
#1父祖に対してなされた約束にしたがって、 
長子としての復活したキリストを増殖させる 

(国際長老責任者訓練) 2018/11/12-11/18 

Ⅰ．「この人の子孫から、神は約束にしたがって、
イスラエルに救い主、イエスをもたらしました．
…私たちは、父祖に対してなされた約束の福音
を、あなたがたに宣べ伝えているのです」（使徒
13:23，32）： 
Ａ．サムエル記下第7章12節で述べられている
ダビデの子孫は、実は神の長子としてのキリスト
であり、神性と人性の両方を持ち、ソロモンに
よって予表されています。 
サムエル下7:12 あなたの日が満ちて、あなた
が父祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身か
ら出るあなたの子孫をあなたの後に起こし、彼
の王国を堅く立てる。 
14 私は彼の父となり、彼は私の子となる。もし
彼が罪科を犯すなら、私は人の杖をもって、ま
た人の子のむちをもって彼を討つ． 
ヘブル1:5 神は御使いのだれに対して、「あな
たは私の子である．この日私はあなたを生んだ」
と言われ、さらにまた、「私は彼の父となり、彼は
私の子となる」と言われたでしょうか？ 
6 そして神は、長子を人の住む地に再びもたら
す時、「神のすべての御使いは、彼を拝しなさ
い」と言われます。 
Ｂ．サムエル記下第7章12節の「あなたの子孫」
と14節の「私の子」に関する言葉が暗示するの
は、ダビデの子孫が神の御子になるということ、
すなわち、人の子孫が神聖な御子になるという
ことです： 
①これはローマ第1章3節から4節のパウロの言
葉に符合します。それは、キリストがダビデの子
孫であって、復活の中で、彼の人性において神
の御子と明示されたと言っています。 
ローマ1:3 彼の御子に関するものです．この方は、
肉によればダビデの子孫から生まれ、4 聖別の
霊によれば、死人の復活から、力の中で神の御
子と明示された私たちの主イエス・キリストです。 
②これらの節がはっきりと啓示しているのは、人
の子孫、すなわち、人の子が、神の御子になる
ことができるということです： 
ａ．神ご自身、すなわち神聖な方は、人性の子
孫、すなわち人（ダビデ）の子孫になりました。 
ｂ．この子孫は、神・人であるイエスであり、彼はた
だ彼の神性の美徳によってのみ、神の御子でした。 
ｃ．彼の復活を通して、人の子孫としての彼はま

た、彼の人性において神の御子となりました。 

Ⅱ．「神は彼を復活させて、子孫である私たちに、
この約束を完全に成し遂げられました．それは詩
篇第二篇にも、『あなたは私の子である．この日
私はあなたを生んだ』と書き記されているとおりで
す」（使徒13:33）： 
Ａ．使徒第13章32節と33節で私たちが見るの
は、神の長子としてのキリストが父祖に対して約
束されており、神がイエスを復活させることによっ
てこの約束を成就したということです。 
Ｂ．復活は、人なるイエスにとって誕生でした： 
①彼は復活の中で神によって生まれ、多くの兄
弟たちの間で神の長子となりました。 
②彼は永遠からひとり子でした。 
③彼は肉体と成った後、復活を通して、人性の
中で神によって生まれ、神の長子となりました。 
Ｃ．パウロは詩篇第2篇7節に主の復活を見るこ
とができました：「あなたは私の子．今日、私はあ
なたを生んだ」： 
①パウロは「今日」という言葉を、主の復活の日
に適用しました。 
②これが意味するのは、キリストの復活が、神の
長子としての彼の誕生であったということです。 
③人の子であるイエスは、死人の中から復活さ
せられることを通して、神の子として生まれました。
ですから、神がイエスを死人の中から復活させた
ことは、神がイエスを神の長子として生んだことで
した。【月、火】                             
Ｄ．神のひとり子は肉体と成ることを通して人性を
着て、神・人となりました。そしてこの神・人は復
活の中で神の長子として生まれました： 
ヨハネ1:18 いまだかつて、神を見た者はいない．
父の懐におられるひとり子、この方だけが、父を
明らかに示されたのである。 
ローマ8:29 なぜなら、神はあらかじめ知っておら
れた者たちを、御子のかたちに同形化しようと、
あらかじめ定められたからです．それは、御子が
多くの兄弟たちの間で長子となるためです。 
①神のひとり子は肉体と成る前、人の性質を持っ
ておらず、神聖な性質を持っていただけでした。 
②神の長子は復活の中で、神聖な性質を持って
おり、人の性質も持っています。 
Ｅ．キリストは彼の復活を通して長子として生まれ、
同時に彼のすべての信者たちは神の多くの子た
ちとして生まれました： 
①これらの多くの子たちの間で、長子だけが神の
ひとり子です。 



