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       「神のかたち」であるキリスト（上）  

水草修治 

日本同盟基督教団苫小牧福音教会牧師 

北海道聖書学院講師 組織神学担当 

 

 本稿は『舟の右側』2016年 11月、12月、2017年 1月号に連載されたものである。 
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はじめに 

 「イエス様は 2000年前に生まれたんですか。それじゃあ、紀元前 6世紀に生まれたお釈迦さん

と仏教のほうが古いんですね。」 

 「あ、いや、イエス様は神の御子なので、実は、永遠の昔、この世界ができる前から生きてい

らっしゃるんですよ。」 

 「えっ。じゃあ、先週まで学んだ創造主、イスラエルの歴史を導いてきた神には、実は、息子

がいたというわけですか。それがひょっこり二千年前になって、この世に来られた、と。」 

 「いえ、ひょっこりというわけではなくて、神のご計画に基づいてのことであり、旧約聖書に

預言されてのことですが、二千年前に人として来られたんです。」 

 初心者と入門聖書クラスをしていて、このような問答をした経験が何度もあった。旧約聖書で

創造主なる神について学んでそれなりに納得した人が、2000年前に生まれたイエスが創造主の御

子だったという話を聞くと途端に納得できないなあという顔をする。創造主がいるとしても、そ

の御子が私たちの歴史の中に人として来られたということが受け入れられないのである。 

 創造主は受け入れられるがイエスがその御子とは信じられないという現象は、2000年前に主イ

エスが来られたときにも起こった。創造主を信じるユダヤ人のほとんどは、イエスが生ける神の
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御子であるということを受け入れなかったし、弟子たちも主イエスが復活されるまでしっかりと

は理解できなかった。パウロは、「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世

界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼

らに弁解の余地はないのです。」（ローマ 1：20）と言って、創造主の存在は被造物を通しての啓

示によって誰の目にも弁解の余地のないほど明らかだと述べている。他方、パウロは、イエスが

永遠の昔からいます神の御子であり、そのお方が人性を帯びてこの世に来られ十字架にかかられ

たことは、「滅びにいたる人々には愚か」（1コリント 1：18）なことであると述べている。古代教

会には、＜イエスはヨセフとマリヤから生まれたただの人だったが、洗礼を受けた際に神の養子

となった＞と教える異端エビオン派がいた。 

 イエスが、御父との愛の交わりのうちに永遠に生きておられる神の御子であることが認識され

ないならば、創造論と救済論が分離し、旧約聖書と新約聖書が分離してしまう。では、原始キリ

スト教会は旧約聖書をどのように受容していたのだろうか。 

 

１． 原始キリスト教会にとっての聖書 

 

（１）教えと戒めと矯正と義の訓練とのために 

「聖書とは何か」というテーマで学ぶとき、必ず取り上げられる基本的なみことばは、「聖書は

すべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。」（2テモテ 3：

16）である。後に新約聖書としてまとめられるべき各書が霊感され執筆されつつあったその時代

の文脈からいえば、ここで「聖書」ということばが直接的に意味していることは旧約聖書である。

後日、新約聖書を構成することになる使徒や使徒との交わりにある人々の文書が、当時すでに旧

約聖書と同等の権威を持つものとして扱われていたのは事実であるとはいえ（2ペテロ 3：15,16）、

「聖書」と呼ばれていたのは旧約聖書であった。では、原始キリスト教会の兄弟姉妹たちは、旧

約聖書をどのように読んで、「教えと戒めと矯正と義の訓練」とのために益を得ていたのであろう

か。 

福音書記者マタイは旧約聖書の中の数々の章句が、イエス・キリストにあって成就したと教え

ている（マタイ 2：6，15，17，18，23 など）。主イエス・キリストは旧約の預言の成就であった

という教えである。使徒パウロは、信仰によって義とされるという教理を論じる文脈において、

「しかし、今は、律法とは別に、しかも律法と預言者によってあかしされて、神の義が示されま

した。」（ローマ 3：21）と述べている。ここで「律法と預言者」というのは旧約聖書を意味して

いて、旧約聖書がキリストにある神の義をあかししていると述べて、信仰義認論を教えている。

また、ヘブル書記者は旧約聖書の特にレビ記に記されたもろもろのいけにえの儀礼がキリストが

自らを完全ないけにえとして一回かぎりささげた贖罪の本体を指差す影であったと教えている

（ヘブル 10：1－10参照）。これらは、原始キリスト教会が、旧約聖書から「教え」を得ていた重

要例である。 
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また、パウロは、イスラエルの民がせっかくエジプトを脱出しながら、多くの人々が荒野で滅

ぼされたのは、偶像崇拝、姦淫、不平ゆえであると述べ、「これらのことが彼らに起こったのは、

戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためで

す。」（1コリント 10：11）と述べている。あるいは、ヘブル書 11章のアベル、エノク、ノア、ア

ブラハム、サラ、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセといった旧約の聖徒たちの信仰者としての模

範がとりあげられる。これらは「戒めと矯正と義の訓練」に役立っている例であろう。 

 

