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序文
驚くべき救い主の御名 

第二次世界大戦中、私の義父は捕虜収
容所で18か月を過ごしました。そこで
は、よくスピーカーから音楽が流れて

いました。そのうちのひとつが、「リリー・マーリーン」と
いう歌でした。義父はその歌に励まされ、その名前が大
好きになりました。後に彼は、特別な思いを込めて、一
人娘をマーリーンと名づけました。それが私の妻です。

名前というのはそういうものです。人間関係におい
て重要な意味があります。しかし、神との関係において
は名前がより重要です。他の誰とも異なる方法で、神は
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ご自分の御名と名声を結びつけられ、ご自分を「ともに
いる神」として示されます。

この小冊子は、救い主が来られる700年以上前に書か
れたイザヤ書9章6節の驚くべき預言について書かれてい
ます。このお方が私たちにとって大切なお方であること
は、御名が明らかにしてくれます。

ビル・クラウダー
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第一章
名前ってなに？ 

これは、シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」の名台詞
です。モンタギュー家のロミオとキャピュレット家のジュ
リエットは、互いの家が反目していると知らず恋に落ち

ました。愛のためなら名を捨ててもよいと思ったジュリエットは「お
お、ロミオ、ロミオ！どうしてあなたはロミオ？お父様と縁を切り、ロ
ミオという名をおすてになって。それがだめなら、私を愛すると誓言
して、そうすれば私もキャピュレットの名をすてます」と言いました。
そしてこのように続けます。「名前ってなに？バラと呼んでいる花を
別の名前にしてみても美しい香りはそのまま。」

でも、名前が大切な場合もあります。私が子供の頃、父は事業
に失敗しました。自己破産をすることもできましたが、債権者を一
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人ひとリ回り、一生かけても返済すると言いました。父は正直者で 
通っていたので、全員が父の名に免じて待ってくれました。父は約
束を守り、更なる信用を勝ち得ました。また誠実さの模範を示しま
した。

聖書の時代においては、名前は特に大切でした。新旧約聖書を
通じて、登場人物の名前は、その人の性格や人生を物語っていま
す。
ヤコブ（創25:26）  

「ヤコブ」とは、「取って代わる」という意味です。兄のエサウの地
位をいずれ奪うようになることを暗示してつけられました。長子の
権を奪ったときに、彼は名前どおりの人となりました。

ナオミ（ルツ1:20）  
「ナオミ」とは「喜び」という意味です。しかし、モアブの地から帰っ
てきたナオミは名前を「マラ」（「苦い」の意）に変えました。ナオミ
がモアブの地で、夫と二人の息子の喪失、それに義理の娘との別離
という苦い経験をしたからです。

バルナバ（使4:36）  
本名は「ヨセフ」ですが、「慰めの子」という意味の「バルナバ」と呼
ばれていました。彼が熱心に人の面倒を見たり、励ましたりしてい
たからです。

しかし、天使がヨセフに語った名前ほど重要な名前はありませ
ん。

「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」 
（マタ1:21）。
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「イエス」とは「主は救い」という意
味です。旧約聖書の「ヨシュア」「イエ 
シュア」あるいは「ホセア」に当たりま
す。通常は、神に誉れを帰すために、こ
の名を子供につけましたが、イエスの場
合は、ご自身が救い主でした。ですから
次のことが言えます。
私たちはその御名によって救われ

ます。  
「この方以外には、だれによっても救い
はありません。天の下でこの御名のほか
に、私たちが救われるべき名は人に与え
られていないからです」（使4:12）。

キリスト者の全ての言動の土台となるべき御名です。  
「あなたがたのすることは、ことばによると行いによるとを問わず、
すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさ
い」（コロ3:17）。

将来、全ての者がその御名を持つお方を礼拝します。  
「それは、イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地
の下にあるもののすべてが、ひざをかがめ、すべての口が、『イエス・
キリストは主である』と告白して、父なる神がほめたたえられるため
です」（ピリ2:10-11）。

「イエス」とは「主は
救い」という意味で

す。旧約聖書の 
「ヨシュア」「イエシ
ュア」あるいは「ホセ
ア」に当たります。

神はご自身の御名を重要視されます。神がエジプトで御力をパ
ロにお示しになったのは「わたしの名を全世界に告げ知らせるた
め」でした（ロマ9:17）。
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しかしイエスの誕生から今日に至るま
で、この名は正しく理解されてきませんで
した。イエスは子供時代「大工の子」と呼
ばれていました。現代においては、英語で
悪態をつくときにイエスの名を使う人もい
ます。また、聖書に書かれているイエスの
様々な名もあまり知られていません。

