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創世記 1 章 11 節 

神は仰せられた。 

「地は植物を、種のできる草や、 

種の入った実を結ぶ果樹を、 

種類ごとに地の上に芽生えさせよ。」 

すると、そのようになった。 

 

創世記１章 11 節の最も大切なことばは何でしょう。 

 
 

 

ַהֻּסּכֹות ַחג  仮庵の祭り 

ハッスッコート     ハグ 

  ְּבֵראׁשית

ベレーシート 
創世記１章 7 回目 

11 節～13 節 

この学びは「新改訳 2017」を 

基本としています。 
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ヘブル人の手紙 4 章 12 節 

神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましい

と霊、関節と骨髄を分けるまでに刺し貫き、心の思いやはかりごとを

見分けることができます。 
 

ウイットネス・リーも、この箇所を重要なことばとしています。 

彼らは「霊で生きる」ことを主張していますから、 

ここがメインテキストでもあります。 

創世記 1 章も、たましいと霊をきちんと切り分けて読んでいきます。 

光は見えない光であり、視覚としての闇ではありません。 

そして、闇から出る「昼」も「夜」も、 

通常の昼や夜ではないと学びました。  

「昼」は神の栄光が現わされる、神のみわざが現わされる時です。 

光は、「ご計画、みこころ、みむね、目的」の概念としてと捉えます。 

神の具体的なわざをなされる時が「昼」で表現されているのです。 

一般的な昼や夜の概念とはまったく違うということです。 

このような「理解の型紙」を外していかなければ、 

創世記 1 章を理解することはできません。 



4 

 

霊で創世記 1 章を読む時、特に大切なのは 

すべての名に勝る名  ֵַׁשם ֵיׁשּועに助けを求めることです。 

ヘブル語を使い、物凄く調べているユダヤ人以上に、 

異邦人の私たちに奥義の目が開かれるように ֵַׁשם ֵיׁשּועと

呼び求めます。 

第６回で、水を上の水と下の水の二つに分けて、そのど真ん中に 

大空 ַָרִקיעを置き「ָׁשַמים天」と名付け、神が臨在する場所を

造りました。 しかし、神の関心は「天」を造ることではありません。 

ですから、第ニ日には、「良し」がなかったということです。 

下の水は、地と海とに分けて、その地を歩いた人たちがいました。 

イスラエルの民でしたね。 その海は複数形ַיִּמיםです。 

海ָיםを複数形で書いていることでたとえだとわかります。 

訳語ではわかりません。 海は、イスラエルに敵対する多くの諸国民

の表象、乾いた地を歩いた者たち（イスラエル）が、天のみこころを

開く者として表されているのです。 

イェシュア    シェーム 

イェシュア    シェーム 

ラーキーア 

ヤッミーム  

ヤーム 

シャーマイム 
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神は、地に対して、また地を歩むイスラエルの民たちに対して、 

物凄く関心を持っておられるということなのです。 

本日は、乾いた地の上に芽生えさせる植物が出てきます。 

種のできる草と、種の入った実を結ぶ果樹です。 

これも種のできる草とか、果樹のイメージで考えると的を外します。

すべてがたとえだからです。 

聖書は、草あるいは果樹、私たちが目にするものを用いながら、 

あることを指し示しているのです。 

考えてみてください。まだ、太陽も造られていませんよ。  

植物の実を結ばせるために必要な、蝶や昆虫も造られてもいないの

です。 地に植物を芽生えさせる生物学的な話ではないということ

がわかりますよね。 乾いたところがイスラエルの民と密接な関係

があったようにここでの植物もこれまでと同様にたとえなのです。  
 

創世記 1 章 11 節 

神は仰せられた。「地は植物を、種のできる草や、種の入った実を結

ぶ果樹を、種類ごとに地の上に芽生えさせよ。」すると、そのように

なった。 
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神がことばで言えばそのようになるのですから凄いですね。  

11 節を第一情報である原語でみていきたいと思います。 
ｌ 

ִהים ַוּיֹאֶמר ֶּדֶׁשא ָהָאֶרץ ַּתְדֵׁשא ֱא  
ｌ 

ֹעֶׂשה ְּפִרי ֵעץ ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶׂשב    
ｌ 

ַעל־ָהָאֶרץ ַזְרעֹו־בֹו ֲאֶׁשר ְלִמינֹו ְּפִרי  
ｌ 

 ַוְיִהי־ֵכן 
 

ִהים   。神は言われた ַוּיֹאֶמר  ֱא

神は語る神です。 語ることでご自分がしようとすることを思っ

たときに実現していきます。  先ず、 

ָהָאֶרץ ַּתְדֵׁשא  その地に芽生えさせよ 

ヴァヨーメル エローヒーム タドゥシェー ハーアーレツ デシェ 

エーセヴ マズリーア ゼラ エーツ ペリー オーセ 

ペリー レミーノー アシェル ヴォー  ザルオー ハーアーレツ   アル 

ヴァイエヒー ヘーン 

言われた 神は 芽生えさせよ 
（指示形） 

その地は 植物を 

草を 生じる 種の 果樹を 結ぶ 

実を その種類に従って その中にその種が 上に その地の 

そのように なった 

ヴァヨーメル エローヒーム 

タドゥシェー ハーアーレツ 
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命令形ではなく、芽生えさせるようにという意味です。 