（２）先在のキリスト 

 だが、「あなたは生ける神の御子キリストです」と信じるキリスト者たちが旧約聖書からさまざ

まな教訓を得ることに勝って重要なことは、旧約聖書の中にキリストの姿を見出すことだった。

これは神学のことばでは、「先在のキリスト」「受肉以前のロゴス」と呼ばれる。「あなたは生ける

神の御子キリストです」という信仰告白には、キリストが永遠者であることも含まれているから、

キリストが旧約聖書の歴史の中に登場することは当然ありうべきことである。実際、主イエスの

語られたことばが、そのことを明らかにしている。 

主イエスは、復活の日の午後、エマオ途上で二人の弟子に旧約聖書全体から、ご自分について

書いてある事柄を彼らに説き明かされた。すると弟子たちの心は熱く燃えたと記されている（ル

カ 24：25－32）。 

また、主イエスは、イザヤが神殿で見た「万軍の主」の栄光は、ご自分の栄光であったと述べ

ている(イザヤ 6:1－13,ヨハネ 12:41 を照合)。さらに、主イエスは、まるで昨日アブラハムに会

ってきたような口調で話をなさり、「まことに、まことに、あなたがたに告げます。アブラハムが

生 ま れ る 前 か ら 、 わ た し は い る の で す 。」（ ヨ ハ ネ 8:58) と 念 を 押 さ れ た 。                                              

これらはイスラエルの過去の歴史の中に出現した受肉以前のキリストである。 

しかし、御子の永遠性・神性を明らかにする上でさらに重要なのは、世界が造られる以前に御

子が生きておられたという記述である。主イエスは最後の晩餐の席上で、大祭司の祈りと呼ばれ

る祈りをささげられたときに、次のように祈られた。「今は、父よ、みそばで、わたしを栄光で輝

かせてください。世界が存在する前に、ごいっしょにいて持っていましたあの栄光で輝かせてく

ださい。」（ヨハネ 17：5 傍点筆者）「父よ。お願いします。あなたがわたしに下さったものをわ

たしのいる所にわたしといっしょにおらせてください。あなたがわたしを世の始まる前から愛し

ておられたためにわたしに下さったわたしの栄光を、彼らが見るようになるためです。」（ヨハネ

17：24 傍点筆者）主イエスは、万物を創造する以前に父なる神と栄光を共有し、父なる神との

愛の交わりのうちに生きておられたとおっしゃっている。 

ヨハネ福音書は、御子の永遠性と創造主としての働きをその冒頭で次のように記述している。

「初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。この方は、初め

に神とともにおられた。すべてのものは、この方によって造られた。造られたもので、この方に

よらずにできたものは一つもない。」（ヨハネ 1：1－3） 
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 ほかにも新約聖書記者たちは、キリストが万物の創造以前から、父なる神とともに生きていら

っしゃったことを以下の箇所で述べている。 

「キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず」（ピリピ 2：6） 

「その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神のかたちであるキリストの栄光にかか

わる福音の光を輝かせないようにしているのです。」（2コリント 4：4） 

「神は、御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を造られました。神の栄光の輝き、ま

た神の本質の完全な現われ・・・」（へブル 1:2,3） 

そして、今回、特に取上げたいのがコロサイ書 1章 15節である。 

「御子は見えない神のかたちであり、造られたすべてのものより先に生まれた方です。」 

 

２．コロサイ書と古代教父による創世記 1章 26、27節の「神のかたち」

理解 

 

（１）コロサイ書 1章 15節 

 2009年の秋の一日、筆者は２世紀の教父エイレナイナイオスの『使徒たちの使信の説明』1を読

んでいた。そうして、創世記第２章、３章を説明した本書の 12節に驚いた。 

「園がそのようにきれいで優れたものであったので、神の御言葉は定期的にその中を歩いていた。

御言葉は巡り歩き、人と語り合うのを常とした。これは将来起こるはずのこと、つまり御言葉が

どのようにして将来人間の仲間となり、人と語り、人類のあいだに来て、人々に義を教えるよう

になるか、それを前もってかたどっていたのである。」 

 さらに、ノア契約についてエイレナイオスは次のように説明している。 

「・・・神は人を神の似像として造ったからである』そして、『似像』とは神の子であり、人間は

（その神の子の）似像に造られたのであった。そういうわけで、『終わりの時に』（その神の子は）

似像（である人間）が彼自身に似ていることを見せるために現れたのであった。」（22節） 

 エイレナイオスが言っていることは、創世記１章 26 節、27 節の「神のかたち」とは御子であ

り、アダムは御子に似せて造られたというのである。だからこそ、人が罪に落ちたとき、御子が

人となって来られ、救われた私たちが御子にならって御子に似せられることを目指して生きるの

である。目からウロコである。旧約聖書と新約聖書、創造論と救済論の一体性が見えてきた。 

「 神は仰せられた。『さあ人を造ろう。われわれのかたちにおいて、われわれに似せて。彼らが、

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。』神は人を

ご自身のかたちにおいて創造された。神のかたちにおいて彼を創造し、男と女とに彼らを創造さ

れた。」（創世記 1章 26,27節 私見により新改訳第３版を修正） 

ここに繰り返される「神のかたち」は、三位一体の第二位格である御子なのだというのである。

                                                   
1 エイレナイオス 『使徒たちの使信の説明』22（中世思想原典集成１初期ギリシャ教父 平凡社 1995 年） 
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エイレナイオスだけでなく、他の古代教父も同じ趣旨を語っているが、その聖書的根拠はコロサ

イ書 1 章 15 節である。すなわち、「御子は、見えない神のかたちであり、造られたすべてのもの

より先に生まれた方です。」(コロサイ 1章 15節 新改訳第３版）である。 

 

（２）新約聖書と古代教会の「神のかたち」キリスト論 

創世記１章 26 節では、「われわれのかたちにおいて（ベ・ツェレム・ヌー)、われわれに似せて

（キ・デムーテ・ヌー）」と、ツェレムとデムートという二つの言葉が用いられている。７０人訳

ギリシャ語旧約聖書ではツェレムはエイコーン、デムートはホモイオーシスと訳されている。本

稿では、読者の理解の混乱を避けるため他からの引用文も含めて、ツェレムは「かたち」、デムー

トは「似姿」と一貫して訳すことにする。 

教父エイレナイオス（130-200AD）は、創造における「神のかたち」は御子であると述べてい

る。先に引用したが、改めて要点を書いてみる。「『・・・（神は）人を神のかたちとして造ったか

らである。』そして、かたちとは神の子であり、人間は（その神の子の）かたちに造られたのであ

った。」したがって、人間は「神のかたちである御子のかたち」である。人間は直接的な意味で「神

のかたち」であるのではなく、御子が創造において、神と人間の仲介となられたということであ

る。 

さらに、エイレナイオスは、御子と聖霊を父なる神の両手に譬えて、御子を「かたち」に聖霊

を「似姿」に関係づけ、神はこの両手で人間を造り、「かたち」は人間においては、肉体・理性・

自由･自律性といった本性に見出されると解釈している。他方、聖霊が与える「似姿」とは、肉体

の救いを究極的に完成させる神の本性としての「不死性」を意味する。このエイレナイオスの解

釈には二つ理由がある。一つは、最初の人が、サタンの誘惑に負けたことからして、完成態では

なく完成を目指す者であったこと。もう一つは、昇天・着座したキリストが父のもとから派遣し

てくださった聖霊によって人は不死のからだをもって復活して完成する約束が与えられているか

らである。その時、人はもはや堕落することはなく、不死となる。 

古代教父オリゲネス(185-254AD)も、『諸原理について』第三巻で創世記 1 章 26 節の、「かたち」

と「似姿」を区別している。すなわち、神が 26 節で「我々の似姿のように、我々のかたちにした

がって人を造ろう」と言いながら、27 節で「神のかたちに従って造り」と述べて、「似姿」につ

いては沈黙しているのは、「人間が最初に創造されたときに、かたちとしての身分を与えられたが、

似姿という完全さは完成の時まで留保されていることを示しているのにほかならない。（中略）か

たちとしての身分を与えられたことで、始めから完全になることの可能性が人間に与えられてい

るが、人間は終わりの時になって初めて、わざを遂行することによって、完全な似姿を自ら仕上

げるべきである2。」というのである。 

オリゲネスもまた、創世記 1 章 26,27 節における「神のかたち」とは御子であると述べている。

                                                   
2オリゲネス『諸原理について』3：6：1 小高毅訳、創文社、1978 年 
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「では、そのかたちに似姿として人間が造られた神のかたちとして、われらの救い主のほかに何

