レビ記結晶の学び(一)#９
2018/4/23-4/29
違犯のためのささげ物の実際としてのキリストを評価する（詩歌：補 24）
Overview：キリストは神の小羊として、十字架上で死なれて、罪（単数）と罪（複数）を対処し、人類から罪を取り除きました。キリストは神の小羊として、神の義、聖、栄光の要求を満たしました。パウロが福音に
おいて聖徒たちに伝えた第一の事は、キリストが私たちの罪のために死なれたということでした。私たちは、彼に私たちの身代わりとして死んでいただく必要がありました。キリストも、罪のために、ひとたび苦しま
れました．義なる方が不義なる者たちに代わってくださったのです。それは、彼が私たちを神にもたらすためでした。キリストは、「私たちが罪に死んで、義に生きるために、…私たちの罪を、ご自身の体におい
て、木の上で担われました．その方の打たれた傷によって、あなたがたはいやされたのです」。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪のために、御子をなだめの供え物として遣わさ
れました．ここに愛があるのです。キリストは私たちの罪のために、ご自身を与えられました．それは、彼が私たちの神また父のみこころにしたがって、私たちを現在の邪悪な時代から救い出すためです。主の
血は、罪の赦しのために、神の義によって要求されました。血を流すことがなければ、罪の赦しはありません。主の血は、罪の赦しのために注ぎ出され、新しい契約は、主の血を通して制定されました。キリスト
は「罪のきよめを成し終えてから、高き所の威光ある方の右に座られました」。キリストが永久に神の右に座ったことは、罪を取り除くことが成就されたということのしるしであり、証明です。