②この神のひとり子は、彼の復活の人性において、
また神の長子でもあります。 
③長子は神性と人性の両方を持っており、私た
ち、神の多くの子たちとしての彼の信者も、人の
性質と神聖な性質の両方を所有しています。 
Ｆ．使徒第13章でパウロが宣べ伝えていたのは、
ヨハネによる福音書が宣べ伝えているような、
神のひとり子であるキリストではありませんでした。
そうではなく、使徒第13章でパウロが宣べ伝え
ていたのは、増殖のための神の長子であるキリ
ストでした： 
①主はひとり子として、神聖な命の具体化です。
ヨハネによる福音書が強調しているのは、イエ
ス・キリストが神の御子であるということ、また彼
が神の御子として、神聖な命の具体化であると
いうことです。 
②キリストは復活を通して、命を分与する方とし
ての神の長子となり、命を増殖させました。 
③まず、キリストは命の具体化として神のひとり
子でした。今や、彼は命を増殖させるために長
子でもあります。【水】                       
④彼が復活の中で神の長子となることを通して、
神聖な命が彼のすべての信者の中へと分与さ
れ、彼の中に具体化されている命を増殖させま
した。 

Ⅲ．「神がイエスを死人の中から復活させ、…
神はこのように言われました、『私は、ダビデの
あの聖なるもの、信実なものを、あなたがたに
与える』」（使徒13:34）： 
Ａ．復活したキリストは、ダビデのあの聖なる信
実なものです。「ダビデのあの聖なるもの、信実
なもの」は、復活したキリストを指しています。 
Ｂ．「ダビデのあの聖なるもの、信実なもの」とい
う句は、キリストがダビデから出たものであったこ
とを示します。なぜならダビデの子孫から、神は
そのような方を起こされたからです。 
ローマ1:3 彼の御子に関するものです．この方
は、肉によればダビデの子孫から生まれ、 
4 聖別の霊によれば、死人の復活から、力の
中で神の御子と明示された私たちの主イエス・
キリストです。 
Ｃ．「ダビデのあの聖なるもの、信実なもの」とい
う句は、実は神聖な名称、キリストの名称です。
【木】                                    
Ｄ．これらの聖なる信実なものは、キリストが何
であるかのすべての面です。例えば、命、光、
恵み、義、聖、命のパン、生ける水、力、知恵、

栄光、神の深み、かしら、からだ、初穂、第二の
人です。 
Ｅ．聖なる信実なものはすべて、私たちに対する
あわれみとしてのキリストご自身です。 
イザヤ55:3 …私はあなたがたと永遠の契約を
結び、ダビデへの確かなあわれみを与える。 
4 見よ、私は彼をもろもろの民への証人とし、も
ろもろの民への指導者また命令する者とした。 
歴代下6:42 エホバ・神よ、…あなたのしもべ
ダビデに対するあなたの慈愛を覚えてください。 
詩89:1 私はエホバの慈愛を永遠に歌います．
代々にわたって、あなたの信実を私の口で知ら
せます。 
Ｆ．私たちが見る必要があるのは、復活したキリ
ストが、神によって私たちにすべてを含む賜物と
して与えられた、聖なる信実なものすべてである
ということです。これが、使徒第13章でパウロに
よって宣べ伝えられたキリストでした。【金】       

Ⅳ．「この方を通して、罪の赦しがあなたがたに
宣べ伝えられているのです」、また「この方を信じ
る人はすべて義とされるのです」（使徒13:38-
39）： 
Ａ．罪が赦されることは、消極的な面についてで
あり、私たちが罪定めから解放されるためです。 
Ｂ．義とされることは、積極的な面についてであり、
私たちが神に和解させられ、彼に受け入れられ
るためです。 
ガラテヤ2:16 それでも、人が義とされるのは、
律法の行ないに基づいてではなく、イエス・キリス
トにある信仰を通してであることを知って、私たち
もキリスト・イエスの中へと信じたのです．それは、
律法の行ないに基づいてではなく、キリストにある
信仰に基づいて義とされるためです．… 
Ｃ．使徒第13章38節と39節でパウロは二回、「こ
の方」について語りました： 
①彼は、復活させられて神の長子となった方で
あり、私たちの救い主であり、多くの聖なる信実な
ものです。 
②長子、救い主、あの聖なる信実なものであるこ
の方を通して、罪の赦しが私たちに宣べ伝えられ
ており、私たちはこの方を通して義とされます。 
③私たちはこの方によって赦され義とされており、
彼ご自身が私たちの赦しまた義認です： 
ａ．赦しも義認も神から私たちに至るあわれみであり、
これらのあわれみは復活したキリストの各面です。 
ｂ．キリストは彼の復活の中で、私たちの赦しまた
義認です。【土】                             