があろう。この方こそ、『すべて造られたものに先立って生まれた方』（コロサイ 1:15）であり、

『神の栄光の輝きであり、神の本質の完全な現れ』（ヘブル 1:3）と言われた方であり、自ら自身

について『私は父のうちにおり、父は私の内におられる』（ヨハネ 14:10）、『私を見た者は父を見

たのである』（ヨハ 14:9）という方である。3」 

オリゲネスとエイレナイオスの解釈にはそれぞれ個性があるものの、両者の共通点は、 

①創世記 1 章における「神のかたち」は御子である。 

②人間は、神のかたちである御子において造られた。 

③創造において人間は未完成だったが、終わりの時に究極的な完成を見る、ということである。 

さらに、正統的三位一体論の確立者アタナシオスも、『言の受肉』において次のように言ってい

る。「善なる方として〔神は〕、彼ら人間をご自分のかたちであるわれらの主イエス･キリストにあ

ずからせ、ご自分のかたちにかたどり、似姿にかたどって彼ら〔人間〕を造られたのである。」〔１

１:３〕「父のかたちである、父のいとも聖なる子が、ご自分にかたどって造られた人間を新たに

し、罪の赦しを通して失われたものを取り戻すために、われわれのところに来られたのである。」

（１４:１） 

以上のように、これらの教父たちの＜創世記１章２６，２７節の｢神のかたち｣は御子つまり先

在のキリストである＞という理解は、初代教会・古代教会において一般的な理解であったのだろ

う。初代教会・古代教会における最重要の信仰告白は、「イエスは主である」であった。それが意

味することはイエスが永遠の神の御子であり、キリストは受肉以前の旧約時代、いな、万物の創

造以前から生きておられるお方であるということに他ならない。創世記 1 章 26,27 の「神のかた

ち」が御子であるというコロサイ書の記述は、「１」の末尾に列挙したヨハネ福音書、コリント書

第二、ピリピ書、ヘブル書のような先在のキリストに関する新約聖書の記述の一つであり、初代

教会・古代教会の先在のキリストに関する理解であった4。もしかすると、エマオ途上で、主イエ

スが二人の弟子たちにモーセ五書から始めたご自分にかんする解説は、「人間創造における『神の

かたち』とは、このわたしのことなのだよ。」ということだったのかもしれない。 

 

結び 

 コロサイ書と古代教父エイレナイオス、オリゲネス、アタナシオスたちは、三位一体の神が人

間を創造なさったとき、人間のモデルとなさった本体は第二位格である御子、「先在のキリスト」

であるという理解をしていたと考えられる。このように理解すると、人間が堕落して悲惨な状況

                                                   
3 オリゲネス『創世記講話』小高毅訳（『中世思想原典集成１ 初期ギリシャ教父』平凡社,1995 年、所収）p518 

4 「初期ギリシャ教父とその後ギリシャ教父のほとんどは、人間がそれに従って創造されたところの『かたち』

とはキリストそのお方であると取っている。だから、人間は『神のかたちのかたち』である。（AlexandriaのClement、 

Marius Victorinus）」(Ancient Christian Commentary on Scripture、Genesis） 
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に陥ったとき、御子が人性を帯びてこの世に来られたこと（受肉）がよく理解できる。また、キ

リストにあって救いにあずかった私たちの人生の目標が「キリストに似せられていくこと」であ

ることもすんなりと理解することができるだろう。旧約と新約、創造論と救済論とが、キリスト

にあって筋を通して理解することができるのである。 

 だが、人間創造におけるモデルが御子であるという理解は、その後まもなく、教会の歴史のな

かで封じられ長らく忘れ去られてしまうことになる。（次号に続く） 

 

 

「神のかたち」であるキリスト（中） 
 

はじめに  

 まず、日ごろ聖書に親しんでいる読者に対して、二つの簡単なクイズを出したい。 

問１ 使徒パウロが創造について論じる場合、旧約聖書のどの箇所を念頭に置いてものを言うだ

ろうか？ 

 読者のほとんどは、創世記１章と２章であると答えるだろうと思う。筆者もそうだと思う。単

純明快な問いである。では、次の質問。 

問２ では、使徒パウロが創世記１章、２章を思い浮かべつつ、「神のかたち」という用語を使っ

た場合、どの節を念頭に置いているのだろうか？ 

 この答えも簡単明瞭である。創世記１章 26 節、27 節である。エイレナイオス、オリゲネス、

アタナシオスたち古代教父が、パウロが創造論の文脈中で、「御子は見えない神のかたちである」

（コロサイ１・15）と語るのを読んで、「ああここでいう『神のかたち』は創世記１章にある『神

のかたち』を指しているのだな」と判断したのは、ごく当たり前のことであって何も意外なこと

ではない。しかも、パウロがしばしば引用する七十人訳ギリシャ語旧約聖書の創世記１章 27 節の

「神のかたち（エイコーン・セウー）」は、コロサイ書１章 15 節の「神のかたち（エイコーン・

トゥー・セウー）」というふうに、定冠詞（トゥー）の有無の違いはあるものの、同じ語が用いら

れているのだから、なおのことである。 

前号で、「創世記１章の人間創造の記事における『神のかたち』とは、先在のキリストのことで

あるとコロサイ書は教えている」という趣旨のことを書いた。これはむずかしい議論を生むよう

な推論ではなく、右の問答でわかるように、必然的な推論なのである。だが、そういうコロサイ

書１章 15 節と創世記１章 26、27 節を結び合わせる読み方が、非常に長い年月にわたって忘れら

れてきてしまったので、ほとんどのクリスチャンは、教会の説教中で聞いたことがないだろう。

筆者もエイレナイオスを読んでいて最初は首をかしげ、次いで目が開かれたのである。改めて、

この二つの箇所を掲げるので照らし合わせて読んでいただきたい。 

「神は人をご自身のかたちにおいて創造された。神のかたちにおいて彼を創造し、男と女とに

彼らを創造された。」（創世記１・27 新改訳 私訳） 
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「御子は、見えない神のかたちであり、造られたすべてのものより先に生まれた方です。 なぜ

