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1st. Celebrate Sukkot

原語で味わう創世記第1章
集中特別講座 10/9～16

14日(夜) No.11



「創世記第一章」を学ぶ上で大切な視点

【新改訳2017】
①ヨハネの福音書5章39節

あなたがたは、聖書の中に
永遠のいのちがあると思って、
聖書を調べています。
その聖書は、わたしについて
証ししているものです。

【新改訳2017】
②イザヤ書 46章10節

わたしは後のことを初めから告げ、
まだなされていないことを昔から告げ、
『わたしの計画は成就し、わたしの
望むことをすべて成し遂げる』と言う。

※聖書のシナリオライターは時間と空間に支配さ
れない永遠の神です。シナリオが歴史の中に突入
する時、その初めと終わりが規定されることは当
然のことです。



「創世記第一章」を学ぶ上で大切な視点

【新改訳2017】
③イザヤ書34章16節

【主】の書物を調べて読め。
これらのもののうち、どれも失われていない。
それぞれ自分の伴侶を欠くものはない。
それは、主の口がこれを命じ、
主の御霊がこれらを集めたからである。

※「自分の伴侶」にたとえられているのは、神のみことばの証言が必ず伴侶のように
置かれているということを意味します。例えば、「千年」「十四万四千人」など。



「創世記第一章」を学ぶ上で大切な視点
●創世記1章に関する注解書は多く書かれていますが、その多くが宇宙
(地球)の始まりと考えています。しかしアシュレークラスでは、創世記
1章を「神の永遠のご計画の全貌が啓示されている章」という視点で学
んで行きます。

【新改訳2017】ヘブル人への手紙 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。

●私たちが持っている「理解の型紙」(この世の知恵、常識、教理)とい
う眼鏡を外して、霊を働かせることが不可欠です（Ⅱコリ５:16, 3:6）。
私たちの霊の目が開かれるよう、シェーム・イェシュアの名を呼びつつ、
学んで行きたいと思います。



1. 今回のテキスト ①
●第六日、神は地の生き物(家畜、這うもの、地の獣)を造られただけでなく、
彼らを支配する「人」を「神のかたちに似せて」造ろうとされます。26～
28節は創世記1章のクライマックスを形成していますが、今回は26節のみ
を学びます。創世記1章は、1節にある「はじめに神が天と地を創造した」
という神のご計画の骨子が総括的・究極的に表現され、その中で「人」の
創造とその意図と目的が語られています。「われわれのかたちとして」「わ
れわれの似姿に」人を造るとはどういうことを意味しているのでしょうか。

【新改訳2017】創世記1章26節
神は仰せられた。「さあ、人をわれわれのかたちとして、
われわれの似姿に造ろう。こうして彼らが、海の魚、
空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這う
すべてのものを支配するようにしよう。」



1. 今回のテキスト ①
【新改訳2017】創世記1章26節
神は仰せられた。「さあ、人をわれわれのかたちとして、われわれの
似姿に造ろう。・・・・」

キドゥムーテーヌー ベツァルメーヌ アーダーム ナアセ エローヒーム ヨーメル ヴァ

נּוִּכְדמּותֵ נּוֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלמֵ נַ ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים 
わたしたちの似姿に わたしたちのかたちに 人を わたしたちは造ろう 神は 仰せられた(言われた)

●1節では動詞「創造した」が3人称単数でしたが、26節の「仰せられた」も3人
称単数です。しかしここで「造ろう」を1人称複数で表現していることが特徴です。
関根訳は三つの「わたしたち」(赤字)を以下のように正確に訳しています。
そこで神が言われた、「われわれは人をわれわれの像(かたち)の通り、
われわれに似るように造ろう。こうして彼らが・・を支配するようにしよう。」
●新改訳に「さあ」とあるのは意訳です。「さあ」とは、神(複数)が内輪で神格
会議をもたれたことを意味しています。



