
5．永遠の救いとは 

 

   「私の救いはとこしえに続く」と主は仰せられる（イザヤ 51:6b）。私たちの大いなる神で

ある救い主は、神の人々に対しその御業を始められ、「キリスト・イエスの日までに完成させる」

（ピリピ 1:6）と言われる。主イエスは私たちのために永遠の贖いとなってくださった（へブル

9:12）。神にある命は永遠である（ヨハネ 1:4；5:26；1 ヨハネ 1:2）。御子による救いは人に与え

られた命そのものである（１ヨハネ 5:11-12）。永遠の命は神の言葉を聞く者（ヨハネ 5:24）、子

を信じる者（ヨハネ 3:15-16）、そして子の肉を食べその血を飲む者（イエスの十字架での死の行

為にあずかるという意味）に無償で与えられる（ヨハネ 5:24）。永遠の命は神様からの贈り物で

ある（ローマ 6:23；ヨハネ 17:2）。この贈り物は神様にとっては一人子の死と苦しみというたい

へん高価な代償を必要としたものであった。それは神様への忠誠や弟子としての行いによっては

得られるものではない。もし得られるとすればそれは贈り物ではなく、そのような価値のある者

への神からの当然の報酬である（ローマ 4:4）。聖書の中には永遠の命は人間の良い行いによって

与えられるというような一時的な命であるという記述はない。「一時的な命」は「永遠の命」とは

異なるものである。 

 

   信仰者の救いが保証されいつまでも続くということを述べている聖書の言葉は感動的であ

る。私たちは「天に蓄えられている、朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐ者としてくだ

さり、終わりの時に現されるように準備されている救いを受けるために、神の力により、信仰に

よって守られている者」として新しく生まれさせてくださったのです（１ペテロ 1:4-5）。「神はあ

らかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされたものたちに栄光

をお与えになったのです」という聖句のつながりに注意をしたい（ローマ 8:38-39）。私たちが主

イエスから永遠の命をいただいたのだから、何者もそれを神の手から奪うことは出来ません（ヨ

ハネ 10:28-29）。「羊がそれに従えば」とか「神の手の中にいるときだけ」とかいう条件はついて

いません。永遠の救いは神様の御言葉による宣言であって、誰もいかなる条件もつけることは出

来ないのです。その約束を守る力は神様のみにあるのであって人間にはありません。神様は守っ

てくださる方です（ユダ 24節）。神様は最後まで私たちを支えてくださる方です（１コリント 1:8）。

神様は私たちを敵から防いでくださる方です（２テモテ 1:12）。神様は私たちを永遠にしかも完

全に救ってくださる方です（へブル 7:25）。救いは永遠です、なぜならそれをなさってくださる

方は全能の神様であるからです。 

 

永遠の救いの完全さ 

 

   神様の救いはそれを成し遂げてくださる方が「信仰の創始者、または完成者」である神様

であることから考えてみましょう。 

 

