
4．バプテスマとは 

 

   教会によってバプテスマの慣習や方法は違います。信仰する者たちの中でも意見の

違うことはあります。しかしバプテスマは主イエスがわたしたち信仰者に与えた基本命令

の一つです。イエスは「父と子と聖霊の名によって」と言ってバプテスマを授けました（マ

タイ 28:19）。信仰者は信じた時にバプテスマを受けるべきです（マルコ 16:16）。最初のク

リスチャン達はこの教えを忠実に教え守りました（使徒 2:38、41；8:12、36-39；9:18；10:47；

16:15、33；18:8；22:16）。それは主への服従の第一歩です。当時新しく信仰に入った人々

はよく迫害されました。それでも彼らは唯一の主であり救い主である方の命令に従おうと

クリスチャンになったしるしに公然とバプテスマを受けたのでした。 

 

いろいろなバプテスマがあるのか。 

 

   聖書は前段で書かれたバプテスマを「信仰者のバプテスマ」と言っています。これ

がここでの学びの主題です。それは以下に述べる様々なバプテスマと区別するためです。 

 

１．ユダヤの祭礼での清め（ルカ 11:38-39；マルコ 7:4；へブル 6:2；9:10） 

旧約聖書の時代にはこのような方法で祭司が清められました。その後、食事に使う食

器類は洗われるようになり、食事の前に儀式として手を水につけることが行われるよ

うになりました。異邦人でユダヤ教への改宗者は汚れからの清めとしてのバプテスマ

を受けました。 

２．バプテスマのヨハネの悔改めのバプテスマ（マルコ 1:2-4；ルカ 3:3-4；ヨハネ 1:31；

使徒 13:24） 

これはイスラエルの人々へ国として悔改めよとの呼びかけでした。救世主の先ぶれと

してバプテスマのヨハネが主の道を整える務めをしたのでした。このバプテスマはク

リスチャンのバプテスマとは異なります（使徒 19:3-5）。しかし水の中にもぐることを

要求されました（マタイ 3:16；ヨハネ 3:23）。主イエスは悔改めを必要とはしませんで

したが、すべての人を義とするためにヨハネからバプテスマを受けました（マタイ

3:14-15）。ヨハネによるバプテスマは主イエスの公生涯の始まりでした。 

３．キリストの受難のバプテスマ（ルカ 12:50；マルコ 10:38-39；マタイ 20:22） 

イエスはわたしたちの罪に対する神の裁きのゆえ苦難を受けたのでした（イザヤ

53:4；1 ペテロ 3:18）。わたしたちの罪のため十字架で死なれた時イエスは神の怒りの

波の下に沈んだのでした（詩篇 42:7）。 

４．聖霊によるバプテスマ（マタイ 3:11；マルコ 1:8；ルカ 3:16；ヨハネ 1:33；使徒 1:5；

11:16） 

これはヨハネによって預言され、ペンテコステ（五旬節）のとき初めて起こりました



（使徒 2）。目的は信仰者をイエスの体と一つにするためです（１コリント 10:2）。言

い方を変えるとこのバプテスマはわたしたちを神と一体化させ、キリストの中に生か

すためです。 

 

   「バプテスマ」という言葉のいろいろの使い方のうち「炎」（マタイ 3:11-12；ルカ

3:16-17）、「モーセ」（1 コリント 10:2）、「死人」（1 コリント 15:29）と結びつけた使い方に

はここでの目的とは異なるので言及しません。 

 

誰がバプテスマを受けるべきか。 

 

