
GOD WITH US 
Part 8: JESUS 

Message 8 – The Miracles of Jesus  

 
神は我らと共に 

パート８：イエス様 

第八メッセージ－イエス様の奇跡 

 

はじめに 

 ４つの福音書は、計３７の奇跡を記録している。 しかし、

ヨハネは、福音書の終わりに、イエス様のなさった奇跡は、

この他にも数多くある。もし、いちいち書き記すならば、 

この世にその文書を収めきれないであろうと言っている。（ヨ

ハネ２０：３０と２１：２５）。 各福音書の著者は、それぞれの話を

読者に伝えるために、イエス様の超自然的な御業を示すため

に役立つ奇跡を選択した。 ４つの福音書を通して、共通する

奇跡は２つしかない。５０００人の給仕とイエス様の復活で

ある。 

 

イエス様の奇跡の目的 

 

 イエス様は、神の子と主張された。 その様な主張は、神が

奇跡と主張を支持することが出来ない限り、ユダヤ人にとっ

ては冒涜でしかなかった。 したがって、イエス様の奇跡の主

な目的は、彼らがイエス様が誰であるかを認識することであ

った。 

 

 もしわたしが父のわざを行わないとすれば、わたしを信じ

なくてもよい。しかし、もし行っているなら、たといわたし

を信じなくても、わたしのわざを信じるがよい。そうすれ

ば、父がわたしにおり、また、わたしが父におることを知っ

て悟るであろう」。（ヨハネの福音書１０：３７，３８） 

 さらに、奇跡は、人々がイエス様を神の御子であり、待望

の救世主であることを信じるかどうかを決定づけるために十

分な証拠を提供するよう設計されていた。 ヨハネは、この点

について非常に具体的である： 

 イエスは、この書に書かれていないしるしを、ほかにも多

く、弟子たちの前で行われた。しかし、これらのことを書い

たのは、あなたがたがイエスは神の子キリストであると信じ

るためであり、また、そう信じて、イエスの名によって命を

得るためである。（ヨハネの福音書２０：３０，３１） 

 奇跡の目的は、イエス様の主張を認証づけるためのもので

あったことを理解することが重要である。イエス様は、世界

中の全ての人を全ての病から癒すために来られたわけではな

かった（人類の罪への堕落の影響を完全に逆転させることは新天新地で行われ

る）。イエス様は、神が送ってくださった世の救い主として

人々が信じるために十分な証拠を与えてくださるために来ら

れた。その証拠が与えられた後、イエス様は莫大な数の兆候

と不思議を起こされる働きを終えられた。信じない人たちの

ために、奇跡や印しをもって証明し続けることを止められ

た。 

 

イエス様が行なわれた４つの奇跡の種類 

 イエス様は、４つのカテゴリーで奇跡を起こされた。この

様にして、彼は人生のすべての領域において神の権威を示さ

れた。 



１）病気を支配する力。 奇跡の中でも最も一般的な形は、

人々の病からの癒しであった。熱に苦しむペテロの義母を癒

された（マルコ１：２９－３１）という単純な印から、 ３８年間患

ってきた病から救う高度な奇跡（ヨハネ５：１９）。あるときは、

ある村で、大勢の人々を癒された（マルコ１：３２－３４）。また 

あるときは、イエスを求めてやって来た個人を癒された（マル

コ５：２４－３４）。すべての奇跡において、彼の特異な力は、す

べての人々によって認められた。議論は、イエス様の力の源

が神か来るものか悪魔から来るものかであった。 

 

