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イエス ･ キリストは、神か人か？

彼は全く神であるか、全くの詐欺師であるか

どちらかである。

信じるお方がどんな方かを理解することは

重要である。

なぜなら、正しい信仰生活はこれにかかって

いるからである。

｢ われわれは、手近に聖書を持っていなが

ら、誤った見解をもって神をあがめるこ

とはできない。多くの人々は、生活さえ

正しければ、何を信じているかは問題で

はないと主張する。しかし生活は信仰に

よって形造られる。」大争闘下 364
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イエス ･キリストは実際に存在した歴史
上の人物であったか？

●こんな話がある

｢ そんな男は存在しなかっのだ！」と共産主

義者の役人は言った。

｢ 君が持っているのは、どの新聞だ」と相手

は言った。「プラウダか。ちょっと見せなさい」

役人は、新聞をポケットからひつぱり出し

た。

｢見なさい。1999 年 8 月 8日。いつから数え

て 1999 年なのかね。存在しなかった人間から

か。

存在しなかったと君は言うが、年は彼の誕

生日から数えているじゃないか。彼以前にも時

間はあったのに、彼が現われると、まるでそれ

以前には時間がなかったかのように、人類には

映ったわけだ。」
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彼がただの人間に過ぎなかったのだとすれ

ば、ただのユダヤ人が、時を真二つに裂いたこ

とになる。彼は、白分の名前を時に刻みつけた

のだ。どんな新聞も、小切手も、法的文書も、

時を二つに裂いたその人、イエスから時を数え

ているのである。(契約の箱 137 頁 )。

●紀元前と紀元後

A.M. は Anno Mundi（世界の年に、世界紀元）、

“in the year of the world”

B.C は紀元前と呼ぶ。Before Christ の略で

キリスト以前という意味。

A.D は紀元後と呼ぶ。Anno Domino：( ラテン

語 )の略で我らの主の日という意味。
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歴史のことを英語で History と言う。“His 

story ヒズ ･ ストーリー”、つまり彼の物語で

ある。彼とはキリストのこと。

平凡社の『国民百科事典』よると、「イエス

という人物の歴史性については、フラビウス・

ヨセフス（37-97）の『ユダヤ古代歴史』、小プ

リニウス（62-113）の書簡、タキツス（55-120）

の『年代記』、スエトニウス（75-150）の記録

などに、その生涯の詳細にわたってではないが、

存在の確証が与えられている」四巻 275-276)

とあり、その詳細については新約聖書の福音書

によらねばならないとある。その福音書につい

て同辞典は、「福音書は教会の信仰を証言し、

聞く者を信仰へと導こうとしているにも関わら

ず、同時に事実に即した、信用すべき歴史的報

告でもある」( 四巻 276 頁 )。（わたしを誰と言

うか、山形俊夫、７頁）
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●	聖書自身がイエスの初臨と再臨は絶対確実
であると言っている

｢ そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後

さばきを受けることとが、人間に定まっ

ているように、キリストもまた、多くの

人の罪を負うために、一度だけご自身を

ささげられた後、彼を待ち望んでいる人々

に、罪を負うためではなしに二度目に現

れて、救を与えられるのである。」ヘブル

9:26-28

言い換えると、人間は一度死ぬことを否定す

ることのできる人はいない。死は全ての人に絶

対確実に臨む。同じように、死んで後さばきを

受けることもそうである。キリストがこの地上

に来られて十字架にかかられたことも絶対確実

である。キリストが再臨なさることも死ぬこと

が確実であるように、確実に定まっているとい

うのである。
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●	聖書以外の史実

1. ローマの歴史家、タキツスの証言。紀元

115 年に書かれた。紀元 46 年にネロがク

リスチャンを迫害した事実。

｢ クリスチャンという名が取られたキリ

ストは、ティベリウス皇帝が治めている

時に、ポンテオ・ピラトによって十字架

につけられた。」　

2. ローマの歴史家スエトニウスは、紀元

120 年にキリストについて書いた。

｢ ユダヤ人はキリストの煽動 , 教唆にい

つも不安であったので、彼（クラウデス）

は、ローマから彼らを追放した」

3. タルムード ( 三世紀からのユダヤの言い

伝え )

