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この手紙を公開するにあたって 

 

１９９８年6月、作家津山知恵さんは、『奇跡の人・イエスキリスト』という書物

を三一書房から出版されました。 

その書物の目次は、以下の通りです。 

第１部 神は地の人（アブラハム）に現れた 

第２部 神はみ子イエスを地に派遣する 

第３部 神はみ子イエスに力を与えられる 

第４部 神はキリストを与えた 

第５部 神は贖いを備えられた 

第６部 神はイエスを復活させる 

第７部 神は預言を成就する 

 

この書物を読まれた中澤啓介牧師は、その内容に多くの疑義を見出し、この資料

にあるようなお手紙を津山さん宛てに直接お送りしました。残念ながらその手紙

に対するお返事はいただけませんでした。 

中澤牧師はその後再三にわたって津山さん宛てにお返事をいただきたいとお手

紙を差し上げ続けましたが、お返事は一切ありませんでした。中澤牧師が送った

手紙が氏のもとに戻ってくることはなかったので、津山さんにそれらの手紙が届

いていたことは間違いありません。 

むろん作家にとって、読者の質問にいちいち答えなければならないとしたら作家

家業など成り立たないことでしょう。一般的に言って、作家は読者の質問に対し

て返信の義務はありません。しかし中澤牧師の質問は、津山さんがこの書物にお

いて大切にし、それこそ訴えたいメッセージに関わりのあるものばかりです。や

はり誠実にお答えすべきではないでしょうか。 

作家は何を書くのも自由です。しかし書いた内容に責任を負うべきこともまた大

切なことです。 

 

上記のような背景と考えから、読者の皆様にぜひものみの塔の信仰が描くキリス

ト像について考えていただきたいと願い、ここに中澤牧師の津山さん宛に書かれ

た手紙を公開いたします。 

 

JWTC事務局 
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前  略 

初めてお便りさせていただきます。 

私は、大野キリスト教会の牧師、中澤啓介と申します。 

 

 実は、私の方は、津山さんのお書きになった『戦争と聖書』、『解放された教

育』、『キリシタン拷問史』、『織田信長と高山右近』などのご本を読ませてい

ただいたことがございますので、著者である津山さんには親しみを感じさせてい

ただいておりますが、津山さんにとっては見ず知らずのキリスト教の牧師からの

お手紙ということですので、びっくりされたのではないかと思います。突然のお

便り、お許しください。 

 

 先日、私は、友人から、今年春に津山さんが三一書房から出版されました『イ

エス・キリスト、奇跡の人』という書物を贈っていただきました。友人は、津山

さんがその書物で述べておられる聖書の解釈がそれまでご自分で学んでこられ

たものとあまりに違うのでショックを受けたようです。そして、津山さんの解説

をそのまま受け取ってよいものかどうか、正確なコメントがほしい、ということ

でした。 

 

早速、私も読ませていただきました。 

まず、津山さんのご本から、賛成できるかどうかは別にして、たくさんのことを

教えていただきました。記述されている文章の背景にあると思われる歴史的な文

献や研究書などを想像しながら、あるいは、ここは作家としての洞察であろうか、

などと思いを巡らしながら、楽しく読ませていただきました。ありがとうござい

ます。 

 

 これだけの書物をまとめあげるためには、大変多くのご労が注がれたものと、

ご推察いたします。 

 

 私は、常々、キリストというお方の生涯を描くことは大変なことだと思ってま

いりました。イエス・キリストは、それぞれの方々に、いろいろな意味を与えて

おられます。その点で、キリストに比することのできるお方はいないでしょう。

それだけに、イエス・キリストのご生涯を描こうとする方は多いでしょうし、イ

エスの歩みに対してはさまざまな解釈が生じるのは、当然のことと思っておりま

す。そのような観点から、「キリストの生涯」を描いた書物が数多く世に出回る

ことは喜ぶべきことではないかと考えてきました。そのような意味で、津山さん

が受け止めているキリストを、津山さんの言葉でお書きくださったことに敬意を

表したいと思っております。 

 

 特に、津山さんは、聖書に忠実なイエス・キリストのご生涯を描こうと意図さ

れましたこと、大変うれしく思いました。私も、聖書と聖書の神、そしてイエス・

キリストに対し、この40年間、同じような姿勢を貫いて生きてきた者でございま

す。このお手紙で質問させていただきます事柄について、現時点では意見の違い
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があるかも知れませんが、津山さんも私も、聖書に対して同じ理解をもっていま

すので、対話は十分可能であると確信しております。 

 特に、津山さんが「聖書はまず自分で調べてみるべきものなのである」（18頁）

とか、「私的な憶測や推論」を避けることや、「推論は人間的な考えではなく、

聖書によるものでなければならない」と述べていますことに、私自身も百パーセ

ント賛成です。このような発言にとても勇気づけられました。宗教的な立場やさ

まざまな学説に振り回されて、自分の目と自分の頭でほんとうに聖書を読んでい

る人は以外に多くはないのでしょうね。津山さんが書いておられるような姿勢で

聖書を読んでくださる方々、作家やジャーナリスト、研究者たちが一人でも多く

起こされますようにと、心から願っております。 

 

 さて、ご本を読ませていただきまして、私も、たくさんの疑問をもちました。

しかも、その多くは、枝葉末節なことではなく、津山さんがお書きになったご本

の中で、読者の方々に訴えたいと願っている中心的なことがらであるようにも感

じました。著者にとって、付随的な、どうでもよいような事柄でしたら、見過ご

してもかまわないと思いましたが、私が抱きました疑問は、著者である津山さん

にとっても、これまですばらしい書物を多数出版されてこられた三一書房さんに

とっても無視してはいけない問題ではないかと思いました。 

 

 しかも、40年以上聖書を読み続けてきた私自身にとっても、決して小さな問題

ではなく、起こってきました疑問を質問しないことは人間として不誠実なことで

はないか、と思わされるようになりました。 

そして、いろいろ考えましたが、まずは、私の疑問を著者に率直に質問させてい

ただくのが一番よいのではないか、と考えました。むろん、出版社にとっても、

大切な責任があると思いますので、そのコピーをお送りさせていただくことにし

ました。 

 

 私の読解力が不足しているため、あるいは、知識不足の故に、津山さんの記述

を誤解したり、曲解したりしていることがありましたら、寛大な心でお受け止め

ください。津山さんにとっては、見ず知らずのはじめての者であり、このような

ぶしつけなお手紙を差し上げることは、まことに失礼なこととは重々承知してお

ります。しかし、もし、私が著者の立場であれば、率直に質問していただくのが

一番よいと思いましたので、ペンをとらせていただいた次第です。 

 

細かな質問はできるだけカットしました。それでも、質問はかなり大部のものと

なってしまいました。お読みいただければ分かると思いますが、ここに書きまし

た質問は、キリスト教の牧師の立場からの質問ではございません。あくまでも、

聖書をそのまま読んでいる一人の人間としての質問です。また、聖書を学問的に

研究した結果起こってくるペダンティックなものではありません。ごくごく普通

の人が、津山さんのご本を参照しながら聖書を読んだときに起こってくる疑問に

限らせていただきました。中には、専門的な事柄にふれざるをえなくなってし

まったこともありますが、質問の多くは、簡単にお答えになることができると思

います。 
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 それにしても、お忙しい津山さんに、大変なお時間を取らせてしまうことにな

りますこと、申し訳けなく思っております。お許しください。お返事を書いてい

ただくのは大変な手間になりますので、直接お会いした方がよいのではないかと

も思い、来月、岡山、四国、九州に行く機会に、広島の方に伺うスケジュールを

組もうともしましたが、今回はどうしても無理のようです。もし、時間的な理由

でお返事をいただくのが無理でしたら、そのようにおっしゃってください。でき

るだけ近いうちに、お尋ねできるよう、私のスケジュールを調節し、お伺いさせ

ていただきます。場所は、どのようなところでも結構です。ご指定くだされば、

そこまで出向いてまいります。どのような形でお会いすることでも、結構でござ

います。津山さんにできるだけ煩わせない方法でお返事いただければと願ってお

ります。 

秋の長雨も、やっとひと段落しているようです。紅葉のすばらしい秋が楽しめる

とよいですね。 

 

 お体にはくれぐれも気をつけ、今後とも、すばらしい執筆活動を続けてくださ

い。津山さんの書物を通して多くの方々が生きる希望を与えられ、作家としての

すばらしい使命をはたし続けられますようにと、心よりお祈りさせていただきま

す。 

 

では、お返事お待ちしています。 

 

                   1998年11月1日      

『イエス・キリスト、奇跡の人』の一読者      

中澤啓介 

相模原市相模大野６－６－８           電話、042-748-0644 
  

追  伸 

実は、津山さんのご住所が分かりませんでしたので、9月15日付で、三一書房に、

津山さん宛てのお手紙と『十字架か、杭か』という書物の原稿をお送りさせてい

ただきました。その後、三一書房さんからは何の連絡も受けておりませんが、そ

のお手紙は、津山さんの方には届いておりますでしょうか。届いておりましたら、

ご一報いただければうれしく思います。 

 最近、私の友人から、津山さんのご住所を教えていただきましたので、直接お

手紙をさせていただくことができました。感謝でございます。 

 

以下の質問は、津山さんのご本『イエス・キリスト、奇跡の人』を読ませていた

だき、起こってきましたものでございます。多岐にわたっておりますが、どのよ

うな形であれ、お答えいただければうれしく思っております。 
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Ⅰ．新世界訳聖書を選択されたことについて 

この度出版された津山さんのご本の最大の特色は、新世界訳聖書を基にして、キ

リストのご生涯を書いていることにあると思います。この点に関し、津山さんは、

ご本の最後に「聖書の選択について」という解説をわざわざ掲載され、新世界訳

聖書をお選びになった理由を説明しています。 

 

 その解説によれば、津山さんは、たった一つのこと「神のみ名を使っているか

いないか」を判断基準にして新世界訳聖書を選択しています。はたして、そのよ

うな判断基準で翻訳聖書を選択してよいものでしょうか。 

 

 私自身は、「神のみ名を使っているかどうか」ということを聖書の判断基準に

することは間違っていると思います。その理由は、まず、新約聖書の原典におい

ては、四文字語も、エホバということばも存在しなかった、ということにありま

す。現在、新約聖書に関しては、5,000以上のギリシャ語の写本が、そして6,000
以上の古代語に翻訳された写本が存在します。それらの写本のどれ一つをとって

も四文字語、あるいはエホバ（ヤーウェあるいはヤハウェでも同じこと）という

神名は出てきません。 

 

 ところが、新世界訳聖書の翻訳委員会は、独特の考えをもっていて、新約聖書

の237箇所において、ギリシャ語キュリオス（ある箇所はギリシャ語セオス）をエ

ホバと読み変え、翻訳してしまったのです。一つの写本によっても支持されてい

ないことがらを「聖書選択の基準」にするのは、おかしいことは言うまでもあり

ません。 

 

 ところで、新約聖書の著者たちは、新約聖書を執筆するにあたり、七十人訳ギ

リシャ語旧約聖書を用いましたが（新約聖書のある書物はヘブライ語のテキスト

を直訳したり、あるいはかなり意訳をしている場合もあります）、そのギリシャ

語訳旧約聖書においては、ヘブライ語の四文字語はギリシャ語のキュリオス（主）

に翻訳されていました。弟子たちが使用した七十人訳ギリシャ語旧約聖書の中に

四文字語が存在したかどうかは、十分に論議されるべきです。最古の写本の中に

は、四文字語が残されているものもあります。また、ギリシャ語に音訳されてい

るものもあり、キュリオスと訳されているものもあります。これらの状況を総合

的に考慮して、七十人訳ギリシャ語旧約聖書の現代の研究者たちは、四文字語は

キュリオスと訳されていたと結論づけています（この問題については、拙著『エ

ホバのみ名の対話シリーズ』を見ていただきたいと思います。次にお手紙を差し

上げるときに、お送りさせていただきます）。 

 

