
２０１４／１１／０２  礼拝メッセージ  近藤修司 牧師 

 

主  題：恵みシリーズ５、救い主であるイエス 

聖書箇所：ヨハネの福音書 ５章２４－２５節 
 

 聖書が教える最も大切なメッセージ、それは「救い」、永遠のいのちを得ることです。イエスはその

ためにこの世に来てくださいました。彼は救いのメッセージを語るためではなく、罪人に救いを与える

ために来てくださったのです。主イエス・キリストがご自分のいのちをもって備えられたその救いは、

信じる罪人のどのような罪でも完全に赦すことのできるものです。それをどうすれば私たちは得ること

ができるのか？そのことをこのヨハネの福音書５章は明確に教えています。余りにも多くの宝が含まれ

ている箇所です。今日は２４節と２５節を、そして、次回はその続きを見ていきます。 

実は、この２４－２９節を見ると、 

（１） 救いを得る方法 ２４節  

（２） 救い主による招き ２５節 

（３） 救い主である証拠 ２６、２７節 

（４） 救いの必要性 ２８、２９節 

が記されています。ですから、非常に大切な箇所だと言えます。今から私たちは、あなたにとって、ま

た、全人類にとって最も大切な「救い」についてみことばを学んでいきます。 

Ａ．救いを得る方法 ： 永遠のいのちを得る  ２４節 

 どうすれば罪人が救いに与るのか？２４節「まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことば

を聞いて、わたしを遣わした方を信じる者は、永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移

っているのです。」、ここでイエスは救いについて教えていますが、同時に、どのようにすれば救いを得

ることができるのかも教えています。その前に、主イエスはどのような救いを約束されたのか、その救

いについて学びましょう。その後、では、どのようにすればその救いを得ることができるのか？その方

法について見ていきます。 

◎救いについて 

１．約束の救い ： 三つの句、フレーズに注目 

２４節の後半には「永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです。」と

あります。ここに約束の救いの説明がされています。１）永遠のいのちを持ち、２）さばきに会うことがな

く、３）死からいのちに移っている、それぞれ大切なことを教えています。それぞれが私たちに救いとはど

ういうものであるかを教えてくれています。 

１）永遠のいのちを得る 

 「永遠のいのちを持ち」と記されていますが、この「持ち」という動詞は現在形です。なぜ、現在形なの

か？イエスが言いたいメッセージは「救われた人たち、罪赦された人たちは、永遠のいのちを持ち続け、

決して失うことがない」ということです。決して、それを失うことなく継続して持ち続けていくという

ことをイエスは言われたのです。すでに見たところですが、ヨハネ３：１５には「それは、信じる者がみ

な、人の子にあって永遠のいのちを持つためです。」とあります。また、同じ３：３６にも「御子を信じる者

は永遠のいのちを持つが、御子に聞き従わない者は、いのちを見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。」

