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サラ、サライ 

Sarah, Sarai

Sarah (42), Sarai (17), wife (10), 

sister (5), woman (4), freewoman (3), daughter (1)

# 37

 
エリシャ 

Elisha

Elisha (59), man of God (27), prophet (5), 

master (5), lord (4), father (2), baldhead (2), servant (1)

# 24

 
エレミヤ 

Jeremiah

Jeremiah (134), this man (4), prophet (1), youth (1), child (1)

# 19

 
モーセ 

Moses

Moses (847), child (7), prince/ruler (4), son (4)  

beautiful child (2), husband (2), an Egyptian (1), etc. (6)

# 3

 
イエス様 

キリスト、主、御子、ことば 
 Jesus, Christ, Lord, Son, Word, etc.

Jesus (677), Lord (N.T. ~458), Christ (302), Son (~260), 

(Lord) Jesus Christ (185), Christ Jesus (69), Teacher/Master (52+), 

Man (44), King (39), Lord Jesus (32), Lamb (32), I am... (26+), etc.
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この教材について 
 
55人を知っていますか？ 
 

ほとんどのクリスチャンは、福音書や使徒の働き、また旧約聖書の有名な話に
出てくる登場人物の事をよく知っているでしょう。しかし、それ以外の人物に
ついてはどうでしょう？この教材は、聖書に最も多く出てくる人物55人を良く
知るために作られたものです。 
 
データは大事ですか？  
 

55人の個人の名前あるいは称号は、聖書の中に何回出てくるか、注意深く数え
られました。時には、正確な回数を得るのは不可能な事もあります。しかしほ
とんどのデータはかなり正確です。そして完全に確かな事は、イエス様は様々
な呼び方で出ていますが、他の誰にも勝

まさ

ってナンバー１です！その人の名が何
回出ているかは、大事な事でしょうか？有名な人の名が必ずしも一番多く出て
いるとは限りません。その回数から、私たちは様々な事を学ぶ事ができます。 
 
どこで、誰が使えますか？ 
 

この教材は、初めは、聖書概観の学びやクイズのために作られた、リストだけ
でした。その後55枚の人物カードと、このブックレットが加えられ、もっと広
く、様々な方法で、また様々な機会で学びができるようなものとなりました。
日曜学校や青年会、婦人会、男子会のような会だけではなく、家庭で、また教
会の食事の後の交わりの時などにも、楽しみながら聖書を学べます。 
 
ただのゲームですか？ 
 

55枚の人物カードはゲームにも最適ですが、この教材は子どもたちのためだけ
ではありません。青年も大人も楽しみながら学べます。カードに付いている 
「この教材の使い方」をよく読んでから始めて下さい。 
 
このブックレットを用いれば、この教材はただのトリビアクイズでは終わりませ
ん。それぞれの人物が誰であったかだけでなく、なぜこのリストに出ているか、
またそのランキングは何を意味しているかを考える時、聖書の学びはさらに豊か
なものとなるでしょう。  
 



聖書の人物　TOP 55

ランク 人名ー多く出てくる順 合計 旧約 新約

1 イエス, キリスト, 御子, 主, 子羊, 等 5,250+ 2,800+ ~2,450

2 ダビデ王,  王  1,495 1,436 59

3 モーセ,  神の人 872 787 85

4 サウル王  478 477 1

5 ソロモン王, エディデヤ 458 446 12

6 ヤコブ,  イスラエル ~ 375 ~351 24

7 アブラハム, アブラム 342 263 79

8 アロン 320 318 2

9 ネブカドネツァル, バビロンの王 251 251 0

10 パウロ,  サウロ  237 0 237

11 ヨセフ, ツァファナテ•パネアハ 215 207 8

12 ヨシュア,  ホセア 211 209 2

13 ペテロ, シモン, ケファ 200 0 200

14 イサク 185 164 21

15 アハブ王  166 166 0

16 サムエル, 神の人, 予見者 155 152 3

17 ヒゼキヤ王 146 144 2

18 ヨアブ 145 145 0

19 エレミヤ 141 138 3

20 クセルクセス（アハシュエロス） 128 128 0

21 ファラオ (出エジプト記の) 123 122 1

22 バプテスマのヨハネ 120 2 118

23 アブサロム 117 117 0

24 エリシャ,  神の人 105 104 1

25 エサウ,  エドム 101* 98* 3

- ヨナタン (サウルの息子) 101* 101* 0

27 エリヤ,   神の人 100 85 15

28 エゼキエル, 人の子,  見張り 99 99 0

29 ヤロブアム王 98 98 0



rank name - in frequency order
合計 旧約 新約

30 ヨシヤ王 97 95 2

31 祭司長たち　(小さなグループとして） 96 0 96

32 ファラオ  (ヨセフの時代の) 95 93 2

33 エルアザル 92 92 0

34 ゼデキヤ王, マタヌヤ 91 91 0

35 ダニエル, ベルテシャツァル 88 86 2

36 ヨシャファテ王 83 81 2

37 サラ, サライ, 自由の女 82 75 7

38 ヨブ 76 75 1

39 レハブアム王 72 70 2

40 ラバン 67 67 0

41 ピラト 65 0 65

42 アブネル 64 64 0

- バラム 64 60 4

- エステル, ハダサ 64 64 0

45 アサ王 61 59 2

46 モルデカイ 60 60 0

47 ノア 59 50 9

48 ギデオン, エルバアル 58 57 1

- ラケル 58 57 1

50 ベニヤミン, ベン•オニ 58* 58* 0

51 イザヤ 57 33 24

52 マリア （イエスの母） 57* 2* 55

53 アダム,  最初の人 ~56 ~40 16

54 ハマン 55 55 0

55 反キリスト、獣 ~53 ~13 ~40

それぞれの回数には、名前だけでなく、呼称、称号なども含まれる。 
それぞれの人物の回数の詳細はカードに記されている。（英語のみ）



#1 主イエス•キリスト 　　　新約において 約2,450回  
 
なぜ聖書に、イエス様の呼称が多く出ているのですか？ 
イエス様ご自身を現すのに、一つの呼称では十分現わしきれないからです。ヨ
ハネの福音書に出ている、「わたしはある」という呼称は、イエス様の神性を
示しています(ヨハネ8:24, 28, 58; 13:19; 18:5,6,8; 出エジ3:13~14参照)。 イ
ンマヌエルという呼称もそうです(マタイ1:23, イザ8:8,10, ヨハネ1:14)。「天
からのパン」(ヨハネ6:32~33, 35, 41, 48, 50~51, 58, 黙示2:17)や「よみがえ
り」(ヨハネ11:25)  という呼称もまた、 私たちの最も大きな必要を満たして下
さるお方である事を示しています。他にどんな呼称がありますか？ 
 

なぜパウロは “イエス”という呼称を殆ど使わなかったのですか？ 
 

パウロの書簡の中で出てくるイエス様の呼び名は(ヘブル書を除いて)、「キリ
スト」が213回、「主イエス•キリスト」が66回、「キリスト•イエス」が56
回、「イエス•キリスト」が18回、「私たちの主イエス•キリスト」が7回、 
「私たちの主キリスト•イエス」が7回、そして「イエス」が12回です。(ロー
マ書3:24, 26; 5:1, 6, 17; 6:11, 23; 7:25; 10:7を比較して見て下さい。)これ
はもちろん、イエス様は単に人間ではないからです。イエスとだけ出ているの
は主に福音書の復活の前で、603回です。 
 

なぜイエス様は、私たちの大祭司と呼ばれたのですか？ 
 

イエス様は、11回「大祭司」と呼ばれ (ヘブル 2:17, 3:1, 4:14, 15; 5:5, 10, 
6:20, 7:26, 8:1, 9:11, 10:21) 、「とこしえに祭司」、と３回呼ばれています 
(ヘブル 5:6, 7:17, 7:21)。これらの呼称は主に、大祭司や祭司の務め、また贖
いの日の事を良く知っている、ユダヤ人の信徒に向けて使われたのは明らかで
す。これらの箇所はまた、人間の祭司、アロン(#8)やその息子エルアザル(#33)
と対比して書かれています。主イエスは真の永遠の大祭司として、ご自身をた
だ一度捧げ、私たちが御父に近づく道を備えて下さいました。また、今も大祭
司として、私たちのためにとりなしをして下さっています。 
 

なぜイエス様は、子羊と呼ばれたのですか？ 
 

この呼称は黙示録に28回出て来ます。イエス様は私たちの罪を取り除くために
死んで下さった、神のいけにえの子羊であり (ヨハネ 1:29)、また将来全てを治
められる子羊でもあります (黙示5:6,8; 15:3, 17:14, 22:3)。 
 

なぜイエス様の出て来る回数だけがおよその数なのですか？ 
 

イエス様が言及されている箇所は大変多いので、見逃しやすいです。また、旧
約聖書でイエス様を指している箇所をはっきりと数える事は難しいからです。



#2 ダビデ王　　　　　　　　　　　　　　　1,495 
 

なぜダビデの名はそんなに多く出ているのですか？ 

ダビデの名前が最初に出てくるのはルツ4:17です。一番多く出ているのは、第
１～２サムエル記で(約600回)、1サム16:13から登場します。また第１歴代誌
にもよく出て来ます。それは主

おも

に11章以降で約190回です。また詩篇には88回
彼の名が出ていますし、詩篇の題にもよく出ています。 そして新約聖書では、
主に福音書と使徒の働きに、彼の名前が出ています。その大抵の場合はイエス
様を指している時で、59回、ダビデの子と言われています。  
 
なぜ彼は、モーセより多く出ているのですか？ 

モーセは、ダビデよりもはるかに多く聖書の部分を書きましたが、旧約聖書に
は、彼の名前はダビデの半分ほども出て来ません。一つの理由は、イスラエル
の王としてのダビデの事が、多く記録されているからです。モーセはそのよう
な立場ではありませんでした。もう一つの理由は、モーセはダビデのような王
ではなく、預言者であり、また教師だった、という事です。最後に、イエス様
は、ダビデの子孫として多く言及されているので、ダビデの名前は多く出て来
ているのです。 
 
なぜ55人の中に多くの支配者たちが出ているのですか？ 
この55人の中に、イエス様を入れて12人の王が含まれています。なぜそのよう
に多いかと言えば、王や支配者たちは、いつも事を起こす中心の人物であるか
らでしょう。　 
 

しかしそれだけではなく、聖書全体が教えている事は、世界は、本当に正しい
王である主イエス様を必要としている、という事です。誰も治める者がいなか
った士師の時代、国は悪い状態でしたが、サウルが初めて王として立たせられ
た後でも、また違う意味で悪い状態でした。ダビデ王は、彼よりも良い王で、
希望をもたらしましたが、彼もまた幾つかの点で失敗しました。世界の本当の
希望は、２サムエル７章と１歴代誌17章に預言されているダビデの偉大な子孫
であるイエス様です。 
 
なぜバテシェバとの罪が聖書に含まれているのですか？ 
２サムエル11:1~12:25に、その罪の事が記されています。ダビデが罪を犯した
事、そしてそれを神様がどのように取り扱われたかを見せるために、それは記
録されました。どんなに地位が高い人物であっても完全な人はいない事、また
罪は必ず取り扱われなければならない事を私たちに教えています。ダビデのバ
テシェバとの罪は１歴代誌には記されていませんが、民や兵士の数により頼ん
だ罪は、２サムエル記24:1~25と１歴代誌21:1~30の両方に記されています。



#3 モーセ       872 
 
 

なぜモーセの名前は800回以上も出ているのですか？ 
モーセが最初に登場するのは、出エジプト記2:2です。そして、彼の名前は出
エジプト記に最も多く出て来ます (290回)。次に多いのは民数記の233回。レ
ビ記には87回、申命記に38回、そしてヨシュア記に58回。また新約聖書には
85回言及があります。そのほとんどは福音書で、他には、使徒の働きとヘブル
書に出てきます。彼はモーセ五書を書いただけではなく、民をエジプトから連
れ出した事、律法の付与の事、約束の地に導くなど、イスラエルの歴史の分岐
点となる所で大きく主に用いられた人物です。 
 
なぜモーセは新約聖書によく出てくるのですか？ 
モーセが新約聖書に多く出てくるのは、彼が書いた律法について言及されてい
る箇所が多いからです(ルカ2:22; 24:44; ヨハネ5:45-46; 7:19-23; 8:5; 使徒
6:14; 13:38; 15:21; 28:23; 1コリ9:9; ヘブル7:14, etc.)。そして、その理由
は多くのユダヤ人がモーセの律法の教えと、イエス様の贖いによる恵みの救い
を、どのように理解したらよいかわからなかったからです。罪を明らかにする
律法(ローマ3:20）は、モーセを通して与えられました。しかし、救いに必要な
恵みと赦しは、メシヤであるイエス様から来たのです(ヨハネ1:17)。 
 
なぜ詩篇には、モーセよりダビデの方が多く出ているのですか？ 
明らかに、ダビデの方がモーセよりも音楽と詩の賜物を持っていたようです。
モーセも、紅海のところで勝利の歌を歌った事が書かれてありますが (出エジ
15:1-18)、彼もその歌を作る事に関わったかもしれません。彼は詩篇90篇も書
きました。また、モーセの名前は詩篇77:20; 99:6; 103:7; 105:26; 106:16, 
23, 32にも直接言及されています。しかし、詩篇の記者たちは、多くの場合、
紅海や荒野の旅に関わる事については、モーセの名前を称えるのではなく、主
の素晴らしいみわざを讃えている事に注目しましょう (詩篇68, 78, 106, 107
参照)。 
 
なぜモーセは預言書の中にあまり出て来ないのですか？ 
彼の名前はイザヤ書に２回 (イザヤ63:11-12)、エレミヤ書に１回 (エレ15:1)、
ダニエル書に２回 (ダニ9:11,13)、小預言書に２回 (ミカ6:4, マラキ4:4)だけ言
及されています。エゼキエル書には出ていません。預言者はほとんどの場合、
律法は主の律法として表わし、モーセの律法とは言わないからです。イスラエ
ルの民はモーセにではなく、神様に対して不従順だったという事を、そのこと
は現わしています。   



#4 サウル王       478    
 
 

なぜサウル王は殆どサムエル記にしか出ていないのでしょう？ 
イスラエルの最初の王、サウルが最初に言及されているのは、１サムエル記
9:2です。そして、サムエル記以外にはわずかしか登場していません。彼の死
は1サムエル記の最後に記されていますが、２サムエル記には、ヨナタン(#25)
やメフィボシェテ、また他の何人かの関係で、言及されています(並行箇所は１
歴代誌10-12章)。他の所ではサウル王はほとんど忘れられた存在です。彼は失
敗した王だったからです。彼の名前は、詩篇18, 52, 54, 57, 59篇の題のとこ
ろで否定的に出ています。また、新約聖書においては、パウロが使徒13:21-22
で短く言及しています。 
 
なぜサウル王は詳細にわたって言及されているのでしょう？  
サウル王の生涯の話は、１サムエル記９章から31章までと、長く書かれていま
す。これらの多くの章はまた、ダビデについての記録でもあります。しかしダ
ビデが16章で初めて登場する、その以前にも、多くの章がサウルについて記し
ています。ですから、その理由はダビデの関係だけの事ではないことがわかり
ます。  
 
この長い記事は、なぜ神様とサムエルが、サウルについて大きく落胆したのか
を記録しています(1サム15:35, 16:1)。サウルは王としての約束を与えられま
したが、その生涯の大部分において、神様に従わずに失敗しました。ダビデも
また、失敗した事がありました。決して人を失望させないお方は、唯一、主イ
エス様です(使徒13:33, ローマ9:33, 10:11)。 
 
なぜパウロは、使徒13:16-41の説教の中で、サウル王の事を話した
のでしょう？ 
使徒の働き７章のステパノのように、パウロ(#10)は、主イエスについて語る
前に、イスラエルの歴史について語りました。彼は、出エジプトからダビデ王
までの事を順序良く説明するために、サウル王の事を言及したのかもしれませ
ん。おそらく、パウロが13:22で、サウルとダビデを比較した事に注目する事
は重要なことでしょう。サウルは退けられましたが、ダビデは神に喜ばれまし
た。それで、メシアはダビデの子孫から来られたのです。  
 
なぜサウル王は失敗したのでしょう？ 
それにはいくつかの原因がありますが、一番の原因は、サウルが信仰によって
歩まなかったからです。彼の心は、いつも神様と共にはありませんでした。ダ
ビデと違って、彼は自己中心で、神様以外のものをいつも恐れていました。



#5 ソロモン王       458 
 
 

なぜソロモンは、聖書のいくつかの書に出てくるのでしょう？ 
 

イスラエルの三番目の王、ソロモンは、私たちが考える以上に聖書の中に多く
出て来ます。彼はいくつかの書を書きましたし、彼の名前が出ているのは、第
１列王記、第１、２歴代誌だけではありません。彼は雅歌の中で「愛する方」
として29回、伝道者の書で「伝道者」として７回登場しています。また彼は、
多くの箴言をまとめた人物でもあります。彼はまた、詩篇72篇と127篇のタイ
トルにも出て来ます。新約聖書においては、12回言及されていますが、そのほ
とんどは福音書です。 
 
なぜ、サウルはソロモンより多く名前が出ているのでしょう？ 
 

ソロモン王はいくつかの書に名前が出ていますが、サウル王が出ているのは、
ほとんど第1、第２サムエル記だけです。それなのに、なぜサウルの名前の方
が多く聖書に出ているのでしょう？それを考えると、神様は、三番目の王より
最初の王、サウルの失敗の事を強調している、言う事ができるでしょう。これ
は、創世記とローマ書が、カインの罪よりもアダムの罪の事を強調している事
と似ています。 
 
なぜ新約聖書に、ソロモンがサウルより多く出ているのですか？ 
 

それにはいくつかの理由があります。まず、イエス様の地上の父であるヨセフ
が、ソロモン王の子孫であった事(マタイ1:6-7)です。サウル王は、別の部族の
出身者でした。第二の理由は、ソロモンについての様々な事が、例としてあげ
られていることです(マタイ6:29, 12:42, ルカ11:31)。サウルの事は、そのよ
うに使われる事はありませんでした。第三の理由は、ソロモンの回廊は、神殿
の中で重要な役割を果たした、という事です(ヨハネ10:23, 使徒3:11, 5:12)。
サウルは神殿とは何も関係ありませんでした。 
 