ここでは、イエスの誕生から600年以
上前に書かれた、このお方についての４
つの御名を見てみましょう。イエスとはど
のようなお方なのか、なぜ信頼できるの
かが分かります。

預言されていたメシヤの御名
旧約聖書で約束のメシヤについて最も多くを語ったのは預言者イザ
ヤです。イザヤは、メシヤを来るべき神のしもべ、世を治めるお方、
神秘的な存在として描いています（イザ53; 61:1-3）。

イザヤ書9章6節は、こう語ります。

「ひとりのみどりごが、私たちのために生まれる。ひとりの男の子が、
私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は『不思議な助言
者、力ある神、永遠の父、平和の君』と呼ばれる。」

これが、来るべき世界の指導者と、救いの時代に関する内容であ
ることは明らかです。しかし、イエスが生まれ、死んで復活するまで、
イザヤが神の御子の到来を預言していたとは分かりませんでした。

約束のメシヤについ
て最も多くを語った
のは預言者イザヤ

です。

イザヤ9章6節は、フリードリヒ・ヘンデルの壮大なオラトリオ「メ
サイア」で引用されている一節です。



8  驚くべき救い主の御名

そのことは、イザヤが用いた４つの名前で分かります。この預言
を詳しく見てみましょう。

メシヤの誕生	
「ひとりのみどりごが、私たちのために生まれる。ひとりの男の子
が、私たちに与えられる…。」こうした預言は、約束のメシヤの母に
なりたいと夢見るユダヤ人女性に対して、代々語られたでしょう。し
かし、この預言は、単に世界の指導者が現れるということではあり
ません。「ひとりの男の子が、私たちに与えられる」というのは、神
の御子が、被造物なる人類のひとりになることを意味します。

メシヤの王国	
「主権はその肩にあり…」
この記述は、預言的および現実的な意味において重要です。預言的
には、イスラエルの子孫が、世界の指導者になるということです。イ
ザヤ書2章は、主の宮がエルサレムに建てられる終わりの日につい
て預言します。ヨハネの黙示録も、その日には御使いが「この世の
国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支
配される」（黙11:15）と宣言する、と述べています。

来るべきメシヤに従う人は、未来に起きることを期待して、現在、
励ましを得ることができます。将来世界の主権を担うお方であれ
ば、今私たちが抱えている重荷も担ってくださる、と確信し安心でき
ます。

メシヤの性質
「…その名は…」
ヘブル語の名前はしばしば、人の人格を表します。イザヤは４つの御
名で救い主の性質を明らかにしました。これらの御名は、神の御子
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を、違った視点から解き明かします。また、メシヤがどのようなお方
かを理解する助けとなり、救い主と個人的な関係を築いて、この方
から助けを得る方法を示します。ではその４つの御名を見ていきま
しょう。

イザヤ9章6節の来るべき王の４つの御名は、人の性質と神の性
質をあわせもつことを明確に指し示しています。
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第二章
導きの御名： 
不思議な助言者 

「その名は不思議な助言者…と呼ばれる」

「不思議な助言者」とは、字義通りに翻訳すると「助言者の不思
議」になります。どのような意味か考えてみましょう。

「不思議な」
「不思議な」を意味するヘブル語の「パラ」とは「人知を超えた現
象」を意味します。詩篇139篇6節でも同じ言葉が使われています。 
「そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて、
及びもつきません」。「不思議な」とは超自然的なものを表します。

私たちは奇跡を軽視する傾向があり、不思議なものに対する意識
も希薄です。あなたは、説明のつかないものを肯定できますか。それ
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とも、科学技術によって、奇跡の神を心から信じて礼拝することが
難しくなっていますか。応援しているチームが最下位から優勝した
り、最新のテクノロジーに触れたり、薬で花粉症が治ったりという以
上の奇跡があることを、本当に信じていますか。

ふつうのことはだいたい説明がつきます。でも、本当の「不思議」
というのは、人知を超えたものです。イザヤはキリストが「不思議」
であると記しています。これはキリストの御業とともに、キリストご
自身についても表しています。キリストご自身が不思議なのです。

「助言者」
歴史的に見て、この言葉は、王が民に助言することを指します。ミカ
はバビロンに囚われているユダヤ人についてこう言います。「なぜ、
あなたは今、大声で泣き叫ぶのか。あなたのうちに王がいないの
か。あなたの議官（訳注：助言者）は滅びうせたのか」（ミカ4:9）。イ
ザヤは、神が助言者を送る計画を持っていることを、キリスト誕生の
ずっと以前に預言していました。