１．完全なる新生 

神様の家族として生まれたのでしたら救いというのは永遠であるはずです。主イエスはニコ

デモに神の国に入るためには新たに生まれなければならないと言いました（ヨハネ 3:3-7）。



私たちは神の子を本当に信じた時、新しく生まれるのです（ヨハネ 1:12-13）。聖書の中のど

こにも神の家族であるために何回も新しく生まれなければならないとは書いてありません。

物理的な誕生も一度ですが、霊的な誕生も一度きりです。 

２．完全なる犠牲 

へブル書に明らかに書かれていますが旧約聖書の時代の犠牲とは異なり、十字架上で主イエ

スのなされたことは私たちの罪を永遠に贖ってくださるものです。主イエスがなされたこと

は完全でしかも永遠であり、この一度の犠牲ですべてをなしてくださったので私たちが何を

も付け足すことはしてはならないし、その必要もないのです。「ただ一度イエス･キリストの

体が捧げられたことにより、私たちは聖なる者とされたのです」（へブル 10:10）。「しかしキ

リストは、罪のために唯一のいけにえを捧げて、永遠に神の右の座に着いた」（へブル 10:12）。

「キリストは唯一の捧げ物によって、聖なる者とされた人たちを永遠に完全な者となさった

からです」（へブル 10:14）。これら聖句のどこにもこの完全なる御業が私たちの行いの良し

悪しに関わるとは書かれていません。信仰者はキリストの完全なる御業に頼ればよいのであ

って、何を加えることはありません。 

３．完全なる結びつき 

救いは私たちをこの世の教会のメンバーとしてくれるわけではありません。救いは私たちを

霊的にキリストの体の中に導きいれ、神の子と一体としてくれます。一つの御霊によって一

つの体となるためにバプテスマを施し（１コリント 12:13）、神の家族の一員としてください

ます（１コリント 12:27；エペソ 5:30）。この結びつきはとても強いものであるから信仰者を

迫害することはキリストを迫害することである（使徒 9:4-5）。私たちが神と一体になるとい

うことは、私たちが神と共に生き、神と共に上にあげられ、すでに神の座の右に座っている

のです（エペソ 2:4-6）キリストと私たちが結び付けられている様は結婚した夫婦の霊的な結

びつきを現しています（ローマ 7:4；エペソ 5:31-32）。なにものも神の愛と配慮から私たち

を引き離すことは出来ないのです（ローマ 8:35-39）。主イエスはこう言われました、「わたし

は、決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしない」と（へブル 13:5）。 

４．完全なる聖霊の働き 

旧約聖書の時代、また福音書の時代を通しての聖霊の働きは、今のキリストの体の中での働

きとは異なりました。聖霊は人のところに来ては、また去って行きました（サムエル上 16:14）。

ダビデ王は聖霊が去られるのを恐れました（詩篇 51:11）。主イエスは聖霊が与えられること

を祈るようにと勧められました（ルカ 11:13）。しかし主は、主がこの世を去られてからの聖

霊の働きは新しくかつ異なるものだと言われました。主が天に昇るまでは聖霊は私たちに「ま

だ与えられていません」でした（ヨハネ 7:39）。聖霊は主イエスが天に昇られてから主によ

って信仰者の中に永遠にいるために与えられるのです。（ヨハネ 14:16-17）。これは新しい時

代の幕開けとしてペンテコステの日に現実となりました（使徒 1:4-5；2:1-18；2-33）。真の

信仰者には必ずキリストの霊がいて下さいます（ローマ 8:9b）。私たちが本当に福音を信じ

るとき私たちは聖霊によって証印を押されるのです。それは私たちの贖いの保証です（エペ

ソ 1:13-14；4:30；2 コリント 1:22）。この聖霊による油注ぎは真の信仰者にいつまでも残り

ます（１ヨハネ 2:27）。ゆえに信仰者は神様によって証印を押され、永遠の贖いと神の子と

しての身分が保証されています。 



５．完全なる弁護人 

主イエスを除いて聖書に出てくる人物で罪を犯さなかったり、失敗をしなかったりした者は

いません。それでは真の信仰者が罪を犯したときはどうなるのでしょうか。その人は悔改め

ること、そして罪から離れることをしなければなりません（箴言 28:13；１ヨハネ 1:9）。そ

して聖なる神様の前で申し開きをするための仲裁者が必要です。主イエスが私たちの大祭司

としての役割は、神様の前で私たちを弁護してくださることです。主イエスは私たちの弁護

のため神様と話をしてくださいます（１ヨハネ 2:1）主イエスは常に神様の右の座におられて、

私たちのための仲裁者として働かれています（ローマ 8:34；へブル 9:24）。主は主が仲裁を

してくださる人々を永遠に（または完全に）救うことが出来ます（へブル 7:25－28）。この

仲裁の業をしてくださるために、私たちがいつも良いことをしている等の条件はありません。

このような弁護人がいてくださる天の法廷では、私たちは負けることはないのです。 

６．完全なる保護者 

私たちの信仰の貞節さが救いの条件であるならば、私たちは滅びるしか道はありません。肉

体の弱さは良く知られているところです（ローマ 6:19）。聖霊によって始められた業は決し

て私たちの肉によって完成するものではありません（ガラテヤ 3:3）。ゆえに私たちの救い主

が語られる言葉によって私たちは平安を得るのです。「私をお遣わしになった方の御心とは、

わたしに与えてくださった人を一人も失わないで、終わりの日に復活させることである。わ

たしの父の御心は、子を見て信じるものが皆永遠の命を得ることであり、わたしがその人を

終わりの日に復活させることだからである。」（ヨハネ 6:39-40）。主は私たちの魂を守ってく

れます。このことは新約聖書で事あるごとに強調されています（ヨハネ 10:27-30；１コリン

ト 1:8；ピリピ 1:6；ユダ 24-25；１ペテロ 1:5）。これらのどの聖句にも、救いは人の信仰の

貞節さに依存するとは書かれていません。 

 

 

永遠の救いが信じられない理由 

 

   救いは永遠であるという考え方をそのまま受け入れることが出来ずにいる信仰者の方々が

おられることは理解できます。受け入れることが出来ない理由として次の三つが挙げられます。 

 