 ４人の友人によって、担架で運ばれ、イエス様の前に連れ

てこられた全身麻痺の男の癒しは、イエス・キリストの神聖

な権威を示す奇跡である。 

 そして、夜昼たえまなく墓場や山で叫びつづけて、石で自

分のからだを傷つけていた。ところが、この人がイエスを遠

くから見て、走り寄って拝し、大声で叫んで言った、「いと

高き神の子イエスよ、あなたはわたしとなんの係わりがある

のです。神に誓ってお願いします。どうぞ、わたしを苦しめ

ないでください」。それは、イエスが、「けがれた霊よ、こ

の人から出て行け」と言われたからである。また彼に、「な

んという名前か」と尋ねられると、「レギオンと言います。

大ぜいなのですから」と答えた。そして、自分たちをこの土

地から追い出さないようにと、しきりに願いつづけた。さ

て、そこの山の中腹に、豚の大群が飼ってあった。霊はイエ

スに願って言った、「わたしどもを、豚にはいらせてくださ

い。その中へ送ってください」。（マルコの福音書２：５－１２） 

 パリサイ人がイエス様に怒りを覚えた傍ら、群衆は驚いて

「神に賛美をささげながら」帰っていった。イエス様は、こ

の機会を用いられて地上で罪を赦す権威を示されるようにな

られた。神のみが麻痺した人を癒し、人の罪を赦す権限を持

っておられる。 イエス様は、見物人たちに、両方を行うため

に送られたことを知らせたいと願われた。 イエス様は、全身

麻痺の男と友人たちに、彼らの「信仰」をほめられた。 彼ら

の信仰は、その男を癒すだけでなく、罪を赦していただく程

までイエス様の心を動かした。「罪」の問題は、イエス様が

人を癒される際のみ、時々触れられた。 癒された後、その人

が信仰を宣言した場合、イエス様は「あなたの信仰によって

癒された」と続けられ、それは「霊的に癒された」または

「赦された」ことも示した。 

 私たちは、もともと病いも異常も罪も死もないよう創造さ

れた。 そして、今、その状態を待ち望む。 これらの条件は、

私たちすべてに訪れ、悲みにおいやる。 癒しを切望し、どん

な苦しみや痛みもなく、人生を送ることを望むのは人間だけ

である。 神は、私たち人間の一人として、私たちと共にに苦

るしみと痛みを経験あれるために、神であり、同時に人とし

て来てくださった。 しかし、救い主としてのより大きな目的

は、人類の罪のための犠牲としての罪のない死という代価を

払ってくださり、私たちが赦され、永遠に癒されるようにし

て下さることであった。 それはこの世で癒されるよりも重要

であった。 イエス様は従者に「求めなさい」と教えられた。

だから、私たちにも求めることを願っておられる。 しかし、

多くの人が使徒パウロのように癒しを求めたとき、答えは

「ＮＯ」であった。ところが、主が言われた、「わたしの恵

みはあなたに対して十分である。わたしの力は弱いところに

完全にあらわれる」。（第二コリント１２：８－１０）あな

たが苦しみと痛みに直面した際、神はどの様に個人的に対応

して下さいましたか？ 



２）自然を支配する力。 イエス様は、数々の奇跡を用いて自

然界を支配する力を示された。 水をワインに変えられた（ヨハ

ネ２章）。 魚とパンを増やされた（ヨハネ 5章）。 魚を網の中へと

泳がせた（ルカ５章、ヨハネ２１章）。 水上を歩かれた（マルコ６章）。 

ガリラヤ湖の嵐を静められ、自然に対する偉大な力を示され

た。 弟子の内の何人かは、その湖のプロの漁師であったが、

その嵐はあまりにも大きかったので、彼らでさえも恐れた！ 

 ところがイエス自身は、舳の方でまくらをして、眠ってお

られた。そこで、弟子たちはイエスをおこして、「先生、わ