 以上の二つの理由から、エホバという神名が出てくることを聖書選択の基準に

するのは正しいとは思えません。津山さんは、私の見解に対してどのように反論

されるでしょうか。 

言うまでもなく、どのような翻訳聖書に基づいてキリストの生涯を描くかは、き

わめて重要なことです。読者の多くは、聖書そのものに当たることは少ないで

しょう。通常は、引用されている聖書本文からキリストの生涯を理解しようとし
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ますので、採用された翻訳聖書の訳文がその書物の読者に多大の影響を与えるこ

とは必須です。 

 

 むろん、どのような翻訳聖書を用いるかは、著者にとってまったく自由です。

津山さんご自身が何らかの理由で新世界訳を一番よい日本語の翻訳聖書である

と確信されているのであれば、新世界訳聖書をお使いになることは何ら差し支え

ありません。しかし、津山さんが述べている「聖書選択の基準」は、学問的には

納得できるものではありません。 

 

 私自身は、日本語に翻訳された聖書を選択するにあたっては、少なくとも、次

の４つの判断基準をもっているべきだと考えております。津山さんは、このよう

な私の考えに対して、どのようにレスポンスされるでしょうか。 

 

第一に、翻訳のために用いられるギリシャ語およびヘブライ語のテキストは最新

の本文批評学によって確定されたものでなければならない。 

第二に、原語の意味が正確にとらえられ、聖書記者の執筆意図に沿って、原典に

忠実に翻訳されていなければならない。 

第三に、翻訳者の主観的考え、教義、解釈などは翻訳文に混入されてはならない。 

第四に、分かりやすく、的確な日本語で表現されていなければならない。 

 

 以上のような判断基準に従えば、新世界訳聖書を推薦できないことは明白で

す。以下、もう少し、詳しく説明してまいりましょう。 

 

まず、翻訳の定本になるテキストについてです。新世界訳聖書翻訳委員会が旧約

聖書の翻訳の定本として用いたテキストは、「ビブリア・ヘブライカ・シュトゥッ

トガルテンシア」1977年版です（『参照資料付き聖書』、6頁）。津山さんのご本

は、旧約聖書にはほとんどふれていませんので、新世界訳の旧約部分が、上記の

ヘブライ語テキストにどれほど忠実に訳されているかは、問題にしないことにし

ます。 

 

 では、新約聖書の方はどうでしょうか。新世界訳の新約ギリシャ語テキストは、

『1881年版のウエストコット・ホルトによるギリシャ語テキスト』が定本です（同

書、6頁）。しかし、新約聖書の本文批評学は、この百年間に大きく進歩しており、

現在、どのような翻訳者であっても、ウエストコット・ホルトのギリシャ語テキ

ストを翻訳の定本にすることはありません。新世界訳が、なぜ、最近のギリシャ

語テキストを定本としないで、100年も前のテキストを翻訳しているのかは分か

りませんが、この点だけをとりあげても、新世界訳聖書を一般の人々に推奨する

ことはできないはずです。津山さんは、この点をどのようにお考えになりますか。 

 

第二番目の忠実な翻訳かどうかという点ですが、新世界訳聖書はこの点で山ほど

問題があります。新世界訳の翻訳委員会は、公式に表明している定本にとらわれ

ず、実際には、聖書本文を勝手に変更して翻訳している箇所が無数にあります（こ
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の点こそ、新世界訳が版権の切れている100年前のギリシャ語テキストを定本に

している理由ではないかと、私自身は推測しておりますが、そのことは確認でき

ているわけではありません）。ここでは、津山さんが書物の中で言及されている

聖書箇所からいくつか紹介してみましょう。 

 

例えば、ヨハネ12章45節です。新世界訳聖書は、その箇所を「わたしを遣わした

方を［も］見る」と訳しています（208頁）。あるいは、ヨハネ14章9節を見てく

ださい。そこでは、「わたしを見た者は父を［も］見たのです」と訳されていま

す（238頁）。これらの箇所では、ギリシャ語原文にはない「も」を括弧付きで挿

入しています。なぜでしょうか。新世界訳翻訳委員会は、父とイエスとを区別さ

せ、両者が違う存在であることを強調したかったからです。ところが、ヨハネ福

音書の著者は、イエスと父とを実質的に同一視させるため、工夫した表現をして

いるのです。新世界訳の翻訳は、その微妙なニュアンスを伝えず、むしろ、著者

の言いたいことを完全に無視してしまっているのです。 

 

 もう一つ、別の例をあげてみましょう。津山さんのご本の同じ238頁には、「わ

たしの名によって求めるなら」という聖句が引用されています。その聖句はヨハ

ネ14章14節で、ギリシャ語原文は「わたしの名によってわたしに求めるなら」と

なっており、「わたしに」というギリシャ語「メー」が入っています。新世界訳

聖書の翻訳委員会は、わざわざこの句を削除しました。イエスに祈ることはふさ

わしくないと考え、「わたしに」という句を翻訳しなかったわけです。このよう

に翻訳者の考えを挿入して訳すことは、とても原典に忠実である、とは言えませ

ん。 

第三の点について述べてみます。まず、ヨハネ1章1節を取り上げてみます。新世

界訳は「初めに神がおり言葉は神（God）と共におり、言葉は神（a god）であっ

た」と訳しています（163頁）。しかし、ここで使われている大文字の神と小文字

の神は、両方ともセオスで、キリストは神が同一の本質をもっていることを強調

しています。ところが、新世界訳は、セオスに冠詞がないことから、大文字の神

ではなく、小文字の神にしています（『参照資料付き聖書』、1771頁参照）。む

ろん、そのような議論は、冠詞の働きを誤解していることに基づいています。a 
student であろうと、the studentであろうと、studentに変わりがあるわけではあ

りません。実際、ヨハネ1章において、6節、12節、18節の「神」には冠詞がつい

ておりませんが、それらは神ご自身（大文字の神）を表しています。従って、冠

詞がないという理由で、セオスの中味を小文字の神に変えてしまうのは間違いで

す。従って、その翻訳に影響されて、津山さんが「キリストが神と同一の方と解

することはできない」と解説しているのは、正しくはないのです（164頁）。ヨハ

ネ1章1節については、私は『イエスはどのような神か』という小論を書いたこと

があります。次回にお送りいたしましょう。 

もう一つ例をあげてみましょう。津山さんは、イエスに目を開いていただいた人

が「イエスに敬意を捧げ」たことにふれています（167頁）。津山さんのこの解説

は、新世界訳聖書が、ギリシャ語「プロスキュネオー」を、イエスの場合に限っ

て、「敬意を捧げる」と訳し変えたことを背景にしています。このギリシャ語「プ

ロスキュネオー」が、新約聖書において、一貫して「礼拝する」という意味で使
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われていることは、ペテロがコルネリオに対してプロスキュネオーされることを

拒否したことや（使徒10章25-26節）、み使いがヨハネに対してプロスキュネオー

されることを拒否したこと（黙示録19章10節）から明らかです。ところが、新約

聖書は、イエスに対し、「プロスキュネオー」が繰り返されたことを報じていま

す。それは、イエスが礼拝を受けるにふさわしい方だという前提に立っているか

らです。礼拝は、言うまでもなく、神だけに捧げられるべきものです。ところが、

黙示録5章は、神と同様、イエスへの礼拝を伝えています。このことこそが、新約

聖書のメッセージです。新世界訳の「敬意を表する」という訳語では、そのメッ

セージは伝わりません（新世界訳翻訳委員会の皆さんは困ると考えているわけで

す）。 

 

 最後に、津山さんは、ローマ13章1節を引用して、「『相対的に』という言葉に

よって示されるように」と書いています（214頁）。この「相対的に」という言葉

は、ギリシャ語テキストにはありません。それにもかかわらず、新世界訳聖書は、

括弧でくくってはいません。では、この言葉がなぜ挿入されたのでしょうか。そ

れは、新世界訳聖書の翻訳委員たちが所属する組織において、1920年代からしば

らくの間、ローマ13章1節の「上にある権威」を神とイエスだと勘違いしたことが

あったことに基づきます。そのような誤解を訂正して、本来のローマ皇帝だと主

張するには、何らかの弁明が必要だったのでしょう。そこで、ギリシャ語原文に

はない「相対的に」という言葉を入れて、読者が新しい解釈を受け入れやすくし

たのです。このような背景を基にして、勝手な訳語を挿入している新世界訳を原

典に忠実な翻訳ということはとてもできません。 

最後に、第四番目の問題にふれましょう。 

津山さんは、新世界訳聖書の日本語の表現をどのように評価されていますか。読

み慣れれば、何とか意味を取ることができるとは思いますが、分かりにくさとい

う点では、新世界訳の右に出るものはないのではないか、と思います。この点は、

著述を専門にされている津山さんの方が、ずっとずっと正確に評価されていると

思います。しかも、新世界訳聖書は、今の時代においては信じられないことです

が、英語からの重訳です。日本語訳聖書の中で委員会訳は言うに及ばず、個人訳

であっても、原典から直接に訳していない聖書は、新世界訳だけでしょう。原典

に忠実で、かつ、日本語としての美しさを求めることなど、新世界訳聖書におい

ては、はじめから不可能なことなのです。あるグループの中で、その仲間がある

特殊な目的のために使う聖書としてであるなら、その目的のために有益だと推奨

することはできるでしょう。しかし、津山さんのように一般の読者に、聖書とし

て推薦するようなことはとてもできないのではないでしょうか。 

 

 新世界訳は、逐語訳であることをセールスポイントにしています。しかし、逐

語訳の良さは新世界訳においてはほとんど生かされていません。翻訳の世界にお

いては、逐語訳は、もっとも貧しい訳だと言わねばなりません。津山さんのご本

の中でも、「霊感の表現」（169頁）とか、「強いてとること」（206頁）などと

いった、気になる新世界訳の表現がたくさん出てきます。神の言葉としての聖書、

人類のベストセラーとしての聖書を、正確性、分かりやすさ、美しさ、品位、表
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現力の豊かさ、などといった観点から見た場合、津山さんは新世界訳の翻訳文に

対してどのように評価されているのでしょうか。著述家としての率直なご意見を

お伺いできればと思います。 

 

 最後に、津山さんが新世界訳聖書を引用している方法について、お尋ねしたい

ことがあります。それは、津山さんが、新世界訳聖書に入っている［］を削除し

て引用されていることに関してです。新世界訳の翻訳委員会が、聖書本文を分か

りやすくするためという名目で、原文にない言葉を［］付きで補うことは、翻訳

の世界では慎むべきことだと思います。しかし、それは、津山さんの問題ではあ

りませんので、その問題は、今は、横に置いておきましょう。私が問題にしたい

のは、津山さんがその［］を削除して、新世界訳を引用していることです。これ

は、してはいけないことの上に、さらにしてはいけないことを重ねてしているこ

とになります。［］内の翻訳委員会が補った言葉を、聖書の原典にあった言葉で

あるかのような誤解をさせてしまうことを津山さんはどうしてされたのでしょ

うか。読者が煩雑さを感じないようにとの作家としてのサービス精神からかも知

れませんが、津山さんは、読者に聖書に忠実であるよう求めていますので、その

ようなことは決してしてはいけないことではないでしょうか。普通ですと、新世

界訳の翻訳委員会から抗議を受けるはずなのですが、津山さんの場合にはそのよ

うなことはないのでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ⅱ．エホバの御名に関して 

お手紙を書きながら、私は、私自身の聖書の選択基準を主張しすぎたかのように

思います。津山さんご自身が問題にしています聖書の選択基準に戻ってみましょ

う。それは、神のみ名「エホバ」の問題です。津山さんは、ご本の最後において、

「読者の皆様もそのことについてはご自分で検討されることをお勧めします」と

述べています（334頁）。そこで、津山さんの見解に対する私の疑問を率直に書か

せていただきます。当然、反論がおありだと思います。お聞かせいただければと

思います。 

 