と書かれています。主が約束してくださった永遠のいのちは、一度いただいたなら決して失うことがな

いのです。実は、そのことは２４節に繰り返して出て来るのでそこでまた触れますが、まず、「永遠のい

のちを持つ」とイエスが言われたのは、継続して持ち続けていくということ、それが主が約束してくださ

っている救いであると覚えてください。 

２）永遠にさばかれない 

 「さばきに会うことがなく、」とあります。この「会う」という動詞も現在形が使われています。ですか

ら、この「さばき」とは「罪のさばき」のことです。イエスが言われたことは「救いに与った私たちは、

永遠に罪のさばきを経験することがない」です。そのことを約束しています。ヨハネ３：１８「御子を信

じる者はさばかれない。信じない者は神のひとり子の御名を信じなかったので、すでにさばかれている。」とあり

ます。このようにみことばを見ると、救いとは「失うことのない永遠のいのち」、「永遠のさばきから

の完全な解放」であると教えられます。イエスを信じた私たちも、どこで生まれていようと、どこに住

んでいようと、どのような背景があろうと、一様に経験することは罪との戦いです。悲しいことに、私

たちは罪に対して敗北することが、救われた後も、長い間信仰生活を守っている今も起こっています。

そして、これからもこの戦いは続き、これからも敗北を繰り返して経験します。 



 その罪が私たちにもたらすことは「責める」ということです。救われていると言いながら、そのよう 

な罪を犯している私たちが本当に救いに与っているのか？私たちが自分の救いを疑うようにと働きます。

救われていると言いながらこんなことをしている私は永遠のさばきに至るのではないか？と。そうして

罪はあなたを責め続け、あなたから喜びを奪い、ときには、あなた自身に罪悪感を与えて、それがあな

た自身を苦しめていく、そのようなことを経験されたかもしれないし、経験している方がいるかもしれ

ません。でも皆さん、今、私たちがこのみことばを見たときに、次のことを確信をもって自らの心に語

ることができるのです。罪に対して次のような宣言を為すことができるのです。それは「私はすべての

罪から救い出された。私は赦された。」という宣言です。 

 確かに、信仰をもった後もそのような疑いを抱くことがあります。でも、私たちの信仰は私たちの気

分や感情に立ってはいないのです。私たちの信仰は神のおことばに立つのです。今日、私たちがみこと

ばを見て教えられたことは、救いとは、神が与えてくださった永遠のいのちを持ち続けていくものであ

り、私たちはもうさばきに絶対に会うことがない、そのことを主ご自身が約束してくださったというこ

とです。ですから、私たちはどのような疑いを抱こうとも、神のおことばに立って「私はこのように確

信をもって言うことができる」と言います。確かに、日々の生活において罪との葛藤を経験するし、罪

に敗北することもたくさんあるけれど、神は私を救ってくださった、神は私を生まれ変わらせてくださ

った、私のすべての罪はもう赦されたのだ、それが神の約束であり、それが神の救いであると、そのよ

うに確信をもって私たちは宣言することができます。なぜなら、それがみことばが教えていることだか

らです。 

 感謝なことは、私たちの罪はもう完全に永遠に赦されたのです。こんなすばらしい救いを神は私たち

に備えてくださった。たとえば、借金の取り立てに苦しむ間は借金を完済するまでです。罪が私たちを

苦しめるのは罪が赦されたときまでです。赦された私たちはそこから解放されるのです。この救いのす

ばらしさをパウロ自身が教えている箇所があります。そこを見ましょう。 

◎救いのすばらしさ 

 コロサイ２：１４、１５「いろいろな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを責め立てている債務証

書を無効にされたからです。神はこの証書を取りのけ、十字架に釘づけにされました。:15 神は、キリストにおい

て、すべての支配と権威の武装を解除してさらしものとし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。」、 