イエス・キリストが不思議な助言者であると言える証拠は何で 
しょう。それはイエスという人物の中に現れています。私たちは「私
たちにとって、神の知恵とな」ったお方について読み、思いを巡ら
し、そのお方の助けを求めます（Ⅰコリ1:30）。私たちがキリストにつ
いて知っていることが指し示すのは、イエスが神であり「助言者の不
思議」であるという、驚くべき真理です。

神の不思議
不思議が人を驚かせるものなら、イザヤの預言を成就させたお方

預言者ミカは「助言者」と「王」を同義語として用いています（ミ
カ4:9）。つまり「不思議な預言者なる王」という意味です。
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は、まさに不思議そのものです。第一テ
モテ3章16節でパウロは、人となったキリ
ストの不思議について語ります。

「確かに偉大なのはこの敬虔の奥義で
す。『キリストは肉において現れ、霊にお
いて義と宣言され、御使いたちに見られ、
諸国民の間に宣べ伝えられ、世界中で信
じられ、栄光のうちに上げられた。』」

この短い一節に記されている不思議
は、哲学者たちを悩ませ、物乞いを喜ば
せ、失意にある人々を慰めます。キリスト
の贖いの業は、人の理解を超えていま
す。想像してみてください。神の御子が私
たちの代わりに罪に定められ、私たちは
愛に満ちた創造主といつまでもともにいることができるのです（Ⅱコ
リ5:20-21）。考えてみてください。御子は完全に神なるお方でありな
がら、私たちの罪の罰をいとわずに受けてくださいました。私たちは
驚かずにはいられません。

神の助言
わずか12歳の子供のときでさえ、イエスはその知恵によってラビた
ちを驚かせました（ルカ2:46-47）。「幼子は成長し、強くなり、知恵
に満ちていった。神の恵みがその上にあった」とルカは記しています 
（ルカ2:40）。イエスの公生涯においても、人々はその賢明な助言に
驚きました。「それから、ご自分の郷里に行って、会堂で人々を教え
始められた。すると、彼らは驚いて言った。『この人は、こんな知恵と
不思議な力をどこで得たのでしょう』」（マタ13:54）。後に使徒パウ

本当の「不思議」と
いうのは、人知を超
えたものです。イザ
ヤはキリストが「不
思議」であると記し

ています。
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ロは「このキリストのうちに、知恵と知識との宝がすべて隠されてい
るのです」と述べています（コロ2:3）。

この助言者の「不思議」に、あなたはイザヤと同じくらい驚いてい
ますか。イエスの魅力と洞察力、非凡な能力に魅了されていますか。
神の受容・赦し・慰めが保証されていることを、これほど示してくだ
さるお方は他にいません。

「不思議な助言者」という御名は、私たちにとっても重要です。な
ぜなら、このお方は、同時に「創造主」「救い主」であり、新旧約聖
書の教えの全てを成就したお方だからです。神のみことばがあると
ころに神の助言もあります。旧約聖書は神の物語です。新約聖書の
福音書は、イエスと当時の人々との交流を描いたものです。新約聖書
の書簡集は、イエスの教えを毎日の生活にどう適用するかを記して
います。

では、不思議な助言者は、どのようにして、私たちの問題を解決
し、平安と満足と喜びに満ちた状態へと導いてくださるのでしょう
か。まず、みことばと祈りを通して働いてくださいます（詩119:24; ヤ
コ1:5）。また、多くの助言者に囲まれていれば安全であることを思い
出させてくださいます（箴11:14）。しかし、何といっても、神ご自身が
どのようなお方であるかを明らかにすることによって、一番の安心を
与えてくださいます。神は私たちの理解力や限界をはるかに超えた
仕方で私たちを助けてくださいます（詩32:8）。

キリストは人生に必要な指針を与えてくださいます。そして、イザ
ヤが「不思議な助言者」と呼んだお方の別名は、誠にふさわしいこ
とに「力ある神」です。
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第三章
力強い御名： 
力ある神 

「その名は…力ある神…と呼ばれる」

「力ある神」という御名は何を意味しているのでしょうか。この御
名は、ヘブル語の「エル」と「ギッボール」の複合語です。ですから両
方の言葉の意味を知る必要があります。

「神」
「エル」という部分は「エロヒム」の単数形です。
旧約聖書では、力強い勇士を指すこともありますが、ほとんどの場
合、唯一真の神を指します。この用法が圧倒的に多いので、ホセア
は人間と対比して「エル」という言葉を用いています（ホセ11:9）。イ
ザヤ9章6節が人間をはるかに超える存在を預言していたことは「永
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遠の父」という三番目の御名と、新約聖書にあるキリストの記録に
よって分かります。水の上を歩き、罪を贖うために死を選び、死人の
中からよみがえったキリストは、「アブラハムが生まれる前から、わ
たしはいるのです」と言われたお方でもあります（ヨハ8:58）。ヨハ
ネはイエスについて次のように書いています。

