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クラス概要

概要： 

このクラス（組織神学４）の目的は、教会の起源、組織、礼典、そして教会の働き、聖書的契
約と教会の関係、終末論の神学的体系、千年王国、空中携挙、艱難時代、個人的な死と復活、永
遠について聖書に基づく正しい理解を得ることです。特に教会とイスラエルの関係をしっかりと
理解し、それが教会論及び終末論にどのような影響を与えるかを知ることに焦点を当てます。学
生はクラスの内容だけでなく、神学書からこれらの項目に関する知識を身に付けることが要求さ
れます。 

具体的な学習目的： 

A. 教会論 

1. 教会が設立に関して明確な理解を持つ 

2. 教会とイスラエルの関係を説明することができる 

3. 教会とアブラハムの契約の関係を説明することができる 

4. 教会とモーセの契約の関係を説明することができる 

5. 教会とダビデの契約の関係を説明することができる 

6. 教会と新しい契約の関係を説明することができる 

7. 新約聖書における教会という言葉の用途を説明することができる 

8. 聖書における教会の種類について違いを説明することができる 

9. 真の教会とは何かをその目的と共に説明することができる 

10.教会組織の証拠を挙げることができる 

11.教会政治に関して形態の違いとそれぞれの特徴を説明することができる 

12.長老とは誰か、またその役割が何かを説明することができる 

13.執事とは誰か、またその役割が何かを説明することができる 

14.教会の礼典を挙げ、その意味を説明することができる 
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B. 終末論 

1. 契約神学とは何かをその特徴と共に説明することができる 

2. ディスペンセーション神学とは何かをその特徴と共に説明することができる 

3. 千年王国に関する諸説をその特徴と共に挙げることができる 

4. 空中携挙と千年王国説の関係を説明することができる 

5. 空中携挙に関する諸説とその特徴と共に挙げることができる 

6. 患難時代において鍵となる人物を挙げることができる 

7. 終末に起こる出来事を時系列にまとめることができる 

8. 死について説明することができる 

9. 中間状態について説明することができる 

10.終末に起こる裁きを挙げることができる 

11.未信者と信徒の永遠の状態を説明することができる 

課題： 

学生はこのクラスを修了するために以下の課題を提出しなければなりません。 

A. 課題図書を読む 

1. 『教会とは』 

2. 『聖書の主要教理』ルイス・スペリー・シェイファー著　（406-419ページ） 

3. 『組織神学』ヘンリー・シーセン著　（736-773ページ） 

B. テスト 

講義終了後テストをお渡しします。テストは指定時間（1時間半）で必ず終了してください。聖書
を用いることは許可しますが、ノートや自分のまとめなどを参照して回答することはできませ
ん。主が見ている前でテストを受けることをしっかりと覚え、不正をしないように試験を受けま
しょう。 

C. プロジェクト 

下記の課題リストから一つ選択し、聖書箇所や神学書などを用いて学んだことをレポートにしてく
ださい（各項目原稿用紙/A4サイズ用紙3ページ以上10ページ未満） 

聖書的な教会の姿 教会成長の方法

教会政治のあり方 契約神学とディスペンセーション神学

千年王国論の詳細な比較 空中携挙説の詳細な比較
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成績： 
成績は日本聖書学院学生要項に記されている成績基準に沿って判断されます。このクラスにおける
それぞれの課題の比重は以下の通りです。 

必読書 20％ 

出席＋クラスへの参加及び態度 10％ 

プロジェクト 35％  

テスト 35％ 

終末の出来事に関するまとめ 教会とイスラエルの関係

死と復活 その他（要相談）
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神の計画における教会 



組織神学Ⅳ 神の計画における教会

I. 教会の始まり 
A. 教会が設立されるための前提条件 

1. キリストの来臨が必要である（マタイ16:18） 

a. 「私の」という言葉は他の集まりとは異なる集まりを意味している 

b. 未来形の動詞はまだ存在していないことを意味している 

c. キリストが「からだ」である教会の「かしら」であり、「かしら」よりも先に「か
らだ」が存在することはない 

2. キリストの死が必要である（使徒20:28） 

3. キリストが神と認識される必要がある（マタイ16:17-18） 

4. キリストの復活が必要である（ローマ1:4） 

5. 聖霊の働きが必要である（使徒11:16） 

6. 教会の奥義の成就と啓示が必要である（エペソ3:5-6） 

B. 教会がペンテコステから始まったことの証明 

1. キリストのことば（使徒1:4-5） 

2. 聖霊によるバプテスマ（使徒2, 11等） 

3. ペテロによる具体的な宣言（使徒11:15） 
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組織神学Ⅳ 神の計画における教会

4. 教会という奥義（エペソ3:5） 

a. 「奥義」とは 

b. 教会の奥義とは 

(1) 文脈 

(2) 奥義の特徴 

(a) 以前は明らかにされていなかった 

(b) 今聖霊によって明らかにされた 

(c) 今使徒と預言者によって明らかにされた 

(3) 奥義の内容 

(a) パウロは啓示によって知らされた異邦人に対する特別な務めが与えら得て
いた（3:1-3） 

(b) この務めのもたらす祝福は「福音により、キリスト・イエスにあって」与
えられるものである（3:6） 

(c) 奥義の内容は教会の構成である（3:4-6） 
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組織神学Ⅳ 神の計画における教会

II. 教会とイスラエルの関係 
A. 教会の始まりから理解できるイスラエルとの関係 

1. 奥義である教会は旧約聖書において啓示されることも理解されることもなかった 

2. イスラエルと教会は連続したものではなく、教会は新しいイスラエルではない 

3. 教会はペンテコステの日に誕生したまったく新しい組織である 

B. 教会と契約に見るイスラエルとの関係 

1. 教会とアブラハムの契約 

a. 子孫 

(1) イスラエル民族によって部分的に成就している（使徒13:16, 26） 

(2) 子孫はキリストに関連している（ガラテヤ3:16） 

(a) キリストはアブラハムの契約の祝福を相続している（ガラテヤ3:16） 

(b) キリストはバプテスマによってキリストにつく者とされた人々に祝福を取
り次ぐ（ガラテヤ3:14, 26-29） 

(c) 異邦人がキリストによってアブラハムの契約の霊的祝福を受けていること
は、この契約が教会によって成就されたことと同じではない（使徒3:18-
21; ローマ3:3-4; 11:24-29） 

b. 土地 
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組織神学Ⅳ 神の計画における教会

c. 全世界的祝福 

(1) アブラハムの契約における全世界的祝福は、贖いの業を通して与えられている 

(2) 全世界的祝福とは、すべての人が得ることのできる霊的救いである 

(3) この祝福を通して、キリストのうちにある異邦人はアブラハムの契約に携わる
ものとなる 

(4) しかし、私たちの救いは与えられている約束の一部分でしかない 

(5) ここには「すでに、しかし、まだ」という概念を見ることができる 

2. 教会とモーセの契約 

a. モーセの律法は特定の時期の為に用意されていた 

b. モーセの律法は特定の人々の為に用意されていた 

(1) モーセ五書は全ての時代のあらゆる人々に適用されるべき神のみこころではな
い 

(2) 律法はイスラエルに課せられた行政上の義務である 

c. モーセの契約はキリストの死によって終わりを遂げた（マタイ27:50-53; ヘブル
8:6-13） 

d. モーセの契約の核である律法もキリストの死によって終わりを遂げた（ローマ
10:4; マタイ5:17-19) 

e. 道徳の基本的原則と律法の規律にある道徳の具体的適用は同じものではない 
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組織神学Ⅳ 神の計画における教会

f. 律法を道徳律、民法、儀式律法に分類する根拠や、その一部が継続している理由が
ない 

g. 新約の著者はモーセの律法を重んじていた（ローマ7:12） 

h. パウロはクリスチャンがモーセの律法の下に縛られていないことを繰り返し教えた 

(1) 律法は撤廃された（エペソ2:15; コロサイ2:14） 

(2) ガラテヤ3:24はモーセの律法を未信者に説くように教えているわけではない 

(3) クリスチャンは律法の下にない（ローマ6:14; Ⅰコリント9:20） 

(4)  クリスチャンは律法に対して死んでいる（ガラテヤ2:17-21; ローマ7:1-6）  

(5) クリスチャンは文字に支配されるのではなく、新しい御霊に仕えている（ロー
マ7:6） 

(6) すべてのことはしてもかまわないが、すべてが有益なわけではない（Ⅰコリン
ト6:12; 10:23） 

(7) パウロは律法の下にいなかった（Ⅰコリント9:20） 

(8) 律法の下にいないということは道徳的指導が必要なくなったということではな
い（ローマ6:15; 14:1; Ⅰコリント3:1-3） 

(9) クリスチャンは律法ではなく聖霊の支配の下にある（ガラテヤ5:16-26） 

(10)聖霊はキリストの律法を実施する（ガラテヤ6:2; Ⅰコリント9:21） 

(11)新約は十戒に記されている9つの戒めを繰り返している 
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組織神学Ⅳ 神の計画における教会

(12)古い契約の戒律と新しい契約の戒律には大きな違いがある 

(a) 変化（ローマ14:5; コロサイ2:16; ローマ14:20） 

(b) 強調（レビ19:18 vs. ヨハネ15:12） 

(c) 動機 

3. 教会とダビデの契約 

4. 教会と新しい契約 

a. 教会は新しい契約を成就できない 

7

ダビデの契約の内容（Ⅱサムエル7:8‒17） 
1. ダビデに「大いなる名」が与えられる（9節） 
2.  イスラエルに所有地が与えられる（10節） 
3.  イスラエルに全ての敵からの安息が与えられる（10‒11節） 
4.  ダビデの子が王国を確立する（12節） 
5.  ソロモンが神殿を建てる（13節） 
6.  王国の王座がとこしえに堅く立てられる（13節） 
7.  ソロモンの罪は罰せられるに値するが、彼の王座は取り除かれることはない
（14‒15節） 

8.  ダビデの王家、王座、王国は永遠に続く（16節） 
9. この王国には異邦人も含まれる（19節 参照：アモス9:10‒11）

新しい契約の内容 
1. 新しい心の授与（エレミヤ31:31‒34; エゼキエル11:17‒21; 36:22‒32） 
2. 永続的な罪の赦し（エレミヤ31:34; 33:8; 50:20; エゼキエル36:25‒27） 
3. 全信徒に対する永続的な聖霊の内住（エゼキエル36:27） 
4. 信徒の心に刻まれる律法（エレミヤ31:33） 
5. 神とイスラエルの関係の成就（エレミヤ31:33; 24:7; 32:38; エゼキエル
36:28; 11:20; 参照：イザヤ25:9; 28:5; 44:5） 

6. イスラエルへの物質的祝福 



組織神学Ⅳ 神の計画における教会

b. 教会は新しい契約と関わりを持っている 

c. 異邦人の祝福はアブラハムの契約に含まれていた 

d. 教会は新しい契約の祝福の一部に与っている 

e. 教会は聖餐式において新しい契約との関わりを持つ 

f. パウロとその仲間は「新しい契約に仕える者」である（Ⅱコリント3:6） 

g. 教会が新しい契約に関わる方法 

(1) 疑問： 新しい契約はイスラエルのものなのにどうして教会が関われるのか？ 

(2) 聖書のことばに基づく回答：「つぎ合わす」 

(3) 解釈学的回答：補足的理解 

(4) 神学的回答：キリストのからだへのバプテスマ 
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組織神学Ⅳ 神の計画における教会

