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イザヤ書後半(40～66 章)における「イスラエルの回復」についての記述 

 
【1】41 章 8〜10 節 

41:8 しかし、わたしのしもべ、イスラエルよ。わたしが選んだヤコブ、わたしの友、アブラハムのすえよ。 

41:9 わたしは、あなたを地の果てから連れ出し、地のはるかな所からあなたを呼び出して⾔った。「あなたは、

わたしのしもべ。わたしはあなたを選んで、捨てなかった。」 

41:10 恐れるな。わたしはあなたとともにいる。たじろぐな。わたしがあなたの神だから。わたしはあなたを強

め、あなたを助け、わたしの義の右の⼿で、あなたを守る。 

【2】43 章 5〜6 節 

43:5 恐れるな。わたしがあなたとともにいるからだ。わたしは東から、あなたの⼦孫を来させ、⻄から、あなた

を集める。 

43:6 わたしは、北に向かって『引き渡せ』と⾔い、南に向かって『引き⽌めるな』と⾔う。わたしの⼦らを遠く

から来させ、わたしの娘らを地の果てから来させよ。 

【3】43 章 16〜19 節 

43:16 海の中に道を、激しく流れる⽔の中に通り道を設け、 

43:17 戦⾞と⾺、強⼒な軍勢を連れ出した【主】はこう仰せられる。「彼らはみな倒れて起き上がれず、燈⼼の

ように消える。 

43:18 先の事どもを思い出すな。昔の事どもを考えるな。 

43:19 ⾒よ。わたしは新しい事をする。今、もうそれが起ころうとしている。あなたがたは、それを知らないの

か。確かに、わたしは荒野に道を、荒地に川を設ける。 

【4】44 章 21〜22 節 

44:21 ヤコブよ。これらのことを覚えよ。イスラエルよ。あなたはわたしのしもべ。わたしが、あなたを造り上

げた。あなたは、わたし⾃⾝のしもべだ。イスラエルよ。あなたはわたしに忘れられることがない。 

44:22 わたしは、あなたのそむきの罪を雲のように、あなたの罪をかすみのようにぬぐい去った。わたしに帰れ。

わたしは、あなたを贖ったからだ。」 

【5】44 章 26 節 

44:26 わたしは、わたしのしもべのことばを成就させ、わたしの使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレム

に向かっては、『⼈が住むようになる』と⾔い、ユダの町々に向かっては、『町々は再建され、その廃墟はわたし

が復興させる』と⾔う。 

【6】45 章 20 節 

45:20 諸国からの逃亡者たちよ。集まって来て、共に近づけ。⽊の偶像をになう者、救えもしない神に祈る者ら

は、何も知らない。 

【7】46 章 3〜4 節 

46:3 わたしに聞け、ヤコブの家と、イスラエルの家のすべての残りの者よ。胎内にいる時からになわれており、

⽣まれる前から運ばれた者よ。 

46:4 あなたがたが年をとっても、わたしは同じようにする。あなたがたがしらがになっても、わたしは背負う。
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わたしはそうしてきたのだ。なお、わたしは運ぼう。わたしは背負って、救い出そう。 

【8】48 章 20 節 

48:20 バビロンから出よ。カルデヤからのがれよ。喜びの歌声をあげて、これを告げ知らせよ。地の果てにまで

響き渡らせよ。「【主】が、そのしもべヤコブを贖われた」と⾔え。 

【9】49 章 5〜6 節 

49:5 今、【主】は仰せられる。──主はヤコブをご⾃分のもとに帰らせ、イスラエルをご⾃分のもとに集めるた

めに、私が⺟の胎内にいる時、私をご⾃分のしもべとして造られた。私は【主】に尊ばれ、私の神は私の⼒とな

られた。── 

49:6 主は仰せられる。「ただ、あなたがわたしのしもべとなって、ヤコブの諸部族を⽴たせ、イスラエルのとど

められている者たちを帰らせるだけではない。わたしはあなたを諸国の⺠の光とし、地の果てにまでわたしの救

いをもたらす者とする。」 

【10】49 章 11〜12 節 

49:11 わたしは、わたしの⼭々をすべて道とし、わたしの⼤路を⾼くする。 

49:12 ⾒よ。ある者は遠くから来る。また、ある者は北から⻄から、また、ある者はシニムの地から来る。」 

【11】49 章 14〜18 節 

49:14 しかし、シオンは⾔った。「【主】は私を⾒捨てた。主は私を忘れた」と。 

49:15 「⼥が⾃分の乳飲み⼦を忘れようか。⾃分の胎の⼦をあわれまないだろうか。たとい、⼥たちが忘れても、

このわたしはあなたを忘れない。 

49:16 ⾒よ。わたしは⼿のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁は、いつもわたしの前にある。 

