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イエスの血潮のメッセージ#3 

「キリストの花嫁なるエクレシア～契約の血潮」 

2021.04.4 

 

はじめに 

ハレルヤ！イースターおめでとうございます。昨年はちょうどイースター記念礼拝の日

から緊急事態宣言が出されて、集うことが許されませんでした。今年は愛する兄弟姉妹と、

主のご復活を祝う礼拝が持てることを心から感謝します。イースターは私たちクリスチャ

ンにとって、クリスマスにも勝る特別な日です。イエスキリストは十字架の上で悪魔に勝利

を取られ、贖いを完成されました。悪魔は完全に敗北しました。創世記三章にある預言の通

り、蛇は女の子孫の足にかみつきましたが、女の子孫であるイエスは蛇の頭を打ち砕いたの

です。主は死んで黄泉に下り、神の約束を信じて死んだ信仰者たちがいるパラダイス（アブ

ラハムの懐）を連れて天に凱旋されました。私たちの主は復活し、人類で最初に死者から黄

泉がえり、復活の初穂となられたのです。神は約束を守られました。神が愛されている人類

をゲヘナへ道ずれにしようとしていた悪魔の策略は失敗に終わり、今や彼は滅びを待つの

みです。 

 

今日は皆さんと、キリストの復活の三日前、最後の晩餐の場面に戻りたいと思います。 

 

過越の食事（ぺサハ） 

福音書に描かれている最後の晩餐の場面を読んで、現代の教会で行われる聖餐式のよう

なものかなと想像されるかもしれません。もちろん最後の晩餐が、聖餐式の起源ですが、最

後の晩餐はヘブル語でぺサハと呼ばれている儀式的な食事です。このぺサハはイスラエル

の春の祭りである、過越しの祭りの中で行われた食事で「過越の食事」と呼ばれるものです。。

イエスと十二使徒は、この「過越の食事」の手順で最後の晩餐を食したのです。 

 

「過越の食事」は三時間以上かけておこなう儀式です。福音書には、「過越しの食事」の

手順が省かれて、重要なところだけが書かれています。しかし、この「過越しの食事」には

メシヤのご性質、受難、再臨について、多くのひな形が隠されています。旧約聖書と新約聖

書の中間期に始まったこの「過越の食事」をユダヤ人は今日も世界各地で続けています。彼

らは知らず知らずに、イエスがメシヤであることを示す食事を祝っているのです。 

 

では福音書と照らし合わせて見ていきましょう。 

１. 前半(儀式的な食卓) 

ルカ 22:14 その時刻が来て、イエスは席に着かれ、使徒たちも一緒に座った。 

最後の晩餐はイエスが準備されたエルサレムにある二階の大広間で、午後六時に行われ
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ました。有名なダビンチの最後の晩餐のようではありませんでした。当時は、コの字型の低

いテーブルで、左ひじをつき横になり、右手で食べました。 

 

 

(1) 蝋燭の点火と祈り 

ヨハネ 8:12 イエスは再び人々に語られた「わたしは世の光です。わたしに従う者は、決し

て闇の中を歩むことがなく、いのちの光を持ちます。」 

イエスは世の光として地上に来てくださいました。闇の中とは悪魔の支配の中を指しま

す。イエスをメシヤと信じ、彼に信頼をおく者は暗闇から解放されているのです。 

 

(2) 子どもの祝福(父親が子どもたちを祝福します) 

22:15 イエスは彼らに言われた。「わたしは、苦しみを受ける前に、あなたがたと一緒にこ

の過越の食事をすることを、切に願っていました。 

22:16 あなたがたに言います。過越が神の国において成就するまで、わたしが過越の食事を

することは、決してありません。」 

 

(3) 第一の杯（感謝の杯）が満たされ、回し飲みされる。 

神への感謝、世の光として来てくださったメシヤに感謝して食事が始まります。 

 

(4) 洗足の儀式。 

ここで洗足の儀式があります。イエスの洗足がなされます。パレスチナ地方は埃っぽい土

地で、舗装もされていない道をサンダルで歩きます。足は埃まみれです。通常、洗いの儀式

は僕のする仕事です。または妻が夫を、子が父の足を洗うこともありました。しかしイエス

は弟子たちが驚くべき行動をとられます 

ヨハ 13:4 イエスは夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわ

れた。 

13:5 それから、たらいに水を入れて、弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで

ふき始められた。 
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イエスは公生涯の最後に主であり、師である自分が弟子たち一人ひとりの足を洗うこと

