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神は我らと共に 
パート７：王と預言者たちの強制退去と帰還 

ユダヤの堕落と神の忠実さ 

第三メッセージ－預言者イザヤ：将来のビジョン 

イザヤ書第４０－６６章 

はじめに 

 イザヤ書の前半（１章－３９章）は、裁きのテーマに焦点を当てて

いる。神の民は、ヤハウエとの契約に対する何世紀にもわたる不

従順のため、神聖な裁きに向かい合わなければならなかった。ア

ッシリアとバビロニアの侵略（紀元前７２２年及び５８６年）は、 

南北両王国を一掃することになる。後半の４０章から６６章は、

慰めと平安のテーマに焦点を当てている。神は忠実であられるの

で、神の民を決して見捨てられることはない。それどころか、 

将来約束をお守りになる。神は比類なく偉大であられるので、神

のお約束の実行を妨げるものなど存在しない。したがって、捕虜

に向かう国民にも、少なくとも将来への平安が与えられた。懲罰

の後、神の民を修復なさる神を止めるものは何も存在しなかっ

た。この未来の希望的ビジョンには、いつかイスラエルをすべて

の罪から贖うために神から来るお方「主のしもべ」または、「メ

シア（救世主）」についての多くの描写が含まれている。イザヤ書

４０章－６６章は３つのテーマに分けられる： 

Ⅰ．神の力は平安をもたらす：第４０－４８章 

Ⅱ．神のしもべは救いをもたらす：第４９－５７章 

Ⅲ．神のしもべは御国をもたらす：第５８－６６章 

Ⅰ．神の力は安全をもたらす：第４０－４８章 

神の比類なき威厳がもたらす快適さ 

：第４０章 

 イザヤ書の後半は、明確なテーマの発表から始まる：神の

比類なき威厳がもたらす平安。 

 あなたがたの神は言われる、「慰めよ、わが民を慰めよ、 

ねんごろにエルサレムに語り、これに呼ばわれ、その服役の

期は終り、そのとがはすでにゆるされ、そのもろもろの罪の

ために二倍の刑罰を主の手から受けた」。（イザヤ書４０：１，２） 

 イスラエルの将来の修復の良い知らせは、最も高い山から

宣言されるべきであった。 

 よきおとずれをシオンに伝える者よ、高い山にのぼれ。 

よきおとずれをエルサレムに伝える者よ、強く声をあげよ、 

声をあげて恐れるな。ユダのもろもろの町に言え、「あなた

がたの神を見よ」と。見よ、主なる神は大能をもってこら

れ、その腕は世を治める。見よ、その報いは主と共にあり、 

そのはたらきの報いは、そのみ前にある。主は牧者のように

その群れを養い、そのかいなに小羊をいだき、そのふところ

に入れて携えゆき、乳を飲ませているものをやさしく導かれ

る。（イザヤ書４０：９－１１） 

 第４０章の最長部分が、イスラエルの比類のない神の威光

と光の驚くべき記述に捧げられている（４０：１２－２６）。この

記述は、イザヤの慰めのメッセージの重要な部分である。世

の中の彼らの地位を修復するために、いかなる敵をも克服し

てくださることを民に保証してくださったことは、神の比類

なき偉大さである。 

そこで質問．．． 



 ヤコブよ、何ゆえあなたは、「わが道は主に隠れている」

と言うか。イスラエルよ、何ゆえあなたは、「わが訴えはわ

が神に顧みられない」と言うか。（イザヤ書４０：２７） 

決定的な応え．．． 

 あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか。主は

とこしえの神、地の果の創造者であって、弱ることなく、ま

た疲れることなく、その知恵ははかりがたい。弱った者には

力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。年若い

者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れはてて倒れる。しかし

主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼をはっ

て、のぼることができる。走っても疲れることなく、 

歩いても弱ることはない。（イザヤ書４０：２８－３１） 

 神の民は心を喪失してはならない。荒廃の只中にあって

も、神に心を向け神の希望を保持する必要がある。神を待ち

望むとき、新しい力を得る。 

 いかなるチャレンジに直面する時も、イザヤ書４０章の教

えは、私たちの励ましとなる。神様に扱っていただくに大き

すぎる問題などない。ですから、いかなる問題にあっても、

ただ「神を待ち望む」姿勢を学ばなければならない（神の内に憩

いを見出し、神に頼り、神に信頼する。）。神が私たちの代わりに、いざ

前進と決断されるとき、もはや神のお目的達成を止めること

は不可能である。あなたの人生で、神に完全に依存できてい

ない事柄はないでしょうか？イザヤ書４０章９－３１節を道

しるべとして用いましょう。熟読し、御手の上で全宇宙を保

持されるお方に完全にお委ねしましょう。神はあなたの世話

をするに十分強いお方である。 

 

