
新約聖書の中の奥義 第 3回

□この学び全体のアウトライン

第一部 イン トロダクション

て の

第二部

第四部

第五部

教会に関する 5つの奥義

イスラエルが頑なになることに関連する奥義

サタンの 2つの奥義 と それを打ち破る神の 8番 目の奥義

□第二部 「奥義としての神の国」のアウトライン

A)神 の計画における 「神の国」

B)神 の国がもつ 5つの層

全宇宙的な国、または永遠の国

霊的な国

神政の国

メシアの王国、または千年王国

前半

奥義としての神の国
後 半

日本 日の内容

本 日は、第二部 奥義としての神の国 前 半 です。

参考 : 神の国の 5つの層の概念図 (実線 :目 に見える、点線 I日 に見えない)
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(永遠の秩序)

① 全宇宙的な国、永遠の国
|afrlaaratr.rtarti

②霊的な国

③神政の国
④メシアの王国、千年王国

⑤奥義としての神の国
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1.

A)神 の計画における「神の国」

「神の国」の基本的な意味

(1)1日 約聖書と新約聖書、いずれも神の国について記 している。「神の国」というとき、

そのことばが含む基本的な意味は、神が支配するということである。

(2)神の国とは、主権者である神が支配しておられる領域である。

(3)B)で詳しく扱 うが、神の国には 5つの層がある。それらの層の間では、神の権威

が現わされる程度に違いがある。 しかし、神が支配するという意味では共通 して

いる。

支配するという概念

(1)支配するとい う概念には、互いに関係する 3つの要素が含まれる。

① 支配権

② 支配権の及ぶ領域や対象

③ 支配権の実際の行使

(2)よ って、神の国の 5つの層を理解するときには、この 3つの要素の観点から見る

こ とが必要である。

① 神のもとで誰かに支配権が与えられるのか、与えられるとしたら誰に?

② その支配権の及ぶ領域はどこか、重塗上重=る
人々盛誰か?

③ その支配権は、直塑整重塵重童盪型L全ユ盆?

永遠か、一時的か

(1)神の国の 5つの層を理解するときには、その層が永遠のものか、:」生的なものか、

その区別も必要である。

① 永遠性のある層 。・・天的、霊的

② 一時的な層・・・地上的、物質的

(2)よ って、神の計画において、神の国は霊的な層もあれば、物質的な層もある。

(3)「天の国」と「神の国」について

① 基本的な区別 :「天の国」という表現は、天的な国であるから、永遠性を想定

している。他方、「神の国」というときには、地上的な国であり、―一定の期間

があることを想定している。

② 福音者における用法 :マ タイの福音書は、ユダヤ人向けに書かれてお り、神

の名や「神」をみだりに国にしないというユダヤ人の習慣に応 じて、「神の国」

を「天の国」と言い換えている。福音書では、「神の国」と「天の国」は同じ

意味であるということに留意

まとめ :神の計画の中で、神の国は、5つの層をもつ多層構造である。

(1)それゆえ、聖書箇所を比較 して、一見矛盾するようなことがある。マルコ9:1で
は、神の国は日に見えるものである。他方、ルカ 17:20～ 21では、神の国は目に

見えない。

(2)こ れは矛盾ではない。 どちらも神の国である。別々の層のことを言っているので

ある。 (マルコ9:1 メシアの王国、 ルカ 17:20～21 奥義としての王国)

2.

3.

4.
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B)神の国がもつ 5つの層

1.全宇宙的な国、または永遠の国

(1)特徴

① 神が、被造物すべてに対して、主権的に支配しておられる

② 神が常時コン トロール下に置いておられ、何事も神のみこころの外側で起き

ることはない

③  「全宇宙的な」・・・神が造ったすべての被造物 (天使たちをも含む)、 全宇

宙に神の支配が及ぶことを強調する表現

④  「永遠の」・・・時間の制約がないこと、神によるコントロールができる時間

帯とそうでない時間帯があるというような状態ではないこと、あるいは神の

支配が及ぶ期間が限られていて、ある時点からは神の支配がなくなるという

ような状態ではないこと → 何事も神のみこころの外側で起きることはな

い

(2)関連箇所は 13か所 。・・神のすべての被造物に対して、神が、主権的にかつ永遠

に支配しておられることを示す

箇所 全宇宙的な国 永遠の国

I屋番29111～ 12 ○

2 詩 10: 16 ○

3 詩 29110 ○

4 言寺74: 12 r、
ヽノ

5 詩 90: 1～6 ○ ○

6 言寺93:1～ 5 ○ ○

7 詩 103: 19ハV22 ○

8 詩 145: 1～21 ○
⌒
∪

9 晉寺11481 1～ 14 ○

10 コ■1/10: 10 ○

11 哀歌 5:19 ⌒
フヽ

12 う′゙こ■4: 17、  25、  32 ○

13 ダこ■6126 ′ヽ
ヽノ

(3)こ の国の中にいることを理解すると、神に対して全幅の信頼を持つ
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2.霊的な国

