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クラス概要
概要：
このクラス（救済論）の目的は、クリスチャンであることの根幹である救いがどのようなもの

なのかをより良く理解するだけでなく、救われているということがどのようなことなのかを正し
く理解することにあります。学生は救いを構成する様々な概念を知り、その一つ一つが信徒の生
涯にどのような影響を与えるべきなのかを考えることが求められます。

具体的な学習目的：
A. 救いの起源と目的についてきちんと説明することができる

B. 救いの論理的な順序を知り、根拠を説明することができる

C. 神が一方的になす救いに関する働きが何かを知り、それぞれを説明することができる

D. 人が救いに関してなさなければならない責任を知り、それを正しく説明することができる

E. 神が人を救う際に与える特権を説明することができる

F. 救いの結果がどのようなものなのかを理解し、説明することができる

課題：
学生はこのクラスを修了するために以下の課題を6月25日までに提出しなければなりません。

A. 課題図書を読む

1. 「イエスの福音」ジョン・マッカーサー著　創英社/三省堂書店

2. 「何からの救いなのか -神の恵みの奥義-」R. C. スプロール著　いのちのことば社

3. 「信じるだけで救われるか」高木慶太著　いのちのことば社

4. 「奴隷」ジョン・マッカーサー著　日本聖書学院

「奴隷」は現在翻訳された日本語の編集中です。この本を選択する場合は講師にその旨を連
絡し、ファイルの入手方法を確認してください。なお、日本語の確認作業を手伝っていただく
事になります。

B. 課題

「イエスの福音」「信じるだけで救われるか」「何からの救いなのか」または「奴隷」の中から1
冊を選んで、批評文（単なる感想文ではなく、内容に関する同意または反対意見）を根拠と共に書い
てください。A4用紙4枚以上。
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C. テスト

講義終了後テストをお渡しします。テストは指定時間（1時間半）で必ず終了してください。聖書
を用いることは許可しますが、ノートや自分のまとめなどを参照して回答することはできません。主
が見ている前でテストを受けることをしっかりと覚え、不正をしないように試験を受けましょう。

C. プロジェクト

救いに関連する教理を二つ選び、それらを礼拝メッセージまたはクラス（聖書研究会などの学
び）で教えるための原稿を書いてください。一つの教理につき、40分から1時間程度の内容のつもり
で書いてください。内容としては単に教理の説明をするだけでなく、その教理がどのように個人の霊
的生活に適用されるべきかも考えて書くように注意してください。

クラススケジュール：
A. 講義

5月19日（金） 19:30～22:00

5月20日（土） 09:00～12:00

   13:00～18:00

5月21日（日） 14:00～18:30

B. 講義後

課題提出準備（5月7日～6月24日）

テスト提出（6月25日）

全課題提出（6月25日）

成績：
成績は日本聖書学院学生要項に記されている成績基準に沿って判断されます。このクラスにおけ

るそれぞれの課題の比重は以下の通りです。

必読書 10％

出席（ビデオ閲覧含む）＋クラスへの参加及び態度 10％

レポート 20％

プロジェクト 30％ 

テスト 30％
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救いの必要性と目的



なぜ救いが必要なのか
I. 罪の存在

A. すべての人は罪の性質を持っている
1. 旧約聖書の宣言

a. 詩篇14:3

b. 詩篇143:2

c. Ⅰ列王8:46

d. 箴言20:9

2. 新約聖書の宣言

a. ローマ3:23

b. ローマ3:9-10

c. ヤコブ3:2

d. Ⅰヨハネ1:8‒10

B. すべての人は完全に堕落している
1. すべての人は生まれながらに堕落している

a. 詩篇51:5

b. 詩篇58:3

c. エペソ2:3

救済論 なぜ救いが必要なのか
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すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず. . .
ローマ3:23



3. すべての人はあらゆる部分において堕落している

a. ローマ7:18

b. テトス1:15

c. エペソ4:17‒18

d. エレミヤ17:9

e. マルコ7:21‒23

C. すべての人は神を喜ばせることができない
1. 聖書の宣言

a. ローマ8:7‒8

b. ヘブル11:6

c. ヨハネ15:5

d. エペソ2:1‒2

e. ヨハネ8:34

f. イザヤ64:6

2. 素朴な疑問：「できないのになぜ責任を取らされるのか」

II. 罪の定義
A. 罪とは神の律法を犯すことである

B. 罪とは神の基準に沿わないことである

C. 罪とは人に内在する原則である

救済論 なぜ救いが必要なのか
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D. 罪とは神に対する反逆である

E. 罪とは神と人に対する正しくない行動である 

III.罪の結果
A. 神との関係の崩壊
1. 御怒りの対象

2. 罰の対象

3. 憎悪の対象

B. 死
1. 霊的な死

2. 肉体的な死

3. 永遠の死

救済論 なぜ救いが必要なのか
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罪とは、作為的であれ偶発的であれ、神のみこころに沿わないあらゆる態度、思考、および
行動であるすべての罪の中心は自立心であり、これは自らを神に置き換えることである。



何のために救いはあるのか
I. 救いは人の利益のために備えられてはいない
A. 神は人を救う必要がない

B. 救いの動機は人間の利己的な願望を満たすためではない

II. 救いは神の誉れと栄光のために与えられている
A. 神はご自身の御名のために救いを備えられる
1. 出エジプトに見る救いの目的（詩篇106:8）

2. 救い主の約束に見る救いの目的（イザヤ42:1‒8）

3. イスラエルの保護に見る救いの目的（イザヤ48:8‒11）

4. イスラエルの解放の約束に見る救いの目的（エゼキエル36:22‒23）

B. 神はご自身の御名のために罪をぬぐい去る

C. 神はご自身の御名のゆえに罪を許す

救済論 何のために救いはあるのか
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D. 神はご自身の賞賛に向かって救いを計画されている
1. エペソ1:7‒14

2. ローマ5:1‒2

3. ローマ5:11

4. ヨハネ17:3

5. Ⅰペテロ3:18

救済論 何のために救いはあるのか
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神の働きによる救い



救い：解説不能な動機と決定
I. 恵みー受けるに値しない者への神からの寵愛
A.  定義

国語辞典などを引くと「恵み」は「情けをかけること」などと定義されますが、これは聖書的に
正確な定義ではありません。新約聖書で使われる「カリス」や旧約聖書の「ハヌン」、「ヘセッド」
といった言葉を詳しく学んでいくときに、そこに明確に現れる定義は、ふさわしくない恵みであり、
全く受けるに値しないものに与えられた寵愛なのです。つまり、恵みとは、裁きを受けることだけが
ふさわしい、有罪である罪人に対して神が示された愛であり、愛らしくない、不快で、醜いものに現
された神の愛なのです。この恵みが、受けるに値しないものであるのは、それを与えられる者たち
が、神の愛を受けるにふさわしくない、卑しむべき存在であるからなのです。

B. 二種類の恵み
1. 一般恩寵

すべての人に対して神の一般的な心遣いを通して現されている、神が与える、受けるにふさ
わしくない寵愛（詩篇145:8‒9; 使徒14:17）であり、救い以外のあらゆる分野に見られる、す
べての人に与えられている神からの祝福

