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複合の霊

（出エジプト結晶の学び＃34より）

Ⅰ．複合の膏油に関する啓示は、出エジプト記第30章の終わりあたり、神の住まいと祭司の体系が啓示さ
れた後に与えられました。このことが示しているのは、複合の膏油（複合の霊を予表する）がもっぱら一つ
の目的のため、すなわち、神の住まいと神の祭司の体系を油塗るためであるということです。
出30:25 あなたはそれを聖なる塗り油に、すなわち香油を調合する者のわざにしたがって複合して、か
おり高い膏油に作らなければならない．それは聖なる塗り油である。26 それをもって、あなたは次のもの
に油塗らなければならない．すなわち、集会の天幕と証しの箱、27 また机とそのすべての器具、また燭
台とその器具、また香壇、28 また全焼のささげ物の祭壇とそのすべての器具、また洗盤とその台である。
30 あなたはアロンとその子たちに油を塗り、彼らを聖別して、私に祭司として仕えさせなければならない。
Ⅰペテロ2:5 あなたがた自身も生ける石として、霊の家に建造されていきながら、聖なる祭司の体系と
なって、イエス・キリストを通して、神に受け入れられる霊のいけにえをささげなさい。
Ⅱ．すべてを含む、手順を経た、複合の霊は、神の霊のすべての面の集大成、総合計です：

イエスの霊には人性、人の生活、十字架の要素があります。キリストの霊には復活の要素があります。イ
エス・キリストの霊には人性、人の生活、十字架、復活のすべての要素の満ちあふれる供給があります。
命の霊には神聖な命の豊富があります。命を与える霊は神聖な命を分け与えるためです。主なる霊には
昇天と主権の要素があります。恵みの霊は、神聖な豊富を私たちの享受として私たちに供給するためで
す。七つの霊は七倍の強化のためです。最後に、その霊は前述の称号のすべての要素を含みます。で
すから、その霊はすべてを含む霊です。これは、その霊が神の霊のすべての面の集大成、総合計である
ことを意味します。