何を芽生えさせるのかというと  植物ֶּדֶׁשא を つまり、 

ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶׂשב  種の生じる草 と 

ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ֵעץ  実を結ぶ果樹 です。 

 。その中の種です（関係代名詞ֲאֶׁשר）その種類に従ってְלִמיֹנו

●11 節には地に関する多くの新しい語彙が登場します。 

(1)「芽生える」(動詞ָּדָׁשהの使役形) 

(2)「植物」(名詞ֶּדֶׁשא ) 

(3)「草」(名詞ֵעֶׂשב ) 

(4) 「生じる」（動詞ָזַרעの分詞 ַַמְזִריע） 

(5)「種」(名詞ֶזַרע） 

(6)「果樹」（名詞 ְּפִרי ֵעץ ） 

デシェ 

エーセヴ マズリーア ゼラ 

エーセヴ 

ザーラ マズリーア 

ゼラ 

ペリー  エーツ 

エーツ ペリー オーセ ペリー 

レミーノー アシェル 

ダーシャー 

デシェ 
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(7)「実を結ぶ」（ ְּפִרי ֹעֶׂשה  「結ぶ」は分詞） 

(8)「その種類に従って」（ְלִמינֹו 「種類」はִמין） 

(9)「そのようになった」（ְיִהי־ֵכן） 

 

― 種ֶזַרע ― 

「種のある草」「種の入った実を結ぶ果樹」として、「種」が重要語彙

になってきます。 

ここを生物学的に考えると創世記ではなくなってしまうのです。 

繰り返します。 11 節で最も大切な語彙は「種 ֶזַרע」です。  

何のために地は植物を芽生えさせなければならないのでしょうか。 

注目点は「種ֶזַרע」の存在です。 

「種のできる草」、「種の入った果樹」が地の中から生えてくるように

と言っています。 

後に、神は創世記１章 29 節で、人が食べるものと、人以外が食べる

ものとを区別されていきます。人が食べるものには種があり、人の食

ペリー   オーセ 

レミーノー 
ミーン 

ヘーン  イェヒー 

ゼラ 

ゼラ 

ゼラ 
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べないものには種がありません。 

※創世記 1 章 29～30 章（人間が男と女に造られた後の話です。） 
 

創世記１章 29－30 節 

29 神は仰せられた。「見よ。わたしは、地の全面にある、種のでき

るすべての草と、種の入った実のあるすべての木を、今あなたが

たに与える。あなたがたにとってそれは食物となる。 

30 また、生きるいのちのある、地のすべての獣、空のすべての鳥、

地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物と

して与える。」すると、そのようになった。 
 

29 節の「あなたがたに与える」の「あなたがた」は、 

男と女としての創造された人のことです。 

30 節では、そうでない生きるいのちのある地のすべての獣、鳥、 

這うものに対して、緑の草を食物として与えるとしています。  

これには、種が入っていません。  

「種」は人が食べるものです。そしてまずは、地の上の乾いたところ

を歩いた人たちに、種のある草と果樹を食べてもらうのです。 

そのために生えて来いということです。地から生えさせるのですね。
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地の乾いたところを歩いた人たちとは、イスラエルの民たちです。  

紅海の水を真っ二つにして、乾いた地を露出させて歩いたイスラエ

ルの民たちがいたのです。エジプト人が歩くと閉じられました。 

乾いた地を歩いた者たちの生きるための食べ物として種のある植物

を生えさせたのです。 「種」とは「神のことば」を意味しています。 

水も「神のことば」、「種」も「神のことば」 

正確に言えば、「イェシュアの語ることば」です。 

「イェシュアの語ることば」を食べて生きるために、種の入った草や 

種の入った実を結ぶ果樹を神は地に生えさせようとしているのです。 

たましいで読むと、初め、人は、肉を食べない草食動物で、草や果樹

や木を食べていたというように解釈されがちです。以前の人間は肉

食ではなくて草食だという話になりそうですが、 

そんな話を聖書はしているのではありません。  

種ֶזַרעは 男性形単数 

「種」が地に入って芽吹いていきます。 地ָאֶרץは女性名詞です。

実を結ぶためには「種」が不可欠です。 

「種」は男性にあり、女性にはありません。 

ゼラ 

アーレツ 
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イスラエルも教会も女性形です。 「種」が、イスラエルに、そして