（１）私たちは破産状態にある ： 私たちの本当の霊的状態 

「私たちを責め立てている債務証書」とあります。あなたには負債があるということを証明するものです。

借金があるということを証明するものです。パウロはここで明らかに霊的なことを言っています。私た

ちは神に対して負債を負っていると言うのです。そのように聞くと皆さんは「私はいったい何の負債を

負っているのでしょう？」と思われるでしょう。こういうことです。たとえば、私たちがローンを組ん

でその返済をするときに、期日までにそれを支払わなければなりません。そうしないとその借金は溜ま

っていきます。あなたを造った神は「このように生きなさい」と教えてくださった。そして、そのこと

を私たちがしなければ神に対する借金が増していくということです。そのことです。 

ですから、パウロは私たち人間は神の前に負債を負っていると言うのです。なぜなら、神がこのよう

に生きなさいと命じていることを私たちが守っていないからです。払うべきものを払っていない、為す

べきことをやっていないのです。ですから、私たちは神の前に大変な負債を負っていると、その霊的な

状態をパウロはここでこのような表現を使って説明したのです。私たちは例外なくみな、神の前に負債

を負っているのです。私たちは神がしなさいと言われることをしていないのです。してはいけないとい

うことをして、しなさいということをしていない私たち、その罪によって私たちはまさに神の前に借金

を積み上げていると、霊的な状態をそのようにパウロは説明したのです。 

（２）主のあわれみ ： 四つの動詞 

その上で「赦し」についてパウロは教えています。四つの動詞に注目してください。 

・無効にされた １４節 ： これは「拭い去る、ふき取る」ということです。その当時、紙がないの

で、人々はパピルスや羊皮紙を使いました。問題はそこで彼らが使ったインクです。インクに酸が含ま

れていなかったので、書いたものはふき取ると消えてしまいます。そのようなことだったので、パウロ

はこのような表現をもって「神の赦し」を説明するのです。まさに、そこに書いた字がスポンジによっ

て完全に拭き取られる、拭い取られてしまうように、あなたの罪も神によって完全に拭い去られてしま

す、それが「赦し」であるとパウロは言います。使徒の働き３：９に「そういうわけですから、あなたがた

の罪をぬぐい去っていただくために、悔い改めて、神に立ち返りなさい。」とあります。 

 感謝なことに、救いに与った私たちは、私たちの過去も現在も未来も、すべての罪を神によってすべ

て拭い取っていただいたのです。それが神があなたに対して為された赦しです。 

・取り除け １４節 ： これは「取り上げる、見えないところに片づける」という意味です。ですか 



らパウロは、あなたを責め立てていた借金の証書はもうあなたの目の届かないところに取り上げられて

しまった、なぜなら、それはもうあなたに必要ないからです。まだ支払わなければならないものがある

なら、私たちはそれを覚えておかなければいけません。でも、もうそれはすべて支払われたのです。借

金は全部、主によって免除されたのです。ですから、その債務証書があなたを苦しめることはないので

す。主はそれをあなたから取り上げてあなたの目の届かないところに置かれたからです。 

・十字架に釘づけにされた １４節 ： 主がしてくださったことは、罪のないお方があなたを訴え続

けていたあなたの罪の債務証書を十字架に持っていってくださって、それを十字架にはりつけにしたと

言うのです。あなたの借金をイエスご自身がご自分のいのちをもって帳消しにしてくださったのです。

ちょうど、イエスが十字架の上で「完了した」と宣言して息を引き取られます。その当時のイエスを憎

んでいた人々は「やっと、これで邪魔者を片づけることができた」と思ったでしょう。しかし、イエス

のそのことばは勝利の宣言でした。主イエス・キリストがこの地上にお見えになったすべての目的を達

成為さった、罪人である私たちのために完全な救いを備えてくださった、救いのみわざは完了したと。

そして、イエスの死からの復活は、このキリストこそが唯一の救い主であり、その贖いによって信じる

すべての人が例外なく救われることを明らかにしてくださった。彼こそが真の神であり、彼こそが唯一

の救い主であることを父なる神が証明してくださったのです。 

 パウロが教えることは、救いとは、主ご自身があなたの債務証書を、あなたを訴えていたあなたの罪

をもって十字架であなたに代わってさばきを受けてくださった、そして、あなたは赦されたということ

です。 