Ａ．神の創造において、神の霊は神性の要素を伴って活動的でした。「そして、神の霊が水の面を覆い
抱いていた（創1:2後半）」 ：
１．神の霊は命の霊として来て、死の水を覆い抱いて命を生み出し、神の定められた御旨のために特に人
を生み出しました。霊的な経験において、その霊が来ることは命を生み出すための第一の条件です。
創1:26 それから、神は言われた、「われわれのかたちに、われわれの姿にしたがって、人を造ろう．
そして彼らに、海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這(は)うすべての這うものを治めさせよう」。
ヨハネ6:63 命を与えるのはその霊である．肉は何の役にも立たない．私があなたがたに語った言葉
は霊であり、命である。
２．被造物は神の霊によって生み出され、神の霊には神性の要素がありました。ですから、ローマ第1
章20節によれば、被造物は神の永遠の力と神性の特徴を現します。
ローマ1:20 神の見えない永遠の力と神性の特徴は、世界が創造されて以来、明らかに見られており、
造られた物によって認められているので、彼らには弁解の余地がありません．
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Ｂ．神と人との関係において、エホバの霊には神聖な三一の要素があります：
１．創世記第2章において、「エホバ」は、神が人と接触する時に用いられる称号です。それは神と人との
関係を指しています。
創2:4 これらが、天と地が創造された時の経緯である。エホバ・神が地と天を造られた日に、5 地に
はまだ野の草木もなく、野の草類もまだ芽を出していなかった．それはエホバ・神が地上に雨を降ら
せず、土地を耕す人もいなかったからである．7 そして、エホバ・神は土のちりで人を形づくり、その
鼻の中に命の息を吹き込まれた．すると人は生きた魂となった。8 そして、エホバ・神は東のほうのエ
デンに園を植えられた．そして彼は形づくった人をそこに置かれた。
２．「エホバ」は、「私は、『私はある』である」を意味します。これはエホバが自ら存在し、永遠に存在する
永遠の方、すなわち、昔おられ、今おられ、将来永遠におられる方であることを指しています。
出3:14 神はモーセに言われた、「私は、『私はある』である」。また彼は言われた、「イスラエルの子た
ちにこう言いなさい、『「私はある」が、私をあなたがたに遣わされた』」。
啓1:4 ヨハネがアジアの七つの召会に書き送る．恵みと平安があなたがたにあるように．今おられ、
昔おられ、やがて来ようとしておられる方から、また彼の御座の前の七つの霊から、
３．エホバは、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、すなわち、三一の神です。
出3:15 神はさらにモーセに言われた、「イスラエルの子たちにこう言いなさい、『エホバ、あなたがた
の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神が、私をあなたがたに遣わされた』。これが