「初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神で
あった。この方は、初めに神とともにおられた。すべてのものは、この
方によって造られた。造られたもので、この方によらずにできたもの
は一つもない」（ヨハ1:1-3）。

「力ある」
もう一つの言葉は「ギッボール」です。「強さ」「力」「英雄」を意味
します。何という言葉でしょう。世の中では身体的な能力、特別な才
能、財力を持つ人が英雄視されますが、真に「英雄」と呼ばれるに
ふさわしいお方は一人です。その方の「力」に並ぶ者はいません。

イザヤが預言しているのは「エル・ギッボール」、真の英雄である
「力ある神」です。紀元前７世紀になされたこの預言は、新約聖書
時代に成就しました。メシヤは神なので「神の力」を持っています。
しかしイザヤにとって真に驚きだったのは、メシヤが「力の神」その
ものだということでした。

イエス・キリストが「力ある神」だと言える証拠は何でしょう。
それは、イエスの完全な人生、自己犠牲的な死、復活です。ユダヤ人
はイエスを受け入れませんでしたが、イエスはご自身が信じるに値す

エロヒムとは、物質世界を創造し、しかもその上に座しておられる
方を表す御名です。
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るお方であることを示されました。ヨハ
ネは「この方はご自分のくにに来られた
のに、ご自分の民は受け入れなかった」
と記します（ヨハ1:11）。

しかし、イエスが待望のメシヤだと分
かっていた人もいました。イスラエルのラ
ビ、ニコデモです（ヨハネ3章と19章を比
較）。弟子たちもそうでした（マタイ8:27
と16:16を比較）。マグダラのマリヤもで
す。そして彼女は変えられました（ルカ
8:2）。他にも変えられた人が多くいます。
最も恐れられていた教会の迫害者、タル
ソのサウロもその一人です（使9章）。

紀元一世紀、当時の多くの人々もイエスを信じました。それにはし
っかりした理由がありました。イエス・キリストは、ご自分が「エル・
ギッボール」であることを、人生を変える力を顕示することで証明さ
れました。今日でも、救い主を求める者は、キリストの絶大な力に圧
倒されます。ヨハネは、自分の力では神の基準に達し得ないと感じ
た人についてこう述べます。「この方を受け入れた人々、すなわち、そ
の名を信じた人々には、神の子どもとされる特権をお与えになった」
（ヨハ1:12）。

新約聖書には、イザヤが預言した「力ある神」の姿が如実に描か
れています。イエスの地上の生涯にとどまらず、地上に現れる前に示
された力についても記されています。

誕生前の「力ある神」イエス
聖書には、キリストが人となって世に現れる前、天地創造によっ

メシヤは「神の力」
を持っておられるだ
けでなく、「力の神」

そのものです。
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て、ご 自 身 の 力 を 示し たこと が はっ
きりと書 かれています。「すべ ての も
のは、この方によって造られた 。造ら
れ た も の で、この 方 に よらず に で き
た も の は 一 つ も な い」（ヨハ1: 3）。 
また「なぜなら、万物は御子にあって造
られたからです。天にあるもの、地にある
もの、見えるもの、また見えないもの、王
座も主権も支配も権威も、すべて御子に 
よって造られたのです。万物は、御子によっ
て造られ、御子のために造られたのです」
（コロ1:16）ともあります。

創造の御業によって力を示したキリス
トは、人間とは明らかに異なります。人間
は物を作れますが材料が必要です。しか
しキリストは無から有を生み出す力をお
持ちです。神の力なしに真の創造はできません。キリストは、その力
を最も驚くべき形で示しました。宇宙を創造したのです。

地上の人生における「力ある神」イエス
イエスは、「力ある神」と呼ばれるにふさわしく、自然を支配する力 
（ルカ5:1-11）、病気を治す力（マタ9:18-26）、悪霊を追い出す力 
（ルカ8:26-39）、罪を赦す権威（マコ2:3-12）、死に打ち勝つ力（Ⅰコ
リ15:1-19）をお持ちであることを示しました。キリストはその比類な
き公生涯を通じて神の力を様々な形で現されました。ご自分の神性
を表すためのもの（ヨハ20:30-31）、否定できないもの（使2:22）な
ど、神のものとしか説明できない力を示しました。パウロが「力ある

