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さて、おはようございます。第二礼拝へようこそ。日曜日の朝は、二つの礼拝があります。第一礼拝は、

毎週行っている「聖書・預言アップデート」で、この第二礼拝は、「ヘブル人への手紙」を節ごとに学ぶ

説教です。今日の聖書箇所は 11 章で、御心であれば、8 節から始め 19 節で終えます。もし、まだな方は

その箇所をお開きください。そして、宜しければ、ご起立ください。私が読みますので、ついてきてくだ

さい。無理な方は、お座りのままで結構です。聖霊によって、ヘブル人への手紙の著者は 8 節でこう書い

ています。 

へブル人への手紙 11 章 

8 信仰によって、アブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行くようにと召しを受けたときに、

それに従い、どこに行くのかを知らずに出て行きました。 

9 信仰によって、彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束をともに受け継ぐイサクやヤコ

ブと（彼の息子と孫です）天幕生活をしました。 

10 信仰によって、彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束をともに受け継ぐイサクやヤ

コブと（彼の息子と孫です）天幕生活をしました。堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからで

す。その都の設計者、また建設者は神です。 

11 アブラハムは、すでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって、

子をもうける力を得ました。彼が、約束してくださった方を真実な方と考えたからです。 

12 こういうわけで、一人の、しかも死んだも同然の人から、天の星のように、また海辺の数えきれない

砂のように数多くの子孫が生まれたのです。 

13 これらの人たちはみな、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでし

たが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。 

14 そのように言っている人たちは、自分の故郷を求めていることを明らかにしています。 

15 もし彼らが思っていたのが、出て来た故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう。 

16 しかし実際には、彼らが憧れていたのは、もっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は、

彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。 

17 信仰によって、アブラハムは試みを受けたときにイサクを献げました。約束を受けていた彼が、自分

のただひとりの子[彼の一人息子]を献げようとしたのです。 

18 神はアブラハムに「イサクにあって、あなたの子孫が起こされる」と言われましたが、 

19 彼は、神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は、比喩的に言

えば、イサクを死者の中から取り戻したのです。 

一緒にお祈りをしましょう。私たちの理解に、神の祝福があることをお願いしましょう。主よ、今日のこ

の御言葉に、心から感謝します。私は、今日ここにいる人たちや、オンラインで参加している人たちと同

じように、この特別な箇所をとても楽しみにしていました。なぜならこの箇所は、アブラハムが生涯を通

じて、信仰によって、どのようあなたに信頼したかを語っているからです。 

主よ、私たちはアブラハムから学びたいのです。あなたが、私たちに教えようとしておられることが、何

であるかを学びたいのです、教えられる者となりたいのです。ですから、主よ、今日の御言葉の中で、私



たちのため与えようとされていることを、示し、教え、語ってください。イエスの御名によって祈ります。 

アーメン、アーメン。 

着席してください、ありがとうございました。今日はクリスチャン生活の中で、神の方法が全く理解でき

ないと思える時について、皆さんと話したいと思います。私が、何を話したいのか分かりますか？ 分か

らなければ、このままお祈りして終わった方がいいかもしれません。今日の箇所でヘブル人への手紙著

者は、アブラハムの信仰に、私たちの注意を向けさせています。アブラハムが持っていた信仰だけではな

く、人生の終わりころである、百歳の時でさえも衰えなかった信仰です。神は、まだ彼の信仰を試されて

います。私はそんなこと聞きたくありません！ 何年も何年も、主とともに歩んで来た私たちのような

人達なんて、「放っておいてよ！もう年寄りなんだから」と思うでしょう。「もう試練はやめてくれ！」と。 

さて、先週はかなりの時間をかけました。毎週言っていることですが、アブラハムを扱ったこの特別な箇

所を私はとても楽しみにしていました。以下の三つは、アブラハムのように、全く意味のなさないことで

も、信仰によって、 どのように、なぜ、神を信頼することが可能なのかを示す例です。最初のものは、

8 節から 10 節にあります。それは、「分からなくても従う」ということです。これは、創世記 12 章に 

記されている記述ですが、神がアブラハムに カルデヤのウルを離れるように呼びかけ、「この国を出て

行きなさい」と言われましたが神は、アブラハムに行き先を告げませんでした。ただ、「出て行きなさい」

