしたちはイエスの血によって、はばかることなく聖所にはいることができ、 

 10:20 彼の肉体なる幕をとおり、わたしたちのために開いて下さった新しい生きた道をとおって、はいって行くことが

できるのであり、 

 10:21 さらに、神の家を治める大いなる祭司があるのだから、 

 10:22 心はすすがれて良心のとがめを去り、からだは清い水で洗われ、まごころをもって信仰の確信に満たされつ

つ、みまえに近づこうではないか。 

 10:23 また、約束をして下さったのは忠実なかたであるから、わたしたちの告白する望みを、動くことなくしっかりと持

ち続け、 

 10:24 愛と善行とを励むように互に努め、 

 10:25 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。 
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 10:26 もしわたしたちが、真理の知識を受けたのちにもなお、ことさらに罪を犯しつづけるなら、罪のためのいけにえ

は、もはやあり得ない。 

 10:27 ただ、さばきと、逆らう者たちを焼きつくす激しい火とを、恐れつつ待つことだけがある。 

 10:28 モーセの律法を無視する者が、あわれみを受けることなしに、二、三の人の証言に基いて死刑に処せられる

とすれば、 

 10:29 神の子を踏みつけ、自分がきよめられた契約の血を汚れたものとし、さらに恵みの御霊を侮る者は、どんなに

か重い刑罰に価することであろう。 

 10:30 「復讐はわたしのすることである。わたし自身が報復する」と言われ、また「主はその民をさばかれる」と言われ

たかたを、わたしたちは知っている。 

 10:31 生ける神のみ手のうちに落ちるのは、恐ろしいことである。 

 

つまり、キリストの完全な犠牲が、私たちの罪を全て赦してくれるとすれば、罪を犯してもＯＫだという

ことになります。これは、パウロもローマ３：８で言っている議論で、キリストによって罪を赦された者

たちは罪を犯し続けるのではなく、罪と戦わないといけないのです。信仰がマンネリ化している人々に、

著者は「そのまま落ちて行くと、とんでもないことになる」と警告します。信仰は、あるところまで落ち

ると、回復不可能になるポイントがあるのです。 

 

 10:32 あなたがたは、光に照されたのち、苦しい大きな戦いによく耐えた初めのころのことを、思い出してほしい。 

 10:33 そしられ苦しめられて見せ物にされたこともあれば、このようなめに会った人々の仲間にされたこともあった。 

 10:34 さらに獄に入れられた人々を思いやり、また、もっとまさった永遠の宝を持っていることを知って、自分の財産

が奪われても喜んでそれを忍んだ。 

 10:35 だから、あなたがたは自分の持っている確信を放棄してはいけない。その確信には大きな報いが伴っている

のである。 

 10:36 神の御旨を行って約束のものを受けるため、あなたがたに必要なのは、忍耐である。 

 10:37 「もうしばらくすれば、きたるべきかたがお見えになる。遅くなることはない。 

 10:38 わが義人は、信仰によって生きる。もし信仰を捨てるなら、わたしのたましいはこれを喜ばない」（ハバクク

2:3-4）。 

 10:39 しかしわたしたちは、信仰を捨てて滅びる者ではなく、信仰に立って、いのちを得る者である。 

 

この人々は、信仰が少しマンネリ化して、押し流されかけてはいたのですが、大きな苦難に耐え、犠牲を

払ってきたのでした。ある人々は、見せ物にされ、財産まで失いました。それなのに、「だまされたので

はないか」と、心の内で思い、昔の天使礼拝などに戻ろうとしていたのです。そうなったら大変なので、

最初の確信を捨てるな、「思い出せ」と著者は必死の呼びかけをしているのです。 

忍耐しないと約束のものが受けられない、と励ますために著者はハバクク書を引用します。ここにおける

「信仰」とは、霊的に訓練されて、高度なことを見抜く力でもなく、奇跡を起こす能力でもありません。

ただ、約束の成就を信じて待ち続けることなのです。預言者ハバククは、バビロンの勃興と神の裁きを預

言するのですが、目の前の社会悪は一向になくなりません。そこで彼は、支配者に苦言を呈することはせ

ず、ただじっと正義が行われるのを、信仰によって何年も待つのです。絶望的な状況の中で、神の約束の

成就を待ち続ける、それがヘブル書の語る「信仰」なのです。 
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ヘブル人への手紙（８）11:1-11:40 

 