無駄な偶像を信じる他の国々 

：第４１章 

 イスラエルは、彼らを脅かす強力な国々に恐怖を覚えてい

た。しかし、実際、イスラエルには他国の神々とは異なる真

の神が味方であったので、平安があった： 

 わがしもべイスラエルよ、わたしの選んだヤコブ、わが友

アブラハムの子孫よ、わたしは地の果から、あなたを連れて

き、地のすみずみから、あなたを召して、あなたに言った、

「あなたは、わたしのしもべ、わたしは、あなたを選んで捨

てなかった」と。恐れてはならない、わたしはあなたと共に

いる。驚いてはならない、わたしはあなたの神である。わた

しはあなたを強くし、あなたを助け、わが勝利の右の手をも

って、あなたをささえる。（イザヤ書４１：８－１０） 

 イザヤ書の後半のあちらこちらに「しもべの詩」が見られ

る。非常に魅力的な詩の数々である。いくつかの節では、 

しもべはイスラエル（４１：８－１０参照）を指すが、他の節にお

いてのしもべは神がイスラエルの民を救うために上げてくだ

さる特別なイスラエル人を指す。イザヤ書４２章では、預言

者による最初の明確な救世主の預言の一例をあげている： 

 わたしの支持するわがしもべ、わたしの喜ぶわが選び人を

見よ。わたしはわが霊を彼に与えた。彼はもろもろの国びと

に道をしめす。彼は叫ぶことなく、声をあげることなく、そ

の声をちまたに聞えさせず、また傷ついた葦を折ることな

く、ほのぐらい灯心を消すことなく、真実をもって道をしめ

す。彼は衰えず、落胆せず、ついに道を地に確立する。海沿

いの国々はその教を待ち望む。（イザヤ書４２：１－４） 

 この聖句は、イエス様の公的伝導を参照するマタイによっ

て記されている（参照：マタイの福音書１２：１８－２１）。さらに、 

しもべは、すべての国に神の真理の光をもたらすであろう： 



 「主なるわたしは正義をもってあなたを召した。わたしは

あなたの手をとり、あなたを守った。わたしはあなたを民の

契約とし、もろもろの国びとの光として与え、盲人の目を開

き、囚人を地下の獄屋から出し、暗きに座する者を獄屋から

出させる。（イザヤ書４０：６，７） 

 この節は、第６１章１－３節に加えて、ナザレのユダヤ教

会堂（シナゴーグ）におけるイエスの説教の基礎を形成した。 

そこで、イスラエルの救世主でとして、また世界の救世主と

しての使命を果たされた（参照：ルカの福音書４：１６－１９）。 

注意：預言者イザヤは、新約聖書の中で５５回引用されてい

る。それは詩篇の６８回引用に次ぐ。 

神のご計画を覆すことなど誰に出来ようか 

：第４３，４４章 

 神の民の心中は不信感に溢れた（バビロンでの捕囚の見通しの結

果）。しかし、彼らの恐れは、偉大な神の力強いみことばによ

って満たされた： 

 主は言われる、「あなたがたはわが証人、わたしが選んだ

わがしもべである。それゆえ、あなたがたは知って、わたし

を信じ、わたしが主であることを悟ることができる。わたし

より前に造られた神はなく、わたしより後にもない。ただわ

たしのみ主である。わたしのほかに救う者はいない。わたし

はさきに告げ、かつ救い、かつ聞かせた。あなたがたのうち

には、ほかの神はなかった。あなたがたはわが証人である」

と主は言われる。「わたしは神である、今より後もわたしは

主である。わが手から救い出しうる者はない。わたしがおこ

なえば、だれが、これをとどめることができよう」。 

（イザヤ書４３：１０－１３） 

 たとえバビロンであっても、イスラエルの神の偉大な御手

によって陥る（イザヤ書４３：１４－２１）。だから恐れてはならな

い！ヤハウエ以外に神はいない！ 

サイラスの預言 

：４４：２６－４５：４ 

 イスラエルの祝福された未来の信頼性（と偽りの神々に対する神の

権力）を証明するものとして、神はイザヤに、将来バビロニア

人を倒すペルシャの王の名前を告げるために超自然的予言力

をお与えになった。その王（サイラス）はまた、ユダヤ人捕虜が

神の家を建て直すためにエルサレムに戻ると宣言するしょう。

（注意：イザヤは、シラスの治世の約 150年も前にそれを預言した！） 

 わたしは、わがしもべの言葉を遂げさせ、わが使の計りご

とを成らせ、エルサレムについては、『これは民の住む所と

なる』と言い、ユダのもろもろの町については、『ふたたび

建てられる、わたしはその荒れ跡を興そう』と言い、また淵

