
 
　  

  　 　 。の秘密について話す前に、教会についての話を先にする אֲחֹתָּה  と אִּׁשָה

 　この質問に対する⼀一般的な答えは、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 であるが、それは本当なのか？  

    　⼀一般的に使徒の働きのあの五旬節から始まった教会について初代教会という⾔言い⽅方をするが、いわゆる初代教会が聖書から⾒見見出せる教会の最初の形なの
かを考えてみる必要がある。教会は使徒の働き2章の聖霊降降臨臨によって始まったと考える最も重要な根拠は、マタイの16章に出てくるペテロの信仰告⽩白とそ
の後、イェシュアがペテロに話したお⾔言葉葉にある。マタイ16:16「あなたは、⽣生ける神の御⼦子キリストです。」マタイ16:18「ではわたしもあなたに⾔言い
ます。あなたはペテロです。わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てます。ハデスの⾨門もそれには打ち勝てません。」このイェシュアの⾔言葉葉があの五旬
節の⽇日に成就したという解釈が⼀一般的であるが、これには幾つかの問題がある。先ず、マタイ16章18節の翻訳の問題、イェシュアが⾔言われた「わたしはこ

の岩の上にわたしの教会を建てます。וְעַל  הַּצּור  הַּזֶה  אֶבְנֶה  אֶת  ְקהִּלָתִי」という⾔言葉葉の意味は、「わたしはこの岩の上にわたしの教会を新しく建て
る」という意味ではなく、「わたしはこの岩の上にわたしの教会を引き続き建てていく」という意味である。すなわち、今までは存在していなかった新し
い教会というものを建てるという意味ではなく、すでに存在している教会、そして、その教会を「この岩の上に」建て続けていくという意味である。⼆二つ
⽬目の問題、「この岩」とはペテロなのか。それともペテロの信仰告⽩白なのか。ペテロという名前が「岩」という意味だから、そのペテロの上に、その岩の
上に教会を建てるという意味なのか。カトリックが初代の教皇をペテロとする理理由がここにある。しかし、「この岩」はペテロではない。それでは、ペテ
ロがした信仰告⽩白なのか。「あなたは、⽣生ける神の御⼦子キリストです。」この⽂文脈からすると、イェシュアが⾔言われた「この岩」は確かにペテロがした信

仰告⽩白である。しかし、少し注意しなければならない。信仰告⽩白そのものの上に建てていくという意味ではない。この岩は「ַהַּמָׁשִיח   הּוא    「וְהַּצּור
（Ⅰコリント10:4  みな同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについて来た御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。）  ハマシ
アフ（キリスト）である。キリストの上に建てていくという意味である。教会が何かを正確に理理解するために、このペテロの信仰告⽩白は⾮非常に重要であ

る。「あなたは、⽣生ける神の御⼦子キリストです。」"ּבֶן־אֱֹלהִים  חַּיִים  , このペテロの信仰告⽩白から、教会についての正しい聖書的な”אַּתָה  הַּמָׁשִיחַ
定義づけが出てくる。教会とは何か。⽣生ける神の御⼦子キリストの上に建てられるのが教会であり、天の御国がこの地上に現されたものが教会である。マタ
イ16章18節で、イェシュアが⾔言われる教会とは、神の国（The  Kingdom  of  GOD）である。それが、キリストの上に建てられていくということである。  
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教会の奥義

Q. 教会はいつ始まったのか。

A. 使徒2章の五旬節の時？



  

 　教会の聖書的な定義づけは⼀一⾔言で⾔言うならば、神の王国である。それでは最初の質問に戻ろう。  
  

 　 使徒の働き7章はステパノのメッセージが出てくるが、その中で、ステパノは荒野の集会という⾔言葉葉を使っている。⽇日本語の聖書には荒野の集会と訳され
ているが英語（KJV）や韓国語の聖書は教会と訳している。ギリシャ語で教会を意味するエクレシアという⾔言葉葉は召し出された者の集まりと訳すのが正確で
ある。私たちがいつも⽤用いる教会という⾔言葉葉は、むしろ、集会にした⽅方が正しいが、教会という⾔言葉葉があまりにも定着しているので、教会と訳す⽅方が⼀一般
的には分かりやすい。  
 　 いずれにしても、教会の始まりは五旬節ではなく、すでに教会（エクレシア）はあった。そして、教会は神の王国という概念念を持って理理解しなければな
らないものであることをしっかりと確認しておきたい。さて、ステパノが⾔言う荒野の集会とは何なのか。もちろん出エジプトをしたイスラエルの⺠民のこと
である。それが教会（集会）なのか？その通りである。出エジプト記19章4〜～6節とⅠコリント1章2節を対⽐比してみよう。  

●⽤用語確認  
教会：ギリシャ語「ἐκκλησίία  ekklēsia エクレシア」キリストによって、この世から召し出された神の⺠民、新約聖書に114回使⽤用されている。(内、