経験①：キリストは復活の中で神の長子となった 
主イエスは二つの誕生を持たれました。第一に、

彼はマリアから生まれて、人の子となられました。そし
て三十三年半の後、彼は十字架につけられ、葬られ、
死人の中から復活させられました。復活を通して、彼
は第二の誕生を持たれました。なぜなら彼は人として
復活の中で生まれて、神の御子となられたからです。
ですから、彼は第一の誕生においてマリアから生まれ
て人の子となり、第二の誕生において復活の中で生
まれて神の御子となられました。 
この時点で私たちは、ひとり子と長子の違いが何で

あるかを自らに問う必要があります。私たちの最初の
答えは、ひとり子には兄弟がいないが、長子には多く
の兄弟がいると言うことであるでしょう。 
彼が復活の中で神の長子となることを通して、神

聖な命が彼のすべての信者の中へと分与され、彼の
中に具体化されている命を増殖させました。 
使徒行伝第 13 章でパウロが宣べ伝えていたのは、

…増殖のための神の長子であるキリストでした。こうい
うわけで、彼は主イエスの復活を第二の誕生として宣
べ伝えました。キリストは第二の誕生、復活における
誕生を通して、神聖な命を増殖させるために神の長
子となられました。 

新人編 
教会生活に新たに入って来た新人の皆さん、主を

賛美します。教会生活の主要な事柄は、キリストを享
受することです。キリストは神の御子であり、永遠の命
を皆さんに与えます。次の聖書を読んでください。 
Ⅰヨハネ 5:12 御子を持つ者は命を持っています．
神の御子を持たない者は命を持っていません。 
しかし聖書はさらに進んでキリストが神の長子であり、

多くの兄弟たちを持っていることを示しています。 
ローマ 8:29 それは、御子が多くの兄弟たちの間で長
子となるためです。 
キリストが神の長子であることの論点は、多くの兄

弟たちを持つことです。そのためにあなたはあなたの
中に入って来たキリストを周りの人たちに宣べ伝える
べきです。それは多くの兄弟たちをキリストの繁殖とし
て持つためです。 
この点を考えるとき、教会は福音友人に対して大き

く開かれていなければなりません。10 月末の本山での
福音開展において、留学生の信者で教会を探している
人や、日本人の未信者で教会に行ってみたいと思って
いる人に多く出会いました。彼らの中の何人かは、「教
会は敷居が高いので入りにくい」と言っていました。教
会は努力して彼らが感じている高い敷居をできるだけ
低くし、福音友人たちが教会に来やすくするようにする
必要があります。それは一人でも多くの人に福音を宣
べ伝え、彼らをキリストの繁殖のためのキリストの兄弟
たちにするためです。王国の福音が神戸、西宮、尼崎
などで優勢になりますように。アーメン！ 
祈り：「おお主イエスよ、あなたは復活の中で神の長
子となられました。それは多くの兄弟たちを持つため
です。私は周りの人に福音を伝えます。彼らが私と同
じようにキリストの兄弟となることができますように！」。 

経験②：キリストは「聖なる信実なもの」のすべてである 

神にとって復活したキリストは長子ですが、私たち

にとっては救い主です。さらに、彼は神によって彼の
選ばれた人々に与えられる大いなる賜物であり、この
賜物は「あの聖なるもの、信実なもの」と題されます。 

これらの聖なる信実なものは、キリストが何であるか
のすべての面です。新約によれば、キリストは命、光、
恵み、義、聖、聖別、義認です。彼はまた命のパンと
生ける水です。さらに、あの聖なる信実なものは、コリン
ト人への第一の手紙で明らかにされているキリストのす
べての面を含んでいます。すなわち、力、知恵、義、聖
別、贖い、栄光、神の深み、神の建造の唯一の土台、
過越、パン種のないパン、霊の食物、霊の飲み物、霊
の岩、かしら、からだ、初穂、第二の人、最後のアダム
です。…おお、キリストはあの聖なる信実なものとして、
私たちにとって何と多くのものでしょう！ 復活した方と
して、彼は長子、救い主、あの聖なる信実なものすべ
てです。 