と言っただけです。どこへ？「言えません。」「ただ、信仰によってわたしを信頼しなさい。そして、アブ

ラハムはそうしました。さて、興味深いことに、アブラハムは従う一方で、遅れることにもなりました。

つまり、神に行くようにと命じられた場所に、実際には途中までしか行かなかったのです。しかし、最終

的には完全に神に従います。私がその点を指摘するのは、遅れたにもかかわらず、神はアブラハムの信仰

を祝福し、認めてくださったからです。これは三つのうちの 1 つです。アブラハムが試されたのは、勿

論、他にもあります。彼の信仰は試されました。しかしここで、指摘しておかなければならないことがあ

ります。それは、9 節で語られていることと、これからお話しする 13～16 節のことに関係しています。

この箇所を読んで、気づいたかどうかはわかりませんが、3 回以上も言われています。ヘブル人への手紙

の著者は、聖霊によって、この興味深い詳細を指摘してます。彼らがいかに、異なる国、異なる家を楽し

みにしているかの詳細についてです。彼らは、滞在した所に定住はしませんでした。言うなれば、永住者

ではなかったのです。なぜか？ そこは彼らの最終目的地ではなかったからです。私が何を言おうとし

ているか、分かりますか？ もう一歩進んで、これが信仰の「何を」の背後にある「なぜ」であると提起

し、その意味を説明します。なぜアブラハムは信仰によって何も知らない場所に行ったのでしょうか？ 

彼はどこに行くのか知らずに、ただ従って出て行ったと言われています。神は、アブラハムにカルデヤの

ウルを離れるように召されます。それが信仰です。なぜ、彼はそんなことが出来たのでしょうか？ なぜ

なら、彼は、地上では実現しない、永遠の世界に約束されたものを楽しみにしていたからです。それが彼

を前進させ続けたのです。いうならば、これが彼の信仰による、従順のタンクの中の燃料でした。知らず

に従うと言う、信仰による従順さです。彼らは、外国人(foreigners)として生活していました。外国人

(aliens)という言葉は、最近のその意味合いから、使いたくありません。私の両親がアメリカに合法的に

移住したとき、つまり私が生後 9 ヶ月のときに、彼らは" エイリアン/外国人"と認識されていました。 

それは多くを物語っていますね。彼らは”foreigners”(外国人)でした。彼らには、アメリカ合衆国の永住

権も市民権もありませんでした。両親は 5 年間勉強しなければなりませんでした。これは 1963 年、1968

年の話です。5 年間、彼らは勉強し、準備し、ついに資格を得て、永住者として市民権を申請することが



できたのです。両親が、そうしたことをとても喜んでいます! なぜなら、もし両親がアメリカ市民にな

り、永住権を取得していなかったら、私が 18 歳になったとき、ベイルートに送り返されていたからです。 

今、レバノンのベイルートには行きたくありません。言っている意味が分かりますね？ しかし、私が 18

歳になったとき、両親にアメリカの永住権があったので、選択肢があったのです。自動的にアメリカの市

民権を得るか、レバノンのベイルートに戻ってレバノンの国籍を得るかです。アブラハムらはその土地

に住んだのですが、あまり快適ではありませんでした。それは一時的なものでした。彼らはその国の永住

者ではなく、むしろ寄留者だったのです。今ではあまり使わない言葉ですが、それが、この世界での私た

ちの姿なのです。私たちはこの世のものではありません。私たちはこの世界にいますがただ通過してい

るだけなのです。私たちは寄留者です。私たちは、故郷ではないこの世界の外国人です。ここは、私たち

の最終目的地ではありません。あえて言うと、これはすぐ後で見ますが、これが信仰の鍵です。つまり、

握り締めていたこの世を手放すとき、あなたは信仰を持つということです。なぜなら、ただ通り過ぎるて

いるだけだからです。この世や、この世のものに固執すればするほど、それに比例して不信仰が募ってい

くのです。あなたの根は、私たちの住まいではない、一時的な世界の土壌に深く根を張ってゆきます。私

たちは、ただ通過しているだけです。私たちは、この地では外国人なのです。彼らは、建築家と建設者が

神である都、天国を楽しみにしていました。それが、私たちが信仰によって、この世で生きるべき方法で

す。もうすぐその日が来ることをとても楽しみにすることです。ちなみに、本当にもう間もなくです。こ

んにち世界で起こっているすべてのことから、私はそう信じています。皆さんもそうだと思います。本当

にもうすぐ、私たちの誰もが想像することができないほど早いと信じています。私たちは神が用意して

くださっているその場所を、楽しみにしています。イエスが弟子たちに言いました。ところで、これはイ

エスが携挙について語っている聖書の一節です。ご存知でしたか？ イエスは弟子たちに言われました。 

「見よ、わたしはあなたがたのために場所を用意しに行く。」「私の父の家には住むところがたくさんあ

ります。」「そうでなかったら、わたしがいるところに、あなたがたもいるようにするために、あなたがた

のために場所を用意しに行く、と言ったでしょうか。」（ヨハネ１４:２,３ 参照） 

イエスは、花婿が花嫁に対するように話しておられます。そして、その時代の習慣では、花婿は誰も予想

していない日と時間に夜の盗人のようにやって来て、花嫁を連れ去り、父親の家に連れて行き、花嫁のた

めに増築した部屋で、7 日間、結婚を完了させて祝うのです。これに深入りはしませんが。ああ、そうな

んですかという目で見ている人がいますね。はい、しませんよ。魅力的な予型論なのですが...... 

