
虹―クリスチャン生活と召会生活を経験することの総括（詩歌：14、756） 

Ⅰ．虹は、契約
を守ることでの
神の信実のしる
しです： 
創 9:9 「見よ、私
は自ら、私の契
約を立てる．あ
なた がたと、あ
なたがたの後の
子孫と」。  
13 私は雲の中
に、私の虹を置
いた．それは、
私と地との間の
契約のしるしと
なる。 

Ａ．「私は雲の
中に、私の虹
を置いた．そ
れは、私と地と
の間の契約の
しるしとなる」
(創9:13)： 

１．神は、再び洪水があって人類と地を滅ぼすことは決してないことを人類に保証するために、ノア、彼の子孫、またすべての動物と
契約を結びました。 
２．虹は、神がご自身の契約を立て、それを守る方であるというしるしです。虹は、神がご自身の契約を守ることを宣言します。 
３．虹は、すなわち神の契約のしるしは、
神の信実を表徴します。神の信実が虹で
す：Ⅰコリント 1:9 神は信実です．この方
を通して、あなたがたは彼の御子、すな
わち、私たちの主イエス・キリストの交わ
りへと召されたのです。 
Ⅰヨハネ 1:9 もし、私たちが自分の罪を
告白するなら、神は信実で義であられる
ので、私たちの罪を赦し、すべての不義
から私たちを清めてくださいます。 

ａ．神ご自身は信実であり、また神は彼の言葉に対して信実です。 
Ⅰコリント 10:13 あなたがたに臨んだ試みで、人の常でないものはありません．神は信
実であって、あなたがたが耐えられないような試みに遭うことを許されません．むしろ、
あなたがたがそれに耐えることができるようにと、その試みと共に、出て行く道をも備え
てくださいます。Ⅰテサロニケ 5:23 そして平和の神ご自身が、あなたがたを徹底的に聖
別し、あなたがたの霊と魂と体とを守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に、完
全で責められるところのない者にしてくださいますように。24 あなたがたを召す方は信
実であり、彼はまたそれを行なってくださいます。 
ｂ．私たちは、神の信実によって取っておかれてきました。今や私たちは、神の信実のし
るしとしての虹を持っています。 

Ｂ．「御座の周
囲には、緑玉
のように見え
る虹があった」
(啓4:3)： 

１．神は、命（碧玉の神
であり、また贖い（赤め
のう）の神です： 

ａ．彼の御座の周囲にある虹が表徴しているのは、彼が契約を結ぶ神、信実な神であって、地上で彼の裁
きを執行している間も、彼の契約を守るということです。 
ｂ．神は人類の一部を取っておき、彼の栄光のために新しい地における諸国民とならせます。 

２．御座の周囲にある虹
は、緑玉のように見えま
す： 

ａ．緑玉は草緑色の宝石であり、その色は地上の命を表徴します。 
ｂ．これが示しているのは、神が地上で彼の裁きを執行しているとき、ご自身の契約を覚えていて、地上
の命のあるものを取っておくということです。それは創世記第 9章 11節に示されています。 
創 9:11 私は、あなたがたと私の契約を立てる．すべての肉なるものは、洪水の水によって断たれること
はもはや決してなく、洪水が地を滅ぼすことはもはや決してない」。 

Ｃ．「私は、もうひとりの力
強い御使い［キリスト］が雲
に包まれて、天から下って
来るのを見た．彼の頭の上
には虹があり」(啓10:1)： 

１．ここの虹が示しているのは、キリストが地を裁くとき、神が地についてノアと結んだ契約を守るということです。創 9:16 虹が
雲の中にあるとき、私はそれを見て、神と、地上にいるすべての肉なるあらゆる生き物との間の永遠の契約を思い出す」。
17 そして、神はノアに言われた、「これが、私と地上にいるすべての肉なるものとの間に立てた契約のしるしである」。 
２．虹が示しているのはまた、キリストが周囲に虹のある御座に座しておられる神にしたがって裁きを執行するということ
です。この神は、信実で契約を守る神です。 