2.「われわれのかたちとして」①
●神が何かを宣言するとき、聖書では常に「わたしは」という単数形を用い
ます。神がここで｢われわれ｣と言ったのには深い意味があります。神はここ
で外部の者に向かって語ったのではなく､ 御自身にある三一の交わりの中で、
ある事柄が討議されたのです。その内容は｢われわれのかたちとして、われ
われに似るように｣､つまり神ご自身を表現するもの、目に見えるかたちとし
て人を造り、彼らに地のすべてを支配させようということが話し合われたの
です。つまり、神は地において神に代わって主権を行使する人を造ろう
(「アーサー」ָעָׂשה)とされたのです。※ָּבָראとָעָׂשהの違いは何か。
●「われわれのかたちとして」(「ベツァルメーヌー」 נּוַצְלמֵ ּבְ  )にある
「ツェルム」(ֶצֶלם)は「かたち」を意味します。つまり目に見えない神を、
目に見えるかたちに表現したものを意味します。



2.「われわれのかたちとして」②

●創世記1章2節で「地は茫漠して何もなく」とあったように、地を回復す
るために、神の主権を行使する人を造る必要があったのです。「さあ、人を
われわれのかたちとして、われわれの似姿に造ろう。こうして彼らが」とあ
ります。この「彼ら」とは神を表現する人(器)なのです。「われわれ」とい
う表現で三一の神を表わしているように、「彼ら」は集合人格としての
「人」なのです。個人的な人ではありません。
●集合人格としての「人」は、アダムが造られた時にアダムの中に包括され
た(組み入れられた)ということです。その意味で「こうして彼らが」と記さ
れているのです。神においては、二種類の人しか存在しません。それは「最
初のアダム」と「最後のアダム」です。すべての人は「第一の人」か、それ
とも「第二の人」かに包括されます。「第一の人」は造られます(ָעָׂשה)が、
「第二の人」は創造される(ָּבָרה)のです。



2.「われわれのかたちとして」③
●26節で「神のかたち」と「神の似姿」ということばが使われていま
す。「かたち」は「ツェレム」(ֶצֶלם)で目に見えるかたちで「外なる
人」を意味します。「似姿」の「デムート」(ְּדמּות)は目に見えない、
いわば霊的な「内なる人」を意味します。神はそのような人を造ろう
としたのです。

●これまで、種は種でも種ではないこと、海は海でも海ではないこと、
海の魚も魚ではなく、翼のある鳥も鳥ではないことを学んで来ました。
とすれば、「人」とは何者なのでしょうか。それは神を表現する存在
(かたち・器)です。御子は見えない神のかたちです(コロサイ1:15)。
だれも神を見た人はいませんが、神を示された唯一の存在、それが御
子(キリスト)なのです。※ヨハネ1章18節参照。



2.「われわれのかたちとして」④
①【新改訳2017】コロサイ人への手紙 1章15節
御子は、見えない神のかたちであり、すべての造られたもの
より先に生まれた方です。
●神のかたちの本体は「御子」、その写しが「アダム」。

②【新改訳2017】Ⅱコリント人への手紙 4章4節
彼らの場合は、この世の神が、信じない者たちの思いを暗くし、
神のかたちであるキリストの栄光に関わる福音の光を、
輝かせないようにしているのです。
③【新改訳2017】コロサイ人への手紙 3章10節
新しい人を着たのです。新しい人は、それを造られた方のかたち
にしたがって新しくされ続け、真の知識に至ります。
●新しい人を造られた方とはキリストのことです。



2.「われわれのかたちとして」⑤

④【新改訳2017】Ⅱコリント人への手紙 3章18節
私たちはみな、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光
を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を
( ְּדמּותְלֶצֶלם )変えられていきます。これはまさに、御霊なる
主の働きによるのです。

⑤【新改訳2017】ローマ人への手紙 8章29節
神は、あらかじめ知っている人たちを、御子のかたち(ֶצֶלם)と
同じ姿( מּותְּד  )にあらかじめ定められたのです。
それは、多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。