なら、万物は御子にあって造られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また

見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって造られたのです。万物は、御子

によって造られ、御子のために造られたのです。」（コロサイ１・15、16 新改訳第三版） 

では、教会は人が御子に似た者として造られたという聖書の教えをいつから忘れてしまったの

だろうか。「神のかたち」解釈の歴史を簡略に振り返ってみよう。 

 

１ 「神のかたち」解釈の略史 

（１）教父たち 

新約聖書が書かれつつあった当時の信徒たちにとって、旧約聖書の中に、キリストの預言や予

型とともに、先在のキリストを見出すことは大きな関心事であった（ヨハネ８・58、12・41）。キ

リストは万物の創造以前から父とともに生きておられ（ヨハネ 17・５、24、ピリピ２・６)、父

の御旨を受けて万物を創造なさった（ヨハネ 1・１－３、コロサイ１・15－17、ヘブル１・２、

３）。 

古代教父エイレナイオス、オリゲネス、アタナシオスたちは、コロサイ書１章 15節の「神のか

たち」は、創世記１章 26、27節の「神のかたち」を指して書かれているものとして理解した。そ

して、キリストが人間創造のモデルであったからこそ、キリストは人性を帯びてこの世に来られ

て人間の贖いのわざを成し遂げてくださったのであり、また、神に立ち帰ったキリスト者の目標

が、キリストのかたちを目指して生きていくことであるとしている。代表的な教父たちが、こう

した解釈をしている以上、人間の創造モデルは先在のキリストであるという見解は、古代教会に

おいて一般的なものだったのではないかと推測される。Ｍ・エリクソンは『キリスト教神学』に

おいて、「神のかたち」を実体的見解・関係的見解・機能的見解に整理して解説しているが、実体

的見解の説明でオリゲネス、エイレナイオスの名を挙げながらも、先在のキリストが人間創造に

おけるモデルとしての「神のかたち」であるという古代教父たちの見解をなぜか見過ごしてしま

っている。 

 

（２）アウグスティヌスによる「神のかたち」理解の変化 

教会の「神のかたち」理解に大きな変化をもたらしたのは、西方教会最大の教父アウグスティ

ヌス（３５４－４３０ＡＤ）である。彼は、「御父が、御子をモデルとして人間を造った」という

コロサイ書１章 15 節に基づくエイレナイオス、オリゲネス、アタナシオスたちの創世記１章 26、

27 節の解釈を批判して、「もし御父が人間を御子のかたちによって創られ、したがって人間は御

父のかたちではなく御子のかたちであるなら、御子は御父に似ていないことになる5」と主張した。

そして、神が「我々のかたちにおいて」と言われているゆえに、人は一つの位格ではなく三位一

                                                   
5 Augustinus, ibid.,12:6:7 
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体のかたちに従って創造されたということを強調する6。アウグスティヌスの懸念は、もし神が、

御子において人間を創造したという従来の理解であると、御子の神性が割引されて、御子は父よ

り一段下の存在であるという「従属説」に陥るのではないかということであった。 

アウグスティヌスは、『三位一体論』において、「神のかたち」として造られた人間の心には「精

神と知と愛」とか、「記憶と知解と意思」に三位一体があるという奇妙な議論を展開して、三位一

体を理解しようとした。しかし、その企てが成功したとは到底思えない。そもそも、聖三位一体

における父と子と聖霊はそれぞれ人格であって、人間の精神活動の三つの機能のようなものでは

ない。御子は、天の父に向かって祈り、天の父は御子に愛のことばをかけ、また、御子は「もう

ひとりの助け主」として聖霊を父のもとから派遣なさったことからわかるように、三つの位格は

それぞれが知情意を備えた人格であって、父と御子は聖霊にある愛の交わりに生きておられる。 

Ｊ・ペリカンが「尐なくとも使徒以来、キリスト教史の中では、その教説によって千年もの間

支配的であった人物は、アウグスティヌス以外にはない。7」と言うように、アウグスティヌスの

神学的権威がその後の中世・近世にわたって絶大であったので、御子が人間創造における「神の

かたち」であるという古代教会の聖書理解は、その後、長らく教会史の中で封じられ、あるいは

忘却された観がある。中世のスコラ主義神学においては、自然と恩寵の神学の枠に合わせて、自

然的賜物としての理性と意志の力が「かたち（ツェレム）」、超自然的賜物として神によって付加

された賜物が「似姿（デムート）」であるとされるといった解釈上の変化はあるが、御子が「神の

かたち」であるという理解は教えられなかった。 

プロテスタント宗教改革者たちは、「聖書のみ」という原理に立つことによって、伝統に盲目的

に従うことをやめたが、それでもアウグスティヌスの影響は絶大だった。カルヴァンは8、創世記

５章１節と同９章６節において、かたち（デムート）と似姿（ツェレム）は相互変換可能な語と

して用いられているので、両者を区別する釈義的根拠は薄弱であるといったことは論じているが、

御子が人間創造におけるモデルとしての「神のかたち」であるという、アウグスティヌスより前

の古代教父の理解にはふれていない。 

また、改革者たちが中世カトリック教会で広く行われた恣意的な寓喩的聖書解釈を批判して、

歴史的文法的な字義的解釈を志したことも、コロサイ書で創世記を解釈することを妨げた可能性

がある。つまり、創世記から読み取るべきことは、執筆者の意図までだという読み方である。そ

の読み方では、「神のかたち」が先在のキリストであるという解釈は出てこない。とは言え改革者

たちと 17 世紀の後継者たちは、聖書全体が神のことばであるという信仰は保持しており、聖書の

章句の不明な箇所を他の明瞭な章句から理解するとういう原則を持っていたから、もしコロサイ

書１章 15 節の「神のかたち」が創世記１章 27 節のそれを指していると気づいたならば、そのよ

うに解釈する可能性は残されていた。 

                                                   
6 cf.Augustinus,De Trinitate12:6:6,7（邦訳、中沢宣夫訳、東大出版会、1975 年） 
7 J.ペリカン『キリスト教の伝統 教理発展の歴史』第３巻（鈴木浩訳、教文館、2007 年）p4 
8 cf.Calvin,Commentary on Gen.1:26/ Inst.1:15:3 
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（３）近代聖書学 