なぜソロモンは、偶像崇拝者になったのでしょうか？  
 

彼は真の神を知っていましたが(1列王11:9)、彼が年をとった時、彼の多くの妻
は彼の心を神から遠ざけました(11:3-4)。彼はアダムがエバに従ったように、
彼の妻たちに従いました(創世3:6)。アダムとソロモンは騙されませんでしたが
(1テモテ2:14)、彼らは２人ともあるべきリーダーの姿勢を取っていませんでし
た。ソロモンの場合、彼の堕落の原因は、年齢と共に顕著になった弱さと、多
くの外国の妻を持っていたという事実でした。ソロモンの後継者であるレハブ
アム(#39)の母は、アンモン人のナアマでした(1列王14:21)。



#6 ヤコブ、イスラエル      ~375 
 
なぜヤコブは重要ですか？ 
主はイサク(#14)の子、ヤコブを選ばれました。その双子の兄エサウ(#25)では
なく(ローマ9:10-13)。彼の名前は、後にイスラエルと変えられました。神様の
祝福の約束が、彼を通して受け継がれるのです。その子どもたち12人から、イ
スラエルの12部族が生まれます。ヤコブ個人の名前が多く出ているのは、創世
記です。エサウとの長い確執の始まりの事は創世記25章に見られます。彼の名
前はまた24回ほど、そのほとんどが新約の福音書と使徒の働きに出て来ます。
それ以外の新約の言及はローマ9:13、ヘブル11:9と11:20-21です。 
 
なぜヤコブの名前の出る回数は(~375)およその数なのですか？ 
創世記以外のところで、「ヤコブ」や「イスラエル」がヤコブ個人を指してい
るのか、またはイスラエルの国を指しているのかを判断するのが、時に難しい
ことがあります。創世記の後では、これらの名前は、大抵イスラエルの国を指
しています。彼の名前が出る375回のうち、出エジプト記からマラキまでの中
に、個人の名前として出て来るのは36回だけです。これらのうちの21回は、ア
ブラハムとイサクの名前と共に言及されています(出エジ2:24, 32:13, 申命
34;4, 2列王13:23, エレ33:26, etc.)。 
 
なぜヤコブの名前は、イスラエルと変えられたのですか？ 
ヤコブが約束の地に戻って、神と格闘した後 (創世32:22-32)、主は彼の名前を
「イスラエル」と変えました。新しい名前は、神と戦い、またラバンのような
人間とも戦った者としてふさわしいものでした。その名前の意味は、「神と戦
う」、「神は戦う」です(新改訳創世記32:28 欄外参照)。またそれは、神の選
ばれた国としてもふさわしい名前でした。ヤコブ(「かかとをつかむ者」の意)
という名前は、神様の民としてずっと時代を通して使われるのには、ふさわし
くありませんでした。 
 
なぜヤコブの方が(#6)アブラハムよりも(#7)多いのですか? 
ヤコブ個人が言及されているのは、アブラハムよりも33回程多いです。それは
大きな違いではありませんが、旧約聖書においては、イスラエルの国そのもの
が強調されていて、国としてのヤコブ（イスラエル）はアブラハムより100回
も多く言及されています。しかし、新約聖書においては、個人の信仰と救いが
より強調されているので、アブラハムはヤコブより55回も多く言及されていま
す。それは大きな違いです。



#7 アブラハム、 アブラム        342 
 
なぜダビデの方がアブラハムよりも多く出ているのですか？ 
アブラハムの生涯についての創世記の記述は(創世12～25章)、サムエル記第１
～第２にあるダビデの生涯の記述よりも短く、その章の数も少ないです。これ
は、創世記がアブラハムの死後長くたってから、モーセによってまとめあげら
れた事が、その一つの理由かもしれません。 
 
ランキングの順位によって、アブラハムよりダビデについて学ぶ方が重要だ、
という事には必ずしもなりません。アブラハムは新約聖書に、より多く出てい
ます。旧約聖書に出てくる回数よりも、新約聖書に出てくる回数を重要視した
方がいいのかもしれません。 
 
アブラハムのランキングが７位というのは驚きですか？ 
多くの人たちは、アブラハムのランキングはもっと高いはずだと考えているか
もしれません。その理由は、彼が新約聖書で79回も言及されているからでしょ
う。そしてもう一つの理由は、多くのクリスチャンが(?)、創世記以外に、あま
り旧約聖書を良く知らないから、かもしれません。もし新約聖書と創世記だけ
に出てくる人々の数を数えるなら、アブラハムのランキングは２位か３位にな
るでしょう。 
 
なぜアブラハムは、創世記以降でもよく言及されているのですか？ 
出エジプト記からマラキ書までの中には、アブラハムは44回言及されています
が、それらの箇所では、アブラハムの名前を挙げて、神様の恵みとあわれみ、
そして約束が守られる事が強調されています(出エジ2:24, 申命9:5, 2列王
13:23, 詩105:6, イザヤ41:8)。新約聖書においては、ユダヤ人たちが自分たち
の先祖の事を話す時に、アブラハムの事を言及しています(マタイ3:9, ルカ3:8, 
ヨハネ8:33, 39, 53, ローマ4:13, 9:7, 2コリ11:22, ガラ3:29)。また、アブラ
ハムの個人的な信仰は、イエス様とパウロによって、以下の箇所で強調されて
います(ヨハネ8:56, ローマ4:1-16, ガラ3:6-9, ヘブル11:8,17-18)。 
 
なぜアブラハムはルカとヨハネの福音書によく出ているのですか？ 
彼が言及されているのは、ルカの福音書に15回、そしてヨハネの福音書には11
回です。これはマタイ(7回)やマルコ(1回)の福音書よりはるかに多い回数です。
ルカの福音書の言及箇所は、金持ちとラザロの話の中です(ルカ16:19-31)。そ
してヨハネの福音書の８章では、ユダヤ人との大きな議論の中で言及されてい
ます。その章の終わりで、イエス様は「アブラハムが生まれる前から、『わた
しはある』なのです」と言われました(ヨハネ8:58)。ルカとヨハネの福音書の
性質、またテーマを考えてみるとその答えが見つかるでしょう。



#8 アロン      　　　 　320 
 
なぜアロンのランキングはそんなに高いのですか？ 
アロンはランキング８位。その言及されているのは、ネブカドネツァル(#9)よ
りも多く、アブラハム(#7)よりは少ないです。しかし注目すべき事は、アロン
はしばしば、その弟モーセ(#3)の陰に隠されている、ということです。彼自身
が中心的に書かれている箇所は、少ししかありません。彼が金の子牛を作った
事 (出エジ32:1-35)、そして彼が死んだ事の記事です (民数20:22-29)。アロン
のランキングが高い理由は、彼が大抵モーセと一緒にいて、彼のスポークスマ
ンとして働いたからです (出エジ4:29-30, 7:1,10, 16:9-10)。彼らは２人１組
のチームとして働きました。そうあるべきだったかどうかは、議論の余地があ
りますが。 
    
320回という、アロンの数は正しいですか？ 
アロンが出てくる回数 320回のうち、約26回は、「アロンの息子たち」という
ようなフレーズの中に出てくるものです。アロンの息子たちは、祭司として仕
えました（例えば、レビ1:7, 9:12, 民数3:2-3などを見て下さい)。その26回を
アロンの名前の回数に入れる事に反対する人もいるかもしれません。しかしそ
れらを除いても、アロンの出る回数 (294回) は、次のネブカドネツァルよりも
ずっと多いのです。 
    
アロンはなぜ大祭司に選ばれたのですか？ 
アロンが正式に大祭司になったのは、幕屋が完成してからでしたが（レビ8:1-
9:24)、神様はその事についてもっと早く、出エジプト記28:1-29:46で語られ
ました。私たちは、なぜレビ部族とアロンが選ばれたのかはわかりませんが、
神様は確かに彼らを選ばれたのです(ヘブル5:4)。そして祭司職は、ずっとレビ
族の者たちに継がれました。モーセは、自分が考えるほど、スポークスマンが
必要ではありませんでしたが (出エジ4:10-17)、イスラエルの国（そして私た
ちも皆）大祭司が必要で、アロンはその最初の者となりました。 
    
聖書のトップ55人の中に、なぜ祭司が少ないのですか？ 
このトップ55のリストに出てくる祭司は、アロン(#8)と彼の息子のエルアザル
(#33)、そしてイエス様に反対した、小さな祭司長たちのグループ(#31)だけで
す。もちろん、それ以外には私たちの偉大な大祭司である主イエス様がおられ
ます(ヘブル4:14)。祭司たちがリストの中に少ないのは、レビ記も含めて、聖
書の焦点が祭司たちではなく、ささげ物であった事の理由でしょう。それは、
神の子羊が必要とされた事を指し示しています。（ヨハネ1:29, 36）



#9 ネブカドネツァル王, バビロンの王                   　251 
 
なぜこの異邦人の王のランキングがこんなにも高いのですか？ 
彼は、エレミヤ書とダニエル書の中で100回も言及されているからです。エゼ
キエル書の中の言及は、それに比べて少ないです。そしてダニエル書では、彼
はただ「王」とも呼ばれていますし、エレミヤ書では「バビロンの王」とも呼
ばれています。またエレミヤは、彼を３回、主の「しもべ」とも呼んでいます 
(エレ25:9, 27:6, 43:10)。ダニエル書の中では、王はとても個人的に描かれて
います。 
 
なぜエレミヤはネブカドネツァルを好意的に見ているのですか？ 
預言者エレミヤは、神の民を裁くために、神様がバビロンの王を選んだ事を知
っていたからです。エレミヤのネブカドネツァルに対する肯定的な態度は、バ
ビロンに降伏するようにと、ゼデキヤ王に勧めた事にも見られます(エレ38:17-
23)。これはまた、バビロンの王は、センナケリブほど悪い者ではなかった事
も示唆しています(イザヤ37:6)。 
 
なぜダニエルは、王を個人的に描いているのですか？ 
ダニエルは、バビロン捕囚が、単に神の民を裁くためだけではなかった事を知
っていました。またネブカドネツァル自身の事も個人的に知っていました。バ
ビロン捕囚は、伝道旅行のようなものでもありました。迫害はありましたが、
ダニエルと彼の敬虔な友人たちは、バビロンの国で良い証しをしました。彼ら
の知っていたネブカドネツァル王 (2~4章)、ベルシャツァル王 (5章)、そしてダ
レイオス王 (6章)を、主は取り扱われました。 
 
なぜダニエル４章は特別なのですか？ 
そこには、ネブカドネツァルの個人的な証しが、ほとんど一人称で書かれてい
ます。彼の名前も出ていますが、また個人的な代名詞 (私は、私の、私を、等)
で何度も出ています。彼はまた、一度切り倒されますが、後に元に戻る大きな
木と例えられています (4:20-21)。この章は、彼の問題の中心がプライド、傲
慢さだった事を教えています。 
 
なぜネブカドネツァルは傲慢だったのですか？  
ダニエル4:30で、彼は傲慢になって、自分の功績を自画自賛しています。これ
は知識ではなく、自分の地位についてのプライドです (1コリ8:1)。いと高き神
は、ネブカドネツァルをへりくだらせ、その結果、彼は悔い改めました(ダニエ
ル4:37)。ベルシャツァル王 (5:20-23)と出エジプト記のファラオは、真の神を
認める事はしませんでした。パウロは１テモテ3:6で、そのような地位からく
るプライドに対して、警告しています。



#10 パウロ, サウル         237 
 
なぜパウロはリストの10番目なのですか？  
パウロはあまりにも有名なので、ランキングは高いはずだと考える人が多いか
もしれません。しかしパウロのランキングが意外に低い理由は、２つの事が考
えられます。一つは、新約聖書は旧約聖書ほど長くない事。もう一つは、新約
聖書は、イエス様に仕えた人々の事よりも、イエス様ご自身についての事が大
半を占めているからです。ですから新約聖書には、イエス様(#1)の方がパウロ
より10倍も多く出ているのです。 
 
パウロがペテロよりランキングが高い事に、驚きますか？  
ローマカトリック教会は、ペテロが最初の法王だと主張します。さらにペテロ
は、福音書だけでなく使徒の働きにも登場します。しかしパウロは、使徒の働
き7:58まで、出て来ません。もし固有名詞だけ数えるのあれば、ペテロのラン
キングは一番になります。しかし、それだけが大事なのではありません。パウ
ロは使徒の働きや彼の書簡の中で、しばしば他の呼び名で出て来くるので、多
くなっているのです。  
 
使徒の働きの中で、なぜパウロがペテロより多く出ているのでしょうか？ 
福音がさらに広がって行く中で (使徒1:8)、異邦人に対する伝道が中心的になっ
ていきました。ペテロも異邦人のコルネリウスに伝道しましたが、神様が異邦
人のために主

おも

に用いられたのは、パウロでした (ローマ15:16, エペソ3:7, コロ
サイ1:25, 1テモテ2:7, 2テモテ1:11)。それで、使徒の働きの中では、パウロ
はペテロよりもはるかに多く言及されていて、その比は３:１くらいです。 
 
なぜパウロはよく、「この人」と呼ばれているのでしょうか？ 
彼に反対したユダヤ人と、彼を裁いたローマ人たちは、パウロをしばしば「こ
の男(者)」と呼びました (使徒21:28, 23:27,30, 24:5, 26:31, etc.)。そこには
尊敬の意は一つも込められていません。パウロもまた、第三の天に引き上げら
れた経験を話した時、自分の事を「キリストにある一人の人」と呼びました (2
コリ12:2-4)。これは彼の、神様の前の謙遜さを現わしています。 
 
なぜパウロは時に自分を誇っているように見えるのですか？  
パウロは、神様から与えられた働きについて、弁明する事を余儀なくされまし
た。そしてそれは、誇っているように聞こえましたが (2コリ11:16-12:6)、世
的な誇りではありませんでした。同じように、彼が自分の事を囚人 (エペソ3:1, 
4:1, 2テモテ1:8, ピレ1,9)とか、鎖につながれた使節 (エペソ6:20)と呼んだ事
は、世的な人たちからは反発を買うことになったかもしれません。



#11 ヨセフ (ヤコブの息子)          215 
 
なぜヨセフと言えば新約のヨセフの事を考えるのですか？ 
マタイ１章のクリスマスの話は、創世記37~50章のもう一人のヨセフの長い話
よりも良く知られています。イエス様の地上の父親であるヨセフが直接言及さ
れているのはただの19回だけで、そのランキングは145位であるにもかかわら
ず、です。 
 
なぜヨセフの兄弟たちは、ヨセフを嫌ったのですか？ 
それは、ヤコブ(#6)がヨセフを特に愛した事と(創世37:4)、ヨセフの見た夢(創
世37:8)のせいでした。これらの表面的な原因はありましたが、神様はそれら全
ての事を益として下さいました(創世50:20)。(マルコ15:10, 使徒2:23も参照) 
 
なぜヨセフは、兄弟たちの前で自分を隠したのですか？ 
愛するベニヤミンを除いて、ヨセフの兄弟たちは皆悔い改める必要がありまし
た。それでヨセフは、彼らが最初にエジプトに来た時 (創世42:7)、すぐに自分
を現わすことはしなかったのです。彼らはヨセフの事を、ただ「あの方」(創世
42:30,33, 43:3)等としてしか知りませんでした。ヨセフは彼らに自分の事を現
わして、その上で自分に従わせる事もできたでしょう。しかし、強制的な従順
は真の悔い改めにはつながりません。 
 
なぜヨセフの物語は大きな祝福なのですか？ 
大きな理由の一つは、この話がハッピーエンドで終わっている事です。そして
もう一つの理由は、この拒まれたヨセフが後に勝利する話が、イエス様の、最
初は拒まれ、しかし後に勝利する話と多くの共通点がある、ということです。
またそれだけでなく、長い苦しみの中でも主を信頼して歩む時、主は必ず報い
て下さるという、私たちに対する大きな教えと励ましにもなっています。  
 
なぜステパノは、ヨセフの事を話したのですか？ 
ステパノは、神様に反逆し続けたイスラエルの長い歴史について語りました。
モーセを拒んだ事 (使徒7:25-28,35)、そしてイエス様を拒んだ事 (使徒7:51-
52)も強調しましたが、ヨセフが拒まれた事も彼のメッセージの部分でした (使
徒7:9)。 
 
なぜヨセフとイエス様を比べる事に反対する人がいるのですか？ 
ある人たちは、旧約と新約の似ている事を言う時には、新約の特別な箇所がそ
れを証明するべきだと考えます。しかしステパノの説教全体から、イエス様と
ヨセフの似ている事がわかります。主は私たちが、それを証明する数節を細か
く探すのではなく、聖書全体を読み、ステパノのように考える事を望んでおら
れます。  



#12 ヨシュア      210 
 
モーセにとって、ヨシュアはどんな存在でしたか？ 
ヨシュアの働きは、モーセとイスラエルのためでした。それはちょうどテモテ
が、使徒パウロ(#10)と初代教会のために働いた事と似ています。ヨシュアが
最初に登場したのは、出エジプト記17:9~14での、アマレクとの戦いにおいて
でした。そのすぐ後で、彼はモーセの右腕となったのです (出エジ24:13)。後
に、彼はモーセの後継者として受け入れられました (ヨシュア3:7, 4:14)。 
 
なぜヨシュアとカレブは、良い報告を持って来たのですか？  
民数記13～14章において派遣されたスパイの中で、この２人だけが良い、積極
的な報告を持って来ました。彼らの肯定的な報告は、主を信頼している、彼ら
の信仰の現われでした。自分自身の力や敵の力 (民数14:6-9)を見て、それに左
右されるものではありませんでした。彼らの信仰の故に、彼らは他のスパイと
違って、約束の地に入る事を許されました (民数14:30)。 
 