Ⅱ．クリスチャン
生活と召会生活
を経験すること
は、虹において
総括します： 
エゼキエル 1:28 
その周り全体に
ある輝きの外観
は、雨の日の雲
の中にある虹の
外観のようであ
った。これはエ

Ａ．神の永遠の定められた御旨は、キリストの中で彼ご自身を私たちの中へと造り込んで、
私たちの命またすべてとならせることです。それは、私たちが彼を私たちのパースンとし、
彼を生き、彼を表現するためです。これが神の心の願いであり、聖書の中心点です： 
エペソ 1:9 みこころの奥義を私たちに知らせてくださいました．これは、神がご自身の中で
計画された彼の大いなる喜びによるもので、 
3:11 神が私たちの主キリスト・イエスの中で立てられた、永遠の定められた御旨にしたがっ
ているものです．16 どうか御父が、彼の栄光の豊富にしたがい、力をもって、彼の霊を通し
て、あなたがたを内なる人の中へと増強してくださいますように． 

１．神の中心的な働きは、キリストの中で彼ご自身を私た
ちの中へと建造し込み、私たちを彼と一にして、彼の団体
的な表現とすることです。ガラテヤ 4:19 私の子供たち
よ、キリストがあなたがたの内に形づくられるまで、私は
あなたがたのために、再び産みの苦しみをしています． 
２．最終的に、三一の神と贖われた人は結合され、ミング
リングされ、合併され、そして建造されて、一つの実体、す
なわち新エルサレムとなります。 

Ｂ．神のご計画によれば、エゼキエル書第1章に啓示されている霊
的な事柄は、風で始まり、虹で終わります： 
エゼキエル 1:4 そして、私は見た．すると見よ、北からの暴風、大
きな雲、絶えず煌めく火が来た．その周りには輝きがあり、… 

１．私たちが澄み渡る空と御座を持って、こはく金と焼き尽くす火の外観を持つ人
を経験した結果、私たちは虹の外観を持ちます。 
２．虹は、御座に座している人の周りの輝きです。この輝きは、御座の上の主の
周りの光輝また栄光を表徴します。 
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ホバの栄光の
姿の外観であっ
た。… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ．クリスチャン
生活と召会生活
を経験すること
は、虹において
総括します： 

Ｃ．虹は、三つ
の基本色、す
なわち青色、
赤色、黄色の
組み合わせか
ら生み出され
るものと考えら
れます： 
 

１．青色は神のサファイアの御座の色であり、神の義を表徴します。赤色は聖別する火の色であり、神の聖を表徴します。黄色はこ
はく金の色であり、神の栄光を表徴します。 
２．義、聖、栄光は、三つの神聖
な属性であり、罪人を神に近づけ
ないようにします：創 3:24 こうし
て、神はその人を追放し、エデン
の園の東に、ケルビムと、あらゆ
る方向に回る炎の剣を置いて、
命の木への道を守らせられた。 

ａ．殺すための剣は神の義を示します。炎は神の聖を表徴します。ケルビムは神の栄光を表徴します。 
ｂ．堕落した人は、神の義、聖、栄光の要求を満たすことができなかったので、命の木としての神
と接触することが許されませんでした。ついにキリストが、十字架上でのすべてを含む死によっ
てこれらの要求を満たし、新しい生きた道を開きました。それは、私たちが至聖所の中へと入り、
命の木としてのキリストにあずかるためです。ヘブル 10:19 こういうわけで、兄弟たちよ、私たち
はイエスの血によって、大胆に至聖所へ入ります．20 それは、彼が私たちのために、彼の肉体
である幕を通して、一つの新しい生きた道を開設してくださったからです． 

３．主イエスは十字架上で死に、
神の義、聖、栄光の要求を満たし
ました。そして今や、彼は復活の
中で、私たちの義、聖、栄光です： 
Ⅰコリント 1:30 しかし、あなたが
たがキリスト・イエスの中にある
のは、神によるのです．このキリ
スト・イエスは、神から私たちに
与えられた知恵、すなわち、義と
聖別と贖いとなられました． 