「過ぎ越し節の夜、彼らはナザレのイエ

スを十字架につけた。｣
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●	キリストご自身の主張

｢ わたしは天から下ってきた…。｣ ヨハネ

6:38

｢ わたしと父とは一つである。｣ ヨハネ

10:30

｢ わたしを見た者は、父を見たのである。

どうして、わたしたちに父を示してほし

いと、言うのか。」ヨハネ 14:9…

｢ わたしは道であり、真理であり、命であ

る。だれでもわたしによらないでは、父

のみもとに行くことはできない。」ヨハネ

14:6…

｢ イエスは彼らに言われた、『よくよくあ

なたがたに言っておく。アブラハムの生

れる前からわたしは、いるのである。』」

ヨハネ 8:58
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｢ 恐れるな。わたしは初めであり、終りで

あり、また、生きている者である。わた

しは死んだことはあるが、見よ、世々限

りなく生きている者である。そして、死

と黄泉とのかぎを持っている。」黙示録

1:17､18

｢ わたしはアルパであり、オメガである。

最初の者であり、最後の者である。初め

であり、終りである。｣黙示録 22:13

● ｢生まれる前に自叙伝を書いた人｣ とある
人は評した。

旧約聖書の預言者たちの預言が新約にどの

ように成就したかを見よう :

｢ 今から約 2000 年前に起こったキリストの

はじめの隆臨については、旧約聖書に 300 以上

の預言がありましたが、それは皆そのとおりに



9

成就しました。｣預言の声講座。

●	イエスの初臨は偶然ではなかった！

ストナー教授は、300 に及ぶメシア預言の中

の一握りの預言でも一個人に成就することは統

計上至難の業だと結論付けています。1944 年

のストナー教授による著書「科学は語る」の中

で調査結果を発表し、このように言いました：

　科学は聖書の預言が正確であることを立証し

ている。八つの預言が一個人に成就する確率は

10 の 17 乗（10 の後に０を 17 追加する）である、

と言っています。さらに 300 の預言のうち一人

の人に 48 の預言が成就するのは、10 の 157 乗

の確立です—と言うことは統計上不可能という

ことです。

ある人が、聖書の中にあるイエス様に関する

預言を調べ、その預言がすべて成就する確率を

計算したそうです。その確率は、百円玉を日本

中に高さ１ｍになるまで敷き詰めて、その中か
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ら一枚だけ印のついている百円玉を引き当てる

確率と同じだそうです。つまり、イエス様が旧

約聖書の預言通りに二千年前に来てくださった

ことは、決して偶然でもなく、予想外の出来事

でもなく、預言の成就であり、神様の寸分狂う

ことのない約束が実現したということなんです

ね。それほどまでの確率で来てくださった方な

ら、その方が約束してくださることも、必ず成

し遂げられると考えられるのではないでしょう

か。

聖書に記されている、メシヤついての 360 の

預言のうち、いくつか例を挙げてみます。

●	旧約と新約の比較。何百年も前の預言が
確実に成就した驚くべき事実！

１．東の星

預言： わたしは彼を

見る、しかし

今 で は な い。

わたしは彼を
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望み見る、しかし近くではない。ヤコ

ブから一つの星が出、イスラエルから

一本のつえが起り、モアブのこめかみ

と、セツのすべての子らの脳天を撃つ

であろう。民数記 24:17

成就： ユダヤ人の王としてお生れになったか

たは、どこにおられますか。わたした

ちは東の方でその星を見たので、その

かたを拝みにきました。マタイ 2:2

２．乙女マリヤから生まれる

預言：それゆえ、主

はみずから

一つのしる

しをあなた

がたに与え

ら れ る。 見

よ、おとめがみごもって男の子を産

む。その名はインマヌエルととなえら

れる。イザヤ 7:14　（インマヌエル—

神我らと共にいますの意）
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成就：恐れるな、マリヤよ、あなたは神から