１）津山さんは、新約聖書に237回神のみ名「エホバ」が出てくると述べています

（246頁および331頁）。津山さん、どうしてそのように言うことができるのでしょ

うか。教えてください。先に述べましたように、新約聖書の原典の写本には、そ

の中の一箇所であっても神のみ名が出てくるものはありません。むろん、新世界

訳の翻訳委員会は、ギリシャ語原典にはもともと神のみ名があったのだが、その

後の歴史の中で削除されてしまった、と仮説をたて、もともとあったものを復元

したのだ、と説明するでしょう。しかし、11,000以上ある写本の中には、ただの

一冊も、神のみ名を残しているものはありません。津山さんは、日本の歴史に起

こった出来事について、たくさんのご本を書いておられます。ですから、歴史的

資料の検証方法は誰よりも厳密になさっておられることでしょう。その歴史家の
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目からご覧になれば、『参照資料付き聖書』の1756-58頁にある「キュリオスある

いはセオスをエホバに読み変える」説明は、到底復元作業などと言えるものでは

ないことは明らかです。それなのに、どうして、新約聖書にエホバが237回出てく

ると言われるのでしょうか。理解に苦しみます。 

 

２）津山さんは、「古代ヘブライ語による神のみ名がどのように発音されていた

か分からなくなってしまったとしても」（246頁）とか、「発音は分からなくても」

（332頁）と述べています。しかし、現代の旧約聖書の研究者たちは、異口同音に

「ヤーウェ」あるいは「ヤハウェ」と発音しています。私が知る限り、他の発音

を主張している学者はいません。津山さんは、ご存じなのでしょうか。ご存じな

いと思います。としますと、「ヤーウェ」または「ヤハウェ」と発音することは、

仮説ではなく、定説と言わねばなりません。それにもかかわらず、津山さんは、

「四文字語の発音は分からない」とどうしておっしゃるのでしょうか。では、ど

のような状況になれば、あるいはどのような証拠があれば、「ヤーウェ」あるい

は「ヤハウェ」という発音が確かであるという結論に達する、とお考えになるの

でしょうか。ぜひ知りたいと思います。 

 

３）津山さんは、四文字語は「『なる』という意味の類縁のヘブライ語動詞ハー

ワーに由来し、『彼はならせる』という意味がある」と述べています（54頁）。

また、331頁においては、「ハーワーの変化形」だとしています。ということは、

四文字語は、「ハーワー」という動詞の使役形であると主張していることになり

ます。むろん、そのような理解は、アメリカの考古学者オルブライト教授の見解

に基づいています。そして、それは、四文字語を「ヤーウェ」あるいは「ヤハウェ」

と発音していた、ということなのです。従って、ハーワーのヒーフィル形である

としながら、ヤーウェという発音が確かかどうか分からない、というのは論理的

に矛盾していることになります。津山さんも、このことはお認めになると思いま

す。それならば、どうして四文字語の発音は分からないと言われるのでしょうか。 

 

４）新世界訳の翻訳委員会は、詩篇の中に出てくる「ハレルヤ」というヘブライ

語を「ヤハを賛美せよ」と翻訳しています。また、啓示19章においても、「ヤハ

を賛美せよ」と翻訳しています（1、3、4、6節参照）。「ハレル」は賛美すると

いう意味であり、「ヤ」は神のみ名の省略形です。ということは、翻訳委員会は、

四文字語が「ヤーウェ」あるいは「ヤハウェ」と発音されていたことを認めてい

るということです。津山さんが新世界訳聖書をお選びになった以上、四文字語の

発音は分かりません、と言うのはおかしなことなのです。それとも、津山さんは、

新世界訳の「ヤハをほめよ」という翻訳は間違っている、とでもおっしゃるので

しょうか。 

 

５）津山さんは、「”エホバ”という発音は世界的に最も親しまれてきたみ名」

であるから、それを使うのがよいと言われます（331-32頁）。エホバという発音

は、1270年頃、カトリックの神学者レイモンド・マルティンが、四文字語の子音

字にアドナイの母音記号をつけ、間違って発音した結果生じたものです。という
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ことは「エホバ」という言葉はそれまでには存在しなかったまったく新しい人造

語に他なりません。このような背景をもった発音を、皆が親しんでいる発音であ

るからその発音を使うのがよい、とおっしゃられる津山さん、歴史家としてのセ

ンスはどこにいってしまったのでしょうか。最近は、四文字語の研究が進み、ま

た、エホバと発音された状況が明らかになりましたので、専門的な研究者だけで

はなく、一般の聖書研究者たちもエホバという発音を止め、ヤーウェと発音する

ようになりました。その結果、現在では、ある宗教的なグループを除いて、エホ

バという言葉は使わないようになりました。エホバという発音がこのような状況

にある以上、津山さんは、ジャーナリストとして、エホバではなくヤーウェと発

音するよう推奨すべきではないでしょうか。 

 

６）津山さんは、イエスという名前もヘブライ語ではエホシュアかエシュアであ

るが、イエスでよいと考えるのと同じである、と言われています（332頁）。しか

し、このアナロジイーは不正確です。というのは、ヘブライ語のエホシュア、ギ

リシャ語のイエスース、英語のジーザス、日本語のイエスという発音の違いは、

ある人の名前を違った言語で発音するときに生じているものです。津山さんは、

334頁に、さまざまな言語において、エホバがどのように発音されているかを紹介

しています。そこに見られる相違は、まさに、イエスとエホシュアの間にある相

違です。ところが、問題になっているのは、「エホバ」と発音するか、それとも

「ヤーウェ」かということです。それは外国語間における発音の違いではなく、

一つの国の言葉の中における違いです。エホバという発音が、13世紀につくられ

た人造発音であり、ヤーウェがヘブライ語の研究から判明した発音である、とい

うことです。津山さんのアナロジーがおかしなことはお分かりいただけますか。 

 

７）津山さんは、祭司や貴族がヘレニズムの影響を受けて背教した結果、「四文

字語の発音を禁ずる規則」を導入したと述べています（332頁）。数年前、私は四

文字語が発音されなくなった背景を研究しました。しかし、そのときには、津山

さんがおっしゃっておられることを支持する歴史的資料を見つけることはでき

ませんでした。私が調べて結果をまとめたものを次の機会にお送りしましょう

か？私としては、関連があります資料のほとんどすべてにあたったつもりでした

が、それでも、見落としがあったのでしょうか。私も、ぜひ、祭司や貴族がヘレ

ニズムの影響を受けて背教した結果生じた「四文字語の発音を禁ずる規則」なる

ものを調べたいと思います。津山さんがそのように言明される根拠となっている

資料（歴史的資料でも、研究論文でも結構です）を教えてください。それらの資

料に対する私のコメントをお送りすることをお約束いたします。 

 

８）正統的なユダヤ教徒は、出エジプト記20章7節やレビ記24章11節、16節を根

拠に、四文字語を神聖視しすぎ、神のみ名を発音しなくなったということは事実

です。そのような行動は少々ゆきすぎではないか、と私自身も思わされています。

しかし、そのような場合であっても、ユダヤ人たちが神を恐れ、十戒を厳密に守

ろうとするあまり取った行動であることは間違いありません。津山さんは、その

ような行動を迷信と断じ、それらの聖句はそのような行動をとらせる根拠にはな

らないと断言されていますが（332頁）、そう言い切ってよいものでしょうか。私
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は、ユダヤ教のラビから、2年間、ヘブライ語のタルムードを教えていただきまし

た。そのとき分かったことですが、ユダヤ人たちがもっている神のみ名に対する

聖なる恐れは、想像以上のものでした。迷信などという言葉で片付けることがで

きるようなものではありません。津山さんが接した正統的なユダヤ教徒たちは、

迷信から神の名前を使わなくなったという印象をお与えになったようですが、そ

れは、私には、とても信じ難いことです。津山さんが接した正統的なユダヤ教徒

とはどのようなグループだったのでしょうか。 

 

９）津山さんは、「発音はわからなくても、神のみ名は7,000回近くも文字に残さ

れていたのですから、それを抹消しなければならない理由にはならないのです」

と述べています（332頁）。津山さんは、ここで、四文字語を発音しないことと、

四文字語を抹消することとを混同しているようです。私が知る限り、四文字語の

発音が分からないという理由で、旧約聖書から神のみ名を抹消しようとしている

人はいません。だいたい、聖書から神のみ名を抹消しようと考えている人など、

いるのでしょうか。ユダヤ人たちは四文字語を発音しなくなりましたが、それは

四文字語を大切にした結果であって、抹消しようとしたわけではありません。正

反対です。さらに、四文字語を「主」と訳す人々であっても、神のみ名を抹消し

ようとしているのではなく、四文字語を「イスラエルと契約を結ばれた神のタイ

トル」と認識し、「主」と訳出した七十人訳ギリシャ語旧約聖書を新約聖書の著

者たちが使っていた例に基づいて、旧約聖書の四文字語を主と訳出しているにす

ぎないのです。 

 

10）マタイ22章44節の「主はわたしの主に言われた」という表現が分かりにくい

ことは、津山さんのご指摘の通りだと思います（33頁）。しかし、素直に読むな

ら、はじめの主が神を表わし、後の主がキリストを指すということは推測がつき

ます。「とても分かりにくく聖書の文脈は意味不明なものになる」とまで言うの

は、言いすぎだと思います。ギリシャ語原典のテキストは、両方ともキュリオス

となっているのですから、分かりやすくするためとはいえ、はじめの主をエホバ

に訳し変えてはいけません。両者とも原文に忠実に「主」と訳し、はじめの主が

神を指し、二番目の主がキリストを指す、と解説する方が翻訳姿勢としては賢明

なのではないでしょうか。そして、むしろ、ここではなぜ、神とキリストとの両

方に同じ言葉が使われているのだろうか。偶然だろうか、それとも著者には何ら

かの意図があってのことだろうか、と考証していくのが正しいのではないでしょ

うか。津山さんは、たくさんの歴史的な出来事や人物を書物に著していますが、

そのような姿勢で歴史的資料を扱ってこられたのではないでしょうか。 

 

11）津山さんは、神のみ名を消してしまうと「天にいますわれらの父よ、御名が

あがめられますように」というみ言葉の意味が分からなくなると、述べています

（332頁）。御名と言えばエホバという固有名詞である、という前提に立てば、津

山さんの発言はうなずけます。しかし、聖書においては、旧約聖書においてであ

れ、新約聖書においてであれ、「み名（ヘブライ語でハ・シェーム、ギリシャ語

でオノマ）」という表現は、そのみ名が指し示しているそのお方ご自身を指す場
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合がほとんどです。従って、イエスが教えてくださった祈りは、天におられる父

である神、つまりご自身があがめられますように、との祈りであり、意味不明な

ところは一つもありません。エホバという名前を使わないと神があがめられない

というのは、人間的推論であって、イエスがそう言われたわけではありません。 

 

12）津山さんは、「その名が抹消されたことによって聖書の文脈が読み取れなく

なってきたところが多々ある」と述べています（246頁）。333頁には、「み名を

消してしまうと重要な意味を読みとりにくくする」例として、ローマ10章13節を

あげています。しかし、私は、この箇所こそ、キュリオスをエホバと訳し変えて

はいけないテキストだと思っております。津山さん、ローマ9-11章に展開されて

いるイスラエルの位置と使命、10章で論じられているイスラエルが神から退けら

れていくプロセスを踏まえた上で、10章13節前後のキュリオスが、それぞれどな

たを指しているか、一つ一つチェックしてください。そうしますと、13節のキュ

リオスは、エホバではなく、イエスでなければならないことは明白になるはずで

す。9節は、イエスを主と告白するなら救われる、11節は、彼（イエス）に信頼す

る者は失望させられない（9章33節参照）、そして12節は、主（イエス）はユダヤ

人にとってもギリシャ人にとってもすべての人の主であり、その主を呼び求める

人には恵み深くある、と論が展開されています。その流れの中で、13節の主が出

てきます。誰が読んでも、13節の主はイエスになるはずです。 

 