ａ．義は、神の行政のために神から出て来ます。今や私たちは、キリストの中で神の義となりつ
つあります。Ⅱコリント 5:21 神は罪を知らなかった方を、私たちに代わって罪とされました．それ
は、私たちが彼の中で神の義となるためです。 
ｂ．私たちは、神を私たちの中に持つことによって、神が聖であるように聖となります。私たち
は、神の中にいることによって、さらに聖となります。私たちは、神とミングリングされ、神で浸透
され、飽和されることによって、最も聖となります。 
ｃ．キリストは、栄光の望みとして私たちの中に住んでおり、私たちは、栄光から栄光へ、彼のか
たちへと徐々に造り変えられていきます。 
コロサイ 1:27 神は彼らに、異邦人の間にあるこの奥義の栄光の豊富がどんなものであるかを、
知らせたいと願われました．それはあなたがたの内にいますキリストであり、栄光の望みです． 

４．私たちはキリストの中にいるので、義、聖、栄光としてのキリストを帯びます。神の目に、私たちは義、聖、栄光のように見え、虹
の外観を持っています。 
５．この虹の実際は、私たちの中へと造り込まれなければなりません。それによって、私たちは神の贖われた者として、虹の外観を持
ち、神の証しを担います。これは、私たちが神の義、聖、栄光を帯びることを意味します。啓 21:19 都の城壁の土台は、あらゆる宝石で
飾られていた．第一の土台は碧玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四はエメラルド、20 第五は赤縞めのう、第六は赤めのう、第七
は貴かんらん石、第八は緑柱石、第九はトパズ、第十は緑玉髄、第十一はヒヤシンス石、第十二は紫水晶である。 
６．この虹は永遠におい
て完全に現されます
が、この輝く虹の霊的な
実際は、今日、召会にお
いて現されるべきです： 

ａ．召会生活において、私たちは神に私たちの中で働いていただく必要があります。また私たちは、あら
ゆることが義であり、聖きよく、栄光があるようになる程度にまで、恵みを受ける必要があります。 
ｂ．もし私たちが神の聖なる火に、神にふさわしくないあらゆるものを焼き尽くしていただき、彼の聖なる性質
が私たちの人性を通して金として現されるようにするなら、召会は神の義、聖、栄光で満たされるでしょう。 
ｃ．この義、聖、栄光は、互いに結合し、反映し合って輝く虹を形成し、神を表現し、神のために証しします。 

Ｄ．新エルサレ
ムには虹の外
観があります。
聖なる都は虹
のように見え
ます： 

１．十二層の土台の色には虹の外観があり、永
遠の神の証しとして彼を取り囲んでいます。これ
は、都全体が信実な神の永遠の信実の上に建
造されていることを表徴します： 

ａ．新エルサレムは、ご自身の契約を守ることでの神の信実の上に建造され、そ
れによって保証されています。 
ｂ．神のエコノミーにおいて、私たちは信実な神で構成されて、彼が信実であるよ
うに信実である必要があります。 

２．永遠における新エルサレムとして、私たち、神の救われた者たちの集
大成は虹となって、私たちの神が信実であることを永遠に証しします： 
啓21:2 私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花
嫁のように整えられて、天から出て神から下って来るのを見た。 

ａ．神の義、聖、栄光によって、私たちは虹の外観を持
ち、神の救う信実を全宇宙に宣言します。 
ｂ．この虹が現れるとき、神は彼の心の願いを成就しま
す。 

３．この永遠の虹は、クリスチャン生活と召会生活を経験することの総括です。 



経験： 
①クリスチャン生活と召会生活は、契約の生活である： 

神は何に対して信実なのでしょうか？神は彼が言われることに対して信実です。

神は彼の言葉に対して信実であり、彼の言葉は遺言、契約です。契約は神の言
にほかなりません。神は、何であれ彼が言われることにおいて信実です。これが
虹です。雲が来るときはいつでも、あなたは神の信実が来るように呼ばなければ
なりません。それは、あなたが虹を呼び出すことを意味します。あなたは自 
分が弱いと感じるときはいつでも、神の信実を呼び求めて、こう言わなければな
りません、「おお、神よ、あなたは信実です。私は弱いのですが、あなたはご自身
の言葉にしたがって、私を強くしてくださらなければなりません」。私たちはみな、
洪水が来ないという確かなしるしとしての神の信実を伴う契約の下に生きていま