Ⅰ．「見よ、世の人の罪を取り除く神の小羊！」（ヨハネ
Ⅱ．違犯のためのささげ物の実際として、「キリスト Ⅲ．違犯のためのささげ物の実際として、「キリストも、罪のために、ひとたび
1:29）：Ａ．キリストは神の小羊として、十字架上で死なれて、 が…私たちの罪のために死なれ」ました（Ⅰコリント 苦しまれました．義なる方が不義なる者たちに代わってくださったのです」。
罪（単数）と罪（複数）を対処し、人類から罪を取り除きました。 15:3）：Ａ．パウロが福音において聖徒たちに伝えた それは、彼が私たちを神にもたらすためでした（Ⅰペテロ3:18）：Ａ．ここの
Ｂ．キリストは神の小羊として、神の義、聖、栄光の要求を 第一の事は、キリストが私たちの罪のために死なれた「罪」（複数）は、私たちが外側の行為において犯す罪を指しています。
満たしました。
ということでした。
Ｂ．「代わってくださった」は、キリストの死が殉教のためではなく、贖いの
Ｃ．キリストは贖う小羊として、世の基が置かれる前から、 Ｂ．「ために」という言葉は、キリストが身代わりの死を ためであったことを示します。
すなわち宇宙の創造の前から、あらかじめ知られていまし 遂げたことを示しています：
Ｃ．義なる方であるキリストは、不義なる者たちである私たちに代わって、
たが、私たちのために現されました。
１．私たちは、彼に私たちの身代わりとして死んでい 義なる神によって裁かれ、私たちの罪の障害を取り除き、私たちを神に
Ｄ．キリストは、被造物が存在するに至った時から、すな ただく必要がありました。
もたらしました。
わち「世の基が置かれた時からほふられていた小羊」で ２．キリストは私たちの救い主として、私たちの罪のた Ｄ．キリストは私たちを、私たちの罪から神へ贖い戻し、私たちの不義な
す。』
めに私たちを代表して死なれ、贖いを完成しました。 る生活態度から義なる神へ贖い戻しました。
Ⅳ．違犯のためのささげ物の実際として、キリストは、「私たちが罪に死んで、義に生きるため Ⅴ．違犯のためのささげ物の実際として、キリストは「私たちの罪のためのなだめの供え
に、…私たちの罪を、ご自身の体において、木の上で担われました．その方の打たれた傷に 物です」（Ⅰヨハネ2:2）：
よって、あなたがたはいやされたのです」（Ⅰペテロ2:24）：
Ａ．「私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪のために、御子をな
Ａ．イザヤ書第53章6節によれば、キリストが十字架上におられた時、神は私たちのすべての だめの供え物として遣わされました．ここに愛があるのです」（Ⅰヨハネ4:10）。
罪を取り、それを神の小羊の上に置きました：１．ヘブル第9章28節は、キリストが「多くの人の Ｂ．主イエスは、私たちの罪のためのなだめの供え物です：１．キリストが私たちの罪のための
罪を担うために、ただ一度ささげられました」と言っています。２．キリストは私たちの罪を担うた 供え物としてご自身を神にささげたのは、私たちの贖いのためだけでなく、神の満足のためでも
めに、ただ一度死なれ、十字架上で私たちのために裁きを受けました。』
ありました。２．キリストの身代わりの死を通して、また私たちの身代わりとしての彼の中で、神
Ｂ．主は十字架上でご自身を犠牲としてささげた時、十字架（なだめのための真の祭壇）上で は満足し、なだめられます。このゆえに、キリストは神と私たちとの間のなだめの供え物です。』
体において私たちの罪を担いました。
Ｃ．ヘブル第2章17節は、キリストが私たちの罪のためになだめをなしたことを啓示してい
Ｃ．キリストの死の中で、私たちが罪に死んだのは、私たちが義に生きるためでした。この義に生きる ます：１．主イエスは、私たちの罪のためになだめをなして、私たちに対する神の義の要
ことは、キリストの復活の中にあります: １．義は神の行政の事柄です。２．私たちが救われたのは、 求を満たすことによって、私たちを神に和解させました。
神の行政の下で義しく生きるため、すなわち、神の行政の義なる要求にふさわしく生きるためです。 ２．キリストは十字架上での彼の働きを通して、私たちの罪のためになだめをなしました。
Ｄ．「その方の打たれた傷によって、あなたがたはいやされたのです」:１．一方で、キリストの打 これは彼が私たちのために神をなだめたことを意味します。
たれた傷は私たちをいやし、彼の死によって私たちを罪から離れさせます。２．他方で、このい ３．キリストは、私たちに対する神の義と彼のすべての要求を満たす（なだめる）ことによっ
やしは私たちを生かして、私たちを義に生きさせます。
て、私たちと神との間のあらゆる問題を解決しました。
Ⅵ．違犯のためのささげ物の実際として、キリストは「私たちの罪のために、ご Ⅶ．違犯のためのささげ物の実際として、主イエ Ⅷ．違犯のためのささげ物の実際として、キリストは
自身を与えられました．それは、彼が私たちの神また父のみこころにしたがっ スは言われました、「これは、多くの人に罪の赦し 「罪のきよめを成し終えてから、高き所の威光ある方
て、私たちを現在の邪悪な時代から救い出すためです」（ガラテヤ1:4）：
を得させるために、注ぎ出される私の契約の血 の右に座られました」（ヘブル1:3）：Ａ．「この方は、罪
Ａ．キリストは私たちの罪のために十字架につけられましたが、彼の十字架の目標 である」（マタイ26:28）：
のために一つのいけにえをささげて、永久に神の右に座
は、私たちを現在の邪悪な時代から救い出すことでした：１．時代は、サタンの体系 Ａ．主の血は、罪の赦しのために、神の義によっ り」（ヘブル10:12）：１．キリストは罪のためにご自身をい
としてのこの世の一部分です。２．時代は、サタンの体系の一区分、一面、現在のあ て要求されました。
けにえとして神にささげることによって、罪を除き去りまし
るいは今の世相を指しています。サタンはそれを利用して、人々を強奪し占有し、神Ｂ．血を流すことがなければ、罪の赦しはありません。 た。２．キリストが永久に神の右に座ったことは、罪を取り
と神のご計画から引き離します。３．現在の時代は、サタンのコスモス（彼のこの世 Ｃ．主の血は、罪の赦しのために注ぎ出され、新 除くことが成就されたということのしるしであり、証明です。
の体系）の現在の部分です。４．罪は悪魔的ですが、現在の時代はサタン的です。 しい契約は、主の血を通して制定されました：
Ｂ．キリストは「罪のきよめ」を成し終えました（1:3）：
Ｂ．キリストの十字架がないなら、私たちは悪魔がその背後に隠れている罪や、 １．主イエスの血は、私たちのために完全な贖い １．3節の「きよめ」は、私たちの罪が洗い去られたこと
サタンがその背後に隠れている邪悪な時代を対処するすべがありません：
を成就しました。それは私たちのすべての罪が赦 を示しています。２．キリストは一度で永遠に罪のきよ
１．キリストが私たちの罪のために十字架につけられたのは、私たちが現在の邪 されるためです。２．彼の血は神の義を満足さ めを成就しました。彼は一度限り彼の血を流し、永

