2021.10.17. 第二のアダム
Mac 牧師
おはようございます。JD ファラッグ牧師に代わって、カルバリーチャペル・カネオヘのライブストリー
ム礼拝へのご参加を歓迎します。これは第二礼拝なのですが、今朝の第一礼拝の教えと重なる部分があ
ります。そのようなわけで、聖書箇所を見ていきます。第一コリント人への手紙 15 章 45 節です。この
聖句を読み、祈りますので、可能な方はご起立ください。コリント人への手紙第一、15 章 45 節。お読み
します。
コリント人への手紙第一 15 章
4 こう書かれています。
「最初の人アダムは生きるものとなった。」しかし、最後のアダムはいのちを与え
る御霊となりました。
主の祝福を求めて、お祈りしましょう。天の父よ、私たちがあなたの家に集まっている理由はただ一つ、
あなたの御言葉を聞くためです。ですから主よ、あなたの聖徒たちと、あなたの、過ちの無い真理の御言
葉に耳を傾けるすべての者に、大いなる声でお語りください。聖霊の力と、あなたの力強さによって、私
たちを祝福してください。キリスト・イエスの力ある御名によって祈ります、アーメン。
ご着席ください、ありがとうございました。今朝の第二礼拝の説教のタイトルは、
「第二のアダム 」です。
私が話したいのは、イエス・キリストに与えられたこの称号に関する意義、特に「第二のアダム」につい
てです。その方法の一つとして、アダムが第二のアダムであるイエス・キリストの伏線として持ってい
る、いくつかの類型を見てみましょう。そして、この 2 つの間にあるいくつかの対比も見てみましょう。
そして、もう一つ見ていくのは、人間の堕落後の神の秩序、神が定めた人間の秩序が、なぜそのように決
められたのかを見て、祈りを込めて、このすべてをまとめていると思われる、いくつかの節をしっかりと
見てみましょう。しかし、その前に、第一礼拝で簡単に話した「アダム」という言葉の意味を理解しなけ
ればなりません。また、イエスの持つ、もう一つの称号にも触れておきましょう。
「人の子」という言葉
を、ご自身でよく使われています。さて、
「アダム」いう言葉を見てみましょう。簡単にお話しします。
「アダム」という言葉や名前は、ヘブライ語で「人間」や「人類」を意味します。そして人間は、神とい
う存在の外にある、他のすべてのものと同じように、創造された存在です。しかし、アダムと御使いには
ともに、大きな違いがあります。なぜなら、アダムと御使いは、神の直接の創造物であり、何者かの子孫
ではないからです。それを知ることは、本当に重要なことだと思います。神からの直接の創造物であるア
ダム。話を進める前に、これは、一部のカルトや宗派が、キリストの処女懐胎に基づいて言おうとしてい
るように、キリストは被造物であると、示唆するものではありません。誰のことを言っているのか、わか
るでしょう。ちょっと、言ってみたかっただけです。しかし、これが明らかにしているのは、神の御言葉
は初めから終わりまで首尾一貫しており、完全であることです。このテーマで私が言いたいのは、聖書の
中で、アダムがどのように言及されているかに注目しようということです。ルカの福音書では、前に見た
ように、長い系図のリストがあります。第一礼拝でもいくつか見ました。キリストの系図には多くの繫が
りがありますが、それを見ると、これらの子孫たちが、それぞれ誰から生まれたのかが分かります。第 3
章 38 節ですが、文脈を考えて、36 節の終わりから読みます。神の御言葉をお読みします。
ルカ 3
36 ラメクの子、
37 メトセラの子、エノクの子、ヤレデの子、マハラレルの子、カイナンの子、