す。 
私たちのクリスチャン生活と召会生活は、絶対に契約の生活です。私たちは契

約の下にいます。新約聖書の節に次ぐ節に、私たちは神の約束を見いだします。
……あなたが直面するあらゆる環境に対する節があります。あなたが神の契約
を保持するなら、あなたに何が起こっても、生ける約束としての節があって、あな
たはそれに依り頼み、それによって生きると、私はあなたに約束することができ
ます。私たちはみな、どのように神の約束の下で生きるかを学ぶ必要があります。
私たちは自分の罪の意識、感覚、環境という雲によって脅かされたり、恐れたりし

てはなりません。私たちは神の契約の下に、完全に彼の祝福の下にいます。も
はや罪定めはなく、もはや裁きはなく、もはやのろいはありません。死は廃棄さ
れました。召会の中で、私たちは絶えず命を享受します。あらゆるものが命です。
あなたの職や健康を失うことについて恐れてはなりません。どんな暗い、消極的
なものによっても脅かされてはなりません。私たちは契約の民であり、あらゆる
状況に応じる約束の節を持っています。私たちはその契約の下に立って、どんな
失敗、弱さ、暗さ、消極的なことも信じてはなりません。私たちの運命は、血を注
がれた契約の下にあります。ハレルヤ、私たちは契約の民です！ 

ビジネス・ライフ編： 
ビジネスパースンとして、あなたには様々な困難があります。例えば、会社方

針によるある事業の閉鎖、業績不振による収入の激減、上司の交替による仕事
のやり方の大きな変更、転職があります。あなたはこれらの環境上の変化という
雲によって脅かされたり、恐れたりしてはなりません。あなたは神の契約の下で
完全に彼の祝福の中にいるからです。 

 
 

 
 

②地方召会は虹の証しを担うべきである： 
虹は、三つの基本色、すなわち青色、赤色、黄色の組み合わせから生み出さ

れるものと考えられます。青色は神のサファイアの御座の色であり、神の義を表

徴します。赤色は聖別する火の色であり、神の聖を表徴します。黄色はこはく金
の色であり、神の栄光を表徴します。 
私たちは、人が私たちと接触するとき、義、聖、栄光を感じることができるような

方法で、キリストを経験する必要があります。これが意味するのは、私たちが澄
み渡る空を持っていること、御座を持っていること、不注意でだらしないことは決し
てなく、義で正しくあることを、彼らが感じることができるべきであるということです。
私たちはまた、光り輝き、照らし、重みのあるこはく金を持つべきです。そうすれ
ば虹の外観を持つでしょう。…私たちは堕落していましたが今や救われた者とし

て、私たちを救うことにおける神の信実の証しとなりました。あらゆる地方召会は、
そのような虹の証しを担うべきです。 

中高生編： 
あなたが信じ、受け入れた神は義、聖、栄光の神です。これらは青色、赤色、

黄色で示されており、虹の鮮やかな様々な色はこれらの三色の複合から出てき
ます。虹は神が彼の約束の言葉に対して信実であることを示しています。あなた
はこの虹を経験するために、まず神の義（青色）、聖（赤色）、栄光（黄色）を経験し
てください。 

義について言うと、あなたは他のクラスメイトと、先生や友人の悪口を言って、
盛り上がってはいけません。あなたは主によって立てられた先生の権威に服す
ることを学んでください。また、クラスメイトについては、友情や同情を示す必要が
あります。これは例えば、邪悪なクラスメイトがいたら、彼らと同じように邪悪にな
ってはいけませんが、彼らのために祈ってあげる必要があるということです。 
聖について言うと、先ほど述べた悪口を言うことでは、大部分が事実に基づい