たしどもがおぼれ死んでも、おかまいにならないのですか」

と言った。 エスは起きあがって風をしかり、海にむかって、

「静まれ、黙れ」と言われると、風はやんで、大なぎになっ

た。イエスは彼らに言われた、「なぜ、そんなにこわがるの

か。どうして信仰がないのか」。彼らは恐れおののいて、互

に言った、「いったい、この方はだれだろう。風も海も従わ

せるとは」。（マルコの福音書４：３８－４１） 

 ユダヤ人は、旧約聖書から、神のみが自然の力を鎮圧出来

ることを知っていた： 

 万軍の神、主よ、主よ、だれかあなたのように大能のある

者があるでしょうか。あなたのまことは、あなたをめぐって

います。あなたは海の荒れるのを治め、その波の起るとき、

これを静められます。（詩篇８９：８、９） 

 彼らはその悩みのうちに主に呼ばわったので、主は彼らを

その悩みから救い出された。主があらしを静められると、 

海の波は穏やかになった。（詩篇１０７：２８，２９） 

 イエス様が嵐を お「叱り」になられたことに注意しましょ

う。 これは、イエス様が悪魔をお叱りになった時と同じ言葉

である。 このギリシャ語は、非人格的な力に対する叱責のた

めに決して用いられなかった。 常に、人が視界にいたときに

用いられた。 イエス様は、当時、最も悪名高い悪魔に取りつ

かれた男を癒すために向かわれている途中、嵐とその背後に

ある霊的な力（悪魔）を戒められた可能性が高い。 弟子たちも

お互いに言い合った、「それは誰ですか、風と湖でさえイエ

ス様に従うのですか？」 

 イエス様は、自然をも支配されるご自分のお力を「見せつ

け」ようとされなかった。 むしろ、頻繁に群衆から離れて、

奇跡を実行するよう注意された。 ヨハネの福音書第２章で

は、母親が結婚式でワインが足りなくなったことを語ったと

き、イエス様は「自分自身に注意を引く、わたしの時は、 

まだ来ていません」と答えられた。 明らかに、その様な力を

持つ人は「英雄」となる。イエス様は、謙虚であられたが、

必要と思われる時に、自然に対する権限を用いられた。 その

様な神に、私たちを委ねることが出来るのです。 イエス様

は、いつ、どこで、どの様に、正しい方法で、力を用いられ

るべきかをご存知である。 

 

３）霊を支配する力。  多くの場合、イエス様は、人間に出

来ない方法で悪魔の勢力に命じられた。 悪魔らは、イエス・

キリストが誰であるかを正確に知っていて、イエス様を恐れ

ていた。 

 また、けがれた霊どもはイエスを見るごとに、みまえにひ

れ伏し、叫んで、「あなたこそ神の子です」と言った。イエ

スは御自身のことを人にあらわさないようにと、彼らをきび

しく戒められた。（マルコの福音書３：１１，１２） 

 グラサの悪魔（マルコ５：１－２０）に取りつかれた者の癒し

は、他の奇跡の物語と比較しても最も長く、最も描写に富ん



でいる。新約聖書の中で知られている最も魅力的な悪魔に取

りつかれたケースとみなされている。イエス様と弟子たちが

ガリラヤ湖の向こうに渡る際、彼らの船を沈めようとする 

大嵐の中も、安全に通り抜けることが出来たことを思い出し

ましょう。以前に一度、反対側で悪魔に取りつかれた男は、湖

の畔でイエス様に出会っている。男はゲラサの墓地に住んで

いた。衣服を着ておらず、長い間、家に住んでいなかった。

肉体的に非常に強力で、誰にも鎖で男を収容することは出来

なかった。男はその地域の人たちにとって、恐ろしい脅威で

あった。（「デカポリス」とは、ガリラヤの東方の小さな１０都市で構成されてい

た）。誰も彼が住んでいた地域を通り抜けようとしなかった。 

 