で、キリスト者としての模範を示してくださいました。私たちは、イエスがなさったように

謙遜に生きなければなりません。イエスを信じ、従うものは互いに愛し合い、仕え合うので

す。それは世の価値観とは全く違うとイエスは教えられました。サタンの支配するこの世は、

常に自分が一番です。言い換えれば自分が神です。この世に属する者は、高い地位を求め、

仕えられることに喜びを感じます。しかしイエスはこれから自分を裏切ろうとしているユ

ダの足さえ洗われたのです。 

 

ヨハ 13:14 主であり、師であるこのわたしが、あなたがたの足を洗ったのであれば、あな

たがたもまた、互いに足を洗い合わなければなりません。 

13:15 わたしがあなたがたにしたとおりに、あなたがたもするようにと、あなたがたに模範

を示したのです。 

 

(5)カルパスの儀式 

水差しで両手を洗い、野菜（カルパス）を塩水の鉢に浸します。カルパスというのはパセ

リかレタスです。これを塩水につけて食べます。エジプトを脱出した際にイスラエルの民は

前方を紅海、左右を山々に囲まれ、後方からやってくるエジプト軍の戦車に、絶体絶命の窮

地に陥りました。そこで主は紅海を割るという大いなる奇跡をもってイスラエルの民を脱

出させます。イスラエルの民は左右に分かれた紅海の中を一晩かけて渡りました。 

 

このカルパスの儀式は、紅海を渡ってエジプトから解放されたことを祝う儀式です。 

塩水は紅海、カルパスは長いユダヤ人の苦難の歴史を意味しています。 
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マタ 26:21 皆が食事をしているとき、イエスは言われた。「まことに、あなたがたに言いま

す。あなたがたのうちの一人がわたしを裏切ります。」 

26:22 弟子たちはたいへん悲しんで、一人ひとりイエスに「主よ、まさか私ではないでしょ

う」と言い始めた。 

26:23 イエスは答えられた。「わたしと一緒に手を鉢に浸した者がわたしを裏切ります。 

ここにわたしと一緒に手を鉢に浸した者 とあります。 

カルパスを食べるための塩水の鉢は 2、3 人に一人の割合でテーブルに置かれていました。

ユダはイエスの隣に座り、イエスと同じ鉢でカルパスを食べたのです。イエスの裏切りへの

予告を聞いても、ユダは悔い改めようとはしませんでした。 

 

(6)アフィコーメンの儀式  

   

アフィコーメンの儀式はとても興味深いものです。アフィコーメンとはデザートで「後か

らくるもの」という意味があります。アフィコーメンのマッツアは十字架上で裂かれたイエ

スの御体を象徴しています。 

まず三層に分かれたマッツア用の袋を用意します。そこに 3 枚のマッツアを入れます。 

これは父子聖霊の三位一体を指しています。使用するマッツアには条件があります 

①種なしパンであること このパン（マッツア）は種なしパンです。イースト菌が入って

いないので、食パンのようにふっくらと膨らまず、煎餅のようです。聖書ではパン種は罪の

象徴です。十字架に付けられたイエスが罪のない完全な人であることを指しています。罪が

ないとは、律法を完全に行うことができていることです。そのような人はかつて一人も存在

しませんでした。人は罪を犯してしまうので宥めの捧げものが必要でした。イエスは律法を

完全に守り行われました。かつてバプテスマのヨハネはイエスを見て言いました。「見よ、

世の罪を取りのぞく神の子羊」イエスこそが私たちの罪のためのいけにえ、罪のない神の小

羊です。 

②焦げ目がついていること これはイエスが十字架にかけられる前に激しく鞭うたれた

傷跡を指しています。イザヤ書のメシヤ預言にはイエスが傷だらけにならなければならな

かった理由が書かれています。 

イザヤ 53:4 まことに、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに、私た

ちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。 

53:5 しかし、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼へ
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の懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに、私たちは癒やされた。 

イエスは私たちに下るはずの神の怒りの杯を、身代わりに飲み干してくださったのです。私

たちの原罪、そこからくるな死と呪い。神への反逆、過ち、そこからくる霊的な病。罪のた

め私たちが受けるべきであった罰を、父なるなる神はイエスに課したのです。焦げた穴あき

のマッツアはそのことを象徴しています。 

③小さな穴が開いていること これはイエスが十字架の上で両手両足を釘で刺し通され

たことを指しています。頭にかぶせられた茨の跡、槍の跡もそうです。十字架刑はローマ帝

国でもあまりにむごいため、ローマの市民権を持つ者は免除されました。反逆者だけが受け

た最も重い公開処刑でした。十字架刑では即死することはありません。両手首と両足首をく

ぎで打ちつけられ、体が支えられなくなる事で呼吸困難に陥って死に至ります。そのため、

長引く場合は４８時間程度も苦しみ続けて死んだと言われます。しかし祭司長たちは、安息

日に死体が十字架にかかっていることを嫌いました。そこでローマに頼み、安息日を迎える

前に足を骨折させて、窒息死させようします。兵士はイエスの足を折ろうとしましたが、す

でに死亡していたためやめました。イエスの死を確認するため、ある兵士が槍でイエスのわ

き腹を突き刺しました。 

ゼカ 12:10 わたしは、ダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼

らは、自分たちが突き刺した者、わたしを仰ぎ見て、ひとり子を失って嘆くかのように、そ

の者のために嘆き、長子を失って激しく泣くかのように、その者のために激しく泣く。 

 