III.教会という言葉の意味とその用途 
A. 日本語の定義 

B. 英語の語源 

1. ギリシャ語：キリアコン 

C. ギリシャ語「エクレシア」の意味の変化 

1. 語源上の意味 

2. 言葉の意味の変化 

a. 新約聖書前の時代にはこの言葉は「集会」もしくは「召し出された集まり」という
意味で用いられていた。 

b. 区分や分離という概念はなく、「召喚する」という意味を持っていた 

c. それゆえに教会は「世から取り出された」「分離した」という考えをサポートする
ことはできない 

d. むしろ「会合のために集められた」人々のことを意味している 

e. この意味も時代の流れと共に失せ、次第に単なる「会合」「集まり」を指す言葉と
して用いられるようになった 

9

宗教を同じくし、その教えを守り伝えようとする人々の団体。また、その
教えを述べ、礼拝儀式を行うための建物（大辞泉：「教会」）

共通の信仰によって形成される人々の集まり。また、その礼拝などの
宗教儀礼に用いる建物。主にキリスト教や新宗教の一部でいう（大
辞林：「教会」）



組織神学Ⅳ 神の計画における教会

f. 新約時代には、混乱した暴徒の集まりを指してこの言葉が使われることすらある
（使徒19:32） 

g. 新約時代以前は、宗教的に特別な意味合いを持ってはいなかった 

3. 新約聖書におけるエクレシア 

a. 否専門的使用例 

(1) 使徒7:38 

(2) ヘブル2:12 

(3) 使徒19:32-41 

b.  準専門的使用例 

(1) 聖句： 

(2) 特徴： 

c. 専門的使用例 

d. 比喩的置き換え 

(1) からだ（エペソ1:22-23; ローマ12:15; コロサイ1:18; Ⅰコリント12:12-30） 
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組織神学Ⅳ 神の計画における教会

(2) 花嫁（Ⅱコリント11:2; エペソ5:31-32; 黙示録19:7-8） 

(3) 建物（Ⅰコリント3:9; ヘブル3:6; Ⅰテモテ3:15; エペソ2:21-22) 

(4) 家族（エペソ3:15） 

(5) 羊の群れ（使徒20:28） 

D. 聖書に見る教会の種類 

1. 地域教会 

a. 「教会」という言葉の最も一般的な使われ方 

b. 重要性 

2. 見える教会 

3. 見えない教会 

a. 見えない教会とは全ての時代の全ての信徒を指す 

b. 「見えない」という表現はキリストと信徒の間にある不可視の結合を強調している 

c. 聖書には見えない教会についての言及を見ることができる（マタイ16:18; エペソ
5:25; 使徒20:28; エペソ1:22-23; コロサイ1:24; Ⅰコリント5:25-27; 黙示録
22:17） 

d. 見える教会には未信者が加わることができるが、見えない教会には信徒しか加わる
ことができない 

11



神の計画における地域教会 



組織神学Ⅳ 神の計画における地域教会

I. 真の教会とその目的 
A. 真の教会の見分け方 

B. 教会の目的 

1. 神に対する責任：礼拝 

2. 信徒に対する責任：建徳 

3. 世に対する責任：伝道 

C. バランスの欠如という危険 

13

神のことばが純粋な形で説き明かされ、傾聴され、キリストの定めたように礼典
が執り行われるのを見るならば、そこに神の教会があることを疑う余地はない。  
ジャン・カルヴァン

「教会は、聖徒の会衆であって、そこで、福音が純粋に教えられ聖礼典が福音
に従って正しく執行せられるのである。」アウグスブルグ信仰告白第一部第七条



組織神学Ⅳ 神の計画における地域教会

II. 地域の教会と会員 
A. 地域教会の啓示 

1. 新約聖書に出てくる「エクレシア」のほとんどが専門的意味での「地域教会」として使
われている 

2. 地域教会はその地域におけるキリストのからだの顕現である 

B. 組織構成の証拠 

1. エルサレムの初代教会には組織構成があった 

a. 信徒は教会員の数を数えていた（使徒2:41; 4:4） 

b. 公的礼拝と祈祷のために集まった（使徒2:42, 47） 

c. 礼典を守っていた（使徒2:41-42, 46） 

d. 家々を回ってパンを裂いていた（使徒2:46） 

e. 7人を選んで貧しい者の世話をさせた（使徒6章） 

2. 新約の教会には長老や執事が存在した（使徒14:23; ピリピ1:1; Ⅰテモテ3; テトス1） 

3. 新約の教会は日曜毎に集まり、互いに奉仕の働きをし、献金を集め、聖餐式を守って
いた（Ⅰコリント16:2; 使徒20:7） 
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組織神学Ⅳ 神の計画における地域教会

4. 新約の教会は他の教会に推薦状を送っていた（ローマ16:1） 

5. やもめのリストが記録されていた（Ⅰテモテ5:9） 

6. 教会員に対する戒規を行っていた（Ⅰコリント5） 

C. 教会のメンバーシップ 

1. 教会に属することの必要性 

2. 会員名簿の存在 

a. 会員数が分かっていた（使徒1:15; 2:41; 4:4） 

b. 特別な名簿が存在していた（Ⅰテモテ5:9） 

c. 責任を持つ者の選出は名簿の存在を示唆する（使徒6:2-5） 

d. 教会戒規は名簿の存在を示唆する（Ⅰコリント5:13） 

3. 会員となる条件 

a. 新生（Ⅰコリント1:2; 使徒2:22-41） 

b. バプテスマ（使徒2:41; 8:12; 9:18; 10:48） 

4. 会員となる方法 

a. バプテスマ 

b. 転入会（紹介状） 
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5. 退会の方法 

a. 手紙（他教会への転出） 

b. 戒規 

c. 死 

III.教会の働き人 
A. 全ての信徒 

1. 全ての信徒が「王である祭司」となっている（Ⅰペテロ2:9） 

2. 一人一人の信徒に霊的賜物が与えられているという事実はこのことを明らかにしている
（Ⅰコリント12:7） 

B. 教会に与えられている働き人（エペソ4:11） 

1. 使徒 

2. 預言者（エペソ4:11; Ⅰコリント14:1-3; 29-33, 37） 

3. 伝道者（エペソ4:11; 使徒21:8; 8:26-40; Ⅱテモテ4:5） 

4. 牧師・教師（エペソ4:11; Ⅰテモテ3:2; Ⅰコリント12:28） 

C. 地域教会に与えられている働き人 

1. 長老・監督・牧師 

a. 監督と長老はおなじ人物である 

b. 長老・監督は牧師と同じ人物である 

16
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c. 役割 

(1) 長老（Ⅰテモテ5:17） 

(2) 監督（テトス1:7） 

(3) 牧師（Ⅰペテロ5:2, 4; 使徒20:28-30） 

(4) 説教者（Ⅰテモテ2:7; Ⅱテモテ4:2） 

(5) 教師（Ⅱテモテ2:2; Ⅰテモテ3:2, 5:17） 

d. 条件（Ⅰテモテ3; テトス1) 

2. 執事 

a. 言葉の意味 

b. 働きの始まり 

c. 役割 

17
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d. 構成 

e. 威厳 

f. 条件 

IV.教会政治（行政） 
神学書の多くは、教会組織について語るとき、聖書はどの組織形態をとるべきかという事

に関してはっきりと記していないという立場をとっている。これは聖書が教会組織というも
のに関して、教義的な教えをしていない事、また一貫した教会組織の体型を見いだすことが
困難なことが理由に挙げられている (Millard Erickson, Christian Theology, 1083-
1084)。こういった理由によって多くの神学者は、教会組織においてこれが正しいと言及す
ることは難しいと言うのである。しかし、私たちはこの点において、聖書の提示する教会組
織により近い形を取るか、取らないかという選択をすることはできる。聖書が示す教会組織
というものを私たちがはっきりと理解するときに、私たちは神様が建てられた教会をどの様
に治めて行くべきかをみことばに基づいて判断することができるはずである。それゆえに、
現在のキリスト教会の中における様々な教会組織と、聖書の示す教会組織を比べてみるとき
に、私たちはどの様な形をもって教会を運営して行くべきかという事を考えなければならな
い。 

基本的に教会組織（政治体系）は、監督制、代議制、会衆制、長老制の４つに大別する
ことができる。 

1. 監督制 

監督制とは、「監督による教会行政の型であって、現実には、監督、牧師、執事の
三階級の聖職によって治められる」（シーセン、組織神学、639）。「監督制の政治
形態は監督、あるいは何か別の名称の教会の指導者を認める。その人は地区教会を導
くという職務のゆえに権力を持つ。これはローマ・カトリック教会の場合にあてはま
るような大規模な組織に、あるいは監督が特定の地域の諸教会の活動を監督するため
に任命される聖公会や、メソジスト監督教会のようなより簡略な組織へと発展して
いった」（シェイファー、聖書の主要教理、359）。 

監督制では、大司教（Archbishop）が監督（司教）達の頂点に立って、最大の権
力を持っている。監督達は各教区を治めていて、各教会の主管者の上に立つ。各教会
の主管者達はそれぞれの会衆をとりまとめる働きを持ち、これらすべての役職は祭司
職としてとらえられている。 
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この制度の大きな特徴は、監督職、牧会職、そして長老職を区別している点であ
る。新約聖書を見たときに、このような見解をすることは不可能である。監督者は、
長老であり、そして牧会者であることは新約聖書からの明白な事実であり（使徒
20:17, 28）、この制度が、聖書から成り立っているものであるとは言い難い。また、
監督達の集まりが使徒たちに変わって全教会を導くグループとして立てられていると
いうこの制度の根本的な考え方も聖書的ではない。使徒職は特別な働きであり、それ
に変わる教会のリーダーとして、長老達がたてられていることは聖書から見ることの
できる事実であるからだ。確かに歴史的背景を考慮に入れたとき、監督制は初代教会
の時代から教会史においてみることのできる教会組織であるが、監督制は、新約聖書
に見いだすことができない。 

2. 代議制 

代議制は、「長老による教会行政である。普通、次の議会からなる。すなわち、小
会、中会、大会、全国総会である」（シーセン、639）。この制度では、「ふつう地
理的にまとめられた一定地域の諸教会から、正式に任命された代表者達の権威を認め
る。この実例は改革派教会や、長老派教会などである。しばしば一地方の諸教会の代
表者達（中会）が、より大きな組織もしくは大会の監督と指揮のもとにある。大会は
さらに大きい全国総会の管轄下にはいる。規則や権力の及ぶ範囲は集団によって異な
るが、考え方としては正しく任命された代議員達が教会の権威を構成するということ
である」（シェイファー、359-360）。 

各教会の長老達はそれぞれの教会から選出されるが、それらの長老達は、中会と呼
ばれる地域代表者会のメンバーとなっている。これら中会の代表者達が集まって大会
または全国総会というものがもたれる。 

代議制の特徴は、全国大会での決定が基本的にこの組織に参加しているすべての教
会の方針を決定していることである。長老派教会などは、各教会の権威と指針決定権
を認めているが、実際は教会の権威というものが各教会内にはないというのが現状で
ある。 

このシステムの一番の問題点は、聖書の示す長老の権威というものが各教会でのも
のであって、地域的、または全国的なものではないというものである。新約から私た
ちが知ることは、各教会を治めるべく、各教会に長老が立てられたという事であり、
このような地域規模、また全国規模での代議制度は聖書に出てこないという点であ
る。 
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3. 会衆制 