   新約聖書の中ではキリストへの信仰を告白しないで信仰者のバプテスマを受けたと

いう記録はありません。救われる前にバプテスマを受けるという習慣が多くの教会で何百

年にもわたって行われてきましたが、聖書にはそのようなことは書いてありません。聖書

による順序はまず信じること、そしてバプテスマです。これはキリストの命令の中でも明

らかに示されています。「まず弟子をつくり、、、、そしてバプテスマを施すように」（マタイ

28:19）とか「信じそしてバプテスマを受ける」（マルコ 16:16）。五旬節（ペンテコスト）

の時にペテロが救いを求めている人々にこう言いました、「悔改めよ、そしてイエス･キリ

ストの名によってバプテスマを施す」（使徒 2:37-38）と。エチオピアの宦官はピリポから

バプテスマを受ける前に信仰を告白しています（使徒 8:36-37）。コリントの人々はまず信

じ、それからバプテスマを受けました（使徒 18:8）。わたしたちは福音を信じて救われまし

た（エペソ 1:13；1 コリント 15:1-4）が、その時バプテスマは救われる過程には必要あり

ませんでした（１コリント 1:17）。 悔改めとキリストを信じることがまず先です（使徒

20:21）。 

 

幼児洗礼について 

 

   新約聖書には幼児洗礼のことについては何も具体的に書かれていませんが、幼児洗

礼は何百年にもわたって多くの教会で行われてきました。歴史的にみて、それらの教会は

次のような理由から幼児洗礼を行ってきました。それらは１．幼児にも地獄からの救いを

保証する、２．後で確認するとして、救いのプロセスを始める、３．キリストにある子供

として育てるという重要性のためバプテスマや献子式を通して両親や祖父母に訴える。も

ちろんバプテスマをしていないと子供は地獄に落ちてしまうという考え方は両親にとって

はとても恐ろしいものですが、そのことはもちろん、幼児洗礼は神の恵みを受けて救われ

る過程であるというのも聖書には書かれていません。幼児洗礼や献子式はとても美しいの

ですが新約聖書にはそのようなことは書かれていません。それらのことにも関わらず幼児

洗礼は聖書から発生したものだとする人は多いのです。 



 

１．聖書に幼児洗礼が書かれている個所として取り上げられているところ。 

マルコ10:13-16とマタイ19:13-15が幼児洗礼に関わる聖書の個所としてよく取り上げ

られます。母親たちが子供たちをイエスのもとに連れてきたときにイエスはこう言い

ます。「子供たちをわたしのところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこの

ような者たちのものである」。しかしながらイエスはこの子供たちを祝福はしましたが、

バプテスマを授けてはいません。マタイ 18:2-6 も良く取り上げられる個所です。イエ

スはこう言いました。「心を入れ替えて、子供のようにならなければ、決して天の国に

入ることはできない」。このお話の中心は子供ですが、話の目的は自分を低くすること

であって幼児洗礼ではありません。もう一つの聖書の個所は 1 コリント 7:14 です。信

徒の子供たち（片親にしろ両親にしろ）は「聖なる（Holy）」といわれています。この

「聖なる」という言葉は「分けられた」という意味で信徒の子供たちの地位を指して

います。しかしこの地位はバプテスマによって保証されるものでもなければバプテス

マを必要とするものでもありません。クリスチャンの両親を持っているからといって

教会に属するとは聖書のどこにも書かれていません。救いは新しく生まれ変わること

であり、親から生まれたときに自動的に与えられるものではありません（ヨハネ 1:13；

3:5-7）。 

２．割礼をもとにした意見。 

ユダヤ人の子供は生まれて八日目にユダヤの国民として認められるために割礼を受け

ます（ルカ 1:59）。これをもとにしてクリスチャンも子供にバプテスマを授けるべきだ

とする人がいます。コロサイ 2:11-12 にあるイエス･キリストの割礼の場面を上げるこ

とが多いようです。しかしこの場面はイエスの死に関する部分で、それゆえ罪を取り

除くことができるということが書かれています。幼児洗礼を認めるような記述ではあ

りません。 

３．家族すべてがバプテスマを受けたという記述をもとにした意見。 

ルデヤの救い（使徒16-14-15）、ピリピの牢番人（使徒16-30-33）、クリスポ（使徒18:18）、

ステパナ（１コリント 1:16；16:15）など、家中が信じバプテスマを受けたという記述

があります。「家中」ということですから、その中にきっと幼児もしくは幼すぎて信仰

を告白できない者もいたであろうという人がいます。聖書の記述にはそのような事は

書かれておりません。確かにありうる話ではありますが、使徒 16:34 に書かれている

ように、キリストのメッセージを理解し、信じた者だけがバプテスマを受けたと考え

るほうが適切です。 

 