二つ目は、11 節から 16 節にある、「見ないで信じる」ということです。これは、アブラハムがこの時ま

でに受けた最も困難な試練の一つではないかと思います。なぜなら、神はアブラハムに、彼の子孫を海辺

の砂や空の星のように多くするという約束をされているからです。さて、ここで問題になるのが、サラに

は子どもができないということです。 

「私たちはすべての不妊治療クリニックに行き、すべてのテストを行いました。 あらゆることを試しま

したが、実現しませんでした。そして私たちは、そこそこの年齢になりました。もう遅すぎると言っても

いいでしょう。」でもちょっと待ってください、神はあなたに息子を与えると約束したんですよ。さて、

彼らは焦りました。この話は知ってますよね？ 二人は焦り、サラが、 

「神を助ける必要があるのではないか」と考えます。そこで彼女は、エジプト人の女奴隷ハガルをアブラ

ハムのところに連れてきて、こう言いました。「あのね、あなたを愛しているし、神が約束してくださっ

たことも知っているわ。でも、こうすればいいかもしれないわ。」そうして、肉の業の結果である、イシ



ュマエルを生ませたのです。あとですぐに出てきますが、興味深いのは、サラの失敗があっても、主の御

使いがアブラハムに現れて、一年後に息子ができると言ったときにサラが笑っても、なお、ヘブル人への

手紙の著者はサラの信仰を認め記していることです。これは、ここにいる私たちのへの励みになります。

私たちは、アブラハムのように、何度、完全な従順を遅らせているでしょうか。何度、サラのように、私

たちは不信仰の中で、神が約束してくださったことを実行するのは不可能だと思ってしまうのでしょう

か？ これが、信仰というものの本質だと思うのです。そうですね？ 神にとって不可能だと思うこと

でも、神の約束を信じることです。 

「分かりました、神よ...、私たちはあなたからの約束があります。あなたは私たちに、息子を与えてくだ

さるという約束です。生物学的な息子を。そして、この約束の息子から、私たちの子孫は、海辺の砂や空

の星よりも多くなるでしょう。主よ、私たちは仕事に取り掛からねばなりません。なぜなら、言うところ

の、出産可能時刻が進んでいるからです。神よ、どうしてそんなに時間がかかるのですか？」 

ー「ああ、それは、そのこととあなたを完全に不可能な場所に連れて行かなければならないからです。そ

の後に、わたしが出来るからです。だって、もしまだあなたに可能性があるのなら、わたしは手出しでき

ません。」ー「わかりました、主よ、私は信じます、私の不信仰を助けてください。」 

イエスにそう言った、あの人のことを思い出します。（マルコ９:２４ 参照） 

ああ、それは私自身のことです。あなたもでしょう？ そんな霊的な目で、見ないでください。 

「信じます、私の不信仰を助けてください。」アブラハムとサラは…、「分かりました、信じます。だけど、

時が過ぎてしまう…。」「信じてはいますが、ただ見えないのです。」これは、「見ることは信じることだ」 

という概念です。主の場合は違います。信じることが、見ることなのです。 

「分かりました、信じてはいますが、見えていないのです。」ー「それでいいのです。」 

「ええ、でも主よ、あなたにはできると信じていますが、しかし、私には分からないのです。 

私は九十歳で、夫は百歳ですが、どうしたらそれが可能なのかわかりません。だからこそ、13 年前にハ

ガルをつかい、あなたを助け、イシュマエルを産ませようと考えたのです。」そして、これはほぼこんな

感じです。それは、神がこう言われているようです。 

「分かりました、わたしはあなたに約束しましたね？」「はい。」「では、時間がわたしの約束に取って代

わるのですか？ 時間を優先させるのですか？ それに最終決定権があるのですか？ わたしの約束は

古くなりすぎて、絶対に不可能な状況になっているから、今は無効になったと言うのですか？ あなた

はそう言っているのですか？」「え～、真実は明らかです。そうですね、私が言いたいのは、これは不可

能だということです。」ー「では、それは今、可能となります。」「あなたにとっては、不可能だと言うの

