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本書の目的 
本書は、イエスの磔刑の日付は西暦三三年四月三日の金曜日で、最後の晩餐は

西暦三三年四月一日だと特定している。それとともに、最後の晩餐を含む最後

の週の出来事を再現している。だが、本書の目的はそれだけではない。 
イエスの最後の週を知るための主要な情報源は、新約聖書の四福音書(マタイ、

マルコ、ルカ、ヨハネによる四書)だが、それぞれの記述には辻褄の合わない部

分がある。このため多くの聖書学者は、新約聖書を、「過去に実際に起こった出

来事の信頼すべき記録だとは考えていない」。 
しかし、精査すると、「四福音書に記されたイエスの最後の週に関する記述は、

矛盾なく符合することがわかる」。 
「本書の目的は、こうした研究で得られた新たな情報を紹介することである。

それによって当時の出来事を克明に再現できるだけでなく、イエスの言動につ

いても、新たな理解に到達できると期待される」。 
 
本書の本体は 

<本体>＝<訳者序>｜<目次>｜<本文>｜<解題>｜<主要参考文献> 
 
<目次>は 
**************************************** 目次はじめ 
目次 

１． イエスの最後の週をめぐる四つの謎 



２． 磔刑の日付を特定するための最初の手がかりくむ 
３． 最後の晩餐に関する問題 
４． イエスが生きていた時代の暦を再現する 
５． 磔刑の日付 
６． 月は血のように赤くなる 
７． イエスの最後の晩餐は〈クムランの太陽暦〉に基づいた過越しの

食事なのか？ 
８． 最後の晩餐の謎を解く鍵と古代エジプト 
９． 古代イスラエルの失われた暦を見つける 
１０．イエスの時代に、古代の暦がイスラエルでエスノい使われていた

可能性 
１１．最後の晩餐の日付―――四福音書に隠された手がかりせ伏す 
１２．最後の晩餐から磔刑まで―――福音書の記述の新たな解釈 
１３．イエスの最後の日々を新たに再現する 

 
解題 大澤真幸 
主要参考文献 
**************************************** 目次おわり 
 
<主要参考文献>は 
**************************************** はじめ 
主要参考文献 
リチャード・ドーキンス『神は妄想である』垂水雄二訳、早川書房,2007 年 
タキトゥス『年代記』国原吉之助訳、岩波書店、1981 年 
フラフィウス・ヨセフス『ユダヤ古代史(全四巻)』秦剛平訳、ちくま学芸文庫、

1999 年 
ヨアヒム・エレミアス『イエスの聖餐のことば』田辺明子訳、日本基督教団

出版局、1974 年 
フラフィウス・ヨセフス『ユダヤ戦記(全三巻)』秦剛平訳、ちくま学芸文庫、

2002 年 
フィロン『ガイウスへの使節』秦剛平訳、京都大学学術出版会、2000 年 
クルティウス・ルフス『アレクサンドロス大王伝』谷栄一郎・村上健二訳、

2003 年 
日本聖書学研究所、村岡崇光『聖書外典偽典 4 旧約偽典型 II』教文館、1998

年 
**************************************** おわり 



<主要参考文献>については<訳者序>中に次の記述がある。 
**************************************** はじめ 
聖書以外の書物からの引用はすべて訳者の新約ですが、邦訳があると確認でき

