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死後の世界 第一部 死とは何か 第 1章 人の構造 ⑤

この学び全体のアウ トラインと本 国の内容

第一部 夕[]と はイ可か

第 1車   人の構造

第 2章   死についての聖書的理解

第 3章   非物質的部分 【霊魂】の不滅

第二部 人は死んだら、どこへ行くのか

第 1章   肉体の死後、人の霊魂はどこへ行くのか

第 2章   復活までの中間的状態

第二部 死者の復活

第 1章   教会の携挙 【新約時代の信者の復活】

第 2章   大患難期の後の7511問 【旧約時代の信者と大患難期の殉教者たちの復活】

第 3章   メシアの王国 【信者は肉体の死を経ずに全員が変換】

第4章   王国の後 【不信者の (第 1の )復活、不信者は第二の死へ】

第四部 新しい天と新しい地での永遠の生活

本国は、第一部 第 1章  「人の構造」の 5回 日です。第 1回で、人の起原、構造、そ

の継承、物質的部分 【からだ】についての 7つの用語、そして非物質的部分についてその

全体像を説明しました。第 2回から、非物質的部分の 7つの要素をそれぞれ詳 しく見てい

ます。第 2回から第 4回 までで、魂、霊、心、肉、思考を扱いました。本 日は、意志と良

心ですc

日本語 英語 ヘブル語 ギ リシア語

魂 Soul 47 -iz = プシュケイ

2 ヨ] Spirit /v7.,: I = =*<
3 ′き Heart レブ カルディア

7 肉 Flesh ,t\-f L サル クス

4 思考 R41nd (レ ブ) / r7, 7a4-*--<
5 意志 Ⅵrill フ ツ ォ ン テ レイマ

6 良心 Conscience (レ ブ) ス 不 イア シ ス
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本「1の 内容 意志 と良心

意志 (い し)

l)z't -.r > lfi' >,r =

意志の働 き

(1)人 が行動を起こすきっかけになることを、「動機」 とい う。

(2)人 の心や思考の中には、いろいろな動機が存在する。それ らの中か ら、どの動機

を選ぶのか、それが 「意志」の働 きである。

(3)次 に、「意志」は、選んだ動機に従って、いつ、どのような行動を起 こすのか、判

断するとい う働きもするc

(4)こ のとき、人の心や思考の中には、どのような結果になるのか、いくつかの想定

が生 じている。そ して、それぞれの結果につながる、あるいはそれぞれの結果を

達成するための手段・方法が考えられている。「意志」は、想定されるいくつかの

結果の中か ら自分が 目指す結果を選択 し、それを達成す るためのい くつかの手

段・方法の中から、最適 と思われるものを選択する。

(5)人 は、合法的な手段を選んで合法的な結果を得ようとすることもできるし、また、

非合法的な手段を用いて、合法的な結果あるいは非合法的な結果を得ることもで

きる。

2.聖 書は、不信者の意志 と信者の意志 とをはっきりと区別 している。

(1)不信者の意志は

① 良いことをすることはできる (使 27:43)

② しかし、意図的に神のみわざを否定する (Ⅱ ペテ 3:5「 こう言量張蚤彼らは、

次のことを見落としています」)

● 「言い張る」囲セロゥ 決定する、選択する → 願 う、意図する

● 「見落としている」匿|ラ
ンタノゥ 隠されている、気づかない

(2)信者の意志は、不信者の意志とは決定的に異なる

① ロマ 7:15～ 25 この箇所は、信者の意志について語っているc

● 罪人の霊魂の中には、「肉」または 「古い人 |と 呼ばれる罪の性質が入 り

込んでいるc

● 信者になると、「霊」または 「新 しい人」と呼ばれる新 しい性質が入る。

● 信者は、罪の性質と新 しい性質の両方をもっている.

● イ言者の内側では、何かを選択しようとすると、罪の性質に従って選択す

るか、新 しい性質に従って選択するか、葛藤、衝突が起きる。

● このときに、どちらを選択するのかは、意志の働きによるc

②  Iコ リ 7:36～ 39 この箇所は、信者の意志が、いろいろな選択肢の中から

選択することができることを示す。

● 「神の完全なみこころは、常に、唯ひとつである」と教えるのは、誤 りっ
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● 信者は、想定 される複数の選択肢が 自分の前にあるとした ら、まず、そ

の中か ら、明 らかに聖書に反する、すなわち神のことばが教えるところ

に反 した方向に向かわせるような選択肢を除くc残 った選択肢の中から、

信者は新 しくされた思考によって考え、選択すればよいcどれを選んだ

としても、神はそれをよしとされ′る.