については、『かわけ、わたしはあなたのもろもろの川を干

す』と言い、またクロスについては、『彼はわが牧者、わが

目的をことごとくなし遂げる』と言い、エルサレムについて

は、『ふたたび建てられる』と言い、神殿については、『あ

なたの基がすえられる』と言う」。わたしはわが受膏者クロ

スの右の手をとって、もろもろの国をその前に従わせ、もろ

もろの王の腰を解き、とびらをその前に開かせて、門を閉じ

させない、と言われる主はその受膏者クロスにこう言われ

る、「わたしはあなたの前に行って、もろもろの山を平らに

し、青銅のとびらをこわし、鉄の貫の木を断ち切り、あなた

に、暗い所にある財宝と、ひそかな所に隠した宝物とを与え

て、わたしは主、あなたの名を呼んだイスラエルの神である

ことをあなたに知らせよう。（イザヤ書４４：２６－４５：４） 



 神のお目的をこの世で達成されるために、異教徒の王様を

育てることさえもお出来になるということを知ることによっ

て安心させられる（まさに礼拝されるべきお方。）。おそらく今、あな

たの人生を困難にさせる要因である人が身近におられるでし

ょう。次のことを考慮しましょう：私たちの人生の中で、神

のお目的をさらに進行させるために、あなたの敵をもお用い

になられる。あなたの人生において、神の目的をもたらすため

に、一見難しいと思える人（人間関係）をどのように用いておら

れるでしょうか？ その状況を通して、どの様にあなたを育ん

でおられるでしょうか？その状況下で、あなたの人生をどん

な証人として用いようとしておられるでしょうか？ 

唯一の神であられる方が崇拝される 

：第４５章 

 神の特異性と卓越性は、イザヤのこの部分における重要な

テーマである。そこで、神に向かって救われるようにと全て

の人に呼びかけた。 

 地の果なるもろもろの人よ、わたしを仰ぎのぞめ、そうす

れば救われる。わたしは神であって、ほかに神はないから

だ。わたしは自分をさして誓った、わたしの口から出た正し

い言葉は帰ることがない、『すべてのひざはわが前にかが

み、すべての舌は誓いをたてる』。（イザヤ書４５：２２，２３） 

 この聖句は、世界の神の主権を示すと同時に、イエス・キ

リストの神聖を示す。使徒パウロは、まさにその句を用いて

主イエス・キリストを描写している： 

 それゆえに、神は彼を高く引き上げ、すべての名にまさる

名を彼に賜わった。 それは、イエスの御名によって、天上の

もの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものがひざを

かがめ、 また、あらゆる舌が、「イエス・キリストは主であ

る」と告白して、栄光を父なる神に帰するためである。 

（ピリピへの手紙２：９－１１） 

バビロンの偶像は真の神から救うことは不可能である 

：第４６－４７章 

 イスラエルの人々は、バビロンのような他国の神々は無価

値で、無力であることを今一度確信し、平安で満たされた。 

 いにしえよりこのかたの事をおぼえよ。わたしは神であ

る、わたしのほかに神はない。わたしは神である、わたしと

等しい者はない。わたしは終りの事を初めから告げ、まだな

されない事を昔から告げて言う、『わたしの計りごとは必ず

成り、わが目的をことごとくなし遂げる』と。 

（イザヤ書４６：９，１０） 

 第４７章は、堕落したバビロンの哀歌（ペルシア人の手によって後

に起こる歴史的堕落）。神の民であるイスラエルを懲らしめるため

に、バビロニア人を興こされたのは神であった。国家として

の誇りと偶像崇拝は、神によって裁かれるのである。神の民

としての美と力は取り除かれる。 

イスラエルの頑なさと神の忠実さ 

：第４８章 

 第一のテーマの最終章（40－48章）では、神はイスラエルに、

長年にわたる心の硬さを思い起こさせる（４８：１－１１）。それ

にもかかわらず、神は、将来の救出と修復の約束を忠実に実

行される！ 



 あなたがたはバビロンから出、カルデヤからのがれよ。 

喜びの声をもってこれをのべ聞かせ、地の果にまで語り伝

え、「主はそのしもべヤコブをあがなわれた」と言え。 

（イザヤ書４８：２０） 

 三つのテーマそれぞれの最期は、邪悪な者への警告で終わ

る（48章 22節と 57章 20，21節と 66章 24節を比較しましょう）。 

 