・解除して １５節 ： 最後に、１５節にこのように続いています。「神は、キリストにおいて、すべて

の支配と権威の武装を解除してさらしものとし、…」と。「解除する」とは「武装を完全に剥ぎ取る、武器

を剥ぎ取る」という意味です。イエスは、あなたをずっと責め立てていたあなたの敵であるサタンが持

っている、ありとあらゆる武器を剥ぎ取られたということです。もう、サタンはあなたを訴えることは

できないのです。もうあなたのすべての罪は解決済みなのです。あなたのすべての罪は赦されたのです。

イエス・キリストのあの十字架によってサタンの力を主は剥ぎ取られたと言うのです。 

こうしてパウロはこの救いのすばらしさを人々に伝えようとするのです。信仰者の皆さん、あなたの

罪が赦され天国に行けるようになった、だから、すばらしいと、そんなものではないのです。そこには

大きな犠牲が伴っています。神があなたのために為してくださった救いのみわざは、そこに神の子イエ

ス・キリストのいのちが掛かっていました。しかし、神が為されたみわざのゆえに、神はあなたの罪を

完全に赦してくださった。そして、その救いは永遠のものです。あなたのすべての罪を拭い取ってくだ

さり、あなたのすべての罪が書かれた債務証書をあなたの手の届かない所においてくださり、あなたの

すべての罪をあの十字架にイエスはご自身とともにはりつけにしてくださり、「もうこれは解決した。

わたしのいのちでもって罪は解決した。」とそのように宣言してくださったのです。だから、サタンが

何を言おうと私たちは確信をもって言えるのです。「イエス・キリストによって救われた私たちは、も

うこの罪によって責められることはない」と。だから、私たちは死に対しても恐れをもたないのです。  

死んだ後、どこに行くのかがはっきりしているからです。このようなすばらしい救い、これが約束され

た救いだと言うのです、感謝なことに、あなたも私もこんなすばらしい救いに与っているのです。 

 今日のテキストに戻って、「あなたは永遠にさばかれることがない」と言われました。なぜなら、イ

エスの為してくださった救いは完全だからです。もう二度とあなたはさばきを恐れる必要はないのです。 

３）新生 ： 死からいのちに移っている   

新しく生まれ変わるということです。かつてのあなたは霊的に死んでいました。救われていなかった

あなたが神のいのちを頂いて生まれ変わった、「新生」です。三つ目の動詞を見てください。先の二つ

の動詞は現在形でした。ここの時制はどうでしょう？「移っている」は完了形です。イエスは、一度救い

に与ったなら二度と死に戻ることがないと言われたのです。あなたは死からいのちに移ったのです。そ

れで終わったのです。もうその救いは完了したのです。もう一度あなたがかつての死に戻ることはない

のです。あなたにはまた救いが必要だとすることはないのです。神の為された救いのみわざというもの

は、一度きりで完全なものです。感謝なことに、神のおことばは私たちがその真理をしっかり理解でき

るように記されています。 

こうして、みことばはこの大切なメッセージを私たちに伝えてくれます。もうあなたは二度と死に戻

ることはない。あなたは死からいのちに移されたのです。救いは完了したのです。パウロは言います。

Ⅰコリント１５：５５－５７「:55 「死よ。おまえの勝利はどこにあるのか。死よ。おまえのとげはどこにある

のか。」、どこにもありません。「:56 死のとげは罪であり、罪の力は律法です。:57 しかし、神に感謝すべき

です。神は、私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。」、もう死は私た

ちにとって脅威ではなくなったのです。救いに与ったからです。 



◎「死からいのちに移っている」とは？ 

この「死」について少し説明します。 

（１）霊的に死んでいた者が、いのちをいただいて生きる者となった 

聖書は確かに、私たち人間に対して「あなたは死んでいる」と言います。思い出してください。アダ

ムとエバがエデンの園にいたときに「この木の実を取って食べるときあなたは必ず死ぬ。」と神は言わ

れました。でも、すぐには死にませんでした。でも、肉体的に死ななくても霊的に死んだのです。「霊

的に死ぬ」とはどういう意味でしょう？それはいのちの源である神とつながっていないということです。

例えば、私たちがここにすばらしいシャンデリヤを付けていろんなライトを付けても、電線がちゃんと

コードにつながっていなければスイッチを入れても電気は付きません。当たり前のことです。いのちの

源である神とつながっていなければ、いのちを楽しむ事こともできません。神との関係が途絶えている

