
And the Lord visited Sarah as He had said, and the Lord did for Sarah as He had spoken. (Gen. 21:1)

 

【主】は、約束されたとおり、サラを顧みて、仰せられたとおりに【主】はサラになさった。 

(創. 21:1) 

旧約聖書の創世記に登場するイサクとイシュマエルの二人の息子は、アブラムの異母

兄弟です。 

イサクの母はアブラムの妻サライで、イシュマエルの母はエジプトの側女ハガルで

す。 

  

Sarah and the mother of Ishmael was Egyptian bondwoman Hagar. 

イシュマエル 
イサク 

ハガルは身ごもり、女

主人を見下すようにな

りました。 

イサクの誕生の前は、サライには長い間子

供が生まれませんでした。 

そこで、アブラムに自分の奴隷のハガル

を与え、子供を産ませようとします。 



 サライはハガルにつら

くあたったため、 

ハガルは逃げ出します。 すると、荒野のシュルの道にあ

る泉で、主の使いが現れ、ハガ

ルに命じます。 

  

あなたの女主人のもとに

帰りなさい。そして、彼

女のもとで身を低くしな

さい。 

あなたの子孫は、わたしが大いに

ふやすので、数えきれないほどに

なる。 

 

ハラルは女主人の元に戻

り、アブラハムに子を産

みます。 

アブラムは、ハガルが産

んだその男の子をイシュ

マエルと名づけた。 

 

それは主の使いが与えた名でし

た。 



 

そのとき、アブラムは八十六歳

であった。 

アブラムが九十九歳になったとき

【主】はアブラムに現れ、こう仰せ

られた。 

あなたがたの中のすべての

男子は割礼を受けなさい。 

そうでなければ、主と

の結びつきはありませ

ん(AC1986) 

今もある儀式は 

「洗礼」と「聖餐」です。 

 

肉体の割礼は廃止されましたが、悪と罪から

の清めは残されています。 

 

仲良くなろうぜ！ 

清めは何よりも優先されます！ 

肉体の割礼は「悪と罪から

の清め」です。 

私たちが悪を罪として断たな

ければ主からの流入はありま

せん。 

あなたの名は、も

う、アブラムと呼

んではならない。 

神は彼に告げて仰せられた。 



 

あなたの名は 

アブラハムとなる。 

あなたの妻サライのことだ

が、その名をサライと呼ん

ではならない。 

その名はサラとなるから

だ。 

「H」の文字はエホバの名からとられ、こ

の文字は-「エホバ」、私は存在する、私は

あるという意味の中で 神性を意味するもの

です。アブラハムの「ハ」はエホバのみ名

から取られました 

彼は人間性を捨てねば

なりません。 

「あなたの名はアブラハムとなる」とは、 

神性を身に着ける 

ことを意味します。 

この章に関する事柄は、アブラムが主の幼い

ころから青年時代の状態を表します。 

主は他の普通の人と同じようにお生まれにな

りました。 

これらの話は、全人類の救世主であるイエス・キ

リストの生涯を表していいます。 

 

真の歴史的な事柄はここから始まります。そのす

べては表象的で象徴的です。 



 
「表象」という言葉によって何が意味されるのでし

ょうか？ 

表象は、み言葉の内に含まれる霊的・天的な事柄の

意味を表します。 

表象とは、その人自身のことではなく、そ

れが表すものです。たとえば王は、すべて

どのような人で、どんなものであっても、

彼らの持つ王制自体のうちに主を表すもの

がありました。 

王制自体（聖職も）は、そのような王であれ、神聖

です。 

表象はその人自体ではなく、それが表すものが問

題です。 

「主のみ名以外に救いはありま

せん」とは、 

「相互愛」という真の信仰の教

義以外には、主はおられないと

いうことを意味します。 

なぜなら、愛のすべてと、そこから発した信仰は、

主おひとりから発しているからです。 

愛 

信仰 

愛のない

信仰 

愛 

信仰 

 