だね？」「はい、主よ、それは不可能です、無理です。子宮はとっくに閉ざされていて、出産年齢をはる

かに超えています。あなたの約束は知っており、信じてます。しかし、その実現が見えません。」 

「よし、では今からやるから見ていなさい。」「なぜ今やるのですか？」「そうすれば、それはわたしだっ

たとわかるからです。なぜなら、あなたには不可能だったからです。あなたにとって不可能であるという

ことは、わたしにとって可能であるということです。わたしは不可能を可能にする神であり、わたしにと

って不可能なことは何もないからです。あなたにまだ可能性があるのなら、わたしは手を出しません。た

だ待ちます。たとえ 100 年であっても。あなたが限界まで来て、手を挙げて降参し、『主よ、私にはでき

ません。それは不可能です。絶対に起こりえません。』となるまで。」そして、神はあなたを、神の望むと

ころへ連れて行って下さいます。今、神はそれをすることができるのです。「主よ、あなたを信じます。 



しかし、私には見えません。」イエスは、「もし信じるなら、あなたは見る」と言われました。信じるから

こそ、信仰の目で見ることができるのです。それで、どうなるのでしょうか？ 皆さん、その物語を知っ

ていますね。サラは妊娠し、イサクを産みます。ちなみに彼の名前は本質を表していて、ヘブライ語では

「笑い」を意味します。アラビア語でも同じ言葉です。ヘブライ語では「イツァーク」と発音し、アラビ

ア語では「イッツハック」と発音します。文字通り、笑い、笑うという意味です。つまり、これは笑うべ

きことなのです。「これはありえない。”笑える”と名付けよう。」アラビア語で言うと、'ana 'iishaq maeakm, 

「一緒に笑っている」と言っているんです。名前そのままです。それが意味することです。一生涯、「笑

い」として育つことを想像できますか？現在はこんな感じです。（落ち込んでいる）それが、あなたの名

前です。文字通り笑いを意味します。これは笑えるからです。これは不可能です。さて、息子を得ました。 

そして、彼らはいつまでも幸せに暮らし、子孫は海辺の砂や空の星のように大いに増えると思うでしょ

う。でも、そうはいきません。もう一つのテストがあります。それは、約三十三年後のことです。覚えて

おいて下さい。このことは、後ほど話します。これは、17 節から 19 節にある三つ目で、「理解せずに信

頼する」ということです。ここは、御言葉が、紙の上の言葉から、実際に生きた言葉となることを知れる 

箇所の一つです。それを説明します。神の御言葉を読むとき、読んでいるもの、起こっていること、記録

されていることの現実から自分自身を切り離してしまうと、私たちは大きな過ちを犯すと思います。こ

れが、私が聖書の中の人物を登場人物と呼ばない理由です。それは、架空の人物であるという考えが入る

からです。登場人物ですか？ 

「あなたの好きな聖書の登場人物は誰ですか？」聖書に出てくる人は、登場人物ではないので、好きな登

場人物はいません。彼らは、私たちのような実在の男女です。そしてあなたに似ていて…いや、むしろ私

に似ているのかもしれません、すみません。しかし、あなたや私のような現実の人々でした。聖書を読む

ときは、ただ記述を読むだけで、当時の状況の激しさを十分に把握できないことが多いと思います。 

さて、ここに子孫を残すと約束された息子、イサクがいますが、神は何をしようとされてるのでしょう

か？ 神はアブラハムにこう仰いました。「アブラハム、あなたの息子を今すぐ連れて行き、生け贄にし

てほしい。」なに？！ ちょっと待って！「ちょっと待ってください。何か誤解があるような気がします。

私の子孫を増やすと約束してくださった息子なのに、生贄にしろというのですか？ちょっと待ってくだ

さい。どういうことですか？ 理解できません。」「ああ、あなたが理解できないのはわかりますが、私を

信頼する必要があります。」「しかし、これでは理解できません。」「いや、しかし、あなたは私を信頼する

必要があります。」 