(1)特徴

① 信者の心の中における、神の支配

② すべての信者から成る国、信者だけの国。彼らは、あらゆる時代の信者であ

る。

③ この国に入る手段は、聖霊による新生 (再生)である。

(2)普遍的教会との関係 :教会は使徒 2章のペンテコステで誕生し、教会時代が始ま

った。教会時代は、教会の携挙で終わる。この教会時代においては、霊的な国と

普遍的教会は重なる。

【用語の説明】普遍的教会 :日 に見えない教会、真の信者だけによつて構成さ

れる。キリストをかしらとし、教会時代のすべての真の信者がキリス トのから

だとして、一つに組み合わされている。他方、「地域教会」とは、日に見える、

地上の教会。真の信者だけでなく、まだ信じていない者や偽の信者 (偽教師な

ど)を含む。

(3)普遍的教会との違い :霊的な国は、教会が誕生する前から存在し、そして携挙に

よって教会時代が終わった後も存在する。霊的な国には、アダム以来の旧約の聖

徒たちも、そして携挙の後の聖徒たちも含めて、すべての信者たちが入っている。

(0聖書の該当箇所

① マタイ6:33 「生の国とその義とをまず第一に求めなさい」

② マタイ 19:16、 23～24 「先生、永遠のいのちを得るためには、どんな良い

ことをしたらよいのでしょうか」、「まことに、あなたがたに告げます。金持

ちが人の御国に入るのはむずかしいことです。まことに、あなたがたにもう

一度、告げます。金持ちが神Q国に入るよりは、らくだが針の穴を通るほう

がもっとやさしい。」

③ ヨハネ 3:3～ 5 「人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできませ

ん。」、「人は、水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできま

せん。」

④ 使徒 8:12 ヒ
°
リポが埜Ω国とイエス。キリス トの御名について宣べるのを信

じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。

⑤ 使徒 20:25 「皆さん。御旦を宣べ伝えてあなたがたの中を巡回した私の顔

を、あなたがたはもう三度と見ることがないことを、いま私は知っています。」

⑥ コロ 1:13～ 14 神は、私たちを暗やみの圧制から救い出して、愛する御子

2ご文配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは、

贖い、すなわち罪の赦しを得ています。→  〔～の中に移 した、神の愛の御

子2～王旦、この御子のうちに、贖い、私たちの罪の赦しがある〕

⑦ Iテサ 2:12 ご自身の御旦 と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むよ

うに勧めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。

(5)ま とめ :霊的な国は、すべての信者から成る。アダムから、メシアの王国の終わ

りまでに救われる最後の人まで、である。
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3.神攻の国

(1)特徴

① 神がイスラエルを支配する

② 歴史上に現れた国

● 出エジプ トの後、神はイスラエル と、シナイ山にて契約を結び、神政の

国が樹立された。

● シナイ契約は、モーセの律法とも呼ばれ、神政の国の憲法ともいうべき

もの。

(2)神政の国は、二つの段階をもった。

① 仲介者を立てた神政国 :モ ーセからサムエルまで。神は仲介者を立ててイス

ラエルを支配 した。

● 仲介者とは、モーセ、ヨシュア、そして士師たちである。

● サムエルは最後の士師であると同時に、次の段階への橋渡 しの役割を担

った。彼は、イスラエルの最初の 2人の王に油注ぎをした。

● 一人日はサウル、二人目はダビデ。サウルは、時期的にはまだ第一段階

の 「仲介者を立てた時期」に属する。

② 王を立てた神政国 :ダ ビデ王からゼデキヤ王まで。神はダビデ王朝を通 して

イスラエルを支配 した。

● この段階が終結 したのはゼデキヤ王のとき、バビロニヤがエルサレムと

神殿を破壊した紀元前 586年であった。

● この国の晩期において、質が低下していく中、イザヤ、エ レミヤ、エゼ

キエルといった預言者たちが現れた。彼らが宣べ伝えたのは、より良い

国、将来の国である。その国とは、神の国の第四の層、「メシアの王国」

である。

(3)神政の国は、聖書で言 うと、出エジプ ト記 19章で始まり、Ⅱ歴代誌 36章で終わ

った。
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4.メ ンアの王国、または千午王国

(1)特徴

① メシアが支配する、地上の王国