38 エノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である。
これが、アダムが神の子と呼ばれる所以です。ルカの福音書の、ここに収められています。それは、彼が
神によって直接創造されたからです。そして、御使いたちが仕える霊として完全に創造されたように、ア
ダムは肉において完全に創造されました。なぜ完全だったかというと、彼らは、神につながっていたから
です。ついて来れてますか？ 聖書の中で最も古い書物である『ヨブ記』の中で、御使いたちがどのよう
に扱われているかに注目してください。ヨブ記は最古の書物と言われています。それはアラム語で、律法
が出来る以前の習慣や伝統が、書かれているからです。さて、ヨブ記第 1 章 6 節を見てみましょう。
ヨブ 1
6 ある日、神の子らがやって来て、主の前に立った。 サタンもやって来て、彼らの中にいた。
それらの、神の子らは、神につながったままの御使いたちです。神の子ら。この、仕える霊であり、かつ
ては神の子であった邪悪な霊が、今どのように呼ばれているかに注目してください。彼はサタンとして
知られています。敵対者という意味です。もはや神の子ではありません。なぜなら、神の子であるために
は、神の完全さにつながっていなければならないからです。わざとそう言うのは、とても意味のあること
だからです。私たちが栄光の状態に到達したとき、私たちは完全な者となり、永遠に続くのです。その完
全さは、私たち自身のものではなく、つながっている神の存在そのものである、キリスト・イエスから来
るのです。私たちは永遠に学び続けることになりますが、真の生ける神との交わりから外れることは決
してありません。待ち遠しいですね。私たちの、この腐敗に対処する時は終わり、朽ちない者によみがえ
ります。私たちの選択はすでになされ、主の義で永遠に封印されていることを、とても感謝しています。
神の子たちにも、選ぶ機会があったのです。私たちは、聖書によってそのことがわかります。神とのつな
がりについて、お話したいと思います。もしかしたら、少しずつ見えてくるかもしれませんが、つながり
を用いる機会を逃さないようにしたいと思います。もしあなたが、神から切り離されているなら、あなた
は邪悪な者です。単純な話です。神から切り離されているなら、あなたは悪です。神から切り離された時、
悪が生まれたのです。彼らが反抗することを選んだとき、悪と闇が生まれました。キリストを持っていな
いと、同じようになってしまうのです。あなたは、神から切り離されてしまいます。ヨハネの黙示録によ
ると、三分の一の御使いが、神から離れてサタンに味方することを選んだと記されています。聖書に詳し
く書かれています。ヨブ記には、サタンは堕落しましたが、それでもまだ、天国へ入ることが許されてい
ることが書かれています。サタンは今もなお、兄弟たちをののしり、非難し続けています。その日も終わ
りがきます。それも待ち遠しいですね。この真理は、ヨハネの黙示録 12 章 10 節に記されています。神
の御言葉をお読みします。
ヨハネの黙示録 12
10 私は、大きな声が天でこう言うのを聞いた。
「今や、私たちの神の救いと力と王国と、神のキリストの
権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴える者が、投げ落とされたか
らである。
まだ未来のことです。この時、サタンの天国へのアクセスが完全に取り消されます。しかし今は、兄弟た
ちを告発する者です。称号である神の子、ベネ・エロヒムの話に戻ると、神の子、あるいは神の子らは、
神の完全さの中で、神の直接の創造によるものであることがわかります。これがポイントです。さて、聖
書に基づいて、アダムとイエス・キリストに関する類型に注目してみましょう。すべてを読むのではな
く、このように進めたいと思います。アダムとイエスに関して 5 つほど類型を見つけました。まず、二人