ているかもしれません。しかし、そのような噂話は俗なことであり、聖別されてい
ません。また、あなたはネット・ゲームが好きで、それに夢中になっているかもし

れません。ネット・ゲームのすべてが罪とは言えませんが、ネット・ゲームに没頭
しすぎると、聖別された生活の流れを失ってしまいます。あなたは神の祝福の下
で学生生活を過ごすために、聖別を追求してください。そのために、あなたはネッ
ト・ゲームを正しく制限することを学ばなければなりません。 
最後に、栄光について言うと、あなたはキリストを大きく表現することを学んでく

ださい。キリストを生き、キリストを表現する生活は喜びを維持する生活です。主
を持たない人はすぐに喜びを失ってしまいます。聖書は言っています、「主の中
でいつも喜びなさい。私は繰り返して言います、いつも喜びなさい(ピリピ 4:4)」、
“Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.” あなたが神の栄光である
キリストを表現しているかどうかは、喜びを維持しているかどうかで判別されます。



主にある信者として、主があなたの中に住んでおられることを思い出し、いつも喜
びを維持してください。 
神の義、聖、栄光を経験すれば、あなたは虹のある中高生生活、神の契約の

祝福の下での生活をすることができます。ハレルヤ！ 
 

③主の御声を聞くことができる正しい立場に立つ： 
エゼキエルは、彼が見たのは主の栄光の外観であったと言いました。「私はそ

れを見たとき、顔を伏せた．そして語る者の声を聞いた」。エゼキエル書の続く各
章で主の言葉を聞きたいなら、私たちはみな同じ地点に来る必要があります。そ
れは御座の前にある澄み渡る空の下であり、御座の上に人が座しており、輝き反
映している虹を帯びています。これが、私たちが上からの声を聞くことができる場

所です。ここにいることによって、私たちは天から語る声を聞く立場に置かれます。
私は、私たち一人一人がこの点に来ることを望みます。私はまた、すべての地方
召会もここに来ることを望みます。そうすれば主は私たちに語る道を持たれるで
しょう。 

結婚生活編： 
結婚生活において、妻は「図々しいおばさん」になりがちで、夫は仕事以外何も

しない「怠け者のおじさん」になりがちです。このようなアンバランスから救われる
ために、結婚生活を自分たちの小王国にしないようにする必要があります。召会

生活の中には霊的に経験の豊かな夫婦がいますので、彼らからアドバイスしても
らうべきです。そして、アドバイスをもらった後、ともに主の御前に出て祈る必要が
あります。 
主は前進している夫婦の兄弟姉妹を通してあなたに語りかけます。あなたは

からだを通しての主の御声を聞くために、正しい立場に立っている必要がありま
す。正しい立場とは： 
a) 四つの生き物の組み合わせ、実際的な召会生活の中に留まる。 
b) 自分の罪を告白し、純粋な良心を持ち、澄み渡る空を持つ。特に、結婚生活で

は、相手の罪を指摘し、自分の罪を告白しない傾向があるので、注意する必要が
ある。 
c) 御座に服する生活をする。服従すれば、主の権威を代行することができるよう
になる。 
d) 虹のある生活。クリスチャン生活と召会生活は、天然の命の努力と発展の生
活ではなく、神の契約の下で祝福にあずかる虹のある生活である。 
結婚生活を小王国にしてしまうと、その家庭だけの変わった正しくない習慣を

打ち立ててしまいがちです。図々しくなると恥ずかしさや遠慮がないので、とんで

もないことをしても、平気になってしまいます。また、家の中で何もしない怠け者
になってしまいます。聖書は次のように言っています、「恐れとおののきをもって、

あなたがた自身の救いを成し遂げなさい（ピリピ 2:12）」、“Work out your own 

salvation with fear and trembling.” 
主は互いに愛し合い、互いに受け入れ合い、互いに助け合う健康な結婚生活

を建て上げたいと願っています。このような夫婦は主と協力して、多くの祝福を多
くの人にもたらすことができます。あなたの結婚生活が、組み合わせ、澄み渡る
空、御座の上の人、虹の証し、主の御声の祝福の下でさらに前進できますように。
アーメン!ハレルヤ‼ 