ているものは主要参考文献として巻末にまとめてあります。 
**************************************** おわり 
 
<本文>は<目次>に対応して１３章からなる。各章はそれぞれ<目次>に示された

対応するタイトルをもつ。 
 <本文> ＝ <１章>｜<２章>｜・・・｜<１３章> 
 
多くの聖書学者は懐疑的 

**************************************** はじめ 
オックスフォード大学のリチャード・ドーキンス元教授は、著書『神は妄想で

ある』で次のように書いている。 
「おそらくイエスは実在したのだろうが、一般に、著名な聖書学者たちは新約

聖書(旧約聖書は明らかに無理だろうが)を、過去に実際に起こった出来事の信頼

すべき記録だとは考えていない･･････世界的ベストセラー小説『ダ・ヴィンチ・

コード』と福音書との唯一の違いは、福音書は太古のフィクションであり、『ダ・

ヴィンチ・コード』は現代のフィクションであることだけだ･･････わたくしが

科学者として真実だと考えること(たとえば生物の進化)は、聖典を読んだからで

はなく、証拠に基づく研究を行ったうえで、真実だとみなしているのである」

**************************************** おわり 
 

本書に著者は？ 
**************************************** はじめ 
 しかしながら、わたくしもまた証拠をもっとも重視している。福音書と『ダ・

ヴィンチ・コード』との唯一の違いは、本当に前者が太古のフィクションで、

後者が現代のフィクションであることだけなのかを、本書で明確にしたいと思

っている。 
 わたくしは科学者だが、聖書の研究も行っている。二〇〇九年には、アメリ

カのニューオーリンズで毎年開かれる聖書に関する国際的な会合に招かれて講

演したほか、 
日本からインドまで、世界各地で開かれる科学関連の国際会議の招聘に応じ、

一〇回ほど講演を行なった。そして、主要な聖書学関連の雑誌や、《ネイチャー》

などの有名な科学誌に論文を発表してきた。 
 ドーキンス元教授と同じように、わたくしも証拠の重要性を信じている。本



書も証拠に基づいて注意深く執筆した。 
ここでは、歴史的手法と科学的手法を組み合わせ、“最後の晩餐”を含め、イエ

スの最後の日々に何があったのか、さらには、どのような推理が可能なのかを

追っていく。 
そのさいに考慮に入れた証拠は、 
新約聖書や旧約聖書、死海文書(二〇世紀半ばに、死海の北西部にあるクムラン

の遺跡周辺で発見された写本群)のほか、 
古代エジプトやバビロニア、ローマ、ユダヤの書物など、 
参照できるあらゆる文献である。 
ユダヤ暦の再構築に関しては天文学的手法も用いた。 
一流の聖書学者たちに広く助言を求めたほか、証拠の評価に定評のあるイギリ

スの弁護士にも意見を求めた。 
**************************************** おわり 
 
聖書学者の懐疑の理由 
**************************************** はじめ 
著名な聖書学者の多くは、新約聖書は事実を記録した信頼のおける書だとは考

えていない。 
イエスの最後の日々に関し、四福音書の間には矛盾があるように見えるため、

というのがその最大の理由である。磔刑や“最後の晩餐”に関して四福音書の

記述に食い違いがあるとすれば、どの福音書をも全面的に全面的に信じるわけ

にはいかなくなる。 
**************************************** おわり 
 
 
  



１章 イエスの最後の週をめぐる四つの謎 
「福音書の記述が一見すると食い違っているため、磔刑前のイエスに起きた出

来事については、いまだ解明されていない謎がいくつかある。その謎は大きく

分けて次の四点となる。」 
 
 １ イエスの失われた曜日 
「福音書の筆者にとって、イエスの最後の日々がもっとも重要だったことには、

疑いをはさむ余地はないだろう。」 
 
磔刑に処された週のイエスの言動を記述するのに、 
   マタイによる福音書では、全体の２５パーセント、 
   マルコによる福音書では、全体の３０パーセント強、 
   ルカ書による福音では、全体の約２０パーセント、 
   ヨハネによる福音書では、全体の４０パーセント近くを 
占める。 
 
最後の週について、これほど多くの情報が残されているにもかかわらず、それ

ぞれの曜日の出来事を再現しようとしたとき、何も起こらなかったように見え

る“失われた曜日”がある。金曜の磔刑の前々日、水曜である。 
 
 ２ 最後の晩餐に関する問題 
第二の謎は、最後の晩餐とユダヤの過越祭の関係 
**************************************** はじめ 
マタイ、マルコ、ルカによる福音書には、最後の晩餐が過越の食事だとはっき