バプテスマの意味は 

 

   水というものは時として「洗い流す」ことを連想させます。しかし信仰者はキリス



トの血によってのみ洗い清められます。バプテスマまたはバプテスマの形の重要な意味は

死、埋葬、そして復活です（ローマ 6:3－5）。キリストは私たちの罪のために死に、私たち

の義認のために復活されました。救いにおいて、神様はキリストの贖いによって私たちを

義と認め、私たちをキリストにある者とされました。神の目から見ると私達はキリストと

共に死に、キリストと共に復活したのです（コロサイ 3:1-3；ローマ 6:6-11）。バプテスマ

は信仰者の身にすでに起こった事の象徴あるいはその形なのです。バプテスマの水の中で

信仰者は死に、埋葬され、そして復活するのです。そのようにして信仰者はキリストの死、

埋葬、復活が自分のためであったと認識するのです。それゆえ彼はキリストと一体となる

と告白できます。バプテスマは「良心のための神へのアピール」とも言われます（１ペテ

ロ 3:21）。信仰者は公に「キリストはこれらのことを私の救いのために十字架上で成し遂げ

てくださった。私は心からそれを信じます。それゆえ私はキリストの命令に従って、公に

そのことを表明しているのです。私はキリストと共にあります」と言うのです。この「キ

リストと共に」というのはキリストと共に歩むという宣言で「バプテスマを受けた人生」

を歩むという宣言でもあります。私たちは聖書で使われていないが人々の間でよく使われ

るバプテスマを表す言葉についてここでは討論をする必要はないと考えます。それらの言

葉というのは聖礼典、儀式、式、入会式、恵みの確証、清めの象徴、宣誓等があります。 

 

バプテスマで救われるか 

 

   数多くの教会で「バプテスマによる再生」ということが教えられています。その意

味は水によるバプテスマで人は生まれ変わり罪が赦されるということです。そのことにつ

いてどのような聖書の個所が引用されているでしょうか。 

 