 主は言われた、「悪い者には平安がない」と。 

（イザヤ書４８：２２） 

Ⅱ．神のしもべ、救いをもたらす：第４９－５７章 

 第二のテーマ（第 49－57章）においては、世に救いをもたらす

神のしもべの役割を強調している。しもべに関する聖句の中

でも特に重要性の高いものの多くが第５３章に見られる。 

しもべは、ユダ王国とイスラエル王国を神に戻す 

：４９：１－１３ 

 第４９章はメシアについての明確で幅広い言及で始まる。 

 海沿いの国々よ、わたしに聞け。遠いところのもろもろの

民よ、耳を傾けよ。主はわたしを生れ出た時から召し、母の

胎を出た時からわが名を語り告げられた。主はわが口を鋭利

なつるぎとなし、わたしをみ手の陰にかくし、とぎすました

矢となして、箙にわたしを隠された。また、わたしに言われ

た、「あなたはわがしもべ、わが栄光をあらわすべきイスラ

エルである」と。しかし、わたしは言った、「わたしはいた

ずらに働き、益なく、むなしく力を費した。しかもなお、ま

ことにわが正しきは主と共にあり、わが報いはわが神と共に

ある」と。ヤコブをおのれに帰らせ、イスラエルをおのれの

もとに集めるために、わたしを腹の中からつくってそのしも

べとされた主は言われる。（わたしは主の前に尊ばれ、わが

神はわが力となられた）主は言われる、「あなたがわがしも

べとなって、ヤコブのもろもろの部族をおこし、イスラエル

のうちの残った者を帰らせることは、いとも軽い事である。 

わたしはあなたを、もろもろの国びとの光となして、わが救

を地の果にまでいたらせよう」と。イスラエルのあがない

主、イスラエルの聖者なる主は、人に侮られる者、民に忌み

きらわれる者、つかさたちのしもべにむかってこう言われ

る、「もろもろの王は見て、立ちあがり、もろもろの君は立

って、拝する。これは真実なる主、イスラエルの聖者が、あ

なたを選ばれたゆえである」。（イザヤ書４９：１－７） 

 神のしもべ（メシア／救世主）は、ユダとイスラエル王国を主に

戻されるだけでなく、神の救いが地の端々に届くよう、異邦

人をも主へ導かれる。しかし、その過程で、神のしもべは国

家に憎まれることになる。 

神は決してその民をお忘れにならない 

：４９：１４－２６ 

 しかしシオンは言った、「主はわたしを捨て、主はわたし

を忘れられた」と。「女がその乳のみ子を忘れて、その腹の

子を、あわれまないようなことがあろうか。たとい彼らが忘

れるようなことがあっても、わたしは、あなたを忘れること

はない。見よ、わたしは、たなごころにあなたを彫り刻ん

だ。あなたの石がきは常にわが前にある。 

（イザヤ書４９：１４－１６） 

 民に対する神の忠実さの何と美しい描写でしょう！ 



 愛する子供たちを決して忘れられないという神のお約束を

知ることによって安心しませんか？私は「手のひらであなた

を彫り刻んだ。」という描写が好きである。神はいつも私の

ことを思うために、私の名前を手のひらに入れ墨のように彫

り刻んでくださっている状況をイメージする。神は決してあ

なたを忘れられることはない。あなたのことを思われないこ

となどひと時もない。決して見放されず、見捨てられない。 

しもべ、神の具体的な指示に従う 

：第５０章 

 しもべの詩をさらに読んでいくと、邪悪な人の手による苦

難の道を神の御心に従って進まれることが明らかになる。 

 主なる神は教をうけた者の舌をわたしに与えて、疲れた者

を言葉をもって助けることを知らせ、また朝ごとにさまし、

わたしの耳をさまして、教をうけた者のように聞かせられ

る。主なる神はわたしの耳を開かれた。わたしは、そむくこ

とをせず、退くことをしなかった。わたしを打つ者に、わた

しの背をまかせ、わたしのひげを抜く者に、わたしのほおを

まかせ、恥とつばきとを避けるために、顔をかくさなかっ

た。しかし主なる神はわたしを助けられる。それゆえ、わた

しは恥じることがなかった。それゆえ、わたしは顔を火打石

のようにした。わたしは決してはずかしめられないことを知

る。（イザヤ書５０：４－７） 

しもべは、世の罪のために苦しまれる 

：５２：１３－５３：１２ 

 そのしもべの歌は最も重要箇所である。しもべの苦難と死

と修復を描写している。ここで私たちは、人々の罪のための

犠牲として、しもべが苦難に合われることを学ぶ。その個所

を部分ごとに調べていきましょう。 

－しもべは、その苦難のために高く引き上げられる。 

 わがしもべは栄える。彼は高められ、あげられ、非常に高

くなる。多くの人が彼に驚いたように――彼の顔だちは、そこ

なわれて人と異なり、その姿は人の子と異なっていたからで

ある――彼は多くの国民を驚かす。王たちは彼のゆえに口をつ

むぐ。それは彼らがまだ伝えられなかったことを見、まだ聞

かなかったことを悟るからだ。（イザヤ書５２：１３－１５） 

 そのお方は苦難の結果、高く上げられる。「Sprincle（ふりか

ける）」という言葉には、大祭司が祭壇に振りかける贖罪の血

の意味が含まれており、罪の赦しをもたらす。そのしもべは

痛めつけられ、傷つけられる。しかし、苦しみの過程で、罪

の赦しに繋がる贖罪の血を国家に振りかけることになる。 

そして、苦しまれたお方が誰であったかを人々が認識するため

に、すべての王の王として高められる。 

 

