#1列王紀上、下における、神のエコノミーに関する
内在的な啓示は、予表を通して明らかにされ
伝達されているBird’s eye view9/12-18
I聖書は神のエコノミーの書です:A全聖書は、旧約
も新約も、まず神のエコノミーの絵であり、次に神の
エコノミーの完全な定義と成就です。B聖書は神の
永遠のエコノミーに関する神聖な啓示の記録であ
り、キリストは神のエコノミーの中心また実際です:
1キリストは三一の神の具体化であり、召会はキリス
トのからだです。2キリストと召会は、聖書の基本的
な構造です。エペソ5:32 この奥義は偉大です。実
は、私はキリストと召会について言っているのです。
C聖書のかぎである神のエコノミーとは、三一の神
が彼の計画と案配を持って、ご自身を彼の神聖な
三一の中で、彼の選ばれ、贖われ、再生された人
たちの中へと分与して、彼らの命、命の供給、す
べてとなって、彼らを彼の団体的な表現とならせ
ることです。この団体的な表現は、初めはキリスト
のからだであり、究極的には新エルサレムです:
エペソ3:9 万物を創造された神の中に、各時代に
わたって隠されてきた奥義のエコノミーが何である
かを、すべての人を照らして明らかにするためであり。
1私たちは神のエコノミーが聖書のかぎであることを
見るなら、聖書のあらゆる書を学ぶ時にこのかぎ
を用いるでしょう。2私たちがこのかぎを見て用いる
なら、聖書は神にとって神聖なエコノミーの啓示で
あるように、私たちにとってもそうなるでしょう。
霊感：

II列王紀上、下は、歴史的な事実に関するもので
はなく、列王紀上、下における内在的な啓示に関
するものです:Aヨシュア記からエステル記までの記
録にしたがった歴史の内在的な啓示は、神の永遠
のエコノミーが、どのようにして地上で彼の選民に
よって遂行されたのかを、私たちに明らかにするこ
とです。B一見すると、列王紀上、下はイスラエルの
王たちの歴史です。実は、列王紀上、下は神の霊
の霊感の下で、神の永遠のエコノミーと関係がある
方法で書かれました。Cダビデとソロモンは、予表とし
て、イスラエルの王たちの歴史が神のエコノミーと関
係があることの強力な証拠です。このエコノミーは、
神の具体化としてのキリストと、キリストのからだとし
ての召会に関するものです。Dソロモンと彼が建て
た宮は、イスラエルの歴史の中で強力な役割を果
たし、このような歴史において広大な領域を占めて
いるので、ソロモンと彼が建てた宮は旧約において、
予表の方法で、イスラエルの歴史が神の永遠のエ
コノミーを完成することと大いに関係があることの証

拠です。マタイ16:16 シモン・ペテロが答えて言った、
「あなたはキリスト、生ける神の子です」。18 そこで
私もあなたに言う．あなたはペテロである。私はこの
岩の上に、私の召会を建てる。ハデス［陰府］の門
も、それに勝つことはない。E私たちは列王紀上、下
を読むとき、旧約の歴史書と新約との結び付きを見
る必要があります。この結び付きは、キリストのため、
またキリストのからだのための神のエコノミーです。
霊感：

III旧約の歴史は、予表の方法で神のエコノミーと
密接な関係があります:A旧約は神の永遠のエコノ
ミーの、絵図であり、新約は神の永遠のエコノミー
の、実際的な成就です。B創世記から申命記まで
の予表が明らかにしているのは、キリストの中に具
体化された三一の神が、彼の永遠のエコノミーの
中心また円周であるということ、またキリストが三一
の神の選ばれた民の祝福またすべてであるという
ことです。Cヨシュア記からエステル記までの十二
巻の歴史の書が明らかにしているのは、三一の神
が彼の選ばれた民の中で行動して、彼らに彼の約
束したすべてを含むキリストを良き地として所有さ
せ、受け継がせ、享受させるということです。D詩の
書（ヨブ記、詩篇、箴言、伝道の書、雅歌）が明ら
かにしているのは、キリストが、神の選ばれた民が
追い求めるべき唯一の完全であり、また神の選び
の民が獲得し享受すべき唯一の満足であるという
ことです。詩2:6 しかし、私は私の王を、私の聖なる
山シオンに立てた。12 御子に口づけせよ。彼が
怒って、あなたをその道で滅ぼすことがないように
せよ．彼の怒りは、今まさに発火しようとしているか
らだ。幸いである、すべて彼の中に避け所を得る
者たちは。Eイザヤ書からマラキ書までの十七巻の
預言の書において、私たちが見るのは、三一の神
が神・人と成って、彼の完全な贖いを成し遂げて、
彼の永遠のエコノミーを完成し、このエコノミーが新
天新地において究極的に完成するということです。
霊感：

