
「すべての生き物に対する責任」

“Responsibility Toward All Creation”

創世記1:28
Genesis 1:28



神は彼らを祝福して言われた。
「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。
海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物を
すべて支配せよ。」（創世記1:28）





And God blessed them. And God said to them, 
“Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue 
it, and have dominion over the fish of the sea and over 

the birds of the heavens and over every living thing 
that moves on the earth.” (Genesis 1:28 ESV)





１.支配せよ。（創世記1:28）

Have Dominion Over. (Gen. 1:28)

神は彼らを祝福して言われた。
「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。
海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物を
すべて支配せよ。」（創世記1:28）

And God blessed them. And God said to them, 
“Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue 
it, and have dominion over the fish of the sea and over 

the birds of the heavens and over every living thing 
that moves on the earth.” (Genesis 1:28 ESV)



「海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物を

すべて支配せよ。」（創世記1:28）

Radah = 「支配する」「統治する」
憐れみに富んだ支配。他の存在に対する

責任。平和と繁栄。

“and have dominion over … every living thing 
that moves on the earth.” (Genesis 1:28 ESV)

Radah = “have dominion” “rule”

Compassionate rule. Responsibility for 
others. Peace and prosperity.



２.すべての被造物は、

神の民と共に神を賛美している。

「天は神の栄光を語り告げ、大空は
御手のわざを告げ知らせる。」

（詩編19:1/新改訳）

「天よ、喜び祝え、地よ、喜び躍れ。海とそ
こに満ちるものよ、とどろけ。野とそこにある
すべてのものよ、喜び勇め。森の木々よ、
共に喜び歌え。」（詩編96:11～12）



２.すべての被造物は、

神の民と共に神を賛美する。

「野の獣よ、すべての
家畜よ。地を這うもの
よ、翼ある鳥よ。・・・
主の御名を賛美せよ。
主の御名はひとり高く、
威光は天地に満ちて

いる。」
（詩編148:10～13）



2. All Creation is Praising God with People of God.

“The heavens declare the glory of God; 
the skies proclaim the work of his 

hands.” (Psalm 19:1)

“Let the heavens rejoice, let the earth be 
glad; let the sea resound, and all that is in it. 

12 Let the fields be jubilant, and everything 
in them; let all the trees of the forest sing 

for joy. 13 Let all creation rejoice before 
the Lord, for he comes.” (Psalm 96:11-12)



2. All Creation is Praising God with People of God.

“Wild animals and all 
cattle, small creatures 

and flying birds,…
Let them praise the 
name of the Lord,

for his name alone is 
exalted.” 

(Psalm 148:10-13)



「世界が造られたときから、目に見え
ない神の性質、つまり神の永遠の力
と神性は被造物に現れており、これ
を通して神を知ることができます。
従って、彼らには弁解の余地があり

ません。」(ローマ1:20）

自然の全てを通して
創造主なる神を知ることができる。







“For since the creation of the world 
God’s invisible qualities—his eternal 
power and divine nature—have been 
clearly seen, being understood from 
what has been made, so that people 
are without excuse.” (Romans 1:20)

We Can Know The Creator God 
Though All The Nature.









「また目を上げて天を仰ぎ、太陽、月、
星といった天の万象を見て、これらに惑
わされ、ひれ伏し仕えてはならない。そ
れらは、あなたの神、主が天の下にい
るすべての民に分け与えられたもので

ある。」（申命記4:19）





知恵の書13：1～4，9 

「神を知らない人々は皆、生来むなしい。彼
らは目に見えるよいものを通して、存在その
ものである方を知ることができず、作品を前に
しても作者を知るに至らなかった。かえって火
や風や素早く動く空気、星空や激しく流れる
水、天において光り輝くものなどを、宇宙の支
配者、神々と見なした。その美しさに魅せられ
て、それらを神々と認めたなら、それらを支配
する主が、どれほど優れているかを知るべき
だった。美の創始者がそれらを造られたから
である。↓



もし宇宙の力と働きに心を打たれたなら、
天地を造られた方がどれほど力強い方で
あるか、それらを通して知るべきだったの
だ。・・・宇宙の働きを知り、それを見極め
るほどの力があるなら、なぜそれらを支
配する主を、もっと早く見いだせなかった
のか。」