教会に入って、そこから実が結ばれるようにするのが神のみこころ

です。 
 

創世記 3 章 15 節 

わたしは敵意を、おまえと女の間に、おまえの子孫と女の子孫の間に

置く。彼はおまえの頭を打ち、おまえは彼のかかとを打つ。」 
 

女性だけでは子孫を見出だせないのに、不思議な言い回しです。 

サタンに敵対する者が女の子孫から生まれて、女の子孫が蛇（サタン）

を滅ぼす存在になっています。女の子孫って不思議ですよね。  

男の種ではなくて、女の種が神であり人であるイェシュアにつなが

ります。 その女の子孫の話すことばは「種」であり、男性形です。 

子を生むためには「種」は不可欠です。 

「種」とは、神であり人であるイェシュア自身が語る ῥῆμά であ

り、神のことばであり、イェシュアの語る福音そのものと言えます。

ここを理解するために、聖霊に導かれて伴侶を探すと、 

マタイ 13 章「種蒔く人」のたとえ話にたどり着きます。 

種蒔く人はイェシュアです。種もイェシュアの語ることばです。 

レーマ 
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いろいろな地に蒔いていきますが、 良い地に蒔かれると 

100 倍 60 倍 30 倍の実りができます。 100 倍が最大だと 

マナベテル（空知太教会学校）で聞きました。  

他が飢饉なのにアブラハムの子、イサクの地は 100倍の大収穫です。 

不思議ですよね。 実はイェシュアのことを預言しているのです。 

創世記 1 章 11 節とマタイ 13 章「種蒔く人」は、 

神の知恵によって語られた、たとえ話なのです。 そして、 

神の知恵と神の啓示がなければ、そのひもは解けません。  

種蒔く人もイェシュアだし、種もイェシュアだし、良い地もイェシュ

アです。 そこに 100 倍の収穫ができると言う話です。  

私たちの心の問題ではなくて、その 100 倍の収穫を得るとは、 

「種蒔く人＝イェシュア」が、種（神のことば）を蒔いて（語って）、

良い地（イェシュアの地）に落ちると、100 倍になるという話です。 

その地は、私たちの霊を指し、その地（霊）にイェシュアがいれば、

100 倍の収穫が可能だということです。 

60 倍、30 倍の意味が未だに解決していません。 

60 倍は 30 倍の約 2 倍です。これはイスラエルと教会の関係かなと

思いますが、「30」が教会であるという論証をどこから持ってきたら
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いいのかわからないので、未解決のままです。  

創世記の中にイェシュアの話が凝縮されているのですね。  

地の乾いたところを歩いた者たちとは、 

イスラエルの民たちです。 

その者たちが何を食べて生きるのかといえば神の種である「神のこ

とば」です。やがて種は、イェシュアとなって実体化されました。 

「神のことば」を食べて生きるために「種のできる草」や「種の入っ

た実を結ぶ果樹」を神は地に生えさせようとしているわけです。 

それは、イェシュア（神）が人となって語ることばです。  

イェシュアが来られた目的を見て行きましょう。 
 

マタイの福音書 21 章 19 節 

道端に一本のいちじくの木がみえたので、そこに行って見ると、葉が

あるだけで、ほかには何もなかった。それでイエスはその木に 

「今後いつまでも、おまえの実はならないように」と言われた。 

すると、たちまちいちじくの木は枯れた。 
 

イスラエルの地にやってきて、本来多くの実を結んでいなければな

らなかったイスラエルの民たちが、神の期待を裏切って実を結んで
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いなかったという話です。なぜ実を結ばなかったのでしょうか。 

 

「御国の福音」のたとえ話が集まるマタイの福音書 13 章を見てみ

ましょう。 
 

マタイの福音書 13 章 13－15 節 

13 わたしが彼らにたとえで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、

聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。 

14 こうしてイザヤの告げた預言が、彼らにおいて実現したのです。 

『あなたがたは聞くには聞くが、決して悟ることはない。見るに

は見るが、決して知ることはない。 

15 この民は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。 

彼らがその目で見る事も、耳で聞くことも、心で悟ることも、 

立ち返ることもないように。そして、わたしが癒すこともないよ 
 

いちじくの木もイスラエルを表して

います。そのいちじくの木が、 

肝心のイェシュアが食べたいと思う

時に、実が成っていないので枯らして

しまいました。 

 

うに。』 
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「種蒔きのたとえ」を話した後で、弟子たちが「なぜ、たとえで話す