2.  効果的恩寵

特定の人（神に選ばれた人物）に対して神の救いに導くために聖霊を通して与えられるキリ
ストを救い主と信じることができるようになるための恵み

3. 一般恩寵との違い

効果的恩寵は一般恩寵よりもその範囲が狭く、この恵みが与えられた者に対して効果的（有
効）な者であることが特徴です。これが与えられた者はみな、クリスチャンになることによっ
てこの恵みに応答します。私たちはこれらの違いを考慮する際に、二つの異なる恵みが存在す
ると考えるべきではありません。むしろ一つの恵みがこの世にあって二つの違った形で現され
ているのです。一般恩寵が効果的恩寵と違う点は、以下の３つです。

a.  結果

b.  対象

c.  根源

C. 恵みと救いの関係（エペソ２章からの考察）
1. 恵みの必要な理由（エペソ2:1‒3）

救済論 救い：解説不能な動機と決定
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2. 恵みによって与えられる祝福（エペソ2:4‒10）

a. 恵みの根源＝あわれみ豊かな神（2:4a)

b. 恵みの原因＝神の愛（2:4b）

c. 恵みの必要性＝罪過の中に死んでいた我々（2:5a）

d. 恵みの結果（結論）＝救い（2:5b）

e. 恵みの結果（詳細）＝キリストとの結合（2:6）

f. 恵みの目的＝恵みの授与の永遠の展示（2:7）

g. 恵みの授与＝神の賜物（2:8‒9）

h. 恵みの結果＝救いと行動の密接な関係（2:10）

D. まとめ
もし人間の功績のゆえに神が恵みを与えなければならないとするなら、恵みは恵みでなくなりま

す。逆にもし人間の欠点のゆえに与えた恵みを撤回しなければならないとするなら、恵みは恵みでな
くなります。

聖書は神が恵みをお与えになったことを教えています。しかし、なぜ神が恵みを与えるのかとい
う質問に対する満足のいく回答を私たちは見つけることができないでしょう。なぜ神は私たちのよう
な価値のない存在の者を救おうとされたのでしょう。間違いないことは、私たちに価値があったから
ではないということです。神の恵みの深さを考えるとき、私たちはただただ驚きのうちに神を崇め、
感謝することしかできないのです。

救済論 救い：解説不能な動機と決定
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II.  選び：受けるに値しない者に対する神の選択
A. 選びの事実
1. エペソ1:4‒6

a. 神は選ばれた

b. 神はあらかじめ定めておられた

c. すべては神のみこころの喜びに基づいて行われた

2. ローマ8:29‒30

a. 神はあらかじめ知っておられた

b. 神はあらかじめ定めておられた

救済論 救い：解説不能な動機と決定
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すなわち、神は私たちを世界の基の置かれる前から彼にあって選び、御前で聖く、傷のな
い者にしようとされました。神は、みむねとみこころのままに、私たちをイエス・キリストによって
ご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられました。それは、神がその愛する
方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が、ほめたたえられるためです。

エペソ1:4–6

なぜなら、神は、あらかじめ知っておられる人々を、御子のかたちと同じ姿にあらかじめ定め
られたからです。それは、御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあら
かじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに
栄光をお与えになりました。 ローマ8:29–30



3. ローマ9:11‒13

4. 使徒13:48

5. Ⅰテサロニケ1:4‒5

6. Ⅱテサロニケ2:13

救済論 救い：解説不能な動機と決定
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その子どもたちは、まだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確
かさが、行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、「兄は弟に仕える」と彼女に告げ
られたのです。「わたしはヤコブを愛し、エサウを憎んだ」と書いてあるとおりです。

ローマ9:11–13

しかし、あなたがたのことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。主
に愛されている兄弟たち。神は、御霊による聖めと、真理による信仰によって、あなたがた
を、初めから救いにお選びになったからです。 Ⅱテサロニケ2:13

異邦人たちは、それを聞いて喜び、主のみことばを賛美した。そして、永遠のいのちに定め
られていた人たちは、みな、信仰に入った。 使徒13:48

神に愛されている兄弟たち。あなたがたが神に選ばれた者であることは私たちが知ってい
ます。なぜなら、私たちの福音があなたがたに伝えられたのは、ことばだけによったのではな
く、力と聖霊と強い確信とによったからです。また、私たちがあなたがたのところで、あなたが
たのために、どのようにふるまったかは、あなたがたが知っています。

Ⅰテサロニケ1:4–5



B. 選びの根拠
1. 選びに関する聖書の教え

a. イスラエルの選びにおける神の選択基準

b. クリスチャンの選びにおける神の選択基準

2. 選びに関するアルミニウス主義的アプローチ

a. 全世界的神の愛

b. 全世界的召しの有効性

c. 神の願望

d. 神の平等性

e. 先行的恩恵

救済論 救い：解説不能な動機と決定
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選びとは、キリストを受け入れるであろうと神があらかじめ知られたすべての者を、キリスト
にあって救いに選ぶ、恵みによる神の主権的な行為を意味する。[中略]神は、キリストを
受け入れるであろうと予知した人々を、選ばれた。聖書は明らかに、神の選びを神の余地
に基づくものとしている。[中略]神の予知の中にあって、実際に神の選びを決定するもの
が何であるかについては、どこにも明らかにされていない。しかし、人間は救いを受け入れあ
るいは拒むことについて責任がある、と繰り返し繰り返し聖書に教えられているところをみる
と、神がご自身について与えられた啓示に対する人間の反応こそが、神の選びの基礎で
あると考えざるを得ない。もう一度繰り返していうなら、人類はとがと罪とによって死んで、全
く望みもない状態にあり、救いを獲得するために何もすることができないので、神に従うかど
うかについて選択をするに十分な能力を、神ご自身がすべての人に、恵みを持って回復し
てくださる。これが、すべての人に現された、神の救いをもたらす恵みなのである。神は予知
において、一人一人がこの回復された能力を、どのように用いるかを看取し、そして、人々
が神を選ぶかどうかを知っておられるゆえに、その知識に応じて人々を選定される。

ヘンリー・シーセン「組織神学」569-71

先行的恩恵
結局、神の特別な行為がなければ、誰も福音の招きに答
えることができない。この点で多くのアルミニウス主義
者が、聖書の教えとして人間の無能を認め、先行的恩恵
という概念を導入する。先行的恩恵は、罪のもたらす認
識面での緒効果を無効にする普遍的効力を持ち、その結
果信仰を可能にすると信じられている。問題は、普遍的
可能性というこの概念を十分に明確に裏付けるものが聖
書の中にないことである。この説はいろいろな意味で魅
力的ではあるが、ただ聖書にはっきり教えられてはいな
い。
ミラード・エリクソン、「キリスト教神学」IV, 91



f. 全知に基づく選び（自由意志）

g. 祈りと伝道の有益性

3. 神の選択の条件

a. 選びは人に起因するものではない

b. 選びは神の愛に基づくものである

  