0 ビリピ2:13「神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立て

させ、事を行わせてくださるのです」 この箇所は、信者の意志を通 して、

神の意志、神のみこころが働いてくださることを教えている

● イ言者が新 しくされた思考によって考え、選択するときには、信者は神の

みことばを用いる。よって、信者の意志は、神のみことばを通して神の

みこころに導かれる。

● ギリシア語聖書の原文を語順に沿って直訳すると、「神は、あなたがたの

うちで働いてくださるお方である。 (そ の働きは)次の両方であって、何

かを選択すること と それを実行すること。その目的は、良き楽 しみ

医|ヨ ゥドキア【満足、喜び →願い】」
④ テトス 3:8「 神を信じている人々が、良いわざに励むように心がける フ ロ

ンティゾゥ 【思考を用いる、注意する】ようになるためです」 この箇所は、

信者の意志が、正 しいことを行 う方向に向かうことができることを教えてい

るc

● 信者の意志は、正 しいことだけでなく、誤ったことを行 うように選択す

ることもできる (Iテ モ 6:9「 金持ちになり上」螢6_ロボゥロマイ 【意図

する、決心する】、ヤコブ4:4「世の友となりたいと思2た、らIヨボゥロマ
イ」

● 誤ったことをしたときに、「悪魔が私にそれをさせた」 と言ってはならな

いc信者が行ったことは、信者 自身の意志をもって選択 し、行ったこと

である。そ して、信者は、自分が選択 し、自分が行ったことについて、

責任 を負 う (ガ ラ 6:7)。

● 悪魔は信者の前に誘惑を置くことはするかもしれないc しか し、その誘

惑に従 うか どうかは、信者の意志の問題である。信者は、悪魔に抵抗 し

ようと思えばできる、そ うすれば誘惑から逃れることができたはずであ

る(ヤ コブ4:7「悪魔に立ち向かいなさい|」アンティステミ【対向して
立つ、抵抗する、反対する、耐える】cそ うすれば、悪魔はあなたがたか

ら逃げ去 ります」)cに もかかわらず、それをせずに誘惑に陥ったのは、

信者が自分の意志で選び取ったのであるc

良心 (り

困 (レブ)囲スネィデシス
うしん)

1.聖書での用例
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(1)1日 約聖書 :ヘブル語では レブ (心 )を用いる。 Ⅱサム 24:10「 良心のとがめ」、ヨ

ブ 27:6「 私の良心は生涯私を責めは しない」

(2)新約聖書 :ギ リシア語では、カルディア (心 )と は区別 して、「良心」をスネィデ

シスとい うc全部で 32回 c

2.良 心の働き

(1)良 心は、人に対 して、ある道または別の道を行 くようにと指示を発する.良心が

このような指示を発することができるためには、その人が 「ある道」または 「別

の道」について、知識を持っている必要がある。 よって、良心 と知識は切 り離す

ことはできない.

(2)良 心は、道徳規準 との関係で働 くc人が道徳規準に反することをすると、良心が

働き、人は良心の とがめを感 じる。

(3)良 心が働 くためには、道徳規準に関する知識をもっていることが前提 となる。そ

れ も単なる認識ではなく、自分 と結び付けて、自分は何をしてよいか、 してはい

けないか、 とい うことを知っていなければならない.

(4)良 心は、その人が何か行為を した ときに、その行為が規準に適合するか、そ うで

ないか、を明 らかにする。 よって、 どのような行為を した ら規準に反するのか、

行為についての具体的な知識 も必要である。

(5)良 心は、規準に従って判断を下す。 よって、もし規準が間違っていた ら、良心は

誤った判断を下す ことになる。規準が正しければ、良心も正しく機能する。真の

規準た りえるものは唯一、ネ中のことばである.