のですか。」と聞くので、その秘密を語りました。 イェシュアは、 

神のことばに、心を開いて悟ろうとしているかどうかを見ています。

悟ろうとしない場合は閉じてしまうのですが、それが実現してしま

ったのです。 だから、 

見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからで

す。とあるのです。 これはイザヤの時代にも起こりました。 

そのためにユダの民たちが 70 年間バビロンの地で、 

辱めの捕囚時代を受けることになりました。 

500 年余経ってイェシュアが来た時は、 

神殿ユダヤ教の教理の中で人々はこの世の状況に染まっていました。 

神のことばが、人間に都合良く変えられて、自分たちの社会を制度化

して治めるような律法にすり替わり、神の本旨も変形していきまし

た。 
 

イザヤ書 42 章 3 節 

傷んだ葦を折ることもなく、くすぶる灯芯を消すこともなく、真実を

もってさばきを行う。 
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灯芯も葦も「神のことば」を意味しています。 消えかかった灯芯を

さらに輝かせるために、焦げ付いたところを切って、あかあかと照ら

すために、神のしもべ（イェシュア）が来る必要があったのです。 

地には覆いがかかって、「神のみこころ」「天にあるみこころ」を 

地にある者たちが、受け取れません。 

その地にある者たちが聞くことで、神がご支配され、地にも神の恵み

や、ご計画が実現されるのですが、肝心の地にいる民たちが悟らない

わけですから、天にあるみこころは実現しません。 

「みこころが天にあるように地にもなしてください」と、地にいる

人々が神のことばを悟らなければ、その奥義は開かれて行きません。 

神が地を造った意味がなくなってしまいます。 

イェシュアはたとえ話を使って、人が悟るִּביןことを求めるように

促すアプローチをしたのです。それほど当時の人々は頑なだったの

です。 

マタイの福音書 13 章 16 節 

しかし、あなたがたの目は見ているから幸いです。 

また、あなたがたの耳は聞いているから幸いです。 

ビーン 
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「あなたがた」とは、「このたとえはどういう意味ですか」と聞いた

「あなたがた」、弟子たちのことです。 

たとえ話の本意は、弟子たちには開かれていましたが、 

そうでない人たちには開かれていません。これが神の知恵です。  

神の真理を知るには、関門があるのですね。 

自ら尋ね求めることがなければ開かれないという、神のやり方です。

13－15 節に繰り返された「悟るּבין」 

は、霊で聞くことと密接「ּבין悟る」 悟り（女性名詞）ִּביָנה

な関係があります。 たましいで聞くと悟ることができません。 

霊の中で信仰を働かせて「悟るּבין」ことを神が求めておられます。 

神のことばを悟ることは主のみことばを霊の中で聞くことです。 

そのためにイェシュアはまず人となって、 

最初のアダムが抱えている呪いや死を終了させました。 

創世記 1 章の「はじめに」は、死からよみがえられた初穂のイェシ

が「いのちを与える御霊」となって人間の機能不全を起こした霊の中

に入りました。 霊を再生し、生かしてくださったので、たとえ話を

ビーン 

ビーナー ビーン 

ビーン 
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聞くことで、神のみこころを悟るようになれたのです。  

私たちの努力ではありません。これが新創造としての神の創造です。 

この世の知恵が、どんなに素晴らしくても、 

神のみこころを悟ることはできません。 

世の知恵では、天におられる父のみこころを知ることは不可能です。

「種蒔きのたとえ話」は、優しいようで難しいのです。 

教会学校でよく取り扱われる題材ですが、心で悟る話ではなくて、 

霊の中で悟るときに実を結ぶのです。  

「悟るּבין」とは「理解する、聞き分けること」 

霊で理解することです。神を、人間の心で理解することはできません。

神を理解するには、霊から始まり、霊が新しい心に造られなければ 

理解することも、聞き分けることもできません。 

そのことで神と人の関わりがより親しいものとなるのです。 

神はそのことを確かめるために、たとえで語られるのです。 

人間のたとえ話はわかりやすくするためですが、 

神のたとえ話は、たましいと霊を切り分けるところから始まります。 

たましいと霊は違うのだと、アシュレークラスでは、徹底的に語りま

ビーン 
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すから耳タコになってしまうでしょうね。 

スーッとたましいで物事を理解しようする癖が私たちにはあります。

クリスチャンになっても今まで通りに動いてしまいがちですが、、 

待てよと、踏みとどまってください。 「あーこの話はわかった!」

と思わないでください。 

ひょっとしたら違う意味を持っているかもしれません。 
 

良きサマリア人のたとえ 

（ルカの福音書 10 章 25－37 節） 

ある律法の専門家がイェシュアを試みようと言いました。 

何をしたら永遠のいのちを受け継ぐことが出来るのでしょうか。 

律法には、「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神である主

を愛せよ。」 「自分の隣人を愛しなさい」とあります。 

律法の専門家は、さらに尋ねます。「私の隣人って誰ですか」って。 

イェシュアに聞いたのです。そうするとイェシュアは良きサマリア

人の話をします。そしてあなたも行って同じようにしなさいと言い

ます。 ここをどのように理解していますか。 
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だいたいサマリア人の話の前に尋ねた人が「自分は正しいことを示