とも奇跡的な人生の始まりがあったことがわかります。繰り返しになりますが、イエス・キリストは処女
懐胎で、アダムは神に直接創造されています。どちらも奇跡です。神にしかおできになれないことです。
どちらも罪のない状態で生まれ、神の完全さを持っていたことがわかります。実際、キリストは罪のない
人生を送られます。そして、人間を贖うために、人類の罪を背負うのです。また、聖書によると、彼ら二
人には、すべての創造物に対する権威が与えられました。そのことを考えてみてください。いくつかのこ
とを指摘するために、アダムに関して、これを見てみたいと思います。おそらく、私が何を言おうとして
いるのか、おわかりでしょう。創世記の 1 章 26～29 節に、こう書かれています。
創世記 1
26 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。」
27 神は人をご自身のかたちとして創造された。神のかたちとして人を創造し、男と女に彼らを創造され
た。
28 節です。聞いてください。
28 神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。
「生めよ。増えよ。地に満ちよ。地を従えよ。海の魚、
空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。
」
地球上で動くすべての生き物、それを支配すること。ここで注目してください。明らかに両方に責務が与
えられているように見えます。
「すべての生き物を支配しなさい。
」今、私はなぜこのことを強調している
のでしょうか？ 自分自身に問いかけてみてください。原罪に、仕掛けワイヤーがなかったわけではあり
ません。忍び寄るものが来て、私に話しかけてきます。えっ？ちょっと言ってみただけです。それが何で
あれ、話しかけてきます。それは地球上の生物で、私は何をすべきなのでしょうか？征服する、支配する。
しかし、何が起こったのか？ 彼らはある創造物が、彼らを支配することを許してしまいました。神の定
めた仕事のやり方に逆行すると、いつでも結果は破滅的なものになります。もし今はそうでなくても、す
ぐそのようになります。こんにち、私たちがしていることを見てください。道徳的なもののほとんどがす
べてが、真逆になっています。なぜ人々は、神によって定められていない方法で生きようとし、猛烈な勢
いで自分自身を殺そうとしているのでしょうか？物事が悪い方向へ向かっています。そして人は本気で、
これが最後には上手くいくと思っているのです。人は、明らかに神を見失っています。そのような感じで
す。どんなにあなたが試みたとしても、神が最終決定権を持っておられ、神がすべてを本来の秩序に戻さ
れます。さて、アダムとイエスの類型の続きです。聖書を読むと、それぞれが、神から妻を与えられたこ
とがわかります。聖書を読むと、それぞれが、神から妻を与えられたことがわかります。エバはアダムの
もとに連れて来られました。これは神によって定められた結婚です。そしてもちろん、教会は、主のもと
に連れて行かれます。そして最後に、二人は承知の上で罪を背負ったのです。二人とも、自ら罪を背負っ
たのです。私がこのことについて語るのは、アダムが自ら罪を背負ったことが、見逃されていると思うか
らです。このために、最初のアダムについて聖書が何と言っているかを見てみましょう。最初のアダム
は、罪を負うという認識がありましたが、第二のアダムのようではありませんでした。テモテへの手紙第
一、2 章 12-14 節をお読みします。使徒パウロが記しています。
Ⅰテモテ２
12 私は、女が教えたり男を支配したりすることを許しません。むしろ、静かにしていなさい。」
13 アダムが初めに造られ、それからエバが造られたからです。