恵みをいただいているのです。見よ、

あなたはみごもって男の子を産むで

しょう。その子をイエスと名づけなさ

い。ヨシュア(ギリシャ語)、ヤウエー

(ヘブル語、神は救い主）

３．ベツレヘムに生まれる

預言：しかしベツ

レヘム・エ

フ ラ タ よ、

あなたはユ

ダの氏族の

うちで小さ

い 者 だ が、

イスラエルを治める者があなたのうち

からわたしのために出る。その出るの

は昔から、いにしえの日からである。

ミカ 5:2

成就 : ルカ 2:4 ヨセフもダビデの家系であ

り、またその血統であったので、ガリ
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ラヤの町ナザレを出て、ユダヤのベツ

レヘムというダビデの町へ上って行っ

た。マタイ 2:1

４．エジプトへ避難

預言：わたしはイス

ラエルの幼

い時、これを

愛した。わた

しはわが子

をエジプト

から呼び出した。ホセア 11:1

成就 :そこで、ヨセフは立って、夜の間に幼

な子とその母とを連れてエジプトへ行

き、…マタイ 2:14

５．荒野で呼ばわる者の声

預言：呼ばわる者の声がする、「荒野に主の

道を備え、さばくに、われわれの神
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のために、大路

をまっすぐに

せ よ。 イ ザ ヤ

40:3

成就 : そのころ、バプ

テスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野

で教を宣べて言った、「悔い改めよ、

天国は近づいた」。預言者イザヤによっ

て、 「荒野で呼ばわる者の声がする、

『主の道を備えよ、その道筋をまっす

ぐにせよ』」と言われたのは、この人

のことである。マタイ 3:1-3　

６．キリストの福音の働き

預言：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
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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、…イザ

ヤ 61：1,2

成就 : 主の御霊がわたしに宿っている。貧

しい人々に福音を宣べ伝えさせるため

に、わたしを聖別してくださったから

である。主はわたしをつかわして、囚

人が解放され、盲人の目が開かれるこ

とを告げ知らせ、打ちひしがれている

者に自由を得させ、主のめぐみの年を

告げ知らせるのである。ルカ 4:18,19

７．イエスの奇跡的働き

預言：その時、見えない人の目は開かれ、聞

えない人の耳は聞えるようになる。そ

の時、足の不自由な人は、しかのよう

に飛び走り、口のきけない人の舌は喜
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び歌う。それは

荒野に水がわき

いで、さばくに

川が流れるから

である。イザヤ

35：5,6

成就 : イエスは、す

べ て の 町 々

村々を巡り歩

いて、諸会堂

で教え、御国

の福音を宣べ

伝え、あらゆる病気、あらゆるわずら

いをおいやしになった。マタイ 9：35

８．多く譬をもって教えられた

預言：わたしは口を

開いて、たと

えを語り、い

にしえからの、

なぞを語ろう。
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詩篇 78：2

成就 : イエスはこれらのことをすべて、譬

で群衆に語られた。譬によらないでは

何事も彼らに語られなかった。マタイ

13:34、34:3

９．ロバに乗ってエルサレム入場

預言：シオンの娘よ、大い

に喜べ、エルサレム

の娘よ、呼ばわれ。

見よ、あなたの王は

あなたの所に来る。

彼は義なる者であっ

て勝利を得、柔和で

あって、ろばに乗る。すなわち、ろば

の子である子馬に乗る。ゼカリヤ 9:9

成就 :そしてそれをイエスのところに引いて

きて、その子ろばの上に自分たちの上

着をかけてイエスをお乗せした。ルカ

19:35
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メシアに関する預言の約 29 が少なくとも

500 年以上の間にいろいろ異なった人によって

書かれた。それがイエスの生涯の 24 時間以内

に成就した。

10．友によって裏切られる

預言：わたしの信

頼した親しい

友、わたしの

パンを食べた

親しい友さえ

もわたしにそ

むいてくびすをあげた。詩篇 41:9

成就 : 彼はすぐイエスに近寄り、「先生、い

かがですか」と言って、イエスに接吻

した。しかし、イエスは彼に言われた、

「友よ、なんのためにきたのか」。この

とき、人々は進み寄って、イエスに手

をかけてつかまえた。
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11．銀 30 枚で売られる。陶器師の畑に。

