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イエスの母はいつ死んだか
前川　　裕

1 ．はじめに
新約研究者である佐藤研は、2010年の講演・論文集で「イエスの父はいつ死
んだか」という論考を発表した1。イエスの父であるヨセフに関する資料不足の
ゆえに、佐藤はそれを論文というよりもエッセイに近いものとみなしている。佐
藤の推測するところでは、ヨセフはイエスの青年時代に死んだと考えられ2、そ
れがイエス自身の思想に大きな影響を与えたことを示唆している。
では、イエスの母であるマリアはいつ逝去したのであろうか。カトリック教
会における伝説としては、マリアの死の叙述がまず生まれ、さらにマリアは神
に受け入れられたとされ、最終的には「被昇天」という思想へと発展する。そ
れは20世紀になって教義となった3。伝説や神話的な記述としてマリアの死の時
期が述べられているものがないわけではない4。しかし新約聖書は、父ヨセフの
場合と同様、母マリアについてもその死に言及していない。新約聖書以外の文
献を考慮しても、もちろん伝説的なものはあるものの、具体的な歴史資料は存
在しないのである5。その点で、佐藤と同様に、ここでは論文というよりもエッ

1 佐藤研『イエスの父はいつ死んだか』聖公会出版、2010年、49-54頁。
2 佐藤はヨセフの死をイエスが10代の頃、遅くても20代初めと想定する（佐藤『イエスの父はいつ死んだか』、52-53
頁）

3 カトリック教会における「処女マリアの被昇天」教義は1950年に宣言された。それは「無原罪の神の母、終生乙
女なるマリアが、地上の生活を終えたのち、肉身も霊魂もともに天の栄光にあずかるようにされたことは、神
によって啓示された真理である、と宣言し、布告し、定義する。」（Denzinger-Hünermann 3903）というものであ
る。もちろん、1950年にこのような考え方が生まれたのではなく、それまで長く維持されていた思想がこの年
になって初めて公式教義となったという意味である。

4 たとえばカトリックの神秘思想家であるアンナ・カタリナ・エンメリック（1774-1824）は母マリアの被昇天は
キリスト昇天の約13年後の紀元48年のことで、マリアは63ないし64歳だったと述べている（Anna Catharina 
Emmerick, The Life of Jesus Christ. Fresno: Academy Library Guild, 1954, 4:451. Rosalba Ruiz, Mary: The 
Mother of Jesus, A Biography. Kindle Edition［Library of Congress Control Number: TXU1868227］, 2015よ
り引用）。もちろんこれに根拠はない。

5 カトリックの神学者カール・ラーナーは母マリアに関する多数の論考を出版しているが、そこでもマリアの生
涯についてはほとんど知られておらず、新約聖書や新約外典の記述には全く歴史的な価値はないと述べてい
る（Karl Rahner, Maria, Mutter des Herrn: Mariologische Studien. Karl Rahner Sämtliche Werke 9, 
Freiburg et al.:Herder, 2004, 519-520）。
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セイに近いものとならざるを得ないことを最初に断っておきたい。
それでもなお、新約聖書学の立場からマリアの死について、できるだけ客観

的な情報に基づいて検討することはできないだろうか。なるほど、その死につ
いて直接的に語る資料はない。しかし間接的な証拠を用いることで、少しでも
その情報に近づくことができないか。この小論はそのような試みである。

2 ．新約聖書における母マリアへの関心
まず新約聖書が母マリアについてどのように言及しているかを確認しておこ

う。
最初に生まれた福音書とされるマルコ福音書では、イエスの母を指す「マリ

ア」という語そのものは一箇所のみである（6:3）6。これは直接的に母マリアの
姿を描いたものではなく、イエスの出自を説明するものである。多少なりとも
母マリアの姿が現れるのは3:31-35であり、そこでは「イエスの母ときょうだい
たち」がイエスに会いにきたという。ただしこれは「身内の人たち7はイエスの
ことを聞いて、取り押さえに来た」（3:21）という、イエスに敵対的な文脈に置
かれている。
総じて、マルコ福音書は母マリアへの関心を持っていない。これはマルコ福

音書に誕生物語がないことと関係があるかもしれない。イエス誕生の物語は含
まず8、母マリアもイエスに協力的でない人物として言及しているのみである。こ
のような母マリアへの無関心は、マルコ福音書の背景となった共同体において
は母マリアが重視されていなかったことを強く示唆するものである。母マリア
は、イエスに関して生まれてきた信仰の最初から重視されていたわけではなかっ
たことを示していると言えるだろう。
マタイ・ルカ両福音書は母マリアについて、マルコ福音書との並行記事およ