悪な時代から救い出されるためです。２．私たちが現在の邪悪な時代から救い せ、私たちを堕落した状態から贖って神へと戻
出されようとするなら、罪が対処されなければなりません。
し、また神の祝福へと戻しました。
Ｃ．ガラテヤ人への手紙の文脈によれば、第1章4節の現在の邪悪な時代は、 ３．キリストは違犯のためのささげ物として、十字
宗教世界、この世的な宗教体系を指しています：
架上での彼の死において、彼の血を注ぎ出し、
１．このことは第6章14節から15節によって確証されます。そこにおいて割礼は 新しい契約が制定され、信者たちの罪が赦され
この世（宗教世界）の一部分であると考えられています。パウロはこの世に対して るようにしました。
十字架につけられました。
４．「御子イエスの血が、すべての罪から私たち
２．キリストが私たちの罪のためにご自身を与えたのは、私たちを宗教、すなわち を清めます」。また神は「信実で義であられるの
現在の邪悪な時代から救い出すためでした。この原則はパウロの時代の信者た で、私たちの罪を赦し、すべての不義から私たち
ちについても、今日の私たちについても同じです。』
を清めてくださいます」（Ⅰヨハネ1:7，9）』
第一日 ヨハネ1:29 その翌日、ヨハネはイエスが自分の所に来られるのを見て言った、

「見よ、世の人の罪を取り除く神の小羊！」。
Ⅰペテロ1:20 その方は、世の基の置かれる前から、あらかじめ知られていましたが、時
代の終わりに、あなたがたのために現されました。
第二日 Ⅰコリント15:3 私が受けて、あなたがたにも伝えたことは、まず第一に、キリスト
が聖書にしたがって、私たちの罪のために死なれたこと。
Ⅰペテロ3:18 キリストも、罪のために、ひとたび苦しまれました．義なる方が不義なる者た
ちに代わってくださったのです．それは、彼があなたがたを神にもたらすためです．彼は肉
においては死に渡されましたが、霊においては生かされたのです。
ヘブル9:28 キリストも、多くの人の罪を担うために、ただ一度ささげられましたが、彼を熱
心に待ち望む者たちに、二度目に、罪とは関係なく現れて、救いを与えられるのです。
第三日 Ⅰペテロ2:24 私たちが罪に死んで、義に生きるために、彼は私たちの罪を、ご

自身の体において、木の上で担われました．その方の打たれた傷によって、あなたがたは
いやされたのです。
Ⅰヨハネ2:2 彼は私たちの罪のためのなだめの供え物です．しかも、私たちの罪のためだ
けではなく、またすべての世の人のためでもあります。
詩89:14 義と公正はあなたの御座の土台であり、慈愛と真実はあなたの御顔の前を行
きます。
第四日 ヘブル2:17 こういうわけで、彼はすべての事で、彼の兄弟たちのようにならなけ

ればなりませんでした．それは、彼が神にかかわる事柄において、あわれみ深い、忠信な
大祭司となって、民の罪のために、なだめをなすためです。
ガラテヤ1:4 キリストは私たちの罪のために、ご自身を与えられました．それは、彼が私たち
の神また父のみこころにしたがって、私たちを現在の邪悪な時代から救い出すためです。
Ⅰヨハネ2:15 世と世にあるものを愛してはいけません。だれでも世を愛するなら、御父への
愛は彼の中にありません．
第五日 マタイ26:28 これは、多くの人に罪の赦しを得させるために、注ぎ出される私の