C. 選びの目的
1.  神に関して

a. エペソ1:3‒14（特に1:6, 12, 14）

b. Ⅰペテロ2:9

救済論 救い：解説不能な動機と決定
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信じる者と信じない者の間にある究極的な違いをもたらすものはいったいなんでしょう。もし
私たちの回答が、神様がなさる何か（つまり、救われる者に対する神の主権的選び）であ
るなら、最も根幹的なレベルにおいて救いは「恵みだけ」に基づくものであると考えていま
す。しかし、もし救われ者と救われない者の究極的な違いは人のなす何か（つまり信じるか
信じないかという傾向または気質）にあると考えるならば、救いは究極的には神の恵みと
人の能力の組み合わせであることになります。 ウェイン・グルーデム



3.  信徒に関して

a. エペソ1:4

b. エペソ2:10

c. ローマ8:29‒30

d. Ⅱテサロニケ2:13‒14

e. Ⅰペテロ3:9

f. Ⅰペテロ5:10

D. 選びの聖書的証拠（Ⅱペテロ1:10）
1.  信仰

2.  従順

3.  実

4.  選ばれていない者の例

E. まとめ
1. 選びとは永遠の過去に起こったことである

2. 選びとは主権者である主のなされたことである

3. 選びとは主の完璧なみこころに沿ってなされたものである

4. 選びとは神ご自身の栄光と素晴らしい計画に関連することである

5. 選びとは人間の状態によって条件付けられるものではない

6. 選びとは神のあわれみ、恵み、そして公正さを反映するものである

7. 選びとは特にキリストを通して、キリストのうちに行われるものである

8. 選びとは特定の現在における目的を持っている

9. 選びとはすべての信徒に感謝をもたらせる

聖書が選びを教えるときに、私たちはこの教理が私たちに安らぎをもたらし、神への賛美の基と
なり、そして伝道を促すことを知ることができます。パウロは、「神のご計画に従って召された人々
のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。」
（ローマ8:28）と語ったその理由として神の選びをあげています（ローマ8:29‒30）。永遠の初めか

救済論 救い：解説不能な動機と決定
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ら、永遠の終わりまで、神は私たちを選んでくださったゆえに、常にキリストに似た者となるために
自然の事をなしてくださることを選びの教理は教えるのです。

また選びは神を称賛することを目的にしていることを私たちは学びました。エペソ1章はそのこと
を明確にしています。それだけではなくパウロは次のような言葉をテサロニケのクリスチャンたちに
告げています。

私たちは、いつもあなたがたすべてのために神に感謝し、祈りのときにあなたが
たを覚え、絶えず、私たちの父なる神の御前に、あなたがたの信仰の働き、愛の
労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。神に愛されて
いる兄弟たち。あなたがたが神に選ばれた者であることは私たちが知っていま

す。 Ⅰテサロニケ1:3–5

しかし、あなたがたのことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければな
りません。主に愛されている兄弟たち。神は御霊による聖めと、真理による信仰
によって、あなたがたを、初めから救いにお選びになったからです。
 Ⅱテサロニケ2:13

これらの箇所は明らかに、パウロの感謝の理由が神の選びにあることを示しています。パウロは
テサロニケの人々が信仰を持ったことを称賛したのではなく、神が彼らを選んだことを神に感謝した
のです。このように私たちが選びを捉えるとき、私たちの神に対する感謝と賛美は明らかに増し加
わっていくのです。

同時に、選びは私たちの伝道の意欲を増し加えるはずです。パウロはテモテに対して次のように
語りました。

ですから、私は選ばれた人たちのために、すべてのことを耐え忍びます。それ
は、かれらもまたキリスト・イエスにある救いと。それとともに、とこしえの栄
光を受けるようになるためです。 Ⅱテモテ2:10

パウロは神がある人々を救いへと選んでいることを知っていました。そしてこの事実はパウロを
励ましたのです。「たとえ福音を語ることによって苦しみを受けたとしても、神に選ばれた人々がい
るのだから、私は福音を告げ知らせたいのだ」とパウロは考えたのです。選びは、私たちの伝道の働
きが実を結ぶことの保障なのです。私たちが福音を伝える人々の中に、主が選ばれている人がいるこ
とを考えれば、私たちは福音を語りたいと願わずにはいられないはずなのです。

確かに選びは私たちにとって難解な教理の一つです。しかし、だからといって私たちが無視する
べきものでも、役に立たないものだと考える必要のあるものでもないのです。ほかのすべての教理と
同じように、選びも私たちの日常の生活に直結した真理であることを私たちは忘れてはいけません。

救済論 救い：解説不能な動機と決定
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III.召し：受けるに値しない者に対する召喚
A. 召命の種類
1. 外的召命（普遍的召命・福音の召命）

2. 内的召命（有効召命・特別な召命）

B. 外的召命

1. 外的召命の必要性

a. 福音のメッセージは人が救われるために必要である

b. 福音のメッセージは神が人を救う方法である

(1) ローマ1:16‒17

(2) Ⅰコリント1:18‒21

(3) ヤコブ1:18

(4) Ⅰペテロ1:23, 25

2. 外的召命の要素

a. 救いに関連する事実の説明

(1) 神の聖さ

(2) 人の罪深さ

(3) キリストによる贖いの業

救済論 救い：解説不能な動機と決定

16

「主の御名を呼び求める者は、だれでも救われる」のです。しかし、信じたことのない方を、
どうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方を、どうして信じることができるで
しょう。宣べ伝える人がなくて、どうして聞くことができるでしょう。遣わされなくては、どうして宣
べ伝えることができるでしょう。次のように書かれているとおりです。「良いことの知らせを伝え
る人々の足は、なんとりっぱでしょう。」しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。 
「主よ。だれが私たちの知らせを信じましたか」とイザヤは言っています。そのように、信仰は
聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによるのです。

ローマ10:13–17



b. 罪を悔い改めキリストを信じる熱心な勧め

(1) 自らの罪を正しく認識する勧め

(2) 自らの行いによって許しを得ることができるという希望を放棄する勧め

(3) 自らの罪と願望に支配されている生涯を放棄する勧め

(4) 自らの信頼をキリストだけに置くことの勧め

c. 罪の赦しと永遠のいのちの約束

3. 外的召命の特徴

a. 外的召命は万人に向けられたものである

b. 外的召命は心からの誠実な勧めである

c. 外的召命はそれ自体が有効なものではない

C. 内的召命
1. 内的召命の必要性

a. 外的召命の特徴

b. 人間の性質

(1) 人は霊的に死んだものである（エペソ2:1）

(2) 人は霊的なことを受け入れない（Ⅰコリント2:14）

(3) 人は霊的な目が閉ざされている（Ⅱコリント4:4）

(4) 人は霊的な耳が閉ざされている（エレミヤ6:10）

(5) 人の心は陰険で直らない（エレミヤ17:9）

(6) 人の心は霊的な事柄に関心がない（エゼキエル11:19; 36:26）

救済論 救い：解説不能な動機と決定
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2. 内的召命の説明

a. 内的召命は父なる神の働きである（ローマ8:30）

b. 内的召命は闇から光への召しである（Ⅰペテロ2:9）

c. 内的召命は御子との交わりへの召しである（Ⅰコリント1:9）

d. 内的召命は御国と栄光への召しである（Ⅰテサロニケ2:12）

3. 内的召命の特徴

a. すべての人が召されているわけではない

b. 人は内的召命を拒むことができない

c. 内的召命は信仰の必要性を否定するものではない

d. 内的召命は御父の引き寄せる働きによってなされる

e. 内的召命には御霊の働きが関わっている

f. 内的召命には外的召命が用いられる

g. 内的召命は必然的に再生をもたらす

救済論 救い：解説不能な動機と決定
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救い：神の御業と人の応答
I. 再生：神によってなされる新しい誕生
A. 再生の起因
1. 再生は神による一方的な働きである

a. ヨハネの説明 （ヨハネ1:13）

b. イエスの説明（ヨハネ3:1‒8）

救済論 救い：神の御業と人の応答
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この人々は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ、神によって
生まれたのである。 ヨハネ1:13

さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が、
夜、イエスのもとに来て言った。「先生。私たちは、あなたが神のもとから来られた教師であ
ることを知っています。神がともにおられるのでなければ、あなたがなさるこのようなしるしは、
だれも行うことができません。」イエスは答えて言われた。「まことに、まことに、あなたに告
げます。人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。」ニコデモは言った。
「人は、老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度、母の胎
に入って生まれることができましょうか。」イエスは答えられた。「まことに、まことに、あなたに
告げます。人は、水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。肉に
よって生まれた者は肉です。御霊によって生まれた者は霊です。あなたがたは新しく生まれ
なければならない、とわたしが言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのま
まに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊に
よって生まれる者もみな、そのとおりです。 」 ヨハネ3:1–8



c. 神の説明（エゼキエル36:25‒27）

2. 再生は聖霊によってもたらされる働きである

3. 再生はみことばを通してもたらされるものである

a. Ⅰペテロ1:23, 25

b. Ⅱテサロニケ2:14

4. 再生は全人格的で瞬間的なものである

再生が起こると、これまでは「罪過と罪との中で死んでいた者」が神の前にいのちある者と
なります（エペソ2:1‒5）。この新生は、単に私たちの霊が生き返ったということではありま
せん。私たちの全存在は罪の中にあり、それ故に神の前で死んだ者だったのです。ですから新
生が与えられたということは、私たちの一部に変化が起こったということではなく、私たちの
全存在に変化が起こったことを指しているのです。またこのような働きは、一瞬にして、一度
だけ起こることです。死んでいた私たちは次の瞬間生きる者にされたのです。

B. 再生の解説
1. 人の状態（Ⅱコリント4:4）

救済論 救い：神の御業と人の応答
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わたしがきよい水をあなたがたの上に振りかけるそのとき、あなたがたはすべての汚れから
きよめられる。わたしはすべての偶像の汚れからあなたがたをきよめ、あなたがたに新しい心
を与え、あなたがたのうちに新しい霊を授ける。わたしはあなたがたのからだから石の心を
取り除き、あなたがたに肉の心を与える。わたしの霊をあなたがたのうちに授け、わたしのお
きてに従って歩ませ、わたしの定めを守り行わせる。 エゼキエル36:25–27



2. 神の働き（Ⅱコリント4:6）

C. 再生の結果
1. 再生は回心を生み出す（Ⅰヨハネ5:1）

2. 再生は聖化を生み出す

新しいいのちが誕生すれば、そこには必ず継続的成長が存在します。それ故にヨハネは「誰
でも神から生まれた者は、罪のうちを歩みません。なぜなら、神の種がその人のうちにとど
まっているからです。その人は神から生まれたので、罪のうちを歩むことができないので
す。」（Ⅰヨハネ3:9）と教えるのです。ここで言われていることは、もちろん、人が新生し
たら二度と罪を犯さなくなるということではありません。ただ、新生した人が罪に惚ける生活
を継続することはないことを教えているのです。ヨハネはさらに次のような聖句をもって新生
の結果、必然的にもたらされる継続的成長を教えます。

• Ⅰヨハネ2:29

• Ⅰヨハネ4:7

• Ⅰヨハネ5:3‒4

• Ⅰヨハネ5:18

これらの箇所は、新生が具体的な霊的成長をもたらすことを教えています。これらの具体的
な成長はよく考えられがちな教会での奉仕や、学びへの参加などではないことに私たちは注目
するべきです。パウロはこれらの具体的な成長を霊的実としてガラテヤ5:22‒23に列挙してい
ます。パウロもヨハネも共通していることは、霊的実はその人の生涯に見ることができる神へ
の従順であることを教えています。これはイエスのことば（マタイ7:22‒23）にも見ることが
できることです。

救済論 救い：神の御業と人の応答
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II. 回心：～から～への転進
A. 回心の定義

B. 悔い改め（罪からの転進）
1. 新約聖書の語源から見る定義

旧約聖書では特にシューブ（立ち返る）という言葉で表されているこの概念は、七十人訳で
は、エピストレフォー（戻る、立ち返る）という単語で訳されています。しかし、新約聖書の
著者は七十人訳の習慣に倣わずに、メタノエオという言葉を使って悔い改めを現します。この
変化の理由としてあげることができるのは、エピストレフォーが旧約聖書で強調されている実
際の具体的な行動を現すのに対し、メタノエオ（メタ [～の後]＋ノエオ [思う]）は意志や思い
（ヌース）の変化を強く強調しているからだと考えることができます。近年、悔い改めは「意
志の変化」「考えを変える」といった意味で教えられることが多くありますが、その理由は上
記のような語源的見地からの考察に由来しているからです。しかし、新約聖書でどのようにこ
の言葉が使われているのかを知るときに、悔い改めが単なる考えを変えることではないことを
知ることができます。事実、この言葉は、旧約のシューブ同様、個人の全存在が立ち返ること
を現していて、単なる思考の変化や、外面的変更を指してこの言葉が使われていないことを覚
えるべきでしょう。なぜならば、意志の変化は同時に行動の変化にもつながっているからで
す。

2. 悔い改めの重要性

a. 人間の思い/心の状態のゆえに悔い改めは重要である

b. 人間に対する命令のゆえに悔い改めは重要である

悔い改めは神が人に求めている変化です。そして神ご自身との間に正しい関係を持つた
めの前提として提示されています。この前提は次の2つの要素を含んでいます。

(1)  罪人によるキリストに向かう最初の立ち返り

(2)  罪を犯している信徒による立ち返り

救済論 救い：神の御業と人の応答
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回心とは、罪に対する心からの悔い改めとキリストに対する完全な信頼をもってなされる
私たちの福音の召しに対する応答である



3. 悔い改めの要素

a.  理知的理解

b.  感情的応答

c.  意志に基づく変化

d.  垂直的方向

4. 悔い改めに関する重要な聖書的事実

a. 悔い改めは、神の賜物であり人の責任である

(1) 神が与えるもの

(2) 人が行うもの

b. 悔い改めは、信仰と回心と結合するものであり、同時に単独で救いを現すことがで
きるものである

(1) 「信仰」/「信じる」と共に使われる場合

(2) 「回心」/「立ち返る」と共に使われる場合

(3) 単独で救いを現す場合

(a) 悔い改めのみ

(b) 「信仰」/「信じる」のみ

(c) 「回心」/「立ち返る」のみ

救済論 救い：神の御業と人の応答
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5. 悔い改めを教えるときの注意点