18 世紀以降の啓蒙主義的な近代聖書学は、理性を最高の権威とすることによって、教会の伝

統・アウグスティヌスの権威ばかりか、聖書の権威からも解放されてしまった。啓蒙とは「光を

あてること」つまり、理性の光を中世的な迷信の暗闇にあて、理性で納得できないことはナンセ

ンスと片づけてしまう合理主義を意味する。それは迷信を排除し因習を打破する上では有効な思

想であったが、他方で理性を絶対化してしまったところに誤りがある。 

当時の啓蒙主義思想家の多くは、聖書的な有神論（セイズム）ではなく、理神論（デイズム）

に立っていた。有神論は、神は世界を創造したのち、通常は世界を神がそれに与えた法則をもっ

て運営しておられるが、時には特別摂理をもって世界に介入すると教える。他方、理神論は、神

は世界を創造したあとは、一切、その世界に介入せず、世界はそれ自体の合理的な法則にしたが

って営まれていると教える。だから、理性は自律的に世界を理解できるとされる。 

理神論に立つニュートン力学の形而上学的基礎付けをしたのは、カントであるとされる。カン

トは、私たちは物自体を知ることはできず、ただ五官を通して得た情報を、悟性の概念で整理し

表象化することで、科学的認識が成り立つのだとした。したがって、五官で触れることのできな

い神とか魂とか自由という事柄は、科学的認識の対象外であるとした。 

理神論とカント認識論の影響を受けた近代聖書学は、神の現象世界への介入はないことを前提

として聖書を読む。したがって、聖書に記されている諸々の奇跡や預言の出来事はみな作り話と

いうことになり、聖書各巻は記者たちが執筆した歴史的文化的産物にすぎないことになる。また、

聖書は、時代と場所を隔てた多くの記者によって記されたものの集成にすぎない以上、統一的な

書ではありえないので、聖書は各書ごとに解釈されるべきものとされる。したがって、神が、創

世記１章 26、27 節の「神のかたち」に秘めておいた意味を、千年以上も後の時代に記者パウロ

を用いてコロサイ書で開示されたなどという理解は、近代聖書学者にとってはナンセンスである。 

 

（４）バルト、ブルンナー 

 エリクソンは、Ｋ・バルト（１８８６－１９６８年）、Ｅ・ブルンナー（１８８９－１９６６年）

らの「神のかたち」に関する見解を「関係的見解」と呼ぶ。関係的見解によれば、「人間は特定の

関係の中に立つときに神のかたちの中にいる。あるいはそのかたちを現すと言うことができるの

であり、それがまさに神のかたちなのである」という見解である9。ブルンナーによれば、神に対

する応答的責任関係のなかに人間があり、真の人間性を構成するのは、他者を愛することである。

Ｋ・バルトによれば、「われわれは人を造ろう」と決意された神によって造られた人間が男と女と

して造られた点に、神のかたちを見る。実存主義神学の「神のかたち」解釈は興味深いものでは

あるが、「神のかたち」とは先在のキリストであるという理解は出てこない。 

                                                   
9 Ｍ・エリクソン同上書 p59 



 11 

以上のように、コロサイ書１章15節で創世記１章26,27節を読む＜御子が人間創造における「神

のかたち」である＞という理解は封じられ、忘れ去られてきた。 

 

２ 聖書啓示の特徴と歴史的文法的聖書解釈の意義と限界 

 

 私たちは、聖書の啓示の特徴を確認して、次に、創世記１章の「神のかたち」は「御子」であ

るという理解について、考えてみたい。 

 

（１）聖書啓示の特徴――神言性と人言性、漸進性・多様性・統一性 

 神は、ある人々を聖書記者として選び各書を霊感したので、神のことばは、記者たちの置かれ

た時代の文化と記者の個性という衣をまとっている。つまり、聖書は神のことばであるが、人言

性（人のことばとしての性質）を帯びている。だから、聖書解釈者は、記者の歴史・言語などの

文化的背景との関係性をわきまえつつ、文化的背景を超える普遍的な神のことばを聞きとるべき

である。 

 神言性と人言性を兼ね備えた聖書にはいくつかの特徴がある。「神は、むかし父祖たちに、預言

者たちを通して、多くの部分に分け、また、いろいろな方法で語られました」（ヘブル１・１）と

あるように、神は一度にすべてでなく、尐しずつ、多くの記者を用いて啓示を与え、それらを最

終的に旧新約聖書として完成された。したがって、聖書における啓示は漸進性と多様性を帯びて

いて、しかも、唯一の著者である聖霊のゆえに統一性がある。 

 啓示は漸進的であるので、旧約聖書の不明瞭な真理が徐々に明らかにされていく。たとえば、

創世記３章 15 節の「女の子孫」が「へび」の頭を踏み砕くという原福音は最初のメシヤ預言であ

るが、それが徐々に明瞭にされていき、イザヤ書 53 章にいたってはメシヤ受難が克明に予告され、

そして、ついに御子が人となってこの世に来られてすべてが明らかにされた。 

多様性と統一性について言えば、聖書は、そのジャンルは歴史書・詩歌・箴言・預言と多様で

あり、記者たちも多様であるが、記者たちを自在に用いたのは唯一の著者である聖霊なので、全

体として統一性がある。だから、ある部分で不明瞭なところがあっても、明瞭に書かれている他

の箇所を参照して解釈することができる。 

  

（２）歴史的文法的解釈の意義と限界 

 神は聖書を、歴史的文化的背景の中に生きていた個性ある記者たちを用いて啓示された。そこ

で、聖書は歴史的文法的に解釈すべきであるというのが、宗教改革以来の原則である。解釈の目

標は、その書の記者が、最初の読者に何を伝えようとしたのかということである。その執筆意図

を読み取り、普遍的な真理をくみ取って現代に適用するのが説教者の役割である。歴史的文法的

解釈は、スタンダードな聖書解釈のあり方である。 

 さて、この原則に立てば、創世記１章の創造記事から何を読み取るべきだろう。記者モーセが
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想定した第一の読者が出エジプトを果たしたイスラエルの民であることを考慮すると、記事の眼