14 そして、アダムはだまされませんでしたが、女はだまされて過ちを犯したのです。
描かれている絵が見えますか？ 私は女性牧師のことには触れたくないのですが… しかし、…すでに触
れてしまっていますね。ー笑ー 多くの人が考えている以上のことがあります。ああ......あなたはただ、
神の御言葉は理由があって、書かれています。その背後には理由があるのです。読んだことありますか？
アダムは欺かれなかったが、欺かれた女が罪に陥った。神は聖書の中でその理由を与えてくださってい
ますが、私たちは、神と反対の生き方をしたいのです。女性には大きな役割があります。聖書を理解し、
それを伝える大きな役割があります。それは間違いありません。しかし、神がこうおっしゃっているのに
は、理由があります。従いたくなくても、せめて認めてください。これは重要なことです。アダムは騙さ
れませんでした。彼は自分が何をしているかを、正確に知っていました。アダムは、自由意志で善悪を知
る知識の木の実を食べました。彼がそうする前に、アダムには選択肢がありました。彼はエバに従う必要
はありませんでした。彼はエバを密告することもできました。
「神様！」ー笑ー ならば、
「あなたが与え
た女」と言ったのは、妥当だったのではないでしょうか。「私を困らせようとしてるんです！」ー笑ー
アダムは主に話すことが出来たでしょう。アダムは、自分の花嫁が自身の行動の結果、一人で苦しむの
を、そのままにしておくこともできましたが、そうはしませんでした。アダムはエバへの愛のために、自
ら進んで彼女のために罪となったのです。それほどまでに花嫁を愛していました。彼女のために、すべて
を失ってもいいと思っていたのです。よく聞く話では、この場合の問題は、最初のアダムは、神よりもエ
バを愛することを選んだことだ、と。しかし、第二のアダムであるイエス・キリストは違います。イエス
は花嫁をとても愛していたので、花嫁のために命を捧げたのです。しかし、神には従順でした。これらは、
ここで見ることのできる類型の一部です。もっとたくさんあると思いますので、ぜひ調べてみてくださ
い。魅力的で、あなたの信仰を高めてくれるはずです。そして今度は、聖書の中にも見られる対照的な部
分を見てみましょう。聖書を開いて、ローマ人への手紙第 5 章をご覧ください。15 節から。次のように
書かれています。ローマ人への手紙第 5 章、読み上げますので、お付き合いください。ここに収められて
いる節が、私たちにとってのポイントになると思います。御言葉を、15 節から読みます。
ローマ 5
15 しかし、恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神
の恵みと、一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物は、なおいっそう、多くの人に満ちあふれるので
す。
16 また賜物は、一人の人が罪を犯した結果とは違います。さばきの場合は、一つの違反から不義に定め
られましたが、恵みの場合は、多くの違反が義と認められるからです。
17 もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義
の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより、いのちにあって支配す
るようになるのです。
18 こういうわけで、ちょうど一人の違反によってすべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義
の行為によってすべての人が義と認められ、いのちを与えられます。
19 すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によ
って多くの人が義人とされるのです。
20 律法が入って来たのは、違反が増し加わるためでした。しかし、罪の増し加わるところに、恵みも満
ちあふれました。

21 それは、罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリ
ストにより永遠のいのちに導くためなのです。
ここでマイクを落とすはずです。これで、神の子である人間のアダムと、神である第二のアダムである人
の子の間には、大きな違いがあることが明らかになりました。ローマ人への手紙第 5 章に収められてい
るこの 7 つの節の中で見つけられる 7 つの対比が、すべてを完結させています。15 節では、聖書に基づ
いて、アダムとともに罪が世に入り、キリストとともに恵みが世に入ったことが分かります。恵みとは、
大きな意味を持つものです。私は、神の恵みを表現できるとさえ思えません。16 節では、アダムによっ
て不義が確立され、キリストによって、義が確立されたことがわかります。17 節では、アダムの死が支
配しましたが、キリストのいのちが支配しています。そして 18 節では、アダムによってすべての人が不
義に定められ、しかし”キリストによって”、…ここが鍵です。”キリストによって”、すべての人が義とさ
れます。キリストだけです。狭き道です。キリストだけです。私たちの多くは、それぞれの神を本当に
信じている親戚や友人がいます。文化がそれを後押ししています。私たちは、様々な背景を持っていま
す、そしてこんにち、このような情報交換によって私たちは気づき始めていますし、そうすべきだと思い
ます。私たちは、親や年配の方を見て、
「こうすべきではないと思う 」と言います。あなたはどう話すべ
きか分かっていません。彼らにイエスについて話してください 。ためらわないでください。躊躇しては
いけません。イエスが唯一の道です。私たちはキリストによってのみ義とされます。19 節では、アダム
を通して私たちは皆、罪人として生まれたことを知っていますが、キリストにあって新たに生まれるこ
とで、私たちは義とされます。20 節。アダムによって罪があふれていますが、キリストによって恵みが
あふれています。私たちには恵みがあるだけでなく、あふれているのです。そして最後に 21 節。アダム
によって罪が支配し、死が支配しましたが、キリストによって恵みが支配し、永遠のいのちが与えられま
す。そしてまた、最初の神の子は、妻への愛のゆえに神に背きましたが、しかし、唯一のひとり子は、妻
への愛のゆえに神に従い、従順になりました。この点が、第二のアダムである私たちの主であり救い主で
あるイエス・キリストとの大きな違いであると思います。ヨハネの福音書 1 章 14 節ではこのように書か
れています。他の箇所でもご覧いただけます。お読みします。
ヨハネの福音書 1 章
14 ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから来ら
れたひとり子としての栄光である。この方は恵みとまことに満ちておられた。
考えてみてください。唯一のひとり子です。しかし、系図ではアダムは神の子とされています。ついて来
ていますか？ 分かりますか？ アダムは神の子と呼ばれ、ここではイエスが”ひとり子”とされています。
これにより、神の子である最初のアダムと、神のひとり子である第二のアダムの区別が明確になりまし
た。そして、この「ひとり子」という言葉は、まさにその言葉通りの意味です。
「ひとりだけ。
」他にはあ
りません。唯一です。
「ひとり子」には特別な何かがあります。この唯一さは、他の誰も持つことの出来
ないこの肩書きを持っています。以上です。ひとり子が二人いるわけではありません。ついてきています
か？ また、ひとり子と呼ばれる人に関して書かれているのはこれだけではありません。始まりの書、創
世記 22 章 2 節では、イサクを生け贄として捧げたことが書かれています。お読みします。
創世記２２
２神は仰せられた。
「あなたの子、あなたが愛しているひとり子イサクを連れて、モリヤの地に行きなさ
い。そして、わたしがあなたに告げる一つの山の上で、彼を全焼のささげ物として献げなさい。