悔い改めを語るときによく起こる間違いは、「悔い改めをした」という人が悔い改めにふさ
わしい人生を特定の期間生きなければ、悔い改めは本物ではないと伝えることです。もしそう
でなければ、特定の期間生きるという自らの行いのゆえに救いを受けることになります。確か
に、本当の悔い改めは必ず人生に変化をもたらします。事実、悔い改めた人はすぐにこれまで
とは違う人生を歩み始めます。これこそが悔い改めの実なのです。しかし「特定の期間変化し
た人生を過ごさなければ、それは本物の悔い改めではありません。」というような条件をつけ
ることは間違っています。悔い改めとは、心の中で起こるものであり、その人のすべてが罪か
ら神に立ち返る決意を現すからです。

同時に、もう一つの間違いは「悔い改めの実を結ばなくても、救いは与えられている」とい
う教えです。悔い改めは信仰と共に回心の両面を現しています。罪を理解し、心からの応答を
し、意志をもって罪からの訣別を決意し、それをもって神を崇めることを通して、本当の悔い
改めをする人は、罪の中にとどまり続けることはないのです。

C. 信仰（キリストへの転進）
1. （最初の）信仰の内容

a.  罪の赦し

b.  永遠のいのち

2. 信仰に関する重要な聖書的事実

a. 信仰は、人に対する命令である

b. 信仰は、人の心における神の業に対する応答である

c. 信仰は、人が救われるための方法である

(1) 信仰を通して神は私たちを救う（エペソ2:8‒9）

(2) 信仰によって私たちはキリストとキリストの義を受ける（ローマ3:25, 28, 
30）

3. 信仰の要素

a. 知識に基づく信仰
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b. 同意に基づく信仰

c. 信頼に基づく信仰

4. 信仰に関する注意点

a. 「信じる」とは何かを正しく理解する

b. 「何を」信じるのかを正しく理解する

c. すべての信仰告白が救いに至るわけではない

D. 回心の結果
1. 真の回心とは重荷を下ろしてくびきを負うことである

2. 真の回心は愛に基づく従順な歩みを生み出す

3. 真の回心は信仰と悔い改めを継続させる

救済論 救い：神の御業と人の応答
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4. 真の回心は人をキリストの弟子とする

救済論 救い：神の御業と人の応答
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神の恵みによる特権



救い：与えられている特権
I. キリストとの結合：主との密接な関係
A. 結合の意味
1. 結合とは信徒とキリストの最も親密な関係を表している

2. 結合とは信徒とキリストが同じ霊的いのちを共有していることを表わしている

3. 結合とは信徒がキリストの成し遂げた働きを受ける根拠を示している

B. 結合に関連する表現
1. “In Christ” （キリストにある）という表現

a. 信徒がキリストの中にある

b. キリストが信徒の中にいる

2. “With Christ” （キリストと共に）という表現

3. 「とどまる」というメッセージと召し

4. 「結ばれる」という表現

救済論 救い：与えられている特権
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C. 救済論における結合の重要性
1. 御父の選びは結合に根ざしている（エペソ1:4; Ⅱテモテ1:9）

2. 御父は結合のゆえに御子の贖いの働きを信徒のものと見なす

a. 贖いと赦し（エペソ1:7; コロサイ1:14）

b. キリストの義の生涯（ガラテヤ3:27; ローマ5:19; cf. Ⅰコリント1:3-; 15:22）

c. キリストへの罪の転嫁（Ⅱコリント5:21; Ⅰペテロ2:24）

d. キリストと共に死ぬこと（ローマ6:8; コロサイ2:20）

e. キリストと共に葬られること（ローマ6:4; コロサイ2:12）

f. キリストと共によみがえること（エペソ2:6; コロサイ2:12; 3:1）

g. キリストと共に御座に着くこと（エペソ2:6）

3. 結合のゆえに贖いの業は信徒に適用される（エペソ2:5, 10; Ⅱコリント5:17）

4. 信徒の漸進的聖化は結合に基づいている（Ⅰコリント1:30; ヨハネ15:4‒5）

5. 信徒の復活は結合に根ざしている（Ⅰコリント15:20‒22; ローマ6:5; 8:17）

D. 結合に関する聖書的比喩
1. 土台と建物（エペソ2:19‒22）

2. ぶどうの木と枝（ヨハネ15:4‒5）
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3. 花婿と花嫁（エペソ5:22‒33）

4. 頭とからだ（ローマ12:5; Ⅰコリント12:12‒13, 27; エペソ1:22‒23）

E. 結合の特徴
1. キリストとの結合は有機的な結合である

2. キリストとの結合はいのちをもたらす結合である

3. キリストとの結合は霊的な結合である

4. キリストとの結合は永続的な結合である

F. 結合から理解すべきこと
1. 三位一体の神との完璧な交わり

2. 他のメンバーとの一致

3. キリストのみによる救い

救済論 救い：与えられている特権
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II. 義認：神の宣告
A. 　基本的概念

義認は法律的用語で、神の法廷に
おいて、キリストの贖いの業に基づき
信徒の罪と罪責を赦し、キリストの義
が信徒のものであると認め、神の眼前
で信徒が義なる者であると宣言するこ
とを指しています。

これは、「どうしたら罪人が完全に聖なる神と正しい関係をもつことができるのか」という非常
に大切な疑問に対する回答を与えるものです。神の律法において有罪とされる人間が、キリストの義
のゆえに「義である」と宣告されることを告げる義認は、長い過程の中で起こるものではなく、一瞬
にしてもたらされるものです。義と宣言するということは同時に福音を信じる者に対して、これまで
あった有罪の宣告を放免することが含まれています。ここで特に強調するべき点は、神は単に無罪で
あると宣言するのではなく、義であると宣告するということです。信仰を持った者は神との関係にお
いて義とされ、神はその人を義なる者として扱ってくださるのです。

B. 救いと義認の関係
1. 神との交わりには神の義が不可欠である（マタイ5:48）

2. 罪人は何を持ってしても自らこの義を勝ち得ることはできない

a. ローマ3:21‒28

救済論 救い：与えられている特権
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義認とは、神がご自身の目から見て罪人たちを
義と宣言する行為である。