旧約であの聖なる信実なものは、あわれみと考えら
れます。イザヤ書第 55章 3節は、「ダビデへの確かな
あわれみ」について語っています。歴代志下第6章42
節は、主のしもべである「ダビデに対する…慈愛」を述
べており、詩篇第 89篇 1節は、「私はエホバの慈愛を
永遠に歌います」と言います。あわれみは愛と恵みの
両方を暗示しますが、愛より遠くに届きます。愛と恵み
が届くことができない所に、あわれみは届きます。あの
聖なる信実なものはすべて、私たちに対するあわれみ
としてのキリストご自身です。命はあわれみであり、光も
あわれみです。…私たちは時間をかけて、これらのあ
われみのすべての面を数えるなら、あわれみの長いリ
ストを得るでしょう。妻に対する夫の愛や夫に対する妻
の服従は、私たちに対するあわれみとしてのキリストで
す。夫がキリストの中で妻を愛するなら、これは確かに
あわれみです。彼女に対する彼の愛は、彼に対するあ
われみとしてのキリストご自身です。同じように、姉妹が
キリストの中で夫に服従するなら、それもあわれみです。
彼女の服従は、彼女に対するあわれみとしてのキリスト
ご自身です。 

在職青年/大学院生編 
ビジネス・パースンとしてあなたは、IQ と関連のある

大学生の時の勉強の能力だけでなく、EQと関連のある
コミュニケーション能力も必要になります。コミュニケー
ション能力において、あなたは自分が理解するだけで
なく、自分が語っていることを相手がどの程度理解して
いるのかを判断することができるべきです。三分の一
理解しているのか、三分の二理解しているのか、あるい
はほとんど理解していないのか、またはほぼ完全に理
解しているのかを判別すべきです。さらに相手の理解
の程度だけでなく、彼らがそれを賛同しているのか、あ
るいは反対しているのかについても識別力が必要です。
これらは相手の表情や発言、その場の雰囲気などから
判別されるものです。以前の大学の勉強であれば、そ
れはあなたが頑張るか頑張らないかにかかっておりま
した。しかし会社に行くとさまざまなプロジェクトで多くの
人に説明し、賛同してもらい、投資してもらわなければ
なりません。この時あなたには IQだけでなく、EQも必要
になります。 
ハレルヤ！ 主を賛美します。私たちが信じ受け入

れたキリストは、すべてを含むお方（All inclusive One）



です。キリストはあなたの IQ であり、EQ です。キリスト
は物事に対する理解力であり、人に対する理解力で
す。キリストはあなたの知恵、知識、暗記力、集中力
であり、キリストはまたあなたのコミュニケーション能力
の改善に必要なさまざまな能力です。例えば、人の
話をよく聞く力、雰囲気を読む力、相手の背景を考
慮し同情する能力、多様性を受け入れるダイバーシ
ティの能力です。あなたは復活のキリストの証し人に
なるために、霊を活用し、思いを開き、思いを霊に付
けてキリストのすべての面を一つずつ経験することが
できますように。実はビジネス・ライフのさまざまな過
酷な環境は、すべてを含むキリストを経験するために
あるのです。ハレルヤ！ 
祈り：「おお主イエスよ、キリストはすべてを含む方で
あり、『聖なる信実なもの』のすべてです。キリストは私
の IQであり、EQです。職場や研究室でキリストを経験
して、私のコミュニケーション能力が引き上げられま
すように。ハレルヤ！」。 

経験③：若い時に、時を贖って回復訳聖書と 
ライフ・スタディを読む 

私たちはみな、復活したキリストがすべてあわれみ
としてのあの聖なる信実なものであり、すべてを含む
賜物として神が私たちに与えられたことを見る必要が
あります。これが、使徒行伝第 13 章でパウロが宣べ
伝えたキリストでした。パウロは福音メッセージにおい
て、旧約聖書からキリストを宣べ伝えただけでなく、あ
の聖なる信実なものとしての復活したキリストも宣べ
伝えました。実は、パウロがここで福音の宣べ伝えに
おいて告げ知らせたことは、彼がその説明のために書
いたすべての書簡を必要とします。ですから、私たち
はあの聖なる信実なものとしてのキリストについてさら
に見たいなら、パウロの十四書簡を学ぶ必要がありま
す。パウロは宣べ伝えにおいて、今日私たちの福音の
宣べ伝えで従うべきすばらしい模範を設定しました。
パウロのように、私たちは豊かな引き上げられた方法
でキリストを宣べ伝える必要があります。 