契約の血である。
Ⅰヨハネ1:7 しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは
互いに交わりを持ち、御子イエスの血が、すべての罪から私たちを清めます。
第六日：ヘブル1:3 御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の明確なかたちであって、
彼の力ある言葉によって、万物を維持し担っておられます．そして、罪のきよめを成し終
えてから、高き所の威光ある方の右に座られました。
10:12 しかし、この方は、罪のために一つのいけにえをささげて、永久に神の右に座り。

遠の清めを成し遂げました。３．レビ記第16章におけ
る予表によれば、主イエスはご自身の血を天の至聖
所の中へともたらし、神の御前にそれを振りかけ、私
たちの罪のためになだめをなしました。それは私たち
が神の御前に清められ、「すべての罪から清め」ら
れるためです（30節．ヘブル12:22，24）。
Ｃ．キリストは永遠の霊を通してご自身を神にささげ
ました。ですから、彼がご自身をささげることは一度
で永遠でした。また彼の死を通して完成された贖い
も永遠であり、永遠の効力があるのです。
《預言の準備》

経験①：違犯のためのささげ物を経験するのは、神の中に入り神で満たされるためである
ヨハネによる福音書で神の小羊は、肉体における言を表徴し、旧約のすべてのささげ物の成
就であって、神の完全な贖いを完成します。キリストはすべてのささげ物の総合計です。彼は
罪のためのささげ物であるだけでなく、違犯のためのささげ物、全焼のささげ物、穀物のささげ
物、平安のささげ物、…です。…神の小羊としてのキリストがすべてのささげ物を成就することを
通して、私たちは神の中へと入り、神聖な命と性質にあずかることができます。神の小羊として
のキリストのゆえに、私たちは神の中に入ることが十分に可能なのです。私たちは大胆に神の
中へと入り、彼には私たちを拒絶する権利がないということを知ります。なぜなら、私たちは彼
の小羊を通して来るからです。私たちはキリストの中で完全な贖いを持っているので、神の中に
入り、彼であるすべてを享受することができます。
キリスト、義なる方が「不義なる者たちに代わって」死なれたことは、彼の死が殉教のためでは
なく、贖いのためであったことを示します。十字架上でキリストは私たちの身代わりであり、私た
ちの罪（複数）を担い、神の義にしたがって義なる神によって、不義なる者である私たちに代
わって裁かれた義なる方でした。それは彼が私たちの罪（複数）の障害を除き、私たちを神に
もたらすためでした。これは私たちを、私たちの罪（複数）から神へと贖い戻し、私たちの不義な
る生活態度から義なる神へと贖い戻すためでした。
在職青年編
義なる方であるキリストは、不義なる者であるあなたに代わって、義なる神によって裁かれ、
あなたの罪の障害を取り除き、あなたを神にもたらしました。キリストはあなたを、罪から神へ贖
い戻し、不義なる生活態度から義なる神へ贖い戻しました。
Ⅰペテロ2：12 また異邦人の間では、卓越した生活態度でありなさい．それは、彼らがあなた
がたを悪人呼ばわりしていても、あなたがたの良い行ないを自分の目でよく見て、神の訪れの
日に、神に栄光を帰すようになるためです。
3：1 同じように、妻たちよ、あなたがた自身の夫に服従しなさい．そうすれば、たとえ御言に従
わない者であっても、御言なしに、その妻の生活態度を通して、彼らは獲得されます．
ここの「卓越した生活態度」とは、神のためだけでなく、神で満たされ浸透された生活です。
この生活様式は、未信者の空しい生活様式に相対します。
あなたは光の子供ですので、ビジネス・ライフにおいて多くの点で罪や違反が照らされる経
験を持っているはずです。あなたは照らされた罪や違犯を一つ一つ告白して、清めていただく
必要があります。それはあなたが罪の汚染から清められて聖霊で満たされるためです。罪の告
白がなければ聖霊で満たされることはありません。聖霊で満たされて、あなたは異邦人とは異
なる卓越した生活態度を職場で持つことができます。異邦人の生活態度は、肉にしたがってお
り、「淫行、汚れ、好色、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、しっと、怒りの爆発、党派心、分裂、
分派、ねたみ、泥酔、宴楽、そのような類の事柄（ガラテヤ5：19-21）」に満ちています。この
ため多くの職場で、パワハラやセクハラなどの問題が起こったり、嫉妬、異常な競争心、分派な
どが起こり、会社組織が正常に機能できなくなっています。しかし聖霊で満たされたあなたの生
活は、「愛、喜び、平和、辛抱強さ、親切、善良、信実、柔和、自制（ガラテヤ5：22-23）」に
満たされます。ガラテヤ5章の続きの御言葉も読んでください。
ガラテヤ5:24 しかし、キリスト・イエスのものである人たちは、肉をその情と欲と共に十字架に
つけてしまったのです。25 もし私たちが霊によって生きているならば、霊によって歩こうではあ
りませんか。26 虚栄に陥って、互いにいどみ合ったり、ねたみ合ったりすることのないようにし
なさい。
あなたが肉にしたがって歩くなら、あなたの生活態度は異邦人と同じになってしまいます。毎
日、罪を告白して、キリストを罪のためのささげ物と違犯のためのささげ物として取ってください。
そうすればあなたは聖霊で満たされ、キリストで浸透された卓越した生活態度を持つことができ
ます。あなたのこのような生活態度を通して、異邦人の同僚が救われますように。アーメン！

