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神の住まい

イザヤ 57:15｢ いと高く、いと上なる者、とこ

しえに住む者、その名を聖ととなえられる者が

こう言われる、『わたしは高く、聖なる所に住

み、また心砕けて、へりくだる者と共に住み、

へりくだる者の霊をいかし、砕ける者の心をい

かす』」。

1.	宇宙の中心

2.	人の心

使徒行伝 17:24,25｢ この世界と、その中にある

万物とを造った神は、天地の主であるのだから、

手で造った宮などにはお住みにならない。ま

た、何か不足でもしておるかのように、人の手

によって仕えられる必要もない。神は、すべて

の人々に命と息と万物とを与え、｣
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人間が罪を犯す前

宇宙には完全な調和があった。父なる神、子

なるイエス・キリスト、聖霊の神は愛の律法で

結ばれ、宇宙の被造物もそうであった。創造者

と被造物の間に無我の愛と奉仕の完全な循環が

なされていた。

希望上４｢ 天の宮廷ですべての被造物のために

奉仕しておられるときもそうである。愛するみ

子を通して、天父の生命はすべてのものに向

かって流れ出る。み子を通して、それは賛美と

よろこびの奉仕のうちに、愛の潮流となって、

すべてのものの根源である神へもどって行く。

このようにキリストを通して愛の循環が完成さ

れ、それは偉大な賦与者であられる神のご品

性—生命の法則を象徴している。」



3



4

人間は生ける神の宮として造られた

第二コリント 6:16「わたしたちは、生ける神

の宮である。神がこう仰せになっている、『わ

たしは彼らの間に住み、かつ出入りをするであ

ろう。そして、わたしは彼らの神となり、彼ら

はわたしの民となるであろう』」。

第一コリント 3:16「あなたがたは神の宮であっ

て、神の御霊が自分のうちに宿っていることを

知らないのか」。

第一コリント 6:19「あなたがたは知らないの

か。自分のからだは、神から受けて自分の内に

宿っている聖霊の宮であって、あなたがたは、

もはや自分自身のものではないのである」。

出エジプト 25:8「また、彼らにわたしのため

に聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに

住むためである」。
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希望上 186「輝く聖なるセラフから人間にいた

るまで、すべての被造物が創造主の内住される

宮となることが、永遠の昔から神の目的であっ

た」。

イザヤ 43:7「わたしは彼らをわが栄光のため

に創造し、これを造り、これを仕立てた」。

罪を犯した結果

イザヤ 59:2「ただ、あなたがたの不義があな

たがたと、あなたがたの神との間を隔てたの

だ。またあなたがたの罪が主の顔をおおったた

めに、お聞きにならないのだ」。

ローマ 3:23「すなわち、すべての人は罪を犯

したため、神の栄光を受けられなくなってお

り、」
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キリストへの道 13「初め、人はすぐれた能力

と調和の取れた精神を与えられていました。か

れはまた人として完全で神と調和し、思想も純

潔で、きよい目的をもっていました。けれども、

神に背いたためその能力は悪に向けられ、愛は

利己心とかわってしまいました。罪のため人の

性質はすっかり弱められて、自分の力では悪の

勢力と戦うことができなくなりました」。

ローマ 6:23「罪の支払う報酬は死である」。

ローマ 5:12「このようなわけで、ひとりの人

によって、罪がこの世にはいり、また罪によっ

て死がはいってきたように、こうして、すべて

の人が罪を犯したので、死が全人類にはいり込

んだのである」。

希望上 186｢ 罪のために人類は神の宮とならな

くなった。人の心は、悪のために暗くなり、け

がれたものとなったので、もはや聖なる神の栄

光をあらわさなくなった ｣。
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回復される神の宮

①　キリストの受肉によって

希望上 186「しかし神のみ子の受肉によって天

の神の目的は達成された。神は人類の中にお住

みになり、救いの恵みを通して、人の心はふた

たび神の宮となる。神はエルサレムの宮が、す

べての魂にとって可能な高い運命についてのた

えまないあかしとなるように計画された。しか

しユダヤ人は彼らが非常な誇りをもって見てい

た建物の意義を理解していなかった。彼らは自

分自身をみたまの聖なる宮としてささげなかっ

た ｣。

希望上 11,12「キリストは、ご自分の生涯と死

によって、罪のために生じた破滅から回復する

よりももっと大きなことをなしとげられた。神

と人とを永遠にひき離すことがサタンの目的で

あった。しかしキリストのうちにあるときに、
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われわれは堕落しなかった場合よりももっと密

接に神につながるようになるのである。救い主

は、われわれの性質をおとりになることによっ

て、決してたちきれることのないきずなでご自

分を人類にむすびつけられた。永遠にわたって、

キリストはわれわれとつながっておられる。『神

はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛

してくださった ( ヨハネ 3:16)』。われわれの

罪を負い、われわれのいけにえとして死ぬため

に、神はみ子をお与えになっただけではない。

神はみ子を堕落した人類にお与えになったので

ある。神は不変の平和のはからいを保証するた

めに、ご自分のひとり子を与えて人類家族の一

人とならせ、永遠に人間の性質をみ子のうちに

保たせられた。これこそ神がご自分のみことば

を成就される保証である。

神はみ子自身のうちに人間の性質をとり入

れ、これを一番高い天にまで持ちつづけさせら

れた。神とともに宇宙のみ座を占めておられる

のは『人の子』である。その名を『霊妙なる議
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士、大能の神、とこしえの父、平和の君』とと