そうとして」とありますから、これも意味深です。 

律法の専門家は、強盗にあったのが自分だと全く気付いていません。 

イェシュアはすべてのことを霊的な世界で語っているのです。 
 

ヨハネの福音書 6 章 63 節 

・・わたしがあなたがたに話してきたことばは霊であり、またいのち

です。 
 

「良きサマリア人のたとえ」に出て来る、強盗に襲われた人とは、 

質問した人その人です。質問した人は自分がまさか強盗に襲われた

者だとは全く気付かないのです。 私たちもそうではありませんか。 

強盗に襲われた人に対して良きサマリア人は至れり尽くせりです。

すべての面倒をみて助けてあげる人です。あなたも行ってそのよう

自分も良きサマリア人のよう

にならなければいけないと解

釈したらたましいの領域で

す。イェシュアはそんなこと

は言っていません。 
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にしなさいということは、あなたもこの良きサマリア人を隣人にし

なさいと言う話です。 つまり「あなたの隣人はわたし（イェシュア）

だよ」と言っているのです。たとえ話の中心は必ずイェシュアが鎮座

ましますことです。 教会学校では大人でも出来ないことを子ども

に教えています。偽善的な教育だと思いませんか。これは道徳教育で

す。 イェシュアは道徳教育するために来たわけではありません。 

あなたはサタンによってすべてのものを奪われているのだよ。 

そのすべてのものに対して他のすべてのレビ人や祭司たちは助ける

ことはできませんよ。あの良きサマリア人だけがこのすべてを失っ

たものに対して至れり尽くせりでしょ。そのサマリア人をあなたの

隣人にしなさいと、それでいのちを得るという話です。  

ここでのִּביןで重要なのは、神のことばの背後にある、隠された深

い意味、みむねを見出だそうとすることです。 

当時のユダヤの指導者たちには、悟れなかったのです。 

詩篇 5 篇 1 節 

私のことばに耳を傾けてください。 

【主】よ。私のうめきを聞き取ってくださいִּבין。 

ビーン 

ビーン 
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深いところに目を向けてください、 

人には見えない、深いところに関わってくださいという祈りです。  

イェシュアとの関わりも、私の深いところに関わってくれないと  

意味がないでしょ。表面的なところで関わるならいらないですよね。 

 、は人の心の奥にあるうめきを聞き取ってもらうことִּבין

あるいは理解すること、いずれの場合も表面的なことばの背後に 

ある真意を理解すること、あるいは聞き取ること、悟ることの大切さ

を示しています。 

私たちの機能不全の霊には、神と交信する部分の良心が、僅かばかり

に残されています。 そこにイェシュアは語り掛けて来るのです。 

良心の欠片に触れた者たちが、イェシュアのことばを聞いて、受け入

れたときにつながるのです。 イェシュアの真意とつながり、いのち

を得るのです。非常に不可思議な説明しようがない奇跡です。  

クリスチャンである私たちはそういった経験をしてきているのにも

関わらず、たましいで理解させようとしているのです。  

このことは決して容易なことではありません。 

しかし、悟ることの祝福はとても大きいのです。 
 

ビーン 
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マタイの福音書 13 章 19、23 節 

19 だれでも御国のことばを聞いて悟らないと、悪い者が来て、 

その人の心に蒔かれたものを奪います。 

道端に蒔かれたものとは、このような人のことです。 

23 良い地に蒔かれたものとは、みことばを聞いて悟る人のことで

す。本当に実を結び、あるものは百倍、あるものは六十倍、ある

ものは三十倍の実を結びます。 
 

面白いですね。マックス 100 倍から始めて、六十倍、三十倍です。 

神のことばの種は本来、選びの民イスラエルに与えられるものでし

た。  

彼らを通して、神のみこころが、この地になるように神が選んだにも

かかわらず全くそうなっていかなかったのです。 

一旦はバビロン捕囚から戻され、神殿を建てて、王政を辞めて、 

帰還してからは祭司たちが指導して、レビ人たちがシナゴーグで 

聖書（みことば）を教えました。 

しかし何百年も経つにつれ自己中心的で外面的となり、表面的には 

偶像礼拝という目に見えるものは拝みませんが、自分たちの内側の
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自我を神として譲らなかったのです。 自分たちの解釈、自分たちの