 悪魔に取りつかれた男は、イエス様が弟子たちと一緒に湖

の畔に到着されたとき、すぐにイエスに会った。その男の中

の悪魔の「軍団」は、イエス様に直面し、彼らの領土に入っ

てこないよう立ち向かった。 

 ところが、この人がイエスを遠くから見て、走り寄って拝

し、大声で叫んで言った、「いと高き神の子イエスよ、あな

たはわたしとなんの係わりがあるのです。神に誓ってお願い

します。どうぞ、わたしを苦しめないでください」。（マル

コの福音書５：６，７） 

 悪魔は、イエス様に 「土地」からおい出さないようにと嘆

願した。これらは、デカポリスで大混乱を起こすためにサタ

ンによって土地に割り当てられた悪魔であった。 イエス様に

近くの豚の群れに乗り移ることを許すよう懇願し、その通り

になることをお許しになった。豚の群れは、急いで湖に走り

込み、溺れ死んだ。 悪魔はイエスと弟子たちを海に沈めよう

とし、サタンの悪魔たちは湖に沈んだ！ 

 悪魔に取りつかれた男が癒されたことがゲラサの町の人々

（そしてブタの群れの死）に報告されたとき、彼らはイエス様の力を

恐れ、彼らの土地を離れるように願った。 以前、悪魔に取り

つかれていた男は、服を着て最終的に正気に戻った。男はイ

エス様に、感謝し、イエス様についていくことを願ったが、

イエス様は答えられた： 

 

 しかし、イエスはお許しにならないで、彼に言われた、

「あなたの家族のもとに帰って、主がどんなに大きなことを

してくださったか、またどんなにあわれんでくださったか、

それを知らせなさい」。そこで、彼は立ち去り、そして自分

にイエスがしてくださったことを、ことごとくデカポリスの

地方に言いひろめ出したので、人々はみな驚き怪しんだ。

（マルコ５：１９，２０） 

 イエス様は、父なる神がゲラサに送った理由を正確にご存

知であった。ガリラヤ湖を渡り、ゲラサでサタンの最強の武

器に向き合い、悪魔に取りつかれた男を開放され、その地域

で最も強力な神の御国の証人へと変えられ、イエス様の任務

は完了した。 イエス様とその弟子たちは、船に戻り、ガリラ

ヤに戻った。 （その地域でより多くの任務を果たすことを意図していたなら、
人々の要求にもかかわらず、さらに長く滞在されたはずである）。 

 世界には、依然として悪魔の力の拠点であり、魔女の医師

が村や地域を支配している土地がある。 イエス様の力が現さ

れるために、奇跡的な救いは、まだ起こっている。アメリカ

では、悪魔は主に嘘を広め、人間関係の混乱を引き起こす。 

ヨハネの福音書１０章１０節で、イエス様は、言われた。

「盗人が来るのは、盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするた

めにほかならない。わたしがきたのは、羊に命を得させ、豊

かに得させるためである。」。イエス様が私たちを個人的痛



みや人間関係の苦痛の捕虜にある状態から解放して下さると

き、悪魔から解放された男の様に、私たちの生活の中で、 

イエス様がどのように働いて下さっているかを世に伝えて欲

しいと願っておられる。 私たちの生活の中で神の素晴らしさ

を分かち合うことによって、神に栄誉と喜びをもたらす。  

あなたは、どんな「キリストによる解放」の体験を分かち合

うことが出来ますか？ 

 

４）死をも克服された力。 イエス様は、ご自分が死から復活

される前に、他の死者たちを復活された。死者の復活の記録

は３件ある。 ナインの息子の未亡人。ヤイロの娘。 肉体的に

復活したラザロ（ルカ７，８章、ヨハネ１１章）。 しかし、イエス様

は、弟子たちを伝道に遣わされたとき、「病人をいやし、死

人をよみがえらせ、らい病人をきよめ、悪霊を追い出せ。」

と命じられた（マタイ１０：８）。福音書に記録されていない他の

身体的な復活が明らかにあったと思われる。 ヨハネは、イエ

ス様が受難のために、エルサレムに勝利の入城をされるわず

か一週間前に起こった、イエス様の偉大な奇跡の一つ、ラザ

ロの復活を強調している。 

 