会衆制では、「行政上のすべての権威は地区教会にある」（シーセン、639）。「会
衆制の政治形態では権威の座は会衆にあり、重要事項は他の諸教会や役員たちの権威
に頼らずに、会衆自体によって決定される。この政治形態の実例は組合派諸教会、
ディサイプル派諸教会、バプテスト派諸教会に見ることができる。地域諸教会は上部
団体、委員会、理事者たちなどにある程度従属することがあっても、会衆制教会の概
念は地域の会衆が自分たちの問題を決定し、自分たちの牧師を選びかつ任命し、自分
たちの資産の運用を行うところにある」（シェイファー、360）。 

会衆制といってもその中には様々な形が見られる。これらを６つの組織編成に分け
ることができる。 

a. 組織なし 

非常にまれながら、時として、このように全く教会組織を持たないという教会が
存在する。これらの教会は、現代の教会に見られるような組織化された教会が聖書
には書かれていないと主張し、教会を組織だったものとしてではなく、個人や、信
者の集まりと解釈している（シーセン、631参照）。 

このような教会の場合、教会の方針などは、それぞれの教会員が聖霊の導きに敏
感になることによって、教会全体としての方針に一致が生まれるというような考え
方をしている。 

このような教会運営の仕方が、聖書的でないことは明らかである。聖書は各教会
が長老によって執事の助けのもと各会員を導いていくものであること、そして一般
信徒は、長老たちの働きのゆえに、彼らを尊敬し、従うことが命じられている（Ⅰ
テモテ3；5:17；ヘブル13:17）。 

b. 完全会衆制 

この立場をとる教会は、民主主義が教会組織の形であることを信じ、それをその
極限まで適用している。これらの教会は、聖書の中で、教会全体が運営上また教理
上の決定権を持っているとするような箇所に対して忠実であろうとしているのだ
が、上記の組織なしとしているグループと同じように、教会には明らかに教会を導
くという責任が与えられている長老と呼ばれる人たちがいることを無視している。 
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c. 法人的役員会制 

この制度を取っている教会は、現代の一般企業などで見られる組織制度を使って
いる。教会の中から、いわば役員を選出し、彼らによって、牧師が雇われる。つま
り、牧会者は教会に雇われていることなり、その教会の最高責任グループとして、
役員会があるという形だ。これは、一般社会におけるこのような組織制度がうまく
成り立っていることから、教会がこの形を借り受けたと見ることができる。 

確かに一般社会では成功を収めているかも知れないが、この組織制度はキリスト
教会の中では問題のあるシステムである。まず、このような形の組織というものが
聖書から見いだすことができないことが最初にあげられる問題点である。また牧会
者が霊的リーダーとして教会を導いていく者と理解されるのではなく、単なる従業
員として理解されているという点も問題点としてあげらることができる。一般信徒
が役員として、長老としての働きを果たそうとする牧師の上に立つことになるこの
システムも、聖書的とは言えない。 

d. 長老一人制度 

会衆制の教会の中でもっとも多く見られるのがこの形である。一人の牧会者が長
老として教会を導き、会員の中から選出される執事たちが彼のリーダーシップのも
と牧師をサポートする役目を果たす。この制度によると、会衆が牧師、そして執事
たちを選出する。教会の中で牧師が持つ権威は牧会者が何年牧師としてその教会に
いるかという事に比例することが多い。また執事は、牧師の相談役的役割を果た
し、牧師に準ずる権威を持つ。教会での決めごとの多くは、会員総会などで会衆に
よって決められることになる。 

この制度の問題点は聖書が複数の長老を立てることを求めているのに、長老が一
人であるという点である。初代教会において長老たちが複数なのは、単に教会が大
きかったからであると、この立場をとる神学書は言っている。しかし聖書を見る
と、どの教会も複数の長老によって教会が導かれていることを見ることができる。
長老の条件が提示されている牧会書簡の箇所を見て、長老の条件は今も変わらない
が長老の人数はこの当時とは違うものになったという解釈をすることはできない。
また新約聖書を見るときに、複数の長老が教会をリードしていたという事は明白な
事実として記されている（使徒11:30; 14:23; 15:2; 20:17; テトス1:5; １テモテ
4:14; ヤコブ5:14; １ペテロ5:1-2; ヘブル13:17）。 

ヤコブがエルサレム教会の牧師的な働きをしていたという事が使徒12:17; 
21:18; ガラテヤ2:12などから見て取れると解釈する者があるが、これはみことば
と照らし合わせたときに受け入れることのできない解釈である。事実、エルサレム
の教会には複数の長老たちが存在していたし、パウロはヤコブを、使徒の一人とし
て考えていたことからも分かることである（ガラテヤ1:19）。 
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これらのことから考えられる結論は、長老一人制度は聖書と比較したときに、必
ずしも聖書的であるとは言えないということである。 

e. 牧師と執事同等制度 

多くの場合、上記の長老一人制度は実際はこの牧師と執事同等制度という形で機
能している。この制度は、複数執事制度と呼んでもかまわないだろう。この形の会
衆制では、教会は、牧師を含む執事会が教会の方針を決定するようになっている。
長老一人制との違いは、執事が牧会者と同等の権威を持って、執事会の中で同等の
一票を持っている点にある。 

みことばとこの制度を照らし合わせたときに問題点としてあがることは、執事と
呼ばれている者たちが、実際には長老の働きをしている点にある。聖書の中に、執
事が教会を治め、また教える権威を持っていると記しているところは一つもない。
また牧会者を長老と考えるならば、執事が長老と同等の権威を持っていると考える
のは聖書的でない。二つの職には明らかに違いがあり、一方にははっきりと教会を
監督し、牧し、導いていく責任が与えられているからである。さらに、もし執事が
長老の働きをしているとするならば、執事としての条件を満たしていても、長老の
役割を果たす資格を持っていない者が、実際は長老として活動していることとな
る。 

f. 複数長老制度 

この制度を取っている会衆制の教会は、牧会者と信徒たちから構成される複数の
長老たちによって教会を治めている。長老の権威は、一教会にとどまり、代議制の
教会のように、長老が他教会の事項に関する決定権を有することはない。牧師は一
長老として長老会の一員であって、他の長老よりも大きな権威を持つというような
ことはない。他の長老と牧師が唯一違うところは、牧師が、みことばと指導のため
にその全時間を費やしているという点である。この制度は、次にあげる長老制と似
ているが、会衆制であるがゆえにすべての決定事項は会員が最終決定権を持ってい
る。長老によって教会の指針は決められるが、それが実際に行われるかは総会にお
いて、会員たちによって計られる。 
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4. 長老制 

この制度は上記の複数長老制と基本的に同じ体型をとっている。しかし、もっとも
異なる点は教会の指針、運営に関する最終決定権が会員にはなく、長老たちにそれが
委ねられているという点である。これは会員が全く決定に関与しないということでは
なく、霊的に成長した長老たちに対する尊敬と信頼ゆえに、会員は彼らの決定に従う
ということが前提となっている。会員の考え、意見などは、長老たちに様々な形で伝
えられ、それらのことを長老たちは、祈りと、みことばの学びを通して、一致のうち
に、みこころにかなうことを決定し、行っていくシステムである。 

V. 教会の礼典 
A. バプテスマ 

1. 制定 

a. キリストの命令（マタイ28:19） 

b. 新約の教会の実践（使徒2:38; 41; 8:12; 36-38; 9:18; 10:47; 16:14-15, 33; 
18:8; 19:5） 

c. 書簡での教え（Ⅰコリント1:14-17） 

2. 意味 

a. キリストのものであることの証 

b. 教会に属することの証 

3. 教え 

a. バプテスマは回想である 

b. バプテスマは預言である 

c. バプテスマは福音の教理の象徴である 
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4. 対象 

a. 信じた者に対する命令である 

b. 新約は「聞く」「信じる」「バプテスマを授かる」というパターンを示している
（使徒2:41; 8:12, 36-37） 

(1) バプテスマは信仰による救いを象徴している 

c. 方法 

B. 聖餐 

1. 制定 

a. キリストによる制定（マタイ26:26-28; マルコ14:22-25; ルカ22:17-20） 

b. 教会の実践（使徒2:42-46） 

c. 書簡での解説（Ⅰコリント11:23-26） 

2. 教え 

a. 聖餐式は回想である 

b. 聖餐式は預言である 

c. 聖餐式は福音の教理の象徴である 

3. 対象 

4. 頻度 
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組織神学Ⅳ 終末に関する神の計画

I. 終末論のシステム 
A. 契約神学 

1. 定義 

a. 契約神学： 

b. 贖いの契約： 

三位一体の神がそれぞれ救いの計画に関わることを取り決めた、永遠の過去にお
いて結ばれた厳然たる契約 

(1) 父なる神は子なる神を贖い主として与える 

(2) 子なる神は自らを完全な身代わりのいけにえとして父に捧げる 

(3) 聖霊なる神は救いの計画を執行する 

c. 行いの契約： 

完全な従順にはいのちを与え、不従順には死を与えるという神とアダムとの間で
結ばれた契約 

d. 恵みの契約： 

キリストに対する信仰によって救いを与えるという、人の堕落の後に神の恵みに
よって神と選ばれた罪人たちとの間で結ばれた契約 

2. 解説 

贖いの契約 行いの契約 恵みの契約

永遠の過去 堕落前 古い 新しい

イスラエル＝教会
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3. 問題点 

a. 契約神学は聖書の預言書に対して霊的解釈を施す 

b. 契約神学は聖書に記されている内容の差異を十分に説明しない 

c. 契約神学は聖書の契約を恵みの契約の漸進的啓示としか捉えていない 

d. 契約神学は観点が狭すぎる 

B. ディスペンセーション神学 

1. 定義 

a. ディスペンセーション：聖書的起源 

b. ディスペンセーション：神学定概念 

(1) ディスペンセーションは時間的な期間ではない 

(2) 異なるディスペンセーションは異なる救いの計画を現しているわけではない 
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(3) それぞれのディスペンセーションは神によって啓示された異なる特徴を持って
いる 

(4) ディスペンセーションの数に関してはいくつかの見解がある 

2. 特徴 

a. 一貫した歴史的・文法的解釈（字義的解釈） 

b. イスラエルと教会の明確な違い 

c. 神の栄光という究極の目的 

恵みのゆえに信仰による救い

無垢 良心 人の統治 約束 律法 恵み 御国

イスラエル 教会
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II. 千年王国に関する諸説 
A. 無千年王国説 

1. 定義： 地上における王国は起こらない。イスラエルに対して与えられた王国の約束
は、今日教会によって成就している。私たちが知る王国とは、人の心の内における神
の支配と統治のみである 

2. タイプ 

a. タイプⅠ：千年王国はキリストが栄光に入れられた聖徒たちの上に君臨するという
かたちで天において成就している 

b. タイプⅡ：千年王国は教会によって地上で現在成就している 

3. 特徴 

a. 千年王国はキリストの初臨に始まり、再臨の時まで継続する 

b. サタンが縛られる黙示録20:1-3の出来事はキリストの初臨においてなされ、再臨の
時まで継続する 

c. 最初の復活は霊的な復活であり、信徒の新生を現している（黙示録20:4-6） 

d. キリストの再臨はキリストが実際に地上に戻られることを指している 

e. 再臨の時には復活と裁きが一度ずつ行われる 
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f. 復活と裁きの後、永遠の時となる 

4. 問題点 

a. 無千年王国説が行う聖書の預言に対する霊的解釈は良い解釈方法ではない 

b. 無千年王国説の取るサタンの縛り(黙示録20:1-3)の解釈は聖書的ではない 

c. 無千年王国説の訴える「1000年」とはキリストの初臨と再臨の間の無期限の時と
いう理解は正しいものではない 
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第一の復活(霊的)

