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マタイ 1:18-25 ヨセフのご聖誕準備 

  2週間前からわたしたちはメシヤとして来られたイエス･キリストの系図に対しての御ことばを探って見ました。血統的な

面だけ見れば優れた系図でもないし、むしろ恥ずかしい部分が多かった系図でした。しかし、このような系図を通してメ

シヤが来られたのは創造主神様が預言者を通して言われた事をみ力と熱心をもって成就したこということです。 

  今日の御ことばにはイエス様のお誕生に用いられたヨセフの信仰に関する記録が出ていますが最初にヨセフにとってはキリス

トのご誕生が近づいていることですごく戸惑って苦しんでいたことが分かります。 

ヨセフの悩み 

18節です。 

イエス·キリストの誕生は次のようであった。その母マリヤはヨセフの妻と決まっていたが、ふたりがまだいっしょにならないうちに、 

聖霊によって身重になったことがわかった。This is how the birth of Jesus Christ came about: His mother 

Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be 

with child through the Holy Spirit. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 

약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 耶稣基督降生的事，记在下面。他母亲马利

亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。 

 

ヨセフとマリアの関係に対してマリヤはヨセフの妻と決まっていたと書いています。これは法的には結婚状態でありますが実際に

はまた一緒には暮らしていない状態であるということです。韓国や日本ではない結婚制度です。日本では婚約ということがあ

りますが法的には結婚状態ではないです。イスラエルでもしこのような状態で新郎が亡くなったとすればその女性はやもめとさ

れました。ですからもうヨセフとマリヤは夫婦です。 

マタイはイエス・キリストのお誕生の出来事を記録しながらヨセフとマリヤが法的な結婚状態にも関わらずまた一緒にならない

中に聖霊によってみごもっていたたと記録しています。  

 これはイエス・キリストの出生、血統の起源が人間からではないということです。そうしたならいままで血統的な系図を列

挙していたことはなんでしょう。これは法的血統の面ではアブラハムとダビデの子孫ですが実際には神から起源したという

ことを表しています。 

ヨセフの人格と決断 

19節です。 

夫のヨセフは正しい人であって、彼女をさらし者にはしたくなかったので、内密に去らせようと決めた。Because Joseph her 

husband was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind 

to divorce her quietly. 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 

하여  他丈夫约瑟是个义人，不愿意明明的羞辱他，想暗暗的把他休了。 

 

夫のヨセフは何も言えないで別れることを決めていいました。その理由はマリヤが自分と結婚していたのに一緒にならない中に

みごもったからです。それで夫のヨセフは正しい人であったのでこのことを一切口にしないで別れることを考えたのです。さあ、こ

こで 夫のヨセフが正しい人であったということに注目して見たいと思います。正しい人ということがどういう意味になるか。 

ルカ１:6 に 
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ふたりとも、神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落度なく踏み行なっていた。 Both of them were upright in 

the sight of God, observing all the Lord's commandments and regulations blamelessly. 이 두 

사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하더라 他们二人，在神面前都是

义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的。 

ふたりともはバプテスマヨハネの父ザカリヤと母エリサベツを指しています。このようにヨセフも心の態度も行いも敬虔な人として

神様を信じている人という意味です。 

その正しい人ヨセフはどのようにしてマリヤが身ごもられたことをみみにしたでしょう。 

マリヤが身ごもったことをどうやってわかったでしょうか。噂で聞いてわかったというならば内密にさらせようとはしなかったと思いま

す。むしろ噂になっていない中だからこそ内密にさらせようとしたと思います。それで噂にならない中に妊娠のことを聞いたという

ことでしょう。マリヤが直接に知らせた推論以外は考えられないと思います。どのような方法で知らせたのかは分りませんがヨセ

フに知らせたと思います。この知らせにすごく戸惑って悩んだと思われます。ヨセフはマリヤのあるのまま言われた今聖霊によって

みごもられたという話を信じることが難しかったと思います。 

律法の規則通りに処理することになればマリヤの命は保障できないし、またマリヤの話が真実であるならば自分が神様の御

業を妨害する人になるから非常に悩んだと思います。 

 

マリヤの場合、当時の律法の中でヨセフの選択が可能なことは二つでした。 

１） 

申命記 22:23-24 ある人と婚約中の処女の女がおり、他の男が町で彼女を見かけて、これといっしょに寝た場合は、あな

たがたは、そのふたりをその町の門のところに連れ出し、石で彼らを打たなければならない。彼らは死ななければならない。これ

はその女が町の中におりながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻をはずかしめたからである。あなたがたのうちから悪

を除き去りなさい． If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and he 

sleeps with her, you shall take both of them to the gate of that town and stone them to death--

the girl because she was in a town and did not scream for help, and the man because he 

violated another man's wife. You must purge the evil from among you. 처녀인 여자가 남자와 

약혼한 후에 어떤 남자가 그를 성읍 중에서 만나 동침하면 너희는 그들을 둘 다 성읍 문으로 끌어내고 

그들을 돌로 쳐죽일 것이니 그 처녀는 성안에 있으면서도 소리 지르지 아니하였음이요 그 남자는 그 

이웃의 아내를 욕보였음이라 너는 이같이 하여 너희 가운데에서 악을 제할지니라 

若有处女已经许配丈夫，有人在城里遇见她，与她行淫， 

你们就要把这二人带到本城门，用石头打死女子是因为虽在城里却没有喊叫。男子是因为玷污别人的妻。这样

，就把那恶从你们中间除掉。 

 