預言：「彼らによっ

てわたしが値

積もりされた

尊い価を、陶

器師に投げ与

え よ。」 そ こ

で、私は銀三十を取り、それを主の

宮の陶器師に投げ与えた。ゼカリヤ

11:12､13 新改訳

成就 : そのとき、イエスを裏切ったユダは、

イエスが罪に定められたのを見て後悔

し、銀貨三十枚を祭司長、長老たちに

返してそこで、彼は銀貨を聖所に投げ

込んで出て行き、首をつって死んだ。

祭司長たちは、その銀貨を拾いあげて

言った、「これは血の代価だから、宮

の金庫に入れるのはよくない」。そこ

で彼らは協議の上、外国人の墓地にす

るために、その金で陶器師の畑を買っ

た。マタイ 27:3､5､7
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12．イエスの受難

預言：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。イザヤ

50:6　

成就 :それから、彼らはイエスの顔につばき

をかけて、こぶしで打ち、またある人

は手のひらでたたいて言った…マタイ

26:67

13．口を開かなかった

預言 : 彼はしえたげ

られ、苦しめ

られたけれど

も、口を開か
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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 53:7

成就：しかし、祭司長、長老たちが訴えてい

る間、イエスはひと言もお答えになら

なかった。マタイ 27:12

14．頭を振りそしる

預言：わたしは彼

らにそしられ

る者となりま

した。彼らは

わたしを見る

と、頭を振り

ます。詩篇 109：25

成就 :そこを通りかかった者たちは、頭を振

りながら、イエスをののしって言った、

「神殿を打ちこわして三日のうちに建

てる者よ。もし神の子なら、自分を救
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え。そして十字架からおりてこい」。

マタイ 27:25

15．犯罪人と共に

預言：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 53:12 

成就 :同時に、ふたりの強盗がイエスと一緒

に、ひとりは右に、ひとりは左に、十

字架につけられた。マタイ 27:38 

成就 : 一人は言った「イエスよ、あなたが

御国の権威をもっておいでになる時

には、わたしを思い出してください」。

イエスは言われた、「よく言っておく

が、あなたはきょう、わたしと一緒
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にパラダイスにいるであろう」。ルカ