教会時代　＝　千年王国

第二の復活(肉体)

キリストの再臨

全ての人の裁き

永遠
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d. 無千年王国説の取る「第一の復活」(黙示録20:4-6)が新生のことを指すという解釈
は弱い 

e. 無千年王国説はサタンが解かれることに関する良い解釈ができない（黙示録20:3, 
7） 

f. 無千年王国説はイスラエルに対する聖書の契約とその約束を否定する 

g. 無千年王国説は聖書の一部（旧約聖書の預言）を事実上無視する 

B. 千年王国後再臨説 

1. 定義： 未来において、ユートピア的な状態が地上にもたらされる。ただそれは信徒に
よる福音伝道と社会的努力を通してもたらされるものである。ゆえに王国をもたらす
のは私たちの責任である 

2. 特徴 

a. キリストは千年王国後に再臨される 

b. 千年王国は字義的な1000年ではなく象徴的な数字である 

c. 古い千年王国後再臨説支持者は、千年王国とは地上における平和と義に特徴付けら
れる繁栄の時を指していると考えていた 
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d. 現代の千年王国後再臨説支持者はキリストの初臨と再臨の間の全期間が千年王国で
あると考えている 

e. この世界は福音が広がることによって徐々に良くなっていく 

f. 黙示録20章は霊的に解釈される 

g. 悪が千年王国の終わりに突発的に増加する 

h. 無千年王国説支持者ほどではないが、千年王国後再臨説支持者は聖書を比喩的に解
釈する 

i. 全般的な復活と裁きが千年王国後に起こる 
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第一の復活(霊的)

教会時代　＝　黄金期　＝　千年王国

第二の復活(肉体)

キリストの再臨

全ての人の裁き

永遠
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3. 問題点 

a. 無千年王国説に対する問題点の多くがここでも適用される 

b. 現実的にどのようにこの世が徐々に正しく、主に従順になるかを説明することがで
きない 

c. 聖書的に見て、この世は終わりに向かって徐々に悪くなっていくことが教えられて
いる 

d. 神律主義はモーセの律法（古い契約）を新しい契約の時代に間違って適用しようと
している（ガラテヤ3:10; 23-25） 

e. イスラエルも、他のどの国もモーセの律法を守ることはできない 

C. 千年王国前再臨説 

1. 概念 

a. 千年王国 

b. 前再臨 
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2. タイプ 

a. 古典的（契約神学的）千年王国前再臨説 

(1) 定義： 古典的千年王国前再臨説はキリストの再臨がいくつかのしるしの後に
起こり、その後地上でキリストが王として君臨される平和と義の時代が訪れる
と考える。この見解は、キリストの再臨と空中携挙が同じ出来事であると理解
している。古典的千年王国前再臨説はキリスト教会の初期3世紀にわたって最
も受け入れられていた立場である。 

(2) 特徴 

(a) キリストの地上再臨後に王国を設立する 

(b) 大多数が字義的1000年間の王国が設立されることを信じている 

(c) 空中携挙は患難時代後に起こると信じている 

(d) 黙示録20:1-6のみから千年王国観を得ている 

(e) 教会とイスラエルの明確な違いを見出さない 

(3) 問題点 

(a) 旧約聖書の預言をその文脈の中で正しく解釈しない 
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キリストの再臨（空中携挙）

教会時代（？年） 千年王国（1000年） 永遠患難時代（７年）

第一の復活 第二の復活
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(b) 神の計画におけるイスラエルの存在を正しく理解しない 

b. ディスペンセーション主義千年王国前再臨説 

(1) 定義： この立場を取る人たちはイスラエルと教会との間に明確な区分がある
ことを信じている。彼らはキリストの来臨に二つのステージがあると考えてい
る。まずキリストは教会のためにやってきて（空中携挙）それから教会と共に
再臨される（地上再臨）。これらの二つのイベントは、神がご自身の怒りをこ
の世に注がれる七年間の患難時代によって分けられている。 

(2) 特徴 

(a) 患難時代前にキリストは空中再臨によって教会を地上から取り除かれる 

(b) 患難時代後にキリストは地上に戻られ千年王国を設立される 

(c) 長い期間で隔てられた二つの復活がある 

i) 第一の復活は千年王国前に起こる義なる者の復活である 

ii) 第二の復活は千年王国後に起こる悪者の復活である 

(d) 千年王国とはこの地上に設立される字義的王国である 

(e) 千年王国は地上の王国が滅んだ後に設立される 

(f) 千年王国の目的はアブラハムとその子孫に与えた神の約束の成就である 
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(3) 問題点 

(a) 千年王国説は一箇所の聖句だけから成り立っている 

(b) 旧約聖書の字義的な解釈は使徒たちがするクリスチャン的旧約解釈を無視
している 

(c) 永遠の王国が設立されるのだから千年王国は不必要である 

(d) イエスの御国はこの世のものではない（ヨハネ18:36） 

(e) イスラエルに焦点を当てるならば教会が不必要になる 
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空中携挙 キリストの再臨

教会時代（？年） 千年王国（1000年） 永遠患難時代（７年）

第一の復活 第二の復活
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無千年王国説 千年王国後再臨説
古典的千年王国 
前再臨説

ディスペンセーショ
ン 

千年期前再臨説

キリストの 

再臨

一回の出来事；携
挙と再臨の区別な
し；永遠の時をも
たらす

一回の出来事；携
挙と再臨の区別な
し；キリストは千
年王国後に再臨さ
れる

二回の出来事；携
挙と再臨は同時に
起こる；キリスト
は地上で君臨され
る

二回の出来事；ま
ず携挙があり、そ
れから7年後に地上
再臨がある

復活
信者と未信者の復
活が再臨時に起こ
る

信者と未信者の復
活が再臨時に起こ
る

千年王国の初めに
信者の復活、終わ
りに未信者の復活

復活に区分あり：
1. 携挙時に教会
2. 再臨時に旧約&
患難時代信徒

3. 千年王国終了時
に未信者

裁き 全人類に対する裁
き

全人類に対する裁
き

千年王国の初めに
信者の裁き、終わ
りに未信者の裁き

裁きに区分あり：
1.空中携挙後に信
徒の働きを裁く

2.患難時代にユダ
ヤ人/異邦人を裁く

3.千年王国終了時
に未信者を裁く

患難時代
患難時代は今の時
代に起こっている

患難時代は今の時
代に起こっている

教会は未来の患難
時代を経験する

教会は患難時代前
に携挙される

千年王国

字義的な地上にお
ける王国はなく、
王国は今の教会時
代を指している

福音宣教のゆえに
今の時代が千年王
国時代に融合する

千年王国は現在と
未来の両方であ
る。キリストは天
で今君臨されてい
る。千年王国は実
際の千年ではない

地上再臨時にキリ
ストは字義的千年
王国を地上にもた
らす

イスラエルと
教会

教会が新しいイス
ラエルである。教
会とイスラエルに
区別はない

教会が新しいイス
ラエルである。教
会とイスラエルに
区別はない

教会とイスラエル
にはある程度の区
分がある。イスラ
エルの未来はある
が、教会は霊的イ
スラエルである。

教会とイスラエル
は全く別の存在で
ある。それぞれに
独自の計画がある
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III.空中携挙に関する諸説 
A. みことばに見る空中携挙 

1. 定義：aJrpaghso/meqa = 「捕らわれる」（Ⅰテサロニケ4:17） 

2. 解説（Ⅰテサロニケ4:13-18） 

a. 主ご自身によってもたらされる出来事（v. 16） 

b. 携挙を告げる3つの音 

(1) 号令 

(2) 御使いのかしらの声 

(3) 神のラッパの響き 

c. キリストのうちにある信徒の復活（v. 14） 

d. 「雲の中」「空中」（v. 17） 

3. 空中携挙は旧約時代に教えられていなかった奥義である（Ⅰコリント15:51-52） 

4. 携挙を教える他の聖書箇所 
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B. 患難時代後空中携挙説 

1. 種類 

a. 古典的患難時代後空中携挙説 

(1) 教父たちによって教会史において信じられてきた説だが現在この立場を取る者
はほとんどいない 

(2) 患難時代を霊的に捉え、すでに起こった出来事もしくは現在起こっていること
と理解している 

(3) 携挙はいつ起こってもおかしくない切迫したものである 

(4) 患難時代の詳細を霊的に解釈する 

(5) 黙示録Ⅰ-18章は霊的に理解するが、19-22章を字義的に解釈する 

b. 準古典的患難時代後空中携挙説 

(1) 教会はすでに患難時代にいるが、特定の患難時代の出来事は未来において起こ
る 

(2) 携挙は切迫したものではない 

(3) イスラエルと教会にある程度の継続性がある 

c. 未来派患難時代後空中携挙説 

(1) 患難時代は字義的7年間で、未来において起こる 

(2) この患難時代の終わりにキリストが来臨する 

(3) 携挙の切迫性を否定する 

(4) イスラエルと教会にある程度の継続性がある 

d. ディスペンセーション主義患難時代後空中携挙説 

(1) ディスペンセーション主義を適用しようとするが、一貫性に欠けるところがあ
る 

(2) 携挙の切迫性を否定する 

(3) 携挙はハルマゲドンの戦いの直前に起こる 
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2. 解説 

a. 神学的前提 

(1) 教会は全ての時代の全ての信徒を含む 

(2) 全ての時代の信徒の復活は一度に起こる 

(3) 「主の日」はキリストの地上再臨をもって千年王国設立時に始まる 

3. 切迫性の否定 

4. オリーブ山の説教に教会が登場する 

C. 部分的空中携挙説 

1. 解説 

a. 忠実なクリスチャンだけが携挙され復活に与る 

b. 不忠実なクリスチャンは取り残され患難時代を通る 

2. 評価 

a. 「忠実な者」を知る客観的な方法がない 

b. 間違った解釈（Ⅰテサロニケ5:6; Ⅱテモテ4:8） 

c. 全教会が携挙されるというはっきりとした教えがある（Ⅰコリント15:51-52; Ⅰテ
サロニケ4:13; 5:6-11） 

d. 恵みによる救いの教理を弱体化する 

e. テサロニケの手紙は携挙に関する間違った教えを正すために書かれている（5:1-
11） 
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D. 患難時代中間点携挙説 