未来志向の「信仰」 

 

 11:1 さて、信仰とは、望んでいる事がらを確信し、まだ見ていない事実を確認することである。 

 11:2 昔の人たちは、この信仰のゆえに賞賛された。 

 11:3 信仰によって、わたしたちは、この世界が神の言葉で造られたのであり、したがって、見えるものは現れている

ものから出てきたのでないことを、悟るのである。 

 

この１～３節は、信仰の基本としてよく語られますが「霊的」に解釈しすぎないようにしなければなりま

せん。この「望んでいる事がら」や「まだ見ていない事実」は、基本的には未来の事であって、まだ成就

していないのですが、それが必ず起こると信じて待つことが、著者の強調する信仰なのです。 

本書読者は、約束が成就するとの希望を捨てて、元の信仰に戻りかけていました。その人々に「希望を捨

てるな」と呼びかけるのがこの章の目的です。 

ここで著者は、「世界が神の言葉で造られた」などと、やや哲学的な議論をしていますが、それは、目に

見えない神が、ある目的と計画をもって世界を動かしておられる、という指摘なのです。 

この章は、旧約聖書のダイジェスト版のようですが、よく見ると奇妙な個所ばかりがピックアップされて

います。著者は、どんな意図で事件を選んだのか、考えながら読んでみましょう。 

 

神を喜ばせる方法 

 

 11:4 信仰によって、アベルはカインよりもまさったいけにえを神にささげ、信仰によって義なる者と認められた。神が、

彼の供え物をよしとされたからである。彼は死んだが、信仰によって今もなお語っている。 

 11:5 信仰によって、エノクは死を見ないように天に移された。神がお移しになったので、彼は見えなくなった。彼が

移される前に、神に喜ばれた者と、あかしされていたからである。 

 11:6 信仰がなくては、神に喜ばれることはできない。なぜなら、神に来る者は、神のいますことと、ご自分を求める

者に報いて下さることとを、必ず信じるはずだからである。 

 11:7 信仰によって、ノアはまだ見ていない事がらについて御告げを受け、恐れかしこみつつ、その家族を救うため

に箱舟を造り、その信仰によって世の罪をさばき、そして、信仰による義を受け継ぐ者となった。 

 

著者が強調するのは、人間が神を「喜ばせる」ことができる、ということです。喜ぶのですから、怒るこ

ともあります。神は単なる「宇宙の法則」ではなく。供え物を「よし」としたり、退けたりします。 

「義と認める」も重要です。ここに出て来る３人は、いずれも「良心の時代」の義人ですが、彼らは良い

行いで神を喜ばせたのでした。 

神を信じることは、「神のいますこと」を信じるだけでは不十分です。「求める者に報いて下さる」ことが

重要なのです。これは大きな違いです。「日本の総理大臣が安倍晋三であること信じている」のと、「安倍

晋三に何かを求めれば聞いてくれる」と信じるのでは、天地の開きがあるのです。 

また、神は「御告げ」を与える、つまり人に語りかけます。そこで、ノアのように神が語った言葉を信じ

るかどうかが大問題なのです。 
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彼らが待ち望んだもの 

 

 11:8 信仰によって、アブラハムは、受け継ぐべき地に出て行けとの召しをこうむった時、それに従い、行く先を知ら

ないで出て行った。 

 11:9 信仰によって、他国にいるようにして約束の地に宿り、同じ約束を継ぐイサク、ヤコブと共に、幕屋に住んだ。 

 11:10 彼は、ゆるがぬ土台の上に建てられた都を、待ち望んでいたのである。その都をもくろみ、また建てたのは、

神である。 

 11:11 信仰によって、サラもまた、年老いていたが、種を宿す力を与えられた。約束をなさったかたは真実であると、

信じていたからである。 

 11:12 このようにして、ひとりの死んだと同様な人から、天の星のように、海べの数えがたい砂のように、おびただし

い人が生れてきたのである。 

 11:13 これらの人はみな、信仰をいだいて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見

て喜び、そして、地上では旅人であり寄留者であることを、自ら言いあらわした。 

 11:14 そう言いあらわすことによって、彼らがふるさとを求めていることを示している。 

 11:15 もしその出てきた所のことを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。 

 11:16 しかし実際、彼らが望んでいたのは、もっと良い、天にあるふるさとであった。だから神は、彼らの神と呼ばれ

ても、それを恥とはされなかった。事実、神は彼らのために、都を用意されていたのである。 

 