23:42,43

16．手と足を刺しとおす

預言：まことに、犬

はわたしをめぐ

り、悪を行う者

の群れがわたし

を囲んで、わた

しの手と足を刺

し貫いた。詩篇

22:16

成就 : また聖書のほかのところに、「彼らは

自分が刺し通した者を見るであろう」

とある。ヨハネ 20:37

17．酢を飲まされるが

預言：彼らはわたしの食物に毒を入れ、わた

しのかわいた時に酢を飲ませました。
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詩篇 69:21

成就 : 彼らはにが

みをまぜたぶ

どう酒を飲ま

せようとした

が、イエスは

それをなめただけで、飲もうとされな

かった。マタイ 27:34

18．イエスの衣くじ引きに

預言：彼らは互にわた

しの衣服を分け、

わたしの着物を

くじ引にする。

詩篇 22：18

成就 : そこで彼らは互

に言った、「それ

を裂かないで、だれのものになるか、

くじを引こう」。これは、「彼らは互に

わたしの上着を分け合い、わたしの衣



をくじ引にした」という聖書が成就す

るためで、兵卒たちはそのようにした

のである。ヨハネ 19:23､24

19．わが神どうしてお見捨てに

預言：わが神、わが神、

なにゆえわたし

を捨てられるの

ですか。なにゆ

え遠く離れてわ

たしを助けず、

わたしの嘆きの言葉を聞かれないので

すか。詩篇 22:1

成就 :そして三時ごろに、イエスは大声で叫

んで、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」

と言われた。それは「わが神、わが

神、どうしてわたしをお見捨てになっ

たのですか」という意味である。マタ

イ 27:46
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20．わが霊をみ手にゆだねます

預言：わたしは、わが魂をみ手にゆだねます。

主、まことの神よ、あなたはわたしを

あがなわれました。詩篇 31:5

成就 :そのとき、イエスは声高く叫んで言わ

れた、「父よ、わたしの霊をみ手にゆ

だねます」。こう言ってついに息を引

きとられた。ルカ 23:46

21．骨は折られず

預言：主は彼の骨を

ことごとく守

られる。その

一つだに折ら

れることはな

い。詩篇 34:20

成就 :そこで兵卒らがきて、イエスと一緒に

十字架につけられた初めの者と、もう

ひとりの者との足を折った。しかし、

彼らがイエスのところにきた時、イエ



27

スはもう死んでおられたのを見て、そ

の足を折ることはしなかった。ヨハネ

19:32､33

22．富める人の墓に葬られる

預言：彼の墓は悪

者どもとと

もに設けら

れ、彼は富

む者ととも

に葬られた。

彼は暴虐を行なわず、その口に欺きは

なかったが。イザヤ 53:9 新改訳

成就 :夕方になってから、アリマタヤの金持

で、ヨセフという名の人がきた。彼も

またイエスの弟子であった。この人が

ピラトの所へ行って、イエスのからだ

の引取りかたを願った。そこで、ピラ

トはそれを渡すように命じた。ヨセフ

は死体を受け取って、きれいな亜麻布
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に包み、岩を掘って造った彼の新しい

墓に納め、そして墓の入口に大きい石

をころがしておいて、帰った。マタイ

27:57-60

●イエスに関する預言はことごとく成就し
た !

 ≫ イエスの誕生　ユダ族から、乙女から

≫ 誕生の場所　　ベツレヘム

≫ イエスの働き

≫ イエスの死にかた

≫ イエスの復活

 「神はそのひとり子を賜わったほどに、この

世を愛して下さった。それは御子を信じる者

がひとりも滅びないで、永遠の命を得るため

である。」ヨハネ 3:16
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●紀元前 700年前に預言されていたイエス
の生涯と死

「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。彼はみずから懲らしめをうけて、

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。」

イザヤ 53:5

●驚くべき 70週の預言 :	メシアが出現する
時の預言

ユダヤ人はこの預言を嫌っている。ラビの呪

いを見よ。

｢ ダニエル 9:24-27 の時を見つけようとする

者は、その手の骨、指が腐れ果てるように、そ

の記憶は永遠に地上から消え去るように！ ｣ タ

ルムード

ユダヤ人、エルサレムとメシアに関する預言

は驚くべく成就した。この「定められている」
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というのは、ダニエル 8:14 の、最も長い 2300

日 / 年の預言から「切り取られている」という

意味である。

あなたの民と、あなたの聖なる町について

は、七十週が定められています。ダニエル 9:25
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70 週は次のように分けられている :

①　エルサレムが再建される 7週 (25 節 )

②　メシアが出現するまで 62 週 (25､26)

③　最後の 1週間 (27 節 )

合計：ユダヤ人とメシアに関する預言
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どこから数えるか？

「それゆえ、エルサレムを建て直せという

命令が出てから、メシヤなるひとりの君

が来るまで、七週と六十二週あることを

知り、かつ悟りなさい。その間に、しか

も不安な時代に、エルサレムは広場と街

路とをもって、建て直されるでしょう。」

ダニエル 9:25

エルサレムの再建命令は、エズラ 7:7､12､13

にある。

アルタシャスタ王の七年にまたイスラエル

の人々および祭司、レビびと、歌うたう者、門

衛、宮に仕えるしもべなどエルサレムに上った。

｢ 諸王の王アルタシャスタ、天の神の律法の学

者である祭司エズラに送る。今、わたしは命を

下す。わが国のうちにいるイスラエルの民およ

びその祭司、レビびとのうち、すべてエルサレ

ムへ行こうと望む者は皆、あなたと共に行くこ

とができる ｣
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アルタシャスタ王の七年は、紀元前 457 年の