1. 解説 

a. 患難時代前携挙説と患難時代後携挙説のハイブリッド 

b. 「終わりのラッパ」（Ⅰコリント15:52）を第七のラッパ（黙示録11:15）と同じ
ものだと捉えている 

c. 「半週の間」（ダニエル9:27）はⅡテサロニケ2:7の引き止める者が取り除かれる
時を指していると捉えている 

d. 二人の証人が天に上ったという記事（黙示録11:12）は教会全体を象徴している 

e. 教会（ローマ11:13-25）も二人の証人（黙示録11:4）もオリーブの木である 

f. 封印とラッパの裁きは「産みの苦しみの初め」でしかない 

g. 教会は「大きな患難」（患難時代の最後の3年半）を逃れる 

2. 評価 

a. 表面的な類似性で人々や出来事を識別している 

b. 教会とイスラエルを混同している 

c. 「大いなる患難」は患難時代の前半を指すことができる（黙示7:13-14） 

d. 患難時代前半の裁きを軽視する 

e. 「終わりのラッパ」と第七のラッパを結びつける根拠がない 

f. 空中携挙の起こる順序と黙示録11章の既述に矛盾がある 

E. 御怒り前携挙説 

1. 解説 

a. 患難時代を3つの時期に区分する 

b. 神は「大いなる患難」を短くし、70週の終わる前にこれを終了する 

c. 「大いなる患難」はサタンの怒りが注がれるときである 

d. 「大いなる患難」の後、第七のラッパの音と共に神の怒りが注がれる「主の日」が
始まる 

e. 教会は「主の日」から携挙されることによって逃れる 
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2. 評価 

a. 「患難時代」は数ヶ月ではなくダニエルの七十週全体を指す 

b. 「日数を少なくする」（マタイ24:22）は、7年もしくは3年半より短くなるという
ことではない 

c. 「大いなる患難」は1260日である 

d. 主の日は最後の21ヶ月より長い 

e. 神の怒りは患難時代の最後だけでなく最初から現されている（黙示6:16-17） 

F. 患難時代前空中携挙説 

1. 解説 

a. 神はイスラエルと教会に異なる計画を持っている 

b. 患難時代の目的に教会が含まれていない 

(1) 悪に対する裁き（イザヤ13:6-13） 

(2) イスラエルの民をメシアと王国の為に整える（エレミヤ30:7; ゼカリヤ13:8-
9; マタイ24:15-20） 

(3) ダニエル9:24-27 

(a) イスラエルに七十週が定められている（9:24） 

(b) すでに69週が終わっている（9:25） 

(c) 69週と70週の間にギャップが存在する（9:26） 

(d) 70週は7年間の患難時代のことである（9:27） 
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c. 教会は神の怒りから免除されている 

(1) 患難時代はこれまでにない独特な神の怒りと裁きの時である（エレミヤ30:7; 
マタイ24:1; ダニエル12:1; ヨエル2:2） 

(2) 怒りと裁きは7年間患難時代の最初に開始される 

(3) 神の怒りの時の前に教会は携挙される 

(a) Ⅰテサロニケ1:9-10 

(b) Ⅰテサロニケ5:9-10 

(c) 黙示録3:10 

(4) 空中携挙の切迫性 

(a) 切迫性の持つ意味 

(b) 切迫性を支持する聖書箇所 

i) ヤコブ5:7-9 

ii) Ⅰテサロニケ1:10 
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iii) Ⅰコリント1:7 

iv) ピリピ3:20-21 

v) Ⅰテサロニケ4:15 

vi) テトス2:13 

vii) Ⅰコリント16:22 

viii)その他 

(5) 患難時代に教会が存在する証拠がない 

(6) 空中携挙と地上再臨では起こる出来事が違う 

空中携挙 地上再臨

教会の聖徒が雲の中でキリストに会う キリストがオリーブ山に来られる

裁きが記されていない 裁きは重要な位置を占めている

王国について記されていない キリストの御国の設立につながっている

死んだ者も生きている者も栄光のからだに与る 死んだ者だけが栄光のからだに与る

神の怒りが注がれる前に起こる 主の御怒りの日の後に起こる

切迫している しるしの後に起こる

キリストは教会と共に天に戻る キリストは地上に来て留まられる

携挙の後信徒は取り去られ未信者だけが残る 再臨時未信者は取り除かれ信徒だけが残る
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(7) 空中携挙と地上再臨の間には一定の時間が必要である 

(a) キリストの御座の裁き（Ⅱコリント5:10; 黙示録19:6-9） 

(b) 小羊の婚姻（黙示録19:6-9） 

(c) 千年王国で暮らす人々の救い 
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IV.患難時代 
A. 患難時代の呼称 

1. 患難時代（大患難時代） 

a. ダニエルの七十週目である未来における苦しみの時を指す 

b. 「大きな患難」は7年間の後半3年半を指して使われる 

2. 主の日 

a. 一般的に人間の歴史に対する神の特別な介入を表す際に用いられる 

b. 具体的に、未来において神が人の歴史に介入し、国々を裁き、イスラエルを戒め、
千年王国を設立し、最終的に新天新地を創造されることを含む 

c. 主の日の裁きの面は広い意味合いと狭い意味合いとがある 

(1) 広い意味合いでは7年間の患難時代全体を指す 

(2) 狭い意味では再臨とそれにまつわる裁きを指す（ヨエル2:31） 

d. 主の日は盗人のように来る（Ⅰテサロニケ5:2-3） 

3. ヤコブの苦難の時（エレミヤ30:7) 

a. イスラエルの苦難の時を強調している 

b. 主の日とヤコブの苦難の時と患難時代はどれもこれまでにない苦しみの時を指して
いるゆえに、同じ時のことを指している（ヨエル2:1-2; エレミヤ30:7; マタイ
24:21） 

4. 神の御怒り（Ⅰテサロニケ1:10; 5:9; 黙示録11:18; 6:16-17） 
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5. ダニエルの七十週目（ダニエル9:24-27） 

B. 患難時代において鍵となる人物 

1. 反キリスト 

a. 呼称 

(1) Ⅰヨハネ2:18 

(2) Ⅱテサロニケ2:3-4 

(3) 黙示録13, 17 

(4) ダニエル7:8 

b. 生涯 

(1) 患難時代初期、西洋の国のリーダーである（ダニエル7章） 

(2) イスラエルと契約を結ぶ（ダニエル9:27） 

(3) 他の国を侵略し始める（ダニエル7:8, 20; 黙示録6:2） 

(4) イスラエルと10カ国連合によって世界のリーダーとなる（ダニエル7:24-27; 
黙示録13:5, 7） 

(5) 患難時代の半ばに暗殺されるが、蘇り礼拝の対象となる（黙示録13:3; 12, 14） 

(6) イスラエルとの契約を破棄する（ダニエル9:27） 

(7) 3年半の間独裁者として世界を支配する（黙示録13:5-8） 

(8) 患難時代の後半、ユダヤ人を迫害する（黙示録12:6, 13-17） 

(9) 偽りの教会を滅ぼす（黙示録17:16-17） 

(10)患難時代の終わりにキリストに打ち破られ、燃える火の池に投げ入れられる
（黙示録19:20） 
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2. 偽預言者 

a. 時に「もう一匹の獣」と呼ばれる（黙示録13:11-18; 参照 16:13; 19:20; 20:10） 

b. 最初の獣に付き従う者である 

c. 奇蹟を行う力を持つ、宗教的なリーダー 

d. その力はサタンから来るもので、反キリストから権威を与えられている 

3. 144,000（黙示録7:1-8; 14:1-5） 

a. ユダヤ人である 

b.  「神のしもべ」である（黙示録7:3） 

c. 彼らには印が押されている 

d. 彼らは伝道者、宣教師である（黙示録12:17; マタイ24:14） 

4. 二人の証人（黙示録11:3-13） 

a. エルサレムを中心とした働きをする 

b. 驚くような力を持って奇蹟を行う 

c. 後半の3年半に活躍する 

C. 患難時代の裁き 

1. 封印の裁き（黙示録5:1-8:1） 

2. ラッパの裁き 

3. 鉢の裁き 
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D. 患難時代の救い 

1. 多くのユダヤ人が患難時代に救われる 

a. 144,000人（黙示録7:1-8; 14:1-5） 

b. あらゆる国のユダヤ人（黙示録7:9-17） 

c. あらのに逃れたユダヤ人（黙示録12:6; 13-14） 

d. 終わりの時にユダヤ人が救われる（ゼカリヤ12:10-14） 

e. ユダヤ人の三分の一が救われる（ゼカリヤ13:8-9） 

f. 不従順なユダヤ人は裁かれ殺される（エゼキエル20:33-44; ゼカリヤ13:8-9; マタ
イ25:1-1） 

g. 千年王国に入るユダヤ人は皆救われる（ローマ11:26; ヨハネ3:3） 

2. 多くの異邦人が患難時代に救われる 

a. 第五の封印に見る魂（黙示録6:9） 

b. 数え切れない殉教者（黙示録7:9-10, 14） 

c. ゼパニヤ3:9 

d. 不従順な異邦人は裁かれる（マタイ25:31-46） 
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V. 終末に起こる出来事のまとめ 
A. 教会の携挙 

B. 患難時代 

C. キリストの御座の裁き 

D. 小羊の婚姻 

E. キリストの地上再臨 
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F. 千年王国の設立 

G. 最後の審判 

H. 永遠（新天新地） 
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Aの出来事：
1. 封印の裁き
2. 反キリストの台頭とイスラエルとの契約
3. 144000人の救い
4. 神殿の再建と礼拝の再開

Bの出来事：
1. 反キリストによる神殿の冒瀆
2. イスラエルに対する迫害の開始
3. ラッパの裁き

Dの出来事：
1. 反キリストと偽預言者の裁き
2. サタンの束縛
3. 第一の復活
4. ユダヤ人・異邦人の裁き

Cの出来事：
1. 鉢の裁き
2. ハルマゲドンの戦い

Eの出来事：
1. サタンの解放
2. 最後の戦い
3. サタンと堕天使の裁き
4. 第二の復活と白い御座の裁き

空中再臨昇天

地上再臨
キリストの御座の裁き

小羊
の 
婚姻

永遠教会時代 患難時代（ダニエルの70週）

大患難時代A

B

C

千年王国

D

E
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VI.個人の裁きと永遠 
A. 聖書的な死の理解 

1. 定義： 

2. 死の種類 

a. 霊的な死 (エペソ2:1,5)  [神を知ることからの隔離] 

(1) 私たちは生まれながらに死んでいる! 

(2) 霊的な死（神からの隔離）の解決は、救いだけである。救われたとき、私たち
は生きるものとなる! 

b. 肉体的な死  [肉体からの隔離] 

(1) 肉体的死は存在の消滅ではない。人は決して存在がなくなることはない。私た
ちは永遠の存在なのである。 

(2) 肉体的死とは、人の身体と霊の分離のことである(ヤコブ2:26; 創世記35:18-
19). 

(3) 肉体的死は人がキリストを受け入れる機会を終了させる(ヘブル9:27).   

c. 永遠の死  [神の臨在からの隔離] 

(1) 永遠の死は存在の消滅ではない。人は決して存在がなくなることはない。私た
ちは永遠の存在なのである。 

(2) 永遠の死は第二の死や火の池とも呼ばれている (黙示録20:14). 