13）14節以降は、呼び求めるためには信じることが、信じるためには宣べ伝える

人が、宣べ伝える人が起こされるには遣わす人が必要である、とパウロは論じて

います。ここで言及されている方は、すべてエホバではなく、キリストです。そ

れは、「福音」（16節）あるいは「キリストの言葉」（17節）と言われているこ

とからも明白です。ユダヤ人が聞き従わなかったと言われているのは、エホバで

はなく、イエスのことです。これらの前後関係から、13節のキュリオスは、キリ

ストです。では、ヨエル書でエホバを指している聖句が、ローマ人への手紙にお

いては、どうしてキリストに当てはめられているのでしょうか。ヤーウェを求め

ることがキリストを求めることに置き換えられている、この点こそ、パウロがこ

の箇所で明らかにしたかった真理なのです。この点を見失ってはキリスト教信仰

は理解できなくなってしまいます。ローマ9章から11章のユダヤ人問題について

のパウロの論述は、13節のキュリオスを、エホバと訳し変えることを許しません。

津山さんは、歴史家ですから、私がここで述べていることはすぐにお分かりいた

だけるでしょう。 

 

14）津山さんは「神の言葉に付け加えることも取り去ることもあってはならない」

と述べています（333頁）。そして、旧約聖書に出てくる四文字語を「主」と訳す

ことが神の言葉を取り去ることであると考えておられるようです。しかし、一般

にはそう考えられてはいません。ほとんどの旧約聖書研究者は、四文字語を固有

名詞と理解しないで、神がイスラエル民族と契約を結んだ際にイスラエルの民に

明らかにされたタイトルであると理解しています（出エジプト6章2-5節参照。特

に、6-9節の文章構造は、古代の契約文書の形式に倣って記されています）。従っ

て、四文字語を翻訳可能なタイトル名であると理解しています。そう理解してい
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る多くの方々もまた（その中に私自身をも含めていただいて結構ですが）、津山

さんと同じように、「神の言葉に付け加えることも取り去ることもあってはなら

ない」と確信して聖書研究に携わっております。 

この点について、津山さんは、どのように考えておられるでしょうか。 

 

15）ところで、津山さんは、イエスが明らかにされた神のみ名はエホバである、

という前提で本書を執筆しています（110頁）。しかし、ヨハネ17章6節および26
節の「あなたのみ名」とは、同じ17章11-12節において「あなたがわたしに与えて

くださったあなたのみ名」を指しています。そして、そのみ名とは、具体的には

「エゴ・エイミ」を指している、と解釈するのが正しいと思います（レイモンド・

ブラウン著『ヨハネの福音書注解』参照）。もし、そのように理解するなら、イ

エスがヨハネ8章24節、28節、58節などにおいて「エゴ・エイミ」（新共同訳は

『わたしはある』と訳しています）という表現を使っていることが理解しやすく

なります。ギリシャ語原文のニュアンスと歴史的センスを働かせるならそのよう

な解釈の方がずっと説得力があります。いかがでしょうか。 

 

16）津山さんは、イエスが来られた目的は「エホバという名前をもたれる神を明

らかにするためであった」（245頁）とか、「神の名前を明らかにすることこそイ

エスのテーマであった」（246頁）と述べています。もし、それが事実でしたら、

福音書の記録の中に、「神の名前を明らかに」している記事が数多く出てくるの

を期待することは当然ですよね。しかし、私は、イエスがエホバの名前を明らか

にしているテキストを見いだせないのですが、津山さんは、どのテキストからそ

のようなことをおっしゃっているのでしょうか。私自身は、イエスのメッセージ

のメインテーマは、「神の国」を明らかにすることにあったと確信しています。

もし、そのテーマであれば、福音書から証拠となるテキストを山ほど提示するこ

とができます。 

 

17）イエスがエホバという神のお名前を使っているのは、新世界訳においてでさ

え、わずか20回です。そのうち18回は旧約聖書からの引用箇所においてです。イ

エスが神のみ名に関して説教した箇所は一か所もありません。さらに、イエスは、

いつでも、神に「父よ」と呼びかけていました（243頁）。「エホバよ」と祈って

いる箇所は、新世界訳においてでさえありません。新約聖書の分量は、旧約聖書

の三分の一ほどです。もし、旧約聖書に7,000回もヤーウェが出てくるのであれ

ば、新約聖書においては、2,000回以上出てくると期待しても自然なことだと思い

ませんか。ところが、新世界訳においてでさえ、237回しか出てこないのです。し

かも、そのほとんどが旧約聖書からの引用です。新約聖書の信仰者が、旧約聖書

の人々と同じように神のみ名を使っていたと考えた場合、これはとてもおかしな

現象なのではないでしょうか。 

 

18）では、イエスの弟子たちに関してはいかがでしょうか。津山さんは、弟子た

ちのことを「彼らが神のみ名を世に知らせるために出て行く」と記し、「エホバ

という神のみ名を世に知らせること、それはイエスが愛する弟子たちに託された
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仕事である」とまで述べています（247頁）。津山さん、弟子たちの行動の記録や

手紙の中で、どのテキストが津山さんのおっしゃっていることを証言しているの

でしょうか。私自身は、「キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみ

がえり、その名によって罪の許しのための悔い改めがあらゆる国民の中で宣べ伝

えられる」（283頁）というメッセージこそ、弟子たちに託された使命だったと考

えています。エホバのみ名ではなく、キリストのみ名を宣べ伝えたのではないで

しょうか。 

 

19）津山さんは、聖霊に満たされたペテロのメッセージを紹介しています（293
頁）。その中味は、イエスの贖いでした。また、295頁は、弟子たちがイエスの名

を宣べ伝えたことやイエスの名によって迫害されたことにふれています。さら

に、299頁5行目には「わたしの名」、17行目にも「み名」が出てきます。それら

はいずれも、エホバのみ名ではなく、イエスの名です。パウロの働きは、「イエ

スがキリストであることを聖書から論証していく」（299頁）ことでした。という

ことは、弟子たちに託された使命とは、エホバのみ名を世に知らせることではな

く、イエスのみ名を知らせることだったのです。イエスの名を知らせることが使

命だったと証言する聖句はいくらでもありますが、津山さんの主張を支持するよ

うな聖句は、私には見あたりません。どの聖句に基づいておっしゃっているので

しょうか。 

 

20）津山さんは、弟子たちが「神のみ名の故に」世からの敵対を受ける（241頁）

と述べています。ここで引用されている聖句は、ヨハネ16章1-4節です。この聖句

のどこに、弟子たちがエホバという神のみ名の故に迫害されると、述べられてい

るのでしょうか。弟子たちはエホバを信じたり、エホバの名を使ったから会堂を

追い出されたり、当時のユダヤ人から迫害を受けたとでもいうのでしょうか。こ

の聖句の前の15章20-21節は、弟子たちが迫害されるのはイエスの名のためであ

ると、イエスによって明言されています。マタイ17章18節、22節、マルコ13章9
節、ルカ21章12節および17節は、弟子たちが、イエスの名の故に、世から憎まれ

ることを明らかにしています。それらは、イエスご自身の言葉です。津山さんご

自身も、弟子たちが憎まれたのは、神のみ名の故ではなく、「イエスのみ名の故

に世から憎まれ」たと述べておられます（325頁）。それなのに、どうして、ヨハ

ネ16章の言葉をイエスではなく、エホバと読み変えてしまうのでしょう。 

 

 

 

 

 

Ⅲ．最近の聖書学に対して 

１）津山さんは、「聖書を批判し、それは一つの文学にすぎないという人たち」

のことを「高等批評をする人たち」と呼んでいます（267頁）。このような表現か

ら、津山さんは、最近の聖書学の成果に対して否定的であるような印象を受けま

すが、そう理解してよろしいでしょうか。この高等批評という言葉は、英語の

Higher Criticismの訳語ですね。としますと、「高等批評をする人たち」とは、聖
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書の一つ一つの書物が歴史的にどのような変遷を経て成立してきたかを明らか

にする研究者たちを指します。そのような人々の中には、「聖書を批判し、それ

は一つの文学にすぎない」と考える人もいるでしょう。しかし、それは、ごくご

くわずかだと思います。特に、ドイツの新約学者ケーゼマンが「史的イエスの問

題」を提起した1953年以降は、「一つの文学にすぎない」と見なす福音書研究者

はほとんどいません。津山さんは、どのような人々を指して「高等批評をする人

たち」と言っているのでしょうか。 

 

２）言葉の本来の意味における高等批評という問題について、津山さんのご本の

中から二つのことだけ質問してみたいと思います。まず、津山さんが「創世記が

モーセによって書き終えられたのは、だいたい西暦前1513年のことである」（30
頁）と記述している点に関してです。56頁によりますと、その年は出エジプトの

年です。創世記がモーセによって編集されたという伝承は、私自身も重要視すべ

きだと思っております。しかし、出エジプトの年までにその著作が完成したと、

どうして主張できるのでしょうか。津山さんは、どのような根拠に基づいて、「だ

いたい西暦前1513年のこと」と結論づけられたのでしょうか。 

 

３）もう一つは、ルカ福音書の執筆年代を、西暦56-58年としていることに関して

です（305頁）。この年代は、どのような根拠に基づいて推定しておられるのでしょ

うか。私自身は、もう少し後かなと考えておりましたので、50年代半ばから後半

にする理由を知りたいのですが。あわせて、マタイの福音書とマルコの福音書の

執筆年代について、津山さんの推定年代を教えていただけませんでしょうか。津

山さんが提示してくださる根拠を考慮し、ルカ福音書の著作年代をはじめ、他の

福音書の成立過程を、私自身、もう一度検討してみたいと考えております。 

 

４）津山さんは、「現代の聖書批評家たち」が奇跡を認めていない、という前提

で話を進めています（271頁）。「聖書批評家」という表現は、英語のBiblical 
Criticismの訳語ですね。日本語の批評という言葉は、ネガティブなニュアンスが

強いのですが、英語のcriticismは、批判的に検討するという意味であって、ポシ

ティブな言葉です。従って、「聖書批評家」とは、聖書を、伝統や教理、学説な

どにとらわれず、根源から問い直して研究しようという人々を指しています。そ

して、そのほとんどの方々は、奇跡を奇跡として聖書に記されているとおり起

こったと認めております。19世紀の合理主義の時代の聖書批評学者であればとも

かくとして、現代の聖書批評学者のほとんどは、津山さんがおっしゃっているよ

うな人々ではないと思いますが、いかがでしょうか。 

 

５）なお、津山さんは、「聖書批評家」という言葉に「信仰をもっていないキリ

スト教の僧職者たちも含む」という但し書きを加えています。この但し書きにつ

いて、二つのことをお尋ねします。まず、この文章は、キリスト教の僧職者たち

の中には信仰をもっていない人がいる、という意味でしょうか。それとも、キリ

スト教の僧職者たちはすべて信仰をもっていないという意味でしょうか。前者だ

と思いますが、後者にも読めますので、確認させていただきます。第二の質問は、

http://jwtc.info エホバの証人をキリストへ 

 

http://jwtc.info/�


ページ 18 

津山千恵の『イエス・キリスト奇跡の人』を読んで 

ここで述べておられる「信仰」とは、どのような中味を指しているのでしょうか。

特定の教理内容をもったものでしょうか。それとも、聖書の奇跡をそのまま信じ

る、ということでしょうか。前者であればともかく、もし後者であれば、どのよ

うな方々のことをおっしゃっているのか、教えていただければありがたいのです

が。私の周りには、「信仰をもっていないキリスト教の僧職者」はいませんが、

津山さんがお会いされた僧職者の中にはそのような方々がおられたのだと思い

ます。もし、時間がとれれば、その方々とコンタクトをとり、仲間の牧師として

の責任を果たさせていただこうと思います。 

 