② メシアの支配領域は、イスラエルだけでなく、異邦人諸国にも及ぶ

③ エルサレムを首都とし、メシアはダビデの王座に着く

(2)呼称の意味

① メシアの王国 :支配者に焦点をあてた呼称。メシアが王国全体を支配する。

② 千年王国 :時間的な期間に焦点をあてた呼称。この王国は 1000年間続く。

(3)聖書啓示との関連

① メシアの王国は、神とイスラエルとの契約 (複数)の中では、ダビデ契約に

基づくものである。

② メシアの王国は、 1日 約預言の主要なテーマのひとつであった。

③ 新約聖書の福音書において、洗礼者ヨハネが 唖 Q国が近づいた」と宣べ伝

えたその神の国とは、メシアの王国のことである。

④ 洗礼者ヨハネは、メシアの王国に入る準備として、それまでの民族的罪を悔

い改め、その表明として悔い改めの洗礼を受けるように、イスラエルの人々

に宣教した。同時に、彼は、メシアの王国で王となる人物、すなわちメシア

を人々に指し示す役割を担った。それゆえ、王の先触れ、王の先駆者という

意味で、洗礼者ヨハネは、先駆者ヨハネとも呼ばれる。

⑤ 先駆者ヨハネは、イエスをメシアであると証言した。そして、イエスは、イ

スラエルの人々をメシアの王国に招いた。しかし、マタイの福音書 12章にあ

るように、イスラエルの指導者たちは、イエスを拒絶した。

⑥ その結果、メシアの王国は、その世代のイスラエルからは取り去られた。

(4)メ シアの王国の行く末

① 人の目から見ると、メシアの王国は、先延ばしになったように見える。

② しかし、神の目から見れば、これは神の計画の一部である。

● メシアの死と贖いは、イザヤ 52:13～ 53:12で、すでに預言されていた。

● 異邦人に救いが及ぶことについては、イザヤ 49:1～ 13で、これもまた、

すでに預言されていた。

③ 神は、イスラエル民族に対して、再びメシアの王国へ招く。それは、大患難

期のときのイスラエル民族に、である。その世代は、イエスをメシアである

と認め、メシアの王国が来る。

(5)マタイの福音書 12章のときの世代と、大患難期のイスラエル民族の世代との間に、

神の国の第 5の層 「奥義としての王国」が登場することになる。それは、新約聖

書の奥義 (神の奥義が 8、 サタンの奥義が 2、 計 10の奥義)の中で、最初に明ら

かにされた奥義であり、イエスご自身が直接弟子たちに語った奥義である。

5.奥義としての神の国 。・・次回 10月 17日
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【補足】ルカ 17:20～ 21でイエスが言われた「神の国」は、奥義としての神の国を指すこ

とについて (出典 フルクテンバウム博士 メシアの生涯 第 3巻、P.165)

E]ルカ 17:20～ 21

さて、神の国はいつ来るのか、とパリサイ人たちに尋ねられたとき、

イエスは答えて言われた。「神の国は、人の日で認められるようにして来るものではありま

せん。『そら、ここにある』とか、『あそこにある』とか言えるようなものではありません。

いいですか。神の国は、あなたがたのただ中にあるのです。」

1.ユダヤ教パ リサイ派の指導者たちは、イエスに「神の国はいつ来るのか」と尋ねた。

イエスがメシアであるなら、メシアの王国はいつ来るのか、という問いである。

2.これに対 して、イエスは、神の国は目に見えるようにして来るものではない、と百わ

れた.

(1)こ の質問がなされたときは、すでにユダヤ人指導者たちは、イエスをメシアでは

ないと判定していた。

(2)ユダヤ人指導者たちによるメシア拒否によつて、メシアの王国の到来は、このと

きの世代のイスラエルからは取 り去られた。そして、神の国の第 5の層、奥義と

しての神の国の時期に入っていた。

(3)イ エスは、奥義としての神の国はすでに始まっている、ということを、ここで話

している。この神の国は、日に見えるようにして始まったのではない。それはま

さに、ルカ 17:20で質問しているパリサイ人たちを含むユダヤ人指導者たちが、

イエスをメシアではないと拒否 したことから始まったのである。

3. 「神の国は、あなたがたのただ中にある」

(1)こ の 「神の国」も、奥義としての神の国である。奥義としての神の国の特徴は、

信者も不信者も混在するとい うことである。

(2)神の国の 5つの層のうち、日に見えない層がもう一つある。それは、霊的な国で

ある。霊的な国は、アダム以来、地上のすべての信者が加わる、真の信者たちだ

けによって構成される神の国である。

(3)「あなたがたの」とは、不信仰のパ リサイ人たちを指 している。霊的な国は、不

信仰の人々のただ中には存在 しない。

(4)よ つて、ルカ 17:20～21でイエスが語られた 「神の国」は、霊的な国ではなく、

奥義としての神の国である。
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