作ったシステム、そういった利権を生む構造を壊さないようにして

いきました。 神のことばを使いながら、自分たちの世界を築いてい

きます。 神はいたたまれなくなって、御子イェシュアを送ったので

す。 傷んだ葦（律法）をまっすぐにして、消えかかった灯芯（神の

ことば）を、より光輝くようにするために神のしもべが来たのです。  
 

ローマ人への手紙 15 章 21 節 

こう書かれているとおりです。「彼（キリスト）のことを告げられて

いなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟

るようになる。」 
 

これはユダヤ人にとって大変なことです。パウロは悟りました。 

彼は、イェシュアが伝えた福音を、まずはユダヤ人たちに伝えました。 

ところがユダヤ人たちは聞こうとしませんでした。 

そのために神は異邦人に福音を伝えるわけです。 

その働きに与ったのがパウロです。  

使徒たち同様、パウロはその痛みを一番理解していました。 

本来神は、地にみこころを開いて実現していくように選ばれたのは
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イスラエルの人たちにです。 彼らはなぜ受け取らないのか、 

受け取らないがゆえに、神は異邦人に悟るようにされたのだと言っ

ています。 ユダヤ人が悟ってしまったら、私たち異邦人のところに

福音が来なかったかもしれませんが、これも神のシナリオです。 

私たち異邦人がユダヤ人より立派だったわけではありません。  

ユダヤ人たちが頑なだったので、私たちに向けられたのです。 

それは神のご計画の中にすでにあることでした。 
  

ルカの福音書 24 章 44－45 節 49 節 

44 そしてイエスは言われた。「わたしがまだあなたがたと一緒にい

たころ、あなたがたに話したことばはこうです。わたしについて、

モーセの律法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることは、 

すべて成就しなければなりません。 

45 それからイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて（原

文＝知性を開いた。） 

49 見よ。わたしは、私の父が約束されたもの（＝力としての聖霊）

をあなたがたに送ります・・・」 
 

ルカの福音書 24 章は、イェシュアが復活した後、エマオに向かう途
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上の二人の弟子にイェシュアが寄っていき、 

あなたがたは何を話しているのですかと尋ねた箇所です。 

気の滅入るような話をしていた二人は、エルサレムで起こったこと

をあなたは知らないのかとイェシュアに言いました。  

24 章には「心」ということばが 3 回出てきます。 

45 節に「心を開いて」ということばがあります。 

一回目:「ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったこ

とすべてを信じられない者たち。（ルカ 24:25）と言います。 

「心」＝「καρδία」が使われています。たましいの部分です。  

メシアが、必ず苦しみを通ってから栄光を受けると預言者たちが何

カルデイア 
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度も書いているのに、それを知らないあなたがたは、愚かだと言って

います。イェシュアは十字架に掛かる前に何回も語り、エルサレムで、

死んでよみがえる話をしています。 

弟子たちは「イェシュアが死ぬ」という現実の後を忘れているのです。 

本当に鈍いと、そしてもう一度彼らが話を聞いて、いろいろな聖書箇

所から、メシアは苦しみを通して栄光を遂げることをイェシュアが

話したのです。 それで、彼らの心は燃えていたではないかと書かれ

ています。 うちなるものが働いて、「心:καρδία」に影響を与

えて燃えさせたのです。 

三回目の心は、καρδίαではなくてνοῦςが使われています。 

彼らの中に聖霊が入り、霊が生き返って、聖書を理解する準備が整い

ました。 彼らの心が開かれ、十分にイェシュアの心（思い）を受け

て悟る状態になっています。 24 章に出て来る「心」の発展です。 
 

① 【新改訳 2017】ルカの福音書 24 章 25 節 

そこでイエスは彼らに言われた。「ああ、愚かな者たち。 

心(καρδία)が鈍くて、預言者たちの言ったこと 

すべてを信じられない者たち。 

ヌース 

カルデイア 

カルデイア 

カルデイア 
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②【新改訳 2017】ルカの福音書 24 章 32 節 

二人は話し合った。「道々お話しくださる間、私たちに聖書を説き

明かしてくださる間、私たちの心(καρδία) 