Fマタイによる福音書からヨハネによる福音書までが
明らかにしているのは、三一の神が手順を経て究
極的に完成されて、すべてを含む、命を与える霊と
成ったということです。ヨハネ7:39 イエスはこれを、
彼の中へと信じる者たちが受けようとしているその
霊について言われたのである。まだイエスの栄光が
現されていなかったので、その霊はまだなかったか
らである。G使徒行伝が明らかにしているのは、す

べてを含む、命を与える霊がご自身を神の具体化
であるキリストの実際として拡大して、神の諸召会を
生み出すということです。使徒1:8 しかし、聖霊があ
なたがたの上に臨む時、あなたがたは力を受ける。
そしてエルサレムにおいても、ユダヤ全土とサマリア
においても、また地の果てまでも、私の証し人となる」。
Hローマ人への手紙から啓示録までが明らかにして
いるのは、すべてを含む、命を与える霊が、造り変
えを通して諸召会を建造して、究極的に完成され
た三一の神の有機体、すなわちキリストのからだと
ならせるということであり、このからだは新エルサレ
ムにおいて究極的に完成して、究極的に完成され
た三一の神の永遠の拡大となります。ローマ12:5
私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つか
らだであり、そして各自は互いに肢体なのです。
霊感：

約の実際において、これら二つは一つの建造です:
1一方で、私たち新約の信者は祭司であって、神に
仕え、神を礼拝します。1ペテロ2:9 しかし、あなたが
たは選ばれた種族、王なる祭司の体系、聖なる国
民…です。2他方で、私たちは神の王であって、神
のために王として支配します。H王たちは新約の信
者たちの予表です。なぜなら、新約の信者はみな
王となるために神によって救われているからです。
ローマ5:17 もし一人の違犯によって、死が一人を通
して王として支配したなら、あふれるばかりの恵みと
あふれるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さら
にいっそう一人の方、イエス・キリストを通して、命の
中で王として支配します。V歴史書が聖書の中に
置かれたのは、予表において、神のエコノミーの生
き生きとした展望を私たちに与えるためです。旧約
の予表の本質は、キリストと彼のからだをその中心
また実際とする神のエコノミーです。
霊感：