り書かれているのに-対し、ヨハネ書には、最後の晩餐は過越の食事の前に行わ

れたと明言されている。 
**************************************** おわり 
 
 ３ イエスを裁く時間はあったのか 
「第三の謎は、イエスの裁判を含め、イエスの逮捕から磔刑までに起きたと福

音書に記されている出来事がすべて実際にあったとみなすには、時間が足りな

いのではないか―――という疑問である。」 
 
「最後の晩餐から磔刑までに起きたと記されている事柄は、福音書によって異

なる」。 



「注意すべきだとわたくしが感じたのは、それぞれの福音書で省略されている

出来事は違っていても、出来事の全体的な順序はかなり一致している点だ。ペ

テロの三度の否定と、それに伴って鶏が鳴いたことである。」 
 
四福音書で最後の晩餐から磔刑までにあったとされるすべての出来事をまとめ

ると、次のようになる。」 
**************************************** はじめ  
最後の晩餐 
オリーブ山 
ゲツセマネ 
イエスの祈り 
使徒たちが眠る 
イエスの二度目の祈り 
使徒たちがふたたび眠る 
イエスの三度目の祈り 
使徒たちが三度目の眠りに落ちる 
イエスの逮捕 
イエス、ユダヤの大祭司アンナスのもとへ連れていかれる 
ペテロが初めてイエスを知らないと言い、鶏の鳴き声がする 
アンナスによる尋問 
ユダヤの大祭司カイアファのもとへ連れていかれる 
ペテロによる二回目および三回目の否定 
鶏がふたたび鳴く 
ユダヤの最高法院による裁判 
イエスが下役に引き渡される 
イエスがふたたび最高法院の前に立つ(最高法院による審議) 
ローマ総督ピラトがイエスを尋問する 
ガリラヤの王ヘロデがイエスを尋問する 
ピラト、ふたたびイエスを尋問する(ピラトによる裁判) 
ピラトが囚人バラバを釈放する 
イエスの鞭打ち 
ローマ兵がイエスを侮辱する 
ピラトがイエスに死刑を言い渡す 
シモンがイエスの十字架を運ぶ 
イエスの磔刑 
**************************************** おわり 



ここに問題がある。 
多くの聖書学者とキリスト教徒の見解では 
**************************************** はじめ 
最後の晩餐は木曜の日没後に始まって、イエスの磔刑は翌朝、午前九時ごろ 
(マルコ書によれば、日の出から数えて第三時)に実施された。 
**************************************** おわり 
しかし、 
**************************************** はじめ 
いくつもの裁き―――ユダヤの祭司長らからなる最高法院、ローマ総督ピラト、

ガリラヤの王ヘロデによる尋問や裁判―――を実施されたのは、同じエルサレ

ムでも場所がそれぞれ異なっている。ほとんどの学者は不可能だと結論づけた。 
**************************************** おわり 
 
 ４ 裁判の合法性 
**************************************** はじめ 
木曜の日没後に催された最後の晩餐から翌朝九時ごろの磔刑までに、３で列挙

した事柄がすべて実際に起きたとすれば、最高法院による裁判は夜に執り行わ

れなければならない。しかしながら、死刑裁判に関するユダヤの律法では、夜

に裁判を行うことは禁じられている。 
『ミシュナ』には次の一節がある。「死刑裁判は日中に実施し、評決も日中に下

さなければならない・・・・・死刑裁判の場合、無罪の評決は同じ日に下され

てもよいが、有罪の評決は翌日まで待たなければならない。」 
**************************************** おわり 



１３章 イエスの最後の日々を新たに再現する 
 
この章は本書のまとめ。二つの引用からはじまる。 
**************************************** はじめ 
そこで、敬愛するテオフィロさま、わたしもすべてのことを初めから詳しく調