6 「小ヤコブとヨセの母マリア」（15 :40）、「ヨセの母マリア」（15 :47）、「ヤコブの母マリア」（16 :1）をイエスの兄弟
に言及したものとみなす見解もあるとされるが、現代の学問的注解では否定されている。イエスの母と見な
せない理由については、たとえばR. T. France, The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek Text
（Grand Rapids, Mich.; Cambridge: Eerdmans, 2002）, 664を参照。

7 これは家族ではなく弟子たちであるという見解について、France, The Gospel of Mark, 166を参照。
8 マルコ福音書の著者が誕生物語伝承を知りながら省いたのか、それとも伝承そのものを知らなかったので採

用しようもなかったのかは分からない。
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び独自の記事をもっている。マルコ福音書との並行記事については、マルコ
3:31-35はマタイ12 :46-50とルカ8:19-21でほぼそのまま取り入れられている。し
かしマルコ6:3については、マタイ13 :55にやはりそのまま取り入れられている
が、ルカ福音書はそれを採用していない。これらの並行記事についてはマルコ
の記事を参照したとみなして良いであろう。もちろん、マタイ・ルカ両福音書
における母マリアについての記述で中心となるのは誕生物語である。そこでは
イエスが母マリアから誕生した経緯、さらにルカでは少年の頃のエピソードも
含めて、詳細に述べられている。
ヨハネ福音書における母マリアの扱いは、共観福音書とは大きく異なるもの
である。ヨハネ6:42にはマルコ6:3に類似した内容が含まれており、これはマル
コ福音書の伝承を知っていたゆえである可能性が高い。ヨハネ福音書ではマタ
イ・ルカ両福音書に見られるようなイエス誕生の経緯は述べられない。つまり
イエスの「受肉」の物語には母マリアが現れていない。母マリアは、イエスの
最初の「しるし」を導く存在となっている（ 2章）。ヨハネ福音書では、イエス
と家族の関係は必ずしも悪いものではなかったらしい（2:12も参照。ただし
7:3-5ではイエスに批判的）。ヨハネ福音書独特の記述として、イエスの十字架
のもとに立つ母マリアの姿がある（19 :25-27）。ここでイエスは母マリアを「イ
エスに愛された弟子」に託している。もっともこの場面は、処刑中の十字架の
もとに関係者が近寄っている（たとえばマルコ15 :40では「遠くから見守ってい
た」）など不可解な点があり、「イエスに愛された弟子」に権威を与えるための
創作とみなすのが良いだろう9。
使徒言行録によれば、母マリアは最初の弟子たちの共同体の一員であった（使
1:14）。この 1世紀後半に成立したとされる文書の記述をどこまで歴史的な史料
として用いることができるかについては十分注意せねばならないが10、使徒言行

9 ヨハネ19 :25-27の背景にある伝承等に関する包括的な考察として、以下を参照。Raymond E. Brown, et 
al.（eds.）, Mary in the New Testament. New York/Mahwah: Paulist, 1978, 206-218.同書では19 :25-27に史的
背景があるか否かを決定する方法はないと述べている（p. 210）。

10 荒井献は著作時期を90年代後半と見做す（荒井献『使徒行伝　下巻』新教出版社、2016年、439頁）。「著者が行伝
を編む際に、初期キリスト教会に由来する諸伝承を採用したことは確実である」としつつ、伝承部分の「範囲
を確定する作業は極めて困難である」とする（同424頁）。田川建三は著者ルカをパウロの同行者としており、遅
くとも80年頃までに成立したと考える（田川建三『新約聖書　訳と註 2下 使徒行伝』作品社、2011年、675頁）。
またその記録が史実を相当に踏まえていると見ている（同681-694、特に693-4頁）。
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録の中でここ以外で母マリアに関する言及がないこと、つまり取り立てて母マ
リアが重視されているわけではないことと併せて考えると、この点は史実とみ
なしても差し支えないであろう11。

