
新・聖書の学び（17）創造の御霊 

1 

第６章  聖霊論 
Pnumatology 

 

聖 霊 （The Holy Spirit ←to. a[gion pneu/ma） 

聖なる「 息
プニューマ

」であり、「 風
プニューマ

」であり、「 霊
プニューマ

」である。 

 

創造の御霊 : 

はじめに神は天と地とを創造された。地は形なく、むなしく、やみが淵のおもてにあり、神の霊が水の

おもてをおおっていた。                                           （創世記 1:1-2 口語訳） 

 

初めに、神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いて

いた。                                                                 （同 新共同） 

 

In the beginning God created the Heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and 

darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 

    (Gen1:1-2, KJV) 

 

人の魂と霊 （soul and spirit） :  

主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった。 

                                                                    （創世記 2:7） 

And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of 
life; and man became a living soul.                                           (Gen 2:7, KJV) 

 ruwach  (breath; air; strength; wind; breeze; spirit; courage; temper)  ֣רּוַח

ֶ֥נֶפׁש   nephesh  (soul, self, life) 

 

天地創造のはじめの御霊は、創造のエネルギーとなって、そのはじめから今に至るまで、全宇宙の創造的

進化に携わっている。 

 

存在するすべてのものを在らしめる神 
Yahweh: The One who causes all things to be 

神はモーセに言われた、「わたしは、有って有る者」（“I AM WHO I AM. ”）また言われた、「イスラエル

の人々にこう言いなさい、『「わたしは有る」というかたが、わたしをあなたがたのところへつかわされまし

た』と」 。                                                            （出エジプト 3:14） 

    

エゼキエル 37:1-10 枯れた骨の幻 

 

御霊のはたらき： 
キリストを指し示す（the Counselor）： 

しかし、助け主（ ò para,klhtoj）、すなわち、父がわたしの名によってつかわされる聖霊は、あなたがたにすべての

ことを教え、またわたしが話しておいたことを、ことごとく思い起させるであろう。わたしは平安をあなたがたに残して

行く。わたしの平安をあなたがたに与える。 わたしが与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなたがたは

心を騒がせるな、またおじけるな。                                      （ヨハネ14:26-27） 
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わたしが父のみもとからあなたがたにつかわそうとしている助け主、すなわち、父のみもとから来る真理

の御霊が下る時、それはわたしについてあかしをするであろう。                  （ヨハネ 15:26） 

 

And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever. (John 14:16) 

                                                                                     

When the Counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out 

from the father, he will testify about me.                                        (John 15:26) 

 

But I tell you the truth; It is for your good that I am going away. Unless I go away, the Counselor will 

not come to you; but if I go, I will send him to you.                                 (John 16:7) 

 

霊と水による新生（born anew）： 

よくよくあなたに言っておく。だれでも、水と霊とから生れなければ、神の国にはいることはできない。肉

から生れる者は肉であり、霊から生れる者は霊である。あなたがたは新しく生れなければならないと、

わたしが言ったからとて、不思議に思うには及ばない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞く

が、それがどこからきて、どこへ行くかは知らない。霊から生まれる者もみな、それと同じである。 

                                                                   （ヨハネ 3:5-8） 

主の油そそぎ、よろこびの油（the oil of gladness）：     

主なる神の霊がわたしに臨んだ。これは主がわたしに油を注いで、貧しい者に福音を宣べ伝えること

をゆだね、わたしをつかわして心のいためる者をいやし、捕われ人に放免を告げ、縛られている者に

解放を告げ、主の恵みの年とわれわれの神の報復の日とを告げさせ、また、すべての悲しむものを慰

め、シオンの中の悲しむ者に喜びを与え、灰にかえて冠を与え、悲しみにかえて喜びの油を与え、憂

いの心にかえて、さんびの衣を与えさせるためである。                   （イザヤ 61-1-2） 

 

神の愛のそそぎ（love of God）：     

それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら、患難は忍耐を生み出し、忍耐は練達を生み出し、

練達は希望を生み出すことを、知っているからである。そして、希望は失望に終ることがない。なぜなら、

わたしたちに賜っている聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからである。 

                                                                       （ロマ 5:3-5） 

霊感（inspiration）： 

聖書は、すべて神の霊感を受けて書かれた（God-breathed）ものであって、人を教え、戒め、正しく、義

に導くのに有益である。                                      （Ⅱテモテ 3:16） 

 

神の神秘をあきらかにする（spiritual mysteries）： 

そして、それを神は、御霊によってわたしたちに啓示して下さったのである。御霊はすべてのものをき

わめ、神の深みまでもきわめるのだからである。いったい、人間の思いは、その内にある人間の霊以外

に、だれが知っていようか。それと同じように神の思いも、神の御霊以外には、知るものはない。ところ

が、わたしたちが受けたのは、この世の霊ではなく、神からの霊である。それによって、神から賜わった

恵みを悟るためである。この賜物について語るにも、わたしたちは人間の知恵が教える言葉を用いな

いで、御霊の教える言葉を用い、霊によって霊のことを解釈するのである。    （Ⅰコリント 2:10-13） 

 