2.「われわれのかたちとして」⑥
キリストの一連の贖いの事実



3.「われわれの似姿として」①
●御子イェシュアは復活した日に「いのちを与える御霊」となられま
した。イェシュアは復活の初穂であるご自身を御父にささげるために
「秘密の昇天」をされています。週の初めの日の朝のことです。
【新改訳2017】ヨハネの福音書20章17節
イエスは彼女に言われた。「わたしにすがりついていてはいけません。わたしは
まだ父のもとに上っていないのです。わたしの兄弟たちのところに行って、『わ
たしは、わたしの父であり、あなたがたの父である方、わたしの神であり、あな
たがたの神である方のもとに上る』と伝えなさい。」
(「上っていない、上る」を、回復訳は「昇っていない、昇る」と訳す。)
●その日の夕方、イェシュアは弟子たちのところに来て息を吹きかけ
「聖霊を受けよ」と言われました。40日間の顕現によって「人の霊」は
機能を回復し、失われていた神のかたち(神を表現する器)を取り戻す(回
復する)ことができました。その数120名ほどの「120」は奥義です。



付記 「120」の奥義 ①



付記 「120」の奥義 ②



3.「われわれの似姿として」②
●「われわれの似姿に」(「キドゥムーテーヌー」 ְדמּוֵתנּוּכִ  )」の「似
姿」は「デムート」( מּותְּד  )で、新共同訳は「似せて」と訳していま
す。これは神における関係性を意味しています。「聖とする方も、聖
とされる者たちも、みな一人の方から出ています。」(ヘブル2:11)と
あるように、それは神の愛のいのちの中に生きる存在です。神の似姿
になることによって、同じ務めを担うことを可能にします。

●それは「祭司の務め」です。それがなされる時、自ずと治め支配す
る「王の務め」もなされます。「アダムは百三十年生きて、彼の似姿
として、彼のかたちに男の子を生んだ。彼はその子をセツと名づけ
た」(創5:3)とあります。このことは最初のアダムに与えられた「祭
司の務め」(=似姿)が、セツに受け継がれたことを表しているのです。



3.「われわれの似姿として」③
●「祭司」とは「神に仕える人」です。「仕える」といっても神のため
に何かをすることではありません。神に仕える祭司とは、神とともに歩
み、神と一体(「エハード」ֶאָחד)となるためにいつでも神の御前にいる
人のことです。多くの時間を神とともに過ごすことで神に満たされ、主
を知り、主と一つとなる。これが神の似姿としての「祭司の務め」です。

●また26節の後半に「こうして彼らが、海の魚、空の鳥、家畜、地のす
べてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう」とあ
ります。「支配するようにしよう」は「治める」を意味する「ラー
ダー」(ָרָדה) で28節にも出てきます。これは、あくまでも神の代理者
としての王的支配を意味します。この務めは人にのみ与えられた尊い務
めです。



3.「われわれの似姿として」④
【新改訳2017】詩篇8篇2, 4～6, 9節
2 幼子たち 乳飲み子たちの口を通して
あなたは御力を打ち立てられました。

4 人(ֱאנֹוׁש)とは何ものなのでしょう。
あなたが心に留められるとは。
人の子(ֶבן־ָאָדם)とはいったい何ものなのでしょう。
あなたが顧みてくださるとは。

5 あなたは人(ֱאנֹוׁש)を御使いよりわずかに欠けがあるものとし
これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。

6 あなたの御手のわざを人に治めさせ (ָמַׁשל)
万物を彼の足の下に置かれました。

9 【主】よ 私たちの主よ
あなたの御名(「シムハー」�ִׁשְמ)は全地にわたり
なんと力に満ちている(=輝いている)ことでしょう。

ֱאנֹוׁש
弱い人間

ֶבן־ָאָדם
メシア的
称号



今回のまとめ
●ダビデは神の本来のご計画と目的が、この地において実現した光景を
見て「私たちの主、主よ。あなたの御名は全地にわたり、なんと力強い
ことでしょう」(1, 9節)と感嘆の声を上げています。それは人間が造ら
れた目的である「地を支配する」ことが成就していることを、信仰に
よって見たからです。今はまだ「あなたの御手の多くのわざを人に治め
させ、万物を彼の足の下に置かれました」ということが実現していませ
ん(ヘブル2:7～8)。しかし将来、神のかたちに造られたメシアが「海の
魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地をはうすべてのものを支配す
る」ようになるのです。
●さらに神は、人にも「地を治める」(創世記1:26)ことを必ず実現させ
ます。そのために最初のアダムの失敗を踏み直す人(神ご自身のかたち=
最後のアダム、第二の人=イェシュア・メシア)を創造する必要があった
のです。そのことは、次回の27節で取り扱います。
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