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マタイ1:1－17 イエス・キリストの系図に示された御恵み ① 

「イエス・キリストの系図に示された御恵み」①という題で主の御ことばを伝えます。当教会のカレンダーにも載っていますが11月27日から

12月24日までアドベントと書いてあります。降誕節です。今日からクリスマス礼拝まで降誕節に関する御ことばをもって主の御めぐみを分

かち合います。 

昔、全世界の運命を左右する王たちがいました。 バビロンの王ネブカデネザル, 

ペルシアの王ダリヨス、マケドニアの アレキサンダー,ローマの ジュリアスシーザー [Julius Caesar]  , モンゴル のジンギス

カン [成吉思汗]  

いま、かぞえた王たちは一時期、世界を自分の手に入れて天下を号令をしながら全世界を剣で制服して自分の野望を満た

すためにあらゆる国を侵略した人々です。でも人々はこのような制服者たちの出現をすでに前もって予想しませんでした。 

しかし、将来来られる王に対して前もって数千年前から約束を受けていた一つの国が東方にありました。この民族は国として

形成するまえにすでに一人の大王の出現を約束をもらいました。この国は一度も世界的な大国になったこともない、とても小

さい国です。ところがこの民族にこれから全世界を支配する、すべての宇宙をしはいする大王が出現するという途方もない約

束がありました。この約束は世界的に知られたのは驚くべし、この国が滅んだところからです。バビロニアの느브갓네살王の手

に滅んでしまった時からむしろバビロニア国の中でこの大王の噂が広まっていました。勿論ほとんとの人々はこの大王の約束を

信じていませんでした。にもかかわらず、この大王の噂は消えない、無数の年月が経ってもその噂は相次いでいました。 

私たちが新約聖書で最初、目に付くところがマタイ福音書ですがこのマタイ福音書はその大王に対する約束が事実であり、

それがナザレのイエス・キリストを通して成就されたと証言しています。 

この記録を見ますとマタイというイエス様の弟子は誰に、また何を証言しようとしたのかがわかります。しかし、旧約聖書と新約

聖書の内容を知っている場合はすぐ理解できるけれどもまだ、内容を知らない方は説明が必要なところであろうと思います。 

その対象がユダヤ人たちでした。イスラエル人はユダヤ人、またはヘブライ人とも呼ばわれます。 

今日の説教は普段とは違う形で行います。1節から6節まで今日は分かち合います。全部は読まないで必要な部分だけお

読むことにします。 

マタイ１章の主題はイエスはだれなのかということです。今日の本文で示した主なことは三つです。 

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・キリストは王の子孫に載っている異邦人の女性 たちを見なさい。 

 

1節見ましょう。 

アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス·キリストの系図。 
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A record of the genealogy of Jesus Christ the son of David, the son of Abraham: 

아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라  

亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫、耶穌基督的家譜．〔後裔子孫原文都作兒子下同〕 

アブラハムから始まってダビデをとおして約束されていた人の系図ということです。ここで二つのことが分かります。 

イエス・キリストは約束の子孫です。そしてイエス・キリストは大王の子孫です。ということです。 

まず、１．イエス・キリストはイスラエル人の歴史を通してこられた約束の子孫ですということを見ますと。神様がイスラエル人

の始祖であるアブラハムを選んでその人に約束した通りに来られました。      創世記22:18です。 

あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたがわたしの声に聞き従ったからである。」 and t

hrough your offspring all nations on earth will be blessed, because you have obeyed me."또 

네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 네가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라并

且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。 

 

アブラハムはイスラエル始祖であります。イエス・キリストは突然現れたスターではなく、神様がイスラエル人の始祖アブラハムに

約束されていた方であるということです。アブラハムの生涯を見ますと神様のお召しに答えて生まれた地を離れて約束の地へ

移住して一人子どもに対する約束を信じて生きて来た信仰の人です。神様がアブラハムに子どもを与えて下さるという最初の

約束してから数十年、おそらく20年以上経過してもこどもが出来ていませんでした。そして到底子どもを産めない年まで至り

ました。自分たちの状態ではこどもを産むことが出来ないことをよくしていたアブラハムとサラ二人の前で神様は来年いまごろこ

どもが生まれると約束されました。それをアブラハムは信じました。神様の約束通りに子どもを産みました。それで数年経ってそ

の子どもイサクをモリアという山でいけにえとしてささげるように命じられました。でもアブラハムは神様を信じて捧げようとしました

ころ神様はそのアブラハムの行動を止めて下さってそのこどもは生き返られました。このことは全部来られるイエス・キリストに対

する予言的な啓示事件でした。イエス・キリストの約束は相当の年月を経てから来られました。イエス・キリストは罪人の罪を

背負って十字架で死なれました。しかし三日後に蘇られました。 

 

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。ダビデはイスラエルの王として英雄的な存在としてユダヤ人たち

は誇らしく思う存在です。神様はこのダビデにあなたの子孫から世続きの子が出て彼の王国を確立すると約束しました。 

サムエル下7:12 

あなたの日數が満ち、あなたがあなたの先祖たちとともに眠るとき、わたしは、あなたの身から出る世続きの子を、あなたのあと

に起こし、彼の王国を確立させる。 

네 수한이 차서 네 조상들과 함께 누울 때에 내가 네 몸에서 날 네 씨를 네 뒤에 세워 그의 나라를 견

고하게 하리라 

When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed 

you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom.  

