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マタイ1:7－17 イエス・キリストの系図に示された御恵み ② 

「イエス・キリストの系図に示された御恵み②」という題で先週に続いて主の御ことばを伝えます。 

先週からイエス・キリストの系図を見ていますがこの系図は第３区分になっていたことが分かります。 

先週1-6節までの第一区分である部分を見ました。アブラハムから始まりダビデ王までです。それで三つのことを見ました。

1)イエス・キリストはヘブライ人の歴史を通してこられた約束の子孫です。    2)イエス・キリストは王の子孫として来ら

れた王の王である 3)イエス・キリストの系図に載っている異邦人の女性たちを見なさい。 

今日は第２区分と第３区分にあたるところを見て見たいと思います。ソロモンから始まる第２区分は14名の王の名前が出

ています。 

破られたダビデの契約 

●7-8節● ソロモンにレハベアムが生まれ、レハベアムにアビヤが生まれ、アビヤにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、 

ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジヤが生まれ、  

Solomon the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asa, 

Asa the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Jehoram, Jehoram the father of Uz

ziah,  

솔로몬은 르호보암을 낳고 르호보암은 아비야를 낳고 아비야는 아사를 낳고 아사는 여호사밧을 낳고 

여호사밧은 요람을 낳고 요람은 웃시야를 낳고  

耶穌說、潔淨了的不是十個人麼．那九個在那裡呢。除了這外族人、再沒有別人回來歸榮耀與 神麼。  

 

●9-10節● ウジヤにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナ

セにアモンが生まれ、アモンにヨシヤが生まれ、  

Uzziah the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah, Hezeki

ah the father of Manasseh, Manasseh the father of Amon, Amon the father of Josiah,  

 웃시야는 요담을 낳고 요담은 아하스를 낳고 아하스는 히스기야를 낳고 히스기야는 므낫세를 낳고 므

낫세는 아몬을 낳고 아몬은 요시야를 낳고  

就對那人說、起來走罷．你的信救了你了。 

 

●11節● ヨシヤに、バビロン移住のころエコニヤとその 兄弟たちが生まれた。 

and Josiah the father of Jeconiah and his brothers at the time of the exile to Babylon.  
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바벨론으로 사로잡혀 갈 때에 요시야는 여고냐와 그의 형제들을 낳으니라  

就對那人說、起來走罷．你的信救了你了。 

 

① ソロモン②レハベアム③アビヤ④アサ⑤ヨサパテ⑥ヨラム⑦ウジヤ⑧ヨタム⑨アハズ⑩ヒゼキヤ⑪マナセ⑫アモン   

⑬ヨシヤ⑭エコニヤ ＊406年 

⑦ヨラムの次にアハズヤ、ヨアシュ、アマツヤが欠けています。また１１節のヨシヤとエコニヤとの間にエホヤキムが省かれていま

す。 

イスラエルの歴史をよく見るとダビデの王以後、とくにソロモン以後は続いて衰退していたことがよく分かります。 

ダビデ王の子どもがソロモンですがこのソロモン以後イスラエルは北イスラエルと南ユダ王国と別れました。 

イスラエル系図は血統を注視していることで北イスラエルに関しては記録がありません。ソロモンの子どもレハベアムがユダ王国

の王になってヨシヤまでダビデから数えると１４代となっています。 

主はダビデにあなたの子孫を通して永遠の国を治めると約束しました。しかし、１４代目ヨシヤ時にバビロニアの攻撃を受け

て国自体が滅ぼされました。主はダビデの子孫を通して永遠に治めると約束されたのに国が滅ぼされました。ダビデの約束は

どうなってしまったでしょう。ユダの滅びの原因は表は主を信じます、仕えますといいながら実際には信じていませんでした。アブ

ラハムの子孫であるとの自負心はあるもののアブラハムの子孫らしい神様の約束に対してしっかりと守り、従う信仰は全くあり

ませんでした。むしろ国全体が偶像崇拝に満ちていました。それでヨシヤの時、バビロニアの攻撃を受けて国自体が滅ぼされ

ました。問題はダビデの子孫を通しての神様の救いの計画がどうなっていたのかです。 

 