IV列王紀上、下における内在的な啓示は、予表を
通して明らかにされ伝達されています:Aイスラエル
の歴史は、召会全体の予表であるだけでなく、神の
神戸に在る召会 交わりと報告事項
エコノミーの予表でもあります。Bイスラエルは、新約 1. 9月17(土)～19（月・祝）全国特別集会：
における神の選民としての召会を予表しています:
17（土）13:30‐15:30 M1
1コリント5:7 というのは、私たちの過越であるキリスト
18（主）10:30-12:30 M2,13:30-15:30 M3
が、犠牲としてささげられたからです。10:6 さて、これ
19（月・祝）10:00-12:00 M4
らの事柄が起こったのは、私たちへの一種の予表と
【Zoom ID】日・英 851 2479 8841
してです。それは、彼らが欲望にかられたように、私
華語 817 1263 4385
たちが邪悪な事柄で、欲望にかられる者とならない
手話 631 562 5221
ためです。3旧約には一つの民、すなわちイスラエル
※パスワードは全て 31 です。
がいて、新約にも一つの民、すなわち召会がいます。
2. YouTube福音主日集会
これら二つの民は、神が成した一つの事（神のエコ
11 （ 主 ） か ら 福 音 主 日 集 会 の 時 間 を
ノミーの完成）の記述です。エペソ1:10 時代の満了
10:00-45に時間を変更しています。
時のエコノミーへ至るためです。すなわち、キリストの
【スケジュール】
中で、天にあるもの地にあるもの、すべてのものを、
9:30-55 福音集会の詩歌を用いて賛美し、
彼の中でかしらにつり上げようとされたのです。
祈る。同時に必要に応じて準備
霊感：
を行う。
10:00-45 YouTube福音主日集会
10:45-50 福音集会についての祈りと交わり
Cダビデは苦難を受けたキリストを予表します。ソロモ
10:50-11:12 預言集会
ンは神の王国とその光輝の中で栄光が現されたキ
11:12-11:15 交わりと報告
リストを予表します。D宮は、宇宙における神の唯一
3. 通常の主日集会9:30-11:10（夙川、六アイは
の建造としてのキリストと召会を予表します。E預言
10:00-11:40）に変更はありません。自分の地
者エリシャは、予表における神の新約エコノミーを
区が福音集会を担当する時だけ、上記2のス
表します。彼は旧約における予表であって、新約に
ケジュールになります。
おける実際のものを予表します。F最も憎むべき人
4. 通常の主日集会以外の時間帯での主日集会
であり、アハブの異教の妻であったイゼベルは、新約
7:20-50＠六甲 Zoom ID:795 487 7813
の実際においてイゼベルがだれであるかの予表で
17:00-40＠魚崎 Zoom ID:374 864 5537
す。すなわち、背教の召会の予表です。G予表にお
19:30-20:30＠六甲 Zoom ID:875 716 8582
いて、王の宮殿と神の宮は別々のものでしたが、新

CP1 神のエコノミーと無関係になると、
神のすべての働き、分与、臨在、祝福を失う
IC聖書のかぎである神のエコノミーとは、三一の神
が彼の計画と案配を持って、ご自身を彼の神聖
な三一の中で、彼の選ばれ、贖われ、再生され
た人たちの中へと分与して、彼らの命、命の供給、
すべてとなって、彼らを彼の団体的な表現となら
せることです。この団体的な表現は、初めはキリ
ストのからだであり、究極的には新エルサレムで
す:1私たちは神のエコノミーが聖書のかぎであるこ
とを見るなら、聖書のあらゆる書を学ぶ時にこの
かぎを用いるでしょう。2私たちがこのかぎを見て
用いるなら、聖書は神にとって神聖なエコノミーの
啓示であるように、私たちにとってもそうなるでしょ
う。IIB一見すると、列王紀上、下はイスラエルの
王たちの歴史です。実は、列王紀上、下は神の
霊の霊感の下で、神の永遠のエコノミーと関係が
ある方法で書かれました。エペソ3:9 万物を創造
された神の中に、各時代にわたって隠されてきた
奥義のエコノミー［経綸］が何であるかを、すべて
の人を照らして明らかにするためであり。D1キリス
トと召会が神のエコノミーの中心性と普遍性であ
ることは、新約と旧約の両方において普遍的です。
エペソ5:32 この奥義は偉大です。実は、私はキ
リストと召会について言っているのです。2私たち
は、歴史書が、キリストと召会に関する神の永遠
のエコノミーの観点から書かれたことを見る必要
があります。E私たちは列王紀上、下を読むとき、
旧約の歴史書と新約との結び付きを見る必要が
あります。この結び付きは、キリストのため、またキ
リストのからだのための神のエコノミーです。
大部分の人はエコノミーについて考えるとき、そ
れを金銭上の用語と考えます。私たちが神のエコノ
ミーについて語るとき、これを意味しているのではあ
りません。神のエコノミーは神のご計画、神の神聖
な案配であり、彼のみこころにある大いなる喜びを
成就して彼の定められた御旨とすることです。イス
ラエルの歴史は、ブラザレンの教師たちが指摘した
ように、召会全体の予表であるだけでなく、神のエコ
ノミーの予表でもあります。このエコノミーの成就は
新約の中にあります。新約は、旧約における王たち
の予表の完全な成就を提示します。
聖書は神の永遠のエコノミーに関する神聖な啓
示の記録であり、キリストは神のエコノミーの中心ま
た実際です。キリストは三一の神の具体化であり、召
会はキリストの有機的なからだです。これら二つの
項目が、聖書の基本的な構造です。ですから、私た
ちは聖書のどの書を理解するにも、特に列王紀の
ライフスタディにおいて、この観点を保持すべきです。