3 ．新約聖書学的な観点からの検討
3.1.　マリアの死に対する新約聖書の無関心
以上で確認した、新約聖書におけるマリアの「その後」への無関心は興味深

い。それはイエスの誕生をめぐる実に細かな描写と対照的である。マタイ福音
書やルカ福音書の著者は母マリアの死について、知っていたが記載しなかった
可能性はあるだろうか。そもそも福音書はイエスの生涯について記すことを目
的としているのであるから、母マリアについての詳細な記述はそこから外れる
であろう。そのことはマタイ福音書の誕生物語とルカ福音書のそれとでマリア
に関する記述量が異なっている点からも理解できる。それゆえ、マタイ福音書
やルカ福音書の著者が母マリアの死について知っていたのに記載しなかった可
能性は残る。もっとも、それを資料によって確認することはできない。とはい
うものの、以後数世紀にわたるマリアの死に関する情報の欠落に鑑みれば、こ
れら福音書記者たちが母マリアの死についての情報を持っていなかった蓋然性
は高いであろう。
このように、新約聖書の時代においては、イエスの誕生にかかわる部分以外

について母マリアへの関心がそれほど高くなかったと言える。

3.2.　新約外典におけるマリアの死の記述
では続く時代に生み出された新約外典では、母マリアの死についてどのよう

に語られているだろうか12。光延によると、マリアの死について語る外典は30編
（断片含む）以上現存するという13。それらは 3つのタイプに分類できるという。

11 とはいえ、「マリア」という名前そのものは福音書にも多数見られており、特に復活証言では「マグダラのマリ
ア」への言及があるため、「母マリア」と「マグダラのマリア」が混同されている（つまり使1:14の「マリア」は
そもそも「マグダラのマリア」を指していたが、ルカが受け取った伝承では「母マリア」に変わっていた）可能
性もあるかもしれない）。

12 2 世紀の文献における母マリア像についてはBrown, Mary, 241-253にコンパクトにまとめられている。
13 光延一郎編著『主の母マリア　カール・ラーナーに学ぶカトリック・マリア神学』教友社、2021年、98-99頁。た
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（A）母マリアはベツレヘムで永眠、その身体はパラダイスにある（ギリ
シャ語・シリア語作品）

（B）エルサレムで病に倒れ、いのちの木のもとに葬られる／体はパラダ
イスにある（コプト語作品）

（C）エルサレムで死の床にあり、使徒たちが集まり、体と魂は天国に受
け取られた（ギリシャ語・ラテン語作品）

興味深いことに、マリアが逝去した場所については、ベツレヘムとエルサレ
ムという二つの系統が存在していた。マリアが逝去したのは特定の場所である
はずだから、このような状況は、マリアの死について外典も確固たる史実や伝
承を背景としていないことを暗示している14。またこれらの物語においてすでに、
母マリアの体はパラダイス／天国にあるという神話化が見出せる。母マリアの
死について、史実は広く知られていたわけではなかったのである。ここでも母
マリアへの関心の低さを見いだすことができる。
なお新約外典と時代的に並行する教父たちの著作においても、母マリアは「神
の母」であることが主に論じられており、その死について語られることがほと
んどない15。これはそもそも新約聖書に死の記述がないことを踏まえているため
とも考えられるが、いずれにせよ母マリアの死については関心が持たれていな
かったことを示している16。

3.3.　イエスの死の頃のマリア
ところで、マリアがイエスを出産した時は何歳であったのだろうか。もちろ

だし同箇所には出典が示されていないため、具体的にどの文書を数えているのか不明である。マリアの生涯
に関する外典等の紹介として以下を参照。Tony Burke,“Mary in the Apocrypha,” in Chris Maunder（ed.）, 
The Oxford Handbook of Mary. Oxford: Oxford UP, 2019, 40-53.

14 母マリアの生涯について述べている『ヤコブ原福音書』（邦訳は八木誠一訳、『新約聖書外典』講談社、1974年所
収）はイエスの出産で終わっており、マリアのその後については述べていない。

15 教父文献におけるマリアの死の記述をまとめたものにWalter J. Burghhardt, The Testimony of the Patristic 
Age Concerning Mary’s Death. Westminster, MD: Newman, 1957がある。また初期教父文献における全般的
な母マリア像についてはBrown, Mary, 253-257を参照。