(3) 永遠の死を解決する方法はない。未信者が永遠の死に入るとそこから戻ること
はできない。 

B. 中間状態 

1. 定義： 

2. 信徒の中間状態 

a. 信者は死が起こるとすぐにキリストのもとに連れて行かれる (ルカ23:43; Ⅱコリン
ト5:6-8; ピリピ1:21-23; Ⅰテサロニケ4:14). 

b. 信者のたましいは意識を持ち、生きている (ルカ16:19-31) 

c. 中間状態ではたましいは安息の中にある(黙示録14:13) 
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3. 未信者の中間状態 

a. 未信者は死んだ後ハデス（よみ）に送られる(ルカ16:19-31) 

b. ハデスは現在ある苦しみの場所である (ルカ16:23) 

c. 未信者のたましいは意識を持ち、生きている (ルカ16:19-31) 

d. 白い御座の裁きの時、ハデス（よみ）は、永遠の罰の場である火の池に投げ込まれ
る (黙示録20:10, 14-15) 

C. 復活 

1. 復活に関する啓示 

a. 復活は旧約聖書において教えられていた 

b. 復活の教えはキリストの教えを通してより明確になった 

c. 復活はキリストの復活によって証明された 

d. 復活の教理はパウロによって解説された 

2. 復活の順序（Ⅰコリント15:20-24） 

a. 初穂としてのキリストの復活（15:23） 

b. キリストのうちにある者の復活（15:23） 

c. 患難時代に起こる二人の預言者の復活（黙示録11:11-12） 

d. 患難時代の終わりに起こる旧約の信徒の復活（ダニエル12:1‒2; イザヤ26:19-21) 

e. 患難時代の終わりに起こる患難時代の殉教者たちの復活（黙示録20:4-6） 
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f. 悪者の復活（黙示録20:11-14） 

(1) 時期 

(2) 復活する者 

(3) 結果 

3. 復活の身体に関して 

a. キリストのからだに沿ったもの（ピリピ3:21; Ⅰヨハネ3:2; Ⅰコリント15:49） 

b. 実際の人間の身体（ルカ24:39） 

c. 以前の身体と何らかの関係を持っている（Ⅰコリント15:36-38; ヨブ19:25-26） 

d. 朽ちることのない栄光の身体である（Ⅰコリント15:42-43） 

e. 霊的な身体である（Ⅰコリント15:44） 

D. 裁き 

1. 目的 

2. 裁き主 

a. 父なる神が全ての裁き主である（Ⅱテモテ4:8; ヘブル12:23） 

b. キリストが最後の審判の裁き主である（ヨハネ5:22） 

c. 信徒は何らかの形でこの裁きに関わっている（Ⅰコリント6:2-3） 
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3. 終末に起こる裁き 

a. キリストの御座の裁き 

(1) 名称（ベーマの座） 

(2) 対象 

(3) 目的 

b. 患難時代の信徒の裁き（黙示録20:4-6） 

c. 旧約時代の信徒の裁き（ダニエル12:1-2） 

d. 生きているイスラエルの裁き 

(1) キリストの再臨に伴うリバイバルが起こる（ゼカリヤ12:10-14） 
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(2) ユダヤ人が王国に入る前に彼らは荒野で裁かれる（エゼキエル20:33-38） 

(3) 不従順なイスラエルは取り除かれ、裁かれる 

(4) 全イスラエルの三分の一だけが御国に入ることができる（ゼカリヤ13:8-9） 

4. 生きている異邦人の裁き（ヨエル3:1-2; マタイ25:31-46） 

5. サタンと堕天使の裁き 

a. キリストの復活によって滅びは定められている 

b. 患難時代の半ばに天から追放される（黙示録12:7-9） 

c. 千年王国開始時に「底知れぬ所」につながれる（黙示録20:1-3） 

d. 千年王国終了時にサタンは解放され、短い反抗の時を経て燃える火の池に投げ込ま
れる（黙示録20:7-10） 

6. 白い御座の裁き（黙示録20:11-15） 

a. 千年王国終了時の反抗の後、全ての未信者は死ぬ 

b. 全時代のあらゆる未信の死者は「大きな白い御座」の前に連れ出される 

c. 彼らは自分たちの行いに基づいて永遠の刑罰を宣告される 

d. 死とハデスは燃える火の池に吸収される 
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7. 天と地の裁き（Ⅱペテロ3:10） 

a. 火によって古い天と古い地は完全に滅ぼされ新天新地創造の準備が成される 

b. この世の呪いと罪の存在のゆえに裁かれる必要がある 

E. 永遠 

1. 未信者の永遠の状態 

a. 悪人の最終的な状態に関する説明 

(1) 永遠の火(マタイ25:41)  

(2) 底知れぬ穴 (黙示録9:2,11) 

(3) 外の暗闇(マタイ8:12) 

(4) 苦しみ(黙示録14:10-11） 

(5) 永遠の刑罰 (マタイ25:46) 

(6) 神の怒り(黙示録14:10; ローマ2:5) 

(7) 第二の死 (黙示録21:8) 

(8) 主の御顔の前からの永遠の滅び (Ⅱテサロニケ1:9) 

b. 刑罰の具体的な説明 

(1) 尽きることのないうじ (マルコ 9:47-48) 

(2) 消えることのない火 (マルコ 9:47-48) 

c. 刑罰の程度 

永遠の状態の中で与えられる刑罰には段階があることが考えられる：ある罪人は
ほかの罪人よりもより大きな刑罰を受ける 

(1) ローマ2:5-6 

(2) マタイ11:20-24 

(3) ルカ12:47-48 

(4) 黙示録20:12-13 

d. 刑罰の期間 
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e. 悪人の永遠に関する間違った見解 

(1) 復興主義（万人救済主義） 

(2) 霊魂消滅主義 

2. 信徒の永遠の状態 

a. 場所：新天新地 

(1) 新天新地創造の目的は完全な義の環境を作り、悪の証拠を取り除くことである 

(2) 「新しさ」は本質における新しさを示して、異質のものを表しているわけでは
ない 

(3) それゆえに新しい地は古い地に似ている 

(4) しかし、新しい地には海が存在しない（黙示録21:1） 

b. 活動：礼拝 

(1) 贖われた人々は主に仕え、主を讃えながら生活する 

(2) 途絶えることのない、遮るもののない神との完全な交わりが持たれる（黙示録
21:3; 22:4） 

c. 首都：新しいエルサレム（黙示録21） 
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d. 支配者 

e. 天にないもの 

(1) 神殿（黙示録21:22） 

(2) 光源（黙示録21:23） 

(3) セキュリティーシステム（黙示録21:25） 

(4) 必要（黙示録22:1-2） 

(5) 呪い（黙示録22:3-5） 
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＜付録１＞教会のあり方：宣教哲学 

教会の存在目的 

教会は神の栄光を地上において明確に現すことを通して、神を礼拝するために存在する。これはイエ
ス・キリストを主と信じ従う者たちがキリストの似姿に日々変えられていくこと(教化)とキリストを信
じない者たちがキリストの福音を信じ救われること(伝道)を通してなされる。 

礼拝 
パウロはエペソ1:4–6で「すなわち、神は私たちを世界の基の置かれる前から彼にあって選び、御前で
聖く、傷のない者にしようとされました。神は、みむねとみこころのままに、私たちをイエス・キリ
ストによってご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられました。それは、神がその
愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が、ほめたたえられるためです。」と記してい
る。全被造物は神の栄光を現すために存在するが、教会は特に神の恵みと憐れみによって「選ばれた
種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民」であるがゆえに、神のすばらしさを豊かに
現す責任を負っている(Ⅰペテロ2:9)。 
礼拝とは単に礼拝に参加することでも、賛美をすることでもない。礼拝とは神の栄光を褒め称えるこ
とであり、それは教会に属するすべての信徒が、生活のあらゆる分野において果たさなければならな
い責務である(Ⅰコリント10:31)。 

教化 

キリストを信じる信仰によって救われた者たちはキリストを頭とするキリストのからだに加えられる(Ⅰ
コリント12:27; エペソ1:22-23; 4:12)。このからだは一人一人の信徒が「栄光から栄光へと」キリストに
似た者に変えられていくことを通して成熟していく(Ⅱコリント3:18)。 
パウロの働きの目的が「すべての人を、キリストにある成人として立たせるため」(コロサイ1:28)で
あったように、教会はすべての信徒が成熟した信徒となるためにその働きをなさなければならない。 
神は信徒一人一人に御霊の賜物を与え、皆が賜物を正しく用いることによって、全体の成長をもたらす
ことを計画されている(ローマ12:1–9; エペソ4:7–16)。信徒が賜物を用いるのは「すべてのことにおい
て、イエス・キリストを通して神があがめられるため」であるとペテロは告げている(Ⅰペテロ4:10–
11)。これは教会が礼拝という存在目的を成就する上で不可欠なことであり、地上において教会の全う
すべき大きな責任でもある。 

伝道 
イエスが信徒に与えた大宣教命令は、「弟子を作る」ことであるが、伝道は弟子を作る上での第一番
目のステップである。伝道とは、神を崇めることをせず、神に逆らって生きる人々に対して、彼らの罪
を明らかにし、神の怒りと裁きがあることを告げ、キリストがこの怒りと裁きから彼らを救い出すこ
とができる救い主であることを示し、主を信じ従うように勧めることである。 
人の救いは一方的な神の恵みの業であり、信徒の働きによってもたらされるものではないが、神は教
会を用いて福音を宣べ伝えることを選択された(マタイ28:19–20; 使徒1:8; ローマ10:12–15)。それゆえ教
会は未信者に対する伝道の働きを熱心に行い、罪人を義人に変える神の偉大な御業を通して神を崇め
ていかなければならない。 

教会の基本指針 
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教会は、みことばを忠実に説き明かし、互いに成長し、地域社会にイエス・キリストの福音を宣べ伝
えることを通して、神のすばらしさを大胆に現すことに専念しなければならない。 

教会がなすべき働きの基礎 
私たちは何をどのようにするのかということに焦点を当て、様々な方法論を追求して、混乱や分裂を経
験する。しかし本当に重要なのは、「何を」ということでも「どのように」ということでもない。
「なぜ教会はこれらのことをするべきなのか」という問いこそが、何をどのようにするのかというこ
とを決定づけるのである。以下の四項目はこの最も重要な質問の回答である。 

教会は神の栄光を現すべきである(Ⅰコリント10:31) 
信徒はすべてのことを神の栄光のためになさなければならない。しかし、人の知恵、力、努力によっ
てこのような生き方をすることは不可能である。 神の栄光を現す生き方とは何か、またどのように栄
光を現す生涯を送ることができるかを、みことばを通して正しく理解しなければならない。そして、す
べての信徒に内住する聖霊の助けがなければ、神を崇めることができないことを私たちは知る必要が
ある。 

教会は福音を知り、伝え、生きるべきである(エペソ2:1–10; Ⅰコリント15:3–5) 

福音はパウロが「最もたいせつなこととして伝えた」ものであり(Ⅰコリント15:3)、教会の働きにあって
中心的なものである。この福音は、単に未信者が救われるために必要なものであるだけでなく、信徒
の成長を守る役割を果たすものでもある。福音の真理をしっかりと理解することによって、人は救い
を知り、常に神への感謝と喜び、平安と希望、そして忠誠と従順を持ち続けることができる。 

教会は最も大切な命令を理解し、守るべきである 
イエスは最も大切な命令が「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛
せよ」と「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」という二つの命令であることを告げた(マタイ
22:37-39)。これは律法の要約であるだけでなく、教会時代に生きる信徒にとっても最も大切な命令で
ある。主を愛することは何よりも優先されることであり、また神を愛することによってのみ、キリス
トが私たちを愛したように互いに愛し合うことができるようになる。 

教会は大宣教命令を実践すべきである 
イエスの命じた「あらゆる国の人々を弟子としなさい」(マタイ28:19)という命令はすべてのクリスチャ
ンが果たすべき命令である。「弟子とする」ということは人間関係を構築するということであり、そ
の関係は「どうすればよりキリストに似た者に変わっていくことができるだろうか」ということに焦
点を置いた関係である。この命令には伝道と教化という両方の側面があり、どちらかに偏る働きでは
なく、どちらも全うしなければならない命令である。 
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＜付録２＞長老の条件 