からです。ですから、この霊的に死んでいる人たちは神のことが全く理解できないのです。皆さんもか

つてはそうだったでしょう？神のことば聞いてもそのすばらしさが分からなかった。救いのすばらしさ

を熱心に語ってくれるクリスチャンの友がいて、その人が本当に喜びながら感情を込めて語ってくれる

ことが全然理解できなかった。何がそんなにすばらしいのか？…と。霊的に死んでいるからです。 

霊的に死んでいる人々は神のメッセージが理解できません。神の偉大さやすばらしさが理解できない

のです。だから、神を心から敬うことをしないのです。自分自身がどれ程罪に汚れた者であり、自分に

は救いが必要だということを理解できないから、いつまで経っても自分の罪を悔い改めようとしないの

です。主イエスによって備えられた救いのすばらしさを理解することができないから、そのすばらしい

救いを感謝をもって受け入れようとしないのです。これが私たちの姿です。肉体的には確かに生きてい

るけれど、霊的に神とつながっていないから、その神のすばらしさを理解できないのです。 

そうすると、霊的に死んでいた私たちが生き返ったのです。主によっていのちを頂いたのです。私た

ちはもっとこのすばらしい神を称え続けていくべきです。今、私たちがみことばを通して教えられてい

るように、すばらしい救いを頂いたのだから、私たち自身がそれを人々の前に明らかにしていく、その

必要を覚えませんか？こんな大きな、こんな偉大な救いを神は私に下さったのです。ですから、霊的に

死んでいた者が神によっていのちを頂いて生き返った、死からいのちに移ったのです。 

（２）永遠の死に向かっていた者が永遠のいのちをいただいた 

死からいのちに移っている、永遠の死に向かっていた私たちが永遠のいのちを頂いたのです。まさに、

それが私たちの救いです。我々はみな永遠の滅び、地獄に向かっていたのです。でも、神はそこから私

たちを救い出してくださって、天国で神とともに生きる者へと生まれ変わらせてくださったのです。だ

から、私たちはこのすばらしい救いを与えてくださった神を称えるのです。 

皆さん、今見て来たように永遠のいのちを頂き、決してさばきに会うことがないと、そのことをイエ

スご自身が語られました。それでいながら、さばきを恐れているクリスチャンたちがいます。「ひょっ

としたら私はさばかれてしまうのではないか？」と。そのさばきというのは、私たちがクリスチャンと

して行なって来た主に対する働きの真価が問われるという「キリストのさばきの座」のことではありま

せん。罪がさばかれてしまうのではないかという恐れを抱きながら生きているクリスチャンたちがいる

ことも事実です。 

確かに、ヨハネの５章でイエスはそのように「あなたは絶対にさばきに会わない」ということを教え

ていますが、もう一箇所、ヨハネ１０：２８を見てください。ここでも主は同じことを教えようとされ

ています。救われた者は絶対に滅びに至ることはない、さばかれることはないと言います。「わたしは彼

らに永遠のいのちを与えます。彼らは決して滅びることがなく、また、だれもわたしの手から彼らを奪い去るよう

なことはありません。」と。「わたしは」、つまり、主イエス・キリストは、信じる者たちに永遠のいのち

を与えます。そして、彼らは決して滅びることがなく、だれも主イエス・キリストの手から救われた者

たちを奪い去るようなことはありませんと、そのように記されています。皆さんに注意して頂きたいの

は「彼らは決して滅びることがなく」と非常におもしろい表現方法が使われていることです。「滅びること

がない」という動詞は「永遠の悲惨を招くことがない」と、言い方を変えるなら、自分の身に永遠のさ

ばき、永遠の地獄を招くことがないと、そのようにも言えます。 

その前と後を見てください。「決して」と「滅びることがなく」と書かれています。実は、ギリシャ語で

は、この動詞の前に「ない」という意味を持った不冠詞、英語で言えば「ＮＯＴ」ということばが２回

使われているのです。当然、意味があります。これは否定を強調するためです。ここで言われているこ

とは「滅びることがない」です。主イエス・キリストによって救われた人は絶対に滅びないと言うので

す。そのことをこの箇所は私たちに否定語を二つ使ってそのことを教えてくれるのです。 

＊クリスチャンは「決して、何があっても絶対に滅びることはない」 

力強いメッセージを主ご自身が与えてくださったのです。  



信仰者の皆さん、最初にも言ったように、どうぞ、感情に立たないでください。もちろん、私たちは

感情の動物です。それが悪いとは言っていません。私たち信仰者は神のことばに立たなければいけませ