これらの信仰の偉人たちは「約束のものは受けていなかった」のです。そして著者は、読者に忍耐を呼び

かけます。彼らが本当に「天にあるふるさと」を望んでいたかどうか、多少疑わしいのですが、少なくと

もそれは離散地で暮らす現代のユダヤ人の信条に通じます。彼らは家を建てる時に、一部をわざと未完成

にして「これは仮住まいです」と言うのだと、聞いたことがあります。 

 

ヘブル書が注目する「信仰」とは 

 

 11:17 信仰によって、アブラハムは、試錬を受けたとき、イサクをささげた。すなわち、約束を受けていた彼が、その

ひとり子をささげたのである。 

 11:18 この子については、「イサクから出る者が、あなたの子孫と呼ばれるであろう」と言われていたのであった。 

 11:19 彼は、神が死人の中から人をよみがえらせる力がある、と信じていたのである。だから彼は、いわば、イサクを

生きかえして渡されたわけである。 

 11:20 信仰によって、イサクは、きたるべきことについて、ヤコブとエサウとを祝福した。 

 11:21 信仰によって、ヤコブは死のまぎわに、ヨセフの子らをひとりびとり祝福し、そしてそのつえのかしらによりかか

って礼拝した。 

 11:22 信仰によって、ヨセフはその臨終に、イスラエルの子らの出て行くことを思い、自分の骨のことについてさしず

した。 

 11:23 信仰によって、モーセの生れたとき、両親は、三か月のあいだ彼を隠した。それは、彼らが子供のうるわしい

のを見たからである。彼らはまた、王の命令をも恐れなかった。 

 11:24 信仰によって、モーセは、成人したとき、パロの娘の子と言われることを拒み、 

 11:25 罪のはかない歓楽にふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待されることを選び、 

 11:26 キリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝にまさる富と考えた。それは、彼が報いを望み見ていたからで

ある。 

 11:27 信仰によって、彼は王の憤りをも恐れず、エジプトを立ち去った。彼は、見えないかたを見ているようにして、

忍びとおした。 

 11:28 信仰によって、滅ぼす者が、長子らに手を下すことのないように、彼は過越を行い血を塗った。 

 11:29 信仰によって、人々は紅海をかわいた土地をとおるように渡ったが、同じことを企てたエジプト人はおぼれ死

んだ。 

 11:30 信仰によって、エリコの城壁は、七日にわたってまわったために、くずれおちた。 

 11:31 信仰によって、遊女ラハブは、探りにきた者たちをおだやかに迎えたので、不従順な者どもと一緒に滅びるこ

とはなかった。 
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 11:32 このほか、何を言おうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル及び預言者たちについ

て語り出すなら、時間が足りないであろう。 

 

ここは「信仰列伝」と言われる下りです。さきほど信仰者として言及された「サラ」は笑ったし、イサク

がヤコブとエサウを祝福したのも間違いだったし、紅海を渡った人々は直前までモーセを信じなかった

し、エリコの城壁が崩れた時も、人々の中には信じない者もいたはずです。遊女ラハブに信仰があった、

という話はびっくり仰天で、その一方でダビデは「時間が足りない」と片付けられています。 

これを読むと「信仰」とは何なのか疑問がわいてきます。著者の言う「信仰」は、現在のクリスチャンの

私たちの考える「信仰」とかなり違うようなのです。 

 

世代を超えて完成される信仰 

 

 11:33 彼らは信仰によって、国々を征服し、義を行い、約束のものを受け、ししの口をふさぎ、 

 11:34 火の勢いを消し、つるぎの刃をのがれ、弱いものは強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた。 

 11:35 女たちは、その死者たちをよみがえらさせてもらった。ほかの者は、更にまさったいのちによみがえるために、

拷問の苦しみに甘んじ、放免されることを願わなかった。 

 11:36 なおほかの者たちは、あざけられ、むち打たれ、しばり上げられ、投獄されるほどのめに会った。 

 11:37 あるいは、石で打たれ、さいなまれ、のこぎりで引かれ、つるぎで切り殺され、羊の皮や、やぎの皮を着て歩き

まわり、無一物になり、悩まされ、苦しめられ、 

 11:38 （この世は彼らの住む所ではなかった）、荒野と山の中と岩の穴と土の穴とを、さまよい続けた。 

 