 

【主】はマムレの樫の木のそばで、アブ

ラハムに現れた。彼は日の暑いころ、天

幕の入口にすわっていた。 

私は少し食べ物を持ってまいります。それ

で元気を取り戻してください。 

「わたしは来年の今ごろ、必ず

あなたのところに戻って来ま

す。 

そのとき、あなたの妻サラに

は、男の子ができている。」 

それでサラは心の中で笑っ

てこう言った。「老いぼれ

てしまったこの私に、何の

楽しみがあろう。 
それに主人も年

寄りで 

そして、その一年後・・

アブラハムが１００歳の

時 



 

サラは身ごもり、年老いたアブ

ラハムに男の子を産んだ。  
アブラハムはその子にイサ

クと名づけた。 

主は、約束されたとおり、サラを顧みられた。 

主は、仰せられたとおりにサラになされた。 

イサクとイシュマエルによって

表象される、これらのアブラハ

ムの話には、深い意味が隠され

ています。 

アブラハムは１７５歳でこの世を

去ります。 

この年齢は、私たちの世代では信

じられないくらい年齢かもしれま

せん。しかし、天界の教えには事

実が書かれているとあります。 

 

アブラムが 86 歳の時の子  

と 

アブラハムが 100 歳の時の子 です。 

イシュマエルとイサクの年の差

は１４歳あります。 



 これらの話には、人類の救世

主・贖い主である、イエス・キ

リストの内的な生涯を表してい

ます。 

ここにある歴史的な生涯はすべて

表象ですべての言葉は何かを意味

しています。 

これらの章でのアブラハムは主の

幼少のころから成人にいたるまで

の主の状態を意味しています。 

主は普通の子としてお生まれにな

りました。 

天地の神、創造主である神が、この世に肉

体をまとわれます。それは人類を破滅から

お救いになるためでした。 

彼は主、イエス・キリストです。 

それは母マリアから受け継

いだ人間的部分を捨て、 

ご自身を神

的なものへ

と高めてゆ

く闘いでし

た。 

主が十字架の死から三日後に蘇られたように 

私たちも霊的に再生し

なければなりません。 



 

霊界での永遠の生命で生

きてゆくために、主につ

いて深く知らねばなりま

せん。 

 

主と同じ道である、再生

を目指す中で、励みとな

ります。 

アブラハムの年齢の真偽にこだわる

ことなく、私たちも霊的に進まねば

なりません。 

一歩踏み出して本物の合理性に近づき

ます。 

この世の基準 

イシュマエルは神的に

なる前の「最初の合理

性」です。 

イサクは 

「神的合理性」 

を表します。

Divine ratinal 

represented by 

Issac 
今回のテーマは、 

「合理性」です。 

「合理性」はある辞書によれ

ば、「理性から起こるもの」 
数学では、有限な言葉で表

現できる、「有理数」という

語があります。 

「理性」とは「納得できる

もの、理解、原因」の意味

が含まれます。 

ある意味、 

私たちの動機や原因がどれだけ離

れているかを教えてくれます。 

とされています。 



 

合理性を日常生活で喩えれば、 

「目的からどれくらい離れているか」 

「どのくらいの距離があるか」 

をイメージできます。 

神的なもの自体は人間の心から無限に離れてい

ます。それは霊界には空間と時間がないからで

す。 

神的 
人間的

合理性 

効率 

霊界では何を基準とすればいいのでしょう

か？ 

そこでの価値は？ 

イシュマエルの合理性 

この疑似合理性は人の心の基準に

基づいていて、恣意性を含む人の

感覚には受け入れやすい。多くの

基準が生まれます。 

時間短縮 

ガソリン

節約 

コスト

削減 

人件費抑制 

出費抑制 



 