べていますので、順序正しく書いてあなたに献呈するのがよいと思いました。[あ
なたが]お受けになった教えが確実なものであることを、よくわかっていただき

たいのであります。 
―――――「ルカによる福音書」 1 章３＾4 節 
福音書からイエスの史的側面をどれくらい知ることができるかを調べた学者は、

たいてい「さほど収穫はない」という結論に至る。 
―――――ジュディス・レッドマン 
**************************************** おわり 
第一の引用は「イエスの生涯についてすべて詳しく調べた」とする福音書(この

場合はルカ書)の主張。 
第二の引用は「福音書から確実に知ることのできるイエスの史的側面はあまり

多くない」という現代の多数の学者の主張。 
「福音書は矛盾に満ちている」とオックスフォード大学のゲザ・ヴェルメシュ

は書いている。 
 
著者の、現代の多数の学者の意見に対する反駁。 
**************************************** はじめ 
本書では、イエスの最後の日々を新たな目で詳しく検証した。 
科学的な技法を駆使して事件を捜査する刑事のように、 
四つの福音書を比較し、さらには、ほかの歴史的文献とも比べながら、 
福音書を精査した。 
その結果、最後の晩餐を含めて、イエスの最後の日々に関する四福音書の記

述にあると思われた大きな食い違いは、実際にはないことがわかった。 
これまでは福音書の記述を正しく解釈できていなかったために、矛盾してい

るように見えたのだ。 
正しく解釈すれば、四福音書はかなりの部分で整合性がとれていると言える。 
さらには、死海文書の記述や、ユダヤとローマの歴史家が残した見解とも合致

している。 
**************************************** おわり 
  



最後の晩餐とイエスの最後の日々の記述をめぐる福音書の問題に対する解答。 
**************************************** はじめ 
これは篤い信仰心に根差した本ではないが、わたくしは真にすばらしい物語に

惹きつけられていった。イエスの最後の日々をより深く知ることで、これまで

より多くのことが見えてきた。 
探偵小説が好きな読者や科学者なら、一見すると複雑な問題も、いったん理

解できてしまえば、答えは意外に単純だった、と思った経験があるだろう。 
第１章で説明した、最後の晩餐とイエスの最後の日々に記述をめぐる福音書の

問題もこれと似ている。 
本書でわたくしが得た答えは次のとおりである。 
**************************************** つづく 
 
以下、答えは１７箇条におよぶ。 
**************************************** つづく 
１ ヨハネ書には、最後の晩餐も、イエスの裁判と磔刑も、<公式のユダヤ暦>
に基づいた出来事として記述されている。したがって、イエスが死去したのは

最初の過越しの子羊が屠られる、ユダヤ暦のニサン十四日午後三時ごろである。 
 
２ マタイ、マルコ、ルカによる福音書(共感福音書)では、最後の晩餐は過越し

の食事となっている。イエスは過越しの食事のあと、ニサン十五日に磔刑に処

された。したがって、ヨハネ書と共観福音書とでは、最後の晩餐が過越しの食

事かどうかだけでなく、磔刑の日付にも食い違いがあるように見える。 
 
３ 本書で考察した結果、マタイ、マルコ、ルカの三者は、ヨハネとは異なる

暦を使って最後の晩餐は過越しの食事だと記述していることがわかった。また、

それぞれがどの暦を使っていることも判明した。 
 
４ ヨハネが使っていたのは<公式のユダヤ暦>である。これは、一世紀にエル

サレム神殿の祭司が使っていた太陰暦で、一日は日没から始まり次の日没前に

終わる。この暦では、ニサン十四日の午後に過越しの子羊が屠られ、日没後の

十五日に過越しの食事が行なわれる。 
 
５ マタイとマルコ、ルカが最後の晩餐を記述するのに使っていたのは、ヨハ

ネの場合とは異なり、一日が日の出とともに始まる太陰暦だった。この暦では、

過越しの子羊を屠る儀式も過越しの食事もニサン十四日に行われることになる。 
**************************************** つづく 