１．ヨハネ 3:5 

「水と聖霊とによって生まれる」という言い方は水によるバプテスマから再生される

というように理解しようと思えばできますが、まずここでは「バプテスマ」という言

葉が使われていないことに注目してください。水というのは必ずしもバプテスマを意

味するとは限りません。ヨハネ 7:38-39 では水は聖霊のシンボルとして使われています。

ヨハネ 3:6 および 3:8 では人は聖霊によって生まれると書いてあります。また水とは神

の言葉だと信じている人もいます。ヨハネ 15:3 では御言葉によって洗われると書かれ

ています。エペソ 5:26 には御言葉の水の事が書かれていますし、1 ペテロ 1:23 には新

生は御言葉によると書かれています。他では主は永遠の命の水のことについて話をさ

れています（ヨハネ 4:14）。ヨハネ３章では新生の二つの事例として風と青銅の蛇が書

かれています。しかしどちらも水によるバプテスマとは異なります。風の吹くのは見

えないし、予想もつかないし、ふれることもできません。これらのことはバプテスマ

とは関わりはないようです。 



２．テトス 3:5 

この聖句は「新たに造りかえる洗い」について書かれていますがバプテスマという言

葉は使われていません。同時にそのことは「聖霊によって新しく生まれさせる」とも

書かれています。この洗いと訳されている言葉はギリシア語の BAPTISMOS ではなく

て LOUTRON という入浴を意味する言葉が使われています。 

３．１ペテロ 3:21 

この聖句では「この水で前もって表されたバプテスマは、今やイエス･キリストの復活

によってあなたがたをも救うのです」と書かれていますので、あたかもバプテスマに

よって救われるように思えます。しかし次に来る聖句でバプテスマは洗い清めること

ではなくて良心の応答であるという考え方を示しています。ここの聖句の背景は地上

を破壊し箱舟を浮かしたノアの時代の水による神の裁きです。ここであらわされてい

るのはキリストがその箱舟であるということです。キリストは私たちの代わりに死の

水をくぐることで私たちもキリストと共にくぐることが出来たのです。それゆえキリ

ストは神の裁きからの救いと守りを表しています。私たちはキリストにあるから救わ

れたのであって、水によるバプテスマによって救われたのではありません。 

４．マルコ 16:16 

「信じてバプテスマを受けるものは救われる」と書かれていますのでバプテスマが救

いには欠かせないように思えますが、それは次に来る言葉「信じない者は滅びの宣告

受ける」というのを無視する考え方です。そこには「バプテスマを受けない者は滅び

の宣告を受ける」とは書かれていません。 

５．使徒行伝 22:16 

この聖句には「バプテスマを受けて罪を洗い清めなさい」というところがあります。

これだけをみるとあたかもバプテスマによって罪が洗われるようです。もしそれが本

当ならば罪の清めはキリストの血のみによるということを拒否することになります

（１ヨハネ 1:7；へブル 9:22）。この聖句はパウロの回心の場面の一部分です。アナニ

ヤはパウロにバプテスマを受けるように勧めますが、同時に、主の名を呼ぶようにも

勧めます（ローマ 10:13）。バプテスマの水は罪を洗い流しません（黙示 1:5）。 

 

   聖書は水が救い主でないことを次のような例をもって教えてくれます。（１）十字架

上の盗人は水なしで救われた（ルカ 23:43）。（２）パウロはキリストに導かれた人々すべて

にバプテスマを施したわけではなかった。もし新生にバプテスマが必要だったのなら、と

んでもないミスです（１コリント 1:14-17）。（３）イエスは自身が救い主にも関わらずバプ

テスマを施さなかった（ヨハネ 4:2）。（４）異邦人は水によるバプテスマの前に救いと聖霊

とを受けた（使徒 10:44-48）。 

 

バプテスマの方法 



 

１．様式 

初期のクリスチャンは浸礼によってバプテスマを受けた（水に潜る）。水をかけたり、

振り掛けたりするのは２世紀に始まり、13 世紀に一般的になった。しかし、聖書の中

のバプテスマはヨハネ（マタイ 3:16；ヨハネ 3:23）やピリポ（使徒 8:38-39）にある

ように水に沈めることを指している。バプテスマの象徴している意味も沈めるほうが

明らかになる。頭に数滴かけるよりも体を完全に水の中に沈めるほうがキリストと共

に墓に入る（コロサイ 2:12；ローマ 6:4）ということを良く表している。「一滴の水は

海と同じである」と言われるが一滴の水では墓に入るという感じはしない。バプテス

マという言葉の元々の意味は「沈める」ということである。神の霊がもし振り掛ける

ことを意味するとしたら異なる言葉 Rhantizo が使われたであろう。ゆえにバプテスマ

はその言葉の意味からも、象徴する事柄からも沈める様式が一番適切である。 

２．バプテスマの授け方 

バプテスマは「父と子と聖霊の名によって」（マタイ 28:19）と言って授けられる。「イ

エスの名によって」とか「主の御名によって」という言葉が使徒行伝の 2:38、8:16、

10:48 では使われている。これらは「父と子と聖霊の御名によって」の省略した形でど

れもバプテスマのヨハネのバプテスマ（使徒 19:3-5）と区別するためと思われる。 

３．バプテスマを授ける人 

バプテスマを授ける人は主と教会を代表する信徒であるべきである。資格については

書かれていない。新約聖書では一般信徒と任命された聖職者という区別はない。 

 

なぜバプテスマは重要か 

 

   もしバプテスマが罪を洗い流すわけでもなく、教会に入るために必要でもなく、救

いの保証にもならないのなら、どうしてバプテスマを受ける必要があるのだろうかと考え

ている人は次のことを考慮していただきたい。 

 