永遠に私の名であり、これが代々にわたって私の記念である。
４．旧約において、神が来て民と接触したときはいつでも、彼は三一の神の要素のエキスとしてのエホバ
の霊でした。
士3:10 エホバの霊が彼の上に臨んだので、彼はイスラエルを裁いた。彼が出て行って戦うと、エホ
バはアラムの王クシャン・リシャタイムを彼の手に渡された．そこで彼の手は、クシャン・リシャタイム
に対して強かった。
サムエル上16:14 さて、エホバの霊はサウルを離れ、エホバからの悪霊が彼を襲うようになった。
サムエル下23:2 「エホバの霊は私を通して語り、彼の言葉は私の舌の上にあった。
イザヤ11:2 そして、エホバの霊が彼の上にとどまる．それは、知恵と聡明の霊、助言と勢力の霊、エ
ホバを知る知識とエホバを畏れる霊である。
63:14 家畜が谷に下って行くように、エホバの霊は彼らを憩わせられた」。こうしてあなたはあなたの
民を導いて、あなた自ら栄光の御名を立てられたのです。
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Ｃ．新約において、神の霊に対する最初の神聖な称号は、「聖霊」であり、それは聖なる神聖な性質を
伴っています：

霊は神の性質、神のパースンの性質を指しており、聖は神の性質の属性を指しています。神の性質
は聖です。肉体と成ることは、神の性質を人の中へともたらす事柄です。神は、彼の選ばれた民を神聖
な性質において聖として、彼が聖であるように、彼らが聖となることを願われました。

１．そのような称号は、旧約では用いていません（詩篇第51篇11節とイザヤ書第63章10節から11節の
「聖霊」（キング・ジェームズ訳）は、「聖別の霊」と訳されるべきです）。
詩51:11 私をあなたの御顔から投げ捨てず、あなたの聖別の霊を私から取り去らないでください。
イザヤ63:10 しかし、彼らは逆らい、彼の聖別の霊を悲しませた．それゆえ、彼は翻って彼らの敵と
なり、彼らと戦われた。
２．救い主が来るための道を備えることは、彼の先駆者が母の胎にいる時から聖霊で満たされることを
必要としました。それによって彼は人々を神以外のすべてのものから分離して神へと帰し、彼の定め
られた御旨のために彼らを聖とならせ、神へと帰することができました。
ルカ1:15 彼は主の御前で大いなる者となる．彼はぶどう酒や強い酒を決して飲まない。また母の胎
内にいる時から、すでに聖霊で満たされており、
３．救い主のために人の体を準備することは、聖霊が神聖な性質を人性の中へと分け与え、人を性質
において聖とならせ、神の贖いの計画を完成することを必要としました。
ルカ1:35 御使いは彼女に答えて言った、「聖霊があなたに臨み、いと高き方の力があなたを覆うで
しょう．それゆえ、生まれる聖なるものは、神の子と呼ばれます。
マタイ1:18 さて、イエス・キリストの由来はこうであった．彼の母マリアは、ヨセフと婚約していたが、
彼らが一緒になる前に、聖霊から身ごもっていることが見いだされた。
４．新約における性情の聖別は、私たちを地位において聖とならせるだけではなく、神が聖であるように、
私たちを性質において聖とならせます。