 イエス様が姉妹のマルタとマリアの村に到着されたとき、

すでにラザロは墓に葬られてから４日間も経っていた。 イエ

ス様は、ラザロが病が重い状態にあったときに、何日も前から

来るよう求められていたが、直ぐに行こうとされず、あえて

死んで墓に埋葬されるまで待たれた。 イエス様は、真っ先に

ラザロの死の大きな目的を発表された： 

 イエスはそれを聞いて言われた、「この病気は死ぬほどの

ものではない。それは神の栄光のため、また、神の子がそれ

によって栄光を受けるためのものである」。（ヨハネの福音

書１１：４） 

 彼らの住むベタニヤの村は、エルサレムからわずか２マイ

ルのところにあったので、多くのユダヤ人がラザロの死を追

悼しに訪れた（１１：１８，１９）。 イエスご自身が、死の問題に

ついて、また、この親愛なる友人を失ったことについて深く

心を痛められた（ラザロの死に対するイエス様ご自身の深い感情について記さ

れている箇所がいくつかある）。墓地に到着されると、イエス様は、

墓石を入り口から取り除くよう命じられた（そんなことをすると悪臭

が出ることを家族が心配した。）。 

 

 人々は石を取りのけた。すると、イエスは目を天にむけて

言われた、「父よ、わたしの願いをお聞き下さったことを感

謝します。あなたがいつでもわたしの願いを聞きいれて下さ

ることを、よく知っています。しかし、こう申しますのは、

そばに立っている人々に、あなたがわたしをつかわされたこ

とを、信じさせるためであります」。こう言いながら、大声

で「ラザロよ、出てきなさい」と呼ばわれた。すると、死人

は手足を布でまかれ、顔も顔おおいで包まれたまま、出てき

た。イエスは人々に言われた、「彼をほどいてやって、帰ら

せなさい」。（ヨハネの福音書１１：４１－４４） 

 この奇跡は、多くの巡礼者がエルサレムに来る過ぎ越しの

週の直前に、場所は、エルサレムから２マイルのところ、そ

して設定は、イエス様の３年間の公的伝導活動期間の最後の

２週間 に起こった。 

 頻繁に、なぜイエス様が私たちの祈りに関心をもち介入

し、答えて下さらないのかと疑問に思うことがある。イエス

様がすぐに来て下さっていたら、兄弟が死ぬことを妨げられ

ていたと信じていたマルタとマリアは、イエス様が到着され

たとき、イエス様がすぐに来て下さらなかったことに明らか

に失望していた。しかし、イエス様には、彼らには理解する



ことが出来なかったお目的があった。イエス様が兄弟の復活

という最大の奇跡を起こされることなど、想像も出来なかっ

た！彼らは失望したが、主への信仰は、失わなかった。私たち

の祈りが答えられないように思えるとき、彼らの様に失望を

表明することが出来る。しかし、たとえ深い痛みを経験し、

祈りの喪失を経験したとしても、神の答えが「NO」であった

としても、神こそが全能であられ、神のなさるすべてが最善

であると信じ続ける信仰を持ち続けなければならない。神は

いつも祈りに答えて下さる。先生や親がそうする様に「 は

い」「いいえ」 「今ではない」 と答えられる。イエス様は、

ラザロが死ぬのを防ぐことが出来たが、はるかに大きな目的

と偉大な奇跡を起こされる目的を持っておられた。死に打ち

勝ち、復活させる。イエス様ご自身の最終的な神聖をお現し

になる。あなたは現在、祈りの答えが「いいえ」のときにも

イエス様を信頼し続けておられるでしょうか？「祈り、求

め、ノック」し続けて下さい。神はイエス様であり、私たち

ではない。 

 