 

 

 

 

Ⅳ．年代に関して 

１）津山さんは、旧約聖書に記されている歴史的出来事をも含め、年代をきわめ

て明確に記述しています。年代を決定することは、私にとってもっとも難しい作

業の一つですが、津山さんは、どのようにして年代を決定されたのでしょうか。

教えていただければうれしく思います。 

 

２）津山さんは、「ヨセフはイスラエルの死後54年生きて、110歳となった」と述

べています（50頁）。その場合、110才という数字は文字どおりに解釈されていま

すね。しかし、古代エジプトの文献は、大ぜいの人に対し110才で死んだと記録し

ています。聖書中にも、そのような例として、ヨシュアをあげることができます

（ヨシュア記24章29節）。このような文献の状況から、エジプト学の権威者たち

は、エジプトにおける110才の死は、「full and fruitful life」という意味だと推測

しています。100才が天寿を全うしたこと、10才はその上さらに実り豊かな歩みで

あったというのです。聖書の数字は、できる限り文字どおりに解釈すべきですが、

エジプトと関係する人物の場合には、象徴的な意味で記されている可能性をも認

めておくべきだと思うのですが、いかがでしょうか。津山さんのお考えをお聞か

せください。 

 

３）津山さんは、バビロニア帝国の軍隊がエルサレムを陥落させた年代を紀元前

607年としています（313頁）。津山さんは、どのような資料に基づいて、そのよ

うな見解を主張しておられるのでしょうか。歴史学者は、例外なく、紀元前587年
としています。私自身も、昨年、『何時起こりましたか、エルサレムの陥落』と

いう書物を執筆させていただきました。私が調べた限りでは、12の考古学的、歴

史的資料のすべてが、紀元前587年にエルサレム陥落が起こったことを指し示し

ています。607年には絶対になりません。津山さんは歴史に深い造詣をもっておら

れる作家ですから、私が書きました書物を読んでいただければ、エルサレム陥落

の年代が紀元前587年に起こったことは簡単に納得してくださるでしょう。この

次にお手紙を差し上げますとき、私が書きました書物を送らせていただきます。

お読みいただけるでしょうか。そして、それに対するコメントをお願いいたしま

す。 
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４）津山さんは、「イエス・キリストは紀元前二年の誕生である」（49頁）と述

べています。ヨセフスは、ヘロデ王が死ぬ直前に日食があったことと、ヘロデ王

の死後間もなく過越の祭りが祝われたことを証言しています（『古代史』17,213、
『戦記』2,10）。この日食は、紀元前4年3月12日から13日にかけてのものであり、

その年の過越の祭りは4月11日となります。としますと、ヘロデ王は、紀元前4年
の3月12日から4月11日の間に亡くなったことになります。そのヨセフスの記録と

マタイ2章の記録とを合わせて考えますと、イエスの誕生は、紀元前4年のはじめ

か、紀元前5年の終り頃と考えるのが一番自然です。津山さんは、304-15頁におい

て、ヨセフスの記録を基にしてユダヤ人の歴史を描いています。その歴史記述を

見る限り、ヨセフスの記録はそのまま信頼に値するものとして受け入れておられ

るように見えます。だとすれば、イエスの誕生の年を紀元前4年とした方がよいの

ではないでしょうか。 

 

５）津山さんは、本書を書くにあたり、キリストの公生涯を3年半と見なし（89頁）、

その上で、4つの福音書に記録されている出来事をその3年半の期間に振り分け

る、という手法を用いています。そのような書き方は、ヨハネ5章1節の祭りを「過

越の祭り」と見なすだけでなく（99頁）、最近の共観福音書研究（資料史、様式

史、編集史）を完全に無視していることになります。一部の共観福音書研究には、

行きすぎがないわけではありませんが（これは私の主観的な判断です）、しかし、

聞くべき研究成果も多々あるはずです。津山さんは、そのような研究には一瞥の

価値もないとお考えでしょうか。歴史的資料をありのまま受け止めることは大切

です。しかし、どのような歴史的資料であっても、批判的検討をすることは必要

です。福音書が神の霊感によって書かれたことは言うまでもありませんが、にも

関わらず、それぞれの著者が、ある状況の中で特別な目的をもち、ある視点に立っ

て、いろいろな資料を参照しながら記したことは言うまでもありません（ルカ1章
1-4節）。福音書を単純にイエスの生涯を年代順に記されたものとして扱うことは

不正確になるのではないでしょうか。 

 

６）津山さんは、「使徒たちの死後、その教理は政治的な介入によって大きく何

度も変説していった」と述べています（245頁）。私自身は、使徒たちが教えた教

理（聖書の真理）は、使徒たちの死後も守られ、基本的な信条が大きく変更され

ることはなかった、と信じてきました。私は、これまで、ギリシヤ教父やラテン

教父の文献、カルケドン会議に至るまでのいくつかの教会会議の文献を読んでき

ましたが、政治的な介入によって聖書の教理が変更されたという史実をまったく

知りませんでした。いったい、政治的な介入をした人物とは誰のことでしょうか。

また、教理が大きく、何度も変わった 

と述べていますが、いつ、どの教理が、どのように変わったのでしょうか。その

ように主張する根拠になっています歴史資料（あるいは、歴史家の研究論文か書

物でも結構です）をご紹介いただきたいと願っております。津山さんがおっ

しゃっていることが真実であるなら、私自身の（これは、ほとんどすべての歴史

学者のものと同じですが）初代教会、および教父時代の歴史認識を改めねばなり

ません。 
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７）津山さんは、「聖書によれば、その報いは、千数百年のちの世代まで、彼ら

ユダヤ人たちの歴史のうえに臨んだのである」と述べ（260頁）、ユダヤ人がイエ

スに対してとった態度が、その後のユダヤ人の運命を決めたと明言しています。

聖書の読者の一部に、そのような理解をもっている人々がいることは知っており

ましたが、津山さんもそのようにお考えであることを知り、びっくりしました。

むろん、そのような認識がユダヤ人にとっても、差別問題に取り組んでいる人々

にとっても大きな問題になることは言うまでもありません。イエスを訴えた人々

が、「その人の血は、私たちや子どもたちの上にかかってもいい」という言葉を

口走ったからといって、私には、聖書の神が、そのような言葉どおりのことをユ

ダヤ人に対してなさるお方であるようには思えません。「聖書によれば」とは、

どの聖句を指しているのでしょうか。ローマ9章から11章に展開されているユダ

ヤ人の立場と運命こそ、聖書の神が今日までのユダヤ人になさっていることでは

ないのでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ⅴ．イエス・キリストについて 

１）津山さんは、「『天が開けた』ということは、このときイエスは、人の子と

して地上に来られる前に、天の神のもとで霊者として存在していたときの記憶を

取り戻されたことを意味している」と述べています（79頁）。また、イエスを「天

で霊者として存在した方」（84頁）、「霊者となって神の右に昇天する」方（267
頁）として述べています。ここで使われている「霊者」とはどのような方で、ど

の聖句から導き出した理解なのでしょうか。イエスは、復活されたご自分のお体

を弟子たちに示され、「霊にはわたしに見るような肉や骨はない」と語っていま

す（282頁）。津山さんがお考えになっている霊者の定義はどのようなものでしょ

うか。 

 

２）また、津山さんは、イエスがバプテスマを受けられたときに、自らの霊者と

しての存在の「記憶を取り戻された」と考えています。としますと、そのときま

では、イエスは、自らの霊者としての自覚はなかったことになるのでしょうか。

その場合、イエスが12才のときにエルサレムにおいて語っている言葉（ルカ2章49
-50節）は、どのように解釈されるのでしょうか。「記憶を取り戻された」と推測

することは、聖書の中に自分勝手な考えを読み込んでいるように思えるのです

が、いかがでしょうか。「この時を起点としてまっしぐらに進まれた」というの

は、霊者として、ということでしょうか。それとも、贖いという使命のために、

ということでしょうか。あるいは、公生涯を、ということでしょうか。 

 

３）津山さんは、「神の代理者として来られたイエス」（89頁）、「イエスはそ

の人間を救うために神の代理者として地上に来られていた」（126頁）などと、イ

エスに対し「代理者」という表現を使っています。「代理者」とは、本来来るべ
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きお方が、何らかの理由で来られないため、他の方がその代わりに来る、という

ケースに使われます。イエスは、神が計画された贖いの業を成し遂げるため、神

から特別な使命を託されて派遣されたのですから、「神の代理者」というわけで

はありません。「代理者」という表現はふさわしくないのではないでしょうか。

聖書は、イエスに対し、「代理者」、あるいはそれに類する言葉を使っているの

でしょうか。 

 

４）津山さんは、悪霊について、「イエスと同じように天の霊者として神によっ

て造られていた」と述べています（95頁）。このような理解は120頁にも出てきま

す。さらに、163頁においては、イエスは最初に造られた方、と述べられています。

としますと、イエスと悪霊との間には、イエスが最初に造られたことと、イエス

は神に完全に従われたということ以外、その存在の本質における違いはない、と

いうことでしょうか。イエスが悪霊たちと同質の霊者である、との津山さんの考

えは、聖書のどこから導き出すことができるのでしょうか。ヨハネ1章1-18節に記

述されている「人として到来する以前のイエス」に関する啓示をお読みください。

あるいは、ヨハネ17章5節および25節においてイエスが祈っておられる言葉を考

えてみてください。このような聖句は、他にもいくつもあげることができますが、

イエスが、その存在の本質においては、神ご自身と同質性をもっておられること

を示し、悪霊たちとの類比など許さないと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

５）津山さんは、ヨハネ1章1節を「神性を備えていた」と訳すべきだと主張され、

「この聖句によって、キリストが神と同一の方と解することはできない」と述べ

ています（164頁）。しかし、ここで使われているギリシャ語は、神性を表わす「セ

イオテース」（ローマ人への手紙1章20節やコロサイ2章9節参照）ではなく、神ご

自身を指す「セオス」です。従って、「神性を備えていた」ではなく、「神であっ

た」と訳し、イエスが神と同一の本性・存在であったと宣言されていると理解す

べきではないでしょうか。津山さんが指摘している聖書は「神性を備えていた」

と訳していますが、その場合でも、翻訳者たちは、神性の中味を神ご自身と同一

の本性をもっているものと理解し、その前提に立って翻訳しております。従って、

新世界訳のように、大文字の神と区別された小文字の神と考えたり、津山さんの

ように、本来神ご自身がもっている本性とは違う神性を想定しているわけではあ

りません。私は、数年前、この問題について小冊子を書きました。次にお手紙を

差し上げるときに、同封させていただきます。お読みいただければと思います。 

 

６）津山さんは、ヨハネ1章に出てくるロゴスを、「人間になる以前のイエスの名

前である」と述べています（164頁）。もし、名前であれば、多くの人（神、ある

いは天使でしょうか）が、そのように呼んでいたはずです。はたして、聖書から、

イエスがロゴスと呼ばれていた事実を明らかにできるでしょうか。このヨハネの

福音書の初めの部分にしか出てこない表現であるとすれば、ギリシヤ的な概念の

ロゴスに由来するのか、それともヘブライ語の知恵を表わすホフマーに由来する

のかは別にしても、ヨハネがイエスのことをロゴスと表現した、と考える方がよ

いのではないでしょうか。津山さんのように、ロゴスをイエスの名前だったと言
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い切ってしまうのは、オーバーステップのように思うのですが、いかがでしょう

か。 

 

７）津山さんは、トマスが告白した「わたしの主、わたしの神！」という表現を

取り上げ、トマスは文字どおりの神だと思っていたわけではない、と説明してい

ます（284頁）。では、この言葉は、どのような意味で、トマスの主であり、トマ

スの神だと言っているのでしょうか。イエスは、トマスの告白をそのまま受け止

め、「あなたはわたしを見たので信じたのですか。見なくても信じる者は幸いで

す」と言われました。聖書を信じるとは、イエスの応答を信じることであり、イ

エスの応答を信じるとは、トマスの告白を文字どおりに受け止めることではない

でしょうか。 

 