ミラード・エリクソン『キリスト教神学』IV:131

しかし、今は、律法とは別に、しかも律法と預言者によってあかしされて、神の義が示され
ました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる
人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受
けることができず、ただ、神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いのゆえに、価なしに義と
認められるのです。神は、キリスト・イエスを、その血による、また信仰による、なだめの供え
物として、公にお示しになりました。それは、ご自身の義を現すためです。というのは、 今ま
でに犯されて来た罪を神の忍耐をもって見のがして来られたからです。それは、今の時にご
自身の義を現すためであり、こうして神ご自身が義であり、また、イエスを信じる者を義とお
認めになるためなのです。それでは、私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに
取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうでは
なく、信仰の原理によってです。人が義と認められるのは、律法の行いによるのではなく、信
仰によるというのが、私たちの考えです。



b. ガラテヤ2:16

c. ガラテヤ3:21‒26

3. 福音だけが神の義を人にもたらすものである（ローマ1:16‒17）

C. 義認の性質
1. 義認とは「義とすること」ではない

a. ルカ7:29

b. 申命記25:1

c. ローマ8:33‒34

2. 義認とは「義と宣告する」ことである

救済論 救い：与えられている特権
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しかし、人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリスト・イエスを信じる信仰によっ
て義と認められる、ということを知ったからこそ、私たちもキリスト・イエスを信じたのです。 こ
れは、律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。
なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は、ひとりもいないからです。 

とすると、律法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも、 
与えられた律法がいのちを与えることのできるものであったなら、義は確かに律法によるも
のだったでしょう。しかし聖書は、逆に、すべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束
が、イエス・キリストに対する信仰によって、信じる人々に与えられるためです。信仰が現れ
る以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ、閉じ込められていましたが、それは、 や
がて示される信仰が得られるためでした。こうして、律法は私たちをキリストへ導くための私
たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし、 
信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなたがたはみな、キリス
ト・イエスに対する信仰によって、神の子どもです。



D. 義認の土台：転嫁
1. 罪の赦し＝キリストに対する人の罪の転嫁

a. イザヤ53:6

b. イザヤ53:12

c. ヨハネ1:29

d. ガラテヤ3:13

e. ヘブル9:28

f. Ⅰペテロ2:24

g. Ⅰヨハネ4:10

h. Ⅱコリント5:21a

2. 義の授与＝人に対するキリストの義の転嫁

a. イザヤ61:10

b. 創世記15:6

c. ローマ4:3‒5

d. ローマ5:18‒19

救済論 救い：与えられている特権
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私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物
としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。

神は、罪を知らない方を、私たちの代わりに罪とされました。それは、私たちが、この方に
あって、神の義となるためです。

こういうわけで、ちょうどひとりの違反によってすべての人が罪に定められたのと同様に、ひと
りの義の行為によってすべての人が義と認められ、いのちを与えられるのです。すなわち、
ちょうどひとり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、ひとりの従順に
よって多くの人が義人とされるのです。



e. Ⅱコリント5:21b

E. 義認の方法：信仰のみ
1. ガラテヤ2:16

2. ローマ5:1

3. ガラテヤ3:22‒26

4. ルカ18:9‒14

5. ローマ4:4‒5

F. 義認の結果：良い行い
1. ヤコブ2:14‒26

2. エペソ2:8‒10

3. テトス2:14

救済論 救い：与えられている特権
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しかし、人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリスト・イエスを信じる信仰によっ
て義と認められる、ということを知ったからこそ、私たちもキリスト・イエスを信じたのです。こ
れは、律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。
なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は、ひとりもいないからです。

人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょ
う。 ヤコブ2:24



III.子とされること：神の家族への養子縁組
A. 文化的背景：ローマ社会における養子縁組
1. 語源からの定義

フイオセシアというギリシャ語は「子」と「設定」という単語の合成語で、「養子にする」
という意味で使われています。これはローマ時代に一般的に使われていた言葉で、実の子でな
い者が、その家に生まれた者が受ける権利を与えられるようになることを指して使われていま
した。パウロがこの言葉を使うことによって、クリスチャンは生まれながらに神の家族に属す
る者ではなかったが、神の子どもとしての地位と特権を与えられた者であること明確にしてい
ます。

2. 養子縁組のプロセス

a. 生家との社会的・法的つながりの完全な断絶

b. 新家の永続的な一員としての承認

c. 七人の証人による認証

d. 新しい父親による父権の行使

B. 聖書箇所に見る詳細
1.  ヨハネ1:12

2. ローマ8:14‒17

3. ローマ9:7‒8

4. ガラテヤ4:28‒31

5. ガラテヤ3:23‒26

6. ガラテヤ4:4‒7

7. Ⅰヨハネ3:1‒2

C. 救いにおける養子縁組
1. 再生との違い

再生 子とすること

御霊の働き（ヨハネ3:5‒6, 8） 父なる神の行為（エペソ1:5）

本質的な変化（Ⅱコリント5:17） 法的宣告

神のことばによる（ヤコブ1:18） キリストへの信仰による（ヨハネ1:12）

救済論 救い：与えられている特権
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2. 義認との違い

3. 子とされることは神の溢れんばかりの恵みの証明である

D. 子とされることの特権
1. 聖霊の内住（ガラテヤ4:6‒7; ローマ8:15‒16）

2. 神の愛、憐れみ、保護、援助の授与（詩篇103:13; ルカ11:11‒13）

3. 祈りの回答（マタイ7:11; ルカ11:13）

4. 懲らしめの授与（ヘブル12:5‒8; Prov 3:11‒12）

5. 兄弟姉妹との一致

6. 相続財産の約束（ガラテヤ4:7; ローマ8:17; Ⅰペテロ1:4）

7. 漸進的聖化（エペソ5:1; Ⅰペテロ1:14‒17; ピリピ2:15; Ⅱコリント6:18‒7:1）

救済論 救い：与えられている特権
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神の助けによる完成



救い：成長と目標
I. 聖化：キリストに似た者となる
聖化は非常に複雑な概念です。一般的に聖化という言葉は、クリスチャンの地上での成長過程

を説明する言葉として用いられますが、神学的には3つのステージに分類することができます。こ
れらのステージを表にすると次のようになります。

時 方法 性質 訣別対象 接近対象 結果 責任

過去の聖化 キリストの血 基礎的 罪に満ちた世 神の所有権 聖い立場 信じる

現在の聖化 キリストの言葉 漸進的 罪に満ちた歩み 神の特徴 聖い成長

知る
考える
ささげる
従う

未来の聖化 キリストの臨在 完全 罪に満ちた性質 神の完全 聖い状態 見る

A. 過去の聖化
1. 説明

過去の聖化は新約聖書でクリスチャンが「聖徒」と呼ばれる根源となることです。救いを得
ることによって永遠に神の所有とされるように取り分けられることを現します。

2. 聖句

a. 使徒26:18

b. Ⅰコリント6:11

c. ヘブル10:10‒12

d. ヘブル10:14

e. ヘブル13:12‒13

f. 使徒20:32

3. 結果

救いを得て、聖なる者という立場が神によって与えられ、神の所有物となったクリスチャン
は、罪の支配から解放され、義の支配に入れられた者となりました（ローマ6:18）。パウロは
特にローマ6章でこの概念をはっきりと教えています。救いを得た者はこのようなはっきりと
した罪に対する態度の変化が生まれるのです。これまで愛してきた罪に対して、聖とされた者
は嫌悪を持ち、神の性質に沿った聖なる事柄に対して強い魅力を感じて生きるようになるので
す。

救済論 救い：成長と目標
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B. 現在の聖化
1. 説明

現在の聖化は神のみことばを聖霊が信徒の人生に適用することによって、すでに現実となっ
ている聖徒としての人生をあらゆる点において全うすることを現します。あらゆる点でキリス
トに似た者となるために罪から訣別していく漸進的な過程なのです。