は内で燃えていたではないか。」 

③【新改訳 2017】ルカの福音書 24 章 45 節 

それからイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心(νοῦς)を開い

て、 

私たちが聖書を悟るために聖霊の助け、啓示の御霊が不可欠です。 

それは人の霊に働きかけることで、みこころが何であるのか、 

人の心(νοῦς)に悟りを与えてくださるわけです。 

すでにこの心(νοῦς)は、霊によって造り変えられた新しい心になっ

ていると悟ることができます。 そのためにイェシュアはよみがえ

り「いのちを与える御霊」となって私たちの霊の中に入る必要があっ

たわけです。 

やがて終わりの日には、神はイスラエルの民の残りの者にも恵みと

哀願の霊（ゼカリヤ書 12:10）を注いで神に立ち返らせます。 

これは神の奇跡中の奇跡、「昼のわざ」です。 

そのことによって彼らに悟りが与えられて「主よ、来てください」と

ヌース 

ヌース 

ヌース 

カルデイア 
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祈りをしてイェシュアが再臨されるのです。 

それまでは、ユダヤ人は頑なです。 反キリストが立ち上がって、 

その期間に彼らの内に聖霊を注いで、彼らが私たちは何ということ

をしたのかという尋常でない悔い改めを通って 

「主よ、来てください」と言うまではわたしは来ないのです。 

イスラエルは、私たちクリスチャンよりも劇的です。 

その時が来ます。それが地上再臨です。彼らに完全に悟りが与えられ

てメシア王国に入る準備が出来上がります。 

教会は空中再臨ですでに引き上げられています。  

地上再臨では、私たちもイェシュアと一緒に来ます。  

携挙されている私たちは、心が全く新しく変えられて、誰からも教え

られることもなく、完全に神のみこころを知る者となります。 

目覚めたらそうなっています。 神のみこころが一瞬のうちに理解

できるようになって、花嫁になっているわけです。 

主は「わたしの民」と言われる悟りのある者たちと、一緒に 

メシア王国で喜び楽しむわけです。 

ユダヤ人とともに喜び歌おう、ともに主を賛美しよう、 

見よ、兄弟たちがともに一つになっている、と、 
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あり得ないことが起こります。 

神の油注ぎが大量に降りて一つにしていく、彼らを通して一つにな

るヴィジョンです。喜びと楽しみが地を覆います。 

私たちにはできません。造ったとしてもそれは偽物、人間レベルです。 

神のレベルはメシア王国で実現します。必ず来ます。 

そういったことを知って待ち望むことも「仮庵の祭り」でもあります。 

仮庵の祭りの 50 年目、 ヨベルの年にイェシュアが来るときです。

私も信仰 50 年目にしてヨベルの祝福を受けています。 

悟されてこの祭りを開くように言われたのです。 
 

終わりの日の「種」を見て行きたいと思います。 

北イスラエル王国は、すでに 721 年にアッシリアによって滅ぼされ

て世界離散しています。あるいは異邦人と結婚することによって純

粋なものではなくなっています。 

その北イスラエルの預言者に ַחֹוֵׁשעホセアがいます。 

 （マタイ１:20）「救い」ֵיְׁשַעה 「主は救う」ָיַׁשע

ここにイェシュアが隠されています。イェシュアの一つの予型が 

ホーセーア 

ヤーシャー イェシュア 
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預言者ホセアと重なっています。 

主はホセアに「行って、姦淫の女と姦淫の子らを引き取れ」 

そこでホセアはֹּגֵמרをめとります。 

妻のゴメルの語源は、動詞ָּגַמר「断たれる」と「成し遂げる」と

いう両義性を持つ語彙です。 

なにゆえ両義性が成り立つのかと言えば、神が救うときには、あるも

のはさばかれるわけです。あるものを裁くときはあるものを救う。 

つまり、神の行為には二つの面があるということです。 

神のさばきと救いは表裏一体です。 

ホセアとゴメルの二人の子どもたち（一人の息子と二人の娘）の名前

にも神のご計画の啓示が隠されています。 

※12 弟子の名前も、神はその人物の性格とか境遇で選ぶのではなく

て 名前で選んでいます。名前が神のご計画に適応しているのです。 

その名前の意味をヘブル語から解き明かした神田先生のミドゥラー

シュがあります。12 使徒の名前の中に神のご計画が入っています。 

（「牧師の書斎」  左側リボン「御国が来ますように」 「ルカの

福音書」ヘブル的考察 22「十二使徒の名前」） 

ゴメル （ホセア 1:2）と命じます。 

ガーマル 



32 

 

神のみこころを明確に掴むために、ヘブル語の学びは特に重要です。 

ホセアとゴメルの子どもたちの名前も神のご計画が啓示されていま

す。親は子の名前の意味を意識して名付けたわけではありません。 

神がそうされているのです。 

 

 

 

 

 

 
 

第一子 ִיְזְרֶעאל 文字の中「ֶזַרע」が隠されています。 

 神ֵאל   種を蒔く（Qal）ָזַרע  種（名詞）ֶזַרע

 「実を結ぶ」・「種を蒔く」（Qal）ָזַרע

あわれまれぬ子 

愛されぬ子 

わたしは二度とイスラエルの家をあわ

れむことはなく、決して彼らを赦さな

い。」（６節）という意味ですから 

凄い名前です。 

わたしの民ではない 

 強い否定לֹא

 原文は短縮形:לֹ־

ロー 

イズレエル 

ゼラ ザーラ エール 

神が種を蒔く 

ザーラ 
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「散らされる」 両義性（反対の意味）を持つ 

「散らされる」は、さばきとしての離散を意味し、「実を結ぶ」は、

神のあわれみによってもう一度集められ回復する意味を表します。 

  。は、いい名前ですねִיְזְרֶעאל 

 