新約における聖別は、私たちを単に地位において聖とならせるだけでなく、性質においても聖とな
らせます。それは神が聖であるように、私たちを性質において聖とならせます。ですから、私たちは、
聖霊には聖なる神聖な性質の要素があると言うのです。
Ⅰペテロ1:15 あなたがたを召してくださった聖なる方にしたがい、あなたがた自身もすべての生活様
式において聖となりなさい．16 というのは、「私が聖であるから、あなたがたも聖となるべきである」と
書かれているからです。
ローマ6:19 …あなたがたは、自分の肢体を奴隷として不潔と不法にささげて不法に至ったように、今
や自分の肢体を奴隷として義にささげて、聖別に至りなさい。
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Ｄ．キリストの復活の前、その霊はまだなく、その霊はまださらに多くの要素と複合されていませんでした：
１．ヨハネ第7章39節は言います、「イエスはこれを、彼の中へと信じる者たちが受けようとしているその霊につ
いて言われたのである．まだイエスの栄光が現されていなかったので、その霊はまだなかったからである」：
ａ．イエスがこの言葉を語った時、イエスの栄光が現されていなかったので、他の要素と複合されて
いるその霊は「まだなかった」のです。イエスが復活した時、彼の栄光が現されました。
ｂ．この霊が神の霊であった時、彼は神聖な要素だけを持っていました。彼がキリストの肉体と成るこ
と、十字架、復活を通して、イエス・キリストの霊と成った時、彼は神聖な要素と人の要素の両方を
持っており、キリストの肉体と成ること、十字架、復活のすべての本質と実際を伴っていました。この
ゆえに、彼は今や複合の霊、すべてを含むイエス・キリストの霊であるのです。
使徒16:7 彼らがムシヤに来た時、ビテニヤに入って行こうとしたが、イエスの霊が彼らを許さなかった。
２．キリストは最後のアダムとして、復活を通してまた復活の中で、命を与える霊、栄光を現したイエスの
霊、複合の霊と成って、彼の信者たちの中へと入って彼らの中へと流れ込み、生ける水の川々として
彼らから流れ出ました。Ⅰコリント15:45 …最後のアダムは、命を与える霊と成ったのです。
Ｅ．ヨハネの文書は、その霊が実際の霊であることを啓示しています：
ヨハネ16:13 しかし彼、すなわち実際の霊が来る時、あなたがたをすべての実際へと導く．
１．その霊は実際です。父なる神と子なる神が何であるかの実際化として、彼は私たちをすべての実際
へと導きます。
２．父なる神であるすべて、また父なる神が持っているすべては、御子の中に具体化されています。御子で
あるすべて、また御子が持っているすべては、その霊を通して信者たちに実際として明らかにされます。こ
のゆえに、それは三一の神が信者たちの中へと造り込まれ、信者たちとミングリングされる事柄です。
Ｆ．イエスの霊にはキリストの人性、人の生活、十字架の要素があります：
１．イエスの霊は、苦難に対する十分な力を伴う人の霊です。
２．私たちの中には人なるイエスの霊が住んでいます。それによって私たちは正常な人の生活を生き
ることができ、その苦難に耐えることができます。
Ｇ．ローマ第8章9節のキリストの霊には、復活の要素があります：
ローマ8:9 …もしだれでもキリストの霊を持っていないなら、その人はキリストのものではありません。
１．キリストの霊は、すべてを含むキリストと彼のすべてを含む死と復活の総合計、集大成です。
２．キリストの霊によって、私たちはキリストの復活の命と力、彼の超越、彼の王として支配する権威にあ
ずかります。
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Ｈ．ピリピ第1章19節のイエス・キリストの霊は、三一の神の複合の、すべてを含む、命を与える霊です：
ピリピ1:19 あなたがたの祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ちあふれる供給を通して、
１．私たちは主の人性を経験するために、イエスの霊を必要とします。私たちは主の復活の力を経験す
るために、キリストの霊を必要とします。
２．パウロは苦難を受けた時、主の人性における苦難と主の復活の両方を経験しました。キリストの人の
生活と復活を経験し享受していたパウロのような人にとって、そのような霊には満ちあふれる供給があ
り、満ちあふれる供給でさえあります。
Ｉ．その霊は、神聖な命の豊富を伴う命の霊であり、神聖な命の分け与えを伴う命を与える霊です：