２）申命記 24:1節にイスラエルの離婚制度のことが書かれています。 

人が妻をめとって、夫となったとき、妻に何か恥ずべき事を発見したため、気に入らなくなった場合は、夫は離婚狀を書いてそ

の女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。If a man marries a woman who becomes 

displeasing to him because he finds something indecent about her, and he writes her a certificate 

of divorce, gives it to her and sends her from his house, 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 

그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼 증서를 써서 그의 손에 주고 

그를 자기 집에서 내보낼 것이요 人若娶妻以后，见她有什么不合理的事，不喜悦她，就可以写休书交在她

手中，打发她离开夫家。 
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ヨセフは律法の規則をよく知っているとひとだから彼がとった選択は彼女をさらし者にはしたくなかったということです。つまり石で

殺されることはしたくないようにしたことです。そのことを聞いて怒りを出したとかは一切ありません。それで申命記 24:1節にあ

る寛大に当時の離婚法によって公にしないで離婚状を書いて去らせよとしたということです。 

マリヤのことはマリヤによってヨセフに伝えられた可能性は十分あります。本当に神様の御業であるかもうしれないという考えも

あっとも思います。もし本当に神様の御業であることであるならばどうしよう。 

天使通して告げられた啓示 

   20節です。 

彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現われて言った。「ダビデの子ヨセフ。恐れないであなたの妻マリヤを 迎

えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。But after he had considered this, an angel of the Lord 

appeared to him in a dream and said, "Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home 

as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. 이 일을 생각할 때에 주의 

사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 네 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 

잉태된 자는 성령으로 된 것이라 正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说大卫的子孙约瑟，不

要怕，只管娶过你的妻子马利亚来。因他所怀的孕，是从圣灵来的。 

 

この節でダビデの子ヨセフ。恐れないであなたの妻マリヤを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。 

恐れないでということです。何を恐れたということでしょうか。妻マリヤが身ごもられたのは本当に神様がなさることであるならばど

うしようということです。神様を信じる者にはこの恐れがあります。 怖いということではなく 愛と敬う心です。 

その恐れがあったので主のみ使いが現れてヨセフにダビデの子。恐れないであなたの妻マリヤを迎えなさい。 

つまりあなたはダビデの子だよ。ですからこの契約の成就にふさわしいものである。恐れないでね。 

それでヨセフに天使からメシヤの啓示が告げられました。21節です。 

マリヤ は 男の 子を 産みます． その 名を イエス とつけなさい． この 方こそ， ご 自分の 民をその 罪から 救ってく

ださる 方です． 」 She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he 

will save his people from their sins." 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 

그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 

他将要生一个儿子。你要给他起名叫耶稣。因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。  

そして 23節 

「見よ、処女がみごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」（譯すと、神は私たちとともにおられ

る、という意味である。） "The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call 

him Immanuel"--which means, "God with us."보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 

이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 说，必有童

女，怀孕生子，人要称他的名为以马内利。（以马内利翻出来，就是神与我们同在 

 

ヨセフに告げられた天使の啓示に表されたメシヤの しょうごうはふたつです。 

1) イエス 
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このお名前の意味でイエス様の役割がなんであるかが分かります。ご自分の民をその罪から救ってくださる方、 

2) インマヌエル 

イエスという名前はその役割を知らせていますがインマヌエルという称号はキリストのまことの身分を表しています。旧約時代イ

スラエル民たちにとって一番の栄光の体験ということは神様と共にする体験でした。神様が私たちの中に共におられるというこ

とです。 

主のメッセージとヨセフの信仰 

さあ、天使のお告げの後ヨセフの行動を見ましょう。24-25節です。 

ヨセフは眠りからさめ、主の使いに命じられたとおりにして、その妻を迎え入れ、そして、子どもが生まれるまで彼女を知るこ

とがなく、その子どもの名をイエスとつけた。When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord 

had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she 

gave birth to a son. And he gave him the name Jesus. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 

분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 낳으매 이름을 

예수라 

하니라约瑟醒了，起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。只是没有和他同房，等他生了儿子，（有

古卷作等他生了头胎的儿子）就给他起名叫耶稣。 

主の使いに命じられたとおりにして、その妻を迎え入れたということです。その天使によって告げられた神様のメッセージに全く

従順しました。これが見習うべき信仰です。自分の心にはしたくない気持ちもあったでしょう。しかし、神様のメッセージには自

分の感情と意志を否定して従順しました。そして文句なし妻を迎え入れました。そしてこどもが生まれるまで夫婦関係をしま

せんでした。また告げられた通りに名前をイエスとつけました。イスラエルも父系社会ですから子どもはお父さんの名字を受け

継ぎます。しかし、これも家系、社会伝統従わず、主のメッセージ通りに従順したことです。 

 

 

javascript:openDict('3186',%20'罪')
javascript:openDict('2186',%20'wife')
javascript:openDict('2973',%20'요셉')
javascript:openDict('2186',%20'아내')
javascript:openDict('2889',%20'예수')