目は、第一に、空・海・天体・動植物などは被造物であり、礼拝すべきはただ創造主のみである

という真理である。第二は、人間は神に似たものとして造られた者であって、被造物にひれふす

のは愚かであり、かえってこれらを支配すべきだということである。 

 だが、「神のかたちにおいて彼を創造した。」と書いた時、モーセが「神のかたち」が三位一体

の第二位格だということを意図していたと想定することは無理である。だが、その意味は徐々に

明らかにされていく。箴言８章 22－31節には「知恵」と呼ばれる人格的存在が、世界が造られる

以前に神のそばにいて、神のかたわらで、世界を組み立てたと記されている。そして、新約時代

になると、「神のかたち」「知恵」とは、御子キリストであるという真相が明かされる。「初めに、

ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。この方は、初めに、神とと

もにおられた。すべてのものは、この方によって造られた。」（ヨハネ１・１－３）と、また、「御

子は、見えない神のかたちであり、造られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら、

万物は御子にあって造られたからです。」（コロサイ１・15－16）と。 

啓示が漸進的であることを認めるならば、聖書記者の執筆意図を超えた事柄が、聖書本文には

記されることがありうるということを認めなければならない。ここに、歴史的文法的聖書解釈の

わきまえるべき限界がある。 

  

結び 創造と救済を結ぶキリスト 

 歴史的文法的聖書解釈の重要性を認めつつも、聖書啓示の統一性と漸進性をわきまえるならば、

パウロが記したコロサイ書１章 15 節「神のかたち」であるキリストが、創世記１章 26、27 節の

「神のかたち」を指していると理解することに無理はない。 

先在のキリストが神とともにあり、神と被造物の仲保者であり「神のかたち」であるという思

想は、ヨハネ福音書、コロサイ書のみならず、ピリピ書２章６節、第二コリント書４章４節およ

びヘブル書１章３節にもある。 

ちなみに、現代の改革派神学者Ｈ・リダボスも、コロサイ書１章 15節の「神のかたち」という

表現が、フィロンないしグノーシス主義の影響から出ているとする説は信用に値しない10として、

創世記１章 27 節に直接的に根ざしていると指摘している11。三位一体の神は、ご自分に似た者と

して人間を創造するにあたって、御子にモデルの役割を担わせたのである。創世記１章 26、27節

に示唆されていたがベールを掛けられていた真理が、時満ちて、聖霊に導かれて記されたコロサ

イ書によってついに露わにされたのである。神は、御子キリストを創造の初めから、ご自身と被

造物の仲立ち、創造の代行者・保持者・目的となさった12。だからこそ、御子キリストは救済にお

いても、神と人との間の唯一の仲介者となられたのである（Ⅰテモテ２・５）。キリストにあって、

創造論と救済論とはひとつに結び合わされている。 

 

                                                   
10 H. Ridderbos Paul, An Outline of His Theology, Eerdmans, 1975 ,p71 
11 H. Ridderbos, Ibid.,p71) 
12 コンツェルマン『コロサイ人への手紙』（NTD 聖書注解『パウロ小書簡』NTD 新約聖書注解刊行会 1979 所収）

p351 参照。 
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「神のかたち」であるキリスト（下） 

神の計画全体を首尾一貫して理解するための鍵 

 

序 復活の日、エマオ途上に肩を落として歩く二人の弟子がいた。主イエスが敵に捕らわれて処

刑され墓に葬られたばかりか、その亡骸が失われたことについて、彼らは論じ合っていた。そん

な彼らに、復活の主は近づいて、旧約聖書全体の中で、ご自分について書いてある事がらを説き

明かされた。すると、彼らの心はうちに燃えた。私たちは、人間創造の記事における「神のかた

ち」とは先在のキリストであるとコロサイ書 1 章 15 節が教え、古代教父たちもそう理解していた

ことを学んで来た。これは、神の計画全体を首尾一貫して理解するための鍵を提供する。 

 

１．神の計画のゴール 

 

パウロはローマ書１章から８章で救いの教理を教え、その総まとめの部分で次のように述べて

いる。 

「なぜなら、神は、あらかじめ知っておられる人々を、御子のかたちと同じ姿にあらかじめ定

められたからです。それは、御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらか

じめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を

お与えになりました。」(ローマ８：２９、３０) 

この箇所はしばしば「救いの順序（オルド・サルティス）」＜予定―召し―義認―栄光付与（聖

化）＞を教える箇所として取り上げられるが、今回ここで注目したいのは、神の計画の究極の目

的が「御子が多くの兄弟たちの中で長子となられる」ことだということである。つまり、御子が

長子として、神の民の仲間となり、御国を完成することが、神の計画の目的なのである。御子は

永遠からいます父なる神の実子であるが、私たちはキリストにあって、父なる神の養子とされ、

神の民を形成する。  

さらにパウロはローマ書８章で神の計画の究極の目的について、被造物全体の救いを視野に入

れて变述している。 

「今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば、取る

に足りないものと私は考えます。被造物も、切実な思いで神の子どもたちの現れを待ち望んでい

るのです。それは、被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく、服従させた方によるのであ

って、望みがあるからです。被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の

自由の中に入れられます。」（ローマ８：１８-２１） 

つまり、キリストは究極的完成において、ご自分を長子とする神の民を完成して、被造物全体

をも滅びの束縛から解放し栄光の自由に入れる。その時、神の民は、被造物世界の相続人となり、

王として、キリストとともにこれを治めるのである。 
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「神の御顔を仰ぎ見る。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。」（黙示録２２：４，５） 

 神の計画のゴールとは、神がキリストを長子とする神の民の父となり、神の民は神の子どもと

なり、神の子どもたちはキリストの共同相続人として、被造物世界を統治することである。 

 こうしたご計画を考えれば、神が、人間を創造するにあたって、御子をモデルとなさったのは

理にかなったことである。歴史に「もし」を言うなといわれるが、あえて言えば、もし人間が堕

落しなかったとしても、御子は受肉して神の民の長子となり、神の民はキリストの共同相続人と

なることになっていたと考えられる。これは、古代教父エイレナイオスが神の救いのご計画全体

を思いめぐらし推論していたことである。 

  

２．神の契約 

 

 神の計画のゴールが、神がご自分の民の父となり、民をご自分の子どもとすることであること

は、旧約新約を一貫して流れる神の契約の主題と合致している。 

 