これは、現実に起こったことです。そして、何が興味深いかというと、アブラハムは、犠牲にしなければ

ならない息子を通して、神が、子孫を増やすという約束をどのように果たすのかが理解できなくても、神

を信頼したのです。もしよろしければ、今日の残りの時間を使って、この問題を深く掘り下げたいと思い

ます。そのために、創世記第 22 章をご参照ください。創世記 22 章では、どのようにしてこれが起こっ

たのか、また、なぜこが起こったのかについて、魅力的な記述があります。1 節から。 

創世記 22 章 

1 これらの出来事の後、神がアブラハムを試練にあわせられた。神が彼に「アブラハムよ」と呼びかけら

れると、彼は「はい、ここにおります」と答えた。」 

2 神は仰せられた。「あなたの子、あなたが愛しているひとり子イサクを連れて、… 

ここで止まってください。ちょっと待ってください。アブラハムにはもう一人息子がいます。名前はイシ



ュマエルです。彼はどうなのですか？ ああ、神はイシュマエルを認められませんでした。なぜでしょう

か？ イシュマエルは肉の型で、イサクは霊の型だからです。何度も、私たちは彼らのように......これが、

私たちが彼らと同じだということです。彼らは私たちと同じですよね。私たちは、自分の肉で神を助けよ

うとした結果、イシュマエルを生んでしまったのではないでしょうか？それが引き起こす問題を見てく

ださい。こんにちの中東での、これが引き起こした問題を見てください。だから神は、肉の働きを認めら

れないのです。いや、聖霊の力による超自然の中での聖霊の働きだけを認めておられるのです。 

「あなたが愛してやまない、あなたの一人息子、イサク。」アブラハムがどれだけイサクを愛していたか、

想像できますか？ つまり、これを読み進めると、彼と妻の間に多くの問題を引き起こすことになるの

ですが、彼はハガルとイシュマエルという二人を追放しなければなりませんでした。ちなみに神は、今で

もイシュマエルを祝福しておられます。それは、今日ここにいる誰かのための言葉でもあるはずです。し

かし、あなたは彼がどれほど息子イサクを愛していたか想像できますか？ そして、「モリヤの地に行っ

て、全焼のささげ物として献げなさい。」と言われます。これは、救いのための罪の捧げ物ではないのが、

興味深いです。これは、聖別のためのささげ物です。これはテストです。アブラハムは再び試されていま

す。年老いていて、おおよそ百三十三歳です。 

2…そして、わたしがあなたに告げる一つの山の上で、彼を全焼のささげ物として献げなさい。 

つまり、神はまだ、どの山かは伝えていません。あぁ、どの山かはわかってますよ、モリア山です。もし

行きたければ、今でも、そこへ行けますよ。一緒にイスラエルに行った多くの方は、その時にそこを訪れ

ました。そこはこんにち、「神殿の丘」として知られている実在の場所です。先走ってしまいました。こ

こには非常にたくさんの類型があります。イサクはイエス・キリストの深遠な姿を描いています。だから

こそ、私は彼の年齢を強調しているのです。日曜学校で習ったのは、イサクのフランネルグラフ（パネル

シアター）で、彼は小さな男の子か赤ちゃんですよね。子ども時代のフランネルグラフや、日曜学校の授

業を台無しにしてしまって、申し訳ありませんが、イサクは小さな子どもでなく、三十三歳でした。イエ

スがあの同じ山に行かれ、神のひとり子として犠牲になったときの年齢です。 

3 翌朝早く、アブラハムはろばに鞍をつけ、… 

ここでも興味深い詳細があります。初めて 3 節を読んだとき、あなたは「そうか」と思ったでしょう。ち

ょっと待ってください。早朝？ つまり、その夜、彼は眠れなかったと思います。しかし、私たちのため

に記されている細部に注目してください、彼の従順さを再び示しています。彼はただ、それを実行するの

です。ロバに鞍をつけました。サラには何も言っていません。この時点ではまだイサクに何も言っていま

せん。 

3…二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。 

アブラハムは全焼のささげ物のための薪を割った。（イサクは知っていたでしょう）こうして彼は、神が