適用: 青少年、大学生、新人編
私たちの神は生ける神であり、彼には彼の大い
なる喜びに従った計画、エコノミーがあります。神
はこのエコノミーにしたがってすべてのことを行わ
れます。御父は彼のエコノミーのために、この世の
基がおかれる前から選民を選び、御子は御父の
選ばれた人々を贖い、聖霊は御父が選び、御子
が贖った人々に来て、神の計画を適用します。そ
れは、彼らがキリストのからだを建造して、究極的
に新エルサレムを建造するためです。私たちはキリ
ストを経験し、他の人に分与して、キリストのからだ
を建造するという神のエコノミーを私たちの人生の
路線として、神のエコノミーの達成を人生の目標に
すべきです。そうすれば、私たちの日々に神の臨
在が共におられるようになります。決して、神の臨
在を自分自身の繁栄、平安のために不法に用い
てはいけません。私たちの人生が、神のエコノミー
の中で、また主の臨在の中で祝福されますように!
学校で勉強している兄弟姉妹も、会社で働い
ている兄弟姉妹も、神のエコノミーの中を歩んでく
ださい。あなたは学校や職場でキリストを経験す
ることができ、福音を知人に伝えることができます。
証私は自分の学生生活を神のエコノミーと結びつ
ける時、神の臨在があり祝福された経験と、神の
エコノミーは非現実的であると考えた時、神のエコ
ノミーに無関心になり、神の臨在を失い、祝福を
失った経験を証しします。
私は信仰によって、神のエコノミーの路線を学生
生活の中心に据える時、多くのクラスメートや後輩
が救われたこと、また大学院の入試が祝福された
ことなどを経験しました。しかし私が一旦不信仰に
なり、神のエコノミーは現実とはかけ離れているの
で、そんなことよりも現実の生活の方が大切である
と考えると主の臨在、勢い、祝福を失ってしまいま
した。イスラエルの民が失敗と成功を繰り返したよう
に、私も失敗と祝福の繰り返しを学生生活で経験し
ていました。そのような時、私は次のように祈りました、
「主イエスよ、私は愚かな人で、同じような失敗を
繰り返しています。私がいつも神のエコノミーを生
活の中心に据えることができるように、私を憐れん
でください」。そのように祈った後、大学院の時から、
私の学生生活が少しずつ継続的に神のエコノミー
のゆえに祝福されるようになりました。
祈りおお主イエスよ、神のエコノミーが聖書のかぎ
であり、キリストは神のエコノミーの中心また実際で
す。神のエコノミーに無関心になってしまうと、神
の臨在と祝福を失ってしまいます。私は自分の生
活を神のエコノミーと結びつけるために、キリストに
つながった生活をします。