2. 聖句

a. ローマ12:2

b. ヘブル12:14

c. ローマ8:13

d. ピリピ3:12‒14

e. コロサイ3:9‒10

f. Ⅰペテロ2:2; Ⅱペテロ3:18

g. Ⅱコリント3:18

3. 聖書的概念

a. 成長を示す区分のなかで登場する

b. 成長を示す言葉で現される

c. 肉と御霊の実の対比に現される

d. 古い人/新しい人や古い性質/新しい性質という表現の中で現される

e. 指示と命令によって現される

f. 働きの目標として設定されている

4. 結果

パウロが言うように「私たちは・・・栄光から栄光へと主と同じかたちに変えられていきま
す。」（Ⅱコリント3:18）。クリスチャンの生活には漸進的聖化が見られるというのです。そ
の目標は「主と同じかたちに変えられる」ことであり、聖化はそれを達成していこうと毎日前
に進んでいくものなのです。パウロはまた「あなたがたは、以前は自分の手を汚れと不法の奴

救済論 救い：成長と目標
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隷としてささげて不法に進みましたが、今は、その手足を義の奴隷としてささげて、聖潔に進
みなさい。」（ローマ6:19）と言います。ここでパウロは、以前は罪に一生懸命傾倒して生き
てきたけれども、それと同じように今度は聖に傾倒して生きて行きなさいと言っているので
す。

C. 未来の聖化
1. 説明

未来の聖化はキリストに似た者になるという約束と保障のすべてが完全に全うされるときに
起こるものです。これは神の働きであり、聖なる者として完全に取り分けられることを現して
います。この未来の聖化は、死において霊が完全に聖められる時と、キリストの再臨において
肉体を持って完全に聖められる時の二つの段階で実現されます。

2. 聖句

a. Ⅰヨハネ3:1‒3

b. ヘブル12:23

c. Ⅰテサロニケ3:13

d. ピリピ3:21

e. Ⅰコリント15:22‒23; 42‒44

3. 結果

神と共にいるためには私たちが神と同じように聖である必要があります。それ故に聖書は一
貫して神の民に聖であることを要求してきました（レビ19:2; Ⅰペテロ1:16）。黙示録21:27
では「すべて汚れた者や、憎むべきことと偽りを行う者は、決して都に入れない。小羊のいの
ちの書に名前が書いてあるものだけが、はいることができる」と記されています。この箇所か
らも理解できることは、いのちの書に名前が書いてある、救われている人物は汚れた者ではな
く、悪を行わない者であるということです。聖化は私たちが死ぬとき（たましい）とキリスト
の再臨のとき（からだ）をもって完成します。私たちが地上での生涯を終え、たましいが天に
あがるとき私たちは主の前に「全うされた義人たちの霊」（ヘブル12:23）として主を礼拝
し、私たちのからだは主の来臨の時に復活のからだとして甦り、「天から出た者」（イエス）
に似た者になるのです（Ⅰコリント15:48‒49）。この時私たちの聖化の過程は完成し、救い
の目的でもあった栄光を受け、私たちを贖い救ってくださった主を永遠に褒め称えるようにな
るのです。

救済論 救い：成長と目標
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D. 聖化の本質
1. 聖化は根幹的に神の働きである

2. 聖化は聖霊のもたらす働きである

3. 聖化は人の責任である

a. 神のことばを読み思い巡らす（詩篇1:2‒3; 19:7‒11; 119:105; ヨハネ17:17; 使徒
20:32; Ⅱテモテ3:16‒17; ヘブル4:12; ヤコブ1:23‒25）

b. 祈る（詩篇119:37; ルカ11:9; ピリピ4:6‒7; ヘブル4:16; ヤコブ4:2; Ⅰヨハネ
1:9）

c. 地域教会における信徒との交わり（箴言27:17; Ⅰコリント12:7; エペソ4:11‒16, 
25; ヘブル3:12‒13; 10:24‒25）

救済論 救い：成長と目標
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d. みことばを通して神の摂理的働き（特に困難）を正しく理解する（ローマ8:28‒
29; 詩篇119:71; ローマ5:3‒5; 8:17; ピリピ3:10‒11; ヘブル12:10; ヤコブ1:2‒4; 
Ⅰペテロ1:3‒7）

e. 神の命令を守る（ヨハネ15:10）

4. 聖化は神の栄光を信仰の目でより良く見ることによってもたらされる

救済論 救い：成長と目標
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私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させながら[主の
栄光を鏡に映すように見つつ(口語訳)]、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変
えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。 Ⅱコリント3:18



II. 保護：信徒の堅忍と救いの確信
A. 正しい疑問

聖書に見るいくつかの背教に対する警告（ヘブル6:4‒6など）や様々な条件説（コロサイ1:23な
ど）を見るときに、また信仰を持ったと言いながら、キリストを否定する人たちを実際に見るとき
に、人々は「救われた人が、再び失われることはあるのか」という疑問を持ちます。しかし、「人は
救いを失うのか」という問いかけはこれまで私たちが学んできたことを考えるときに正しい疑問では
ないことに気づくべきでしょう。なぜならば、救いとは人の働きではなく、永遠の初めから永遠の終
わりに至るまでの一つの途切れることのない神の働きであるからです。ですから、私たちがするべき
質問は、「人は救いを失うのか」ではなく、「救われた人に対する神の御業が覆されることがあるの
か」というものであるはずです。この疑問に関する回答は、同時に「人は救いを失うのか」という質
問の回答を与ます。

1. 論理的回答

a. 救いに関連する様々な概念の否定形を考えることができない

b. 永遠の死から永遠のいのちに移ることの逆を考えることができない

c. 神が守るという聖書の宣言が人の行動によって覆されることは考えられない

✴　ヨハネ10:29

✴　ローマ8:38‒39

d. 終わりの日に関する聖書の約束が覆されることは考えられない

(1) 責められるところのない者にする

(2) 栄光のうちに現れる

(3) 終わりに甦る

2. 神の働きからの回答

a. 父なる神に見る保護

(1) 目的：ローマ8:28; エペソ1:11‒12; Ⅰコリント1:8‒9

救済論 救い：成長と目標
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(2) 力：ユダ24; Ⅰペテロ1:5; ヨハネ10:29

(3) 愛：ローマ8:35‒39; エペソ1:4‒5

(4) 御子との関係：ヨハネ17:10, 11, 20

b. 子なる神に見る保護

(1) 死：ローマ8:1; ヘブル10:14; ローマ5:8‒10

(2) 復活：ローマ4:24‒25

(3) とりなし：ヘブル7:25; Ⅰヨハネ2:1

(4) 保障：ヨハネ5:24

c. 聖霊なる神に見る保護

(1) 証印：エペソ1:13; 4:30

(2) 内住：ヨハネ14:16

(3) 働き：Ⅰコリント6:19‒20

B. 疑問に対する結論
神が私たちを救う働きに勝る悪を行うことは不可能です。ここで検証したように、救いは神の働

きであるがゆえに、それが与えられているならば、覆すことは不可能なのです。もし私たちが救いを
失うことがあるとするならば、それはキリストの十字架では贖うことができない罪を私たちが犯すこ
とを意味します。しかし、そのようなことは不可能なのです。救いの計画は初めから終わりまで神に
よって定められたものであり、その計画に入れられている者は、必ず栄光に至ることが、神の働きに
よって確約されているのです。