お告げになった場所へ向かって行った。」また、この類型を見ることになるでしょう。主の御心であれば、

来週、イサクの話をするときに、このことについてもっと詳しく話します。 

4 三日目に、アブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。 

5 それで、アブラハムは若い者たちに、（彼は 2 人の若者を連れています。）『おまえたちは、ろばと一緒

に、ここに残っていなさい。… 

気づいてほしいのですが、ここには 2 つのことがあります。"lad"は、原語では、男の子ではなく、若い

男性のことです。 



…私と息子はあそこに行き、礼拝をして、（キーワード、聞いてください）”（私たちは）”おまえたちの

ところに戻って来る』と言った。 

ちょっと待ってください、アブラハム、それはちょっとおこがましいんじゃないですか？なぜなら、神は

あなたに、この山に行って、イサクを生け贄、全焼の捧げ物として捧げるように仰ったからです。そして

今、あなたは彼らに二人で戻ってくると言っているのですか？ 戻ってくるのはあなただけだと思いま

す。 

「いやいや、私には約束がありますから。私には、イサクを通して、私の子孫を増やしてくださるという

神の約束があります。主が、どのようにしてくださるのかはわかりません。ただ、主がそれを成し遂げて

くださることを知っています。主のなさり方は知りません。ただ、主がそれを成し遂げてくださることを

私は知っているのです。主がいつやってくれるかわかりません。ただ、主がそれを成し遂げてくださるこ

とを私は知っています。”私たち”は戻ってきます。」 

そして、ヘブル人への手紙にあるように、アブラハムは考え…、結論付けました。この言い方の方が良い

ですね。 

「そうか、神は、私の子孫を増やしてくださるという約束があるのに、今度は彼を連れて行って、焼き尽

くすささげ物として犠牲にしなさいと、試されているのだ。」 

そして、「ああ、わかりました。神はイサクを死からよみがえらせてくれるだろう、なぜなら、神にはそ

れがお出来になるからです。」（ヘブル書 11 章 18:19 参照） 

なぜなら、神がすでにそれをしてくださったからです。主はすでに、死んだ子宮から彼を蘇らせました。

そう、それは不可能です。まあ、神はすでに不可能を成し遂げられたのだから、主にとって何か難しいこ

とがあるでしょうか？「私たちは戻ってきます。」 

6 アブラハムは全焼のささげ物のための薪を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取っ

た。二人は一緒に進んで行った。 

7 イサクは父アブラハムに話しかけて言った。『お父さん。』彼は『何だ。わが子よ』と答えた。イサクは

尋ねた。『火と薪はありますが、全焼のささげ物にする羊はどこにいるのですか。』」 

8 アブラハムは答えた。『わが子よ、（この言葉をよく聞いてください。）神ご自身が、全焼のささげ物の

羊を備えてくださるのです。 

より良い訳としては、「神ご自身がいけにえのための子羊として、ご自身を差し出されるのです。」それ

は、神の子羊、イエス・キリストという人物を指し示す預言です。神は人となられます。神ご自身がいけ

にえとなられます。 

8…こうして二人は一緒に進んで行った。 

イサクは 33 歳の若者であり、父からそのように言われた後も、神がささげ物を用意してくださることを

知り、喜んで進んで行きました。 

9 神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムは、そこに祭壇を築いて薪を並

べた。そして息子イサク（33 歳の男性）を縛り、彼を祭壇の上の薪の上に載せた。 

10 アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子を屠ろうとした。 

11 そのとき、主の使いが天から彼に呼びかけられた。『アブラハム、アブラハム』彼は答えた。『はい、

ここにおります。』 

 