長老・監督・牧師

1 男性である（Ⅰテモテ2:12‒14）

2 監督の職を望む（3:1）

3 非難されるところがない（3:2） 非難されるところがない（テトス1:6, 7）

4 ひとりの妻の夫（3:2） ひとりの妻の夫（1:6）

5 自分を制す（3:2） 自制心がある（1:8）

6 慎み深い（3:2） 慎み深い（1:8）

7 品位がある（3:2）

8 よくもてなす（3:2） 旅人をよくもてなす（1:8）

9 教える能力がある（3:2）
健全な教えをもって励ましたり反対する人たちを正したりする
ことができる（1:9）

10 酒飲みでない（3:3） 酒飲みでない（1:7）

11 暴力をふるわない（3:3）

12 温和である（3:3）

13 争わない（3:3） けんか好きでない（1:7）

14 金銭に無欲（3:3） 不正な利を求めない（1:7）

15 自分の家庭をよく治める（3:4）

16 威厳をもって子どもを従わせる（3:4）
子どもが不品行を責められたり、反抗的であったりしない信者
である（1:6）

17 信者になったばかりの人ではない（3:6）

18 教会害の人にも評判が良い（3:7）

19 わがままでない（1:7）

20 短気でない（1:7）

21 善を愛す（1:8）

22 正しい（1:8）

23 敬虔（1:8）

24 教えにかなった信頼すべきみことばをしっかりと守る（1:9）
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＜付録３＞リーダー選出方法 

どの様に長老、または執事を選出すべきなのかという問いは、教会にとって重要な質問である。正しい選出
方法を用いることによって、教会は、それぞれの職にふさわしい人々を正しく選択することができるのであ
る。現在のキリスト教会を見たときに、大きく分けて２つの選出方法を見つけることができる。ひとつはよ
り高い権威を持った者による選出であり、もうひとつは教会員による選出である。 

1. より高い権威を持った者による選出 
主にローマ・カトリック教会においてこの方法が用いられる。ローマ法王によって、枢機教や司教
が選ばれ、司教が、一般祭司を選出する。監督制による教会組織を用いているプロテスタント教派
も、カトリックに似た形で、それぞれの牧会者などを、選出している。 
この選出方法の特徴は、会衆が、教会のリーダー選出に関してなんの権限も持っていないという点
である。これは、聖書と比較したときに誤ったものであることを見て取ることができる。なぜな
らば、聖書は、教会全体がリーダーの選出に関わっていると教えているからである。 

2. 教会員による選出 
A. 教会員が選挙によってリーダーを選出する。 

多くの会衆制の教会で行われている教会役員選出方法がこの方法である。この選出方法
をとる理由としてあげられることは、新約において、教会の役職は教会全体の決断として
記されているという事である。 
もっとも良く用いられる例として、使徒６章があげられる。ここで、エルサレムの教会
員たちは使徒の命令を受けて、彼らのために仕える７人の人たちを選出した（使徒
6:3-6）。これと似たことがパウロとバルナバが第一次宣教旅行の時に各地で長老たちを
選出したときにも行われていたと思われるとある神学者達は言う。また教会全体による
選択という点を示している箇所として、２コリント8:19や使徒15:22などがあげられる。
パウロは、エペソの長老たちに関して、彼らが、パウロによって選ばれたとは言わず、聖
霊によって選ばれたと言っている（使徒20:28）。これは聖霊が宿っている教会員全体の
決定を指していると解釈されている。 

B. 既存のリーダーによって選出され、会員によって支持される。 
この選出方法は、上記二つの選出方法と区別されるべきものである。ローマ・カトリッ
ク教会制度と違い、この方法は、既存のリーダーによる一方的なまた無条件の選出では
なく、会員の承認が求められている。また会員に決定権のある選挙による選出とは違
い、リーダーとしての働き（長老または執事）に就くにふさわしい者があらかじめ既存
のリーダーたちによって選出されていて、会員にはそれらの人を自分たちのリーダーとし
て仕えて行くにふさわしい人かどうかを確認する役割が与えられている。 

上記A.の聖書的サポートをもう一度振り返って見てみると次のようなことが分かる。 

- 使徒6:3では、選出方法に関して詳しい説明はいっさいされていない。 
つまりこの箇所から、教会員全員が一票ずつ投票してこの７人を選出したと断
定することは不可能である。当時のユダヤ人は旧約の時代からあるように、そ
れぞれの部族の代表であった長老のリーダーシップのもと、様々な出来事を、
いわば代表政治的な形でとりおこなっていた。これは何千人もの会員を持って
いたエルサレム教会の中でも行われていたことではないかと容易に想像でき
る。もしそうだとすれば、これら７人は、教会員全員による選挙によって選出
されたのではなく、代表者によって選出され、それを全員が支持するというか
たちで選び出されたという解釈もできるのである。いずれにせよ、この箇所か
ら具体的な選出方法を導き出すことはできないのである。 
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- 使徒14:23はパウロとバルナバが第一次宣教旅行の時に長老たちを選んでいたこ
とを指す記事であるが、ここでも、教会員全員が長老の選出に携わっていたと
いう事は書かれていない。 
まず第一に言えることは、この箇所で長老を選んでいるのはパウロとバルナバ
であるという点だ 。神学者達がこの箇所で選挙による長老選出が行われている1

と解釈する理由は「選ぶ」と訳されているギリシャ語に基づいている。この言
葉は「ケイロトネオー」という動詞で、古代ギリシャ語では、「手を掲げるこ
とによって投票する」という意味を持っていた。ゆえに、この箇所も、人々の
選挙によって選出された長老たちをパウロとバルナバが按手したというふうに
解釈されているのである。しかし、新約聖書を見たときに、この動詞は、古代
ギリシャ語の持っていた「投票する」という意味を失って、単に「選ぶ」とい
う意味を持っていることが分かる。この単語はこの箇所の他に２コリント8:19
で使われているがここでも「選挙によって選ばれた」という意味ではなく、新
改訳にあるように、「任命された」という意味を持っている。ここでは特に、
「諸教会によって」という言葉が加えられているゆえにこの一人の兄弟が多く
の教会から投票によって選ばれたということは想像できない解釈である。また
この単語の変化系が使徒10:41で使われているが、ここでも投票によって選ばれ
たという意味は全くない。つまり、使徒14:23では、パウロとバルナバが長老た
ちを選出していたのである。 

- 使徒15:22は教会員の選挙によって、バルナバとシラスが選ばれたとは書いてい
ない。 
ここで注目しなければいけないことは、「使徒たちと長老たち」と「全教会」
が「決めた」と書いてあるのではないということだ。原語を見たときに、はっ
きりと「使徒たちと長老たち」が主語であるのが見て取れる。つまり決定を下
したのは使徒たちと長老たちであって、教会員は、その決定を賞賛し、賛成し
たということを示しているのである。 

- 使徒20:28も、教会員によってエペソの長老たちが選ばれたとは書かれていな
い。 
この解釈は明らかに結論を前提においた上でみことばを解釈しているもので
あって、聖霊に満たされた教会員たちによって選出されたと解釈するのと同じ
ように、聖霊に満たされ、また命じられてパウロが選出したとも言うことがで
きるのである。誰が長老にふさわしいかということを考えるときに、その人が
まず長老の職につくことを望んでいるということがあげられる（１テモテ
3:1b）。この願いを与えるのも聖霊の働きであり、それゆえに聖霊が彼ら長老
たちを選んだと言うことができるのである。 

これらにあるように、聖書は会員が選挙によってそのリーダーたちを選ぶのではなく、
既存のリーダーたちが長老、また執事の働きにふさわしい者を選出している姿を記して
いる。しかし、これによって、会員たちが全く何もしないのだと考えるのは間違ってい
る。聖書的なリーダーたちは会員たちが積極的に参加し、彼らによって様々な知識を得
ることを望む者たちである。またリーダーは会員の言葉に耳を傾け、相談し、彼らの知
恵を必要とする者でもある。会員たちに仕えていくリーダーを選出するにあたり、それ
らの者が会員たちから認められ、受け入れられることは重要な要素である。それゆえ
に、既存のリーダーたちによって選出された候補者らが、会員たちによって審査される

 事実原典には「彼ら（文脈上明らかにパウロとバルナバを指す）が選んだ」と書かれている。1
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ことは重要なことなのである。もしこれらの候補者の霊性、また人格に対して、会員の
中から非難の声があるならば、既存のリーダーたちは、それの真偽について調べ、それ
らの非難がみことばに基づいて正しいものかを判断する必要がある。これらの会員から
の非難はみことばに基づいたものでなければならず、もし個人的な判断であるならば、
それらによって候補者を退けるべきではない。この審査の時は、候補者の霊的特徴を審
査するときであり、もしこれらの候補者に対して、一つでも、みことばに基づいた反対
があるならば、たとえ他のすべての人が認めたとしても、その人は、リーダーとしてふさ
わしくないと判断されなければならない。なぜならば、人からの人気ではなく、神の基
準だけが神の家を治める基準であるからだ。 

66



組織神学Ⅳ 付録3

＜付録４＞ダニエルの７０週の預言とエルサレム入城 

ダニエル書９章に書かれている７０週の預言と呼ばれる預言は、わたしたちにメシアがいつエルサレムに
やって来るのかを知らせる重要な鍵を握る預言である。そしてこの預言をキリストはエルサレム入城におい
て一部成就されている。ゆえにこの預言を知ることは、イエスの生涯を考える上でも重要な事なのである。

解釈：
この預言を解釈する上で、一番の問題点となるのは、日本語で「週」と訳されているヘブル語（My-

obv）である。この単語は、obvという言葉の複数形で、「７つでひとまとめにされている単位、区切り、
期間」等という意味を持っている。この言葉は旧約聖書の中で、２０回使われていて、そのうち３回が「７
つにまとめられている単位」という意味に、「日々」という言葉すぐ後につけられている 。また６回は、2

「週」という意味で普通の一週間のことを指して用いられている 。５回は、祭りの週を指して用いられ 、3 4

６回は「日」を指す言葉なしで「７つにまとめられている単位」として用いられている 。ここで分かること5

はこの言葉の正確な意味は、それぞれの使われている箇所での文脈によって理解されるということである 。6
ダニエル書９章ではこの言葉は「７つの単位にまとめられた年」と考えることが最善であると考えられ

る。それには以下、６つの理由が挙げられる。
1. ９章の中でダニエルは「年」数について考えていたことがすでに示されている（ダニエル

9:1-2）。
2. ダニエルはこの章で、エレミヤ25:11と29:10に書かれている７０年間の捕囚について話をしてい

る。この７０年間という歳月は、イスラエルが７年ごとにやって来る安息の年を守らなかったが
ゆえに定められた年数である。捕囚の一年は、イスラエルの民が守らなかった安息の年一回（７
年のサイクル）を指す。イスラエルは７０回（つまり４９０年間）この安息の年を守らなかった
がゆえに、７０年の捕囚の時を定められるに至ったのだ。そして、ダニエルはこの４９０年の不
従順のゆえに、７０年の捕囚があり、その後７０週（４９０年）の時が定められて、メシアの到
来があると告げている。

3. 　ダニエル書の中で、このMyobvという単語が使われているのは、９章と、１０章のみである。
そして１０章では、この言葉は、ヘブル語で「日」を指す言葉と共に用いられていて、直訳する
と「３つの７つのまとまりの区分の日々」と訳すことができる。そして文脈を通して、ダニエル
が２１日間喪に服していたことを示すためにこのことが書かれていることを知ることができる。
ここで特筆すべきなのは、ダニエルがあえて「日」という言葉を加えている点である。前章で
使ったというMyobv言葉と、この章で使っているその用い方が違うということを、この「日」と
いう言葉を加えることによってはっきりと示しているのである。またもしダニエルが４９０日と
いうことを９章で伝えたいと願っていたのならば、この章でしているのと同じように、「日」と
いう言葉を加えることができたはずだが、ダニエルがそれをしないことからも、１０章とは違
い、７０週の預言は、４９０日ではなく、４９０年を指すことが伺える。