経験②：キリストの贖いの血の効力は永遠である
宇宙と人の汚れは罪から出てきたので、それは贖う血によってのみ清められることができま
す。まず贖いのために血を流すことがなければならず、それから罪からの汚れを清めることが
なければなりません。主イエスが十字架上で血を流して贖いを完成したので、彼の血は、罪か
らの結果である人のすべての汚染を清め去ります。主イエスは十字架上で血を流して人の罪
の清めを完成した後、高き所の神の右に座られました。…レビ記第16章における予表によれ
ば、彼はご自身の血を天の至聖所の中へともたらし、神の御前にそれを振りかけ、私たちの罪
のためになだめをなしました。それは、私たちが神の御前に清められ、「すべての罪から清め」
られるためです。
私たちが救われた時に経験した清めは、まさに主イエスが完成し、神が私たちに適用し
た清めです。十字架上で主によって完成された清めは、神の御前での客観的な事実です。
私たちが救われる時、それは私たちにとって主観的な経験となります。ヘブル人への手紙
第9章14節は、キリストは永遠の霊を通してご自身を神にささげられたと告げています。十
字架上で、キリストは人の体の中でご自身を神にささげられました。その体は、時間の事柄
でした。しかし、彼は永遠に属し、時間の制限のない永遠の霊を通してこのことを行ないま
した。彼がご自身をささげることは一度で永遠でした。また彼の死を通して完成された贖い
も永遠であり、永遠の効力があるのです。キリストがご自身を罪のためのいけにえとしてささ
げることは、彼が罪のためのささげ物であることとかかわりがあります。彼が十字架上にいた
後半の三時間に、彼は神の目に、ご自身を罪のためのささげ物としてささげられる唯一の罪
人でした。この働きは一度で永遠に完成され、永遠の効力があります。
中高生編
ヘブル 9:14 まして、キリストが永遠の霊を通して、傷のないご自身を神にささげられたその
血は、なおさら私たちの良心をきよめて、死んだわざから離れさせ、生ける神に仕えるよう
にさせないでしょうか？
キリストは永遠の霊を通してご自身を十字架上でささげられましたので、キリストの贖いの
血の効力は永遠で、無制限で、すべての罪から私たちを清めることができます。この血の
清めは、小さな罪、大きな罪、無意識の罪、意図的に行った罪の全ての罪をカバーします。
ハレルヤ！ 贖いの血の永遠の効果のゆえに、主を賛美します。（ただし、あなたが意図的
に罪を犯すことを励ましているのではありません。あなたは神を畏れるべきです。）
あなたは毎日手を洗い、顔を洗い、シャワーを浴びて全身を洗うように、主イエスの贖い
の血を毎日適用すべきです。全身を洗う時、例えば、足の指と指の間などの細かい部分も
洗われる必要があります。足の指の間を清潔にしないと、水虫になったりします。あなたは
照らされた大きな罪だけでなく、細かい罪も告白し、清められる必要があります。
霊的に健康な生活を送るために、あなたは次のことを毎日実行してください。
i. 毎朝復興：毎朝、兄弟姉妹と共に御言葉を霊を活用して祈り読みし、主を食べ飲み享
受してください。健康な生活のために、まず、食べ飲みする必要があります。
ii. 毎日、手を洗い、またシャワーを浴びる：同時に、毎日自分の罪を告白し、キリストを違
犯のためのささげ物として取る必要があります。それは、霊的に毎日何度も手を洗い、
毎日シャワーを浴びて全身を洗うためです。
iii. 毎日朝夕、献身を更新する：あなたは毎日少なくとも朝夕自分を主にささげるべきです。
それは、主があなたを用いて、主の働きをすることができるためです。
iv. 学校で証しのある卓越した生活態度を持つ：学校での勉強や部活動などで肉にした
がってではなく、霊にしたがって歩み、証しのある生活態度を持ってください。
v. 他の兄弟姉妹のために祈る：箴言 11:25 祝福する魂は栄え、人を潤す者は自分も潤
される。
あなたが他の兄弟姉妹のために祈り、彼らを祝福すればするほどあなたは祝福されます。