49:17 あなたの⼦どもたちは急いで来る。あなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者は、あなたのところから出て

⾏く。 

49:18 ⽬を上げて、あたりを⾒回せ。彼らはみな集まって、あなたのところに来る。わたしは⽣きている。──

【主】の御告げ──あなたは必ず、彼らをみな飾り物として⾝につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。 

【12】49 章 19〜20 節 

49:19 必ず、あなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は、いまに、⼈が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼし

た者たちは遠くへ離れ去る。 

49:20 あなたが⼦を失って後に⽣まれた⼦らが、再びあなたの⽿に⾔おう。『この場所は、私には狭すぎる。私

が住めるように、場所をあけてもらいたい』と。 

【13】49 章 22 節 

49:22 神である主はこう仰せられる。「⾒よ。わたしは国々に向かって⼿を上げ、わたしの旗を国々の⺠に向か

って揚げる。彼らは、あなたの息⼦たちをふところに抱いて来、あなたの娘たちは肩に負われて来る。 

【14】51 章 3 節 

51:3 まことに【主】はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を【主】

の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声とがある。 

【15】51 章 11 節 

51:11 【主】に贖われた者たちは帰って来る。彼らは喜び歌いながらシオンに⼊り、その頭にはとこしえの喜び
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をいただく。楽しみと喜びがついて来、悲しみと嘆きとは逃げ去る。 

【16】52 章 2〜3 節 

52:2 ちりを払い落として⽴ち上がり、もとの座に着け、エルサレム。あなたの⾸からかせをふりほどけ、捕囚の

シオンの娘よ。 

52:3 まことに【主】はこう仰せられる。「あなたがたは、ただで売られた。だから、⾦を払わずに買い戻される。」 

【17】52 章 11〜12 節 

52:11 去れよ。去れよ。そこを出よ。汚れたものに触れてはならない。その中から出て、⾝をきよめよ。【主】

の器をになう者たち。 

52:12 あなたがたは、あわてて出なくてもよい。逃げるようにして去らなくてもよい。【主】があなたがたの前

に進み、イスラエルの神が、あなたがたのしんがりとなられるからだ。 

【18】54 章 3 節 

54:3 あなたは右と左にふえ広がり、あなたの⼦孫は、国々を所有し、荒れ果てた町々を⼈の住む所とするからだ。 

【19】54 章 6〜8 節 

54:6 【主】は、あなたを、夫に捨てられた、⼼に悲しみのある⼥と呼んだが、若い時の妻をどうして⾒捨てられ

ようか」とあなたの神は仰せられる。 

54:7 「わたしはほんのしばらくの間、あなたを⾒捨てたが、⼤きなあわれみをもって、あなたを集める。 

54:8 怒りがあふれて、ほんのしばらく、わたしの顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもって、あなた

をあわれむ」とあなたを贖う【主】は仰せられる。 

【20】56 章 6〜8 節 

56:6 また、【主】に連なって主に仕え、【主】の名を愛して、そのしもべとなった外国⼈がみな、安息⽇を守って

これを汚さず、わたしの契約を堅く保つなら、 

56:7 わたしは彼らを、わたしの聖なる⼭に連れて⾏き、わたしの祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼のい

けにえやその他のいけにえは、わたしの祭壇の上で受け⼊れられる。わたしの家は、すべての⺠の祈りの家と呼

ばれるからだ。 

56:8 ──イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御告げ──わたしは、すでに集められた者たちに、

さらに集めて加えよう。」 

【21】57 章 13 節 

57:13 あなたが叫ぶとき、あなたが集めたものどもに、あなたを救わせよ。⾵が、それらをみな運び去り、息が

それらを連れ去ってしまう。しかし、わたしに⾝を寄せる者は、地を受け継ぎ、わたしの聖なる⼭を所有するこ

とができる。 

【22】58 章 12 節 

58:12 あなたのうちのある者は、昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、「破れを繕う者、市街を

住めるように回復する者」と呼ばれよう。 

【23】58 章 14 節 

58:14 そのとき、あなたは【主】をあなたの喜びとしよう。「わたしはあなたに地の⾼い所を踏み⾏かせ、あな

たの⽗ヤコブのゆずりの地であなたを養う」と【主】の御⼝が語られたからである。 
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【24】60 章４〜５節 

60:4 ⽬を上げて、あたりを⾒よ。彼らはみな集まって、あなたのもとに来る。あなたの息⼦たちは遠くから来、

娘たちはわきに抱かれて来る。 

60:5 そのとき、あなたはこれを⾒て、晴れやかになり、⼼は震えて、喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、