私たちが自分の力
で神にしがみつくの
ではなく、神がその
御力によって私たち
をしっかりと捕まえ
てくださっていると
知れば、とても安心

です。
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神の子」（ロマ1:4　新共同訳）、「キリストは神の力、神の知恵なの
です」（Ⅰコリ1:24）と述べたのももっともです。

今日のクリスチャンにとって、「力ある神」の御名はなぜ重要なので
しょうか。
私たちはキリストが「力ある神」であるという証拠を理解し、それが
単なる神学的な事実ではないことを心に留めるべきです。なぜなら
その御名が「力ある神」であるキリストに応答するよう私たちを促し
てくれるからです。

キリストは力の源です。
使徒1章8節でイエスは、私たちがイエスの証人になるために、聖霊
の力を送ると約束されました。神は私たちに何を望んでいらっしゃ
るのでしょうか。それは、この汚れた世にあって、他の人たちとは明
確に異なった人生を歩むことです。それによって私たちは、聖霊が内
住していることを証拠として人々に示すことができます。

神は私たちが生きていくための力です。
ピリピ4章13節でパウロは「私は、私を強くしてくださる方によって、
どんなことでもできるのです」と書いています。なんという素晴らし
い約束でしょう。神は、私たちがおかれている状況や、力が及ばな
い事柄に対処するため、あらゆる場合に私たちを強めてくださいま
す。私たちの苦痛や困難は消えませんが、乗り越えることはできま
す。どのようにしてでしょう。それは、自分ではなく、神の力に頼るこ
とによってです。

エル・ギッボールは「偉大な英雄」という意味に過ぎないという人
もいます。しかし、聖書の他の個所でも、エル・ギッボールは唯一
真の「力ある神」を指しています。この個所も同じです。
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神は私たちを永遠に守ってくださいます。
使徒ペテロは、私たちが「神の御力によって守られて」いると書きま
した（Ⅰペテ1:5）。神の力はキリストにある私たちを守ってくれます。
神の力に打ち勝つことのできるものはありません。私たちが自分の
力で神にしがみつくのではなく、神がその御力によって私たちをしっ
かりと捕まえてくださっていると知れば、とても安心です。

証拠という観点から見るとき、私たちの主イエス・キリストが「エ
ル・ギッボール」すなわち「力ある神」以外の何者でもないことが分
かります。さらにJ.B.フィギスは、著書「インマヌエル（Emmanuel）」
（1885年）の中で、「力ある神」が奇跡だけでなく柔和さの中にその
力を示したと述べます。

「キリストは、その比類なき柔和さと忍耐を捨てて、人を立腹させた
り、感謝を示さなかったり、無慈悲になったりすることは一度もな 
かった。また、自らの低い社会的身分を捨てようともしなかった。生
涯を通じて、自分のためにはほんの少しの金銭も所有せず、死に直面
したときにも母の面倒を見る手立てがなかったので、弟子に託したほ
どであった。それでも、キリストの人生は、他のどんな人の人生よりも 
ずっと優っている。もしイエスが単なる人間の英雄であったなら、な
ぜイエスのような人が他にもいないのだろうか。神は、一人の人間に
したことなら、他の人にも同じようにできるはずだ。そのような例が
他にないことは、イエスが『力ある神』として受肉したと考えなけれ
ば説明がつかない。」
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第四章
とこしえの御名： 
永遠の父 

「その名は…永遠の父…と呼ばれる」

「力ある神」と同様、この御名も何世紀もの間、謎に包まれていまし
た。死すべき運命にある人間はこの名前を名乗ることはできません。
イザヤ書9章6節では、メシヤは「男の子」（「ひとりの男の子が、私た
ちに与えられる」）であり「父」（「その名は…永遠の父…と呼ばれる」
）として描かれています。この「永遠の父」とはどのような意味なので
しょうか。ヘブル語の「父」という言葉は、象徴的に「所有者」を意味し
ます。つまり、「永遠の父」なる神は、永遠を所有するお方だというこ
とです。これにより、神の幾つかの性質が明らかになります。

神は永遠に存在し、永遠を手にしています。
「いと高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を聖ととなえ
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られる方が、こう仰せられる。『わたしは、高く聖なる所に住み、心
砕かれて、へりくだった人とともに住む。へりくだった人の霊を生か
し、砕かれた人の心を生かすためである』」（イザ57:15）。

神の御名は永遠です。
「彼の名はとこしえに続き、その名は日の照るかぎり、いや増し、 
人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼をほめたたえますよう
に」(詩72:17)。