８）津山さんは、イエスについては、神であるかどうかが問題だったのではなく、

神の子であるかどうかが問題だった、と述べています（172頁）。この表現は、い

わゆる三位一体のキリスト論を意識したものでしょうか。津山さんの文章だけか

らでは、はっきりしませんが、もし、そうであるとすれば（そうでなかったとし

たら、申し訳ございません）、問題の設定の仕方が違います。三位一体論者は、

イエスが神とは別の人格であり、存在の秩序において神に従属する子の位置にあ

ると主張しております。従って、三位一体を意識しているのであれば、神か神の

子かという問題設定ではなく、キリストが神の子であるとはどのような意味か、

ということを問題にしなければなりません。津山さんの問題設定が曖昧で分かり

にくいのですが、コメントをいただければうれしく思います。 

 

９）津山さんは、イエスは天ではミカエルと呼ばれていた、と述べています（317
頁）。そのようなことは聖書のどこに書かれているのでしょうか。ミカエルは、

ダニエル書10章13節によれば、君達の一人、つまり天使長の一人です。イエスは、

神のひとり子（ギリシャ語のモノゲネー）であって、天使長の一人と見なすこと

はできません。ヘブル人への手紙1章4-7節は、イエスがみ使いに勝っている、と

論じています。むろん、それは、1世紀の頃から、イエスをみ使いと同一視する考

えがあったことを前提としています。津山さんのキリスト理解は、ヘブル人への

手紙の著者が否定している人々のものと同じように私には見えるのですが、いか

がでしょうか。 

 

10）津山さんは、「わたしはその者です」（208頁）という表現を、新世界訳の訳

文通りの意味に受け止めています。このギリシャ語の表現「エゴ・エイミ」は、

「わたしはある」という意味で、補語がありません。従って、「わたしはその者

である」という訳は誤訳です。最近の福音書研究は、補語を伴わないこの表現は

きわめて特殊な用法で、神の自己顕現の際の表現であると理解しています。つま

り、過越の祭りのときの神の自己顕現「アニー・フー」のギリシャ語表現で、旧

約聖書の四文字語を背景としている、というのです。新共同訳聖書は、『わたし

はある』と二重括弧でくくって直訳しております。これは最近の研究成果が反映

されているのでしょう。イエスの存在の本質が悪霊たちと違わないと考え、天使

長の一人と理解するなら、この「エゴ・エイミ」を神の自己顕現の表現と解釈す
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るわけにはいかないでしょう。その場合は、この特殊な表現をどのように説明す

るのでしょうか。お聞かせください。 

 

11）津山さんは、イエスが「人の子」と呼ばれたのは、「イエスが”人間、地の

人の子”となったという意味」だと述べています（205頁）。しかし、福音書研究

者は、ほぼ例外なく、この表現の背景に、ダニエル書7章13節の「人の子」という

呼称を読み取っています。前者であれば、単純に人間という意味になりますが、

後者であれば、終末をもたらすメシアの称号ということになります。学問の世界

では、後者の意味でのコンセンサスが見られますので、その見解と違う意見を述

べる場合には（むろんどのような人にも、反対意見や少数意見を述べる権利はあ

りますし、保証されなければなりませんが）、自分の見解の根拠を明示する責任

があります。津山さんは、なぜ、一般に承認されている「人の子」理解とは違う

見解に立っているのでしょうか。その根拠をお示しください。 

 

 

 

 

 

Ⅵ．地上の楽園について 

１)津山さんは、主の祈りの初め「あなたのご意志が天におけると同じように、地

上においてもなされますように」という文章を、天の王国に対応する地上の神の

王国のことである、と解釈しています（110頁）。ここで、天の王国とは、いつは

じまり、どのようなものを考えているのでしょうか。さらに、それに対応する地

上の神の国とは、具体的にどのようなもので、両者の関係はどうなっているので

しょうか。聖書のテキストそのものから教えていただけるとありがたいのです

が。 

 

２）津山さんは、黙示録14章1節を基にして、天でキリストと共に支配している人

が144,000人いると述べています（110頁）。ところで、その144,000人は、「女

によって自分を汚さなかった」童貞です（黙示録14章4節）。津山さんは、ここに

出てくる数字を文字どおりに解釈していますので、童貞という言葉なども文字ど

おりに解釈するのでしょうか。私は、黙示録14章の数字やその描写方法は、象徴

的に解釈した方がよいとに思っております。というのは、黙示録7章にも、第七番

目の災いを避けることができるよう、額に印を押された地上の144,000人が出て

きます（3節）。続く4-8節から、144,000人とは12部族のそれぞれから12,000人ず

つを足した合計であることが分かります。このことから、これらの人数や部族は、

象徴的に解釈するのが一番よいのではないでしょうか。 

 

３）津山さんは、詩篇37篇の「地を受け継ぐ」という表現を、「地上に王国が建

てられる」という意味で理解しています（110頁）。しかし、詩篇37篇のテーマは、

次のようなものです。悪を行う人は一時的な、すぐ滅ぼされてしまう存在である。

それに比べ、正しい人の繁栄は長く続く。だから、悪を行う人に対して腹をたて
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ないように。津山さん、25節によれば、詩篇37篇で言及されている「義なる者」

とは、作者ダビデ時代の人々を指していることは明らかですね。従って、詩篇37
篇の「地を継ぐ」という表現を、いつの日か未来に地上の楽園が到来し、そこに

生き残ることだと解釈するのは、突拍子もない読み方ではないでしょうか。聖書

は、ありのまま、素直に読めばよいのではないでしょうか。素直に読んでもどう

しても意味が通じないときのみ、隠された意味があるのではないだろうか、と考

えればよいと思うのです。詩篇37篇をやがて来るであろうと津山さんが考える、

地上の楽園に結びつけて読む理由は何一つないと思うのですが。 

 

４）津山さんは、「地上に王国が建てられることは、預言者たちが一貫して述べ

ていることであった」と記しています（110頁）。そして、参照聖句としてダニエ

ル2章44節をあげています。津山さんは、このダニエル書2章44節はいつ成就した

とお考えでしょうか。そして、この神の国が、地上に到来する根拠を何に求めて

いるのでしょうか。津山さんが紹介しているもう一つの参照聖句黙示録21章2-4
節も、地上の神の国のことを述べてはいません。それは、その前の1節にある「以

前の天と以前の地は過ぎ去っている」という言葉から明らかです（『啓示』、の

著者ヨハネを「預言者」に数えることが妥当であるかどうかは、今は、問題にし

ないでおきます）。私自身は、神の国とは、キリストが2,000年前にこの地上にお

いでになった際に、うち建てられたもので、それを、天上の国とそれに対応する 

地上の王国とに区別して考えることは聖書的ではない、と考えています。津山さ

んのレスポンスをお聞かせください。 

 

５）津山さんは、地を受け継ぐ人は「温和な気質の人」だと述べています。この

発言の背景には、マタイ5章のイエスの言葉があります（105頁参照）。もし、マ

タイ5章の「地を受け継ぐ」という言葉をそのように文字どおりに解釈するのであ

れば、天の王国に入る人（144,000人）は、「自分の霊的な必要を自覚している人」

とか、「義のために迫害されてきた人」ということになってしまいます（105-6頁）。

もし、「地」を文字どおりに解釈しますと、当然、「天」をも文字どおりに解釈

しなければならないからです。しかし、地に復活する人と、天で支配する人との

特質をそのように分けて考えることは不自然です。両方とも、神の国に属する

人々の特性ではないでしょうか。ということは、イエスの山上の垂訓の「天」と

か「地」を津山さんのように解釈すべきではない、ということではないでしょう

か。 

 

６）津山さんは、ルカ23章42-43節の言葉を引用し、「地上にはパラダイスが回復

される」と解説しています（268-69頁）。イエスは、確かに、パラダイスに言及

されましたが、それが地上に回復されるもの、とまでは述べていません。それは

津山さんの解釈です。ところで、「パラダイス」という言葉は、新約聖書におい

て、他に二箇所に出てきます。一つは、Ⅱコリント12章4節です。そのテキストは

「第三の天」を指しており（前節参照）、地上に回復されるものではありません。

もう一か所は黙示録2章7節です。その箇所に出てくる「いのちの木」は、黙示録

22章2節によれば、天にあります。ということは、そのパラダイスもまた、地に回

復されるものではありません。結局、新約聖書はパラダイスが天上にあると教え
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ていることになります。それなのにどうして、イエスが語られたパラダイスだけ

は地上に回復されるもの、と解釈しなければならないのでしょうか。その根拠を

教えてください。また、どうして、回復される地上のパラダイスと使徒24章15節
の「義者と不義者の復活」とを結びつけて解釈する（269頁）のでしょうか。 

 

７）津山さんは、「地球上の失楽園は、あの輝くばかりの最初の楽園に戻される

のである」（329頁）と述べています。やがて来るであろう楽園に多くの希望を描

き、すばらしいことを想像することは自由です。私も、そうあればよいなあ、と

考えないわけではありません。しかし、どのような希望を描くにしても、聖書が

教えていることに基づかない限り、それは単なる幻想に終ってしまいます。「輝

くばかりの最初の楽園に戻される」という津山さんの希望は、聖書から導き出さ

れたものでしょうか。それとも、津山さんの作家としての期待でしょうか。もし、

前者であれば、どの聖句に基づいておっしゃっているのか、教えてください。 

 

 

 

 

 

Ⅶ．復活について 

１）津山さんは、「聖書によれば復活には二種類があり」と述べています（188頁）。

聖書のどこに、二種類の復活があると書かれているのでしょうか。参照聖句にあ

げられているローマ6章3-5節は、キリストにある歩みを述べたものにすぎません

（4節参照）。11節もまた、同じことを述べていますし、144,000人に限定されて

もいません。Ⅰコリント15章50-57節は、キリスト者の復活について述べていま

す。しかし、それは、「終りのラッパの鳴るとき」に起こるもので（Ⅰテサロニ

ケ4章16節参照）、それも144,000人に限られてはおりません。黙示録14章1節に

は、144,000人が出てきますが、その人々はローマおよびコリントへの手紙で述べ

られている人々と直接関係はありません。津山さんは、何を根拠にして、両者を

結びつけて解釈するのでしょうか。 

 

２）使徒24章15節は「義人も悪人も復活する」と述べていますが、なぜ、それを

「地上に回復されたパラダイス」に結びつけるのでしょうか（269頁）。パウロは、

復活について述べたとき、「この人たち自身も抱いている望み」と述べました。

ということは、パウロが宣べ伝えた復活の概念は、当時のユダヤ人が抱いていた

ものと同じだったのです。また、パウロは、使徒23章6節において、自らの復活が

パリサイ人の復活と基本的に変わらないという前提で、話を進めています。従っ

て、使徒24章15節の復活の中味は、パウロと同時代の人々、特にパリサイ人が望

んでいた復活と同じでした。ところで、一世紀のユダヤ人、特に、パリサイ人が

理解していた復活概念は、サドカイ人とイエスとの間に起こった復活論争（ルカ

20章27-36節）から読み取ることができます。それは、死後に起こるごく普通に考

えられている復活です。回復された地上にパラダイスができあがり、そこに復活

してくるなどというものではありませんでした。 
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３）では、使徒24章15節において言及されている復活は、どのようなものでしょ

うか。使徒17章31-32節は、すべての人が、神の定めた日に、裁きを受けるために

復活してくることを述べています。また、Ⅱコリント5章10節は、すべての人がキ

リストの裁きの座に現れ、善であれ、悪であれ、肉体においてした行為に応じた

報いを受けるために復活すると、説いています。イエスご自身もまた、「善を行っ

た者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受ける」と

おっしゃっています（ヨハネ5章29節）。使徒24章で言及されている復活は、この

ような新約聖書全体が教えている復活と結びつけて理解すべきではないでしょ

うか。 

 