１．改宗者の失敗 

ある人々は救いは条件付だと言います。そのわけはクリスチャン（牧師も含みます）である

と宣言しながら道徳的に退廃していたり、神様から離れたり、ひどいときは神様を否定する

人たちもいるからです。もし人々が以前の堕落した生活に戻ったり、神様に反抗したりする

ようになったらどうして救いを得ることが出来るのでしょうか。この問いに答える前に、ま

ず自分はクリスチャンであるという人たちが本当に救われているかどうか知る必要がありま

す。新約聖書の中にもクリスチャンとはいっているものの救われていない人々のことも書か

れています。主イエスは麦と共に毒麦が育つ譬え話をされました（マタイ 13:24-30、36-42）。

毒麦は神の子ではありません。義なる生き方を知った後に罪の生活に戻ることは、犬が自分

の吐いたもののところに戻ってくることや、種が泥の中に埋もれるのに譬えられます（２ペ



テロ 2:20-21）。犬や種は神様の霊によってキリストの子羊とはならなかったので元の自然の

状態に戻っただけなのです。主イエスは再臨のとき、自分の行いによってキリストとの関係

ができたと主張する人たちを許しません。主は「あなたたちのことは全然知らない。私から

離れ去れ」と言われるでしょう（マタイ 7:23）主が「あなたのことは知っているが、あなた

はわたしから離れてしまった」とは言っていないことはとても重要なことです。救いを得る

ことの出来る信仰はまがい物の信仰とは違います。子供のときの熱心な祈り、手を上げての

祈り、教会で前に出て信仰を告白する行為、あるいは教会での目覚しい働き等は救いの保証

にはなりません。表面的な告白は本当の救いを永遠に保証するものではありません。繰り返

し行っている不品行、争い、怒り、泥酔、嫉妬などは救われていない危険信号です。「このよ

うなことを行う者は、神の国を受け継ぐことはできません」（ガラテヤ 5:19-21）。ヨハネ第一

の手紙の 2:3-6、2:15、3:6-10、3:14、5:2-4 の聖句を読むと救いを得られる信仰の本当の姿

がわかります。もし私たちが主イエス、または主イエスの言葉に従わないで、罪を平気で行

い、神よりもこの世を愛するようであれば、神を知っていると言っても無駄なことです。神

は私たちを嘘つきと言われるでしょう（１ヨハネ 1:6；2:4）。このような人に新生はありませ

ん。 

２．罪を犯す自由 

永遠の救いに絶対的に自信がある人々は霊的に自己満足してしまうことがあります。そうす

ると「罪を思いのままにする」自由があると勘違いをします。これは永遠の救いを間違って

理解しています。本物のキリストの羊というのは主に従い、決して主の愛と恵みを悪用しな

いのです。聖書では神は罪を犯す子供たちをある方法で対処するということを教えています。

一つの方法は主の「懲らしめ」または「訓練」というものです（へブル 12:5-11）。矯正され

るというのは神の家族から追放されるのとは違います。また神は時として横道にそれてしま

った子供たちを、喜び、平安、証し、祈る力、生きる満足感等を得られない状態のままに放

置し、キリストの裁きの座での報酬を失うことも容認します。しかし本当にその人がキリス

トの羊ならばわがままで自己満足であることはないはずです。 

３．永遠の救いと反する聖書の記述とされている個所 

ある人々は永遠の救いに反するとする聖書の記述をもって、この考え方に異議を唱えます。

しかし永遠の救いは聖書全体の考え方をもとにしてあるので部分的な考え方をもとにしてあ

るのではないのです。神の言葉は全体をしっかりと読めば矛盾することはないのです。クリ

スチャンになってから、主から離れてしまい、あたかも救いを失うかのように読める多くの

聖句のうち代表的なものを見てみましょう。 

１）救いから離れる 

ある聖句の中で人が救いから「離れ去る」というところを、あたかも本当の信仰者が救

いを失うことがあるように解釈されることがあります。しかし、「離れ去る」（Apostasia）

というのは一旦クリスチャンであると「告白」した人々が信仰から離れるということで

す。特に、キリストの神性と、贖いはキリストの流された血のみによるという真理を拒

絶することです。そのような人々は必ず教会から離れるわけではなく、多くの人たちは

そのまま教会に残り教師となることもあります。ある人たちは教会から離れます。しか

し「彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったので



す」（1 ヨハネ 2:19）。ユダの手紙ではそのような人々を「不敬虔な行為の者たち」と呼

んでいます。そのような人たちはそっと忍び寄ってきます。彼らは「不敬虔な者」であ

り（4 節）、水のない雲（12 節）、御霊を持たない者です（19 節）。彼らは「見えるとこ