12 御使いは言われた。『その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今わたしは、あ

なたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは、自分の子、自分のひとり子さえ惜しむことがなか

った。 

13 アブラハムが目を上げて見ると、見よ、一匹の雄羊が角を藪に引っかけていた。アブラハムは行って、

その雄羊を取り、それを自分の息子の代わりに、全焼のささげ物として献げた。 

質問です。神はアブラハムがそうすることを知らなかったということでしょうか？ そして、12 節を読

むと、次のように書かれています。 

「今わたしは、あなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは、自分の子さえ惜しむことがなか

った。」 

本当に？ あなたが何をしようとしているのか、どのようにしようとしているのか理解できなくても、

私があなたに従順であり、信頼していることをあなたが知るために、すべてを経験しなければならなか

ったのですか？ 私はただ、あなたがしてくださると信仰によって信じていましたが、これはすべて、あ

なたが知るためだったのですか？ 神は全知全能だと思っていました。何が起こったのですか？ 私の

説明の仕方が非常に馬鹿げているのは分かっていますが、その理由はここですぐに分かるでしょう。違

います。それは、神が知るためではありません。それは、神がすでに知っておられることをアブラハムが

知るためです。よく聞いてください。神が私たちに試練を与えられるとき、主は私たちに、主が見ている

ように自分自身を見てほしいのです。主がすでに知っておられることを私たちが知ることを望んでおら

れます。さて、主はどのようにしてそれをなされるのでしょうか？ 主はこのようなことをしなければ

ならないのです。「ちょっと極端じゃないですか？」ええ、私の考えはこうです。アブラハムは今、神と

の歴史がありますよね？「カルデア人のウルを離れて、わたしが連れて行く場所へ行きなさい。あなたは

どこへ行くか分からない。」彼が行くと、神は彼を祝福し、彼を繁栄させます。1 番目です。 

２番目。「私はあなたに息子を与えます、血の繋がった息子を。あなたの子孫すべては彼から生まれます。」

そして、神はそれを実行されます。これらはすべて考えられないほどの不可能なことです。それが 2 番

目でした。 

さて、3 番目です。「この約束の息子を連れて行き、犠牲にしてほしい。」アブラハムはどうするのです

か？ 神はアブラハムが何をするのかを知っておられます。アブラハムは、自分自身が何をしようとし

ているのかをまだ知りません。そして、想像できますか？ 彼は、愛する息子にナイフを突き刺す準備を 

完全に整えていました。信仰によって信じ、彼は神がイサクを死から蘇らせることができることを知っ

ていました。もう一つの奇跡です。「あなたは私について理解していない」とアブラハムは言うでしょう。 

「私はこれまで、神の力による奇跡を受けてきました。私はその杯から味わって、神がなされることを見

たのです。神にお出来にならないことはありません。私はすでにその恩恵を受けています。これは私の息

子です。生まれてくるわけがなかったのです。そして、彼を見てください。そして今、神は『彼を全焼の

いけにえにしてほしい』と仰っておられるのです。ええ、神が一度できることは、もう一度できるので

す。」この日、この祭壇の上である種の復活があったように、サラの胎内からもある種の復活がありまし

た。あなたがテストや試練を経験している時、こんな感じでしょう。 

「主よ、私はあなたを信じています。しかし、これは良いことになりそうです。良いものでなければなり

ません。なぜなら、方法がありません。あり得ません。」そして、神は「方法はある！」と仰っておられ

るようです。ああ、でも主よ、どうやって？「今に分かります。」しかし、主よ、これでは全く意味がわ



かりません。「分かっています。」主よ、あなたはどのようにして行うのでしょうか？ つまり、私はあな

たができることを知っています。あなたができるかどうかではなく、あなたはどうするつもりなのかで

す？「今に分かりますよ。これからわたしがすることを見たら、あなたの一生を、私のゆえに台無しにさ

れるでしょう。なぜなら、あなたがこのようなことをずっと受けとれる者だったからです。召使いのもと

に戻るときのアブラハムの足取りを想像できるでしょうか。「私たちは戻ってくると言ったじゃないか！」 

それは信仰です！ 信仰です！  

最後に、私の心の中にあるこの箇所についての、個人的な証をしたいと思います。妻と私は、これまで皆

さんにお伝えしてきたように、私たちは「原因不明の不妊」と診断された夫婦の一組ですが、これは医学

用語で「あなたの不妊を説明できない」という意味です。そして、努力しても子どもができませんでした。