神は永遠の備え主です。
「また言われた。『事は成就した。わたしはアルファであり、オメガ
である。最初であり、最後である。わたしは、渇く者には、いのちの
水の泉から、価なしに飲ませる。勝利を得る者は、これらのものを
相続する。わたしは彼の神となり、彼はわたしの子となる』」（黙
21:6-7）。

神は、存在において、そしてその御業において永遠です。
これには、新旧約聖書においてメシヤに求められている、ふたつの
非常に重要な真理が含まれています。

・神はすべてのものより先に存在しています。
「山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、
まことに、とこしえからとこしえまであなたは神です」（詩90:2）。

・神は自立自存のお方です。
出エジプト記3章で神はご自分を「わたしはある」という者であると
言われました。この御名は神がどのようなお方であるかを明らかに
します。神は時間からも被造物からも完全に独立しています。アル 
ファであり、オメガであり、時間の流れの外にいらっしゃいます。 
すべてのものから独立しているので、何にも依存しません。
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イエス・キリストが「永遠の父」である
となぜ言えるのでしょうか。
ヨハネ8章12-58節に、パリサイ人とイエ
スとの間で交わされた興味深い会話があ
ります。イエスは神を父と呼ばれました。
パリサイ人はアブラハムを父と呼びまし
た。それでイエスは、もしアブラハムの子
なら、アブラハムのわざを行いなさいと
言われました。パリサイ人は、（マリヤの
婚前交渉をほのめかして）少なくとも自
分たちは不品行によって生まれた者では
ありませんと答えました。パリサイ人が、
私たちにはひとりの父、神がありますと言
うと、イエスはこう答えられました。

「神がもしあなたがたの父であるなら、あなたがたはわたしを愛する
はずです。なぜなら、わたしは神から出て来てここにいるからです。わ
たしは自分で来たのではなく、神がわたしを遣わしたのです。あなた
がたは、なぜわたしの話していることがわからないのでしょう。それ
は、あなたがたがわたしのことばに耳を傾けることができないからで
す。あなたがたは、あなたがたの父である悪魔から出た者であって、
あなたがたの父の欲望を成し遂げたいと願っているのです…」（ヨハ
8:42-44）。

パリサイ人はまずアブラハムが父であると主張し、次にアブラハ
ムの神を自分たちの父だと主張しました。しかしイエスは、アブラハ
ムとパリサイ人との関係は単なる血筋に過ぎないと言われました。
そしてイエスは驚くべきことに「アブラハムが生まれる前から、わた

イエスは驚くべきこ
とに「アブラハムが
生まれる前から、わ
たしはいるのです」
（ヨハ8:58）と言わ

れました。
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しはいるのです」（ヨハ8:58）と言われました。パリサイ人はイエス
が一線を越えたと思いました。イエスが「わたしはある」と言われる
神と自分を同一視していると悟ったのです。出エジプト記3章14節に
書かれている燃える柴の神です。激昂したパリサイ人はイエスを殺
そうと石を拾いました。

振り返ってみると、この個所には、パリサイ人の怒りよりも重要な
ことが書かれています。それは、600年以上も前にイザヤによって預
言されていた御名でご自分を呼ぶ権利を主張なさったイエスの存在
です。イエスはその御名がご自分にふさわしいことを、奇跡的な生と
死と復活によって示されました。

メシヤの永遠性は何世紀にもわたって攻撃の対象となってきまし
た。しかし、キリストの永遠性を否定する人はみな、キリストの神性
を否定します。永遠性と神性、このふたつは切り離せません。もしイ
エスが永遠性を持たないなら神ではありません。逆も然りです。イ
ザヤは、来るべきメシヤが人になって現れた「永遠の父」だと明言し
ました。

新約聖書は、多くの例を通して、キリストが時間を超越した父とし
て、私たちを守り、私たちのために備えてくださるお方であると語り
ます。

•  キリストの性質は永遠に変わらないものとして描かれています。
「イエス・キリストは、きのうもきょうも、いつまでも、同じです」
（ヘブ13:8）。

火は神の神聖さを象徴します。ヘブル12章29節は神を「焼き尽く
す火」と呼びます。また神は、燃えているのに焼け尽きない柴を通
して、ご自分をモーセに現されました。
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•  新約聖書に記された「アルファであり、オメガである」（黙1:8）と
いう神の御名は、ギリシャ語のアルファベットの最初の文字（ア
ルファ）と最後の文字（オメガ）を組み合わせたものです。キリス
トが万物より前から存在し、万物を超越した存在であることを
象徴します。