なぜヨシュアはヘブル書11章に含まれていないのですか？  
エリコの城壁が崩れたのは、民が信仰をもって主に従い、街の回りを７日間歩
いて回ったからでした (ヘブル11:30)。彼らのリーダーの信仰だけではありま
せんでした。ラハブはエリコにおける、個人的な信仰の良い例です。それでヨ
シュアではなく、彼女が11章のリストに加えられています。しかし、ヨシュア
はもっと早く、ヘブル書４章８節に言及されています。 
 
なぜヨシュアは本当の安息をもたらす事ができなかったのですか？ 
ヨシュアは様々な戦いにおいて、民を勝利に導き、彼の名前もそこに記されて
います。しかしカナン人に勝利した事は、本当の安息をもたらしませんでした 
(ヘブル4:8)。いつの時も、敵からの表面的な勝利は、十分ではありません。私
たちの偉大な大祭司であるキリスト、その神によってのみ本当の安息がもたら
されます (ヘブル4:8-16)。 
 
なぜヨシュア個人の事は、ほとんど記録されていないのですか？ 
ただ彼の生涯の終わりに、モーセの後継者であるヨシュアは、自分の家につい
てヨシュア24:15で、こう言っています。「私と私の家は主に仕える。」ヨシ
ュアは結婚して、子どももいたようですが、家族の事については私たちには知
らされていません。それだからこそ、彼自身と彼のイスラエルでのリーダーシ
ップが、よりはっきりと見えるのです。彼は勇敢な者でした (ヨシュア1:6)。し
かしここからもう一つ言える事は、ヨシュアが外での主の働きばかりをして、
家庭を顧みなかったのではなく、家庭の事もきちんと治めていた、ということ
です。



#13 ペテロ, シモン         200 
 
なぜペテロは重要な人物ですか？ 
新約聖書に、ペテロの名前はイエス様(#1)とパウロ(#10)を別として、他の誰よ
りも多く出ています。ペテロは主を知らないと、否定した事がありましたが、
後には悔い改めて、初代教会のリーダーとされ (ヨハネ21:15-17, 使徒1:15)、
主に豊かに用いられました。ペンテコステの日の彼の説教 (使徒2:14-41)や、
コルネリウスとの出会いの話 (使徒10:1-48)は、特に重要です。また、主は彼
に、２つの書簡を書かせました。 
 
なぜ、ペテロはヨハネの福音書に多く出ているのですか？ 
ヨハネの福音書に出てくるペテロの名前の数は、他の福音書のそれよりも21～
31％多くなっています。その主な理由は、ヨハネ13章と21章です。13章で、
イエス様はペテロの足を洗われ (ヨハネ13:1-9)、また彼がイエス様を後に裏切
る事を話しました (ヨハネ13:36-38)。そして最後の章で、大漁の話の後、彼は
イエス様に「わたしを愛していますか」と質問され、立ち直らされ、主の働き
に再び召されました (ヨハネ21:15-22)。ペテロの裏切りの事は、福音書全部に
はっきりと見られますが、イエス様がペテロの足を洗う記事と、立ち直る記事
は、ヨハネの福音書以外には出ていません。 
 
なぜペテロの裏切りが強調されているのですか？ 
ペテロの裏切りや、彼がイエス様を剣で守ろうとした事は、クリスチャンの肉
的な努力が、それがたとえ主のために生きようとして行う最善の事と見えたと
しても、失敗に終わる、という事を見せているのではないでしょうか。もし、
主に信頼することなく主に仕えようとするなら、私たちもまた失敗する、とい
う事を、ペテロの失敗は教えています。イエス様抜きで、私たちは何をする事
もできません (ヨハネ15:1-5)。ペテロとヨハネを通して、私たちは、悔い改め
と告白、そしてきよめが必要である事、また主の元に行くなら、それらは与え
られる、という事が教えられます (ヨハネ13:1-9, 21:15-17, 1ヨハネ1:9)。 
 
なぜ変貌山の経験はペテロにとって重要だったのですか？ 
それはペテロにとって、その後の働きのために大事な経験でした。彼が主イエ
ス様の力を自分の目で見、また天からの父なる神の声を実際に聞いたからです
(2ペテロ1:16-18)。しかし、彼はクリスチャンたちに、書かれた神のみことば
を信頼し、心に留めるようにと強く勧めています (2ペテロ1:19-21)。また、彼
のメッセージと２つの霊感された書簡を通して、兄弟を励まし強めました (ル
カ22:32)。彼の最初の手紙で、彼はクリスチャンの苦難について説明し、第二
の手紙では、偽りの教師たちに対して、信仰の正しさを弁明しました。



#14 イサク        185 
 
なぜイサクの方がイシュマエルよりもランクが上なのですか？ 
主は、アブラハムとサラの子であるイサク(#14)を選ばれました。アブラムと
ハガルの子イシュマエル(#74)ではなく。イシュマエルとハガルは追放されま
した (創世21:1-13)。また、イサクの誕生は奇跡的であり (ヘブル11:11-12)、
イシュマエルの誕生は、そうではありませんでした (ガラテヤ4:28-31)。 
 

なぜ神様はアブラハムにイサクを献げよと命じたのですか？ 
それは、アブラハムの愛と (創世22:1-19) 信仰の (ヘブル11:17-19)テストでし
た。さらに、それは神様が愛する御子を私たちにお与えになられる事、またそ
の復活の型でした(ヨハネ3:16, 創世22:12,16)。 
 

イサクにとって、井戸はなぜ重要だったのですか？  
水は不足しているものでした。それで、水の権利を巡って、多くの争いがあり
ました (創世26:17-22)。しかし争いを避けるために、イサクは引っ越し、主は
彼を祝福されました。彼の偽りのために非難される事は仕方ありませんが (創
世26:6-11)、26章全体は、井戸の事を含めて、主が彼を祝福された事を見せて
います (創世26:12-14, 32)。 
 

なぜイサクは、ヤコブよりエサウを愛したのですか？  
それは、イサクが野外と狩猟を好んだからでした (創世27:4, 27-28)。これは霊
的な事ではなく、むしろ肉的な自然の事でした。リベカがヤコブをひいきした
事についても同じ事が言えます。イサクもリベカも、それ以前に比べて (創世
24:63, 25:21)、創世記27章からは、あまり霊的な心を持っていたとはいえま
せん。（注:創世記24:63には日本語訳には見られないが、英語では “went out 
to meditate in the field”とある。彼は祈り心を持って神との交わりを持って
いたと思われる。) 
 

なぜイサクは、エサウでなくヤコブを祝福したのですか？  
明らかな答えは、イサクはヤコブによってそのようにはめられた、という事で
しょう。イサクもエサウ(#25)も、そのように状況を見たでしょう(創世27:35-
36)。何らかの理由で、イサクもエサウも、リベカを責めませんでした。聖書
の記述はリベカの非を記しているように見えますが(創世27:5-17)。しかしその
背後には、明らかに主のご計画がありました。 
 

リベカはなぜイサクを騙す必要があると思ったのですか？ 
神様は始めから、兄のエサウが弟のヤコブに仕える事になる、と言われました 
(創世25:23)。しかし27章ではそれについては何も言われていません。おそら
くイサクの家族では、何年も競争が絶えなかったので、神様のご計画はほとん
ど忘れられていたのでしょう。



#15 アハブ王        166 
 
なぜ悪王であるアハブは重要なのですか？ 
アハブとその妻イゼベル (#113)は、国の中で神の民が直面した最も大きな脅威
でした。彼らはバアル崇拝を国に持ち込んで (1列王16:31)、イスラエルを真の
神から引き離そうとしました。彼らはアハブが治めていた北王国で、それをし
ましたが (1列王16:32)、後に、アハブとイゼベルの娘であるアタルヤは、ユダ
の王と結婚し (2列王8:16~18, 2歴代21:6)、南王国にも偶像崇拝を奨励しまし
た。 
 
なぜアハブの方が彼の敵エリヤよりも多く出ているのですか？ 
アハブが最初に出てくるのは１列王16:28で、エリヤ (#27)が最初に出てくる
のは、１列王17:1です。エリヤはアハブよりも長生きしましたし、彼の事は新
約聖書にも言及されています。アハブは新約には出ていません。ではなぜ、ア
ハブの方が聖書に多く出ているのでしょうか？ 
 
一つの理由は、神様がエリヤだけでなく、他の預言者たちの事も用いて、この
罪深い王に対峙させたからです。エリヤは、アハブがナボテを殺した事を責め
ましたが (1列王21:27~29)、名前の出ていない一人の預言者は、アハブがベン
•ハダドを逃がした事を責めました (1列王20:35~43)。また預言者ミカヤは、
アハブの死を預言しました (1列王22:1~28)。もう一つの理由は、アハブ (2歴
代18:1~3)とアハブの家 (2歴代21:6,13, 22:3, etc.)の悪については、２歴代誌
で何度か言及されていますが、エリヤはそこに1度しか言及されていない、と
いう事もあげられるでしょう (2歴代21:12)。全体的に見て、アハブがどんなに
罪深かったか、それがどのようにイスラエル全体に影響したのかを、聖書は強
調しているように見えます。 
 
なぜ神様はアハブとイゼベルが悪事をするのを許されたのですか？ 
そのような質問は、なぜ神様がサウル王 (#4)がダビデ (#2)を、何年もの間迫害
する事を許されたのか、という質問と似ています。サウルは主に従わず、悪事
に悪事を重ねました。それでイスラエルは、彼よりも良い王が必要でした。ア
ハブの場合は、彼の悪事を強調する事によって、北王国がどんなに主に立ち返
る必要があったかを、見せているでしょう。この事は、現代に生きる私たちに
とっても、どんなに王の王、主の主が必要であるかを改めて思わされます。聖
書全体、また全ての時代を通して、主は私たちにそれを示されています。反キ
リスト (#55)はアハブよりもずっと悪い者ですが、彼が来ることもまた、世界
が主を必要としている事を示しています。



#16 サムエル     　155 
 
なぜサムエルは、ギデオンよりずっと多く出ているのですか？ 
サムエルもギデオン (#48)も、士師でした。しかしサムエルが聖書にずっと多
く出ているのには、３つの理由があります。第1のことは、サムエルの誕生と
子ども時代の事が、1サムエル記の1章から３章に出ているという事です。ギデ
オンの子ども時代の事は、何も知らされていません。第２に、サムエルはサウ
ル (#4)とダビデ (#2)とも深い関係があり、その大きな変化の時代に活躍したと
いう事。そして第３の理由は、サムエルは士師であっただけでなく、預言者で
もあり、祭司でもあったという事です (1サム3:19~20)。 
 
なぜサムエルの誕生と幼少時代の事が書かれているのですか？  
主は、エリとその子たちを交替させ、大きな変化をもたらせるためにサムエル
を用いました。それで敬虔なサムエルの母ハンナと、後に失敗した祭司エリの
対話が描かれています (1サム1:12-18)。若いサムエルを通してエリに与えられ
た、神からのメッセージもまた、その変化の事を言及しています (1サム3:1-
18)。サムエルはハンナが神に求めて与えられ、その結果神に献げられた者で
あり、神様のご計画された変化を導くために用いられた器でした。 
 
なぜサムエルは、人々の王を求める要求に応じたのですか？   
その簡単な答えは、人々の要求が神を退けるものであったのにもかかわらず、
主がサムエルにそうせよと、命じられたからです (1サム8:5-8,22, 9:15-16)。
人々は、その事によって悲劇的な事が起こる事を警告されましたが (1サム
8:10-18)、大きな謎は、なぜ主ご自身がその要求に答えられたのか、という事
です。神様の長期的なご計画は、サウルやダビデの家系、また将来の反キリス
ト (#55)を通して、真の王の王である主キリスト (#1)が世を治める (黙示
17:14, 19:16)必要がある事を示す事でした。 
 
他の聖書の有名な人物に比べて、なぜサムエルはしばしば見逃され
ているのですか？   
サムエルの生涯は、他の聖書の人物に比べて、決してドラマチックなものでは
ありませんでした。彼は神の祭司として、軍隊は彼により頼みましたが (1サム
13:8-13)、ギデオン (#48)のように軍隊を率いる者ではありませんでした。ま
た、彼が奇跡を起こした事が一箇所言及されていますが (1サム12:16-18)、エ
リシャ (#24)のように多くの奇跡は行いませんでした。そして彼はアマレクの
王アガグを殺しましたが (1サム15:33)、ダビデのように戦いで巨人を殺すよう
な事はありませんでした。彼は純粋に信仰のヒーローで、ヘブル11:32でも言
及されているほどですが、私たちはドラマチックな事に目を留めやすいので、
彼はよく見逃されてしまいます。



#17 ヒゼキヤ王        146 
 
なぜヒゼキヤ王のランキングはこんなに高いのですか？ 
一つの明らかな理由は、ヒゼキヤの治世における３つの出来事の記事のためで
す。それらは２列王18章から20章、２歴代29章から32章、そしてイザヤ36章
から39章に記されています。しかし、もし彼の事がイザヤ書には書かれていな
かったとしても、彼は24位という高いランキングです。ですから、ランキング
の高い理由は他にもあるでしょう。考えてみましょう。  
 
ヒゼキヤ王の生涯のどんな点が強調されていますか？ 
エルサレムがアッシリヤから奇跡的に救出された事は、２列王18:13-19:37, 2
歴代32:1-23, そしてイザヤ36:1-37:38に記されています。答えられた祈りに
ついては、２列王記とイザヤ書の箇所では長い記事となっていますが、同じ内
容でも、２歴代誌の記事はただの23節だけの短いものです。 
 

ヒゼキヤの、過越の祭についての熱意と改革については、２歴代誌に強調され
ていますが、２列王記にはほとんど書かれていないくらいです。（２歴代29:2-
31:21の長さと２列王18:3-6の短さを比べて見て下さい。）彼のランキングが
高いもう一つの理由は、彼の主に対する熱心さの故です。ヨシヤ王 (#30)が過
越の祭を守った事もまた、２歴代誌に強調されています (2歴代35:1-19)。 
 
なぜ過越の祭がそんなに強調されているのですか？ 
過越の祭と種なしパンの祭は、長い間きちんと守られていなかったからでした 
(２歴代30:5, 21)。その結果、聖書の教えと (30:22) 献げもの (30:24)、きよめ
(29:34, 30:18,24)、主の救いを喜ぶ事 (30:21,25-26)、そして祈り (30:27)は
ずっとおろそかにされていたのです。さらにこれらの祭は、イスラエルの国の
真の一致を回復させるのを助けることになりました (30:1)。 
 
ヒゼキヤ王は、なぜ、どのように、失敗したのですか？ 
彼は、バビロンからの使節に、自分の富を見せるべきではなかったのに、見せ
てしまいました。彼は、バビロンが偉大な国になる事を知らなかったので (イ
ザヤ39:3)、それは無知の故にしてしまった事でしたが、彼のプライドがそこに
あった事は事実です (2歴代32:31)。ヒゼキヤ王に限らず、多くの王は、その治
世の終わりに失敗しています。この事は、　世がメシヤ(#1)を必要としている
事を示しています。



#18 ヨアブ        145 
 
なぜダビデは、ヨアブを将軍に選んだのでしょうか？  
ヨアブは強く、いろいろな面で優れた者でした。しかし、おそらく彼がダビデ
の姉妹ツェルヤの息子であった事も重要な事だったでしょう(2サム2:13,18)。
ヨアブがダビデよりも若かった事もその理由の一つだったかもしれません。ダ
ビデの兄たちは、一人もその職には着きませんでした(1歴代27:18)。サウル王
も、近しい親族であるアブネルを、軍の長として選びました。そうする事は、
より安全であると思われていました。 
 
なぜヨアブは、アブネルよりはるかに多く出ているのでしょう？  
ヨアブ(#18)とアブネル (#42)は、２人とも軍隊長でした。ヨアブの方がランキ
ングが上なのは、彼がサウル王 (#4)でなく、ダビデ王(#2)に仕えたからです。
しかし、アブネルの方がヨアブよりも良い人物だったかもしれません。そして
その事も、彼が言及されているのが少ない、もう一つの理由かもしれません。 
 
なぜヨアブはアブネルを殺したのでしょうか？   
アブネルはヨアブの弟のアサエルを殺したので、それはヨアブの復讐でした。
アブネルがアサエルを殺したのは、戦いの中でしたが (2サム2:22-23)、ヨアブ
がアブネルを殺したのは、そうではありませんでした (2サム3:27-30)。ダビデ
はもちろん、ヨアブの殺人を認めず、後にソロモンに、ヨアブを処刑するよう
命じました (1列王2:5-6)。ヨアブはまた、アマサを彼のライバルと見て、自己
中心的に彼を殺しました (2サム20:10)。 
 
なぜヨアブはソロモンでなくアドニヤの側についたのですか？  
おそらく、ヨアブは、アドニヤを自分でコントロールできると思ったのでしょ
う。アドニヤは、ダビデが選んだ後継者ではなかったからです (2サム12:24-
25, 1列王1:17)。ヨアブは明らかに、ダビデがソロモンに、自分の事について
どう命じるか、恐れていました (1列王2:5-6, 28-35)。  
 
なぜヨアブの事は、なんとなく理解しにくいのでしょう？   
時々ヨアブは、ダビデに対して正しく抵抗しました。例えば、ダビデは、アブ
サロムを生かしておきたく、そのように命令したのですが、ヨアブは彼を殺し
ました (2サム18:9-15)。それは賢い事でした。またそれよりも大事な事は、ダ
ビデが兵の人数を数えるように命じた時、ヨアブはそれに反対しましたが、そ
れも賢い事でした(2サム24:1-25)。神様ご自身も、その調査には反対でした！



#19 エレミヤ        141 
 
なぜエレミヤはイザヤやダニエルより多く出ているのですか？ 
エレミヤ書には、エレミヤ個人に関する事がたくさん書かれていますが、イザ
ヤ書 (#51)はそうではありません。また、ダニエル (#35)の個人的な事は、ダ
ニエル書の最初の６章にかなり記されていますが、ダニエル書はエレミヤ書よ
りもずっと短い書です。それで、エレミヤがエレミヤ書に出ている割合は、ダ
ニエルがダニエル書に出ている割合よりも、約35パーセントも多いのです。 
 