（知恵の書13：1～4，9）





“And when you look up to the sky and 
see the sun, the moon and the stars—

all the heavenly array—do not be 
enticed into bowing down to them 

and worshiping things the LORD your 
God has apportioned to all the nations 

under heaven.” (Deuteronomy 4:19)





Book of Wisdom 13:1-4, 9

“Anyone who does not know God is simply foolish. 
Such people look at the good things around them and 
still fail to see the living God. They have studied the 
things he made, but they have not recognized the one 
who made them. 2 Instead, they suppose that the 
gods who rule the world are fire or wind or storm or 
the circling stars or rushing water or the heavenly 
bodies. 3 People were so delighted with the beauty of 
these things that they thought they must be gods, but 
they should have realized that these things have a 
master and that he is much greater than all of them, 
for he is the creator of beauty, and he created them…



4 Since people are amazed at the power of 

these things, and how they behave, they 

ought to learn from them that their maker 

is far more powerful…. 9 If they had enough 

intelligence to speculate about the nature 

of the universe, why did they never find the 

Lord of all things?” 

(Book of Wisdom 13:1-4, 9)



３.すべての被造物がうめいている。
贖(あがな)われる日を待っている。

「被造物がすべて今日まで、共にう
めき、共に産みの苦しみを味わっ
ていることを、わたしたちは知って

います。（ローマ8:22）



3. Whole Creation Is Groaning, 

Waiting For Redemption.

“We know that the whole creation 
has been groaning as in the pains 

of childbirth right up to the present 
time.” (Romans 8:22)



「主よ、あなたは人をも獣をも
救われる。」
（詩編36:7）

“You, LORD, preserve both 
people and animals.” 

(Psalm 36:6) 

３.すべての被造物がうめいている。
贖(あがな)われる日を待っている。



ローマ8:18～25を開きましょう。

「 神は、御心のままに、満ちあふれる
ものを余すところなく御子の内に宿ら
せ、その十字架の血によって平和を打
ち立て、地にあるものであれ、天にあ
るものであれ、万物をただ御子によっ
て、御自分と和解させられました。」

（コロサイ1:19～20）

３.すべての被造物がうめいている。
贖(あがな)われる日を待っている。



Open Romans 8:18-25.

“For God was pleased to have all his 
fullness dwell in him, 20 and through 

him to reconcile to himself all things, 
whether things on earth or things in 
heaven, by making peace through his 

blood, shed on the cross.”
(Colossians 1:19-20)

3. Whole Creation Is Groaning, 

Waiting For Redemption.



「見よ、新しいことをわたしは行う。今や、
それは芽生えている。あなたたちはそれ
を悟らないのか。わたしは荒れ野に道を
敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、
山犬や駝鳥もわたしをあがめる。荒れ
野に水を、砂漠に大河を流れさせ、わた
しの選んだ民に水を飲ませるからだ。」

（イザヤ書43：19～20）

３.すべての被造物がうめいている。
贖(あがな)われる日を待っている。



また、わたしは、天と地と地の下と海
にいるすべての被造物、そして、そこ
にいるあらゆるものがこう言うのを聞
いた。「玉座に座っておられる方と小
羊とに、賛美、誉れ、栄光、そして権
力が、世々限りなくありますように。」

（ヨハネの黙示録5：13）

３.すべての被造物がうめいている。
贖(あがな)われる日を待っている。



“See, I am doing a new thing! Now it springs 
up; do you not perceive it? I am making a 
way in the wilderness and streams in the 

wasteland. 20 The wild animals honor me, 
the jackals and the owls, because I provide 
water in the wilderness and streams in the 
wasteland, to give drink to my people, my 

chosen.” (Isaiah 43:19-20)

3. Whole Creation Is Groaning, 

Waiting For Redemption.



Then I heard every creature in heaven 
and on earth and under the 

earth and on the sea, and all that is 
in them, saying: “To him who sits on 

the throne and to the Lamb, be praise 
and honor and glory and power, for 
ever and ever!” (Revelations 5:13) 

3. Whole Creation Is Groaning, 

Waiting For Redemption.



自然は、濫用してもよい「所有物」で
はなく、敬意と感謝をもって扱う

べき「賜物」である。

人間のリーダーシップ。

Human Leadership.

Nature is not a possession to be
conquered, but a gift to be received

with respect and gratitude.