中高生/大学生編 
学生の皆さんは、若い時に回復訳聖書とフットノー

トを読んでください。またライフ・スタディを読むべきで
す。ライフ・スタディでリー兄弟は可能な限り平易な言
葉を使い、また長い文章を避けています。それは主
を愛する兄弟姉妹が誰でもライフ・スタディの中に
入っていけるためです。他方ライフ・スタディは聖書の
中の金の鉱脈を掘り出す極めて優れた本です。パウ
ロは神のエコノミー以外のことに心を留めないように
言っています。 
Ⅰテモテ1:3 ある人たちが異なる事を教えたり、4 作り
話や果てしのない系図に、心をとめたりすることがない
ように命じなさい．そのようなものは、信仰の中にある神
のエコノミーではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。
5 しかし、この命令の目的は、純粋な心と、正しい良心
と、偽りのない信仰とから出て来る愛です．6 ある人た
ちは、その目標からそれて、空論に迷って行き、 
ライフ・スタディと回復訳聖書のフットノートの特徴

は、読む人をいつも神のエコノミーという目標に連れ
戻します。多くの霊的な書物は神のエコノミーという目
標から逸れています。例えばある本は贖いを強調し

ています。彼らの言う贖いは、火の池に行かないこと
です。しかし聖書が啓示する、神のエコノミーに沿った
贖いは、命を分与し、召会を建造するためです。贖い
は命の分与の道を開き、命の分与は召会建造をもた
らし、最終的に新エルサレムを建造します。贖いは火
の池の裁きを免れることを含んでいますが、それが贖
いの目標ではありませんので、このような本は目標の
的を見失っていると言うことができます。 
回復訳聖書とライフ・スタディが回復の召会に与え

られていることを主に感謝します。ジョン・ネルソン・
ダービー兄弟の聖書の解説書は非常に優れた書であ
り、ニー兄弟やリー兄弟もその助けを受けました。しか
し彼らはダービー兄弟の肩に乗り、さらに進んで神のエ
コノミーのビジョンを見ました。またダービー兄弟の解説
書はワン・センテンスが数ページに至ることも多くあり、
それを理解するのは非常に難しいのです。しかし召会
建造のためには、すべての人が成長し、すべての人が
機能する必要があります。このことを考えると、回復訳
聖書とライフ・スタディはあなたが一生神のエコノミーに
沿って召会生活をするために役立つ傑出した書であり、
「Golden bar（金の延べ棒）」であるということができます。 
学生の時代には、受験生を除き､まだ比較的時間の

余裕がありますので、時を贖って回復訳聖書とライフ・
スタディを読んでください。 
エペソ5:16 今の日々は邪悪ですから、時を贖い取り
なさい。 
FN「時を贖い取りなさい」：すなわち、あらゆる好機会を
捕らえる。これは、私たちの歩みの中で賢くあることです。 
FN「今の日々は邪悪です」：この悪い時代では、毎日
が邪悪な日であり、邪悪な事柄に満ちていて、私たち
の時を無効にし、縮減し、奪い去ります。ですから、私
たちは賢く歩いて、時を贖い取り、利用し得るあらゆる
機会を捕らえなければなりません。 
祈り：「おお主イエスよ、回復訳聖書とライフ・スタディが
私たちに与えられていることを心から感謝します。若い時
に、時を贖い、真理を追求し、真理で構成され、祝福さ
れた召会生活を歩むことができますように。アーメン！」。 

詩歌１５４ 主を賛美する― 
彼のすべてを含むこと (英203) 

１. 主はそうせいのまえに， ちちのふところで， 

 ちちのえいこうにあり かみのーひとり子。 

 かつて，ちち，われらに， なれをあたえしとき， 

 霊にありわれらに来て， 全ほう満あらわす。 

２. なれ，死と復かつにより かみの長子となる; 

 われらは再せいされて， 多くの子らとなる。 

 われら，ながぞうしょく， なれのきょうだいたち， 

 ながえいこうのコピー， 神せいなかくだい。 

３. かつてひとつぶのむぎ， 地に落ちて死ねり; 

 なが死と復かつにより， いのちぞうしょくす。 

 なれにより生まれて， われらおおくのむぎ; 

 調和されてひとつパン， 全ほう満あらわす。 

４. われら，なれのふくせい， からだとはなよめ， 

 なれのひょう現，ほうまん， えい遠に住み合う。 

 われら，なれの継ぞく， いのちの増加，かく大， 

 せいちょう，豊富な余じょう， 栄光の主とひとつ。 