なぜダニエルはエレミヤよりずっと人気があるのですか？ 
それにはいくつかの理由がありますが、中心の理由の一つは、ダニエル書には
より積極的な、明るい話がある、という事でしょう。代表的な例は、６章の、
ダニエルがライオンの穴から救い出される話です。それに少し似ているエレミ
ヤの救出がエレミヤ38:1-14にありますが、それはダニエルの話ほど奇跡的に
は見えません。 
 
なぜエレミヤはそんなに否定的／消極的で暗いのですか？ 
それはエレミヤの性格かもしれません。彼は始めから消極的だったように見え
ます (エレ1:6)。しかし彼は、常に外からの強い反対と拒絶を経験していました
(エレ1:17-19)。そして当然エレミヤの側に立つべきだと思われる者たちさえ、
彼に反対しました (エレ11:18-23, 12:6--7)。彼が泣いたのも当然でした (エレ
9:1-2)。そして生まれて来なければ良かったとさえ彼は思ったのです (エレ
15:10, 20:14-18)。 
 

しかしエレミヤが暗いように見える一番の理由は、神の民と国に対する彼の愛
です。神の民に対して神のさばきの言葉を語る事、またエルサレムが破壊され
るのを見る事は、彼にとって大きな痛みでした。ですから彼は、エレミヤ哀歌
３章で自分の苦悩について語る前に、1章でエルサレムに対して嘆きました。 
 
なぜエレミヤには希望がありましたか？ 
ハナニヤ、ゼデキヤ王 (#34)、そして他の多くの者たちが持っていた偽りの希
望は、みな失望に終わりました (エレ28:1-29:32, 39:4-7, 44:1-14)。しかしエ
レミヤは主によって守られ、ネブカドネツァルによって自由の身とされました 
(エレ39:11-12)。エレミヤの助け手であるバルクとエベデ•メレクの命も救わ
れました (エレ39:15-18, 45:1-5)。エレミヤは、何度も気落ちし、落胆した事
にもかかわらず、主の約束をしっかりと信じ、より頼んでいたので (エレ1:18-
19, 15:20-21, 詩119:43-49)、彼は生きながらえました。エレミヤはまた、30-
33章、50-51章で、イスラエルのために希望を語りました。



#20 クセルクセス (アハシュエロス)                        128 
 

なぜクセルクセスは、ある翻訳でアハシュエロスなのですか？ 
以前の日本語の聖書ではアハシュエロスとなっていましたが、彼は、一般的に
ペルシャの偉大な王クセルクセスとして知られている王と、同一人物である事
がわかっています。ですから、ある翻訳はクセルクセス、ある翻訳はアハシュ
エロスの名前を使っています。  
 

なぜクセルクセスは王妃ワシュティを退けたのですか？  
それは王妃が、王の前に出る事を拒んだからです (エステル1:10-12)。彼女が
なぜそうしたのかは、わかりません。しかしこの事により、エステルが用いら
れます。様々な出来事が説明されていない時、私たちはそこに目に見えない神
様の御手を見る事ができます。 

 

なぜエステルは、ユダヤ人である事を王に隠したのですか？  
ハマン(#54)のような敵がいたので、それは賢い事でした。彼女はそれについ
て偽りを言ったのではないので、騙したわけではありませんでした。彼女は単
に、それについて語らなかったのです (エステル2:10)。神様がご自身の事を直
接この書に現わしていない事と、よく似ている事でした。  
 

なぜクセルクセスはエステルより多く出ているのですか？   
エステル(#42)はヒロインです。しかしクセルクセス(#20)は、彼女よりもずっ
と多く言及されています。これは不思議に見えますが、実際クセルクセスとい
う名前そのものが出ているのは、エステルの名前の数の半分ほどです。彼は大
抵の場合、個人的な名前ではなく「王」として出ているのです。 
 

なぜ、王がエステルよりも重要なのですか？  
エステル書が示しているのは、全てを支配しておられるのは実際王ではなく、
神様だという事です。王は、周りの人々に恐れられていましたが、彼はよく、
自分でどうしたらよいか分からなかったように見えます(エステル1:13~2:4)。
終わりには、ユダヤ人のモルデカイ(#46)が大きな権威を得ました (エステル
10:1~3)。 
 

なぜ王は眠れなかったのですか？  
物語の転機は、王が眠れなかった出来事でした (エステル6:1~3)。眠れなかっ
た理由は何も説明されていません。それで私たち読者は、王の眠りも心も、主
の御手のうちにあったと理解することができます。  
 

なぜ王はハマン(#54)を誤解したのですか？  (エステル7:8) 
 

その時の状況と王の性急さによって、彼はハマンが命乞いをしているのではな
く、エステルを犯そうとしていると誤解しました。それにより、ハマンの処刑
が確実になりました。



#21 ファラオ (出エジプトの)       　　　 123 
 
なぜそんなに多くの災いがあったのですか？ 
十の災いの一つ一つは、エジプトにあった、一つかそれ以上の偽りの神々に対
抗するものでした。エジプトには多くの偽りの神々がありました。例えば、９
番目の災いの暗闇 (出エジ10:21-26)は、「ラ」という太陽の神に対抗するもの
でした。最後の災いである長子の死は、ファラオに対するものでした。彼もま
た、人々に神として崇められていたからです。 
 
なぜ主はファラオの心を頑なにしたのですか？ 
聖書は、ファラオがまず自分の心を硬くした、と記しています (出エジ8:15, 
32)。その後で、主がそうされました (出エジ9:12)。これは、ローマ1章28節に
も見られる順序です。神様の偉大な力が、続くしるしや不思議を通して現わさ
れるために、パロの心は硬くされました (出エジ10:1, 詩106:7,22)。  
 
なぜ出エジプトのファラオは議論の的なのですか？ 
ファラオが実際誰だったかという問題については次の質問で取り扱いますが、
その問題以外で、カルビン主義者もそうでない者も、ローマ9:16-18でパウロ
が言っている事について議論します。ファラオは、新約聖書の中でただ一度し
か言及されていませんが、出エジプト9:16を基にしたその箇所が、議論の的に
なっています。 
 
出エジプトのファラオは誰でしたか？ 
それが誰であったか、私たちはわかりません。そして、はっきり知る事は不可
能でしょう。多くの自由主義の学者たちは、彼はラムセスだと言いますが、ほ
とんどの保守的な学者たちは、彼よりももっと早い時期のファラオ、おそらく
ネフェルヘテプ1世だと主張しています。ネフェルヘテプ1世の生涯とその後継
者について知られている様々な事は、出エジプト記の４章から15章の記事とよ
く合っています。（God Questions. org の “Who was the Pharaoh of the 
Exodus?”を参照） 
 
出エジプトのファラオはリストの中で最も悪い人ですか？ 
それはそうかもしれません (出エジ7:13, ローマ9:17-18)。しかし彼に勝るとも
劣らない悪い者としては、アハブ王 (#15)、イエス様に反対した祭司長たち 
(#31)、ハマン (#54)、そして反キリスト (#55)がいます。権威ということに関
しては、将来の反キリストは他の誰にも勝る力を持つでしょう。ですから、反
キリスト、獣は、リストの中で最も邪悪な者と言えます。出エジプト記のファ
ラオは、それに次ぐ者かもしれません。



#22 バプテスマのヨハネ        120 
 
なぜルカはヨハネの誕生の事をそんなに多く書いたのですか？  
ルカ1章は、マリア (#52)とエリサベツ (#229)、そしてヨハネ(#22)とイエス様
(#1)を繋いでいます。彼らは皆、神様の偉大な救いのご計画の一端を担ってい
るからです。失われたものが救われた事から来る喜びが、ルカ15:6,9,24,32と
19:10に強調されています。そして神様のご計画のヨハネの部分に現われてい
る喜びも、当然最初の方で強調されています (ルカ1:14, 41-44, 58, 76-77)。 
 
なぜヨハネはエリヤと深く関係づけられているのですか？ 
ルカの福音書になぜヨハネの誕生の記事が多いのか、そのもう一つの理由は、
それが旧約聖書と新約聖書を繋ぐものだからです。ヨハネは、マラキ4:5-6に預
言されたように、またザカリヤの祈りの答えとして (ルカ1:13)、エリヤの霊と
力を持って現われました (ルカ1:17)。（マタイ11:14, 17:12, マルコ9:13も参
照） 
 
なぜヨハネの父親は天使の言葉に疑問を持ったのですか？  
ザカリヤの質問 (ルカ1:18)は、彼が彼と不妊の妻エリサベツの間に息子が生ま
れるはずがない、と疑った事を示しています。さらに、天使がマラキの御言葉
を引用した事は、ヨハネの父親が、単に息子が与えられるように祈っていたの
ではなく、マラキ書の預言が成就されるように祈っていた事を示しているよう
に見えます。 
 
なぜイエス様はヨハネの質問を認めたのですか？ 
ヨハネは確信をもって、イエス様は神の子羊、と宣言しました (ヨハネ
1:29,36)。しかし後に２人の弟子をイエス様の元に送って、彼はメシヤかどう
かと尋ねさせました (マタイ11:2-14, ルカ7:17-28)。イエス様は、ヨハネのそ
の質問を批判せず、メシヤである事の証明をしました。ヨハネの質問は、ザカ
リヤと違って、自分自身に焦点を当てたものではなかったので、イエス様はそ
れに答えられました。疑い続けるよりも、確信を求める事の方がずっと良い事
です。それは、ちょうどギデオン (#48)の場合に似ています。 
 
なぜ彼は、使徒の働きによく出ているのですか？  
バプテスマのヨハネは、主に福音書の最初の方の章に出て来ます。しかし、ま
た彼の死後 (マルコ6:17-29)長くたってから、使徒1:5, 1:21-22, 10:36-37, 
13:23-25, 18:25-26, そして19:3-5にも言及されています。それは、神様のご
計画を全体的に理解する事が重要なことだからです。バプテスマのヨハネから
イエス様につながる事が、そこには含まれています。(ルカ16:16-17, 24:27)



#23 アブサロム        116 
 
なぜアブサロムは、そんなに権力が欲しかったのですか？ 
彼の背景にある家族の事は、重要な鍵でしょう。ダビデには多くの妻や息子た
ちがいたので (2サム5:13)、そこには当然様々な競争がありました。さらに、
アブサロムの母は、ガリラヤ湖の東の異邦の国ゲシュルの王の娘でした。アブ
サロムはおそらく偶像を礼拝しなかったでしょうが (2サム15:7~8)、実際のと
ころ、彼の本当の神は、彼自身でした(2サム18:18)。 
 
なぜ彼には、父親に対する尊敬の念がなかったのですか？ 
ダビデがバテ•シェバと罪を犯した後、王の家族の問題は、より表面化しまし
た。アブサロムの妹がダビデの長男アムノンに辱められた時 (2サム13:1-32)、
家族はひっくり返ってしまいました。ダビデは怒りましたが (2サム13:21)、ア
ムノンを取り扱う事をしませんでした。それでその２年後、アブサロムはアム
ノンを殺し、ゲシュルに逃げたのです (2サム13:23-37)。 
 
なぜアブサロムの権威をつかむ事は失敗に終わったのですか？ 
ゲシュルから戻り、王の息子として回復した後、彼は巧みな政治家のように、
王に対する反乱を計画しました (2サム15:1-12)。しかし彼の乗っ取りの計画は
失敗しました。アブサロムにとって、事態が悪い方向に向かった基本的な理由
は、神様がダビデのために介入されたからです (2サム17:1-14, 詩３)。ダビデ
の友人フシャイは、このところで重要な役割を果たしました (2サム15:32-37, 
16:15-19, 17:5-16)。 
 
なぜ彼はフシャイのアドバイスに従ったのですか？ 
アヒトフェルは、ダビデを早く討つようにと知恵をもってアブサロムにアドバ
イスしましたが (2サム17:1-4)、アブサロムとその側近たちは、反乱を起こす
前に大きな軍隊を集めるべき、とのフシャイのアドバイスに従う事を選びまし
た (2サム17:7-14)。唯一記されているこの悪い決断の理由は、主がアヒトフェ
ルに対抗して働かれたからでした (2サム17:14)。 
 
ダビデはなぜアブサロムをゆるく扱うように命じたのですか？ 
王は家臣たちに、アブサロムの命は取らないようにと命じました。彼はこれ以
上、自分の息子の死を見るような痛みは経験したくなかったのです (2サム
18:5,33)。これは、ダビデが、生涯の間息子たちを厳しく扱っていなかった事
の、悲惨な結果の一部でした (2サム13:21, 1列王1:6)。しかし、ヨアブ (#18)
は、反逆者を殺しました (申命21:18-21)。



#24 エリシャ (エリヤの後継者)        105 
 
なぜエリシャはエリヤよりも多く出ているのですか？   
その簡単な答えは、エリシャがエリヤの霊のうちの２倍の分を受け (2列王2:9-
11,14-15)、エリヤの２倍もの奇跡を行ったからです。エリヤ(#27)は、主こそ
神であること (1列王18:39)を皆に示しました。エリシャもそうしましたが (2
列王5:15)、彼はエリヤよりも多くの助けの必要な人々と関わりを持ちました。  
 
なぜエリシャは、シュネムの裕福な女を助けたのですか？   
彼女と彼女の裕福な夫は、エリシャの必要を与えて支えました(2列王4:8-10)。
彼女自身には、表面的には必要があるとは見えませんでしたが、彼らは年配で
子どもがありませんでした。それで主は、彼らに息子を与えたのです (2列王
4:11-17)。彼女の最大の必要が生まれたのは、その息子が突然死んだ時です。
しかし主はエリシャを用いて、息子を生き返らせました (2列王4:25-37)。後に
大変な飢饉が起こりましたが、その時も主は彼女を助けました (2列王8:1-6)。
裕福な者でも、必要はあります。裕福な人々にも、救いが必要です (ルカ
16:19-31)。 
 
なぜ多くのクリスチャンはナアマンの話が好きですか？   
ナアマンの話は、ハッピーエンドで終わっています (ゲハジは別として)。また
この話は、伝道に使うのにも最適な話です。ナアマンの癒しは、私たちの救い
の事と、とても似ています。彼は偉大な人でしたが、自分自身を救う事はでき
ませんでした (2列王5:1)。しかし彼は、後に謙遜になって、神の言葉を受け入
れ、癒やされました (2列王5:13-14)。 
 
なぜエリシャは、イスラエルが敵と戦うのを助けたのですか？   
イスラエルの歴史の中で最も悪かった王は、偶像崇拝のアハブ王 (#15)だった
でしょう。彼が、第１列王記の終わりでその座を追いやられた後、神様はエリ
シャを用いて、イスラエルが様々な外国の敵と戦うのを助けられました。イス
ラエルの神は、それらの勝利を通して、栄光を現わされたのです (2列王3:5-
24, 6:8-23, 7:6-7, 13:14-25)。 
 
なぜエリシャの後継者がいないのですか？  
エリシャはエリヤの後を継ぎましたが (1列王19:16)、エリシャの後継者は誰も
いませんでした。それは、エリシャのしもべのゲハジが罪を犯したからですか
(2列王5:20-27)？いいえ。それはエリシャの死んだ後 (2列王13:20)、何章か後
に、罪深い北王国の終わりが来た(2列王17:5-6)からです。神様はもはや彼らを
助ける事はなさいませんでした。



#25 
 (同数)

エサウ       101* 
 
なぜ聖書にはエサウの事がたくさん書かれているのですか？    
エサウはヤコブ(#6)の双子の兄で、生まれた時から彼らの間には競争がありま
した (創世25:21-28)。それは何年間も続きましたが (創世25:29-34, 27:1-45)
最後には彼らは和解しました (創世32:1-21, 33:1-20, 35:29)。（エサウの子孫
については、創世記36:1-43に詳細が記されています。） 
 
なぜエサウとヤコブはそんなに違うように見えたのですか？ 
同じ両親を持つ双子の外見がとても違うのは、珍しい事です。しかしヤコブと
エサウの場合はそうでした (創世25:25-26)。その違いはイサク(#14)とリベカ
(#63)のDNAの事で、可能でした。しかしそれでも、エサウの肌が赤く毛深か
った事は驚きです。２人の違いは最初から強調されています(創世25:27)。 
 
なぜヤコブはエサウのかかとをつかんでいたのですか？  
ヤコブが生まれる時に、エサウのかかとをつかんでいた事も、エサウが「全身
毛衣のようであった」事と同じくらい、普通ではありませんでした。それは、
また預言のようでもありました (創世25:23,26)。かかとをつかんだヤコブは、
その生涯の大部分で、エサウよりも優位な位置をつかみました。それは、必ず
しもヤコブが素晴らしい人だったので、主は彼を選び、祝福したのではありま
せんでした (申命7:6-8)。 
 
なぜイスラエルは、エサウの子孫との衝突を避けたのですか？  
ヤコブの子孫がエジプトから出て来た時、彼らはエドム人の地を迂回して行き
ました (民数20:14-21, 21:4)。その土地は、神様がエサウに与えられたものだ
ったからです (申命2:5)。しかしそれからずっと後、ダビデの時代にエドムは服
従させられました (2サム8:14)。これは民数記24:18で、バラム(#42)によって
預言されました。(オバデヤ書も見て下さい。) 
 
なぜ神様はエサウを拒まれたのですか？ 
エサウが拒まれた事は、神様のみこころでした (ローマ9:10-13)。しかしヘブ
ル12:16-17は、そこに神様の予知があった事も示唆しているかもしれません 
(マラキ1:2-3を参照)。エサウは、自分の長子の権利を、一杯の煮物のために売
った (創世25:29-34)、不敬な人でした。後になって、彼は長子の権利を取り戻
す事はできませんでした (創世27:30-40, ヘブル12:17)。エサウは祝福されま
したが (ヘブル11:20)、多くを失いました。同じように、福音を聞く者は祝福
を得ますが、それに背を向ける者は全てを失います。



#25 
 (同数)

ヨナタン　　　　　　　　　　　　　　　101* 
 
 