”あなたのひとり子”です。しかし、ここで問題が発生します。なぜなら、私たちはアブラハムにすでに息
子がいたことを御言葉で知っているからです。その息子がイシュマエルです。では、なぜイサクは唯一の
子、ひとり子と呼ばれるのでしょうか。それは、彼が約束の子であったからです。彼はサラを通して生ま
れてくると約束されていた子です。それが理由です。そして、それは私たちにとって重要なことです。イ
サクには何か独特のものがありました。なぜだかわかりますか？それは、超自然的な誕生だったからで
す。これは、息子であることを扱ったもので、なぜそれが真の生ける神にとって重要なのかを示していま
す。誰もが神の子ではありません。それらは「唯一の」というカテゴリーには当てはまりません。そして、
私は様々な箇所に答えがあると思っています。これは、ガラテヤ人への手紙 4 章 28～29 節に収められて
います。お読みします。
ガラテヤ 4
28 兄弟たち、あなたがたはイサクのように約束の子どもです。
29 けれども、あのとき、肉によって生まれた者（イシュマエル）が、御霊によって生まれた者（イサク）
を迫害したように、今もそのとおりになっています。
私たちはキリストの下にいるので、イサクが約束の子であったように、私たちも約束の子の下にいるの
です。しかし、肉にある者は皆、私たちに対して戦いを挑んできます。これが、ここで語っていることで
す。期待してください、約束の子である人たちは。そして、私たちにはその約束があるのです。これが、
第一のアダムと、私たちが御霊によって生まれなければならない第二のアダムとの大きな違いです。第
一のアダムは、自然の中で、ちりを肉に変えて創られ、完全な状態で創られたにもかかわらず、その肉の
中で、堕落することが可能でした。聖書の中でアダムは生きた魂と呼ばれていましたが、聖霊によって生
きていたわけではありません。なぜなら、彼は神の臨在の中にいたからです。彼が創造されたとき、彼は
人間の内なる純真な霊を持ち、神の権威を認識していたことは間違いありません。考えてみてください
彼は、善悪の知識の木の実を食べる前から、神の権威を認識していました。彼は神の権威を認識していま
した。従順さを理解していました。彼は、罪の結果を理解していなくても、それを理解していました。彼
はそれを知っていました。箴言 20 章 11 節をお読みします。
箴言 20 章
11 幼子でさえ、何かするとき、その行いが純粋かどうか、真っ直ぐかどうかを識別する。
これにはいくつかの見方があります。そして、どちらも間違いなく合っていると信じています。しかし、
何も教えてもらっていない子どもでも、何か悪いことをしようとしているときには、こちらを見ている
ことに気づいていますか？ 気づいたことありますか？ 特に恐るべき 2 歳児はそうですよね。彼らはテ
ーブルに行き、それが何であれ、その物を見るでしょう。ここには、彼らのためのおもちゃがあります。
彼らはおもちゃを見て、ポイっとして、こっちを見て、そして、こうするのです。(見ているかどうかチ
ラッと確認)[ 笑い ]ですよね？ それはどこから来るのでしょうか？ 私たちは自分の行為に責任があり
ます。最終的には、何をするか、何をしないかが最も重要になります。もう 1 つ、第一のアダムに関し
て、これは推測に過ぎませんが、理由があってこの話をします。重みがあるかもしれませんが、アダムと
エバはある種の光を身にまとい、ある種の明るさに包まれていたと多くの人が信じています。裸であっ
ても恥ずかしくない輝きを放っていました。しかし、人間に罪が入ると、その明るさはなくなりました。
その理由は、これから読む聖書に基づいて、主の臨在の中にいることで、この輝きを得ることができるか
らです。シャカイナ・グローリー（神の栄光の現れ）と呼ばれるもので、皆さんも聞いたことがあるので