この袋に入れた三つのマッツアの中から、真ん中のマッツアを二つに裂いて食べます。そ

して片方を亜麻布の袋にくるんで隠します。真ん中のマッツアはメシヤが三位一体の第二

位格の神であること、そのマッツアを裂くのはメシヤが十字架でその肉を裂かれる事、亜麻

布でくるむのは墓に葬られることの象徴です。 

 

(5) 第二杯の杯（裁きの杯）が満たされ、回し飲みされる、エジプトでの苦難の歴史が語ら

れる。 

ルカ 22:17 そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りをささげてから言われた。「これを取り、

互いの間で分けて飲みなさい。 

22:18 あなたがたに言います。今から神の国が来る時まで、わたしがぶどうの実からできた

物を飲むことは、決してありません。」 

弟子たちがイエスと再び杯を酌み交わすのは、再臨後の千年王国の時だということも、主

は告げられました。しかし今からはイエスにとって地上生涯の正念場、悪魔との戦いの時、

喜びを表すぶどう酒を飲む時ではないのです。 

(７) 詩篇 113 篇と 114 篇が食前の祈りとして唱えられる。 

 

(８) 再度手を洗い、マッツァ（アフィコーメン）が割られて配られ、各自それを取り(苦菜

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E6%A7%8D
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をドレッシングに浸し、マッツァと重ねられる。 

食事の最後に隠しておいたアフィコーメンを見つけ出し、小さく割って全員がそれを食

べます。 

ルカ 22:19 それからパンを取り、感謝の祈りをささげた後これを裂き、弟子たちに与えて

言われた。「これは、あなたがたのために与えられる、わたしのからだです。わたしを覚え

て、これを行いなさい。」 

イエスが弟子たちに与えたパンは、このアフィコーメンです。メシアニックジューたちはこ

の意味を深く理解しています。このパンを食べた時、彼らは神の過越しの小羊の肉を食べて

いたのです。聖餐式の目的はこのイエスの犠牲、謙遜、従順、愛、贖いの御業を記念するた

めです。忘れずに繰り返し覚えるためです。神は私たちが忘れやすいものであることをご存

知で、このことを制定してくださったのです。 

 

〈儀式的な食事はここで中断し、通常は夕食をくつろいだ雰囲気のうちに楽しむ〉 

 

①小羊のロースト②種なしパン③カルパス（野菜、パセリやレタス）④ハロセット（リンゴ、

ナッツ、はちみつ、レモンジュース、ワイン）レンガ色、現代はゆで卵も添える。 

 

イエスは裂いたパンをユダに与えます。 

ヨハ 13:26 イエスは答えられた。「わたしがパン切れを浸して与える者が、その人です。」

それからイエスはパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダに与えられた。 

 

ヨハネは悪魔がすでにユダの心に、裏切りの心を入れていたと書いています。また会計を任

されていたが、その中から盗んでいたとも書いています。 

ヨハ 13:27 ユダがパン切れを受け取ると、そのとき、サタンが彼に入った。すると、イエ

スは彼に言われた。「あなたがしようとしていることを、すぐしなさい。」 

彼は銀三十枚という値段で、イエスを祭司長たちに売り渡しました。ユダもかつては十二使

徒に選ばれ、悪霊を追い出す権威を与えられて宣教に遣わされました。イエスの公生涯、寝

食を共にした弟子でした。しかしイエスはユダが望んでいたローマ帝国からの解放者にも、

強いユダヤの王にもなる気配もありません。それどころか指導者たちに捕えられ、異邦人た

ちによって殺されるだろうと言い出しました。今までの自分の苦労はどうなってしまうの

だ、革命の希望は消えました。金儲けもできそうにありません。イエスはユダの望むメシヤ
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像とはかけ離れていたのです。富と神に同時に仕えることはできません。どちらかを優先す