命を持つ道はその霊です。命はその霊に属し、その霊は命から出ています。この二つは実は一つで
す。私たちは命をその霊から分離し、その霊を命から分離することはできません。主イエスご自身が言
われました、「私があなたがたに語った言葉は霊であり、命である」（ヨハネ6:63）。主はここでその霊と命
を結び付けておられます。その霊を持つなら、命を持ちます。…ですから、神聖な、永遠の、非受造の
命を経験する道は、命の霊です。

ローマ8:2 なぜなら、命の霊の法則が、キリスト・イエスの中で、罪と死の法則から、わたしを解放した
からです。Ⅱコリント3:6 …なぜなら、文字は人を殺しますが、その霊は人に命を与えるからです。
１．命の霊は命の実際です。なぜなら、その霊ご自身が命であるからです。
２．その霊は、私たちの中で動き、働き、生きて、私たちの全存在の中へと命を分け与えています。
Ｊ．その霊はまた、主なる霊と呼ばれています：
Ⅱコリント3:18 しかし、私たちはみな、主の栄光をおおいのない顔をもって、鏡のように見つめ､そして反映し
て、栄光から栄光へ、主と同じかたちへと徐々に造り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。
１．その霊のこの面には主の身分の要素が含まれています。主なる霊の中には昇天と主の身分の要素
があります。
２．このことは、主なるキリストがその霊であり、その霊が主なるキリストであることを強力に証明し、確証します。
Ⅱコリント3:17 そして主はその霊です．そして主の霊のあるところには、自由があります。
Ｋ．複合の霊はまた恵みの霊であり、三一の神の享受の要素を伴っています：
１．その霊が恵みの霊であることが意味するのは、三一の神が御子の中でその霊として私たちの享受と
なることです。
２．恵みの霊にあずかることは、恵みとしてのその霊にあずかることです。
Ⅱテモテ4:22 主があなたの霊と共におられますように。恵みがあなたと共にありますように。
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Ｌ．七つの霊は、七倍に強化された霊であり、堕落した召会を命の木、隠されたマナ、豊かな宴席としての
ご自身に対する享受へと連れ戻して、神の永遠のエコノミーを終結させます：
啓1:4 ヨハネがアジアの七つの召会に書き送る．恵みと平安があなたがたにあるように．今おられ、昔お
られ、やがて来ようとしておられる方から、また彼の御座の前の七つの霊から、
3:20 見よ、私は戸口に立って、たたいている．だれでも私の声を聞いて戸を開くなら、私は彼の所に
入って行き、彼と共に食事をし、彼は私と共に食事をするであろう。
１．実質と存在において、神の霊は一です。強化された機能と神の活動の働きにおいて、彼の霊は七倍
です。それはゼカリヤ書第4章2節の燭台のようです。すなわち、それは存在において一つの燭台です
が、機能においてそれは七つのともし火です。ゼカリヤ4:2 …私は言った、「私が見ていると、見よ、す
べて金でできた一つの燭台があって、その頂に鉢があり、その燭台の上に七つのともし火があり、そ
の頂にあるともし火にそれぞれ七つの管があります。
２．七つの燃える火のともし火としての七つの霊は、照らし、燃やすためですが、小羊の七つの目として
の七つの霊は、観察し、探り、注入するためです。主が私たちを照らし、裁くとき、彼は私たちを見つめ、
彼の目としての七つの霊を通して、彼はご自身を私たちの中へと注入して私たちを造り変えます。
啓4:5 …七つの火のともし火が、御座の前で燃えていた．この七つの火のともし火は、神の七つの霊
である．5:6 …七つの目があった．それは全地に遣わされた神の七つの霊である。
３．キリストの強化の時期の務めは、彼の有機的な救いを強化し、勝利者を生み出し、新エルサレムを究
極的に完成します。
Ｍ．栄光の霊は、神ご自身の霊であって、迫害の中で苦難を受けている信者の上で安息しており、今や栄
光の中にあり、復活し高く上げられたキリストの栄光を現します。
Ⅰペテロ4:13 むしろ、あなたがたは、キリストの苦難にあずかった程度に応じて喜びなさい．それは、彼の栄光
の出現の時に、あなたがたも大いに歓喜するためです。14 キリストの御名の中でそしられるなら、あなたがたは
幸いです．なぜなら、栄光の霊、すなわち神の霊が、あなたがたの上にとどまってくださるからです。
Ｎ．最終的に、神の霊は「その霊」、複合の霊です。その霊は、神の霊のすべての称号の総合計、集大成
です。このゆえに、その霊はすべてを含む、手順を経た、複合の霊です：
啓22:17 その霊と花嫁が言う、「来たりませ！」。…
１．この霊、すなわち、複合の霊は、神の霊、エホバの霊、聖霊、実際の霊、イエスの霊、キリストの霊、イ
エス・キリスト霊、命の霊、命を与える霊、主なる霊、恵みの霊、七つの霊、栄光の霊です。
２．「その霊」、複合の霊は、神の新約エコノミーの独特で最大の祝福です。
エペソ1:3 ほむべきかな．私たちの主イエス・キリストの神また父．この方はキリストの中で、天上にあ
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る霊のものであるあらゆる祝福をもって、私たちを祝福してくださいました．