はないでしょうか。聖書のどこにも書いていません。その思想は聖書にありますが、その言葉はありませ
ん。しかし、このことを説明するために使われる聖書の箇所は、出エジプト記 34 章 28～29 節に収めら
れています。お読みします、モーセのことを語っています。
出エジプト記 34
28 モーセはそこに四十日四十夜、主とともにいた。
・・・
さあ、考えてみてください。前にも聞いたことがありますよね？ 気絶したり、死んだりしないでどうや
ってそんなことができるのですか？
...彼はパンも食べず、水も飲まなかった。
しかし、彼は誰と一緒にいたのですか？ 神はいのちの維持者です。確か 6～7 年前にインドで、イエス
のように 40 日 40 晩の断食を試みた人がいました。彼は今日、もうこの世にいません。自殺しました。
神は命の維持者です。
…そして、石の板に契約のことば、十のことばを書き記した。
」
29 それから、モーセはシナイ山から下りて来た。モーセが山を下りて来たとき、その手に二枚のさとし
の板を持っていた。モーセは、主と話したために自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかった。
”輝き”、とても気になりますね。モーセは知りませんでした。他の人は知っていました。聖書の中にそれ
を詳しく説明している箇所があるので、ぜひ見てみてください。実際、その輝きが消えかかった時には彼
は自分で身を覆いました。考えてみてください。それが薄れてくると、自分で覆うようにしていたので
す。もう一度言いますが、これにあまり深入りしたくないのです。ただの思いつきです。しかし、繰り返
しになりますが、この目的のために語っています。主の臨在の中にいるときは、そうですね？ 私たちが
主と一緒に過ごしているとき、主の元から戻って来た後、私たちはもっと輝いているはずです。そして、
それが薄れていくのに気づき、主のもとに帰ることを確認してください。私は関連していると信じてい
ます。神と過ごす時間が多ければ多いほど 、より多くのことを示されることができ、また示されるでし
ょう。それが私たちのゴールです。そして、教えの締めくくりとして、聖書によれば、第一のアダムは恵
み、神の恵みによって、エバの贖い主となることができたかもしれませんが、人類の贖い主となることは
できませんでした。なぜなら、朽ちた肉は神の国に入らず、血も天の国に入らないからです。しかし、朽
ちない肉と骨は、天の国に入ることが許されます。そして、その朽ちない肉と骨を得るためには、第二の
アダムによって贖われ、真の生ける神の御霊によって生まれ変わらなければなりません。ちなみに、イエ
スは、アダムを含む全人類の贖い主です。この話をすると、時々、人々はこう尋ねます。
「もしあなたが
イエスに会ったことがないなら、もし旧約聖書の聖人たちがイエスに会ったことがないなら、どうして
イエスが唯一の道なのか？」いいでしょう。
贖い主：イエスは贖い主です。
旧約聖書では、アダムからすべての人が贖い主を待ち望んでいました。彼らは主が来られるのを待ち望
んでいました。彼らは贖い主を信じていました。彼らが信じたからこそ、救いは確かなものになったので
す。キリストは贖い主として来られ、十字架で死なれ、3 日目によみがえり、天に昇られました。私たち
はそれを目にしませんでしたが、それを信じて十字架を振り返って見ているのです。同じ贖い主です。そ
して、どうでしょう？ 私たちは皆、主が戻って来られるのを待っています。主は贖い主です。その上で、
このことは、コリント人への手紙第一 15 章 45 節～49 節に書かれています。お読みします、
Ⅰコリント 15