つまり、神のご計画の実現に人生を賭けた、ということが「信仰」の基準となっているのです。神が救い

のご計画を成就するにあたって、その捨石になる覚悟をして、それに従うことなのです。 

「この世は彼らの住む所ではなかった」という挿入句が示すように、本書はやや厭世的で、地上の事を嫌って

いるような論調がありますが、これはユダヤ思想の傾向ではありません。 

イエスは「世の光」であれと言い、この世界を明るくすることに関心があり、弟子たちが昇天前のイエス

に質問したのは「王国の復興」でした。黙示録の最後は新しいエルサレムが地上に降りて来る場面です。

ユダヤ教は世界の回復（ティックン・オラム）が目標なのですが、その点で、この書はあまりヘブライズ

ム的ではありません。しかし、物事には両面があることを私たちは知っておくべきです。 

 

 11:39 さて、これらの人々はみな、信仰によってあかしされたが、約束のものは受けなかった。 

 11:40 神はわたしたちのために、さらに良いものをあらかじめ備えて下さっているので、わたしたちをほかにしては

彼らが全うされることはない。 

 

しかし、ここはヘブライズムです。１１章全体に登場する信仰の偉人たちは、考えてみれば、誰も約束の

ものは受けていなかったのです。しかし「わたしたち」が「さらに良いもの」を受けるので、私たちによ

って彼らが全うされるというわけです。 

これは、近代個人主義の発想では、全く理解に苦しむ議論です。しかし、これこそがヘブル書の説く「信

仰」なのです。信仰というと、自分の人生を豊かにする「スパイス」のようなものだと考えがちですが、

ヘブル書の著者が語る「信仰」はそうではありません。個人の人生をはるかに超えた時間的スケールで進

む、神の「物語」に生きることなのです。 
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ヘブル書の著者も読者たちもまた、望みをいだいて死んだだけで、ここで言う「約束のもの」は受けませ

んでした。だから「わたしたちをほかにしては彼らが全うされることはない」のです。この「わたしたち」

には、イスラエル回復の重要性を理解した、日本のクリスチャンである私たちも含んでも良いと思いま

す。 
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ヘブル人への手紙（９）12:1-13:25 

 

雲のような多くの証人 

 

 12:1 こういうわけで、わたしたちは、このような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、いっさいの重荷と、

からみつく罪とをかなぐり捨てて、わたしたちの参加すべき競走を、耐え忍んで走りぬこうではないか。 

 12:2 信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、自分の前におか

れている喜びのゆえに、恥をもいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。 

 12:3 あなたがたは、弱り果てて意気そそうしないために、罪人らのこのような反抗を耐え忍んだかたのことを、思い

みるべきである。 

 12:4 あなたがたは、罪と取り組んで戦う時、まだ血を流すほどの抵抗をしたことがない。 

 

ここで著者は「証人」に囲まれているのだから、あなた方は頑張れと励まします。証人というのは、単な

る見物人という意味ではありません。前章末にあったように、雲のように多くの信仰の偉人たちは、みん

な約束のものを得られませんでした。ですから、彼らはみんな、私たちがそれを完成してくれるかどう

か、固唾をのんで見守っているのです。「あなた方が失敗したら、彼らの努力は無駄になってしまう。だ

から頑張って走り抜け」と、著者は言いたいのです。 

私たちの「参加すべき競争」は、マラソンではなく駅伝です。だから、私たちは、自分の持ち場を走りぬ

いて、次のランナーに信仰のバトンを渡さなければなりません。 

イエスは確かに「信仰の導き手であり完成者」なのですが、イエスがいくら「完成」していても、話はそ

れでは終わりません。それはちょうど、すばらしい製品が「完成」しても、それを実際に普及させて人々

が用いない限り、役には立たないのと同じ原理です。信仰は確かに完成しているのですが、世界の人々が

実際に約束のものを得られるかが問題なのです。 

 

そこで私たちは、「恥をもいとわないで」十字架を忍んだイエスを思わなければなりません。ここで著者

は、彼の肉体的苦しみではなく「恥」に注目しています。十字架は御子であった「のに」従順を学んだ

（５：８）のですが、その精神的苦難に意味があるのです。そして著者は「罪と取り組んで戦う時、血を

流すほどの抵抗」をするよう求めるのですが、これは迫っている現実的な迫害を示唆していると思いま

す。彼らが今まで耐えてきたのは、社会的不利益で、血までは流していなかったのですが、これからはそ

の可能性もあると、著者は警告するのです。 

 