ことであった。

イエス ･キリストがメシアとしての公生涯に

入られたのは紀元 27 年。

「…イエスもバプテスマを受けて祈ってお

られると、天が開けて、聖霊がはとのよ

うな姿をとってイエスの上に下り、そし

て天から声がした、『あなたはわたしの愛

する子、わたしの心にかなう者である。』」

ルカ 3:21-23

イエスが宣教をはじめられたのは、年およそ

三十歳の時。

「主の御霊がわたしに宿っている。貧しい

人々に福音を宣べ伝えさせるために、わ

たしを聖別してくださったからである。

主はわたしをつかわして、囚人が解放さ

れ、盲人の目が開かれることを告げ知ら

せ、打ちひしがれている者に自由を得さ

せ、..。」ルカ 4:17､18
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イエス ･キリストは、最後のちょうど ｢週の

半ば」に十字架につけられる。ダニエル 9:27｢

ただし自分のためにではありません ｣ 新共同訳

には削除されている。

四つの絶対確実な事実：こうして、預言の言

葉は、わたしたちにいっそう確実なものになっ

た。２ペテロ 1:19

｢ そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後

さばきを受けることとが、人間に定まっ

ているように、キリストもまた、多くの

人の罪を負うために、一度だけご自身を

ささげられた後、彼を待ち望んでいる人々

に、罪を負うためではなしに二度目に現

れて、救を与えられるのである。」ヘブル

9:26-28

1. 死ぬことがすべての人に定まっている !

2. 死んで後すべての人に公平な神の裁きが
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臨むことが定まっている！

3. キリストは全ての人のために十字架にか

かられたことは確かな事実である！

4. キリストは生きて大祭司として仲保の働

きをしておられることも確実である！

5. キリストは再臨なさって「彼を待ち望む

者たち」に救いを与えられることも確

実！

6. 永遠のみ国の約束も確実である！

「そこでまた、

彼は、いつも生

きていて彼ら

のためにとりな

しておられるの

で、彼によって

神に来る人々

を、いつも救うことができるのである。」

ヘブル 7:25
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「見よ、わたしはすぐに来る。報いを携え

てきて、それぞれのしわざに応じて報いよ

う。わたしはアルパであり、オメガである。

最初の者であり、最後の者である。初め

であり、終りである。」黙示録 22:12,13

「この人による以外に救はない。わたした

ちを救いうる名は、これを別にしては、

天下のだれにも与えられていないからで

ある。」使徒 4:12　

「もしあなたがたが主に仕えることを、こ

ころよしとしないのならば、あなたがた

の先祖が、川の向こうで仕えた神々でも、

または、いまあなたがたの住む地のアモ

リびとの神々でも、あなたがたの仕える

者を、きょう、選びなさい。ただし、わ

たしとわたしの家とは共に主に仕えま

す。」ヨシュア 4:15…

「この人こそ人となりたる生ける神なれ」

讃美歌 121　



もっと詳しく知りたい方のために．．．

　　　　　“スタディバイブル ”

口語訳　
　解説付き聖書　

　　　各 10,000 円　

標準型（幅 153mm、高さ 220mm、厚さ 38mm）

余白付大型（幅 165mm、高さ 235mm、厚さ 38mm）

難漢字ふりがな付き ｡ 上質の合成皮

革。E.G. ホワイトの注解、脚注、引照付き、

地図、チャート、金のりんご、聖書語句

索引、口語訳聖書の標準ページを左右余

白に付記。

お問い合わせ、お申込みは下記の連絡先まで

サンライズ ミニストリー
〒905-0428　沖縄県国頭郡今帰仁村字今泊1471

TEL（0980)５６-２７８３　FAX（0980)５６-２８８１
contact@srministr y.com　　www.srministr y.com