なぜ王でもないヨナタンのランキングが高いのですか？  
その主な理由は、彼が良く出ている２つの章の一つである１サムエル記20章に
見られる、彼のダビデ(#2)との友情と契約です。彼が良く出ているもう一つの
箇所は14章ですが、そこでヨナタンは、ダビデが現われるずっと前に、信仰の
勇者として描かれています。  
 
なぜヨナタンはダビデの友になったのですか？ 
1サムエル17章のダビデとゴリアテの話と、ヨナタンのダビデに対する愛情の
事が書かれている１サムエル18章1節は、関係が深いです。ヨナタンは、ダビ
デがゴリアテに勇敢に対峙した事に対して、深い尊敬の念を持ちました。  
 
なぜヨナタン自身はゴリアテと戦わなかったのですか？ 
17章は、ダビデに焦点を合わせて記されているので、その理由は語っていませ
ん。ヨナタンが命の危険を冒して戦う事を、サウル王が許さなかったのかもし
れません。14章には、ヨナタンが臆病者ではなかった事が示されています。 
 
なぜヨナタンは、彼の父に対して怒ったのですか？ 
サウル王は、ヨナタンがダビデに好意を持っていたので、怒りを燃やして、ヨ
ナタンに向けて槍を投げつけました (1サム20:30-33)。ヨナタンもまた、サウ
ル王に対して怒りましたが、彼は自分自身を制して、父の事を悲しみました (1
サム20:34)。ヨナタンの怒りは、義憤、すなわち正しい怒りでした。 
 
ヨナタンはどのようにしてサウルとダビデに忠実でしたか？ 
ヨナタンは、自分の父親と、ダビデとの間に挟まれました。しかし、彼は父親
と国に対して忠実な態度を崩さず、ペリシテ人と戦い続けました。そして最後
には戦いにおいて、父サウルと共に命を落としました (1サム31:1-2, 2サム
1:17-27)。彼はダビデに対しても忠実でした。ダビデと契約を結び (1サム
20:35-42)、それを再確認し (1サム23:14-18)、重んじたのです。 
 
なぜヨナタンは第２サムエル記によく言及されているのですか？ 
ヨナタンは1サム31:2で死にましたが、彼の事は、２サムエル記でも18回言及
されています。それらの箇所には、ダビデが彼の死を悼んでいる箇所 (2サム
1:17-25)と、ヨナタンの葬りについての記事 (2サム21:12-14)があります。し
かしほとんどの箇所は、彼の足の不自由な息子メフィボシェテに向けられた厚
意についてです (2サム4:4, 9:3-7, 21:7)。



#27 エリヤ        100 
 
なぜエリヤは良く知られているのですか？ 
一番の理由は、１列王18:20-40の、有名なカルメル山でのバアルとの戦いの事
かもしれません。エリヤの名前は「私の神は主」という意味なので、それにふ
さわしいでしょう。エリヤの名前は、その18章に22回出て来ます。それは他の
どの章よりも多いです。18章の前半で、エリヤはアハブ王(#15)と対峙し、カ
ルメル山での対戦の事を決定しました。 
 
なぜエリヤは、落胆したのですか？   
主はご自身の力を現わし、バアルの預言者たちを負かし、エリヤに圧倒的な勝
利を与えられましたが、それでもイゼベルは尚支配し続け、エリヤたちを脅迫
していたので、エリヤは落胆しました。彼の気落ちした事、逃げた事、そして
そこから回復した事が、1列王記19章に記されています。 
 
なぜアハブ王が死んでからもエリヤが必要とされたのですか？   
バアル崇拝は続いていたので、２列王記1章でも、エリヤの存在は顕著です。
そこには彼の名は16回現われています。アハブの息子であり後継者であるアハ
ズヤは偶像崇拝者であり、エリヤは彼に対峙しました。エリヤはその章で、５
回、「神の人」と呼ばれています (2列王1:9-13)。 
 
なぜエリヤには後継者が必要だったのですか？ 
主は落胆した預言者エリヤに、助けとなる後継者 (1列王19:15-21)エリシャ
(#24)を与えられました。イゼベルと偶像崇拝に続けて立ち向かうためです。
２人の預言者は、２列王記２章で、よく一緒に言及されています。  
 
なぜエリヤは死を見ないで天に上げられたのですか？ (2列王2:11) 
私たちには、それがなぜだったのかはわかりません。しかし、それはエノクが
やはり死を見ないで天国に上げられた (創世5:23, ヘブル11:5)理由と同じかも
しれません。信仰によって歩んだエノクは主に喜ばれました。エリヤも同じよ
うに、信仰によってその生涯を歩みました。 
 
なぜエリヤは変貌山に現われたのですか？  
モーセとエリヤ (マタイ17:3-5)は、旧約を代表する偉大な神の人たちです。彼
らがイエス様と共に現われたのは、旧約と新約聖書の一致を表わしました。し
かし、天からの声は、イエス様がその２人よりもすぐれている事を現わしてい
ます。  



#28 エゼキエル、人の子         99 
 
なぜエゼキエルは、ダニエルよりも多く出ているのですか？ 
２人を比べると、エゼキエルよりもダニエル(#35)の方がずっと有名ですが、
聖書の中では、エゼキエルの方が、ダニエルよりもずっと多く言及されていま
す。それは、神様が彼に将来の千年王国の詳細を現わしたからです。例えば、
千年王国の神殿については、エゼキエル40章から43章で説明されていますが、
ダニエル書の中には、そのような事はありません。それで、エゼキエル書はず
っと長い書になっています。  
 
なぜ彼は、イザヤよりも多く出ているのですか？  
一番の理由は、イザヤ(#51)が自分自身の事について書いたのは、とても少な
かった事です。神様は大抵、イザヤの聴衆に対して直接語られました。しかし
エゼキエルの場合は、神様が「人の子」(エゼキエル)に、幻を与え、それを彼
が説明する、という形が多かったのです。またそれに加えて、神様はよくエゼ
キエルに、メッセージを皆に見せる、行動で現わすようになさいました。例え
ば、話せなくなる事や、彼の妻が亡くなった時、悲しまずにいる事などです 
(エゼ3:23-27, 24:15-27)。それで、読者はイザヤよりも、エゼキエルの方を多
く見るのです。 
 
なぜエゼキエル書は難しいのですか？  
エゼキエルは、主の栄光について (1:28; 3:12, 23, 10:4,18; 11:23; 43:4-5; 
44:4)、また将来の千年王国について (34:1-48:35)、書きました。これらの壮
大なテーマを著すのには、特別な表現が必要でした。それらは、普通では理解
するのに難しいものです。そのようなものは黙示録にも見られます。例えば、
エゼキエル1:4-28に出てくる４つの生き物（天使）は、黙示録4:6-11; 7:11; 
19:4にも言及されています。 
 
なぜ彼は、ほとんどいつも「人の子」と呼ばれたのですか？ 
彼の名前は、２回だけしか出ていません (エゼ1:3; 24:24)。これらの箇所は人
々に対して語られた部分です。神様ご自身が、エゼキエルの事を、いつも「人
の子」と呼んでいます。おそらくこれは、エゼキエルが神の「見張り」で
(3:17; 33:7)、他の人々と違っていたからでしょう(3:5-7; 11:5)。 
 
しかし「人の子」というのは、特別に素晴らしい呼び名ではありません。「人
の子」というのは、土のちりで造られた「アダムの子」と呼ばれるのと同じだ
からです。エゼキエル書の中で、素晴らしい栄光あるお方は神様ご自身で、預
言者エゼキエルではありません。



#29 ヤロブアム王　        98 
 
なぜソロモン王はヤロブアムを選び、王にしたのですか？ 
ソロモン(#5)は、常に良い働き人を求めていました。それで、彼は若く、良く
働くヤロブアムを選んで、大きな仕事の責任を与えたのです (1列王11:28)。ヤ
ロブアムはそれによって、影響力の強いグループを味方に得て、後に、王の息
子レハブアムに対抗しました。主はその全ての背後において、働いておられま
した。 
 
なぜヤロブアムは、ソロモン王に反抗したのですか？ 
彼はソロモン王に反抗しました。それは神様がそのように導かれたから (1列王
11:29-39)であり、また、ソロモン王が偶像崇拝に走ったからです (1列王11:9-
13)。ソロモン王はヤロブアムを殺そうとしましたが、主はそれをお許しにな
りませんでした (1列王11:40)。ソロモン王の罪が大きかったからです。  
 
なぜヤロブアムとアブサロムは、時々比較されるのですか？ 
彼らは２人とも、王に反逆しました。ヤロブアムはソロモン王に、アブサロム
(#23)はダビデ王に。どちらの場合も、主はそれを許されました。王の罪のた
めです。しかしその結果は、かなり違いました。アブサロムは殺されましたが
ヤロブアムは、北王国の最初の王になりました。神様は悔い改めなかったソロ
モンよりも、悔い改めたダビデに、より大きな恵みを与えられました。  

 
なぜヤロブアムは、愚かにも偶像を立てたのですか？ 
彼は、預言者アヒヤが告げたように、国を治める事において、主に信頼すべき
でした (1列王11:37-38)。しかし新しい王となった彼はベテルとダンに偶像を
造りました。人々がエルサレムに礼拝に行かないように、政治的な動機をもっ
てそうしたのです (1列王12:26-31)。 

 
なぜヤロブアムはレハブアムよりもずっと多く出ているのですか？ 
ソロモンの息子であるレハブアム(#39)もまた、愚かでした。しかし彼はヤロ
ブアムのように、偶像は造りませんでした。ヤロブアムが偶像を造って民を惑
わした事を指している「ヤロブアムの罪」という言葉が、14回も出ています (1
列王14:16; 15:30; 16:31; 2列王3:3; 10:29,31; 13:2,11;14:24; 15:9 etc.)。
またそれに似た表現は、加えて10回出て来ています(1列王13:34; 15:34; 
16:2,19,26; 21:22; 22:52; 2列王13:6; 17:21; 23:15)。この14+10=24回がヤ
ロブアムとレハブアムの言及箇所の回数に差をつけています。



#30 ヨシヤ王         97 
 
なぜヨシヤはユニークなのですか？  
ヨシヤ王の父親と祖父(マナセ, #104)は、大変悪い王たちでした。しかしヨシ
ヤは父祖たちとは違い、心から主を信頼し、従いました (2列王23:25)。その一
つの例として、彼は、ユダの他のどの王よりも力を入れて、過越の祭を守りま
した (2歴代35:18)。彼はユダの最後の善王でした。それで彼が殺された時、エ
レミヤは非常に嘆きました (2歴代35:20-25)。 
 
なぜある人たちは、ヨシヤが主に背いたと思うのですか？   
エジプトの王、ネコに対抗して戦った事は、ヨシヤとユダの国にとって悪い結
果となりました (2歴代35:20-36:4)。彼は殺され、ユダは弱くなりました。ネ
コは、神様が彼にユダを通って行くように命じた、と主張しました (2歴代
35:21)。驚くことに、次の節から見ると、その事は本当に主からのことばであ
った事がわかります (2歴代35:22)。それで、ある人たちはヨシヤが主に背いた
と思うのでしょう。しかし、ヨシヤが異教のエジプトの王の言葉を信じなかっ
た事は、驚くことではありません。 

 
なぜヨシヤは、ネコに対抗して戦ったのですか？   
ヨシヤがエジプトの軍を攻撃したのは、彼が、ネコは後でアッシリヤと共にユ
ダを攻めると信じていたからだと、ある人たちは考えています。聖書はそうと
ははっきりとは言っていませんし、また、そのような考えを否定もしていませ
ん。しかし２列王23:26-27は、神様が、最後の善王ヨシヤを取り去った後で、
罪深い国ユダ王国を裁くご計画があった事を示唆しているように見えます。マ
ナセの罪は裁かれなければなりませんでした。 

 
なぜヨシヤの改革は十分ではなかったのですか？  
列王記と歴代誌の著者は、ヨシヤ王のした良い行いの数々 (2列王23:24-25; 2
歴代34:1-7)、そして彼と民がどのように過越の祭を守ったか (2列王23:21-23; 
2歴代35:18-19)を強調しています。しかしそこに、国全体が永く主に立ち返っ
た、という記録はありません。それで、ユダに対する裁きは避けられませんで
した。同じように、エリヤ(#27)とエリシャ(#24)の働きの期間には、民が主に
立ち返るような出来事がありましたが、北王国に対する裁きを免れることはで
きませんでした。それ以上の事、真に正しい王、そしてその王に従う民が必要
でした (エレミヤ31:31-34; ヨハネ3:5-7)。



#31 祭司長たち (小さなグループとしての)              96 
 
なぜアンナスとカヤパの名前はリストに出ていないのですか？    
主イエスに反抗した、祭司長たちの中の２人の主要人物の名前は、トップ55に
は出て来ません。彼らは、個人的にはほとんど聖書の中に言及されていないか
らです (アンナスは４回、カヤパは９回のみ) 。しかし彼らは「祭司長たち」と
いう小さなグループの中に含まれていて、60回ほど言及されています (マタイ
16:21; 20:18; 21:23; 26:3,14,47; 28:11; マ ル コ 14:1,10,43; ル カ
23:10,13,24; 24:20; 使徒4:23, etc.)。また、この中には他にも何人か含まれ
ています (使徒4:6)。 
 
なぜアンナスとカヤパはヨハネの福音書に多く出ていますか？    
彼らの名前は、ヨハネの福音書の５つの節に言及されています (ヨハネ11:49; 
18:13,14,24,28)。それに比べて、ルカの福音書には1回だけ (ルカ3:2)、そし
てマタイの福音書には２回しか出ていません (マタイ26:3,57)。その一つの理
由は、使徒ヨハネがアンナスとカヤパを個人的に知っていたからかもしれませ
ん (ヨハネ18:15~16)。２つめのもっと大事な理由は、アンナスの義理の息子で
あるカヤパが、「一人の人（イエス）が民に代わって死んで、国民全体が滅び
ないですむほうが、自分たちにとって得策」と預言している、とヨハネが指摘
している事でしょう (ヨハネ11:49-51, 18:14)。この事は、他の福音書には出
ていません。しかし他の福音書の著者と同じく、ヨハネも個人的な名前はあま
り出さずに、祭司長たちのことを言及しています (ヨハネ7:32, 45; 11:47,57; 
12:10; 18:3,35; 19:6,15,21)。 
 
なぜパリサイ人たちはリストに出ていないのですか？    
パリサイ人というのは、新約聖書時代のユダヤ人の中にあった大きな宗教的グ
ループです。グループとして、それは90回言及されています。ですから、もし
このトップ55が、個人だけではなく、グループにも焦点を合わせて作られるな
ら、彼らは容易にリストにあげられたでしょう。祭司長たちは、グループであ
りながら、リストにあげられました。それは彼らが小さな緊密なグループで、
アンナスとカヤパが何らかの形で入れられなかったなら、それは大きな見落と
しとなるからです。 
 
祭司長たちは、パリサイ人ではなくサドカイ人たちだった、という事を覚える
事は大事な事です。サドカイ人たちは当時の自由主義者で、天使や復活を信じ
ていませんでした (使徒23:8)。彼らの事はただ14回言及されているだけです。



#32 ファラオ (ヨセフの時代の)　          95 
 
なぜトップ55に異邦人の指導者が何人か入っているのですか？  
ネブカドネツァル(#9)、アハシュエロス(#20)、出エジプトのファラオ(#21)、
ヨセフの時代のファラオ(#32)、ピラト(#41)、そして反キリスト(#55)は、皆
過去に、そして将来においてユダヤ人と重要な関わり合いがありました。その
ほとんどの関わり合いはネガティブなものですが、創世記41章から50章までの
ヨセフとファラオの関わりは、全て良いものでした。それは、出エジプト記4
章から15章までのモーセとファラオの悪い関わり合いとは正反対でした。  
 
なぜ悪いファラオの方が良いファラオよりもランクが上なのですか？  
聖書の中の悪い人々が、良い人々よりも注目を集める事は、珍しい事ではあり
ません。例えばアハブ王(#15)は、分裂王国の善王ヒゼキヤ(#17)を含む、他の
どの王たちよりもランキングが上になっています。モーセと主は、出エジプト
のファラオたちと、より多く対峙しました。その数は、ヨセフが創世記で良い
ファラオと関わった事よりも多いのです。神様は両方のファラオを通してご自
身を現されましたが、異なる方法ででした (使徒7:10, ローマ9:17)。 
 
なぜファラオは、ヨセフを昇進させたのですか？  
簡単に言うと、ヨセフ(#11)がファラオの２つの夢を説き明かしたからです (創
世41:1-32)。しかしそれ以上の事があります。ヨセフはエジプトの７年の飢饉
に備えるために何をすべきかを、王とその側近たちに告げたので、彼は総理大
臣の位に抜擢されました (創世41:33-36)。ファラオとその側近たちは、ヨセフ
の助言に感心したのです (創世41:37)。また、その夢とヨセフの与えた助言の
通りに、全て起こりました。主がその背後に働かれていたからです (創世
50:19-20, 使徒7:10)。 
 
ファラオはなぜヨセフにエジプトの名前と、また妻を与えたのですか？ 
中心の理由は、明らかに、ヘブル人であったヨセフを守り、また助けるためで
した (創世41:45)。それは、彼が自分の仕事をより効果的に進めるために、役
立ちました。エジプトの王は、将来起こり得る問題を見据えることができまし
たし、ヨセフ自身も、過去の経験からそれを理解していました。エジプトは神
を敬う国ではありませんでしたが、神様はそこでヨセフを用いられました。 
 
＜考えてみましょう＞ 
ヨセフの妻は、主を信じていたと思いますか？その理由も考えてみましょう。
聖書にはその答えははっきりと書かれていませんが、私たちはヨセフ自身の事
から、またその子どもたちの事からも、想像できるでしょう。



#33 エルアザル         92 
 
なぜエルアザルはアロンの後継者になったのですか？ 
アロンの上の２人の息子、ナダブとアビフは、主に異なる火を主の前に献げた
ので、裁かれました (レビ10:1-2)。それで次の息子たちのエルアザルとイタマ
ルが彼らの代わりに祭司となったのです (民数3:4)。その年上の方のエルアザル
(出エジ6:23)は、イタマルよりずっと多く言及され、実際に大祭司となりまし
た(民数4:16)。 
 