Ⅰペテロ1:5は私たちに非常に大切なことを教えます。すでに見たようにペテロはクリスチャンが
「神の御力によって守られている」と言いました。ここでは現在分詞が使われていて、継続的に神が
この働きをなしていることを示しています。同時にペテロはこの保護が、「信仰により」与えられて
いることを加えています。つまり、信徒の神に対する完全な信頼を通して神はご自身の民を守られて
いると言っているのです。これは信仰を持っている人がその信仰を保ち続けるように神が働き続けて
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くださっていると理解することができるものでもあるのです。この保護は一時的なものではなく、
「終わりの時に現されるように用意されている救いを」得るためであるとペテロは言っています。こ
こで使われている「救い」という言葉は過去に起こった義認でも、現在の聖化でもなく、未来に起こ
る完全な贖いの完成の日を指しています。この救いはもうすでに「用意されている」のですが、「終
わりの時」まで「現される」ことがないことが教えられています。この宣言は救いを失うことができ
ないことを明白にしています。もし、神の保護の目的が信徒が天における完全な救いを受けることで
あるならば、神はその約束を全うされることを疑う余地はないのです。

保護は神の力にかかっています。しかし、同時にそれは私たちの「信仰を通して」なされ続ける
ことが教えられていることに注目するべきです。つまり、神に守られていることを知りたければ、私
たちは信仰を保っているかを吟味すればよいのです。もし、神に対する個人的で、完全な信頼があれ
ば、それは神が私たちを守ってくれている証明となるのです。

C. 堅持と信仰の確信
神が私たちの救いを全うしてくださるということは、同時に、私たちは必ず、どのようなことが

あったとしても、信仰を全うすることを教えます。これを神学的に信仰の堅持と言います。そしてこ
の教理は私たちの信仰の確信と直接的な関係を持っています。Ⅰペテロ1:5で見たように、神が信仰
のない者を保護せず、信仰を通してのみ保護を与えるとするならば、私たちは次のことを理解するこ
とができます。

1. 本当に救われている者だけが最後まで信仰を保つ

a. ヨハネ8:31‒32

b. マタイ10:22

c. コロサイ1:22‒23

d. ヘブル3:14

e. Ⅰヨハネ2:19

2. 本当に救われていない者も救いの外面的証明を見せることがある

a. ユダのケース

b. 教会に入り込んだ偽兄弟たち

c. マタイ7:21‒23

d. 種蒔きのたとえ

e. ヨハネ15:1‒8
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D. 信仰の確信
1. 信仰の確信は、信仰の堅持によって持つことができる

2. 信仰の確信は、現存する信仰によって持つことができる

3. 信仰の確信は、新生の証明である聖霊の働きによって持つことができる

a. 主観的確信（ローマ8:15‒16; Ⅰヨハネ4:13）

b. 客観的確信

(1) 御霊の実

(2) みことばの学びと信頼

(3) 従順の生涯

E. まとめ
聖徒の保護と信仰の堅持、そして救いの確信は二つの立場から認識するべきです。一つは本当の

信者は永遠に保護され、その信仰は保たれるという白黒はっきりとした神からの見地であり、もう一
つは保護と確信は個人の自己吟味に基づく主観的確信であるという灰色な人からの見地です。確かに
聖書は神の見地から、はっきりと保護を教えます。そこに疑いを持つ必要はありません。しかし、僭
越な態度で、「私は救われています」と断定的に語ることは、真の信徒の姿ではないでしょう。真の
聖徒は、高慢に自らの選びを誇ることをしません。謙遜と感謝のうちに、罪を犯す者をあわれんでく
ださる神の愛を誇ります。また真の聖徒は「救われているから後はどうでもいい」と言って、自らの
人生が不道徳なものであっても気にも留めない人生を送ることはありません。ただ、神の御業に信頼
し、自らの人生が主に喜ばれる敬虔なものになっていくように、自らを鍛錬していくのです。そのよ
うな者に、主はご自身の力に基づいて保護を与え、すでに用意されている救いを終わりの日に私たち
に示してくださるのです（Ⅰペテロ1:5）
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III.栄化：救いの完成
A. 栄化に関する注意点
1. 栄化は天に上げられたときに起こるものではない

2. 栄化は地ののろいが取り除かれるときに起こるものではない

3. 栄化はすべての信徒に同時に起こるものではない

B. 栄化に関する聖書の教え
1. 新約聖書からの証明

a. ローマ8:28‒30

b. ローマ8:17, 23‒24

c. ヨハネ6:39‒40, 44, 54

d. ヨハネ17:24
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栄化とは、信徒の肉体と魂を聖さにおいて完全にする全面的変容であり、それによって信
徒を三位一体の神との完全な交わりの中で新しい地での永遠のいのちにふさわしい状態
にする神の業である

神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべての
ことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。なぜなら、神は、あらかじめ
知っておられる人々を、御子のかたちと同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは、 
御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさら
に召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりまし
た。



e. エペソ5:27

f. Ⅰコリント15:12‒58

g. ピリピ3:20‒21

h. Ⅰヨハネ3:1‒3

2. 旧約聖書の証言

a. ヨハネ11:24

b. 使徒24:14‒15

c. ヨブ19:25‒26

d. 詩篇49:15

e. 箴言23:13‒14

f. イザヤ26:19

g. ダニエル12:2
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夫たちよ。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身をささげられたように、あなたがた
も、 自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、みことばにより、水の洗いをもって、 
教会をきよめて聖なるものとするためであり、ご自身で、しみや、しわや、そのようなものの何
一つない、聖く傷のないものとなった栄光の教会を、ご自分の前に立たせるためです。

エペソ5:25–27

けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいで
になるのを、私たちは待ち望んでいます。キリストは、万物をご自身に従わせることのできる
御力によって、私たちの卑しいからだを、ご自身の栄光のからだと同じ姿に変えてくださるの
です。



C. 栄光のからだ
1. 栄光のからだは全く新しいからだではない（Ⅰコリント15:51）

2. 栄光のからだは現在のからだと同じではない（Ⅰコリント15:42‒44）

a. 復活後のからだは朽ちることがない

b. 復活後のからだは栄光によって特徴付けられるからだである

c. 復活後のからだはちからあるからだである

d. 復活後のからだは霊的なからだである

D. まとめ
栄化とは救いの適用の最終段階です。キリストが再臨されたときに、すべての死んでいるクリス

チャンの肉体が甦り、そのたましいと再び結合し、そのからだをキリストの復活のからだと同じもの
に変えてくださること、そして再臨時に生きている信徒のからだをも同じように主に似たものに完全
に変えてくださることを現しています。これこそが救いの完成の時であり、これを持って私たちは完
全に死からの勝利を得、永遠を主と共に過ごすようになるのです。
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