４）津山さんは、黙示録14章1節の144,000人の復活を、黙示録20章4-5節の復活と

結びつけています（320頁）。しかし、黙示録20章の復活は、千年王国のはじめに、

その後の千年間キリストとともに治める人々に関わるもので、144,000人に限定

されるとはどこにも記されていません。どうして、両者を結びつけるのでしょう

か。さらに、津山さんは、「ではそのときだれが地上にいるのだろうか」と述べ、

黙示録20章12-15節の出来事を千年王国時代のものと解釈しています。しかし、黙

示録20章11-12節は、千年王国の後に起こることは、7節から明らかです。津山さ

んご自身も、「千年統治が終るとき、サタンはもう一度解き放たれることになっ

ていた」と記述しています（322頁）。また、その復活は、地上に起こるものでは

ありません（11節）。復活の目的もまた、いのちの書に記されている生前その人

がなした行為に対する裁きを受けるために他なりません（12節）。津山さんが「創

造主エホバのことを知ることのなかった復活者たちは、千年統治の期間に神のこ

とを教えられることになっていた」と記述している（322頁）のは、どの聖句に基

づいているのでしょうか。。 

 

５）津山さんは、イエスの12弟子が12の座につくことを、黙示録20章4-6節の出来

事と同一視しています（192頁）。しかし、弟子たちがつく12の座とは、黙示録4
章から5章に出てくる「御座の周りの24の座」のうちの12の座と考えた方がよいの

ではないでしょうか。むろん、その場合には、残りの12の長老の座には、ユダヤ

民族のそれぞれの部族の代表者がつくということになるでしょう。しかも、24の
座とは、旧約聖書の民と新約聖書の民の全部を代表する人々という象徴的な意味

があると解釈する方がよいと思うのですがいかがでしょうか。津山さんが一般に

採用されている以上のような解釈を拒否される根拠は何でしょうか。また、津山

さんのようにお考えになった場合、御座の周りに座す24人の長老とは、具体的に

誰を考えればよいのでしょうか。 

 

 

 

 

Ⅷ．サタンについて 

１）津山さんは、荒野におけるイエスの誘惑は「悪魔サタンが人格をもった存在

者であることを証明することでもあった」と述べています（80頁）。サタンがイ

エスを誘惑したという事実は、サタンが人格的な存在であることを前提としてい
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る、とは言えるでしょう。しかし、「証明することでもあった」という表現は、

適切でしょうか。というのは、「証明する」という言葉は、疑いを前提としてい

る場合に使われる表現です。しかし、イエスは、サタンが人格的な存在であるこ

とを疑っていたようには思えません。あるいは、津山さんは、当時のパリサイ人

やサドカイ人、一般民衆のことを念頭に置いて、そのような表現をされたので

しょうか。その場合でも、当時の人々がサタンの人格性を疑ってはいなかったで

しょうから、的確な表現とは思えません。それとも、津山さんは、本書の読者の

ことを想定しておられるのでしょうか。もし、そうでしたら、「証明することで

あった」という表現より、「証明する出来事でもあった」とした方がよいのでは

ないでしょうか。 

 

２）津山さんは、「サタンは初めから悪魔であったわけではなく、神によって創

造されたときには、天の霊者で神の義にかなった完全な被造物であった」と述べ、

さらに、そのサタンが悪魔になるのは、エデンの園で人間を罪へと誘惑したとき

である、とも述べています（82頁）。サタンと悪魔とを区別し、サタンが人間を

誘惑したときに悪魔になったのであって、それまではサタンは神の義にかなった

天の霊者であった、との考えを興味深く読ませていただきました。ところで、津

山さんが、そのように主張される聖書的な根拠はどこにあるのでしょうか。参照

聖句としてあげているヨブ記1-2章および啓示12章9節は、津山さんがここで主張

しておられるようなことには一言もふれていません。津山さんが述べている見解

は、津山さん独自のものでしょう。むろん、独自の見解であっても、大いに歓迎

されるべきです。もし、それが聖書の教えであれば、の話ですが。その場合には、

言うまでもなく、聖書的根拠を注意深く明示する必要があります。津山さんが主

張していることの根拠になる聖句を教えてください。 

 

３）津山さんは、サタンがエデンの園において最初の人間に神の言葉を疑わせた

ことを「神の宇宙主権に異議を唱えた」と記述しています（82頁）。津山さんが

述べている神の宇宙主権とはどのようなものでしょうか。神が宇宙に対して絶対

的な主権をもって支配しておられる、というごく一般的な意味でしょうか。それ

とも、続く文章において述べられている、神が「この地上全体をエデンの園のよ

うな楽園にするという目的」を指しているのでしょうか。そのいずれであっても、

私には、創世記3章のサタンとアダムおよびエバとの会話は、サタンが神の宇宙主

権に異議を唱えている、と読むことはできないのですが。サタンが示唆したのは、

人間が神に背くことによって、神のように善悪を知るようになることを神は恐れ

ていた、ということではないでしょうか。文字どおり素直に読むだけでは不十分

なのでしょうか。聖書の個々の言葉を聖書全体の神観、宇宙観、歴史観から読む

ことは当然のことですが、このサタンの誘惑の言葉に「神の宇宙主権に異議を唱

えた」とまで読み込む必要はないのではないでしょうか。 
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Ⅸ．終末について 

１）津山さんは、ヨハネ21章22節の晩年のヨハネの歩みを、黙示録1章10節の「主

の日」と結びつけ、それを「未来の『主の日』」と解説しています（288頁）。し

かし、黙示録1章10節の「主の日」のギリシャ語「エン・テー・キュリアケー・ヘ

メーラ」は、終末の時を意味する「主の日（ギリシャ語はヘ・ヘメーラ・トゥー・

キュリウー）」とはまったく違う表現です。ほとんどのギリシャ語専門家は、2世
紀の用例を根拠にしながら、黙示録の「主の日」は日曜日を意味している、と説

明しています。そのような説明は、どの注解書にも記されているのに、津山さん

は、どうして、黙示録1章10節の「主の日」を終末の日と理解するのでしょうか。

そのように解釈した方がよい根拠をお教えください。 

 

２）津山さんは、黙示録6章2-8節を「今日のわたしたちの世代を含めた将来につ

いても預言されている」と解釈しています（225頁）。しかし、そのテキストは、

私たちの時代のことではなく、終末に起こる、未だ未来のことを述べているので

はないでしょうか。何を考え、どのような根拠に基づいて、「今日の私たちの世

代を含める」とおっしゃるのでしょうか。津山さんは、私たちの世代が、既に黙

示録6章に記述されている終末の世に突入している、とでもお考えでしょうか。も

しそうだとすれば、それは何時からはじまったと推測しているのでしょうか。そ

して、そう推測する根拠は何でしょうか。 

 

３）イエスの預言を「二十一世紀の戸口に立つ人類全体に対して」（315頁）と記

述し、私たちの時代に特に限定されているのはなぜでしょうか。いつの時代の

人々も、イエスの終末の預言は自分たちの時代に当てはまるのではないか、と解

釈してきましたので、津山さんの解説もそのような一般的な表現なのでしょう

か。それとも、イエスは、直接私たちの時代に向かって預言されている、と津山

さんは理解されているのでしょうか。その場合、そう主張する根拠は何でしょう

か。 

 

４）津山さんは、神が滅ぼされようとしているのは、「地上の諸体制、悪を行な

う人間である」と述べています（318頁）。聖書のどこに、そのようなことが書か

れているのしょうか。お教えください。 

 

 

 

 

Ⅹ．その他の質問 

その他、ご本をお読みしていく中で、気になったことを質問させていただきます。

細かいことまであげれば、きりがありませんので、主なものだけを書いてみます。

お答えいただければ、感謝です。 

 

１）津山さんは、「地を破滅させている者たち」（19頁）とは、今から50年ほど

前の人でも分からなかったであろうと述べ、「人間がどんなに自然界の資源を乱

費しても、地球はそれを再生し、無限に供給できると思っている人」のことだと
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解説しています（319頁）。津山さん、「地を破滅させる」とは、ほんとうにその

ような特定のことがらを預言していたのでしょうか。現代社会に見られる具体的

なある人々を指しているのではなく、この世を堕落させ、破滅させてしまうサタ

ン、悪霊、それに従う悪しき人々全般のことに言及しているのではないでしょう

か。私には、津山さんの解釈は、現代の状況を聖書に読み込みすぎているように

思えます。もし、津山さんのような解釈方法を用いるなら、これから50年後に聖

書を読む人々にもまた、同じように、その時代の人々しか理解できないことを取

り上げ、自分たちの世代のことを預言していた、と解釈させてしまうのではない

でしょうか。 

 

２）津山さんは、「あらゆるところに偏在していると考えるような抽象的な神で

はなく、宇宙の特定の場所に実在する神」（22頁）と述べています。津山さんは、

偏在という神の本性を抽象的な概念ととらえ、神は宇宙の特定の場所に実在する

と考えていますが、そのような神は、聖書が説くほんとうの神概念なのでしょう

か。詩篇139篇7-12節は、神は天においてもよみにおいても存在しておられる、と

告白しています。また、エレミヤ23章24節は、神ご自身が「天にも地にもわたし

は満ちているではないか」と宣言しています。使徒17章27-28節は、「神はわれわ

れひとりびとりから遠く離れておいでになるのではない。われわれは神のうちに

生き、動き、存在している」と述べています。このような聖句は、「宇宙の特定

の場所に実在する神」を教えているというより、「どこにでもいます偏在の神」

を教えているのではないでしょうか。 

 

３）津山さんは、「神は言った」という表現に対し、「み使いを通して語る。以

下同じ」とコメントしておられます（27頁）。津山さんは、神が語りかけられる

場合は、常にみ使いを通して語っている、とお考えでしょうか。ここで言及され

ている創世記17章は、続く22節より、神が直接語りかけていると解釈した方が自

然ではないでしょうか。聖書がそのように説明していないにもかかわらず、津山

さんは、どうして、み使いを通して神は語られた、とあえておっしゃるのでしょ

うか。その根拠、あるいは理由を教えてください。 

 

４）津山さんは、アブラハムがささげたイサクについて、「二五歳の若者」と記

述しています（29頁）。創世記22章には、イサクの年令を示唆する言葉はありま

せん。津山さんが25才とされる根拠（資料）は何でしょうか。 

 

５）津山さんは、ヤコブやヨハネの母サロメは「マリアの姉妹であった」と述べ

ています（76頁）。また、84頁にも、ヨハネのことを「サロメの息子でイエスの

いとこ」としています。そのように断言される根拠はどこにあるのでしょうか。

ヨハネ19章26節は、マリアの姉妹について言及しています。また、マルコ15章40
節は、サロメのことにふれています。さらに、続く41節は、ガリラヤからたくさ

んの女性がイエスと共に行動したことを報じています。以上の情報を総合します

と、サロメをマリアの姉妹と同一人物とすることは可能ですが、そう断定するの

はゆきすぎでしょう。津山さんが、そう言い切ってしまう根拠を教えていただけ
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ませんか。 

 

６）津山さんは、イエスは「ヨハネのように神の霊に導かれた」と述べています

（80頁）。ヨハネは、イザヤの預言通り、荒野で呼ばわる者の声でした。その限

りでは、「神の霊に導かれた」と言ってよいと思います。しかし、ヨハネは、イ

エスのように一時的に荒野に滞在したのではなく、荒野で活動している宗教集団

エッセネ派（あるいは、クムラン集団）の一員として生活していたと思われます。

としますと、イエスの場合とは状況がずいぶん違いますので、「イエスは、ヨハ

ネのように神の霊に導かれてユダヤの荒野に出て行かれた」という表現は、適切

ではないように思うのですが、いかがでしょうか。 

 