CP2 キリストの享受は、王職の水準に達し、
大混乱を支配しなければならない
IVH王たちは新約の信者たちの予表です。なぜな
ら、新約の信者はみな王となるために神によって
救われているからです:1新約の信者たちは、神の
エコノミーにおける王たちの予表の成就であるべ
きです。ローマ5:17 もし一人の違犯によって、死が
一人を通して王として支配したなら、あふれるばか
りの恵みとあふれるばかりの義の賜物を受ける者
たちは、さらにいっそう一人の方、イエス・キリストを
通して、命の中で王として支配します。2新約にお
いて、すべての信者は王また祭司となるために
救われています:b私たちは、神聖で、霊的で、天
的で、王的で、王なる命をもって再生されました。
この命は私たちを座に着かせ、万物を、王として
支配させます。
王も祭司も神の代理権威です。神の代理権威
は、語るべき神の託宣と支配する神の権威から
成っています。祭司は神のために語るとき、神の
代弁者、神の口となり、これらは預言者です。で
すから新約において、私たち信者は王、祭司、預
言者です。旧約の王たちは予表であり、この予表
は、新約の信者たちが王であることによって成就
されます。これらはキリストを極みまで享受してい
る人々です。
もし私たちがクリスチャン生活において王の水
準に到達していないなら、まだ正当な標準より下
であるのです。…私たちがキリストを享受するのは、
わずか「一インチの高さ」であるかもしれませんが、
キリストは無限です。私たちがキリストを享受する
ことは、王職の水準に達するべきです。神の定め
られた預言者また祭司として、私たちはまた王で
あって、神のすべての敵を支配します。神は支配
しますが、直接、支配するのではありません。神は
王としての私たちを通して、信者を通して支配しま
す。新約の信者たちは、神のエコノミーにおける王
の予表の成就であるべきです。
私たちがそのような王となることができるのは、
ただ神をもって再生され、要素としての神をもって
造り変えられた人となることによります。それは、
私たちが自分自身の命によって、自分自身によっ
て、自分の天然の人によって、自分の肉によって
生きるためではありません。そうではなく、私たちは、
今やご自身を私たちとミングリングして一にしてお
られる神によって生きます。信者の生活は、この
ような人であり、しかも神聖な生活をすることです。
この命の中で、私たちは王となって、私たちの神
の定められた分け前を享受することができます。
それは私たちの良き地としてのキリストです。

適用:ビジネスパースン、大学院生編
証私は30代前半の頃、ローマ5:17の「命の中で王と
して支配する」が何を意味しているのか理解できな
かったので、この点にあまり注意を払いませんでした。
会社で働いている時に、「旧創造におけるサタ
ンの大混乱と新創造のための神聖なエコノミー」と
いう本を読みました。私は大企業でも、中小企業
でも働きましたが、どの会社組織にも大混乱の状
況がありました。そこで私は、混乱を治めるために、
王として支配し、秩序を回復する必要性を切実
に感じました。私は元々、リーダーになると煩わし
いので、リーダーになりたくないと思っていましたが、
神の御心は、信者が神聖な命によって再生され
た後、命の中で成長し、更に命の中で王として支
配することです。信者が成長し、命の中で支配す
るに至らなければ、サタンの大混乱を治めること
はできません。
30代の時は部長への出世を断ったりしていまし
たが、40代になってから、自然の流れの中で出世
することを受け入れるようにしました。それは、会
社の中で「命の中で王として支配する」ことを主が
アレンジした環境の中で、経験するためです。しか
し、「命の中で王として支配する」ことは私の天然
の性情に反するので、不安になり、主とよく交わり、
次のように祈りました、「主イエスよ、私は煩わさ
れるのが嫌なので、出世しないようにしていました
が、これは私の天然的な考えからでした。今、私
はあなたが導かれるならどんなことでもやります。
しかし、それは召会建造の妨げにならず、益にな
ることが条件です。ですから、今回の出世があな
たからでないなら、この出世の道を閉ざしてくださ
い。私の本業は、キリストと召会ですので、私は本
業で失敗できないからです。これがあなたからで
あるなら、私があなたの中で、あなたと共に、あな
たのために、新しいポジションで力強く事を行うこ
とができますように」。私は昇進の機会があるたび
に、このように祈りました。驚いたことに、こうした献
身の祈りの中で、私のマネージメントと業績は大い
に祝福されました。私の秘訣は、「命の中で王とし
て支配する」ことを、会社の人やプロジェクトの上
で、召会建造のために、経験することでした。
祈りおお主イエスよ、新約において、すべての信者
は王となるために救われました。神は私たちを通し
て支配することを願っておられます。私は王として
支配するために造り変えられなければなりません。
自分の天然の人や肉によって生きるのではなく、ミ
ングリングされた霊に従って生き、混乱した状況を
支配することを学びます。私のキリストの享受は必
ず支配する標準にまで達しなければなりません。