**************************************** つづく 
６ 現代でもこれと同じような事例はある。たとえば、ギリシャならびにロシ

ア正教会では古いユリウス暦を使って復活祭の日付を決めているので、現代の

グレゴリウス暦を使っているカトリックやプロテスタントよりも、通常、復活

祭を早く祝っている。 
 
７ この“異なる暦説”則って分析すれば、最後の晩餐の日程と内容は四福音

書ですべて整合性がとれる。 
最後の晩餐は、共観福音書で使われている暦に従えば、正式な過越しの食事だ

った。 
一方、この暦での過越しの食事は<公式のユダヤ暦>より前に開かれるので、イ

エスの最後の晩餐は公式の過越しの食事より前だった、とするヨハネの記述も

また正しい。 
これで、磔刑の日付も四福音書すべてで一致する。その日は<公式のユダヤ暦>
でニサン十四日であり、最初の過越しの子羊が屠られる午後三時に、イエスは

息絶えた(ヨハネとパウロの記述)。 
 
８ 聖書とそれ以外の古い文献に残されたあらゆる証拠は、磔刑が<公式のユダ

ヤ暦>でニサン十四日に行われたという点で一致している。 
 
９ 共観福音書にはイエスが最後の晩餐を過越しの食事として祝ったと書かれ

ているが、その際に使った異なる暦とはどんなものだったのか。 
従来の説では、死海文書に記載されている、クムラン宗団が使っていた太陰暦、

というのが唯一の有力な候補だった(クムラン宗団はエッセネ派と呼ばれるユダ

ヤ教の一派に属していたと推測される)。 
しかし、<クムラン暦>による過越祭は<公式のユダヤ暦>の過越祭よりもあとに

来るので、この説はありえない。 
 
１０ イエスが最後の晩餐を過越しの食事として祝うのに使った異なる暦とは、

古代イスラエルの<バビロン捕囚前の暦>だとわかった。 
かつての南ユダヤ王国のユダヤ人は紀元前六世紀にバビロンに捕囚されている

とき、<バビロンの暦>を使い始め、月の名前も同様に変更した。この暦は、一

日が日没後に始まる太陰暦で、紀元一世紀の<公式のユダヤ暦>だった。 
このバビロニア式の暦を採用する前にユダヤ人が使っていたのが、<捕囚前の暦

>である。 
**************************************** つづく  



**************************************** つづく 
１１ この<捕囚前の暦>は古代エジプトの太陰暦に基づいたものだが、のちに、

一年の最初の月が春に始まるよう変更された(この月は、大麦が熟することを意

味する「アビブ」と呼ばれた)。 
最初の月の名前はその後、ユダヤ人がバビロンに捕囚されているときに「ニサ

ン」と変更される(ニサンはヘブライ語で、バビロニアの最初の月「ニサメ」を

意味する)。 
 
１２ <捕囚前の暦>は、古代エジプトの太陰暦と同じように、１日が日の出と

ともに始まる太陰暦だった。 
一世紀にも使われ、サマリヤ人やゼロテ派、少なくとも一部のエッセネ派など、

さまざまな集団によって過越祭の日を決めるのに利用されていたことがわかっ

た。 
したがって、イエスが最後の晩餐を過越の食事として祝うのにこの暦を使った

としても、なんら不思議ではない。  
これは、現代のキリスト教徒のなかで復活祭を祝うのにグレゴリオ暦ではなく、

ユリウス暦を使う人々がいるのと同じである。 
ユダヤの歴史家ヨセフスの著作から、一世紀のエルサレムには、こうした異な

る暦を使うサマリヤ人やエッセネ派やゼロテ派も居住していたことがわかって

いる。 
 
１３ 天体物理学者の助力を得て、一世紀の<公式のユダヤ暦>と<捕囚前のユダ

ヤ暦>を再現してみた。 
その結果、<捕囚前のユダヤ暦>の過越祭は、<公式のユダヤ暦>の過越祭よりも

つねに数日早かったことがわかった。 
１４ 再現した暦から、イエスの磔刑の日付は西暦三三年四月三日の金曜日で、

最後の晩餐は西暦三三年四月一日だと特定できた。 
１５ イエスの言動から、彼が自分を新たなモーゼだと考えていたのははっき

りしている。 
<捕囚前の暦>を使って最後の晩餐を過越の食事とすることで、自分が祝うこと

のできる最後の過越の食事会を、「出エジプト記」に記された初めての過越の食

事会と同じ日に開いた。 
このようにして、イエスは自分が新たなモーゼだということを象徴的につたえ

ていたのだ。 
これは最後の晩餐の席での、いくつかの発言とも符合している。 
**************************************** つづく 