45 こう書かれています。
「最初の人アダムは生きるものとなった。
」しかし、最後のアダムはいのちを与
える御霊となりました。
46 最初にあったのは、御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものは後に来るのです。
47 第一の人は地から出て、土で造られた人ですが、第二の人は天から出た方です。
48 土で造られた者たちはみな、この土で造られた人に似ており、天に属する者たちはみな、この天に属
する方に似ています。
49 私たちは、土で造られた人のかたちを持っていたように、天に属する方のかたちも持つことになるの
です。
イエスは、神の子と人の子、この両方の称号を持つことができる唯一のお方なのです。イエスは完全に神
であり、完全に人間でした。あなたや私が直面するすべての誘惑に直面し、そのすべてを、彼がこの地上
を歩いた時間の中で受けられました。そして、私たちは神の姿に似せて造られています。つまり、私たち
は罪のないままなのです。そして、どうでしょう？ 私たちは皆、天の人の姿を持つようになります。私
たちは皆、天の人の姿を持つようになります。これは聖書に書かれています。私たちは罪のない、純真な
存在になります。私たちは罪のない、純真な存在になります。私たちには、もう罪はありません、罪はな
いのです。すべてなくなります。私たちの栄光の身体は、キリストとともに支配する千年王国の間でも、
罪を犯す傾向すらありません。私たちは皆、第二のアダムのように朽ちることのない存在になります。
けれども、
「しかし」があります。もしあなたが第二のアダム、私たちの主であり救い主であるイエス・
キリストを自分の個人的な救い主として知らなければ、あなたは天の人の姿を持つことはできません。
けれども、
「しかし」があります。もしあなたが第二のアダム、私たちの主であり救い主であるイエス・
キリストを自分の個人的な救い主として知らなければ、あなたは天の人の姿を持つことはできません。
土の姿を身に着けるになります。あなたの体は朽ちたままです。なぜか？ 罪があるからです。最初のア
ダムのせいで、私たちは皆、罪を背負って生まれ、罪には死が伴います。私たちが永遠に生きるためには、
真の生ける神と和解しなければなりません。そのためには、人の子、つまり全人類のために死んでくださ
った神の子イエス・キリストを通して、行うしかありません。そして、それは想像を超えた愛です。イエ
スは、私たちが神と和解することを望んでおられ、それはイエス・キリストの福音によって達成されま
す。イエス・キリストの福音とは、キリストが聖書にある通り私たちの罪のために死に、葬られ、3 日目
によみがえり、教会のために戻って来られるということです。イエスはすべての聖徒のために戻ってこ
られます。イエスは統治するために戻ってこられます。そして、主を急かすわけではありませんが、早く
実現してほしいと願っています。しかし、救いを得るのは、ABC のようにシンプルです。まず自分が救
い主を必要としている罪びとであることを認めること。
（A ｰ Acknowlege/認める）そして、救い主はただ
一人、キリスト・イエスであると。
ローマ人への手紙 3 章 10 節
次のように書いてあるとおりです。
「義人はいない。一人もいない。
」
そして、ローマ 3 章 23 節には
「すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、
」
自分の努力では、誰も神の国に入ることはできません。また、6 章 23 節には、「罪の報酬は死です。
」と
書かれています。報酬：支払いのことです。人は生まれた時点で、死ぬために働いているのです。私はそ
の支払いをしたくありません。あなたはそれを握っておくこともできますが、私は、私たちの主キリス