天界の教えは語ります。 

「合理性とは・・・」 

真理や善に歯向かう悪と偽り

が自分の中にあることに気づ

き、 

さらにそれを除去するか、克服し

たいと思い始めた時に、 

それを感じ取り、

気づかないなら、

たとえ合理性があ

ると思っても、実

際にはありませ

ん。 (天界の秘義

1944) 

合理性は生命を受け、受胎し、

誕生します。 自分は合理

的だ！ 

ratinal 

目的を「全人類を救う」と

いう主の善と真理におけ

ば、 

主への愛 

隣人への愛 

この世での自分の生き方

を、その基準に仕えさせ

ようとするなら、 

合理的人間となります。 

善と真理の知識を持ちながらも、否

定して行わなかったり、理屈をこね

るだけなら、合理的とはいえませ

ん。 

善 

捻じ曲げ 

 

善の実行 



 
この目的を達

成するため、

自分を箍（た

が）で縛りま

す。 

たが 

この自制心、

たが無しに自

由に行動する

なら、 

天界へ達する

目的は達成で

きません。 

自分勝手

にやる！

「 

口で言うことと、行うことが全く違

う人も同じです。 

好き勝手な理屈をこねて、自分の気

に入らないことや人を攻撃します。 

野生のロバが気に入らないものに、 

なんでも噛みつくのと同じです。 

イシュマエルは聖書

の中でみせかけだけ

の合理性を持つ野生

のロバでたとえられ

ています。 

(Gen. 16:12) 

自制心 



 

これらの行動に出る人は、主の善と真理を基準としていません。 

この世では世間体など外

的な絆によってまともな

行いを装っていても 

他生では、彼らは恥も、畏

れも、恐怖心もなく、あら

ゆる悪に突入します。(天界

の秘義 1944) 

しかし、この世で良心を基準とした

合理性に生きた人は違います。 

外的な縛りが取り払われても

健全です。 

彼らは良心という内

的な縛りを持って生

きているからです。 

この縛りによっ

て主は、彼らの

思考を善と真理

の法にとどめま

す。これが彼ら

の合理性です。 

良心 

 



 

 

そして、そこから外部につな

がってゆきます。 (AC2106) 

人間の最奥部分は合理性で

す。 

真の意味では、主は

天地において唯一の

人間でいらっしゃい

ます。 

私たちは主との絆である良

心と合理性を、この世で育

ててゆかねばなりません。 

主からの良心の気づきによっ

て、自分を調整し、善と真理の

生活を送ります。 

天界 

目的 

なりゆきに任せて、そ

の場限りの快楽に身を

ゆだね続ければ、 

人間とはいえ

ません。 



 

イサクの誕生によって、 

アブラハムは二人の跡取りがで

きたことになります。 

二つの異なる合理性は目的が

異なり、同じ家の中、すなわ

ち同じ心の中で、共存するこ

とはできません。 

 

いつかは別れなければなりま

せん。 

二人の間の１４歳の年

の差は、神的合理性の

誕生に紆余曲折があっ

たことを示唆します。 

主は度重なる試練を克服

することで、人間的合理

性を神的なものとなさい

ました。 

その主の試練とは何だったので

しょうか？ 

 

ソドムとゴモラの滅亡の場面ま

で戻らなければなりません。 

 

ソドムとゴモラは主への罪を重

ねて滅亡した町です。 



 

アブラハムはソドムが滅ぼされる知って、

主にとりなしを求めます。 

あなたはほんとうに、正しい

者を、悪い者といっしょに滅

ぼし尽くされるのですか。 

もしや、その町の中に五十人の正しい

者がいるかもしれません。ほんとうに

滅ぼしてしまわれるのですか。その中

にいる五十人の正しい者のために、そ

の町をお赦しにはならないのですか。 

 

 

 