ホセア書１章４－５節 

4 【主】は彼に言われた。「その子をイズレエルと名づけよ。しばら

くすれば、わたしがイズレエルでの流血のゆえにエフーの家を罰

し、イスラエルの家の王国を終わらせるからだ。 

5 その日、わたしはイズレエルの平原で、イスラエルの弓を折る。」 
 

ここでのイズレエルは離散の意味で使われています。 
 

ホセア書１章 11 節 

ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、一人のかしらを 

立てて その地から上って来る。  

まことに、イズレエルの日は大いなるものとなる。 
 

一つの章の中で、両義性（反対の意味）を持つ語彙が使われています。  

イズレエル 
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※他にも両義性を持つ語彙があります。 

完成することはあ「滅び失せる」・「完成する 成就する」ָּכָלה

る意味、滅び失せるという意味でもあります。  
 

11 節のイズレエルは、集められるという回復の意味で使われていま

す。  どんな意味かというと、ユダの人々とイスラエルの人々が 

一つに集められ、一人のかしら（メシア）を立てて、 

反キリストから隠れてエルサレムに上って来るのです。 

一つ集められるイズレエルの日は大いなるもの（神のわざ）が明かに

される日です。 

ホセアが姦淫の女ゴメルと結婚してから、子どもが生まれ、その名を

イズレエル（神が種を蒔く 散らされる 実を結ぶ）としたことか

ら、 創世記 1 章 11 節の地に、「種のできる草」や「種の入った実」

を結ぶ果樹を芽生えさせる必然性を理解することができます。 

それは、乾いた所を歩む民イスラエルに対する神の新しい創造、 

ユダの人々とイスラエルの人々が一つに集められ、一人のかしらを

立てて、その地から上って来るという大いなる神のご計画を啓示す

るためです。 

カーラー 
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イスラエルの終わりのことは初め（創世記 1 章）に書かれています

ので終わりの時にどうなるかが整合性を持つように解釈します。  

創世記 1 章では、イスラエルの終わりの時、彼らが実を結ぶ民とな

ることが最初から預言されているのです。  

その地から、実を結ぶ民をイェシュアが芽生えさせるということで

す。 彼らが、イェシュアのことばを聞いて悟る民になるように 

神がなされるのです。人間の出来ることではありません。 

神にしかできない再創造のわざです。 
 

創世記 1 章 1 節の「創造する」とは、再創造であると見ることがで

きます。 もう少し新約を見てみたいと思います。 
 

Ⅰペテロの手紙 1 章 23－25 節 

23 あなたがたが新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく朽ち

ない種からであり、生きた、いつまでも残る、神のことばのよる

のです。 

24 「人はみな草のよう。その栄えはみな草の花のようだ。草はし

おれ、花は散る。 

25 しかし、主のことばは永遠に立つ」とあるからです。 
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これが、あなたがたに福音として宣べ伝えられたことばです。 
 

朽ちない種はイェシュアの語ることばです。 

そのことばがいつまでも残る、朽ちない種は神のことば、 

すなわち復活のキリストです。復活のキリストは御霊でもあります。  

受肉して、霊が強められ、ヨハネから洗礼を授けられて人類を取り込

みました。 十字架にかかり三日目によみがえって「いのちを与える

御霊」となった手順を経て、新創造がなされたわけです。 

新創造は発芽させるいのちです。「いのちを与える御霊」となられた 

キリストこそ朽ちない種の結実であり福音です。 

福音とは、初穂となられたイェシュアが空中再臨されたときに、 

私たち（教会）に御霊のからだを与えられることです。  

御霊のからだは、自由自在に動き、限界なく神に仕える者になれるの

です。 

 「良きおとずれを宣べ伝えるָּבַׂשר」語源 「からだָּבָׂשר」

神が与えたからだの意味は「良きおとずれを宣べ伝える」という意味

です。 福音には、必ず霊から始まって、新しい心をつくり、 

神に永遠に仕える新しい御霊のからだに変えられるというメッセー

バーサール バーサル 



37 

 

ジが含まれているのです。 

 

今回のまとめ 

原文で読み解いていくことで、 

創世記 1 章は地球の創造の話ではなく、 

イスラエルを基軸としたイェシュアによる 

神の再創造の物語であるということが理解できると思います。 

聖書の種とは、いのちを持った「神の種」、「朽ちない種」、「義の実を

結ばせる種」であり、 

「イェシュアの語ったことば」、「神のことば」を意味しています。 

種であるイェシュアのことばを聞かずに悟ろうとしないので、 

選びの民イスラエルは散らされていまいました。 
 

しかし神のあわれみによって再び集められて 

実を結ぶ民となるというのが、神の永遠のご計画です。 

このご計画が、今回の創世記の箇所に預言的に啓示されていると 

うことです。必ずそうなると、短いことばで表しているのです。 
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創世記 1 章 11 節は、 

植物が地に生え出ると言う話でありませんでした。 
 

イェシュアのことばの種を持った果樹が 

神の民であるイスラエルに実を結ばせるという 

神のご計画の啓示が記された箇所だということです。 
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