16 母マリアについて包括的な著作を記したシュライナーは、「キリスト教会の発展史においても最初の四世紀間
は、マリアがいつ、どこで、何歳で世を去ったか、信頼に足る情報は存在しない」と述べる（K・シュライナー（内
藤道雄訳）『マリア　処女・母親・女主人』法政大学出版局、2000年、541頁）
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ん個人差が大きい点ではあるが、たとえばダニエル＝ロプスによれば、イエス
時代の平均出産年齢について、「律法によれば12歳半が〔結婚の〕適齢」であり、
「マリアがイエスを産んだときは、かろうじて14歳の少女であったにちがいな
い」と推測する17。これを参考に、イエスの出産を母マリアが15歳の時と仮定し
よう。するとイエスの宣教活動開始が「およそ30歳の時」（ルカ3:23）とされて
いるため、その頃に母マリアは45歳頃となる。イエスの公生涯は共観福音書に
よれば 1年間であるが、一般にはヨハネ福音書に基づく 3年間と考えられてい
る。するとイエスの死の際には48歳頃となるだろう。
紀元 1世紀当時のローマ世界における平均的寿命は非常に低いとされる。一

説には20歳代とも言われている。もちろん多くの人が20歳前後で死んだわけで
はなく、幼児死亡率の高さが大きく影響している。実際には長生きする人もそ
れなりにいたことだろう。とはいえ50歳程度を超えて生き続ける割合もかなり
低かったと想定される18。そうすると、イエスの死の際に48歳頃であった母マリ
アが、その後も長らく生きていた可能性は低いと考えるのが妥当である。おそ
らくイエスの死後、比較的早い段階で死んだのであろう。それは使徒言行録の
冒頭にしか母マリアへの言及がないこととも合致する。使徒言行録において母
マリアへの言及がほとんどないのは、そもそもマリアが早々と逝去し、実際の
活動がなかったゆえと考えられよう。

3.4.　マリアがイエスの生前に逝去していた可能性はあるか
そもそも母マリアはイエスの死の頃まで生きていたのであろうか。ヨハネ福
音書の記述によれば、十字架のもとに立っているのであるから生きていたこと
になっている。とはいえ先述のように、この物語には創作の疑いもある。当時
の寿命（本論文3.3.も参照）を考慮すれば、母マリアがイエスの十字架死よりも
先に逝去した可能性は十分考えられる。少なくともヨハネ福音書が執筆された
頃（一般に紀元90年頃と推定されている）までには当然母マリアも逝去してい

17 ダニエル＝ロプス（波木居斉二・波木居純一訳）『イエス時代の日常生活I』山本書店、1964年、198頁。
18 ホプキンスの論文に挙げられている先行研究の図（Table 5）やホプキンスによるデータ（Figure 3）によれば、

ローマ時代のアフリカ地域の女性が50代を超えて生存している割合は低い（Keith Hopkins,“On the Probable 
Age Structure of the Roman Population.”Population Studies 20［1966］: 245‒64）。
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たはずで、伝説化については問題なかったであろう。そもそも共観福音書で十
字架の場面に母マリアの名前が出てこないことは、母マリアが早くに亡くなっ
ていた可能性を示唆する。さらにイエスの埋葬や復活の場面において、他の女
性たちの名が挙げられているのに、（もし存命であるならば）母マリアの名が挙
げられていないのは不自然にも思われる。よって、母マリアがイエスの死以前
に逝去していた可能性も排除できないだろう19。
とはいえ、もしそのようなことがあれば福音書にも何らかの記載があって然
るべきであろうし、さらに使徒言行録の記述が創作とは言い切れない。ここで
は、母マリアはイエスの十字架死まで生きていたという立場を採る。

4 ．誕生物語の成立
4.1.　誕生物語と母マリア
先述のように、マタイ・ルカ両福音書には誕生物語が含まれている。ここで
注意すべきは、マルコ福音書に存在せずマタイ・ルカ両福音書に含まれる母マ
リアに関する記事が誕生物語以外には存在しない、という点である。これはい
わゆるQ資料において母マリアへの言及がないことをも意味している。Q資料
の大部分はイエスの語録であるゆえ、母マリアに関する記述がないことは当然
と言えるかもしれないが、Q資料的な立場では母マリアは重視されていなかっ
たということは言えるのではなかろうか。Q資料の成立年代は諸説あるが20、マ
ルコ福音書以前にも母マリアを重視していない立場があったことは着目されて
良いであろう。
マタイ・ルカ両福音書における誕生物語の詳細さは、それ自体が注目に値す
る。つまりこの物語の関心がどこにあるかを示しているからである。マリアの
処女降誕そのものは歴史的事実とは言い難いが、イエスの誕生が神と関わるも
のであるという主張があって、それを裏付けるものとして誕生物語が生まれ、ま