イエスの奇跡に対する２つの反応 

 イエス様の奇跡に、中立の余地はない。人々は、彼が神の

御子であると信じたか、または悪魔の代理人であると信じ

た。 この分裂の簡潔な例は、マタイの福音書第１２章に記録

されている。イエス様は、耳が聞こえなく、口がきけない男

を癒された。 その結果： 

 すると群衆はみな驚いて言った、「この人が、あるいはダ

ビデの子ではあるまいか」。しかし、パリサイ人たちは、こ

れを聞いて言った、「この人が悪霊を追い出しているのは、

まったく悪霊のかしらベルゼブルによるのだ」。（マタイの

福音書１２：２３，２４） 

 ラザロの復活の話の終わりに、これと同じ様に明確な分裂

が生じる。 

 マリヤのところにきて、イエスのなさったことを見た多く

のユダヤ人たちは、イエスを信じた。 しかし、そのうちの数

人がパリサイ人たちのところに行って、イエスのされたこと

を告げた。（ヨハネの福音書１１：４５，４６） 

 事実、イエス様を殺す最終的な陰謀は、宗教指導者が神で

あるという明白な結論を受け入れることを拒否したことから

生まれた。 彼らはイエス様が奇跡を実行していることを認め

たが、自分たちの権力をあきらめたくなかった。 

 そこで、祭司長たちとパリサイ人たちとは、議会を召集し

て言った、「この人が多くのしるしを行っているのに、お互

は何をしているのだ。もしこのままにしておけば、みんなが

彼を信じるようになるだろう。そのうえ、ローマ人がやって

きて、わたしたちの土地も人民も奪ってしまうであろう」。

（ヨハネの福音書１１：４７，４８） 

 

神は、今日も奇跡をおこされるのか？ 

 

 イエス・キリストの奇跡については、常に人々の質問を生

じさせる。簡単な答えは 、いいえである。イエス様の公的伝

導の間に起こった奇跡に、多少でも近いレベルでの奇跡は、

見られない。イエス様の奇跡の本来の目的を思い出して下さ

い。神としての自分の正体を証明すること（ヨハネにの福音書２０：

３０，３１）。その目的は、イエス様の生涯の間に達成された。



同様の「証明期間」は、イエス様の後、初期の使徒たちの時

代に行われた。彼らの使命とメッセージを神の大使として認

証するために役立つ奇跡が詰まった時間枠があった（参照：ヘブ

ル人２：３，４）。 

 

 しかし神は、今日も人々の生活の中で、様々な形の奇跡を

起こし続けておられる。しばしば、私たちの生活や状況にお

いて、神の御霊の超自然的な働きと知らずに経験した時、何

かが「偶然」であると考えさせられる。信仰と祈りが関係し

ている。ヤコブは「あなたがたは、求めないから得られない

のだ。」と言います（ヤコブ４：２）。 

 

 奇跡は、今日も人間の領域における神の力を証しする。私

たちの務めは、不信仰の心ではなく、育み続ける信仰の心を

確実に維持し続けることである。あなたの人生やあなたの周

りの人たちの働きを神に頼む方法を探求して下さい。あなた

の忍耐強い祈りに対する神の答えが「いいえ」や「未だその

時でない」であったとしても、イエス様は、あなたを愛して

おられ、御心を行って下さっており、あなたを美しい御子 

イエス様に似たものへとつくりかえておられることを信じ続

けなければならない（ローマ８：２８，２９）。 イエス様は、また、

ゲッセマネの園で、（神の怒りの）杯が彼から取り除かれるよう

に祈られたとき、その答えが「いいえ」であったが、父の御

心が成されることを切望した。すべての人のための偉大な奇

跡、 キリストの肉体的復活、すべての人類の罪のために死に

至る犠牲となられる奇跡がすべての人類のために成し遂げら

れる奇跡が証明されるためにイエス様は、祈りの「いいえ」

という答えを受け入れられた（マタイ２６：２９）。 信者は、自分

の体の復活を待ち望むことが出来る。 イエス様とマルタとの

会話は、をれを明確にする： 

 イエスはマルタに言われた、「あなたの兄弟はよみがえる

であろう」。マルタは言った、「終りの日のよみがえりの時

よみがえることは、存じています」。イエスは彼女に言われ

た、「わたしはよみがえりであり、命である。わたしを信じ

る者は、たとい死んでも生きる。（ヨハネの福音書１１：２３－２５） 

 

 

補遺：イエスの奇跡の懐疑論的見解 

 