你壽數滿足、與你列祖同睡的時候、我必使你的後裔接續你的位、我也必堅定他的國。 

イエス・キリストがダビデの契約の成就者であられることと大王として来られたメシヤであられることを弁証しています。 
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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。 

3-4節  

ユダに、タマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが 

生まれ、アミナダブにナアソンが生まれ、ナアソンにサルモンが生まれ、 Judah the father of Perez and Zerah, 

whose mother was Tamar, Perez the father of Hezron, Hezron the father of Ram,  

Ram the father of Amminadab, Amminadab the father of Nahshon, Nahshon the father of 

Salmon,  유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 베레스는 헤스론을 낳고 헤스론은 람을 낳고 람은 

아미나답을 낳고 아미나답은 나손을 낳고 나손은 살몬을 낳고 

犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉。法勒斯生希斯仑。希斯仑生亚兰。 

亚兰生亚米拿达。亚米拿达生拿顺。拿顺生撒门。 

 

5-6節 

サルモンに、ラハブによってボアズが生まれ、ボアズに、ルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ

 王が生まれた。ダビデに、ウリヤの妻によってソロモンが生まれ、 

Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab, Boaz the father of Obed, whose mother 

was Ruth, Obed the father of Jesse,  and Jesse the father of King David. David was the father of 

Solomon, whose mother had been Uriah's wife,  

살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 룻에게서 오벳을 낳고 오벳은 이새를 낳고 이새는 다윗 왕

을 낳으니라 다윗은 우리야의 아내에게서 솔로몬을 낳고 撒门从喇合氏生波阿斯。波阿斯从路得氏生俄备

得。俄备得生耶西。 耶西生大卫王。大卫从乌利亚的妻子生所罗门。 

１）ユダヤ人たちの偏見と誤解をただすという目的がありました。 

ユダヤ人たちが持っている偏見と誤解ということは自分たちの血統が特別であるから神様に選ばれた。そして神様は自分たち

を救い出すという考え方です。しかし、彼らの血統には多くの異邦人の血が混ぜていたということを言いたいことでしょう。 

タマル、ラハブ、ルツ、ウリヤの妻 

２）神様の救いの恵みには許されることが出来ないほどの罪人はない。 

イエス・キリストの系図に女性たちの名前が登場するのは特異なことです。普通のイスラエル人の系図に女性たちの名前は載

れないです。いまよりその当時の女性の地位はいまよりぐんと低いでした。さらに登場する女性たちの名前がサラ、レベカ、レア

などの名前であったとすれば状況は理解できるかもうしれません。しかし、イエス・キリストの系図に登場する４名の女性たち

はみな罪と不浄と関連があります。イエス・キリストの系図に似合うような名前ではないように見えます。イエス・キリストの先祖

にふさわしくない人々です。タマル、ラハブ、ルツ、ウリヤの妻 他の先祖たちを紹介しているようにユダはパレスを、サルモンはボ

アズを、 ボアズはオベデを、ダビデはソロモンを生んだ。とも紹介ができるのにどうしてあえて、このように紹介いるのか。  

3절 ユダに、タマルによってパレスとザラが生まれ、 

5절 サルモンに、ラハブによってボアズが生まれ、ボアズに、ルツによってオベデが生まれ  

6절 ダビデに、ウリヤの妻によってソロモンが生まれと記録しています。 ユダのお嫁がタマルです。ユダの子どもパレスはおじいさ
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んになります。売春を通して自分の夫の父と不倫関係をしたタマルです。罪と不浄に満ちた家系をとおしてイエス・キリストが

来られたということになります。また、ラハブは異邦人の기생이었다. ルツはモアブという民族、異邦人女性です。異邦人女性

と結婚することに対してイスラエル人々の視線は否定的でした。一番極端的に不浄と罪を犯したダビデを見ましょう。 

 １節にアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス·キリストの系図となっていたのでダビデはアブラハムと等しく信仰の人として神

様から認められていたことが分かります。確かにダビデは神様の御心にかなった人でした。神様を何よりも第一する、神様を敬

う、神様を愛した人です。ところが6節でダビデを紹介する雰囲気は1節と全然違います。ダビデの子どもソロモンを言及すると

き、あえて、ウリヤの妻によってソロモンが生まれと記録しています。 つまり、ダビデが犯した一生一大大きな失敗のことをそのまま記

録しています。そのも밧세바の名前を使わずにウリヤの妻としています。ダビデは不倫関係を隠すためにウリヤを戦争場へ行かせ

て殺しました。殺人者です。そしてその妻を自分の妻としたダビデです。その間で生まれたのがソロモンです。でも神様は預言

者を送って彼の罪を指摘し、悔い改める機会を与えて下さいました。ダビデは罪を認め徹底的に悔い改めました。 

 

結論； 

イエス・キリストは創造主神様がイスラエル先祖アブラムに契約されてとおり来られた約束の子孫であり、また王の子孫と

して来られた王の王です。アブラハムからのイスラエルの歴史をみると神様の約束を守ることに失敗しました。でも主はそ

の約束を成就されました。 

民数記 23:19 

神は人間ではなく、偽りを言うことがない。人の子ではなく、悔いることがない。神は言われたことを、なさらないだろうか。   

約束されたことを成し遂げられないだろうか。 

God is not a man, that he should lie, nor a son of man, that he should change his mind. Does he 

speak and then not act? Does he promise and not fulfill? 

하나님은 사람이 아니시니 거짓말 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다.어찌 그 

말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴. 

神非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔。他说话岂不照着行呢，他发言岂不要成就呢， 
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