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

補充 24
新けいやくの血は 何ととうとい！
かみとわれ調和し、 しゅくふく得る。
主の血はあがない、 聖べつなした。
良しん、つみ、死より きよめられた。
血はわれらのため、 かみにかたる、
あがない、義の要求、 満たされたと。
永遠の霊を通して ご自身ささぐ。
犠せいはふるびず、 血えい遠まで。
血によりだい胆に めぐみの座へ、
かみへ、至せい所へ すすみはいる。
かみ、血あるかぎり、 ご自身をあとう。
われ、受け入れられ、 主うちに生く。
新けいやくの血は 何ととうとい！
かみとわれ調和し、 しゅくふく得る。

赞美主—祂的救赎
1. 亲爱救主新约之血， 何等宝贵，超绝！
借此我们蒙神喜悦，与神全然和谐。
2. 借主宝血我们得赎，圣别远离罪污:
良心得洁，控告全无，死行桎梏尽除。
3. 更贵得血，远胜亚伯，神前美言述说；
完全救赎何其深阔，称义罪人如我。
4. 无瑕羔羊献作牺牲，乃借永远的灵；
历久弥新，宝血有能，功效及于永恒。
5. 借血坦然进至圣所，摸神施恩宝座；
享神肥甘，神前生活，新约福分得着。
6. 主血保证：神的自己，我们全享无遗；
蒙神接纳，进入神里，神也活我们里。
7. 亲爱就主新约之血，何等宝贵，超绝！
借此我们蒙神喜悦，与神全然和谐。

Hymns,#1090Praise Of The Lord - His Redemption
1. Dear Lord, how precious is Thy blood,
Of the New Testament!
By it God's blessings we receive,
And we with Him are blent.
2. 'Tis by Thy blood we've been redeemed,
And by it sanctified.
Now is our conscience free from sin,
From dead works purified.
3. Better than Abel's, now Thy blood
Speaks unto God for us.
Perfect redemption it provides,
Meeting God's righteousness.
4. Through the eternal Spirit, Thou
Offeredst Thyself to God.
This sacrifice can ne'er grow old;
Timeless is Thy dear blood.
5. 'Tis by Thy blood we boldly come
Unto the throne of grace,
Unto our God, the cov'nant new,
And to the Holiest Place.
6. Lord, by Thy blood, God is obliged
His very Self to give;
He must receive us to Himself,
And He in us must live.
7. Dear Lord, how precious is Thy blood
Of the New Testament!
By it God's blessings we receive,
And we with Him are blent.