（１）神の契約の第一の主題：「インマヌエル」 

 人間は「神のかたち」である御子をモデルとして創造された。エデンの園において、御子に似

た者として造られた人は被造物を治める務めが与えられ、主との親しい交わりのうちに生きるこ

とが許されていた。神との交わりこそ聖書がいう「いのち」である。だが、最初の人は「神のか

たち」の完成態として造られたわけではなく、善悪の知識の木の試練に勝利して完成を目指すも

のとして造られていた。もし試練に勝利したならば、御子が受肉して神の民の長子となり、御子

に連なる人間は神の子どもとされ神の家族（民）となったはずである。神が御子にあって選んだ

者たちをご自分の民とすることは、旧新約聖書に一貫する契約の主題、「わたしはあなたの神とな

り、あなたはわたしの民となる」と適っている。その内容は一言でいえば「インマヌエル（神は

我らとともにいます）」である。 

 神はアブラハム契約において「わたしはあなたの神となり、あなたはわたしの民となる」（創世

17：7）とおっしゃった。この契約を受けて、モーセがイスラエルの代表として、シナイ山で神か

ら受けたのがシナイ契約であった。この契約においても、同じ主題が繰り返される。「わたしはあ

なたがたを取ってわたしの民とし、わたしはあなたがたの神となる。」（出エジプト６：７）そし

て、ダビデに対して与えられた約束においては、神は次のように仰せられた。「わたしは彼にとっ

て父となり、彼はわたしにとって子となる。」（２サムエル７：１４）。 

 アブラハム契約・シナイ契約・ダビデ契約の、「わたしはあなたの神（父）となり、あなたはわ

たしの民（子）となる」という主題は、まずキリストの受肉において成就した。「ことばは人とな

って私たちの間に住まわれた。」（ヨハネ１：１４）さらに、父なる神の右に着座したキリストが、
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神の民に聖霊を注ぎ、聖霊にあってともに生きてくださることによって、インマヌエルという主

題は遂行された。 

「その方は、真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせ

ず、知りもしないからです。しかし、あなたがたはその方を知っています。その方はあなたがた

とともに住み、あなたがたのうちにおられるからです。わたしは、あなたがたを捨てて孤児には

しません。わたしは、あなたがたのところに戻って来るのです。いましばらくで世はもうわたし

を見なくなります。しかし、あなたがたはわたしを見ます。わたしが生きるので、あなたがたも

生きるからです。その日には、わたしが父におり、あなたがたがわたしにおり、わたしがあなた

がたにおることが、あなたがたにわかります。」（ヨハネ４：１８―２０） 

真理の御霊は「子とする御霊」でもある。御子の御霊によって、私たちは神を「アバ、父」と

呼ぶことができる神の子どもとされた。御子は永遠に神の実子であられるが、私たちは信仰によ

って御子に結ばれることによって神の養子とされた。こうしてインマヌエル（神は我らとともに

います）という契約の主題は遂行された（ローマ８：１５、ガラテヤ４：６）。 

 最後に、キリストが新しい天と新しい地がもたらされるときに、契約は究極的な成就を見るこ

とになる。「見よ。神の幕屋が人とともにある。神は彼らとともに住み、彼らはその民となる。」

（黙示録２１：３） 

 

（２）第二の主題：罪の贖い 

アダムにあって人類が堕落したので、「インマヌエル」の成就のためには罪の贖いが必須条件と

なった。すべての人はアダムにあって罪に堕ちて霊的に無力となり、自力では決して神のもとに

立ち返ることが出来ない。そこで、御子の受肉の目的には、神の民を罪から贖うという重大な務

めが加えられた。契約には、信ずる者を神の民に加えるには、罪からの贖いが前提になる。 

 アブラハム契約は相続の契約と呼ばれる。これには、神の民アブラハムの子孫が相続地を与え

られるという約束がともなっていた。キリストにあって、その相続地はパレスチナから世界へと

拡張される。「というのは、世界の相続人となるという約束が、アブラハムに、あるいはまた、そ

の子孫に与えられたのは、律法によってではなく、信仰の義によったからです。」（ローマ４：１

３） 

 ダビデ契約は、王国の契約と呼ばれる。ダビデの子孫が主の神殿を建て、永遠の王国を確立す

るという内容である（２サムエル７：１１－１４）。この約束は、ダビデの家系に生まれたキリス

トが、十字架と復活の後に天の王座に着き、天地のいっさいの権威を授けられ（エペソ１：２０，

２１）、天から聖霊を注いで神の宮である教会を建てられたことによって成就した。「あなたがた

は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリスト・イエスご自身がその礎石です。こ

の方にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、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。」（エ

ペソ２：２０－２２） 
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 だが、相続の契約・王国の契約が実現するためには、罪の贖いがなされることが必須条件であ

る。その罪の贖いを明示するのは、律法の契約と呼ばれるシナイ契約である。律法には、神とと

もに生きる基準としての道徳律法とともに、その基準を行えない人間の罪の現実を認識させ、贖

罪の犠牲の必要を教える様々な祭儀律法が含まれている。だが、祭儀律法で定められた動物犠牲

は、やがて現れるキリストの影であって、動物犠牲自体は罪をきよめはしなかった（へブル１０：

１－４参照）。人となって来られたキリストは、世の罪を取り除く神の小羊としてご自分を神にさ

さげ（へブル１０：５－１０参照）、また、木にかけられ呪われた者となって、三日目に復活して

贖罪の完成を証しされた。それゆえ、私たちは律法の呪いから贖い出され、信仰によって義と認

められた（ガラテヤ３・１１－１３参照）。 

 

以上のようなわけで、神の救いの計画の目指すところは、「インマヌエル」すなわち、神が人と

ともに親しく住む世界の実現である。つまり、神人キリストを長子とする神の民という契約共同

体を完成し、神の民に被造物を統治させることである。だが、その実現のためには、罪の贖いが

必須である。神の契約においては、罪を贖われ義と宣言されて、「神のかたち」を完成されてこそ、

キリストの共同相続人としていただけるのである。 

 

３．「神のかたち」と三職 

 