－しもべの始まりはあいまいで脆弱である。 

 だれがわれわれの聞いたことを信じ得たか。主の腕は、だ

れにあらわれたか。彼は主の前に若木のように、かわいた土

から出る根のように育った。彼にはわれわれの見るべき姿が

なく、威厳もなく、われわれの慕うべき美しさもない。 

（イザヤ書５３：１，２） 

 典型的な皇族の後継者の様に、威厳のある、雄大な育成を

たどらない。実際、始まりは、神の特別な世話を要するほど

脆弱であろう。人々は、将来の王が彼らの真中にいることを

認識しない。 



－しもべは、人々にさげすまれ、悲しまれる。 

 彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で、病を知ってい

た。また顔をおおって忌みきらわれる者のように、彼は侮ら

れた。われわれも彼を尊ばなかった。（イザヤ書５３：３） 

 イスラエルの典型的な救世主の幻視は、ダビデの偉大な息

子であり、イスラエルの王座から世界を支配するという勇敢

なものであった。ところが、イザヤが預言した救世主は、拒

絶され、見捨てられ、「悲しまれた」。今日、多くのユダヤ

人が２つの別々の救世主（王室の、ダビデの家系から生まれる救世主、レビ

の家系から出る苦しむ救世主）の可能性を熟考した理由が多少理解で

きる。２つの非常に相反する救世主像（苦しむと支配する）がどの

ようにしてイエスという一人の人物で結ばれるのか想像する

ことも出来なかったのである。 

－しもべは、他の人々の罪のための身代わりの犠牲として苦

しまれる。 

 まことに彼はわれわれの病を負い、われわれの悲しみをに

なった。しかるに、われわれは思った、彼は打たれ、神にた

たかれ、苦しめられたのだと。しかし彼はわれわれのとがの

ために傷つけられ、われわれの不義のために砕かれたのだ。 

彼はみずから懲しめをうけて、われわれに平安を与え、 

その打たれた傷によって、われわれはいやされたのだ。 

われわれはみな羊のように迷って、おのおの自分の道に向か

って行った。主はわれわれすべての者の不義を、彼の上にお

かれた。（イザヤ書５３：４－６） 

 旧約聖書において犠牲を捧げるシステムは、身代わりの償

いの理念から構築された（罪人の身代わりに捧げられた犠牲）。この様

にして、動物の犠牲は、神からの赦しを受ける者の「罪を負

うために」、つまり、身代わりの犠牲となるために捧げられ

る。主の上に、すべての人の不義が下るのである。私たちが

主から迷い出てしまった、しかし、主ご自身が私たちの迷い

のための罰を受けてくださったのである！まさにそれが恵み

の定義である！ 

－喜んで黙って苦しみを受けてくださる。 

 彼はしえたげられ、苦しめられたけれども、口を開かなか

った。ほふり場にひかれて行く小羊のように、また毛を切る

者の前に黙っている羊のように、口を開かなかった。 

（イザヤ書５３：７） 

－しもべは、死に、驚いたことに裕福な者の墓に葬られる。 

 彼は暴虐なさばきによって取り去られた。その代の人のう

ち、だれが思ったであろうか、彼はわが民のとがのために打

たれて、生けるものの地から断たれたのだと。彼は暴虐を行

わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき

者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。 

（イザヤ書５３：８，９） 

 イエス様は犯罪者として、エルサレム市外のゴミ捨て場に

葬られることになっていたが、アリマタヤのヨセフという、