なぜ祭司たちは旧約聖書で重要なのですか？ 
祭司の職はとても重要な職でした。ささげ物が、とても重要な事だったからで
す。しばしば祭司たちよりも、ささげ物に焦点を合わされる事が多かったので
すが、祭司とささげ物の両方は、人々の贖いと神の子羊の必要を示していまし
た (ヨハネ1:29, 36)。新約聖書で、イエス様を神の子羊と呼んだバプテスマの
ヨハネ(#22)が、祭司の家系だった事は偶然ではありませんでした。 

 
なぜエルアザルは見落とされやすいのですか？  
聖書の中で、彼はたいてい他の人と一緒に出ているので (民数32:25-31; 34:16-
29)、あまり目立った存在ではありません。民数記27:18-23では、ヨシュアは
モーセの後継者として、そこに祭司として重要な役割を果たしていたエルアザ
ルよりも、注目を集めています。民数記16:16-40の中でもそうです。彼は、コ
ラと他の反抗者たちに対する神様の劇的な裁きの話の後に登場するからです。 
 
なぜエルアザルの息子は良く知られているのですか？   
エルアザルの息子のピネハスが登場するのは、30回以下です。しかし彼は、父
エルアザルよりも良く知られているかもしれません。彼は、イスラエル人の男
とミディアン人の女を殺して、神様の憤りを押しとどめたからです (民数25:7-
9)。彼は祭司でしたが、彼の槍をもった大胆な行動で覚えられています (民数
25:10-13)。  
 
しかしエルアザルの務めは、ドラマチックなものではありませんでした。コラ
と彼の仲間を裁いたのは神様ご自身でした。エルアザルはただ命じられたよう
に、炎の中から火皿を取り出し、それを打ち延ばして祭壇のかぶせ物としただ
けです (民数16:36-40)。それは決して劇的なことではありませんでしたが、彼
のした事は、重要な事でした。 



#34 ゼデキヤ王          　　　　　91 
 
なぜゼデキヤ王とエレミヤは関係があるのですか？ 
エレミヤ(#19)は、この反逆の王に対峙し、過ちを指摘しました。エゼキエル
とダニエルは、そうしませんでした。そのために、他のどの書よりも、エレミ
ヤ書の中にゼデキヤ王の事が多く書かれているのです。 
 
なぜゼデキヤ王は重要なのですか？  
彼はユダ王国の最後の王で、ネブカドネツァル(#9)がエルサレムを陥落させた
事の責任は、彼にありました(エゼ19:14)。もしゼデキヤがバビロンの王ネブカ
ドネツァルに降伏していたなら、エルサレムの都や神殿は破壊されなかったで
しょう (エレミヤ38:17-18)。 
 
なぜゼデキヤ王は反逆者と呼ばれたのですか？ 
エゼキエル17:12-16によると、彼はネブカドネツァル(#9)に忠誠を誓ったのに
もかかわらず、その誓いを翻しました。その誓いの中には神様の名が入ってい
たので、彼はバビロンの王に反逆しただけでなく、神様にも反逆したのです。
さらに、神様はユダをよく偶像崇拝の反逆の家と呼びました (エゼ2:3-8; 3:26-
27; 20:8,13; 24:3; 44:6, etc.)。国も、その王も、両方とも神様に反逆したの
です。 
 
なぜゼデキヤ王は、あえて反逆したのですか？  
ゼデキヤ王は、エジプトが彼を助けるために来て、バビロンと戦ってくれる事
を願っていました (エゼ17:7-16)。実際エジプトは、ユダの王を助けようとし
ましたが、できませんでした (エレ37:5-7)。  
 
後にゼデキヤ王が取り去られた後、ユダに残されていた傲慢な人々は、再び、
主にではなくエジプトに助けを求めました (エレ43:1-44:30)。 

 
なぜエレミヤ38章は特に重要なのですか？ 
ゼデキヤは、エレミヤ書の38章に一番多く登場します。王の運命は、預言者の
悔い改めよとの最終通告に、どのように応答するかで左右されたからです。エ
ジプトが彼を助ける事ができないことがはっきりわかった後でも、ゼデキヤ王
は尚、降伏する事を拒みました (エレ38:17-18)。彼は、バビロンに投降したユ
ダヤ人たちを恐れたと言いました (エレ38:19)。この事は、王が、エレミヤを
通して告げられた神様のメッセージよりも、自分の感情や考えに頼った事を示
しています (箴言3:5-7)。



#35 ダニエル          88 
 
なぜダニエルは、良く知られているのですか？  
彼は、ヒゼキヤ(#17)、ヨアブ(#18)、アブサロム(23)、またその他の何人かの
人たちと比べる時、聖書に名前が出てくる回数は少なくても、その人たちより
もずっと良く知られています。その一番の理由の一つは、ライオンの穴に投げ
込まれたという、良く知られ愛されている話でしょう (ダニ6:1-28)。この素晴
らしい話は、エレミヤ38:1-13の少し似た話よりも、はるかに良く知られてい
ます。 
 
なぜゼデキヤ王(#34)はダニエルの事を言及しなかったのですか？ 
ダニエルは、エルサレムで、ゼデキヤ王のような弱い、またすぐに取り去られ
る指導者に仕えるのではなく、バビロンで、バビロンの王に仕え、また後には
ペルシアの王にも仕えました。ダニエルは、将来についての啓示を与えられ、
ずっと遠い将来に来る反キリスト(#55)を含めた、来たるべき指導者たちにつ
いて書きました (ダニ7:8,11,20-21,24; 9:26-27; 11:36)。 
 
なぜネブカドネツァル(#11)はダニエルよりもランキングが高いの
ですか？ 
バビロンにいた神の人ダニエルは、ダニエル書の中では、そこに出てくる王の
２倍ほども多く言及されています。しかしネブカドネツァル王は、エレミヤ書
で約100回出てくるので、彼の方がダニエルよりもランキングが高くなってい
ます。また、やはりバビロンにいたエゼキエルも、ダニエルの事を３回言及し
ていますが (エゼ14:14, 20; 28:3)、エレミヤは一度も彼の事を言及していませ
ん。 
 
なぜダニエルは、新約聖書にほとんど出ていないのですか？  
新約聖書はイエス様の十字架を強調しているので、イザヤ(#51)はダニエルよ
りも多く引用されています。ダニエル書の中には、メシヤの死については、ほ
とんど言及されていません。しかし、今なお将来である「荒らす者」(ダニ
9:27; 11:31)は、マタイ24:15とマルコ13:14に言及されています。 
 
なぜダニエルは、ヘブル書11章に含まれていないのですか？ 
ヘブル書11章に、ダニエルの名前はありませんが、おそらく、「獅子の口をふ
さ」いだ者は彼の事でしょう(ヘブル11:33)。またこのリストの中には、サムソ
ン (#57, 士師14:5-6)やダビデ (#2, 1サム17:34-37)も含まれているかもしれま
せん。 どちらにしても、ダニエルが信仰の勇者であったことに間違いはありま
せん。



#36 ヨシャファテ王         83 
 
なぜヨシャファテ王は良い王だと考えられているのですか？   
ヨシャファテは完ぺきな王ではありませんでしたが (下の質問参照)、全般的に
彼は、主の目に正しい事を行いました (1列王22:43)。彼はバアルを求めなかっ
たし (2歴代17:3)、人々に律法を教えるためにレビ人たちを遣わしました (2歴
代17:7-9)。また、彼は偶像礼拝に使われていた、多くの高き所を取り除きまし
た (2歴代17:6)。1列王22:43によると、それは全部ではなく、人々はそのいく
つかを続けて使っていたようでしたが。 

 
なぜヨシャファテ王とエリシャは殆ど会わなかったのですか？  
彼らは同じ時期に生きていましたが、たぶん実際に会ったのは1回だけだった
でしょう。エリシャ(#24)は北王国（イスラエル）で働きましたが、ヨシャフ
ァテは南王国のユダの王でした。  
 
聖書の記録によると、彼らが出会ったのは、モアブに対する軍事行動が行われ
る時でした。そのところで、アハブの悪い息子であるヨラムも加わっていたの
ですが、エリシャはヨシャファテを認めていたので、彼を助けるつもりでした
(2列王3:11-14)。 
 
なぜヨシャファテ王はアハブ王と同盟を結んだのですか？   
ヨシャファテは、北王国イスラエルと戦うよりも、アラム (1列王22:1-4)やモ
アブ (2列王3:1-7)のような異邦人の敵と戦う事を望みました。それで彼はアハ
ブ(#15)と同盟を結んだのです。婚姻によって、アハブの家族と関係を作った
のです (2歴代18:1)。彼はまたアハブの息子(たち)と一緒に、商船を造りました
(1列王22:48-49, 2歴代20:35-36)。  

 
なぜ主はヨシャファテの船団を滅ぼしたのですか？   
２歴代誌で、ヨシャファテ王について最後に記録されている、彼の死について
の事以外の記録は、神様が彼の船団を滅ぼされた事です。そしてこの事は、当
然王に何も利益をもたらしませんでした (2歴代20:36-37)。これがどのように
起こったかについては、私たちにはわかりません。しかし、それが起こった理
由は明らかです。神様はヨシャファテが、アハブ王の家族と同盟を結ぶ事を喜
ばれませんでした。それで、ヨシャファテは最後に功績をあげる事なしに、む
しろ大きな損害を被った後、生涯を終えました (1コリ3:12-15参照)。



#37 サラ、サライ         82 
 
なぜサラの名前は変えられたのですか？ 
彼女の名前は、サライからサラへと変えられました。その夫アブラハムの名前
が、アブラムからアブラハムへと変えられた、その同じ時でした (創世17:1-
22)。この変化は、神様が彼らと彼らの子孫に対して、彼らが考える以上に、
神様がご計画をお持ちである事を示していました。サライの名前の意味は「私
の王女」、そしてサラの意味は「私の」を取って、「王女」です。彼女は主の
約束の国、そしてその王たちの先祖となりました。 
 
なぜサラは、マリアよりもランキングが高いのですか？   
サラは、旧約聖書の女性たちのランキングの中では、一番です。またマリア
(#52)は、新約聖書の女性たちのランキングの中では一番です。全体を通して
見ると、創世記の中にサラについて書いてある事の方が、福音書でマリアにつ
いて書かれてある事よりもずっと多いです。だから、サラの方がマリアよりも
ランキングが高くなっています。また創世記4:21-31には、サラとその子イサ
クについて、多くの事が書かれています。 
 
なぜサラはペテロの手紙第一で高く評価されているのですか？  
サラは確かに失敗もありましたが、１ペテロ3:5-6では、彼女のアブラハムに対
する従順さが、妻の模範としてあげられています。彼女は主に信頼して、アブ
ラハムに従順に従いました。また、何事も恐れることなく、善を行いました。
この事は、彼女の言葉よりも、内側の考え方がずっと重要だった事を示してい
ます。 
 
なぜサラは疑い、また笑ったのですか？   
サラが疑った理由は明らかです。彼女は子どもが与えられると言われた時、89
歳か90歳でした。普通に考えれば、それは人間的には不可能な事でした。彼女
は、息子が与えられると預言された時も、笑うべきではありませんでした (創
世18:10-15)。創世記18:12の彼女の言葉は、ルカ1:18のバプテスマのヨハネ
の父親の言葉とよく似ています。彼女は笑った事も、否定しました。このよう
に、彼女はいつも模範ではありませんでした。またそれ以前に、彼女はアブラ
ハムに自分の女奴隷を与えるべきではありませんでした(創世16:1-16)。 
 
なぜサラはヘブル11:11-12で取り上げられているのですか？ 
彼女は最初は疑いましたが、後には信じました。それでこの箇所に取り上げら
れています。ここから、彼女は身ごもる前に信じた事がわかります。ルカ1:38, 
45に見られるように、マリアも同じでした。 



#38 ヨブ         76 
 
なぜヨブの３人の友人たちは、ヨブを責めたのですか？    
彼らは最初ヨブに同情し、共に泣きました。そして一週間の沈黙の後で (ヨブ
2:11-13)彼らは口を開きましたが、それは不適切なものでした。彼らは、神様
が正しい者をそんなに辛い目に遭わせるはずはない、と間違って信じていたの
で、ヨブは悔い改めるべきだ、と何度も責めたのです (ヨブ4:1-7; 8:1-3; 11:1-
5)。しかし、最後に悔い改めなければならなかったのは、彼らの方でした(ヨブ
42:7-8)。 
 
なぜヨブ記には、多くの問いが出ているのですか？  
問いかけ、質問は、ディベート(討論)には欠かせないものです。ヨブ記は、な
ぜヨブが苦難を受けたのかについての議論/討論でいっぱいです。またいつの時
代でも、苦難そのものは人々の難しい問いかけの的です。詩篇にも、またヨブ
７章と９章にもそれが多く見られます。ヨブ記の終わり近く、38~41章では、
主ご自身がヨブに問いかけをしています。 
 
なぜ答えよりもずっと多くの問いが出ているのですか？  
ヨブ記の中心的な目的の一つは、神様以外には、誰も完ぺきな答えを持ってい
ない、という事を見せることのようです。ヨブ自身、28章の知恵について述べ
ている箇所で、また終わりに沈黙の中で、それを現わしています。 
 
なぜヨブ記はそんなに長い書なのですか？  
主な理由の一つは、ヨブとその友人たちの生きていた時代は、モーセよりもず
っと前の時代で、神の言葉、聖書を持っていなかった、という事です。それで
彼らは、すぐに結論に至ることができなかったのです。彼らは周りの社会と被
造物を注意深く見て、伝統を通して知っていたロジック/論理に頼る事しかでき
ませんでした。それで、ヨブ記は、今日の社会科学の議論のように、長く、な
かなか結論がでないものになりました。  
 
なぜヨブは、今日のクリスチャンの模範なのですか？   
ヨブは神様に対する問いかけのやり過ぎで、それによって後に責められたので
すが (ヨブ38:2; 40:2)、彼は神様を呪うことはせず (ヨブ2:9-19)、贖い主を信
じ (ヨブ19:25-26)、主の前に謙遜になりました (ヨブ40:3-5; 42:1-6)。それで
彼は、その正しさと (ヨブ42:7)忍耐の故に (ヤコブ5:11)称賛されました。



#39 レハブアム王        　　　 72 
 
なぜレハブアムは、長老たちの良い助言を拒んだのですか？    
表面的に言えば、傲慢な若い王は、長老たちよりも若い友人たちのアドバイス
を受け入れたかったのです (1列王12:13-14)。しかし、神様のご計画がその背
後にはありました。イスラエルが彼を王の座から退け、国が２つに分けられる
事でした (1列王12:15)。  
 
イスラエルの国が分裂した事は、ソロモンの罪に対する神様の裁きでした (1列
王11:1-13, 29-35)。しかし、それでレハブアムは父の罪によって不当に裁かれ
た、というのではありません。傲慢な若い王の罪も、はっきりと現わされてい
るのです。 
 
なぜレハブアムは、青銅の盾を作ったのですか？  
ソロモン(#5)は、何百もの金の大盾を作りました (1列王10:16)。しかしレハブ
アムは、偶像崇拝者や神殿男娼などを許したので (1列王14:22-24; 2歴代12:1-
5)、主はエジプトの王シシャクがそれらの金の盾を奪う事を許されました (1列
王14:25-26; 2歴代12:9)。それでレハブアムは、その代わりに多くの青銅の盾
を作り、自分も父親と同じように力と富がある事を示そうとしたのです。 

 
なぜ主はレハブアムに、国を治め続けさせたのですか？  
2歴代誌12:12には、レハブアムはエジプトの王が攻めて来た時、主の前にへり
くだったとあります。それで、主は彼を完全には滅ぼしませんでした。また、
主が選ばれたエルサレムのためにも、恵みを施されました (2歴代12:13)。しか
し、レハブアムは概して主を求めませんでした (2歴代12:14)。それは、彼の母
親がアモン人だった事が、その背後にあったのかもしれません (1列王14:21, 
31; 2歴代12:13)。 
 
なぜレハブアムは、あまり良く知られていないのですか？ 
イスラエルの王、ソロモンとヤロブアムの偶像崇拝の事は、１列王記の11章か
ら14章に、ユダの王レハブアムの失敗よりも大きく取り上げられています。そ
れでヤロブアム(#29)は、大きな影響を与えた彼の罪によって良く知られ、レ
ハブアムよりも高いランキングになっています。ーー感謝な事に、レハブアム
について最後に書かれている事は、肯定的な事です。彼はマタイ1:7のメシヤ
の系図、その祖先の中に入れられています。



#40 ラバン         67 
 
なぜラバンは、トップ55に入っているのですか？  
リストにあげられている他の多くの人のように、ラバンがこのリストに含まれ
ているのは、彼が良い人だったからではありません。最初にリベカの兄として
登場した時、彼は信仰者のように聞こえましたが (創世24:50)、同時に彼は物
質的なものに対して鋭い目を持っているようでした (創世24:29-31)。彼はリベ
カ(#63)とレア(#68)そしてラケル(#48)の家族であり、またヤコブ(#6)と長く
大変なやり取りがあったので、このリストに含まれているのです。 
 
なぜラバンはヤコブを騙したのですか？  
ラバンは、ヤコブが彼に７年間仕えさせる事で、彼の下の娘を与える事に同意
しました (創世29:15-20)。しかし婚姻の夜、彼は上の娘のレアをヤコブに騙し
て与えたのです。ラバンは、伝統的な理由で上の娘が先に結婚しなくてはなら
ないから、と理由付けしました (創世29:26-27)。しかし彼の動機は、おそらく
自己中心的なものだったでしょう。それによって、ヤコブは、もう７年間彼に
仕えなくてはなりませんでしたから。 
 
なぜ神様は、ラバンがヤコブを騙すのを許されたのですか？  
この質問の答えは、聖書に直接書かれていませんが、この件を見る時に、ヤコ
ブがその２つ前の章で彼の父親を騙した事が思い出されます。それを考える事
は、考え過ぎではないでしょう。27章と29章には何らかのつながりがあるのか
もしれません。  
 