3.良 心 と人の堕落

人の堕落によって、罪の性質 =肉が入 り込んだ。良心は、肉によって影響を受けてい

る.ど こかが壊れている良心である (ヘブル 10:22「 邪悪な良心」)。

4.良 心の 9つのタイプ

(1)邪悪な良心 (ヘブル 10:22)

(2)正 しい良心 (使 23:1「 全くきよい匿|ア
ガソス良心 (正 しい良心のすべて)」 、 I

テモ 1:5、 1:19、 ヘブル 13:18、 Iペテ 3:16～ 21)

(3)弱 い良心 (Iコ リ8:7～ 12)

(4)明 示 されていないが、 (3)に 対 して、強い良心 (Iコ リ8:7～ 12、 10:25～ 29)

(5)汚 された良心 (Iコ リ8:7、 テ トス 1:15)

(6)傷つけられた良心 (Iコ リ 8:12) 「彼 らの弱い良心を踏み_に ■ ぅ|ヨ トゥブ ト

ゥ 【手や1奉 でヽ相手をたたく→打つ、たたく、傷つける】」

(7)麻痺 した良心 (Iテ モ 4:2)。 ・ 。こうなると良心としては全く機能しない

(8)き よい良心 (Ⅱ テモ1:3)。 ・・曰カサロス きれいな 医hean
(9)責められることのない良心 (使 24:16)
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このように 9つ ものタイプを持つので、良心は決 して完全なガイ ドではないっそれは、

人の堕落によって影響を受けていて、どこか壊れているものである。 しか し、正 しい

規準に立って働 くな ら、良心は頼 りになるガイ ドとなる.正 しい規準 とは、神のこと

ばである。

5.良 心 とディスペンセーション (神 の計画の進展における時代区分)と の関係

(1)律法のデ ィスペ ンセーションにおいては、旧約の聖徒たちは、動物の犠牲をささ

げることで罪が許 され、神 との関係 を回復することができた。 しか し、その罪は

おおわれ るだけであって、罪が完全に処理 され るにはメシアによる贖いを待たね

ばならない。そのため、旧約の聖徒たちの良心がきよめられることはなかった (ヘ

ブル 9:9、  10:1～ 2)

(2)そ のために、 1日 約の聖徒たちはメシアの贖いに よっては じめて完全にされた。ヘ

ブル 12:23の 「全 うされた義人たち」とは、 1日 約の聖徒たちを指す c

(3)こ れに対 して、恵みのデ ィスペンセーションにおいては、新約の聖徒たちは、1言

者になったその時点で良心もきよめられ、罪を意識することはなくなる (ヘブル

9:14、 10:22)。 新約の聖徒たちは、信者 となったその時点ですでに、メシアに

あって 「完全な者」である。 (コ ロ 2:10「 キ リス トにあって、満 ち塾苗LL■1｀ 金Iヨ

プレロゥ 【完成している、完全である】」

● 信者は、実際面では、自分の生き方に多くの欠けたことがあろうとも、

メシアにあつて 「完全な者」という地位を受けているcその地位にある

がゆえに、信者は完全である。

● 信者の実際而を、その地位にふさわしくすることが成長であり、聖化で

ある 。・・エベソ4:13「完全におとなになって、キリス トの満ち満ちた

身たけにまで達するのです」

6.良 心の役割

(1)良 心の主要な役割は、神の律法や神のことばを真の規準であるとあか しすること

である (ロ マ 2:15、 9:1)

(2)聖 書は、良心が役割を果たすべき事柄を 7つ記 している。

① 政府に従うこと (ロ マ 13:1～ 5)

② 横暴な主人のためにも良い仕事をすること (Iペテ 2:18～ 19)

③ 自分の行動が、神から来る誠実さに基づいているか、人間的な知恵によらず

神の恵みによって行動しているか、吟味する (Ⅱ コリ1:12)

① 適切な行動は、他の人の良心からの同意を受けることができる (Ⅱ コリ4:2
「神の御前で自分自身をすべて人の良心に推薦しています」)

⑤ 自分が言っていることが真実であることを証言する (ロ マ 9:1)

⑥ 他の信者との人間関係におけるガイ ドになる (Iコ リ8:7～ 12)

⑦ 信者が試練に耐えるための基盤となる (1ペテ 2:19)

(3)これらの役割を果たすとき、その良心は :正 しい良心」であるc
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