主の訓練 

 

 12:5 また子たちに対するように、あなたがたに語られたこの勧めの言葉を忘れている、／「わたしの子よ、／主の訓

練を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはならない。 

 12:6 主は愛する者を訓練し、／受けいれるすべての子を、／むち打たれるのである」（箴言 3:11-12、ヨブ 5:17）。 

 12:7 あなたがたは訓練として耐え忍びなさい。神はあなたがたを、子として取り扱っておられるのである。いったい、

父に訓練されない子があるだろうか。 

 12:8 だれでも受ける訓練が、あなたがたに与えられないとすれば、それこそ、あなたがたは私生子であって、ほんと

うの子ではない。 
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 12:9 その上、肉親の父はわたしたちを訓練するのに、なお彼をうやまうとすれば、なおさら、わたしたちは、たましい

の父に服従して、真に生きるべきではないか。 

 12:10 肉親の父は、しばらくの間、自分の考えに従って訓練を与えるが、たましいの父は、わたしたちの益のため、

そのきよさにあずからせるために、そうされるのである。 

 12:11 すべての訓練は、当座は、喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、そ

れによって鍛えられる者に、平安な義の実を結ばせるようになる。 

 

ヘブル書で最も人気のある聖句の一つは、この箇所でしょう。「主の訓練」は、知恵文学からの引用です。

ヨブ記にも登場します。ヨブのように、たとえ苦難があったとても、訓練であれば、しばらくして苦難は

取り除かれ祝福が与えられます。それを思い起こすように言っているのです。これは、ユダヤ民族に対す

る神の「励まし」の言葉です。実際、ヨブ記はイスラエル民族の苦しみの意味を教えている。 

本書の読者たちは失望感から信仰を捨てかけていたのですが、もう一度、信仰を奮い立たせて、さらなる

訓練に備えるようにと、著者は呼びかけます。 

 

まっすぐな道 

 

 12:12 それだから、あなたがたのなえた手と、弱くなっているひざとを、まっすぐにしなさい。 

 12:13 また、足のなえている者が踏みはずすことなく、むしろいやされるように、あなたがたの足のために、まっすぐ

な道をつくりなさい。 

 12:14 すべての人と相和し、また、自らきよくなるように努めなさい。きよくならなければ、だれも主を見ることはできな

い。 

 12:15 気をつけて、神の恵みからもれることがないように、また、苦い根がはえ出て、あなたがたを悩まし、それによ

って多くの人が汚されることのないようにしなさい。 

 12:16 また、一杯の食のために長子の権利を売ったエサウのように、不品行な俗悪な者にならないようにしなさい。 

 12:17 あなたがたの知っているように、彼はその後、祝福を受け継ごうと願ったけれども、捨てられてしまい、涙を流

してそれを求めたが、悔改めの機会を得なかったのである。 

 

ここで、自分の足を強くするだけでなく「まっすぐな道をつくる」とあります。それは障害を取り除くこ

とであり、人のつまづきにならないようにすることでしょう。これは連帯責任の考え方です。自分だけが

走りぬけばいいわけではなく、みんなが走り抜けられるようにせよ、というのです。 

さらに「すべての人と相和し、また、自らきよくなるように」という訓戒も注目に値します。普通は、多

くの人と相和すと、間違った考え方に染まると警戒する人がいるのですが、著者はそうではない、と言う

のです。なぜなら、自分の中から「苦い根」がはえてくるからなのです。苦い根があると、そこからどん

どん悪いものが出て来て、自分を悩ますだけでなく、多くの人が汚染されます。すべての人と相和してい

ると、謙遜になってそういう悪いものから逆に守られるのです。 

 

シナイ山と天のエルサレムの比較 

 

 12:18 あなたがたが近づいているのは、手で触れることができ、火が燃え、黒雲や暗やみやあらしにつつまれ、 

 12:19 また、ラッパの響や、聞いた者たちがそれ以上、耳にしたくないと願ったような言葉がひびいてきた山ではな

い。 

 12:20 そこでは、彼らは、「けものであっても、山に触れたら、石で打ち殺されてしまえ」という命令の言葉に、耐える

ことができなかったのである。 
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 12:21 その光景が恐ろしかったのでモーセさえも、「わたしは恐ろしさのあまり、おののいている」と言ったほどである。 

 12:22 しかしあなたがたが近づいているのは、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の天使の祝