正しい者を悪い者といっしょに殺し、そのた

め、正しい者と悪い者とが同じようになるとい

うようなことを、あなたがなさるはずがありま

せん。とてもありえないことです。全世界をさ

ばくお方は、公義を行うべきではありません

か。 

もしソドムで、わたしが五十人の正しい者

を町の中に見つけたら、その人たちのため

に、その町全部を赦そう。 

私はちりや灰にすぎませんが、あえて主に申し

上げるのをお許しください。 



 

もしや五十人の正しい者に五人不足しているかもしれません。

その五人のために、あなたは町の全部を滅ぼされるでしょう

か。 

 

滅ぼすまい。もしそこにわたしが四十五人を見つけたら。 

もしやそこに四十人見つかるかもしれません。 

 

すると仰せられた。 

滅ぼすまい。その四十人のために。 

また彼は言った。「主よ。どうかお

怒りにならないで、私に言わせてく

ださい。もしやそこに三十人見つか

るかもしれません。」 

 

主は仰せられた。「滅ぼすまい。も

しそこにわたしが三十人を見つけた

ら。」 

 

 

「私があえて、主に申し上げるのを

お許しください。もしやそこに二十

人見つかるかもしれません。」 

 

すると仰せられた。「滅ぼすまい。

その二十人のために。」 

「主よ。どうかお怒りにならないで、今

一度だけ私に言わせてください。もしや

そこに十人見つかるかもしれません。」 

 

 

すると主は仰せられた。 

滅ぼすまい。その十人の

ために。 



 
文字の意味からは、アブラハムから主

へのとしなしです。 

しかし、これは主の神的な

誓いでした。 

主が前に植え込まれた善と真理が少しでも残って

いるなら、その人々を可能なかぎり救うという誓

いです。 

 

そして主は常に

ご自分の誓いを

果たされます。 

本人が主の善と真理を拒

まない限り。 

さて、このとりなしの後、アブラハムの甥

のロトが、ソドムの中での滅亡の場面に会

います。 

ロトは、アブラムのハランからカナンへの旅

を一緒に始めました。しかし、ロトはアブラ

ムと途中で別れ、家族とともにソドムの町に

住みました。 



 

ロトは仁愛の善にはい

るが、外的な礼拝にい

る者を意味します。 

ソドムの破滅は、悪しき者の裁きの前の視察

を意味します。 

主から離れたロトには内的

な霊的悪が増えてゆきま

す。 

しかし表面的な善にのみと

どまっています。 
天界の教えはこう言います。 (天界の秘義 2456) 

しかし主は善によって治められている者と、内に善が

ある真理によって治められている者の両方を、お救い

になります。  

そして、偽りによって治められている者を

も救おうとされます。 

主は決して人類を滅ぼし

ません。 

主は人類を救おうとされますが、自ら滅びの道を

望む者は除きます。主は善と真理そのものである

ため、主なしでは地獄に進まざるをえません。 



 

ソドムからのロトの逃走は、悪の裁きの

前の善の救いを意味します。 

真理への情愛に居る者は救われ

ます。 天界の秘義 2436 

アブラハムは南の地

に向け旅を続け、ア

ビメレク王の支配す

るゲラルに滞在しま

す。 

アブラハムはサラのことを妹と言いま

す。  

するとアビメレ

ク王は使者を送

りサラを迎えよ

うとします。 

すると神が夜、アビメレクの夢におっしゃ

います。召しいれた女のために、汝は死ぬ

彼女は夫がある身であるからだ。 



 

アビメレクはまだ、彼女に近づい

ていなかったので、こう言った。

「主よ。あなたは正しい国民をも

殺されるのですか。彼は私に、

『これは私の妹だ』と言ったでは

ありませんか。そして、彼女自身

も『これは私の兄だ』と言ったの

です。私は正しい心と汚れない手

で、このことをしたのです。」 

今、あの人の妻を返していのちを得なさい。あの人は預言

者であって、あなたのために祈ってくれよう。しかし、あ

なたが返さなければ、あなたも、あなたに属するすべての

者も、必ず死ぬことをわきまえなさい。 

 