（１）キリストの三職 

 では、長子キリストとの共同相続人とされた神の民は、どのようにその相続人としての職務を

果たすのだろうか。 

人間が先在のキリストをモデルとして造られたという創世記 1 章の理解は、従来の「神のかた

ち」に関するさまざまな見解を排除するものではなく、むしろ包摂するものである。ここでは改

革派神学の伝統的「神のかたち」理解と、それに基づくキリストとキリスト者の三つの職務につ

いて紹介し、これも先在のキリストをモデルとした人間創造に包摂されることを示したい。 

パウロは、エペソ書とコロサイ書で、アダムにあって毀損した「神のかたち」が、キリストに

あって回復され完成されていくことについて次のように教えている。 

「新しい人を着たのです。新しい人は、造り主のかたちに似せられてますます新しくされ、真の

知識に至るのです。」（コロサイ 3:10） 

「またあなたがたが心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり造り

出された、新しい人を身に着るべきことでした。」（エペソ 4:23，24） 

 この箇所から逆算すると、先在のキリストに似せられた本来の人間には、「真の知識（知性）」

と「義（道徳性）」と「聖（宗教性）」という三つの側面があったことがわかる。知は預言職と関

係し、義は王職と関係し、聖とは祭司職と関係している。預言者は神とその御旨を知りかつ教え、

王は民のために敵と戦い民を治め世界を統治し、祭司は犠牲をささげとりなし祈る。先在のキリ
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ストに似た者として創造された人間は、まだ完成態ではなかったもののこうした務めを果たすた

めに知・義・聖を備えていた。 

知性と道徳性と宗教性とは、神への反逆と堕落によって的外れの方向に機能するようになった

とはいえ、人間には知性と道徳性と宗教性がある。キリストは、預言者として神を啓示し、王と

してサタンと戦い民を治め、祭司としてご自身を犠牲として神にささげ、民のためにとりなして

くださる。キリストを信じ、キリストの御霊を受けて神の子どもとされた者は、キリストの肢体

として、毀損した知・義・聖をきよめられて預言職・王職・祭司職を果たす。ハイデルベルク信

仰問答書問答３１，３２は、キリストの三職とキリスト者の三職を並べて教えている。 

 

問３１ なぜ主は、キリスト、つまり油注がれた者と呼ばれるのですか。 

答 主は、父なる神様から任命され、聖霊によって油を注がれた、わたしたちの最上の預言者であり、また教師

であるからです。主は、わたしたちに、わたしたちの救いについての、神様の隠されたみ心とご意志を完全に明

らかにされるのです。 

 また、主は、私たちの唯一の大祭司です。そのお身体を、ただ一回限りの犠牲として、わたしたちを救って下

さいました。いつも、主のとりなしによって、父の前にわたしたちの代わりに立たれるのです。 

 また、主は、わたしたちの永遠の王です。主は、その言葉と霊とによって、わたしたちを支配され、成し遂げ

てくださった救いによって、守り、保ってくださるのです。 

 

問３２ それでは、なぜあなたは、キリスト者と呼ばれるのですか。 

答 なぜなら、わたしは信仰によってキリストの手足のひとつとなるからです。そうなることにより、わたしは、

主に注がれた油の分け前にあずかります。それによって、わたしもまた、主のみ名を告白して、わたし自身を、

主に、生きている感謝の献げ物として献げるのです。そして、この世では、自由な良心をもって、罪と悪魔とに

たいして戦い、将来においては、永遠に、主と共に、すべての被造物を支配するのです。（楠原博行訳） 

 

（２）キリスト者の三職 

 キリストの主権は、教会内的なものと、世界的なものとがある。パウロは、キリストの世界的

主権については、「神は、その全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよ

みがえらせ、天上においてご自分の右の座に着かせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、

また、今の世ばかりでなく、次に来る世においてもとなえられる、すべての名の上に高く置かれ

ました。」（エペソ１：２０，２１）と述べ、教会的主権については、「また、神は、いっさいのも

のをキリストの足の下に従わせ、いっさいのものの上に立つかしらであるキリストを、教会にお

与えになりました。」（エペソ１：２２）と述べている。 

 教会における預言職とは説教と伝道であり、祭司職とは聖礼典と取り成しの祈りであり、王職

とは教会統治である。教会がキリストのからだとしてこれら三職を果たす。 

 キリストはキリスト者を世から聖別し、かつ、世に遣わされた。「わたしがこの世のものでない
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ように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを聖め別ってください。あなた

のみことばは真理です。あなたがわたしを世に遣わされたように、わたしも彼らを世に遣わしま

した。」（ヨハネ 17：16－18）だから、私たちは世から分離せず、かつ、世に埋没せず、世にあっ

てキリストの三職にかかわる務めを果たすのである。 

私たちは祭司として世の人々、特に権力を託された人々のために、分を越えて傲慢にならず、

社会秩序維持と国民の福利のために働くように（ローマ１３：１－７）、と祈らねばならない。「す

べての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、とりなし、感

謝がささげられるようにしなさい。」（1 テモテ 2：1） 

また私たちは、預言者として、常に福音を語り続けるとともに、時には、権力者に適切な警告

を与える必要がある。ナタンがダビデ王に悔い改めを求め、エリヤがアハブ王の暴政を責めたよ

うに。 

王職は被造物全体の統治・文化命令にかかわる広い働きだが、ここでは特に政治との関連で述

べておく。現代の民主主義国家にあっては、国民自身が「上に立つ権威」であるから、その責任

は重い。私たちは、社会秩序の維持と国民の福利増進という職務を誠実に果たす為政者を、選挙

権あるいは被選挙権を行使することによって立てる責任がある。 

 

結び 

 コロサイ書が教えるように、人間創造のモデルが「神のかたち」である先在のキリストである

ことに着目するならば、予定論・創造論・人間論・キリスト論・救済論・教会論・終末論という

神のご計画の全体を理解する鍵としてのキリストを知ることができる。 

神のご計画のゴールは、神がキリストを長子とする神の民（教会）の父となり、神の民はキリ

ストの共同相続人として、被造物世界を預言者・王・祭司として統治することである。人間は本

来、先在のキリストに似た者としてキリストを目指して造られた。しかし、堕落した人間は、行

いによってこの神の子どもたちの共同体に入ることができなくなった。そこで、受肉したキリス

トは、人間の罪の贖いを成し遂げて、信じる者たちを義と認め、子どもとして神の民に入れるた

めの条件を整えてくださったのである。神の民は、今の世にあってキリストの足跡をたどりつつ、

預言者・王・祭司としての務めを果たし、次の世にあってはキリストとともに被造物を治めるの

である。 

私たちは聖書全体から、生けるキリストを証しする者となりたい。日が西の空に傾いた頃、主

と二人の弟子はエマオに到着した。パンが裂かれて目を開かれた弟子たちは話し合った。「道々お

話しになっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではな

いか。」 

 

 

 