７）津山さんは、安息日を「現代の日曜日の起源」と述べています（94頁）。こ

の場合、日曜日の何をお考えになって、そのように言われるのでしょうか。もし、

仕事をしないという点でしたら、津山さんの表現は間違っていないかも知れませ

ん。あるいは、神を礼拝する日という点を見れば、同じことが言えるでしょう。

しかし、安息日は、ユダヤ人にとっては、神の契約の民として当然守らねばなら

ないものでしたが、使徒たちにとっては、廃止すべき律法にすぎませんでした。

しかも、イエスにとっても、弟子たちにとっても、新約聖書が問題にしているの

はこの点でした。従って、安息日を「現代の日曜日」の起源と表現するのは、慎

重にすべきだと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

８）津山さんは、イエスの奇跡が「『神の王国』では、あらゆる病気が取り除か

れるという希望に保証を与えるものだった」と解説しています（96頁）。神の王

国に病気がないことは黙示録21章4節などから当然です。しかし、イエスの奇跡が

その希望を保証する、と説明することは別のことです。聖書のどのテキストから

そのようなことが言えるのでしょうか。 

 

９）津山さんは、イエスが言及されたパリサイ人について述べた後、「後にパウ

ロはこれらの点を次のように表現している」として、パリサイ人とコロサイ教会

の中に忍び込んできたグノーシス主義者（あるいは、そのはしりと言うべきかも

知れませんが）とを結びつけています（111頁）。この両者に類似点がないわけで

はありませんが、本来それぞれはまったく無関係で、本質的な違いがあります。

従って、この両者を一つにして論じている歴史家はいません。少なくとも、私は

知りません。津山さんはご存じですか。もし、ご存じでしたら教えてください。

もし、そのような学者がいないのであれば、津山さんはどうして、両者の関連性

を主張されるのでしょうか。そのようにお考えになる理由を教えていただけない

でしょうか。 

 

10）津山さんは、イエスが語られた「燃えさかる火の中での責め苦」を、伝道9章
5節を基にして比喩と解釈しています（182頁）。イエスの言葉が旧約聖書の教え

と矛盾するかのように見える場合（今は、津山さんの伝道9章5節の理解が正しい

かどうかは問わないことにして議論を進めます）、イエスの言葉を旧約聖書から

比喩的に解釈してしまってよいものでしょうか。反対に、イエスの教えられたこ
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とを基にして、旧約聖書の聖句を理解した方がよいのではないでしょうか。一見

矛盾しているような教えが聖書の中に出てきた場合、後の時代の啓示を優先させ

て前の時代の聖句を解釈する、というのが聖書解釈の原則です。神の啓示は、初

期には曖昧だったものを次第に明らかにするという側面をもっているからです。

そのことは、「啓示の斬新性」と言われます。伝道9章5節も、そのような聖書理

解に立って解釈した方がよいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

11）津山さんは、12弟子が「死に至るまで忠節を保つなら」と述べています（192
頁）。しかし、そのような条件は、聖書のどこに記されているのでしょうか。イ

エスの言葉の「従ってきた」という表現は、弟子たちがそれまでとってきた過去

のことに対して言及したものです。この箇所は、将来のことについては何も問題

にしていません。にもかかわらず、津山さんは、どうして、未来の条件をつけ加

えて解説しているのでしょうか。 

 

12）ぶどう園の働き人の例えにおいて、津山さんは、働き人が問題にされていた

のは、「家あるじのためにどのように仕えたか」ということだと述べています（194
頁）。しかし、この例えは、働き人がどのように仕えたかということではなく、

賃金の支払いにおいては、家あるじが完全な主権を有している、ということを教

えようとしているのではないでしょうか。津山さんは、読者に対し、聖書に忠実

であることを繰り返し求めています。ところが、津山さんのご本自体には、聖書

が教えていないことをたくさん読み込んでいます。むろん、作家が書く限り、あ

る程度の推測や状況描写が入ることは当然です。そこに面白みもあれば、書く意

味もございます。しかし、そのような場合でも、作家がそのような読み込みをす

る合理的な根拠が必要です。求められれば、誰にでも説明できる（誰でもが納得

するとは限らないでしょうが）理由を提示する責任があります。私には、津山さ

んが、作家としてのセンスを逸脱し、聖書が真に言わんとしていることを無視し、

自分が言いたいことを読み込んでいるように思えてならないのです。それは言い

すぎでしょうか。 

 

13）津山さんは、「盗んだものを四倍にして返すのは律法で定められている」と

述べています（197頁）。それは、具体的にユダヤ人のどのような法律を指してい

るのでしょうか。旧約聖書は、牛や羊を盗んだ場合には、殺したり、売って処理

してしまったときには4倍あるいは5倍の償いが（出エジプト記22章1節、Ⅱサムエ

ル12章6節参照）、盗んだ牛や羊が未だ手元にある場合には2倍の償いが（出エジ

プト記22章4節）必要でした。また、金銭や物品を盗んだ場合には2倍の償いでし

たが（出エジプト記22章7節）、不正を働かせたり、脅迫してゆすりとった場合に

は、20パーセントの追徴金を払う必要がありました（レビ記6章1-5節、ストラッ

ク・ビラベックⅡ、250）。ほぼ同じような法律がローマにも、エジプトにもあっ

たようです（ＴＤＮＴ、Ⅷ、105頁参照）。ザアカイの場合、最後の20パーセント

のケースにあてはまるのではないかと思います。としますと、ザアカイは法律が

要求している以上の償いを申し出たことになります。その申し出こそ、ザアカイ

の信仰の真実さ証詞していることになります。津山さんは、ザアカイの場合、ど
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のような法律が適用されるべきだとお考えなのでしょうか。 

 

14）津山さんは、ミナの例えの中の「奴隷」を「初期の弟子たち」と解釈してい

ます（197頁）。初期の弟子とは誰を指しているのでしょうか。すべてのクリスチャ

ンに当てはめて解釈するのが一般的ですが、それではどうしていけないのでしょ

うか。 

 

15）津山さんは、「１世紀にも多くの偽キリストが出たことを史実は示している」

と述べています（225頁）。むろん、ここで言及されている偽キリストは、文脈か

ら、西暦70年以前でなければなりません。津山さんは、どのような人、あるいは

グループを偽キリストと考えているのでしょうか。「多くの」と言われています

が、いくつかの例を示していただければうれしいのですが。 

 

16）津山さんは、「ネフィリム」を、み使いが化肉して人間の女性と結婚した結

果生まれた「巨人」であると解釈しています（227頁）。ところで、民数記13章33
節には、アナク人のネフィリムが出てきます。津山さんは、そのネフィリムにつ

いてはどのようにお考えになるのでしょうか。一般には、ネフィリムとは普通の

人間の間において生まれてきた人で、巨人だった人のことを指している、と考え

られています。そのような解釈ではいけないのでしょうか。津山さんは、民数記

13章の「ネフィリム」をどのように説明するのでしょうか。 

 

17）津山さんは、イエスが最後の説教で語られた「助け手」を、「擬人化された

聖霊のことである」と説明しています（239頁）。擬人化とは、本来、人格をもた

ない存在が人格的な行動をとっているかのように表現されることです。ところ

が、聖霊の場合、それに伴う動詞は、すべて人格的な活動を示すものばかりです。

例えば、「助ける」（マルコ13:11）、「導く」（ルカ4:1）、「生まれる」（ヨハ

ネ3:5-6、ガラテヤ4:29、テトス3:5）、「教える」（ヨハネ14:26）、「証詞する」

（ヨハネ15:26、ヘブル10:15）、「語る」（使徒8:29、10:19、黙示録2:7）、「励

ます」（使徒9:31）、「禁じる」（使徒16:6）、「立てる」（使徒20:28）、「生

かす」（ローマ8:11）、「とりなす」（ローマ8:26-27）、「変える」（Ⅱコリン

ト3:18）、「一致させる」（エペソ4:3）、「愛する」（コロサイ1:8）、「聖める」

（Ⅱテサロニケ2:13、Ⅰペテロ1:2）、などなどです。津山さんのご本でも、「案

内する」という言葉が聖霊に対して使われています（240頁）。ということは、聖

霊は擬人化されているのではなく、もともと人格的な存在である、と考えた方が

よいのではないでしょうか。 

 

18）津山さんは、イエスの処刑に用いられた刑具は杭であったと述べています

（265頁）。この点は、津山さんが本書において強調していることでもあるようで

す。しかし、イエスの刑具が杭であるとの主張は間違いです。まず、津山さんが

杭を主張するために根拠としている「希英辞典」は、どなたのものでしょうか。

265頁で津山さんが紹介しているクシュロンの訳語を見る限り、リデルとスコッ

トのギリシャ語辞書だと判断します。もし、その辞書でしたら、津山さんは、訳

語の中で、どうして一本の棒の意味のものだけを抜き書きして、紹介しているの
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でしょうか。そのような引用方法は学問的には絶対許されません。それが明らか

になれば、訂正文を載せ、謝罪すべきことです。そのことは、津山さんも歴史作

家として、お認めになると思います。まず、リデルとスコットの辞書であるかど

うか、お答えください。もし、そうでなかったら、引用している辞書を教えてく

ださい。もし、他の辞書でしたら、私が謝罪いたします。 

 （なお、間もなく、『十字架か、杭か』という書物が発刊されます。できあがっ

てき次第、津山さんにお送りさせていただきます。それにより、キリストの処刑

は杭によってではなく、十字架によったことを確信していただけると思います。

少々、お待ちください。その本をお読みになるなら、津山さんには、必ず反論が

あると思います。ぜひ、反論してください。本書をお書きになった津山さんには、

反論する責任があると確信いたします。私もまた、その反論に対して応答する責

任がございます。学問の世界や真理探求の世界には、意見の違いがあることは当

然のことです。重要なことは、その違いを突き合わせることによって真実に近づ

くことです。この点では、津山さんと私の間にはいささかの違いもないものと確

信いたします。） 

 

19）津山さんは、「高等批評する人たち」は、杭から降りてきて逃げるイエスを

見たら「これこそ神の子だった」と言うだろうか、言わないだろう、と問題を投

げかけています（267頁）。むろん、津山さんの言われるとおり、言わないでしょ

う。なぜなら、津山さんが言及している高等批評家というのは、初めから、「イ

エスが神の子である」と言う気がない人々のことだからです。つまり、ここで展

開されている議論は、循環論法なのです。従って、問題の設定の仕方自体がおか

しいわけです。津山さんは、どうして、聖書の成り立ちを真摯に研究している人々

（そのような学者を「高等批評する人」というのが一般的な用法です）に対し、

敵視するような言葉を投げかけるのでしょうか。 

 

20）津山さんは、500人以上の人々が見守る中でイエスは昇天された、と述べてい

ます（290頁）。しかし、Ⅰコリント15章6節は、イエスが、復活後500人以上の

人々に顕現されたと述べていますが、津山さんが記しているように、イエスが昇

天されたときの人数とは述べていません。使徒1章のイエス昇天の記事によれば、

そこに居合わせたのは12弟子だけだったように思えます（3節）。津山さんは、500
人以上の人々が見守る中で昇天された、と言われるのは、何を根拠にしているの

でしょうか。 

 

21）津山さんは、書士、パリサイ人、祭司やユダヤ人たちは、聖霊に対する罪を

犯しているので、復活しないと述べています（322頁）。彼らが犯した聖霊に対す

る罪とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。それがどうして聖霊に対す

る罪となり、復活できない理由になるのでしょうか。そもそも、復活とは神の裁

きに会うことであり、すべての人が復活するものではないのでしょうか（ヨハネ

5章28-29節、使徒24章15節、Ⅱコリント5章10節、ヘブル9章26-27節など参照）。 

 

 質問が膨大なものになってしまったことをお許しください。一度にすべてのこ
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とをお答えになるのは大変かと思いますので、津山さんがお答えになりやすいも

のから順次お答えいただければ結構でございます。お返事いただけますのを楽し

みにしております。 

 

 以上。 
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