パウロの⼿手紙に62回）これはべブル語の「קהל qahal カハール」から由来している。本来の意味は「⾳音」、ラッパの⾳音を聞いて集まる⾏行行為を強調。  

申命記4:10 　あなたがホレブで、あなたの神、主の前に⽴立立った⽇日に、主は私に仰せられた。「⺠民をわたしのもとに集めよ。わたしは彼らにわたしのこ
とばを聞かせよう。それによって彼らが地上に⽣生きている⽇日の間、わたしを恐れることを学び、また彼らがその⼦子どもたちに教えることができるよう
に。」  
使徒の働き7:38 　また、この⼈人が、シナイ⼭山で彼に語った御使いや私たちの⽗父祖たちとともに、荒野の集会（荒野の教会）において、⽣生けるみことば
を授かり、あなたがたに与えたのです。  
ACTS7:38  This  is  he,  that  was  in  the  church  in  the  wilderness  with  the  angel  which  spake  to  him  in  the  mount  Sina,  and  [with]  our  
fathers:  who  received  the  lively  oracles  to  give  unto  us:
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Q. 教会はいつ始まったのか。



 　  
 　 それでは、教会は出エジプトをしたイスラエルの⺠民から始まっているのか。そうではない。教会の定義づけの本質は神の王国と⾔言ったが、更更に溯る必要
がある。王国とは王が臨臨在されるところである。それを辿っていくと最初に神のご臨臨在があった場所に辿り着く。そして、この神の国の王は誰か。それ

は、イェシュア・ハマシアフ（ַהַּמָׁשִיח   である。マシアフのご⽀支配が及んでいるところが、教会であり、それが、神の王国である。結論論から⾔言う（יֵׁשּועַ
と、もちろんそれは創世記の最初から⽰示されているエデンの園である。聖書全体を貫通するこの太い流流れを掴めなければ、全体として、全く違う⽅方向に流流
れてしまうので、要注意である。それでは、次に神殿変遷史を⾒見見てみる。  

※教会：神の王国  
※神殿：神の王国の統治の中枢  

Ⅰコリント1:2 　コリントにある神の教会へ。すなわち、私たちの主イエス・キリストの御名を、⾄至る所で  呼び求めているすべての⼈人々とともに、聖
徒として召され、キリスト・イエスにあって聖なるものとされた⽅方々へ。主は私たちの主であるとともに、そのすべての⼈人々の主です。  

出エジプト記19:4〜～6  あなたがたは、わたしがエジプトにしたこと、また、あなたがたを鷲の翼に載せ、わたしのもとに連れて来たことを⾒見見た。今、
もしあなたがたが、まことにわたしの声に聞き従い、わたしの契約を守るなら、あなたがたはすべての国々の⺠民の中にあって、わたしの宝となる。全
世界はわたしのものであるから。あなたがたはわたしにとって祭司の王国、聖なる国⺠民となる。これが、イスラエル⼈人にあなたの語るべきことばであ
る。」
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 　上の図のタイトルを神殿の変遷史と書いたが、先ず、神殿の定義を確認する必要がある。神殿（The  House  :  הַּבַיִת）をユダヤ⼈人たちは、「その家」と
呼ぶ。すなわち、神殿は神の家、神の住まいという意味であり、神殿の本質的な意味は神のご臨臨在（שָׁכַן：住む、とどまる）が現れるところである。幕屋
」に（住む、とどまる）「שָׁכַן」、はヘブライ語で、ミシュカーンと⾔言い（住む場所という意味：מִׁשְּכָן） という「場」を意味する接頭辞がついてで「מִ
きた単語である。すなわち、מִׁשְּכָןミシュカーンとは神のご臨臨在のある場所という意味であり、神殿は正に神のご臨臨在のある場所を意味する。  
 　 そこで、神のご臨臨在の場所である神殿はどのように移り変わってきているかを確認すると、先ず、最初の神のご臨臨在を現すところは創世記2章8節にある
エデンの園（ּגַן־בְעֵֶדן）である。ここで、⼀一つ確認する必要があることは、先ず、最初の神のご臨臨在の場所である神殿、エデンの園（天の幕屋を地上に現
したものの原型）はエデンの園だけで⼀一つ区切切られるということである。その次に出エジプト記26章で神がモーセに造るように指⽰示された幕屋（מִׁשְּכָן）
とダビデの⼦子ソロモンによって建設された神殿（הַּבַיִת）がもう⼀一つの区切切り（旧約時代）である。そして、イェシュア・ハマシアフ（ （יֵׁשּוע ַ הַּמָׁשִיחַ
が来られた（初臨臨）ことによって、⼤大きな変化が訪れる。イェシュアは神のご臨臨在そのものを現す⽅方、ご⾃自⾝身が神殿であるお⽅方だからである。（ヨハネ
2:19〜～21   イエスは彼らに答えて⾔言われた。「この神殿をこわしてみなさい。わたしは、三⽇日でそれを建てよう。」そこで、ユダヤ⼈人たちは⾔言った。「こ
の神殿は建てるのに四⼗十六六年年かかりました。あなたはそれを、三⽇日で建てるのですか。」しかし、イエスはご⾃自分のからだの神殿のことを⾔言われたのであ
る。)  神のご臨臨在が物理理的な場所から、霊的な場所へと移っていくことが分かる。そして、イェシュアが天に戻られた後、神のご臨臨在は私たち（教会として
の⼈人）に現される。（第⼀一コリント3:16   あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らないのですか。）イェシュアと