会、 

 12:23 天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者なる神、全うされた義人の霊、 

 12:24 新しい契約の仲保者イエス、ならびに、アベルの血よりも力強く語るそそがれた血である。 

 

これは、旧約のシナイ山での律法授与と、新約の比較です。シナイ山は恐ろしかったが、シオンの山は栄

光に満ちています。それは地上のエルサレムではなく、天にあるエルサレム、つまり黙示録に書かれてい

る輝く都です。そこでは主が涙をぬぐい去って下さるのです。 

ここでは、シナイ山とエルサレム、今のエルサレムと信仰の父たちが見た天のエルサレムという比較があ

りますが、これはガラテヤ書４章とよく似ています。今のエルサレムはローマの奴隷であり、腐敗しきっ

ているのですが、天にあるエルサレムはすばらしいのです。 

そしてイエスの血は「アベルの血よりも力強く語る」とあります。アベルの血は呪いを叫ぶのですが、イ

エスの血は赦しを宣言します。アベルをはじめ多くの義人は殺され「全うされ」ていなかったので叫ぶの

ですが、イエスの血は義人たちの霊を全うするのです。 

 

 12:25 あなたがたは、語っておられるかたを拒むことがないように、注意しなさい。もし地上で御旨を告げた者を拒

んだ人々が、罰をのがれることができなかったなら、天から告げ示すかたを退けるわたしたちは、なおさらそうな

るのではないか。 

 12:26 あの時には、御声が地を震わせた。しかし今は、約束して言われた、「わたしはもう一度、地ばかりでなく天を

も震わそう」（ハガイ 2:6）。 

 12:27 この「もう一度」という言葉は、震われないものが残るために、震われるものが、造られたものとして取り除かれ

ることを示している。 

 12:28 このように、わたしたちは震われない国を受けているのだから、感謝をしようではないか。そして感謝しつつ、

恐れかしこみ、神に喜ばれるように、仕えていこう。 

 12:29 わたしたちの神は、実に、焼きつくす火である。 

 

これが最後の警告です。著者は、このすばらしい福音を受入れれば恵があるが、拒んだとすれば罰がある

と警告します。 

その後はハガイ書の引用ですが、この「震う」はとても興味深い意味です。ハガイ書の方では、諸国民を

ふるうと財宝がエルサレムに集まって来るという預言です。しかし、エルサレムは震われることはありま

せん。 

その約束を受けている私たちは安心して仕えるべきなのです。 

 

 13:1 兄弟愛を続けなさい。 

 13:2 旅人をもてなすことを忘れてはならない。このようにして、ある人々は、気づかないで御使たちをもてなした。 

 13:3 獄につながれている人たちを、自分も一緒につながれている心持で思いやりなさい。また、自分も同じ肉体に

ある者だから、苦しめられている人たちのことを、心にとめなさい。 

 13:4 すべての人は、結婚を重んずべきである。また寝床を汚してはならない。神は、不品行な者や姦淫をする者を

さばかれる。 

 13:5 金銭を愛することをしないで、自分の持っているもので満足しなさい。主は、「わたしは、決してあなたを離れず、

あなたを捨てない」（申命記 31:6、ヨシュア 1:5）と言われた。 

 13:6 だから、わたしたちは、はばからずに言おう、／「主はわたしの助け主である。わたしには恐れはない。人は、

わたしに何ができようか」（詩篇 118:6）。 

 13:7 神の言をあなたがたに語った指導者たちのことを、いつも思い起しなさい。彼らの生活の最後を見て、その信
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仰にならいなさい。 

 13:8 イエス・キリストは、きのうも、きょうも、いつまでも変ることがない。 

 13:9 さまざまな違った教によって、迷わされてはならない。食物によらず、恵みによって、心を強くするがよい。食物

によって歩いた者は、益を得ることがなかった。 

 

全く書いてあるとおりなので、何も言うことは無いのですが、13:7 の「彼らの生活の最後を見て、その

信仰にならいなさい」は、なかなか厳しいと思います。私たちも、いずれ死を迎えるのですが、その信仰

にならってもらえるような最後を迎えなければなりません。使徒たちは、いずれも殉教するなどしてこの

世を去りました。 

 

門の外での苦難 

 