ユダヤ人議会の裕福なメンバー（であり隠れクリスチャン）がイエス

の身体をピラトに求め、自分の（裕福な）墓に葬る許可が得られ

た（マタイの福音書２７：５７－６０）。 

－しもべはその子孫を見ることが出来るように修復される。 

 しかも彼を砕くことは主のみ旨であり、主は彼を悩まされ

た。彼が自分を、とがの供え物となすとき、その子孫を見る

ことができ、その命をながくすることができる。かつ主のみ

旨が彼の手によって栄える。彼は自分の魂の苦しみにより光



を見て満足する。義なるわがしもべはその知識によって、 

多くの人を義とし、また彼らの不義を負う。 

（イザヤ書５３：１０，１１） 

 主は、そのしもべが罪の捧げ物として破滅することを喜ば

れた。それによって、しもべは「彼の日々が延長され」、

「その 子孫を見る」ことが許されるようになる。神の子とは、

すべて、ご自身という罪の捧げ物によって正当化（義とされた）

された人たちである。もちろん、イエスの復活は、しもべが

どのようにして死なれ、また、「神の子たち」を見るために

再び生きられることを説明づける。 

－しもべは、その苦難のために引き上げられる。 

 しもべの詩は、始まり（参照：５２：１３－１５）と同様に、快く

死へと繋がる苦難を受けてくださった結果、しもべが昇天さ

れて終わる。 

 それゆえ、わたしは彼に大いなる者と共に物を分かち取ら

せる。彼は強い者と共に獲物を分かち取る。これは彼が死に

いたるまで、自分の魂をそそぎだし、とがある者と共に数え

られたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、とがあ

る者のためにとりなしをした。（イザヤ書５３：１２） 

 苦難を受けてくださったしもべは、高貴な王となられる。

何という神の奥義でしょう！ 

 イエス様は、ただの偉大な教師や預言者や宗教指導者では

なかった。神ご自身であり、人々と神との関係を修復するた

めに、ご自身を世界の罪のための完全な犠牲として提供して

くださった。イザヤや他の預言者たちは、そのとき誰を描写

していたか、また、そのお方が世に来られるとき、何をなさる

のかを完全に理解していたのでしょうか？彼らの預言さえ多

くの謎に包まれていた様に伺える。第一ペテロ１：１０－１２

を参照しましょう。イザヤの様な預言者たちは救世主の預言

が成就するのは後の世代であると神から聞かされていた。 

しかし、聖霊様の超自然的な霊感によって、誰が何を描写す

ることを許されているのかは語られていなかった（どのように触発

されたかについては第二ペテロ１：２１を参照）。 

神の民の将来の喜びと生産性 

：第５３－５７章 

 第 53 章の強力なしもべの詩の後、神の民の将来の喜びと栄

光へと焦点が移り変わる。しもべが罪人たちの罪を代わりに

負うことによって、神の罪人のための赦しを得ようとしてお

られるからである。いくつかの箇所で人々に神の恵みに応答

するよう呼びかけている： 

 あなたがたは主にお会いすることのできるうちに、主を尋

ねよ。近くおられるうちに呼び求めよ。悪しき者はその道を

捨て、正らぬ人はその思いを捨てて、主に帰れ。そうすれ

ば、主は彼にあわれみを施される。われわれの神に帰れ、 

主は豊かにゆるしを与えられる。（イザヤ書５５：６，７） 

 第二部目は、第一部目と同様に、神の恵みと慈悲を拒む邪

悪な者への警告で終わる： 

 悪しき者は波の荒い海のようだ。静まることができない

で、その水はついに泥と汚物とを出す。わが神は言われる、

「よこしまな者には平安がない」。（イザヤ書５７：２０－２１） 

 