19 母マリアがイエスの十字架死よりも前に逝去していた場合、父ヨセフの死がイエスに影響した可能性がある
ように、母の死がイエスに何らかの影響を与えた可能性も考えることができる。これは空想的であるが、母の
死によってより終末意識を強め、自らの死への意識を高めたことも考えられよう。

20 『聖書学用語辞典』（日本基督教団出版局、2008年）における佐藤研「Q文書」では、Qは文書化される前に宣教の
ための補助手段としての書き物であり、全体的にまとめられた時期として第一次ユダヤ戦争の直前頃を想定
している（81頁）。
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た成長してきたに違いない。マタイ・ルカ相互の比較をすれば、物語の成長過
程は明らかである。おそらく「霊＝神の力によって」、「ベツレヘム＝ダビデの
町」で生まれたという程度の内容が最初にあって、マタイ・ルカ両福音書はそ
れぞれ独自に展開したゆえに、物語相互の違いも生まれてきたのである。
ところで、そのような物語の相違が生じ、さらにそれらの相違が残されたま

まで流布することは、物語をコントロールする主体が存在しなかったことを意
味する。そして誕生物語の主人公はまさに母マリアであり、事実を知る者とし
てコントロールが可能なはずである。すると、誕生物語における相違が存在す
ることは母マリアのコントロールを外れたところでそれらが展開したことにな
ろう。これは母マリアの死と密接な関係がある可能性が高い。
使徒言行録によれば、母マリアは最初期の教会の一員であった。母マリアが

生きているならば、イエスの誕生の経緯を確実に知っている者を前にして、誕
生に関する神話的説明が広がることは難しいであろう。すると誕生物語は、そ
の神話的な種は早くからあったかもしれないが、証言者がいなくなってから拡
大し広く語られるようになった、つまりそれは母マリアの死後のことと考える
のがふさわしい。

4.2.　批判的考察
考えうる批判として、最初期教会において既に権威を持つグループが存在し、

イエスの誕生に関する神話を主張したならば、母マリアですらそれを否定でき
なかったのではないか、というものがあるだろう。そのような可能性は十分に
考えられる。最初期教会が主の兄弟ヤコブという母とは別のイエスの近親者に
よって指導されていたことも、母マリアがそれらグループの主張を否定できな
い一因であったかもしれない。
とはいえ、新約聖書においては最初期教会における女性たちの活躍がしばし

ば語られている。福音書に描かれたイエスに従う女性たち、またパウロ書簡に
おける（批判の対象としての）女性たちのように、女性たちが活発に発言して
いたり、教会の運営に関わっていたりする様子もうかがえる。そのような状況
が教会内にあったとすれば、イエスの親族である母マリアがそれなりの発言力
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を持っていたと考えることは決して無理ではないだろう。むしろ、教会として
は母マリアを祭り上げていてもおかしくない。すると、母マリアの死後になっ
て神話が自由に生成されるようになったと考えるのが妥当である。
また別の批判としては、母マリアに関する記述を初代教会における記録に残
すと、マリアに自分たちより高い権威が与えられるのではないかという、（初代
教会の中心にいた）男性の弟子たちの恐れゆえに、母マリアの話は含まれなかっ
たのではないかというものが考えられる。母マリアの権威への反論という発想
を証拠立てる一例として、『バルトロマイの質問』（紀元 2世紀から 6世紀の間
に成立）という文書において母マリアがペトロに従う様子が述べられているこ
とが見出される21。これにはペトロと母マリアとが権威を争う状況が背景にあっ
たことが推測できよう。この批判も十分妥当性があると思われる。このことは
特に、復活顕現物語に母マリアが（生きていたならば）全く出てこないことの
背景ともなるだろう。
ただし母マリアの「死」の記事については、むしろ男性の弟子たちがこれか
ら権威を引き継ぐという文脈で用いることも可能であっただろう。そうであれ
ば、むしろ母マリアの逝去を知っていたならば、積極的にそれを記した可能性
も十分考えられる。そうするとやはり、母マリアの死については少なくとも広
くは知られていなかったと考えるのが妥当ではなかろうか。

4.3.　誕生物語はいつ成立したか
以上の推論から、誕生物語がいつ頃から生まれてきたのかという問題が生ま
れる。このテーマについてはこれまでほとんど語られてこなかった22。先に見た
ように、Qのグループはイエスの誕生に関心を持たなかったらしい。ではマル
コ福音書成立以前に誕生物語は存在していたのだろうか。つまり、マルコ福音
書は意図的に誕生物語を取り入れなかったのだろうか23。これは、マタイ・ルカ