ん。神がこのように言われたから私たちは信じるのです。これが神の約束だから信じるのです。そのよ

うな信仰でなければいろんなところでぐらつきます。サタンはあなたがぐらつき、喜びを失い、感謝を

失いながら生きることを望んでいるのです。神はそんなことを望んでいません。私たちは確信をもって

生きるのです。「私の罪は赦された」のです。永遠に赦されたのです。なぜなら、みことばがこのよう

に「あなたは決してさばかれることがない。絶対にさばかれることがない。永遠にさばかれることがな

い。」と約束してくださっているからです。私たちはその約束に立つのです。神のことばに立つのです。 

 ヨハネ１８：９に「それは、「あなたがわたしに下さった者のうち、ただのひとりをも失いませんでした」と

イエスが言われたことばが実現するためであった。」とありますが、イエスが父なる神と話している中で、「た

だのひとりをも失いませんでした」と神である方が私たちを支えてくれているのです。だれも神の手からあ

なたを奪い去ることはできないのです。全能なる方があなたを支えてくれている、これが神が私たちに

下さった救いです。そこには例外はありません。詩篇のみことばを見てください。１０３：１２「東が西

から遠く離れているように、私たちのそむきの罪を私たちから遠く離される。」、少し描いてください。東と西

とは絶対に出会うことはありません。東に向かってどこまで行っても西に会うことはないし、西に向か

ってどこまで行っても東に会うことはありません。絶対に会わないのです。神が言われているのは「神

の赦し」のことです。神によって赦された人がその罪によってさばかれることは絶対にない、東と西が

出会わないようにあなたの罪はさばかれることがないと言います。これが主が私たちに約束してくださ

った救いです。こんなすばらしい救いを神は約束してくださったのです。 

２．信仰による救い  

では、私たちが知らなければいけないことは「どうすればその救いを得ることができるか？」という

ことです。２４節の初めの部分「…わたしのことばを聞いて、わたしを遣わした方を信じる者は、」と、ここ

には二つのことが記されています。 

１）主のことばを聞く ： 先ず、私たちがこの救いに与るためには、神のおことば、神の真理を聞く

ことが必要です。自分勝手な信仰ではダメです。私たちは真理に基づいていなければいけません。イエ

スはそのことを何度もあのサマリヤの女にもお話しになりました。「あなたがたは熱心だけれど真理に

基づいていない」と。だから、神に受け入れられないのです。いろいろな宗教が存在し、熱心な人はた

くさんいます。でも問題は、彼らの信じていることが真理に基づいているかどうかです。神が備えてく

ださったこんなにもすばらしい救いを頂くためには、私たちはまず主のことばに耳を傾けることです。

信仰は聞くことから始まるのです。神の真理を聞くことから始まるのです。 

２）主イエスを遣わした方を信じる ： 当然、イエスは父なる神を信じるように言っていると皆さん

は思われるでしょう？イエスはこの地上にお見えになってから何を為さったか？イエスは父なる神がど

のような神であるかを人々に明らかにして来られました。私たちは父なる神を見たこともありませんし、

その声を聞いたこともありません。ヨハネ５：３７に書かれています。「また、わたしを遣わした父ご自身

がわたしについて証言しておられます。あなたがたは、まだ一度もその御声を聞いたこともなく、御姿を見たこと

もありません。」、だれも神を見たことはなく、神の声を直接天から聞いたこともありません。だから、

イエスは来られ、そして、イエスは私たちが見たこともない聞いたこともない神がどういう方かを教え

てくださったのです。ヨハネ１：１８「いまだかつて神を見た者はいない。父のふところにおられるひとり子

の神が、神を説き明かされたのである。」と、そうでなければ、私たちは父なる神のことが正確に分からな

いからです。 

イエスは「…わたしのことばを聞いて、わたしを遣わした方を信じる者は、」と言われました。 

＊主イエスの教えられたことは、「神、真実で唯一の神」を信じること 

みことばを通して神の真理を知り、みことばが示してくださっている真、唯一の神を信じること、そ

のことをイエスはここでお話しになったのです。私たち人間はどんなに努力しても神を造り出すことは

できません。被造物が創造主を造り出すことは不可能です。神というお方は、すべてのものを造りそれ

にいのちをお与えになった方です。私たちは何かを造ってもそこにいのちを与えることはできません。