国々の財宝はあなたのものとなるからだ。 

【25】61 章 4〜7 節 

61:4 彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、代々の荒れ跡を⼀新する。 

61:5 他国⼈は、あなたがたの⽺の群れを飼うようになり、外国⼈が、あなたがたの農夫となり、ぶどう作りとな

る。 

61:6 しかし、あなたがたは【主】の祭司ととなえられ、われわれの神に仕える者と呼ばれる。あなたがたは国々

の⼒を⾷い尽くし、その富を誇る。 

61:7 あなたがたは恥に代えて、⼆倍のものを受ける。⼈々は侮辱に代えて、その分け前に喜び歌う。それゆえ、

その国で⼆倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。 

【26】62 章 

62:1 シオンのために、わたしは黙っていない。エルサレムのために、黙りこまない。その義が朝⽇のように光を

放ち、その救いが、たいまつのように燃えるまでは。 

62:2 そのとき、国々はあなたの義を⾒、すべての王があなたの栄光を⾒る。あなたは、【主】の⼝が名づける新

しい名で呼ばれよう。 

62:3 あなたは【主】の⼿にある輝かしい冠となり、あなたの神の⼿のひらにある王のかぶり物となる。 

62:4 あなたはもう、「⾒捨てられている」と⾔われず、あなたの国はもう、「荒れ果てている」とは⾔われない。

かえって、あなたは「わたしの喜びは、彼⼥にある」と呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。【主】の

喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。 

62:5 若い男が若い⼥をめとるように、あなたの⼦らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神は

あなたを喜ぶ。 

62:6 エルサレムよ。わたしはあなたの城壁の上に⾒張り⼈を置いた。昼の間も、夜の間も、彼らは決して黙って

いてはならない。【主】に覚えられている者たちよ。黙りこんではならない。 

62:7 主がエルサレムを堅く⽴て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで、黙っていてはならない。 

62:8 【主】は右の⼿と、⼒強い腕によって誓われた。「わたしは再びあなたの穀物を、あなたの敵に⾷物として

与えない。あなたの労して作った新しいぶどう酒を、外国⼈に決して飲ませない。 

62:9 取り⼊れをした者がそれを⾷べて、【主】をほめたたえ、ぶどうを取り集めた者が、わたしの聖所の庭で、

それを飲む。」 

62:10 通れ、通れ、城⾨を。この⺠の道を整え、盛り上げ、⼟を盛り上げ、⼤路を造れ。⽯を取り除いて国々の

⺠の上に旗を揚げよ。 

62:11 ⾒よ。【主】は、地の果てまで聞こえるように仰せられた。「シオンの娘に⾔え。『⾒よ。あなたの救いが

来る。⾒よ。その報いは主とともにあり、その報酬は主の前にある』と。 

62:12 彼らは、聖なる⺠、【主】に贖われた者と呼ばれ、あなたは、尋ね求められる者、⾒捨てられない町と呼
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ばれる。」 

【27】63 章 17〜18 節 

63:17 【主】よ。なぜあなたは、私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの⼼をかたくなにして、あなたを

恐れないようにされるのですか。あなたのしもべたち、あなたのゆずりの地の部族のために、どうかお帰りくだ

さい。 

63:18 あなたの聖なる⺠がこの地を所有して間もなく、私たちの敵は、あなたの聖所を踏みつけました。 

【28】65 章 9 節 

65:9 わたしは、ヤコブから⼦孫を、ユダからわたしの⼭々を所有する者を⽣まれさせよう。わたしの選んだ者が

これを所有し、わたしのしもべたちがそこに住む。 

【29】66 章 8〜10 節 

66:8 だれが、このような事を聞き、だれが、これらの事を⾒たか。地は⼀⽇の陣痛で産み出されようか。国は⼀

瞬にして⽣まれようか。ところがシオンは、陣痛を起こすと同時に⼦らを産んだのだ。 

66:9 「わたしが産み出させるようにしながら、産ませないだろうか」と【主】は仰せられる。「わたしは産ませ

る者なのに、胎を閉ざすだろうか」とあなたの神は仰せられる。 

66:10 エルサレムとともに喜べ。すべてこれを愛する者よ。これとともに楽しめ。すべてこれのために悲しむ者

よ。これとともに喜び喜べ。 

【30】66 章 20〜22 節 

66:20 彼らは、すべての国々から、あなたがたの同胞をみな、【主】への贈り物として、⾺、⾞、かご、騾⾺、

らくだに乗せて、わたしの聖なる⼭、エルサレムに連れて来る」と【主】は仰せられる。「それはちょうど、イス

ラエル⼈がささげ物をきよい器に⼊れて【主】の宮に携えて来るのと同じである。 

66:21 わたしは彼らの中からある者を選んで祭司とし、レビ⼈とする」と【主】は仰せられる。 

66:22 「わたしの造る新しい天と新しい地が、わたしの前にいつまでも続くように、──【主】の御告げ──あ

なたがたの⼦孫と、あなたがたの名もいつまでも続く。 