なぜラケルとレアは、父親を嫌ったのですか？  
ヤコブとその大家族がラバンの元から逃げた時、ラバンの２人の娘たちは彼に
向かって言いました。創世記31:14-16の彼女たちの言い分は、ラバンは娘たち
よりもお金を愛した、という事です。ラケルが盗んだ偶像についてのラバンの
関心は、その事を裏付けるものです (創世31:19, 30-35)。 

 
なぜラバンは途中で見えなくなったのですか？   
ラバンは、自分の場所に帰りました (創世31:55)。ヤコブとその家族と共に約
束の地に行ったのではありません。創世記31:55の後で彼が言及されているの
は、３回だけで、それも皆過去形です (創世32:4; 46:18, 25)。それでも、彼の
罪は、彼の死後は繰り返し言及されませんでした。ヤロブアム(#29)とは違い
ます。



#41 
  

ピラト        　　　 65 
 
 

なぜピラトよりも祭司長たち(#31)が多く出ているのですか？    
ピラトにも祭司長たちにも、イエス様が十字架につけられた事において、責任
がありました (マルコ15:1, ヨハネ19:6)。しかし祭司長たち(とユダ)は、より罪
深かったのです (ヨハネ19:11)。祭司長たちが多く出ているのは、それが理由
だったからかもしれません。しかし個人的な名前としては、ピラトの方が多く
出ているのは、興味深い事です。 
 
なぜピラトは祭司長たちに賛成したのですか？   
ピラトは、イエス様のうちに何の罪も見られなかったので、十字架につけたく
はありませんでした (ルカ23:4,14, ヨハネ18:38; 19:4,6)。彼は自分の責任逃
れをしたかったのですが (マタイ27:19, 24-25, 使徒3:13)、群衆を鎮めること
ができませんでした (マタイ27:24)。それで最後に、彼は群衆の思うままにさ
せました (マルコ15:15)。ピラトがカエサルの友であるはずだ、というユダヤ
人の訴えが、彼の決断に影響したのかもしれません(ヨハネ19:12)。 
 
なぜピラトはランキングリストで唯一のローマ人なのですか？   
基本的な理由は、旧約聖書が新約聖書に比べてずっと長いから、ということで
す。ですから、ユダヤ人にしても異邦人にしても、旧約聖書の登場人物の方が
ランキングリストには、ずっと多く出ています。ピラトは全部の福音書と使徒
の働き (使徒3:13; 4:27; 13:28)に登場しますが、他のローマ人は使徒の働きに
しか登場していません。  
 
しかしそれでも、トップ55のリストには、あと２人のローマ人があげられてい
ます。パウロ(#10)はユダヤ人でしたが、彼はローマの市民権を持っていまし
た。また、将来の反キリスト(#55)も、復興されたローマ帝国を支配する者で
す (ダニエル2:43-45; 7:19-22)。 
 
なぜピラトは1テモテ6:13に言及されているのですか？  
何十年も前に、イエス様がピラトの前でした証しは、実を結び続けました。イ
エス様がピラトの前で、自分はユダヤ人の王である事をためらわずに告げた事
を、パウロはテモテに思い出させました。イエス様はそうする事で、自分の命
が危険にさらされると知っていたのにです。さらにパウロは、イエス様は今も
生きておられ、また王の王、主の主として再び地上に来られることを教えまし
た (1テモテ6:14-16)。これらの事は全て、テモテ（と私たち）が信仰の良い戦
いを戦う事を励ますためでした。



#42 
 (同数)

アブネル         64 
 
なぜサウルは、アブネルを彼の軍の長にしたのですか？    
アブネルは、強いリーダーでした (2サム2:23; 3:6)。また、彼はサウルの従兄
弟でもありました (1サム14:50)。ダビデもまた、近い親類のヨアブ(#18)を、
彼の軍の長にしました。 
 
なぜアブネルはサウルの息子イシュ•ボシェテを王にしたのですか？   
ペリシテ人との戦いにおいて、サウルとヨナタンを含むサウルの３人の息子た
ちは死にましたが、アブネルは何とか生き延びることができました (1サム
31:1-6)。なぜイシュ•ボシェテがサウルの後継者として選ばれたのかは、書か
れていません。しかしサウルの残された軍隊のリーダーとして、アブネルが、
生き延びた息子を王にしたのは自然な事でした (2サム2:8-9)。サウルが死んで
からも、ダビデとユダに対する対抗意識（それはサウルと彼の家や部族の中に
長い間影響しました）は、ある程度そこにありました。 
 
なぜアブネルは、ヨアブの兄弟アサエルを殺したのですか？    
２年以上もの間、ダビデの家とサウルの家の間には戦いがありました。それら
の多くの戦いのうちの一つの後、ヨアブの俊足の弟であるアサエルは、アブネ
ルの警告にもかかわらず、アブネルを追い続けました (2サム2:19-23)。それで
アブネルは、アサエルを殺すほかなかったようでした。 
 
なぜアブネルは、イシュ•ボシェテに反逆したのですか？   
イシュ•ボシェテは、アブネルがサウルの側女の一人と関係を持った事を責め
ました。その事情については明らかではありませんが、その非難はアブネルを
怒らせ、彼自らが立てた弱い王に、反逆させる事になりました(2サム3:6-21)。
もう一つの事実は、サウルの軍隊の力は、前の２年間の事から、徐々に弱くな
っていたという事です (2サム3:1)。 
 
なぜアブネルについての短い記事が多く出ているのですか？  
アブネルは中心人物ではないながらも、多く登場します。多くの場合、その目
的は、ダビデがどんな人物であったかを示すためのようです。例えば、アブネ
ルがヨアブによって殺された時、ダビデは嘆き悲しみました (2サム3:28-39)。



#42 
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バラム　         64 
 
なぜバラムとロバの話は有名なのですか？   
創世記３章の蛇を除いては、バラムのロバは、聖書の中で唯一実際の動物が、
人間の言葉を話した例です。神様は奇跡をもって、ロバに話させました。しか
しバラムは、神の民に対して呪う事を許されませんでした (民数22:21-35, 申
命23:5, ヨシュア24:10)。 

 
なぜ主はバラムのロバが話すのを許されたのですか？ 
それがどのようになされたのか、私たちにはわかりません。しかし2ペテロ
2:16によって私たちは、なぜ主がロバを用いられたのか、その理由について知
る事ができます。それは預言者の「正気を失ったふるまいをやめさせ」るため
でした。そこには、鍵になるコントラストがあります。バラムのロバは賢く、
自由に話す事ができて用いられましたが、バラム自身は全くその反対でした。 

 
なぜバラムはリストにあって、ヨナはいないのですか？   
バラムは、聖書の中に64回言及されていますが、ヨナ(#90)はただの30回だけ
しか言及されていません。そこに単純な数の違いがあります。しかし、この２
人を比べて見る事は面白いです。彼らは理想的な預言者ではありませんでした
が、大きな違いは、ヨナは始めはイスラエルの敵であったニネベが裁かれる事
を望んで、主に不従順でしたが、バラムはイスラエルが裁かれるために、その
敵に味方しました。  
 
なぜバラムよりもヨナの方が有名なのですか？ 
ヨナを呑み込んだ大きな魚(鯨)は、バラムのロバよりも良く知られています。
またヨナの名前が付けられた書もあります。もっと重要な理由は、ヨナは新約
聖書の中ではバラムの２倍ほども多く出ています。ヨナは９回、バラムはただ
の４回しか言及されていません。 
 
なぜバラムは、今なお危険なのですか？    
貪欲な預言者バラムは、イスラエルを呪う事はできませんでしたが、バラクと
その民に、モアブとミディアンの女と偶像を使って神の民を誘惑するようにと
教えました (民数25:1-18; 31:16)。それからずっと後になって、バラムのした
事は、人々を惑わす、利己的で物質的な動機を持った偽教師と比べられるよう
になりました (2ペテ2:15, ユダ11, 黙示2:14)。ですから、バラムの道とその誤
りは、今日でも私たちの回りにある、と言えるでしょう。
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エステル         64 
 
なぜエステルは重要なのですか？  
エステルは、クセルクセス王(#20)の時代にペルシアの首都にいました。彼女
は主に用いられるために、みこころの時、みこころの場所にいました。ハマン
の悪巧みでユダヤ人が滅ぼされないようにするためです (エステル4:14)。 
 
なぜ主は、美しさを競うコンテストを用いられたのですか？  
神様は不道徳な方法でみわざをなされませんが、神様のご性質にそって、様々
な方法で働かれます。しかし、新しい王妃を選ぶひどいやり方の責任が、ペル
シアの王とその助言者たちにあったのは、明らかな事です。 
 
なぜエステル記には、神様が言及されていないのですか？  
主は、背後で働かれる事を選ばれました (エステル6:1-3)。それで、読者はアク
ションの多いこの書で、自分自身で神様の姿、また神様のわざを探すことにな
るでしょう。  

 
なぜエステル記には、祈りの事が言及されていないのですか？  
神様の事が一度も言及されていないことと同じ理由で、祈りの事も、この書に
は言及されていません。それは読者がエステル記の全体を自分で読んで、神様
が働かれた事とその証拠を見つけるためです。エステル書の中で、断食は鍵に
なっている事実ですが、それは間接的に神様と祈りを意味していることです。
エステル4:16で、エステル自身が、断食を皆に求めました (エステル4:3; 9:31
も参照)。 
 
なぜエステルは、王座に近づくのを恐れたのですか？  
ペルシアの法律は厳しく、人を機械的な存在にするようなものでしたが、それ
は、王の権威を高めるためでした (エステル1:19; 8:5,8, ダニエル6:8)。それで
女王さえもが、王座に近づく事を恐れたのです (エステル4:11)。しかしエステ
ルは、自分の民をハマンの殺略計画 (エステル4:16)から救うために、王座に近
づきました。 
 
なぜペルシアの王の権力はそれほど大きくなかったのですか？    
神様の姿は直接見られませんでしたが、主は繰り返し若いユダヤ人の女性エス
テルとその従兄モルデカイを守り、前進させ、用いて、ペルシア王の権威の上
にご支配なされました。



#45 アサ王　         61 
 
アサ王は誰ですか？ 
彼は南王国（ユダ）の３番目の王であり、アビヤムの息子、レハブアム(#39)
の孫、ソロモン(#5)のひ孫でした。彼はまた、ヨシャパテ(#36)の父でもありま
す。(以下を参照. 1列王15:8-16:29; 22:41-46, 1歴代3:10, 2歴代14:1-17:4: 
20:23; 21:12, エレ41:9, マタイ1:7-8) 
 
なぜアサ王は良い王とされているのですか？ 
彼は偶像を破壊し (2歴代14:2-3)、主を求めました (14:4, 7, 11)。それで、神
様は北アフリカの強い軍隊との戦いで、彼に大きな勝利を与えました (14:8-
15)。全般的に、彼は主の前に正しく歩みましたが (2歴代15:17)、それで終わ
ったのではありませんでした。 
 
なぜアサ王は、それほど良くなかったのですか？ 
その生涯の終盤で、彼はユダの敵に対抗するにあたって、主ではなく、アラム
（シリヤ）に助けを求めました (2歴代16:1-10)。そして死に直面した時、彼は
主ではなく、医者に助けを求めました (2歴代16:12)。信仰よりプライド。彼は
主よりも人間に頼ってしまったのです。 
 
なぜ医師に拠り頼む事は悪いことなのですか？ 
ルカによる福音書の記者は、パウロの同労者であり「愛する医者」(コロサイ
4:14) でした。医学に頼ることは、聖書に反する事ではありません。アサ王の
問題は、彼が生涯の終わりに、主の助けを全く求めなかった事にありました。 
 
なぜアサの息子ヨシャファテの方が多く出ているのですか？ 
アサは、ヨシャファテ (25年)よりも長く統治しましたが (41年)、言及されてい
るのは、ヨシャファテに比べてずっと少ないです。それは、アサの統治下では
それほど大きな出来事がなかったからかもしれません。ヨシャファテの時代は
アハブ王(#15)と同時代で、アハブは罪深い王だったので、他のほとんどの王
よりも多く言及されています。 
 
なぜアサ王は重要なのですか？ 
トップ55のリストが発信しているメッセージは、世は真の王の王(#1)を必要と
している、という事です。アサ(#45)を含むリストのそれぞれの人物は、それ
をよく表わしています。また、私たちはアサから、多くの事を学ぶ事ができま
す。信仰によって生きる事と、そうでない場合はどうなるか、という事を (ロ
ーマ15:4)。
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モルデカイ         60 
 
なぜこの書はモルデカイ記ではなく、エステル記なのですか？ 
基本的な理由は、若いヒロインであるエステル自身と、その名前が覚えやすい
からでしょう。しかし、モルデカイはエステルと同じくらい重要な人物です。
神様はその民を救うために、この２人をお用いになりました。書の名前は霊感
されているわけではありません。  
 
なぜモルデカイは、ハマンにひれ伏さなかったのですか？ 
モルデカイは、アマレクの王の子孫であるハマン (1サム15:1-33, エステル3:1-
6)を尊敬する事、またひれ伏す事を拒みました。ユダヤ人とアマレク人は、歴
史上で長い間、敵同士だったからです。しかしそこにあったのは、ただの国民
的なプライドだけではありませんでした。神様ご自身がアマレク人に対して、
その行動の故に、対抗されたのです (出エジ17:8-16)。  
 
なぜモルデカイは、異教のペルシア王を助けたのですか？ 
クセルクセス王(#20)はアハシュエロス王とも呼ばれていますが、彼は、特に
立派な良い王だったわけではありません。(彼はギリシャ人に敗北しました。)
しかしモルデカイは、最初から (エステル2:21-23) 最後まで (エステル10:1-3)
王を助けました。その理由は、エレミヤ(#19)によって何十年も前に与えられ
た指示の中に見られます。捕囚の民は、連れられた地で「その町の平安を求め
その町のために主に祈れ」(エレ29:7)、と命じられました。ダニエル(#35)もま
た、同じ理由で異教の王に忠実に仕えました。 

 
なぜエステル記の最後の章にモルデカイが出ているのですか？ 
モルデカイの偉大さは、エステル書の最後の章に、はっきりと現わされていま
す。10章はただの３節だけですが、エステル女王 (9:29, 31)ではなく、彼は  
「クセルクセス王の次の位」にあったと記されています。エステルとモルデカ
イは、主に仕える敬虔なチームで、時にはユダヤ人に関する事について、手紙
や法令なども、共に書きました (エステル9:20, 26)。モルデカイは、全ての事
において、第二の位にある者でした。 

 
なぜモルデカイは高められ、ハマンは死刑になったのですか？ 
クセルクセス王がそうしたのには、十分な理由があったからでした (エステル
6:2-3; 7:8; 9:4; 10:3)。しかし背後にあった大きな理由は、主がご自身の民を
守られた、という事です。ハマンの妻さえもほとんどその事を認めていました 
(エステル6:13)。 



#47 ノア         59 
 
なぜノアは良く知られているのですか？ 
おそらく一番の理由は、子どもたちが動物の出てくる話が好きだから、という
事でしょう。しかしそれで、創世記６章から９章までの話が、ただの動物が出
てきて可愛い話で終わってしまい、神様の裁きの正しい理解と適用がなされな
い可能性があります。新約聖書には、この話と将来の裁きの深い関係が示され
ています (マタイ24:37-44; 2ペテロ3:3-7)。 
 
なぜノアは論争の的になるのですか？ 
６章８節「ノアは主の心にかなっていた。」(欄外直訳:『主の目に恵みを見出
した』)という事が何を意味しているかについて、よく議論がなされます。これ
は、ノア自身のことに関係なく、主が彼を選んだ、という事ですか？次の９節
には「ノアは正しい人で...全き人であった」とあります。この議論を突き詰め
るのではなく、ノアの話全体を一つとして読み、主の教えを思い巡らす方が良
い事でしょう。 
 
なぜ大洪水は論争の的になるのですか？ 
ある人たちは、洪水は全世界規模だったのではなく、一部の地域にだけ起こっ
たのだと主張します。しかし、もしそうなら、なぜ神様はノア（と動物たち）
とその家族をどこか安全な地域に移さなかったのでしょう？またそうであった
ら、ノアも非常に大きな箱舟を、何年もかけて造る必要はなかったでしょう。
また、洪水が地学に与えた影響についても議論があります。ほとんどの石油や
石炭、また化石はノアの洪水から来たのですか？ほとんどの保守的な学者たち
は、そう考えます。 
 
なぜノアのランキングは低いのですか？ 
ノアは有名です。また、イザヤや (イザ54:9)エゼキエル (エゼ14:14, 20)、ペ
テロ (1ペテ3:20, 2ペテ2:5)、ヘブル書の著者 (ヘブル11:7)、そしてイエス様
も (ルカ17:26-30)、ノアの重要性を示しています。しかしそのノアよりも良く
知られていない人たちが、このランキングでノアよりも高い位置にいることが
あります。その中心の理由は、ノアが旧約聖書の中であまり言及されていない
事、そして新約においては、パウロが彼の事をほとんど言及していない事があ
げられるでしょう。  
 
なぜノアの事は聖書の中に少ししか出て来ないのですか？  
創世記と聖書のほとんどの箇所は、ノアよりもアブラハム(#7)、イサク(#14)、
ヤコブ(#6)を強調しています。救いはユダヤ人のメシヤ、主イエスから来るか
らです (ヨハネ4:22)。ですからモーセ(#3)やパウロ(#10)は、ノアよりもアブ
ラハム (ローマ4:1-3)とその家系について多く書いているのです。



#48 
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ギデオン         58 
 
なぜギデオンは、ヘブル11章に出ているのですか？ 
いくつかの失敗はありましたが、ギデオンは、旧約の信仰のヒーローの一人で
す。ヘブル11:32に彼の名前が出ている事は、彼は最初主に従う事をためらい
ましたが (士師6:12-28, 36-40)、その後の彼のした事は、疑いもなく信仰を持
って行った事を現わしています。  
 