妊娠しては赤ちゃんを失い、ある赤ちゃんは妊娠中期に流産してしまいました。女の子を養子にしよう

としたこともありました。私たちは誕生の瞬間に立ち会いました。妻がビデオに撮ってくれました。名前

もつけました。産みの親は 15 歳で、その 2 週間前の、娘を養子縁組に出すための会議で初めて私たちに

会った時に、イエス・キリストの救いの知識を得ていました。彼女の娘が生まれました。1997 年 6 月 1

日のことです。そして、私たちに預ける前に、赤ちゃんを連れて帰ってもいいかと聞いてきました。そし

て、私たちはよく知られている兆候を目にしたようでした。私たちは養子縁組を解除しました。結局、彼

女は子どもを育てることになりました。その時、私は主の前に出て、主に叫びました。そして、主は私に

ある言葉を与えてくださいました。聞こえるものではありませんでしたが、それは...  聞こえる必要はあ

りませんでした 。しかし、その言葉はアブラハムとサラにあったものと同じでした。 

「わたしは 1 年後にあなたに息子を授けよう。」はい、主よ、わかりました。そして、主は、サラ…つま

りあなたの妻に伝えてほしいと仰られたので、伝えました。興味深いのは、1994 年の 8 月 14 日に父が

心臓発作で急死したことです。その 9 ヶ月後の 1995 年 5 月 22 日、母が実際に私の腕の中で亡くなった

のです。母が亡くなる前に私は祈り、主に誓いを立てました。 

「もしあなたが母を連れていかれるなら、私にはもう親はいませんし、私は親でもありません。」 

「もしあなたが私の母を連れて行かれるなら、私に息子をください。」と言いました。これは、後から謝

らなければならないような祈りの一つです。これは何ですか、神と取引しようって？ 母と息子を交換

します、と。それは 1995 年 5 月 22 日のことでした。さて、早速ですが 1997 年に戻ります。彼女が生ま

れたのは 6 月 1 日です。産みの親が子どもを預かります。その秋、私たちは再び妊娠していることがわ

かりました。また、妊娠 9 ヶ月以降、医師が妊娠時期とおおよその出産予定日を推定することを知って

いますか？ 彼は「そうですね。 出産予定日は 5 月 22 日前後になりそうです。」と言われました。この

日は母が亡くなった日です。計算すると、9 ヶ月前は父が亡くなった 8 月 14 日頃になります。それは、

主が私に「わたしはその祈りを聞いた。その誓いを聞いた。」と仰られているようでした。なぜなら、私

は主に、「もしあなたが私に息子を授けてくださるなら、私は自分の事業を売って、生涯あなたに仕えま

す。」と言ったからです。さて、私たちは妊娠し、5 月 22 日が来ました、そして出産予定日を過ぎました。 

なので…、その長男は…いつも頑固なんです、長男というのは。彼の誕生日は 1998 年 6 月 2 日で、神が

「息子を与える」と言われた日からちょうど 1 年後です。私は事業を売却しました。翌年、北アイダホで

最初の教会を設立しました。その後、北アイダホを離れ、ここに来ました。その後はご存じの通りです、

私は一度も振り返ったことがありません。この杯から味わったことがあります。そして、私はあなたに、 

神は何でもお出来になると証言できます神は何でもお出来になります。もしかしたら、あなたには道を



踏み外した息子や放蕩息子、道を踏み外した娘がいるかもしれません。主にとって難しいことが何かあ

るでしょうか？ 不妊の子宮、主にとって何か難しいことがあるでしょうか？ 神は不可能を可能にし

ます、ただ信じるのみです。もし、あなたがただ信じるなら、あなたは見るでしょう、神が可能であられ

ることを。不可能を可能にする神です。お立ちください、賛美チームに登場してもらい、祈りしましょう。 

愛する天のお父さま、アブラハムとサラ、イサクの誕生の事例を心から感謝します。主よ、あなたの御言

葉を感謝します。聖書にこれを含めてくださっていることを神に感謝します。何世代も後の、このあなた

の教会にいる私たちが、この御言葉によって教えられ、建て上げられるからです。主よ、これは私たちへ

のあなたの御言葉です。あなたは私たちにあなたの御言葉を与えてくださいました。あなたは、ご自身の

御言葉を行わないことは出来ません。私たちは、あなたからこの約束を受けています。私たちは、あなた

がどのようにして、いつ、どうやってそれを行うのか分かりませんが、ただ、あなたがそうすると仰られ

た通りに、あなたがそれを行われることを信仰によって知っています。主よ、私は落胆している人のため

に祈ります。もしかしたら、その落胆が絶望につながっているかもしれません。彼らの状況がどのような

ものであれ、イサクのような状況であれ、主よ、あなたが彼らの人生に新たにご自身を現してくださり、

彼らを強め、励まし、信仰において彼らを築き上げてくださるよう祈ります。主よ、あなたに感謝します、

イエスの御名において、アーメン。 
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