バビロニアで進行した救いの働き 

１２-１３ 

バビロン移住の後、エコニヤにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエ

リヤキムが生まれ、エリヤキムにアゾルが生まれ、 

After the exile to Babylon: Jeconiah was the father of Shealtiel, Shealtiel the father of 

Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abiud, Abiud the father of Eliakim, Eliakim the father of 

Azor, 

바벨론으로 사로잡혀 간 후에 여고냐는 스알디엘을 낳고 스알디엘은 스룹바벨을 낳고 스룹바벨은 

아비훗을 낳고 아비훗은 엘리아김을 낳고 엘리아김은 아소르를 낳고 
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迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁。撒拉铁生所罗巴伯。 

所罗巴伯生亚比玉。亚比玉生以利亚敬。以利亚敬生亚所。 

 

１４-１５ 

アゾルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタ

ンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、                                                

Azor the father of Zadok, Zadok the father of Akim, Akim the father of Eliud, Eliud the father of 

Eleazar, Eleazar the father of Matthan, Matthan the father of Jacob, 

아소르는 사독을 낳고 사독은 아킴을 낳고 아킴은 엘리웃을 낳고 엘리웃은 엘르아살을 낳고 

엘르아살은 맛단을 낳고 맛단은 야곱을 낳고 

亚所生撒督。撒督生亚金。亚金生以律。 以律生以利亚撒。以利亚撒生马但。马但生雅各。 

１６-１７ 

ヤコブにマリヤの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリヤからお生まれになった。それで、アブラハムからダビデ 

までの代が全部で十四代、ダビデからバビロン移住までが十四代、バビロン移住からキリストまでが十四代になる。 

and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called 

Christ. Thus there were fourteen generations in all from Abraham to David, fourteen from David 

to the exile to Babylon, and fourteen from the exile to the Christ. 

야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 그런즉 모든 

대 수가 아브라함부터 다윗까지 열네 대요 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 열네 대요 

바벨론으로 사로잡혀 간 후부터 그리스도까지 열네 대더라 

雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫。那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。 

这样，从亚伯拉罕到大卫，共有十四代。从大卫到迁至巴比伦的时候，也有十四代。从迁至巴比伦的时候到基

督，又有十四代。 

 

① エコニヤ ②サラテル③ゾロバベル④アビウデ ⑤エリヤキム⑥アゾル⑦サドク⑧アキム⑨エリウデ⑩エレアザル⑪マタン⑫ヤ

コブ⑬ヨセフ ⑭イエス・キリスト 

罪によってユダ王国は滅ぼされましたが神様は救いの約束を成し遂げるお働きは中断せずに続いていたということです。バビロ

ニアの捕虜の時代でも王の血統はつながっていました。 

javascript:openDict('2382',%20'아소르')
javascript:openDict('1734',%20'사독')
javascript:openDict('1734',%20'사독')
javascript:openDict('2417',%20'아킴')
javascript:openDict('2417',%20'아킴')
javascript:openDict('2763',%20'엘리웃')
javascript:openDict('2763',%20'엘리웃')
javascript:openDict('2731',%20'엘르아살')
javascript:openDict('2731',%20'엘르아살')
javascript:openDict('1213',%20'맛단')
javascript:openDict('1213',%20'맛단')
javascript:openDict('2542',%20'야곱')
javascript:openDict('2542',%20'야곱')
javascript:openDict('1148',%20'마리아')
javascript:openDict('2973',%20'요셉')
javascript:openDict('1148',%20'마리아')
javascript:openDict('434',%20'그리스도')
javascript:openDict('2889',%20'예수')
javascript:openDict('2331',%20'아브라함')
javascript:openDict('784',%20'다윗')
javascript:openDict('784',%20'다윗')
javascript:openDict('1408',%20'바벨론')
javascript:openDict('1408',%20'바벨론')
javascript:openDict('434',%20'그리스도')