経験：ビジネス・ライフ編
① 「その霊」、複合の霊は、神の新約エコノミーの独特で最大の祝福です。

啓示録でヨハネは「神の霊」、「主の霊」、「聖霊」という称号を用いていません。啓示録にはその霊について
二つの称号だけが用いられています。それは「七つの霊」と「その霊」です。
神はアブラハムに福音を宣べ伝えたとき、彼にその霊を約束されました。…ガラテヤ人への手紙第3章14節
には神の霊、主の霊、あるいは聖霊はありません。この節にはその霊があります。なぜなら、その霊は神によっ
てアブラハムに約束された新約エコノミーの独特の祝福であったからです。これは、神がアブラハムにその霊の
福音を宣べ伝えたことを意味します。

ガラテヤ3:14 それは、アブラハムの祝福が、キリスト・イエスの中で異邦人に及ぶためであり、私たちが信仰
を通して、約束されたその霊を受けるためなのです。
② 在職者としてあなたは、神の新約エコノミーの最大の祝福が「その霊」、「聖なる塗り油」、「複合の霊」、「イエス・
キリストの霊」であり、それはすでにあなたの中に住んでおり、日ごとにあなたの内側を油塗っていることを認識
してください。旧約の時代、「エホバの霊」がイスラエルの民とともにあり、この霊のゆえにイスラエルの民は敵に
打ち勝ちました。また、エホバの霊は、彼らにとって、知恵と聡明の霊、助言と勢力の霊でした。しかし今日、そ
の霊は、単にエホバの霊であるだけではありません。その霊は、三一の神が人となって、人生を経験し、死と復
活を経過して、究極的に完成されたすべてを含む霊です。ですからその霊は、今日あなたにとって、知恵、聡
明さ、助言、勢力だけでなく、建造のためのイエスの卓越した人間性、罪と罪から派生するあらゆる問題を対
処する力、サタンの力である死を打ち破る復活の大能、あらゆるものを超越する昇天、などを含んでおり、あな
たのあらゆる必要に応じることができます。今、その霊は究極的に完成されているので、あなたはそれを単純
に受け入れ、享受することができるのです。ビジネス・ライフのあらゆる困難な局面で、あなたが自分の霊を活
用し、主の御名を呼び求めるなら、あなたは新約の最大の祝福であるその霊で満たされ、満ち満ちた供給を
受けて、喜びを維持し、困難を克服するだけでなく、機会（opportunity）に転換することができます。
③ 啓5:6 …七つの目があった．それは全地に遣わされた神の七つの霊である。
FN「七つの目」：目は観察と探り求めのためです。贖いの小羊としてのキリストは、七つの観察し探り求める目を
持っておられます。それは、宇宙で神の裁きを執行し、神の永遠の定められた御旨を成就するためです。
④ 最後の時代に、世の中はますます堕落していっているので、堕落に対抗して、その霊は七つの霊と成り、機能
において七倍に強化される必要がありました。また、この七倍の霊は七つの目であり、あなたの内側を見つめ、
探り、内側のさまざまな隠れた罪を暴露します。あなたはこの暴露に開き、自分の罪、弱さ、欠点を告白すれば、
あなたは七倍に強化された霊によって増強され、力強い証しを持った在職者となることができます。それは、あ
なたが単に成功したビジネス・パースンになるためではなく、兄弟姉妹とともに、召会を建造し、神の御旨を完
成するためです。ハレルヤ！
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196 その霊の豊満―イエス・キリストの霊
いまやかみのれいは, 主イェス・キリストのれい;
死と復かつのしん・人, 栄光受けたそのれい。
昇天した主イェスより, その霊,わが霊にくだり,
かれの実さいすべて, わがけいけんとなす。
イェス・キリストの霊は, すべてのせい分ふくむ;
しん性,じん性があり, 人生,えいこうがある。
死のこうのうと苦難, 復かつのたい能,しょう天,
御座,権威,おうこくも, みなその霊はふくむ。
すべての成分持つ霊, わが霊にあり運こうす;
かれのあぶら塗りで, 主のほう富きょう受す。
すべてふくむれいは, われのすべての秘けつ;
わがうちではたらき, かみをすべてとなす。

1.
2.

3.
4.
5.
6.

圣灵的丰满─耶稣基督的灵
今日我们神的灵，成了耶稣基督灵；
死而复活的神人，得荣升天，此灵成。
从那升天的耶稣，这灵降到我灵里，
使祂一切的实际，都成我们的经历。
这个耶稣基督灵，包含一切的成分；
神、人二性其中存，人生、神荣也藏隐。
死的功能及受苦、复活大能并升天、
宝座、权柄和国度，全都在这灵中含。
凭这一切的成分，这灵运行在我灵；
藉祂膏油的涂抹，我得享受主丰盛。
这个包罗万有灵，是我一切的秘诀；
多方作工在我里，使神作我的一切。

242 FULNESS OF THE SPIRIT-AS THE SPIRIT OF JESUS
1 The Spirit of God today
4 The suff’ring of human life,
The Spirit of Jesus is,
Effectiveness of His death,
The God-man who died and rose,
His rising and reigning too
Ascending to glory His.
Are all in the Spirit’s breath.
2 ’Tis from such a Jesus came
5 With all these components true
The Spirit of Jesus to us,
His Spirit in us doth move,
To make His reality
And by His anointing full
Experience unto us.
The riches of Christ we prove.
3 The Spirit of Jesus has
6 This Spirit of Jesus doth
All elements human, divine,
Encompass both great and small;
The living of man in Him
Inclusively He doth work
And glory of God combine.
In us, making God our all.
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