私たち主の教会が三つ⽬目の区切切り（新約時代）である。最後は、新天新地、新しいエルサレム（הַחֲָדׁשָה   いよいよ完成の時であるが、この（יְרּוׁשָלַיִם
新しいエルサレムは神の最初のご計画、エデンの回復復と完成に他ならない。（創世記2:8〜～10、黙⽰示録22:1〜～5） 　  
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エデンの園 
  ּגַן־בְעֵֶדן

 

創2:8

神殿変遷史

幕屋 
  מִׁשְּכָן
出26:1

神殿 
  הַּבַיִת
Ⅰ列王6:2

イェシュア 
  יֵׁשּועַ

ヨハネ1:14

教会（⼈人） 
ἐκκλησία  
マタイ16:18
使7:38

新しいエルサレム 
  יְרּוׁשָלַיִם  הַחֲָדׁשָה
黙3:12,21:2



  

  

出エジプト記26:3    
その五枚の幕を互いにつなぎ合わせ、また他の五枚の幕も互いにつなぎ合わせなければならない。新改訳第三版      
五枚の幕をつづり合わせ、他の五枚も同じようにする。新共同訳      
The five curtains shall be coupled together one to another; and other five curtains shall be coupled one to another.　KJV 
Five curtains shall be joined together, each to her sister. And five curtains shall be joined each to its sister-piece.  HebraicRootsBible 

創世記2:8〜～10   神である【主】は東の⽅方エデンに園を設け、そこに主の形造った⼈人を置かれた。神である【主】は、その⼟土地から、⾒見見るからに好ま
しく⾷食べるのに良良いすべての⽊木を⽣生えさせた。園の中央には、いのちの⽊木、それから善悪の知識識の⽊木を⽣生えさせた。⼀一つの川が、この園を潤すため、
エデンから出ており、そこから分かれて、四つの源となっていた。  
黙⽰示録22:1〜～5  御使いはまた、私に⽔水晶のように光るいのちの⽔水の川を⾒見見せた。それは神と⼩小⽺羊との御座から出て、都の⼤大通りの中央を流流れていた。
川の両岸には、いのちの⽊木があって、⼗十⼆二種の実がなり、毎⽉月、実ができた。また、その⽊木の葉葉は諸国の⺠民をいやした。もはや、のろわれるものは何
もない。神と⼩小⽺羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ⾒見見る。また、彼らの額には神の名がついている。もはや夜
がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らにはともしびの光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。
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の秘密と教会の奥義 אֲחֹתָּה と אִּׁשָה



  
出エジプト記26章からは幕屋に関する神様からの指⽰示が書かれているが、幕屋の作り⽅方の中に教会についての奥義と啓⽰示が隠されている。これは、⽇日本語
に翻訳（英語も同じ）された聖書を読んでも、決して⾒見見えてこない部分である。出エジプト記26章3節に
は「その五枚の幕を互いにつなぎ合わせ、また他の五枚の幕も互いにつなぎ合わせなければならな
い。」と訳されている。しかし、これをヘブライ語の聖書で⾒見見ると、「その五枚の幕はאִּׁשָהと אֲחֹתָ
を互いにつなぎ合わせなければאֲחֹתָּהとאִּׁשָהを互いにつなぎ合わせて、そして、他の五枚の幕もּה
ならない。」とある。  

エペソ2:13〜～22   しかし、以前は遠く離離れていたあなたがたも、今ではキリスト・イエスの中にあることにより、キリストの⾎血によって近い者とされ
たのです。キリストこそ私たちの平和であり、⼆二つのものを⼀一つにし、隔ての壁を打ちこわし、ご⾃自分の⾁肉において、敵意を廃棄された⽅方です。敵意
とは、さまざまの規定から成り⽴立立っている戒めの律律法なのです。このことは、⼆二つのものをご⾃自⾝身において新しいひとりの⼈人に造り上げて、平和を実
現するためであり、また、両者を⼀一つのからだとして、⼗十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は⼗十字架によって葬り去られました。それ
からキリストは来られて、遠くにいたあなたがたに平和を宣べ、近くにいた⼈人たちにも平和を宣べられました。私たちは、このキリストによって、両
者ともに⼀一つの御霊において、⽗父のみもとに近づくことができるのです。こういうわけで、あなたがたは、もはや他国⼈人でも寄留留者でもなく、今は聖
徒たちと同じ国⺠民であり、神の家族なのです。あなたがたは使徒と預⾔言者という⼟土台の上に建てられており、キリスト・イエスご⾃自⾝身がその礎⽯石で
す。この⽅方にあって、組み合わされた建物の全体が成⻑⾧長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あなたがたもともに建てら
れ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
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女女⼥： אִּׁשָה 姉妹： אֲחֹתָּה