4 

 

エコニヤは３７年間バビロニアで捕虜の生活していました。それで捕虜の後、サラテルを生んだということです。偶像崇拝や悪

を行うユダ王国の悪風習の環境からバビロニアへ捕虜として移住されたので捕虜の前と後は主に対するエコニヤの信仰や態

度が全く変わっていてそれで子どもができていたという解釈です。 

神様の御摂理とお導きは計り知れないことです。ユダ王たちのバビロニア捕虜の時代は冷蔵庫の役割しということです。バビ

ロニアの捕虜の時代でも救いの働きは進んでいました。これが神様の熱心です。 

14代ずつ3回に分けた。 

17節 

それで、アブラハムからダビデ までの代が全部で十四代、ダビデからバビロン移住までが十四代、バビロン移住からキリストま

でが十四代になる。 

Thus there were fourteen generations in all from Abraham to David, fourteen from David to the 

exile to Babylon, and fourteen from the exile to the Christ. 

그런즉 모든 대 수가 아브라함부터 다윗까지 열네 대요 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 열네 

대요 바벨론으로 사로잡혀 간 후부터 그리스도까지 열네 대더라 

这样，从亚伯拉罕到大卫，共有十四代。从大卫到迁至巴比伦的时候，也有十四代。从迁至巴比伦的时候到基

督，又有十四代。 

マ タ イ と い う人が歴史通りに記録したではな く 十四代ずつ３区分してい ます 。 ダ ビ デ と 1 4代の関係

 

 

 

１．神様は計画をもって約束を成就する方です。 

しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を、女から生まれた者、また律法の下にある者となさいまし

た。But when the time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under law, 
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때가 차매 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 及至时候

满足，神就差遣他的儿子，为女人所生，且生在律法以下， 

神様はイエス様を通しての救いを計画しました。それで時が満ちた時、イエス・キリストを送ってくださってその約束通りになさい

ました。神様の御約束は私たちが考える時は遅いなと思うかもうしれないが必ず成し遂げられます。神様の約束の御ことばを

信じて従うことが大切なことでしょう。 

イエス・キリストの系図は創造主神様が歴史の主観者であられることを見せてくれます。すべてのことは創造主神様の御旨の中で

計画されて成し遂げられます。イエス・キリストのご誕生はわたしたち罪人たちを救うために数千年前から予定していた創造主神様

の計画の頂点であり、終末論的な事件です。マタイがこの系図を通して伝えようとする意図は旧約に約束されていたメシヤの預言

がイエス様をとおして成就されたことです。ダビデの子孫として来られたまことの王であり、まことの統治者であられます。 

２．イエス中心の系図であるということです。系図記録の主な目的がアブラハムとかダビデ、女性たちを表すことではなくイエ

ス様のご誕生が昔から約束を受けていた信仰の先祖たち通して神様が成し遂げたことを説明するためです。系図だけではな

く旧約聖書も結局メシヤのことが中心で来られるイエス。キリストに関する記録であり、新約聖書も来られたイエス。キリストま

た、再び来られるイエス･キリストに関する約束の御ことばです。 

３．包容する神様 

イエス・キリストの系図にはユダヤ人たちも異邦人も入っています。ということは民族の区分や差別はないということです。男子も女

子も入っています。金持や貧しい者の区分もないです。社会的な地位と能力の区分もありません。あらうる職業の人々も入ってい

ます。罪深い人々もいます。嘘つき者、人殺し、売春などでも過去がどうであれ自分の罪を認めて悔い改める人は全部受け入れ

て下さいました。イエス・キリストはおしゃいました。  マタイによる福音書 11：28 

すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。 

"Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 

수고하고 무거운 짐 진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 

凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。 
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