１．バプテスマはキリストの命令の一部である 

キリストの宣教命令に忠実であろうとすれば、私たちはバプテスマを教え、実施して

いく必要がある。そうすれば「あなたがたに命じておいたことをすべて守るように」

というキリストの命令に忠実に従うことになる。 

２．バプテスマはこの世に対しての証しである 

バプテスマは自分の信仰を家族や友人に証しする最も有効な方法である。 

３．バプテスマは他の信徒に対する証しである 

バプテスマはこの世に向かっての公的なキリストへの信仰を表すので、他の信徒と身

分を共有することである。ある国ではキリスト教信徒は信仰のために迫害されていて、



バプテスマを受けたことを公にするのを避ける信徒もいるのでバプテスマの意味は大

きい。 

 

結論 

 

   私たちはキリストによってバプテスマを受けるように命令されています。キリスト

教の初期からキリストを信じる者はすべてバプテスマを受けてきました。私たちは良い行

いをすること、パンを裂いてキリストを覚えること、キリストを証しすること、他の信徒

と会うこと、そしてバプテスマを受けることを命じられています。バプテスマは救いには

必要ありませんが、キリストに従うためには必要です。さらにバプテスマを受けた人生を

送ることによって信仰の告白を事実として証ししていくのです。 



バプテスマとは 

 

１．キリストはバプテスマがいかに重要であるといっていますか（マタイ 28:19-20）。 

 

 

ヨハネ 14:21 は上記の聖句とどのような関係があるでしょうか。 

 

 

（2 から 4 の質問に関しては使徒 2:41；8:12；8:36-39；10:47-48；16:14-15；16:30-33；

18:8 を読んでください） 

２．新約聖書の時代の新しいクリスチャンの応答は何であったでしょうか。 

 

 

３．バプテスマを受けるためにはどのようなことが要求されているでしょうか。 

 

 

４．新約聖書では新しくクリスチャンになってからどのくらいの時間を経てバプテスマを

受けていたでしょうか。 

 

 

今の時代にどのような理由で信仰者がバプテスマを遅らせることが考えられるでしょ

う。 

 

 

５．バプテスマの様式に関しては数限りない討論が重ねられてきました（浸礼、潅礼、滴

礼）。使徒行伝 8:36-39 によると、どのような様式が新約聖書の時代に使われていたで

しょうか。 

 

６．コリント人への第一の手紙の 15 章 3 節 4 節によると、福音の基本的なメッセージは何

でしょうか。 

 

 

この聖句をローマ 6:3-6、コロサイ 2:12 と比較してみましょう。バプテスマの儀式は福

音のどのようなメッセージを表しているのでしょうか。 

 

 



７．ガラテヤ人への手紙の 2 章 20 節を自分の言葉で書き直してみましょう。「バプテスマ

を受けた人生」に関してどのようなことが書かれているでしょうか。 

 

 

 

８．質問 3 と質問 6 から考えると、幼児あるいは信徒でない者へのバプテスマはどのよう

な意味を持っているでしょうか。それはなぜですか。 

 

 

「バプテスマ」（さもなければそれに近い言い方）という言葉を辞書で引いてみましょ

う。幼児のためにバプテスマという言葉は使われているでしょうか。 

 

 

キリストを受ける前に幼児のときにバプテスマを受けた人は、再び信徒としてバプテ

スマを受けるべきでしょうか。説明してください。 

 

 

９．あるグループはマルコによる福音書の 16 章 16 節を引用してバプテスマは救いのため

に必要だと教えています。そのような教えに対し使徒行伝の 10 章 44 節、47 節から 48

節を引用してどのように反論できるでしょうか（ローマ 8:9 を参照）。 

 

 

何が罪を洗い流すことが出来るでしょうか（へブル 9:14、22；１ヨハネ 1:7；黙示 1:5）。 

 

 

１０． 次の文のうち当てはまるものに丸をつけて下さい。 

１）私はイエス・キリストを主とし、また救い主として受け入れましたのでバプテス

マを受けました。 

２）私はクリスチャンになってから一度もバプテスマを受けていません。どこかの教

会と話をしてバプテスマを受けたいと思います。 

３）私はバプテスマについてさらに質問があります。もう少し情報をいただけないで

しょうか。 

４）その他。 