つまり、私たちは絶対に創造主にはならないのです。私たちに必要なことは、私たちを造られたこの創

造主なる神を信じることです。 

 多くの皆さんが思うことは、父なる神が聖書の中に記されている、イエスは子なる神のこと、聖霊な

る神のことも話された、三人いるのではないか？と。 確かに、そのように思えます。しかし、聖書は

「神はひとりだ」と言っています。ヨハネの福音書を学んでいて多分皆さんは気付かれたと思いますが、

前回、５章で、なぜ、人々はイエスを殺そうとしたのか？イエスはご自分が父なる神と同じ神であるこ

とを主張したからです。イエスは「神は複数いる」と言われたのではありません。「神はひとりであり、



そして、父なる神は神であり、そして、わたしも父なる神と同じ神だ。」と言われたのです。そこで、

ユダヤ人たちはイエスを殺そうとしたのです。私たちが学ばなければいけないことは、聖書が教えてく

ださる唯一の神は、父なる神であり、子なる神であり、聖霊なる神であるということです。ですから、

みことばの中で繰り返しこのことが教えられているのです。 

・父なる神が神であるように、子なる神イエスも神であるから 

ヨハネ１２：４４を見てください。「また、イエスは大声で言われた。「わたしを信じる者は、わたしでは

なく、わたしを遣わした方を信じるのです。」、主イエス・キリストを信じるということは、父なる神を信

じることだと言ったのです。二人の神を信じるのではありません。唯一真の神を信じるのです。イエス

が言われていることは、父とわたしは同じだから、わたしを信じるということは父を信じるということ

であり、言い方を変えるなら、父を信じるということはわたしを信じることだということです。ですか

ら「私は父なる神を信じるけれどイエス様が神であることは信じない。」というその信仰はおかしいの

です。なぜなら、みことばが私たちに繰り返し教えてくれていることは、「父なる神は神であり、子な

る神であるイエスも神である。同じ唯一の神である。」です。２４節でイエスが教えられたことは「そ

の真の神を信じなさい」です。私たちは父なる神、子なる神、聖霊なる神が唯一真の神であることを信

じています。なぜなら、それが聖書が教えてくださる真の神だからです。 

＊主イエスの語られた「神のメッセージ」を信じること 

 そして同時に、神を信じるだけでなく、その神の語られたメッセージを信じるのです。主イエス・キ

リストによって与えられる、彼によってのみ与えられるこの永遠のいのち、それを受け入れるのです。 

ヨハネの福音書２０：３１を見てください。「しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリス

トであることを、あなたがたが信じるため、また、あなたがたが信じて、イエスの御名によっていのちを得るため

である。」と、このヨハネの福音書が記された理由がここに記されています。それはイエスが神の子キリ

ストであること、イエスが神であり、そして、救い主であることをあなたがたが信じるため、そして、

永遠のいのちを得るためだと言います。 

＊その結果 ： 完全な救いを得る 

 ですから、今日、私たちが見ているヨハネ５：２４でイエスが言われたことは次のことです。私たち

が神が備えられたすばらしいこの完全な救いを得るためには、私たちはみことばを通して真理を知るこ

とが必要です。みことばは私たちに神はだれなのかを教えてくれます。同時に、この神はあなたを罪か

ら救うために、この救いを与えるために何をしてくださったのかを教えています。イエスが神であるこ

とを認めるだけでない、イエスがあなたを救うために為してくださったその救いのみわざを信仰をもっ

て受け入れることです。確かに、イエス・キリストは私の罪を赦すその力を持っておられます。イエス・

キリストは私を罪から救い出して生まれ変わらせることが出来る救い主であること、そのことを信じる

ことだと言います。真の神を信じ、その神があなたのために備えてくれたこの救いを受け入れるのです。

それによって私たちは、このすばらしい救いを自分のものとすることができるのです。 

Ｂ．救い主による招き  ２５節 

２５節を見てください。ここにはこの救い主による招きが出て来ます。「まことに、まことに、あなたが

たに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです。」 

１．神の子の来臨 ： 多くのユダヤ人たちは救世主が来ることを聞いていました。イエスは「その救

い主が来た」と言われます。「死人が神の子の声を聞く時が来ます。」と、霊的に死んでいる者たちが「神