アビレメクとは合理的なもの

を目指す信仰の教義です。 

 

これが人間の合理性の性質です。そ

のためみ言葉は人間の理解の能力と

性向に応じて表現されます。天界の

秘義 2520:5 

 

主は信仰の教義を様々な方法

で人間の合理性に分け与えら

れます。 

このように、人は教義を合理的に理解します。しかし、私たちは重要な部分は忘れては

なりません。 



 

信仰の教義は、根本

的に、天的な由来か

ら来ています。 

しかしながら、人類は自分の合理性からく

る考えしか受け入れることができません。 

 

(天界の秘義 2520) 

神的秘義について、

人は自分の合理的な

思考からくる考えし

か構成するものしか

受け入れることがで

きません。 

人は常に自分を魅了する考え、すなわ

ち、世的なものから導くや、そこから

類推できて記憶に残り、思考で再生産

できるものにしか惹かれない。 

主への信頼 

主を出発点にしない考え

は地獄から出てきます。 

この思考は人の持つ教義

を破壊します。  

自分の合理性よ、こ

の教義についてどう

思う？ 



 

アビメレクは、羊の群れと牛の群れと男

女の奴隷たちを取って来て、アブラハム

に与え、またアブラハムの妻サラを彼に

返した。 

これらの出来事は、

最初の合理性が生ま

れた時と 

神的合理性の誕生の間に

起こります。 

 
しかし、内的にはこれら

の試練は主が克服し、人

類の救いのために備えら

れたものです。 

主がこの世にお生まれになったとき、

その魂が神的であったこと以外は、他

の人間と比べて何ら特別のものはあり

ませんでした。 

 
主はこの世で他の子たち

と同じように学び、成長

されました。 

 

 

出発点は私たちと同じ

でしたが、 
主はすべてを完全に

なされました。 



 

これらの試練のすべては、あらゆる想

像を超えるほど熾烈で凄惨なものでし

た。 

主は全地獄と戦われます。（そして全天界とも） 

主はすべての闘いを克服し、地獄を

征服されます。 

そして、ついに人間性を神的なもの

になさいました。 

 

そして、その合理的なものも神的なものとなさいま

す。  

そして栄化によって、主の道

に従う者をお救いになりま

す。  

主は全人類を愛

し、すべての試練

を、全人類の救済

とあがないのため

克服されました。 

主はその目的のために戦われ

たのです。 

 



 

神性 

結 び つ き の 時 で

す。主の神性が、

その人間性と結ば

れた時、同じこと

ですが合理性と結

ばれた時です。 (天

界の秘義 2636) 

イサクの誕生は、 

神的合理性の誕生

の時です。  

神的合理性と人間の合理性

は共存できません。 

人間の合理性は神的合理性を理解す

ることができません。 

人 間

umHum

anan アブラハムはイサ

クが乳離れした時

盛大な祝宴を催し

ます。 

その時、サラはエジプトの奴

隷女とその子を追い出せとア

ブラハムに言います。  



 

この奴隷女とその子は跡

取りであってなりませ

ん。 

跡取りはイサクです。 

サラはエジプト人ハガルの子が、自分がアブラハムに

生んだ子をあざ笑っていたのを見たからです。 

文字の意味では、これ

は家族間の主導権争い

のように見えます。 
文字の意味とは異

なる意味がありま

す。 

 

「エジプト人ハガル」とは記憶知

の情愛です。 

(天界の秘義 2652) 

外的そして自然的記憶のすべては「記憶

知」と呼ばれます。（天界の秘義 9922） 

それらは外的な世界に向けられたあらゆる

種類の情報で、主と天界には向けられませ

ん。 

external 



 