•  イエスはご自身の裁きが永遠であると述べました（マタ18:8）。
•  イエスより前に生まれたバプテスマのヨハネは、キリストの永遠

性を悟って言いました。「私のあとから来る人がある。その方は
私にまさる方である。私より先におられたからだ」（ヨハ1:30）。
イエスこそ永遠なるお方です。

今日のクリスチャンにとって「永遠の父」
という御名はなぜ大切なのでしょう。
人間の父はやがて死にます。しかし、キリ
ストは永遠なるお方ですからいつまでも
ともにいてくださいます。これこそ、キリス
トが人となって地上に来られたことの素
晴らしさです。永遠の神は、私たちが神と
永遠につながれるように、肉体という制
約を自らに課しました。この世には不正
や不公正、苦しみがありますが、メシヤを
信じる者は、永遠の父であり備え主であ
るお方の中で平安を得ることができるの
です。ヘブル人への手紙にこう書かれてい
ます。

「金銭を愛する生活をしてはいけません。いま持っているもので満足
しなさい。主ご自身がこう言われるのです。『わたしは決してあなたを

キリストの永遠性
を否定する人はみ
な、キリストの神性
を否定します。永遠

性と神性、このふ
たつは切り離せま

せん。
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離れず、また、あなたを捨てない』」（ヘブ13:5）。

決して私たちを見捨てることのない「父」は、このようなお方です。
• 「永遠の腕」の強さを備えているお方（申33:27）。
• 「永遠の慰め」を与えてくださるお方（Ⅱテサ2:16）。
• 「とこしえの主権」をもって業をなすお方（Ⅰテモ6:16）。
• 「永遠の御国」を治めるお方（Ⅱペテ1:11）。
• いつまでもともにいてくださるお方（マタ28:20）。
• 永遠のいのちを与えてくださるお方（ヨハ14:19）。
• 永遠に続くものに価値を見いだすことの大切さを理解する者に

は豊かに与えてくださるお方（マタ6:33）。

永遠に続くものに価値をおいて生きるのは簡単ではありませんが、
大切なことです。神が時間を超越しているということに思いを巡らせ
ることで、私たちには測りしれない益があります。私たちが地上で生き
ている間だけよくしてくださる神でも信頼と敬意に値するでしょう。ま
してや永遠の神であるならば、ずっと忠実であり続け、いつもそのお方
のことを思うに値します。

A.W.トウザーは、人にとって大切なのは、神について何を信じてい
るかだと言いました。そういう視点から、彼の次の言葉に耳を傾けて
みてください。

「いかなる被造物も観念することのできない、『わたしはある』とい
う独立的存在に眼差しを向けて、畏敬の念を持とうとする者は殆どい

「真理」を意味するヘブル語はエメットです。この言葉にはヘブ
ル語のアルファベットの最初の文字（アレフ）、真ん中の文字（メ
ム）そして最後の文字（タヴ）が使われています。これは神の属性
でもあります。
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ない。そのような考え方は、我々にとって余りにも苦痛だからだ。我々
はより役立つものについて考えることを好む。例えば、より良いネズ
ミ捕りを作ることや、葉が一枚の芝生を、葉が二枚の芝生に改良する
ことなどだ。しかし、それによって我々は、宗教の世俗化、人間の内
面の腐朽、という余りにも高価な犠牲を払っている。」

時を超越した存在にもかかわらず、私たちを罪から救うために時間
に支配されたこの世に来てくださったキリスト、私たちに神との永遠の
平和をもたらすために死んでくださった「永遠の父」に、私たちが思い
を巡らすことができますように。
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第五章
慰めの御名： 
平和の君 

「その名は…平和の君…と呼ばれる」

「平和の君」という御名は、ヘブル語では「サㇽ・シャローム」
で、「平和を妨げるあらゆるものを排除して平和を守る存在」を
意味します。ですから、血みどろの征服によって君臨し支配する
人間の支配者とは異なることが分かります。このお方の支配は、
ご自身の血の犠牲の上に成り立っているからです。旧約聖書のネ
ブカデネザル王とは全く対照的です。ダビデ王でさえ武力による
支配に頼りました。

イエスがユダヤ人から歓迎されなかった訳が分かります。彼らは
平和をもたらす王ではなく、敵を全滅させてイスラエルの栄光を取
り戻してくれる王を望んでいました。ローマの圧政からの解放、ソ
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ロモンの黄金時代の再来を望んでいま
した。しかしイエスはローマを非難した
り、外国と和平協定を結ぼうとしたりは
しませんでした。

ではなぜイエスが「平和の君」だと言
えるのでしょうか。新約聖書には、ふた
つの異なる記述があります。ルカ2章14
節には「いと高き所に、栄光が、神にあ
るように。地の上に、平和が、御心にか
なう人々にあるように」と書かれていま
す。しかし、マタイ10章34節を見ると、イ
エスは「わたしが来たのは地に平和をも
たらすためだと思ってはなりません。わ