 13:10 わたしたちには一つの祭壇がある。幕屋で仕えている者たちは、その祭壇の食物をたべる権利はない。 

 13:11 なぜなら、大祭司によって罪のためにささげられるけものの血は、聖所のなかに携えて行かれるが、そのから

だは、営所の外で焼かれてしまうからである。 

 13:12 だから、イエスもまた、ご自分の血で民をきよめるために、門の外で苦難を受けられたのである。 

 13:13 したがって、わたしたちも、彼のはずかしめを身に負い、営所の外に出て、みもとに行こうではないか。 

 13:14 この地上には、永遠の都はない。きたらんとする都こそ、わたしたちの求めているものである。 

 13:15 だから、わたしたちはイエスによって、さんびのいけにえ、すなわち、彼の御名をたたえるくちびるの実を、た

えず神にささげようではないか。 

 

罪祭の規定はレビ記の１～５章に詳しいですが、民の罪を贖うための罪祭の規定はこのとおりです。ここ

で門の外で苦難、と書かれていますがゴルゴタの丘（聖墳墓教会の場所とされる）は、現在は旧市街の内

部です。しかし、昔はエルサレムの門外でした。 

ここで著者は主と同様に「はずかしめ」を身に負うように読者に求めています。読者たちが直面していた

のは、どうも精神的な迫害と失望感だったようですが、それを克服するように求めています。 

「この地上に、永遠の都はない」というと、「天にある都に行く」というヘレニズム的とも言える発想を

思い浮かべますが、「きたらんとする都」に注意しましょう。この都は「やって来る」のです。その光景

は黙示録の最後に描き出されます。 

そしてこの手紙の最後は、善行を行い、指導者に従うように、との訓戒と、様々な挨拶で締めくくられて

います。 

 

 13:16 そして、善を行うことと施しをすることとを、忘れてはいけない。神は、このようないけにえを喜ばれる。 

 13:17 あなたがたの指導者たちの言うことを聞きいれて、従いなさい。彼らは、神に言いひらきをすべき者として、あ

なたがたのたましいのために、目をさましている。彼らが嘆かないで、喜んでこのことをするようにしなさい。そう

でないと、あなたがたの益にならない。 

 13:18 わたしたちのために、祈ってほしい。わたしたちは明らかな良心を持っていると信じており、何事についても、

正しく行動しようと願っている。 

 13:19 わたしがあなたがたの所に早く帰れるため、祈ってくれるように、特にお願いする。 

 13:20 永遠の契約の血による羊の大牧者、わたしたちの主イエスを、死人の中から引き上げられた平和の神が、 

 13:21 イエス・キリストによって、みこころにかなうことをわたしたちにして下さり、あなたがたが御旨を行うために、す

べての良きものを備えて下さるようにこい願う。栄光が、世々限りなく神にあるように、アァメン。 

 13:22 兄弟たちよ。どうかわたしの勧めの言葉を受けいれてほしい。わたしは、ただ手みじかに書いたのだから。 

 13:23 わたしたちの兄弟テモテがゆるされたことを、お知らせする。もし彼が早く来れば、彼と一緒にわたしはあなた



2019.4-6 月 

聖書研究会 神戸集会 

石井田 直二 

42 
 

がたに会えるだろう。 

 13:24 あなたがたの指導者一同と聖徒たち一同に、よろしく伝えてほしい。イタリヤからきた人々から、あなたがたに

よろしく。 

 13:25 恵みが、あなたがた一同にあるように。 

 

ヘブル書を学ぶ意義 

 

さて、最後にこの手紙を学ぶ意義をまとめてみましょう。 

 

第一は、キリスト論です。ユダヤの祭で言うと、キリストを指し示す型は「過越の小羊」と、「大贖罪日

の大祭司」の２つがあります。前者は随所に登場しますが、後者は主にヘブル人への手紙にしか書かれて

いません。ですからこの書は重要なのです。 

 

第二は信仰実践です。この書は、クリスチャンになったものの、だんだん信仰が薄れ、試練に遭っている

人々に向けて書かれた書です。この書はユダヤ人に対して書かれてはいますが、私たちにとっても参考に

なる、すばらしい教えが数多くあります。それを学べば信仰を強められれるのです。 

 

第三はユダヤ人との正しい関係のためです。この書を学ぶことで、ユダヤ人であることの意義を知り、メ

シアニック・ジューを、より深く理解することができます。ユダヤ人に伝えるべきことは、この書に全て

網羅されているわけではありませんが、その多くが記されていると言っていいでしょう。 

 