記憶知の情愛は、世の外

的な事柄への情愛です。 

外的 

ほとんどの人は

そのような外的

情愛を持ってい

ます。 

娯楽 

蒐集 

知識 

来世では時間や空

間 な ど な い ん だ

よ。 

最小のものが最大

のものなんだ。 

彼らはその世界には触

ることができないので

想像できません。 
想像できない！ 

彼らは外的な事柄しか考え

ません。 

私たちは時間と空間の制約の中にいるから

です。しかしそれは私たちの幻想にしかす

ぎません。 

この世にいるとしても霊は霊界

で存在しています。 

いいアイ

デア 
悪いアイ

デア 

そして、 

人間の合理性は、内的な思考を理解できず、

あざ笑います。 

人間の

合理性 



 

あざ笑うだけではな

く、敵意を持ちます。 

人間の合理性は神的な合理性

に敵意を抱きます。神的合理

性とは共存できません。 

主はその人間性を栄化されま

した。母親からの合理性は追

放されます。. 

神性

ne 人間 

神的真理は、記憶知の情愛からくる人間の合理性を追

放します。 

サラは神的善の妻である神的

真理を表します。 

善と真理の間に

は結婚がありま

す。 

神はアブラハムにおっ

しゃいます。その少年

と、あなたのはしため

のことで、悩んではな

らない。サラがあなた

に言うことはみな、言

うとおりに聞き入れな

さい。イサクから出る

者が、あなたの子孫と

呼ばれるからだ。 

これが神的なものから人

間的合理性の別れです。 



 

真に合理的なものは内

なる人間に属します。 

すべての人にある内

なる人は、主おひと

りに属します。主は

与える善と真理をそ

こに蓄積されるから

です。  天界の秘義

1707 

内なる人 外なる人 

人はすべて隣人に

善を行うため生ま

れた。 

 

人が主に仕えるな

ら、内なる人が主

導する。 

すべての人は主

が与える内なる

人を持っていま

す。 

外なる人は、内なる人

の善意を実行する。 

 

しかしもし悪を行うな

ら、外なる人が 主導す

る。 

正確には、内なる人は主と善を愛する天的な

人です。 

最初は。人間は天的で、最古代教会に属して

いました。 

彼らは主から認識力を与えられ、善

と善を源する真理を認識していまし

た。 

しかし、堕落してその能力を失ってし

まいます。 



 

合理性とは、主

から善と真理を

感知する能力で

す。  

主から善と真

理を認識する

力。 

天的な教会の時代 

(最古代教会) 

天的教会の堕

落 

天的教会の滅亡 

ノ ア の

箱舟 

霊的教会の設立 

良心の認識力は、天的教会よりも曖昧です。 

しかし、主は私たちを良心によって善と真理に導かれま

す。 

天的教会の堕落の後、主は新

しい教会（霊的教会）と良心

を与えられます。 



 

主は試練のすべての闘いを通して、すべてを克

服され悪と偽りを根絶させられました。 

主は神的合理性を自らのお力で獲得なさいました。そして私たちにも真の目的を得

て、歩んで行く合理性を与えられます。 

 



 

神的合理性の誕生は全人類の救済とエホバと主の結合とい

う目的の確立とも見ることができます。  

主はそれをご自身

の 中 で 可 視 化 し

て、実現されまし

た。 

神的なものからは遠く離れては

いますが、それを育て、前に進

みます。 

 

私たちは主に従う道を開き、霊的教

会になるよう努めます。 

しかし、主の助けなしには、地

獄の悪を屈服させることはでき

ません。 

この目的を達成するため

には、主の善と真理を自

分のものとしなければな

りません。 

主が身をもって示されたよう

に、悪を罪として断ち、善を行

います。 

主の導きに従い、前進します。 



 

ゴクゴク 

もぐ

もぐ 

そして私たちのうちにある

霊的教会はゆっくり育って

ゆきます 



or I will make him a great nation. 

恐れてはい

けない。 



 

行ってあの少年を起こし、

彼を力づけなさい。 

わたしはあの子を大いなる

国民とするからだ。 