たしは、平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために
来たのです」と語ります。

これらふたつの記述は両立するのでしょうか。聖書自体がその疑
問に答えています。まずイエスは、全ての人々に神との平和をもたら
すために来られます。次に、地上に平和をもたらすためにもう一度
来られます。

使徒パウロによれば、メシヤの来臨の第一段階は、アダムが堕落
したときから失われていた、神との平和をもたらすものでした。これ
はキリストが私たちのためになしてくださる救いの御業です。パウロ
はこう書きました。

「神は、キリストにあって、この世をご自分と和解させ、違反行為の責
めを人々に負わせないで、和解のことばを私たちにゆだねられたので
す」（Ⅱコリ5:19）。

十字架上の御業に
よる平和は、私たち
を神の敵から神の
子どもへと変えてく

れました。
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十字架上の御業による平和は、一時的な停戦合意のようなもの
ではなく、私たちを神の敵から神の子どもへと変えるものでした。
「神はみこころによって…その十字架の血によって平和をつくり、
御子によって万物を、御子のために和解させてくださったからです。
地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくだ 
さったのです。あなたがたも、かつては神を離れ、心において敵と 
なって、悪い行いの中にあったのですが、今は神は、…あなたがたを
ご自分と和解させてくださいました」（コロ1:19-22）。「平和の君」は
神との平和をもたらしてくださったのです。

キリストを信じる者にとって「平和の君」という御名はなぜ重要な
のでしょう。
キリストを自らの救い主とする者には、神との新しい関係から確信
が与えられます。私たちがキリストとともにあるとき、平和の君はど
こにでも平和をもたらしてくれます。

試練の中にあるときの平安
「わたしは、あなたがたに平安を残します。わたしは、あなたがたに
わたしの平安を与えます。わたしがあなたがたに与えるのは、世が与
えるのとは違います。あなたがたは心を騒がしてはなりません。恐れ
てはなりません」（ヨハ14:27）。

「平和の君」という御名がイザヤ9章6節の中で最後に登場する
のは、来るべき平和への期待が込められているからだ、という注
解者もいます。
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霊的に円熟することによる平安
「平和の神ご自身が、あなたがたを全く聖なるものとしてくださいま
すように…」（Ⅰテサ5:23a）。

霊的な戦いの勝利における平安
「平和の神は、すみやかに、あなたがたの足でサタンを踏み砕い
てくださいます」（ロマ16:20）。

人間関係における平安	
「平和のきずなで結ばれて御霊の 一 致を熱心に保ちなさい」 
（エペ4:3）。

良い証しをできるという平安
「御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、
自制です」（ガラ5:22-23）。

イザヤが預言したメシヤは、なんと素晴らしい宝でしょう。私た
ちのメシヤは、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君で
す。どうか私たちが、神がどんなに偉大なお方であるかに思いを巡
らし、自分を捧げることができますように。
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第六章
あなたは神を 
何と呼びますか

 

イエスは弟子たちにとても重要な質問をされました。 
「あなたがたは、わたしをだれだと言いますか」（マコ
8:27,29）。この質問は永遠の運命を左右します。なぜな

ら、信仰によってイエス・キリストを受け入れ、罪の赦しを受け取るこ
とによってしか、永遠のいのちを得ることができないからです。

イザヤは、約束のメシヤがやって来ると、比類なき御名の預言が
成就すると明示しました。その御名が「不思議な助言者」「力ある
神」「永遠の父」「平和の君」です。世に来られたイエスは、イザヤの
預言を成就することによって、ご自分が紛れもなくメシヤであること
を証明しました。イエスは人となられた神です。神がどのようなお方
かを表し、人類を贖うために来られました。イエスは、これら全てを
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行うことができるお方だったので、こう公言されました。「わたしを
通してでなければ、だれひとり父のみもとに来ることはありません」
（ヨハ14:6）。

これが聖書の立場であり、キリスト信仰の中心です。イエス・キリス
トは神であり、失われた人類を救うため、世に来られました。イエス
は、神の愛の対象である人間を罪から解放するために来られた唯一
のお方である、という主張と証拠をあなたはどう思いますか。罪の赦
しという神からの贈り物を受け取る心の準備ができていますか。す
でに神を信じているなら、神のみこころにかなう生き方をしたいと
願っていますか。神のお導きにまかせ、神がお喜びになる生き方をし
ていますか。そうであることを祈ります。なぜなら神はご自分が治め
るところどこにでも平和をもたらしてくださるお方だからです。 


	Blank Page