**************************************** つづく 
１６ 最後の晩餐が催されたのが水曜だったという考え方は、木曜だったとす

るこれまでの定説を覆すものだ。 
しかし、最後の晩餐が木曜だったという記述は聖書にはどこにも見られない。 
福音書を詳しく分析してみても、やはり(１４と同様)最後の晩餐は水曜に催され

ていたことが明らかになった。 
 
１７ 最後の晩餐が水曜日だったとすれば、第１章に挙げた問題も解決する。 
“失われた水曜日”に何があったかが判明するほか、最後の晩餐の日付と内容

をめぐってヨハネ書と共感福音書の記述に食い違いがあるという長年の問題も

解決する。 
さらには、最後の晩餐から磔刑までのあいだに起きたと福音書に記録されてい

るすべての出来事も、無理なくこの期間内に収まり、ユダヤ人によるイエスの

裁判が法的に正当な手続きに則って行われていたことにもなる。 
イエスは水曜夜の最後の晩餐のあと、木曜の早い時間帯に逮捕された。 
その後、木曜の日中にユダヤの最高法院による裁判が開かれ、金曜の朝に最高

法院による二回目の裁判が開かれてイエスの死刑が確定した。 
ユダヤの律法を記した『ミシュナ』によれば、最高法院による裁判は日中に開

廷されなければならず、死刑裁判では翌日の二回目の裁判で刑を確定させるこ

とになっている。 
ここに述べた時間経過どおりであれば、この律法にも違反していない。 
**************************************** おわり 
 
リチャード・ドーキンスの言葉「『ダ・ヴィンチ・コード』と福音書との唯一の

違いは、福音書は太古のフィクションであり、『ダ・ヴィンチ・コード』は現代

のフィクションであることだけだ」に対する反駁 
**************************************** はじめ 
本書では、聖書学者の F・F・ブルースが「新約聖書で最も困難な問題」と呼ぶ

最後の晩餐の日付と内容に関する問題をとりあげた。その結果、これほど難し

い問題であっても、死海文書や古代エジプトの文献に残された手がかりに基づ

いて解釈すれば、福音書の記述はかなりの部分で整合性がとれていることがわ

かった。本書で広範囲にわたって分析した結果、福音書には、イエスの最後の

日々という、世界を変えたいくつもの出来事が詳しく記録され、かつ、その内

容が一貫していることが明らかになった。一方で、『ダ・ヴィンチ・コード』が

完全なフィクションだということに変わりはない。 
**************************************** おわり 



驚くべき象徴表現 
**************************************** はじめ 
最後に、イエスの最後の日々を新たに解釈することで明らかになった、驚くべ

き象徴表現についても伝えておきたい。 
イエスは<捕囚前の暦>を使って、「出エジプト記」に書かれた最初の過越祭と同

じ記念日に、最後の晩餐を真正なる過越の食事会として開いた。 
そうすることで、自分自身を新たなモーセと位置づけ、新たな契約を結び、神

の民を解放しようとした。 
イエスは<公式のユダヤ暦>でニサン十四日の午後三時ごろ、過越の子羊が屠ら

れる時刻に絶命し、自身を過越のいけにえと重ね合わせた。 
こうした見事な象徴的行動も歴史上の出来事に基づいたものだといえる。 
 本書で再現したイエスの最後の日々は細部にわたって深い意味があり、きわ

めて重要だと考える。 
これらは人類史において、最も大きな御業を行なった神に正当なる光を当てる

ものとなるだろう。 
**************************************** おわり 