Ⅲ．神のしもべ、御国をもたらす：第５８－６６章 

 第三のテーマ（第５８－６６章）においては、神のしもべによる

贖いの結果としてのイスラエルの将来の栄光を予兆している。 

イスラエル、主の御国の舞台の中心に立つ 

：第６０章 

 起きよ、光を放て。あなたの光が臨み、主の栄光があなた

の上にのぼったから。見よ、暗きは地をおおい、やみはもろ

もろの民をおおう。しかし、あなたの上には主が朝日のごと

くのぼられ、主の栄光があなたの上にあらわれる。もろもろ

の国は、あなたの光に来、もろもろの王は、のぼるあなたの

輝きに来る。（イザヤ書６０：１－３） 

しもべ、開放と裁きの両方を言い渡す 

：第６１－６３章 

 神のしもべは再び舞台の中心となる。次の箇所は、イエス

が故郷のナザレで行われたユダヤ教会堂（シナゴーグ）での説教

の中で、ご自分のみことばを引用され、適用されることを選

択された箇所である（ルカの福音書４：１６－１９）。 

 主なる神の霊がわたしに臨んだ。これは主がわたしに油を

注いで、貧しい者に福音を宣べ伝えることをゆだね、わたし

をつかわして心のいためる者をいやし、捕われ人に放免を告

げ、縛られている者に解放を告げ、主の恵みの年とわれわれ

の神の報復の日とを告げさせ、また、すべての悲しむ者を慰

め、シオンの中の悲しむ者に喜びを与え、灰にかえて冠を与

え、悲しみにかえて喜びの油を与え、憂いの心にかえて、さ

んびの衣を与えさせるためである。こうして、彼らは義のか

しの木ととなえられ、主がその栄光をあらわすために植えら

れた者ととなえられる。（イザヤ書６１：１－３） 

 そのしもべは、「主の幸いな年」を宣言するだけでなく、

「主の復讐の日」をも宣言される。主の贖いによって表愛に

応えた者の将来は明るい。しかし、その愛と慈悲を破棄する

者には裁きが下る。 

謙虚な悔い改めへの最終的な呼びかけ 

：第６６章 

 主はこう言われる、「天はわが位、地はわが足台である。 

あなたがたはわたしのためにどんな家を建てようとするの

か。またどんな所がわが休み所となるのか」。主は言われ

る、「わが手はすべてこれらの物を造った。これらの物はこ

とごとくわたしのものである。しかし、わたしが顧みる人は

これである。すなわち、へりくだって心悔い、わが言葉に恐

れおののく者である。（イザヤ書６６：１，２） 

 神のために神殿を築く必要はない。この宇宙は、偉大な神

に収まっていただく程大きくない（第４０章の神の偉大さと壮大さを思

い出しましょう）。神が切望しておられるのは、ただ私たちの心の

みである。謙虚になり、悔い改めた心である。神はご自分の 

みことばに深い敬意を持っている人を求めておられる。この聖