 今日、多くの人がイエス様の奇跡の現実性を拒否する。自

然主義や合理主義のような世界観は、自然や合理的なものだ

けが現実であると主張する。したがって、イエス様の奇跡は、

現実的ではない。では、福音書の奇跡の話は、一体どういう

ことでしょうか？ 「歴史のイエス」は、死後、弟子たちによ

って「救世主の信仰」に変えられたと彼らは主張する。この

理論は、彼らの希望と夢は崩れ、深く幻滅したことによっ

て、彼らの「信仰」から「救世主」を発明したと主張する。 

子供たちが心の想像力で物語を作り上げるかの様に。傷つい

た苦痛を軽減するために、イエス様を彼らが望んでいた神の

姿の様に見せようとしたと主張する。 

 

 イエス様の奇跡の現代的拒絶の背後には、無神論の根底に

ある反 超自然的偏見がある。神は存在しない＞神が現れたこ

とはなかった＞イエス様の奇跡は人為的な神話である。 （この
見解は、「奇跡」の物語の中のいくつかの非常に興味深い解釈につながる。例えば、

5000人の給食は「分かち合うことの奇跡」へとかわる。少年が食べ物をイエス様と

共有するのを見たとき、隠し持っていた、それぞれの食べ物の袋をお互いに共有する

よう促された）。 

 

 ここでは、人々がイエス様の奇跡を拒否しようと導く根本

的な無神論的前提については追求しない。神が存在する可能



性がある場合、イエス様の神業の様々な奇跡について、何か

完全に論理的なことがあることに留意する。タイガー・ウッ

ズが現れたとして、人々がそのアイデンティティを疑ったと

します。彼は、ゴルフの偉業をもって証明しようとするでし

ょう。ウサイン・ボルトが現れた場合、彼は時速２８．７マ

イルで走ることによって、地球上で最も速い人であることを

証明するでしょう。私たちは、人々がそれぞれの性質を維持

することによって、証明することを期待する。だから、神が

現れて人々が自分のアイデンティティを疑っていれば、神様

の様な不思議な業を通して、神であることを証明するでしょ

う。要するに、イエス様がなさった通りの非常に多くの奇跡

を行われるでしょう。 

 

 最後の注釈：神話は新しいものではない。古代人は神話的

な物語をよく知っていて、歴史と神話の違いを知っていた。

したがって、ペテロが次のように記したとき、明らかに福音

の物語のいずれも人間によって発明された神話であるという

考えを否定した： 

 わたしたちの主イエス・キリストの力と来臨とを、あなた

がたに知らせた時、わたしたちは、巧みな作り話を用いるこ

とはしなかった。わたしたちが、そのご威光の目撃者なのだ

からである。イエスは父なる神からほまれと栄光とをお受け

になったが、その時、おごそかな栄光の中から次のようなみ

声がかかったのである、「これはわたしの愛する子、わたし

の心にかなう者である」。わたしたちもイエスと共に聖なる

山にいて、天から出たこの声を聞いたのである。（第二ペテ

ロ１：１６－１８） 

 歴史上のイエスと信仰上のキリストは、福音書作家たちに

とっては、同一であった。 彼らが殉教者の死を遂げた理由

は、彼らが苦痛を軽減するために作り出した架空の人のため

ではなく、 神の御子であり世界の救い主であることを彼らに

証明したご本当の人のためであった。 

 

ディスカッションの質問 

１．イエス様がご自分の力と権威を示された４つの分野、 

すなわち病気、自然、悪魔、死について考えてみましょう。 

なぜ、イエス様は、これらの４つの分野を選ばれたと思いま

すか？ 

 

２．イエス様がその支配を行使されなかった１つの領域があ

りました。それは人間の意思決定の上の支配である。 イエス

様は、人が信じるかどうかを決める際、それぞれの意志を行

使することを許可されました。 なぜ人間の意志を制御されな

かったのでしょうか？ 

 

３．あなたがイエス様の奇跡の一つを目撃することが出来た

としたら、どの奇跡を選びますか？ なぜですか？ 

 

４．神の奇跡的な御手を経験されたことがありますか？ 説明

してください。 

 