4. ダニエル9:24-27に記されているイベントを４９０日、または４９０週間に、入れることは不可能

 エゼキエル45:21; ダニエル10:2, 32

 創世記29:27, 28; レビ12:5; 申命記16:9; エレミヤ5:243

 出エジプト34:22; 民数記28:26; 申命記16:10, 16; ２歴代史8:134

 ダニエル9:24, 25, 26, 275

 この言葉に似た形で使われているもので、rwcoと言う言葉がある（１０にまとめられているものという意味を持つ）。この言葉は、6
その文脈によって、１０日と訳せたり、また１０本の弦（琴）と訳すことができる。
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である。
5. 9:27で、契約が一週の間結ばれるが、それが半週で破られることが記されているが、もし、この

一週が７年間のことを指すとすれば、最初の３年半で契約は破られ、残りの３年半は困難と破壊
の時となる。これは、ダニエル書7:25また、12:7、そして黙示録12:14に書かれている、「ひと時
とふた時と半時」という記述に合致する。

6. 聖書の他の箇所でこのMyobvという言葉が「年」を指すことはないが、ミシュナと呼ばれる、ユ
ダヤ人の信仰書には「年」という意味で用いられている。

これらのことから、わたしたちはダニエルが語ろうとしている歳月は、４９０日でも、４９０週でもなく、
４９０年のことを指していることが分かる。

４９０年の開始
では、この４９０年はいったいいつから始まったのだろうか？ダニエル9:25には、「引き揚げてエルサ

レムを再建せよ、との命令が出てから・・・」と記されている。ここで注目しなければいけないことは、エ
ルサレムの町が復元され、再建されるという事だ 。この言葉から、この命令がエルサレムの町を以前のよ7

うに復元することであり、部分的ではなく、完全な再建であることが分かる。また、この節の最後に記され
ている「広場とほりが建て直される」という言葉は、この命令が下されてから、苦難の続く中、エルサレム
が完全に再建されることを強く示唆する言葉である。
とすると、このような命令が下されたのはいったいいつのことなのだろうか。いくつかの候補が挙げら

れる。
1. クロス王の命令（539 B.C.）8

確かに、クロス王の命令は再建に関する命令であるが、エルサレムの再建ではなく、神殿の再建に
関する命令である。また確かにこの時期、人々はエルサレムに戻り、居住するようになったが、町
を復興することと、復元し再建するということでは意味合いが大きく違ってくる。この時期に建て
られた町がダニエルが語るところの再建に当てはまるとは考えられない。

2. ダリヨス王の命令（519 B.C.）9

この命令も、神殿の再建に限定されており、ダニエルの語るエルサレムの再建に値するとは考えら
れない。

3. アルタシャスタ王のエズラに対する命令（457 B.C.）10

ここでの命令の問題点も、アルタシャスタ王が出した命令が、町の再建に関するものではなく、神
殿に関するものであったということである。

4. アルタシャスタ王のネヘミヤに対する命令（444 B.C）11

残された一つ、このアルタシャスタ王がネヘミヤに出した命令が、７０週の始まりであると考える
ことができる。その理由は、
! この命令には、町の再建に関すること、そして町の門と城壁の再建に関することが記されて

いた（ネヘミヤ2:3, 5, 8）
! アルタシャスタ王は、命令を記した手紙の中に、アサフが城壁を作るための材木を用意する

ように記されている（ネヘミヤ2:8）

 日本語で訳されている「再建せよ」という命令はこの「復元」と「再建」という２つの単語を一つにまとめて訳している。7

 エズラ1:1-4; 6:3-5; ２歴代史36:22-238

 エズラ6:1-129

 エズラ7:11-2610

 ネヘミヤ2:1-811
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! ネヘミヤ書またエズラ24:7-23が記すように、城壁の再建は、大きな苦しみのうちに行われ
た。これはダニエル9:25に記されているとおりである。

! この命令以降、ペルシャの王によって、エルサレムの再建に関する命令は出ていない。
という４点である。

ネヘミヤ1:1で、わたしたちはネヘミヤがエルサレムのことについて聞いたのが、アルタシャスタ王の第
２０年目のキスレウ（太陽暦の１１−１２月）であり、その同じ年の、ニサン（３月—４月）に、アルタ
シャスタ王がネヘミヤに対して命令を出しているのがネヘミヤ2:1で分かる。ネヘミヤはここで、ティシュリ
からティシュリ（９—１０月から９—１０月）を一年とするユダの王国で使われていた暦の制度を用いてこ
れらの出来事を解説している 。アルタシャスタ王の父が死んだのが465 B.C.の12月17日の数日後であること12

が資料として分かっているが、アルタシャスタ王はその後すぐに、王位を継承した。当時の暦を表にして現
すと次のようになる。

これを元にすると、ネヘミヤが言うアルタシャスタ王の２０年目のニサンは、次のようになる。

これらのことから、７０週の預言の開始点が、ニサン、４４４年であることを知ることができる 。13

６９週と７０週
ディスペンセイション主義の神学者達は、ダニエルの７０週の預言がまだ完全に成就していないことを

指摘する。ダニエル9:24で語られている６つのこと（「そむきをやめさせ、罪を終わらせ、咎を贖い、永遠
の義をもたらし、幻と預言とを確証し、至聖所に油をそそぐため」）が、キリストの初臨時にキリストの死
によって成就したと考えることはできない。これらのことのすべては、イスラエルの民と直接的な関係があ
り、イスラエルに対して、これらのことは現在においても成就していない。
また、２６節でダニエルは、「６２週の後、油注がれた者は絶たれ・・・」と書いている。これは、油

注がれた者が絶たれるという出来事が７０週中に起こるのではなく、６９週が終わった後、７０週が始まる
前に起こる出来事であることを示唆している。つまり、６９週と７０週の間にはギャップがあり、６９週目
までは終わったが、７０週はまだ成就していないのである。
また、２７節に記されている、「彼」は、油注がれた者ではなく、「来るべき君主」のことを指してい

る。キリストはその公生涯の中で、すでに結ばれた契約について語ったり、その契約を半ばにして破棄した
ことなどないのである。さらに、キリストの初臨時にいけにえが止めさせられることはなかった。とする

太陽暦
（１月始）

４６５ ４６４ ４６３
ペルシャ暦
（ニサン始）

シャスタ王
治世２１年

継承 アルタシャスタ王
治世１年目

治世２年目

ユダヤ暦
（ティシュリ始）

２１
年

王位継承期 アルタシャスタ王
治世１年目

２年

太陽暦
（１月始）

４４５ ４４４
ペルシャ暦
（ニサン始）

19年 アルタシャスタ王
治世２０年目

治世２１年目

ユダヤ暦
（ティシュリ始）

アルタシャスタ王
治世１９年目

アルタシャスタ王
治世２０年目

２１年

 ちなみに、ペルシャではこの当時、ニサンからニサンで一年としていた。12

 唯一ここで問題となることは、ネヘミヤがニサンの何日目にこの命令が出たかと言うことが記されていないことである。多くの神学13
者達は、これがニサン第一日に起こったと考えている。
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と、キリストの初臨時に７０週が終了したと考えることは困難なことであると言える。
これらの理由から、わたしたちは現在６９週が終了し、７０週が来るのを待っているそんな時代にいる

ことが分かるのである。

６９週の終わり
ニサン、４４４年に始まった７０週の預言は、６９週を迎えるところで一つの大きな区切りを迎える。

この６９週の後にダニエルは、油注がれた者が到来し（２５節）、彼は絶たれると預言している（２６
節）。新約聖書を手にしているわたしたちは、この出来事がイエスの死を指す事を知っている。ではこの６
９週が終わるのはいつなのだろうか？
６９週は６９×７年であるという事はすでに見てきた。では、この年がわたしたちが現在使っている太

陽暦の年であるとするとどうなるのだろうか？６９×７年は４８３年である。とすると、４４４B.C.から４
８３年では、A.D.３８年になってしまう 。 これはどう見ても、キリストの死から数年後になってしまう。14

では、どう計算すべきなのか？わたしたちは聖書を見るときに３６０日を１年とした「預言年」と言わ
れる年の数え方があることに気づく。この３６０日＝１年と言う考え方は、古代インド、ペルシャ、バビロ
ン、アッシリヤ、エジプト、中央、また南アフリカ、そして中国などでも用いられていた数え方であっ
た 。15

また、聖書の中の預言書を見るとき、３６０日＝１年が使われていることを見ることができる。ダニエ
ル9:27に出てくる、「半週」と言う言葉はそれを表す良い例である。ここで言われている半週は、７０週目
（つまり７年）の半分のことを指す（つまり３年半）。ここでは、その最後の半週の間に非常に大きな迫害
が起こることが記されているが、これは7:24-25でダニエルが記していることに相当する。そして、７章の記
事では、この期間が「ひと時とふた時と半時」であると記されている 。これだけでは、まだよく分からな16

いが、新約聖書を見るときにこの、「ひと時とふた時と半時」が何日間かを知ることができる。ヨハネは、
黙示録12:14で「ひと時とふた時と半時」と言うダニエルと同じ言葉を使って、最後に起こる迫害について
語っているが、同じ章の同じ事柄について話しているところで（12:6）、この「ひと時とふた時と半時」が
１２６０日であると記している。また、１１章を見ると、１２６０日は４２ヶ月間であり（11:2-3） 、13:517

に出てくる４２ヶ月間も同じ時期のことを指していることが分かる。つまり、４２ヶ月とは、１２６０日の
ことであり、これが「ひと時とふた時と半時」または３年半のことを指している。とすると、１年は３６０
日となる 。18

この３６０日＝１年という形で、７０週の預言を考えると、計算は下記のようになる。
６９週×７年×３６０日＝１７３８８０日

ニサン１日、４４４B.C.（３月４日、４４４B.C.）に１７３８８０日を加えるとこうなる。
３月４日４４４B.C. ＋１７３８８０日＝３月２９日、A.D.３３19

 紀元前１年と紀元１年の間には０年が存在しないため、３９年ではなく、３８年なのである。14

 これらの国では３０日×１２ヶ月または、１８日×２０ヶ月というシステムをとっていた。15

 この表現は、12:7でも繰り返されている。16

 11:3は「それから」と訳されているが、原語では「そして」という言葉が使われていて、翻訳が示唆するような、「２節の出来事の17
後」というような意味合いを見ることはできない。

 これらの預言書以外でも、聖書の中には３６０日＝１年を示す箇所がある。たとえば、創世記7:11; 8:4; そして7:24と8:3を総合して計18
算すると一ヶ月はここでも３０日であることが分かる。。

 この日付を逆算するとこうなる。444B.C.からA.D.33までは476年ある。１年は正確には365.24219879なのでこれを476年にかける19

と、この期間が、173,855日であることが分かる。これは、３月４日444B.C.から、３月４日A.D.33間での日数なので、これに４日から
２９日までの日数（２５日）を加えると173、880日となる。
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A.D.３３年の３月２９日は、イスラエルの暦で、ニサン９日、日曜日である。もし、イエスが事実、
A.D. ３３年に十字架にかかったとするならば、イエスはこの日、イスラエルに約束された「油注がれた
者」、「君主」としてイスラエルの民の前に現れた。この日、ゼカリヤが預言したとおり、キリストはご自
身をイスラエルの王として示され、人々は、主を「ホサナ」と叫び受け入れた。この日が、６９週の終わり
であり、そのわずか５日後、ダニエルが預言したとおり、「油注がれた者」は十字架の上で、そのいのちを
「絶たれ」たのである。
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