なぜ神様は、ギデオンの軍が多すぎると言われたのですか？  
神様は、ギデオンの２万２千人の兵を300人にまで減らしました。それは人々
が、主ではなく、自分の力でミディアン人を負かした、と言わないようにする
ためでした (士師7:2)。 
 
なぜ士師記の中でギデオンだけがこのリストにいるのですか？ 
サムソン(#57)はもう少しでこのリストに入るところでした。彼はまた、ギデ
オンと一緒にヘブル11:32にも出ています。彼も重要な人物でした。しかし残
念ながら、サムソンもギデオンも良い家庭を持っていませんでした。サムソン
は２人のペリシテ人の女性を愛しましたが、後で裏切られました。またギデオ
ンには、多くの妻と側女がいました (士師8:30-31)。  
 
なぜギデオンは多くの女性と結婚したのですか？  
ギデオンの前に活躍していた士師たちは、多くの妻を持っていませんでした。
ギデオンの力は大きくなり、人々は彼に王になって欲しいと思うほどでした  
(士師8:22)。彼はそれを退けましたが (士師8:23)、多くの妻や側女をもって、
王のように振る舞いました。 
 
なぜアビメレクは、ギデオンの70人の息子たちのほとんどを殺した
のですか？ 
一夫多妻制は、しばしば権力争いの原因になるものです。アビメレクもそうで
した。彼はギデオンの側女の一人の子で、王になるために、ギデオンの他の子
たち70人を殺したのです (士師9:1-6)。彼は３年の間王でしたが、その後一人
の女に重い石を投げられて、殺されました (士師9:52-54)。  
 
なぜ主はギデオンの家を裁かれたのですか？  
主な理由は、一夫多妻と偶像崇拝の罪でした。ミディアン人から分捕った金の
耳輪でエポデを作りましたが、それは傲慢のシンボルとなり、ほとんど偶像の
ように扱われました (士師8:24-27)。ギデオンの時代に、イスラエルが経験し
た勝利と平和は、神様によってもたらされたものでした。ギデオン自身による
ものではありません。  
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ラケル        　　　　58 
 
なぜラケルは重要なのですか？ 
リストにあげられている人物は、皆ある意味で重要です。しかしラケルは、彼
女の夫ヤコブ（後にイスラエル）の故に特に重要です。このリストにはヤコブ
の父(#14)、彼の義父(40)、彼の兄(#25)、２人の息子(#11,#50)、そしてもち
ろん、彼の妻の一人であるラケルが含まれています。ラケルの２人の息子たち
がこのリストにいる事も興味深い事です。しかしヤコブの他の息子は含まれて
いません。ですからラケルは、その息子たちの事ででも、重要だと言えます。 
 
なぜラケルは、レアよりもずっとランキングが高いのですか？ 
ラケルもレアも、ヤコブ(#6)と結婚しました。しかしラケルの方がずっと多く
言及されています。その理由の大きな部分は、２人のうちで美しかったラケル
が、ヤコブが最初に会い (創世29:6-12)、愛した女性 (創世29:17-18)であった
事でしょう。残念ながらラケルについては、悪い事もあり、その事も言及され
ています。父親の偶像を盗んだ事 (創世31:30-35)や、産後に死んだ事などです
(創世35:16-20)。ラケルはランキングでは上ですが、レアの方が良い人だった
かもしれません。 
 
なぜラケルはラバンの偶像を盗んだのですか？ 
ラケルもレアも、父親を財産のことで恨んでいたようです (創世31:14-16)。し
かし、なぜラケルがラバンの偶像を盗んだかは、はっきりとは書かれていませ
ん。もしかしたら、彼女はそれらを拝んでいたのかもしれないし、その偶像が
金か銀で作られていたからかもしれません (コロ3:1参照)。それらは高価なもの
だったでしょう。  
 
なぜラケルは若くして死んだのですか？ 
彼女は、２番目の息子ベンジャミンが産まれた時に死にました。彼女の死につ
いては、ただ難産だったとしか記されていません (創世35:17)。神様が、彼女
の偶像崇拝や貪欲のために裁かれたとは、どこにも書いてありませんが、もし
かしたら、そのような事であったのかもしれません。  
 
彼女の死の原因について推測する事は、あまり良くないでしょう。聖書箇所が
強調しているのは、ヤコブの大きな悲しみです。ベツレヘムの近くで、彼はラ
ケルの墓の上に石の柱を立てて、それを表わしています (創世35:20, マタイ
2:18)。



#50　 
 
  

ベニヤミン        58* 
 
なぜヤコブは、ベニヤミンをそれほど愛したのですか？ 
彼はヤコブの一番末の息子、それも一番愛した妻ラケル(#48)の息子でした。
ラケルは、彼の出産の時に死にました (創世35:18)。さらに、ラケルのもう一
人の息子のヨセフ(#11)は、野生の動物に殺されたと思われていました。それ
でベニヤミンは、ヤコブとラケルの唯一の息子になっていたのです。  
 
なぜ他の兄たちにも、ベニヤミンは特別だったのですか？ 
ヤコブの他の息子たちもまた、常にベニヤミンを守るようにしていました。そ
こには、ヨセフを外国人に売り渡した事への罪悪感があったのは、疑いのない
事です (創世42:18-22; 44:18-34)。  
 
なぜベニヤミンはユダよりもランキングが高いのですか？ 
ダビデ(#2)が、ベニヤミンの家系ではなく、ユダの家系から来たので、私たち
は当然ユダの方がランキングが高いと思ってしまいます。確かに、ユダは部族
として多く言及されていますが、ベニヤミンはユダ(#69)個人よりも、はるか
に多く言及されています。それはベニヤミンが、創世記の最後の章で、ヤコブ
(#6)の愛する息子として大きな役割を果たしているからです。 
 
ベニヤミンは何をしたのですか？ 
ヨセフの実の弟として、またヨセフを裏切らなかった者として、ベニヤミンは
特別でしたが、率直に言って、私たちが知る限りにおいては、ベニヤミンはあ
まり多くの事をしませんでした。創世記35:16-18と42:4-45:22の中には、他
の人たちが彼に対して、また彼のために何をしたかが、主に記されています。
彼の行動が唯一書かれているのは創世記45:14で、彼はヨセフの首を抱いて泣
いた、とあります。それでベニヤミンは、ヨハネと少し似ている、と言えるで
しょう。ヨハネは「イエスが愛しておられる弟子」でした (ヨハネ13:23)。 
 
なぜベニヤミンは、実際よりも若いと思われるのですか？ 
彼は多くの場合、「その子」とか「あの子」と呼ばれています (創世43:8; 
44:22, 30, 31, 32, 33, 34)。彼は12人兄弟の一番末だったからです。しかしヤ
コブの家族がエジプトに移住した時は、ベニヤミンはすでに結婚していて、10
人の息子を持っていました (創世46:21)。彼は小さな子どもではありませんで
した！
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なぜイザヤは、ヒゼキヤ王と深い関わりがあったのですか？ 
イザヤは何人かの王たちと関わりました (イザ1:1)。アハズ王とも割合関わり合
いましたが (イザ7:1-17)、他のどの王たちの事よりも、彼はヒゼキヤ王(#17)
の事を書いています。36章から39章までには32回もその名前が出ています。
これらの章は、イザヤ書の歴史的な部分だと理解されていますが、エルサレム
がアッシリアに包囲されている時、イザヤは御言葉をもってヒゼキヤ王を励ま
しました。この事は、第２列王記19章と第２歴代誌32章にも書かれています。 

 
なぜイザヤは、このリストの中で最もバランスのとれた人の一人と
言えるのですか？ 
イエス様(#1)を除いて、このリストにあげられている人々は、当然ながら旧約
か新約のどちらかの時代に生きた人です。しかし、ダビデ(#2)やモーセ(#3)、
アブラハム(#7)のような旧約の何人かの人々は、新約聖書にもしばしば言及さ
れています。  
 
イザヤは、興味深い事に、旧約の預言者でありながら、彼の名前が言及されて
いる箇所全体の42％は、新約聖書の中です。マタイには６回 (3:3; 4:14; 8:17; 
12:17; 13:14; 15:7)、ヨハネには４回 (1:23; 12:38, 39, 41)、そしてローマ書
に５回 (9:27, 29; 10:16, 20; 15:12)などです。  
 
なぜピリポは、エチオピアの宦官にイザヤ53章について話したので
すか？ 
ピリポがエチオピアの宦官に会った時、彼はすでにイザヤ書のその箇所を読ん
でいました (使徒8:26-29)。ですから当時の人々はすでにそれを読んでいて、
その意味について思いを巡らしていた事がわかります。イザヤ52:13-53:12の
箇所に興味があったのは、教会のクリスチャンだけではありませんでした。  
 
なぜこのリストはイザヤ(#51)の先も続いているのですか？ 
このリストは55人ではなく、ベンジャミンまでのトップ50としても良かったか
もしれません。しかし、多くの人はイザヤ(#51)やマリア(#52)、またアダム
(#53)にも興味があるでしょう。ベンジャミンで終われば、これらの人々が見
落とされてしまいます。 
 
＊イザヤ書の中にはイエス様誕生の預言がたくさんあります。いくつ知ってい 
　ますか？あげて、味わいましょう。 
　　



#52　 
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なぜマリアは、新約の女性の中で一番ランキングが高いのですか？ 
明らかな理由は、彼女がイエス様の母だったからでしょう。イエス様はマリア
よりもずっと出ている頻度が高いですが (イエス様は５千回以上、マリアは57
回ほど)、それでも彼女の名は新約の女性たちの中で一番多く、また他をずっと
引き離して出ています。２番目に多く出ているマグダラのマリアはただの16回
だけで、全体的には173位です。 
 
なぜマリアの名前は19回しか出ていないのですか？  
彼女はその名前で出ているよりも、イエスの母として出ている方が多いです
(24回)。彼女の名前が最初に出てくるのは、マタイ1:16-20で、イエスの母と
してはマタイ2:13-14に最初に出てきます。そこから分かる事は、強調されて
いる事は彼女自身というよりも、主イエスの母としての重要さです。もちろん
彼女自身も重要ですが。  
 
マリアはまた、単に女としても言及されています。ヨハネ2:4; 19:26, ガラテ
ヤ4:4  (創世3:15参照)を見て下さい。また、マタイ1:23, ルカ1:27  (イザ7:14
参照)には処女として言及されています。 
 
ヨハネ2:4で、イエス様のマリアに対する応答は冷たいように見え
ます。なぜですか？ 
イエス様は無礼だったのではありません。その応答は、イエス様が、神様から
の権威を持っておられた事を示しています。マリアには、それはありませんで
した。しかしマリヤは、イエス様のその権威を認めていたので、給仕の者たち
に、イエス様の指示に従うようにと話しました (ヨハネ2:5)。イエス様はその時
水をぶどう酒に変えましたが、それはマリアがそのように願ったからではあり
ませんでした。 
 
マリアのランキングに、なぜ驚く人が多いのですか？  
第一の理由は、ルカ1~2章とマタイ1~2章のクリスマスストーリーがあまりにも
有名な事と、クリスマスしか教会に行かない、多くの自称クリスチャンがいる
からでしょう。第二の理由は、カトリック教会が、聖書の記述以上にマリアを
強調し、崇めているからです。第三の事は、多くのクリスチャンが、旧約聖書
を十分に読んでいないから、と言うことができるかもしれません。マリア(#52)
は新約聖書では一番多く言及されている女性ですが、聖書全体を見る時、サラ
(#37)は、マリアをはるかに上回って言及されています。 
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なぜ、アダムのランキングはそんなに低いのですか？ 
それには３つの大きな理由があります。一つは、アダムが創世記の最初の部分
に多く登場している事です。最初の５章に、最初の人であるアダムが出ていま
すが、５章５節以降には、ほとんど言及されていません (申命4:32; 32:8)。第
二に、アダムは旧約聖書の他の箇所にはあまり出ていないからです (1歴代1:1, 
ヨブ20:4; 31:33)。第三に、「人 (=アダム)の子」 などが言及されている43の
箇所は数えられていないからです (創世11:5, 詩篇90:3, 箴言8:31, 伝道3:18, 
etc.)。もし新約に言及されている16の箇所がなければ、アダムはトップ55の
リストには入っていませんでした。 
 
なぜ、エバはトップ55のリストに入っていないのですか？ 
聖書の中で、女性が言及されている箇所は、男性のそれよりも少ないです。例
えば、サラ(#37)の出ているのはアブラハム(#7)よりも少ないです。しかしこれ
は、女性に対する偏見ではありません。男性の方がより多くの責任を負ってい
るからです。  
 
人間の堕落の事に関して、エバよりもアダムの方に責任がありました。エバは
だまされましたが (創世3:13)、アダムはそうではありませんでした (1テモテ
2:14)。アダムは、そうと知りながら、妻と一緒に行動したのです (創世3:6, 
17)。それでパウロは、アダムについて多くを書きました。 
 
なぜアダムが新約聖書に多く言及されているのですか？ 
新約聖書の３つの章で、アダムがかなり言及されています。ローマ５章 (5:12, 
14, 15, 17)、１コリント15章 (15:22, 45, 47)、そして１テモテ２章 (2:13, 
14)です。死はアダムから来ましたが、いのちはイエス様から与えられます (ロ
ーマ5:12-17; 1コリ15:45)。 
 
アダムの直接の言及からは離れますが、イエス様はニコデモに、上から、聖霊
によって新しく生まれなければならない、と言われました (ヨハネ3:3-8)。アダ
ムが罪を犯した時、人は霊的に死んだものとなりました。そして彼の全ての子
孫もまた、彼と同じ状態になったのです。この世に生まれたものは皆、霊的に
死産だったと言えるかもしれません。霊的に死んだものだったのです。それで
新生が必要になりました (創世5:3)。キリストにある信仰と聖霊によって新しく
生まれるまで、人間には、自分でも、また他の何ものでも埋めることのできな
い、大きな空虚の部分があるのです。 
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なぜハマンは、モルデカイや、全てのユダヤ人を殺したかったので
すか？ 
その背景には、ハマンの民族アマレク人とイスラエルが、常に敵対していたと
いう長い歴史がありました (出エジ17:8-16)。そのためモルデカイは、アマレ
ク王の子孫であるアガグ人ハマン (1サム15:1-33; エステル3:1-6)に敬意を払う
事を拒みました。ハマンはそれに反発し、モルデカイを殺そうと試みました  
(エステル5:9-14)。 

 
ハマンはあの高い絞首台を、どのように一夜にして立てることがで
きたのですか？ 
その絞首台は50キュビトの高さでしたが (約22m)、どうにかしてそれは一夜で
立てられました (エステル5:14)。おそらくそれは土台のしっかりした絞首台で
はなく、ロープで支えられた、単純な柱だけだったのでしょう。しかしそのデ
ザインはどうであれ、ハマンは、富も権威もある高い地位にいたので、必要な
部材や職人を集めるのは難しい事ではなかったでしょう。ここで注目したい事
は、その絞首台は、結果的にモルデカイではなく、ハマンの死刑のために使わ
れたという事です (エステル7:9-10)。 

 
なぜハマンの計画は失敗したのですか？  
表面的な理由は、クセルクセス王(#19)がある夜眠れなかったからです。それ
で年代記を読み、モルデカイについての記録に目を留めたのです (エステル6:1-
11)。しかし真実は、神様がその背後に働かれておられ、ユダヤ人を嫌ってい
たハマンと、その他の者たちを裁かれた、ということです (エステル9:1, 5)。 

 
ハマンと将来の反キリストはどのように似ていますか？  
この２人の大きく似ている事は、ユダヤ人に対する嫌悪感、敵対心で、それに
よってユダヤ人を殺そうとする事です。そのユダヤ人に対する敵対心と、彼ら
を殺そうとする反キリスト(#55)の事は、ダニエル9:26-27と黙示録12:1-17に
預言されています。(次のページを見て下さい。)
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なぜ、この将来の名前もない支配者がリストにあるのですか？ 
理由は簡単です。私たちに、この者の名前はわかりませんが、聖書の中には彼
についての預言がたくさん書かれているので、私たちは彼の事について知るこ
とができます。彼の事は聖書の中で約53回言及されています。黙示録とダニエ
ル書がその中心の書です。最初に言及されているのはダニエル７章で、そこで
は「角」として出ています (ダニ7:8, 11, 20, 21, 24)。そして最後に出てくる
のは、黙示録19章と20章に「獣」としてです (黙示19:19, 20; 20:4, 10)。 
 
なぜ彼の言及されている箇所の数は不確かなのですか？  
ダニエルは、将来立てられる様々な支配者たちについて預言しました。アレク
サンダー大王 (ダニ11:3)、シリアの支配者アンティオカス４世 (ダニ11:21)な
どです。それで、時にダニエルが反キリストの事を指しているのか、それとも
他の誰かを指しているのかを判断するのは難しいです。  
 
黙示録の中で、33回の「獣」の言及ははっきりしています。ある人々は、その
獣は初代教会を迫害したローマの支配者の事だと、間違った理解をしています
が。将来の反キリストの到来を否定する事は、サタンの存在を否定する事と同
じです。サタンも反キリストも、実際のもので、彼らは共に働きます (黙示
13:2-4)。 
 
なぜ反キリストには番号があるのですか？ 
彼は傲慢で (ダニ7:20; 11:36)奇跡を行う力があり (2テサ2:9)、多くの人々に
神として崇められますが (黙示13:4; 14:11; 16:2)、反キリストの番号は、彼が
ただの人間にすぎない事を示しています (黙示13:18)。  
 
神様と違って、人間は数えられる存在です。反キリストの番号 666は、おそら
く、彼が完全からは３倍もほど遠い事を示しているのでしょう。さらに彼が番
号を持っている事は、反キリストが全ての人間に番号をつける番号制度を用い
て、人間を把握し支配するようになる、という仮説を裏付けているのかもしれ
ません。 

 
なぜ多くの者が彼を信じ、礼拝するのですか？  
彼が作り出す偽りの平和 (エゼ38:10-13; 黙示6:1-3)と人を惑わす奇跡は、多く
の人々を惑わして、彼を礼拝するものとします (2テサ2:8-9)。しかしそれは、
多くの者が、真のメシヤを拒むからです (2テサ2:10-12)。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