21 アン・グレアム・ブロック（吉谷かおる訳）『マグダラのマリア、第一の使徒　権威を求める闘い』新教出版社、
2011年、192-4頁。

22 たとえば誕生物語を包括的に論じたThe Birth of the Messiahを出版したブラウンも、誕生物語がなぜ生まれ、
なぜ福音書に取り入れられたかは論じているが、その成立時期については論じていない（Raymond E. Brown, 
The Birth of the Messiah, London: Geoffrey Chapman, 1977, 27-29）。

23 共観福音書問題における「マタイ優先説」を踏まえると、マルコ福音書はマタイの記述を削除したことになる。
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両福音書に含まれる誕生物語について、元となる伝承があったのか、という問
題とも重なり合う。既述のように、おそらく誕生物語の核となるような要素は
早くから生まれていただろう。しかし物語として完成するにはそれなりの時間
がかかったと想定される。それは、最初期の宣教においてはイエスの「誕生」
にはそれほど関心は持たれず、「イエスの死と復活」が宣教の中心だったゆえで
ある。新約聖書のあちこちに見られる宣教使信はイエスの「復活」、またその前
提となるイエスの「死」について語っている。パウロの宣教はまさにその線に
沿ったものである。パウロが自らの書簡においてイエスの公生涯についてほと
んど語ることがないのも、それを証するものである。
なるほどローマ書1:3には「御子は、肉によればダビデの子孫から生まれ」と

ある。しかしこの「肉によれば」は母マリアに直接言及するものではない。イ
エスがあくまで「人間であった」ということを語るのみである。パウロは母マ
リアについて知らなかったわけではなかろう。「肉によれば…生まれ」という表
現は、イエスが「人間から生まれた」ということを述べており、そこには母マ
リアに関するなんらかの伝承もあったのだろう。「ダビデの子孫」という表現は
現在の誕生物語の筋（イエスはベツレヘム生まれ）とも一致する。そうすると、
現存するパウロ書簡の時代（50年代）において誕生物語の核となるようなもの
が存在していたと推測できるだろう。それはイエスの死から約20年を経た頃で
あり、十分な蓋然性がある。
イエスについて広く宣教されるに従って、イエスをめぐる物語の神話化も進

んでいった。それはイエスの誕生をめぐる物語へと向かったのである。とはい
うものの、それは決して遅い時期というわけではなさそうである。たとえば誕
生物語に見られる「ベツレヘム」という地名は、ユダヤ人の思想を反映してい
る。それは「ダビデの町」であるゆえに、イエスの誕生を権威づけるものとなっ
ているからである。するとこれは異邦人教会よりも、エルサレム教会における
ユダヤ人向けの宣教活動の中で生まれてきたものと考えるのが妥当であろう。
ただし、誕生物語において「父親の知らない懐妊」のような本来ユダヤ社会

ここではマルコ福音書がマタイ福音書以前に成立し、その上で（マタイ・ルカに見出されるものの前提となっ
た）誕生物語を知っていた、ということを前提として考える。
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では好ましくない話が含まれているのは、ユダヤ的ではないということも考え
られる。またマタイ福音書にみられる異邦人による証言も、やはりユダヤ教外
部によるものである。すると、ここにはユダヤ教を超えた要素が含まれている
と理解することができるかもしれない。もっともこれらはイエス時代のユダヤ
社会に対する批判であることを考慮すれば、必ずしもユダヤ的でないと言うこ
とはできないだろう。

5 ．まとめ
以上のような考察を踏まえて、母マリアがいつ逝去したかという点をまとめ
てみよう。イエスの十字架死の頃までは生きていて、最初期の教会に参加して
いただろう。しかし年齢を考慮すれば、また新約聖書の記述を踏まえれば、そ
の後それほど長く生きていたわけではなく、イエスの死後遠くない時期、おそ
らく数年以内に逝去したと想定される。すると50歳頃、紀元30年代半ばから後
半であっただろう。その後にイエスの誕生をめぐって母マリアについても神話
的な物語が生み出され、広まるようになったと考えられる。
もちろん冒頭で述べたように、これはあくまで推論に過ぎない。母マリアの
死について確実なことを言うのは難しい。しかしそれは最初期キリスト教の宣
教と密接な関係にあったことは確かであろう。その意味で母マリアの死は、キ
リスト教に見え難いけれども重要な跡を残しているのである。

 （まえかわ　ゆたか・本館教授／新約聖書学／関西学院大学准教授）
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