ト・イエスにある永遠のいのち、神の贈り物を受け取ります。それが A です。
そして、B：believe（信じる）の略で、これはとても重要です。
そして、C：confess（告白）口で告白することです。
どちらもローマ人への手紙にも記されており、10 章 9～10 節です。お読みします。
ローマ 10
9 なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえら
せたと信じるなら、あなたは救われるからです。
10 人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。
また、これはあくまでもシンプルな方法であり、主であり救い主であるイエス・キリストによって救われ
ることの唯一の方法ではありません。どんな方法でも、これらの教義に合致して行うことで、あなたに永
遠のいのちが与えられるのです。聖書は具体的に書かれています。ペテロの手紙第二 3 章 9 節です、
Ⅱペテロ 3
9 主は、ある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた
がたに対して忍耐しておられるのです。だれも滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを
望んでおられるのです。
罪を認識し、赦しを求め、イエス・キリストを受け入れること。すべての人が悔い改めにくること。この
無償の贈り物を断らないでください。それは私たちが受けるに値しないものです。生まれ変わることは、
あまりにも簡単なのです。聖霊があなたの内に働らくことを許してください。このような知識をすべて
持っている必要はありません。一つ認めなければならないのは、私たちは罪びとだということです。それ
は、永遠のいのちへの大きな一歩です。人間は死にかけています。人であるアダムが人類を救うことがで
きなかったように、人はあなたを救うことはできません。第二のアダムを選んでください。人の子、神の
子からの真の呼びかけを受けて、救われてください。お立ちください。祈りましょう。
天の父よ、主よ、あなたの御言葉に心から感謝します。私は永遠に、あなたに恩恵を受けています。主よ、
ただあなたにすべてを捧げます。私たちが何をしたとしても、何をするとしても、あなたは私たちのすべ
てを受け入れてくださることに感謝します。あなたを信じることで、私たちは永遠に封印されました。そ
して、救われていない人たちがあなたのもとに来て、心を開いて聞き、あなたの恵みと永遠のいのちとい
う無償の贈り物を、受け入れることができるように祈ります。私たちは、時間が短いことを知っていま
す。そして、あなたが福音と、あなたが与えてくださった素晴らしい御言葉を伝えるために導いて下さる
その機会に感謝します。私たちはあなたを愛し、あなたに感謝します。イエス・キリストの力強い御名に
おいて、お祈りします。アーメン。

以下、アダムとイエスの類型表↓別紙

アダムとイエスの類型

アダム

イエス

奇跡的な人生の始まり

創世記１～２章

ルカ１:２６

罪のない者として造られた

伝道者の書７:２９

Ⅱコリント５:２１

創造物に対する権威が与え 創世記１:２６⁻２９
られた

コロサイ１:１５

神によって妻が与えられた

創世記２:２１

Ⅰコリント６：１５-１７

自ら罪を負った

Ⅰテモテ２:１４

Ⅰペテロ２：２４

アダムとイエスの対比

アダム

イエス

ローマ５:１５

背きがもたらされた

恵みがもたらされた

ローマ５：１６

不義が定められた

義が認められた

ローマ５：１７

死が支配した

いのちが支配する

ローマ５：１８

すべての人が不義に定められ すべての人が義とされる
た

ローマ５：１９

罪びととされる

新生し、義人とされる

ローマ５：２０

罪が増し加わった

恵みが満ちあふれる

ローマ５：２１

罪が死によって支配した

恵みが義によって支配し、永
遠のいのちへ導く
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