るようになるからです。 

ヨハ 13:30 ユダはパン切れを受けると、すぐに出て行った。時は夜であった。 

ヨハネの福音書全体に流れるテーマは光と闇です。ユダはイエスを離れ闇の中に出ていき

ます。彼は光であるイエスをはなれ、悪魔の住む闇を選んだのです。 

 

 

2. 後半(儀式的な食卓) 

(1) 食事の後、第三の杯が満たされ(ルカ 22:20)、感謝の祈りがささげられる(かなり長い)。 

ルカ 22:20 食事の後、杯も同じようにして言われた。「この杯は、あなたがたのために流さ

れる、わたしの血による、新しい契約です。 

 

キリストによる新しい契約とは何でしょうか。新しい契約を結ばれたということは、古い

契約があるわけです。出エジプトのあと、イスラエルの民はシナイ山に導かれ、モーセを仲

介者として聖なる神と契約を結びました。それがシナイ契約です。神はイスラエルに命じま

した。 

出 19:5 今、もしあなたがたが確かにわたしの声に聞き従い、わたしの契約を守るなら、あ

なたがたはあらゆる民族の中にあって、わたしの宝となる。全世界はわたしのものであるか

ら。 

19:6 あなたがたは、わたしにとって祭司の王国、聖なる国民となる。』 

イスラエルは父なる神と結婚の契りを結んだのです。これは動物の血を用いた、血の契約で

した。しかしイスラエルは契約を破り、不貞の罪を犯し続けました。神はその度にイスラエ

ルに罰を与えますが、決して見放されませんでした。神は新しい契約をイスラエルに用意し

ていてくださったのです。 

 

預言者エレミヤは新しい契約について預言しました。 

エレミヤ 31:31 見よ、その時代が来る──【主】のことば──。そのとき、わたしはイスラ

エルの家およびユダの家と、新しい契約を結ぶ。 

31:32 その契約は、わたしが彼らの先祖の手を取って、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ではない。わたしは彼らの主であったのに、彼らはわたしの契約を

破った──【主】のことば──。 

31:33 これらの日の後に、わたしがイスラエルの家と結ぶ契約はこうである──【主】のこ

とば──。わたしは、わたしの律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。わ

たしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。 

31:34 彼らはもはや、それぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、『【主】を知れ』と言って

教えることはない。彼らがみな、身分の低い者から高い者まで、わたしを知るようになるか
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らだ──【主】のことば──。わたしが彼らの不義を赦し、もはや彼らの罪を思い起こさな

いからだ。」 

 

これが新しい契約の概念です。この時、使徒たちはこの素晴らしいできごとを理解してい

ませんでしたが、使徒たちがイエスと交わした杯は、｢新しい契約｣の締結でした。キリスト

は、イエスを信じる者たちの群れ・教会（エクレシア）と婚約されたのです。教会はキリス

トの花嫁となりました。使徒たちはこの教会の土台となりました。新しい契約は最初ユダヤ

人と結ばれた契約でしたが、キリストは律法という隔ての壁を壊し、ご自身がユダヤ人と異

邦人を結ぶ要石になって、この新しい契約に異邦人を加えてくださいました。神は栽培種の

オリーブ（ユダヤ人）に野生のオリーブ（異邦人）を接ぎ木してくださったのです。 

 

(2) 第四の杯が満たされ、詩篇 115、116、117、118 篇、および詩篇 136 篇を食後の祈りと

して唱える。 

(3) 「来年こそはエルサレムで」(離散ユダヤ人のためのもの) 

イスラエル在住者は「再建されたエルサレムで」と唱和して式は終わる。 

 

アフィコーメンの麻の袋は隠されていて、最後にデザートとして食べられますが、それは

イエスの復活、再臨を予表しています。「後からくるもの」という意味があるアフィコーメ

ンは、やがてメシアであるイエスが、天から戻ってこられ、地上に王国を築かれる千年王国

の預言的な意味をもっています。 

 

最後に 

イエスがあなたの罪ために、十字架で身代わりに死に、死んで墓に葬られ黄泉に下り、神

の御霊によって死に勝利しよみがえられたこと。そのことを信じるなら、あなたは新しい契

約に入れられています。救いは感情ではありません、神との契約なのです。神はご自身の性

質にかけてあなたの救いを完成してくださるのです。安心して良いのです。救われたあなた

は神の教会の一員、神の家族（エクレシア）とされました。その保証は聖霊です。 

旧い契約では、シナイ山でモーセを通して律法があたえられました。新しい契約では神が

直接あなたの心のただ中に、律法を置く、書き記すといわれました。これこそ救いの保証で

ある聖霊の内在です。御言葉に親しみ、神と交わり、内にいてくださる御霊の声に聞き従う

ならば、神はいつも最善の道、神の御心へと導いてくださいます。 

 