句は、神の御前のあなたの霊的状態を描写しているでしょう

か？聖なる神の御前に自身の不完全さについて、謙虚に悔い

改めておられるでしょうか？神のみことばを受け入れる心を

持ち、みことばに対し敬虔な態度を示しておられるでしょう

か？宇宙は主の玉座とする程大きくはないが、そんな偉大な

お方が主の前にひれ伏す者の心の内に入ってくださり、宿っ

てくださるとは、なんと素晴らしい神の奥義でしょう！いと



高く、いと上なる者、とこしえに住む者、その名を聖ととな

えられる者がこう言われる、「わたしは高く、聖なる所に住

み、また心砕けて、へりくだる者と共に住み、へりくだる者

の霊をいかし、砕ける者の心をいかす。（イザヤ書５７：１５） 

討論のための質問 

１．イザヤ書第４０章を読みましょう。神のお約束は、神の

御力は神を待ち望むすべての人々に放たれる。あなたの生活

の中で、全能なる神に介入していただく必要のある領域はあ

りませんか？ 

２．次のしもべの聖書箇所を読み返しましょう：４２：１－９； 

４９：１－１３； ５０：４－７； ５２：１３－５３：１２；  ６１：１－３ 。それ

らの箇所は、イエス様とその使命についてのあなたの理解を

どのように豊かにしましたか？ 

３．使徒の働き８：２６－４０を読みましょう。エチオピア人

がイザヤ書５３章を読んだとき、預言者イザヤが誰について

語っていたかを知らなかったことに注意しましょう。ピリポ

がこのエチオピア人の質問に対し何と答えたと思いますか？

神があなたにイエス様を示すようにと導いておられる人が周

りにいませんか？ 

４．イザヤ書の概要の学びを通してあなたが得られた教訓は

何でしょうか？ 

歴史的記録：１９４６年、死海文書がイスラエルの死海沿岸

の洞窟で発見された。古代のユダヤ人の神聖な文書の全シリ

ーズが陶器の瓶に保存されていたのである。それは丁度イエ

ス様の時代に洞窟に生きた人たちの心髄として知られている

根本的なユダヤ教の全巻である。それらの文書の中に、学者

たちによって紀元前２００年頃に記された完全なイザヤ書の

写本が見つかった。それらが発見されるまでは、イザヤ書の

一番早い写本とされていたものは、およそ 1,000 年後のもので

あった。1,000 年の時を隔てた二つの写本を学者たちが比較し

たところ、ほぼ違いはなかったという事実は、何世紀にもわ

たる歴史を超えたヘブライ語聖書の完全性を証明している。

したがって、時間が聖書の啓典書に腐敗と誤差ををもたらし

たという主張は誤りであることが判明した。神は何世紀にも

わたってみことばを慎重に保存して来られた。（新約聖書の文書の

完全性は、比較のために入手できる膨大な数［およそ 10,000巻］の古代の写本に基

づいている。） 

 

 

 