なえられるのは『人の子』である (イザヤ 9:6)。

『有って有る者』は神と人類の間にあって、両

方に手を置いておられる仲保者である。『聖に

して、悪もけがれもなく、罪人とは区別され』

るおかたは、われわれを『兄弟と呼ぶことを恥

じ』たまわない ( ヘブル 7:26、2:11)。キリス

トのうちに、天の家族と地の家族が一つにむす

ばれている。栄光をお受けになったキリストは、

われわれの兄弟である。天は人間のうちに宿り、

人間は限りない愛の神の胸にいだかれている」。

イエス ･キリストは、永遠にわたって人でも

あられる—「神の子と人の子」であられる！

スタディバイブル新 491「キリストは彼の人性

を永遠に保たれる。彼は人類の代表者として神

のみ前に立っておられる。我々がキリストの義

という婚礼の服を身に着けるとき、我々は彼と

一つになり、彼は我々について、『彼らは白い

衣を着て私と共に歩み続けるであろう。彼らは
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それにふさわしい者だからである』と言われる。

キリストの聖徒たちは、彼との間を妨げる幕の

ない状態で、栄光に輝くみ姿を見るであろう」

（YI 1897 年 10 月 28 日）。

②　イエスの身代わりの死によって

へブル 9:26「しかし事実、ご自身をいけにえ

としてささげて罪を取り除くために、世の終り

に、一度だけ現れたのである」。

ヨハネ 1:29,36「世の罪を取り除く神の小羊」。

黙示録 1:5,6「わたしたちを愛し、その血によっ

てわたしたちを罪から解放し、わたしたちを、

その父なる神のために、御国の民とし、祭司と

して下さったかたに、世々限りなく栄光と権力

とがあるように」。

神のみこころは、神が聖なるお方であるよう

に、信者も聖なる者となることである。神の救
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いの計画は「ゆるし」ばかりでなく、清くし、

元の状態に回復することである。神の贖いの計

画は、人間の心、体、そして人間の住むこの地

球環境を包含している。これがアドベンチスト

の基本的な教えである。

1.		千年期の終わり

に地球環境は全

く新しくされる。

完全な環境に住

むために、前もっ

てキリストの再

臨の時に完全な

体に変えられていなければならない。　

黙示録 21 章—短時間に万物が更新され

る。(創造の時は 6日間かかったが )。

2.	キリストの再臨

の時に我々の卑

しい、朽ちる体

が不朽の体に変

えられる。これ

を栄化という。

����

�
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体は一瞬にして変えられる。第一コリン

ト 15:51-55

3.	完全な体に変え

られる前に、キ

リストが天の至

聖所におられる

間に完全な心に

仕上げられてい

なければならな

い。

キリストが大祭司として天の至聖所におい

て最後のあがないをしておられる間に、信者の

心は、もろもろの罪から清められて、罪なき品

性に完成されるのである。恩恵期間が終了した

後は、罪の処理はない (へブル 9:28)。

大争闘下 396,397「天の至聖所におられる間に

…」

�
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人の心の回復だけは時間がかかる。人はキリ

ストを受け入れる瞬間に義認される。しかし、

聖化は一生かかる。そして最後に罪の除去が一

瞬のうちになされる。それは信仰による義認の

十分にして完全な成就であるからである。

完全に地球環境が回復されるまでの順序を

整理してみよう。
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キリスト再臨の時

黙示録 22:12｢ 見よ、わ

たしはすぐに来る。報い

を携えてきて、それぞれ

のしわざに応じて報いよ

う」。
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千年期の終わりに

黙示録 21:3,4,5「見よ、神の幕屋が人と共

にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、

神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く

ぬぐいとって下さる。もはや、死もなく、悲し

みも、叫びも、痛みもない。先のものが、すで

に過ぎ去ったからである」。すると、御座にい
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ますかたが言われた、「見よ、わたしはすべて

のものを新たにする」。また言われた、「書きし

るせ。これらの言葉は、信ずべきであり、まこ

とである」。

人の心が清められると再び神の聖所となる。

そして再び清められた新世界に住まわせて下さ

る。

ああ、なんと素晴らしい神の愛！
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ヨハネ 3:16「神はそのひとり子を賜わったほ

どに、この世を愛して下さった。それは御子を

信じる者がひとりも滅びないで、永遠の命を得

るためである」。

讃美歌 355

1. 主を仰ぎみれば　古きわれは、

　うつし世と共に　速く去りゆき、

　我ならぬわれの　あらわれきて、

　見ずや天地ぞ　あらたまれる。

2. うつくしの都　エルサレムは、

　今こそくだりて　われに来つれ、

　主ともに在せば つきぬさちは、

　きよき河のごと　湧きてながる。
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3. うるわし慕わし　とこ世のくに、

　うららに恵みの　日かげ照れば、

　生命の木の実は  みのりしげく、

　とわに死の影も　なやみもなし。

4. つゆだに功の　あらぬ身をも

　清めてみくにの　世嗣ぎとなし、

　黄金のみとのに　住ませたもう

　わが主の愛こそ　かぎりなけれ。
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