の子の声を聞く時」、人として来られた神の声を聞く時が来る、「今がその時です。」と。イエスの力強い

宣言だと思いませんか？あなたがたは救世主が来ることを聞いていた、今、あなたがたに大切なことを

告げよう、「救世主は来た。今あなたの前に立っているわたしがそれだ。」と。そのことを主はあのサ

マリヤの女にもお話しになりました。「あなたはキリストが来ることを知っている。あなたと話してい

るわたしがそれです。」と。イエスはご自分がだれであるかを明確に話しておられます。約束の救い主

は来られたのです。約束の救い主は人としてこの世にお見えになったのです。 

２．死人に対する招き 

そして、霊的に死んでいる者たちに対して、この救いを受けていない人々に対する招きが記されてい

ます。「聞く者は生きる」と言われました。つまり、イエスはここで「主が言われることを信じる者たち

は生きることができる、死んでいる者たちがいのちを得ることができる」と言われたのです。まさに、

先ほど見たように、死からいのちに移ることができる、新しく生まれ変わることができるのです。 

＊聞く者は生きるのです 

 確かに、ここに「聞く者は」と書かれています。これはただ「耳で聞く」ということではなく「信じ

る」ということです。なぜでしょう？ヨハネ３：３６を見てください。「御子を信じる者は永遠のいの

ちを持つが、御子に聞き従わない者は、いのちを見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。」と、



ここには二種類の人たちの対比がされています。「御子を信じる者は永遠のいのちを持つ」と、片方は「御

子に聞き従わない者は、いのちを見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。」です。あるグループは永遠

のいのちを持つが、あるグループは永遠のさばきがその人たちに下るということです。「永遠をどこで

過ごすか？」ということです。初めは「御子を信じる者は…」で、後半は「御子に聞き従わない者は、」です。

「聞く」と「信じる」が同じ意味を持つことばとして使われています。ただ「そのことを聞いた」とか

「どこかで聞いた覚えがある」というのではありません。ですから、ここでは「信じること」と「それ

を聞いて従うこと」が同じ意味をもって使われているのです。そうすると、２５節の「聞く者は生きる」

ということは、ただ話を聞いている者ではなくそれを「信じる者」です。 

＊また、主は「救い」を繰り返し語っておられた 

感謝なことに、主はこうして約二千年の間、忍耐をもって罪人を招き続けてくださっています。主は

私たちに完全な救いを備えてくださり、そして、その完全な救いへと罪人を招いてくださっています。

あなたも私もその招きに神の助けによって応じることができたのです。まだこの救いに、招きに応じて

いない方がおられるはずです。もし、そのような人がこの中におられるなら、どうぞ、主の招きに応じ

てください。主はあなたにこのすばらしい救いを与えてくださいます。そのためには、あなた自身が自

らの罪を神の前に悔い改めて、神に逆らって来たことを心から悔い改めて、この備えられたすばらしい

救いを心から受け入れることです。その時にあなたにこの約束が与えられます。 

 救われた皆さんは、だから感謝するのです。だから誉め称えるのです。こんなにも凄い救い主が、神

がおられる！と。この方は私の神だ！と、それを称えるために私たちは生まれ変わったのです。礼拝者

です。どうぞ、この神のすばらしさをあなたのことばをもって、行ないをもって現わしてください。生 

きていることはすばらしい！と。私たちはこの神とともに生きるし、この神に導かれて生きるし、この

神のすばらしさを証するために用いられていくし、そして、この地上の旅路が終わればこの偉大な救い

主にお会いすることができる、こんな祝福に与った者として生きていきましょう、皆さん！私たちはこ

の方を称え続けるために、そして、一人でも多くの皆さんに、この方がこんなにも偉大なすばらしい神

だということを知ってもらうために生きています。どうぞ、伝道の足を止めないでください。福音を語

る唇を閉じないでください。しっかりと語り続けていきましょう。すばらしい救いが私たちに備えられ

ていること、すばらしいメッセージを、すばらしい救い主を！！ 

 

《考えましょう》 

１．救われた者には、どのような約束が与えられましたか？ 

２．救われるためには、何を信じなければなりませんか？ 

３．「霊的に死んでいる」とはどういう意味ですか？ 

４．詩篇１１３：１２が教えることをあなたのことばで記してください。 

 

 