ろは敬虔である」（２テモテ 3:5）が、本当の信仰者ではありません。そのような者たち

は１テモテ 4:1－3；２ペテロ 2:1、15－22；１ヨハネ 2:18-22 そして２ヨハネ 7-9 にも

書かれています。Apostasia とは異なる言葉がそれら恵みから離れてしまった人々（ガ

ラテヤ 5:4）、キリストへの最初の愛から離れてしまった人々（黙示 2:4-5）、そして固い

信仰から離れてしまった人々（２ペテロ 3:17）には使われています。それらは信仰者の

失敗ですが、「救いから離れ去る」ということではありません。 

２）条件の付いた聖句 

いくつかの聖句では「もしも」という言葉が救いを語るところにつけられています。あ

る人々は「もしも」に続く条件を満たさない限り救いにはあずかれないと理解していま

す。詳しくこれらの聖句を学ぶと、これらの人々は聖書の基準に反する生き方をしてい

て、救いが最初から本物でないことがわかります。へブル人への手紙には救いが本物か

どうかを問う多くの「条件」が書かれています。この手紙は本当に新生したユダヤ人と、

まだ新生していない、ためらいがちなユダヤ人の両方に対して書かれたものです。まだ

新生していないユダヤ人はキリストの血のみに頼ることをしないで神殿の犠牲に逆戻り

する危険性を持っています。それぞれの警句は主イエスへのかすかな希望から離れてし

まいそうなためらいがちなユダヤ人へ向けたものです（へブル 2:1-3；3:6、12、14；4:1；

12:25）。一方ではキリストへの絶え間ない信頼を述べた聖句は１コリント 15：1-2 とコ

ロサイ 1：22-23 に見ることができます。 

またへブル書 6:4-6 も多くの人々を悩ませてきました。この聖句はあたかもクリスチャ

ンのことを述べているようです。しかし、ここには聖霊のしるしや内在のことには触れ

ていませんが聖霊の働きについて語られていますので（4 節）、救われないままに来てい

る人々のことを語っているともいえます。また 9 節にはこれを書いた人が「あなたの良

いところ、および救いがもたらすもの」と書かれているのでそれまでは救われていない

状態であったことを示しています。もしこの聖句が羊は本当に失われてしまうと言って

いるとしたら、救いから離れてしまった人々が再び悔改めて救いにあずかるということ

は不可能になります。ここで言われている大きな過ちは「救いはキリストの流された血

のみによるのではない」というもので、普通の過ちとは異なります。 

またへブル書の 10:26-39 にも意図的に罪を犯す者に対する重大な警告が書かれていま

す。26 節と 39 節を比べると「私たち」というのが違うことに気がつきます。26 節の意

図的な罪人は唯一の救いの贖いにはあずかれず「神の子の足もとに踏みつけられます」

（29 節）。これと対照的に 39 節のグループは「滅亡に落ちる者ではなく、魂の救いを信

じる者」です。本物の信仰は唯一の望みであるキリストの十字架から離れ去ることはあ

りません。救いの信仰は強いものです。 

３）様々なたとえ話 

あるたとえ話の詳細の部分が暫定的な救いという神学論を支えるものとして使われてき

ました。しかし、適切に聖書の読むためにはたとえ話の詳細の部分は全体で教えようと



することをしっかりと見て理解されねばなりません。次にあげる四つのたとえ話がこの

暫定的な救いという神学論のために使われてきました。 

① 種をまく人（ルカ 8:4－15） 

「しばらくの間信じる人」というところが問題になっています。しかしここにはこ

れらの人たちは根を持たないと言っています。それでは彼らは何を信じていたので

しょうか。悪魔も信じますが、彼らは救われません（ヤコブ 2:19）。このたとえ話は

神の言葉を聞いた人たちの心の状態を描いています。素直でよい心をもって聞いた

人たちは救われて、信仰の実を結びます。 

② 管理人（ルカ 12:41-48） 

信心のない管理者は主の来るのを待っていないので「不信心な者とともにその分を

受ける」という個所が問題になっています。すべての人はそれぞれ神から与えられ

たものの管理者です。この信心のない者が救いを失った信仰者とは明らかにされて

いません。 

③ 許しの法則（マタイ 18:23-35） 

ここでは私たちが他人を許すことをしなければ、神も私たちを許さないと言われて

います。そして悪い使用人は「仕置き人」に引き渡されます。しかしここには許さ

ない人は救われないとは書かれていません。ここで言われていることは神の恵みに

対して私たちがどのように寛容であるべきかが教えられています。 

④ 本当のつる（ヨハネ 15:1-7） 

ここでは「もし人が私につながっていないのなら枝のように捨てられ枯れてしまい、

人がそれを集めて火の中に投げ入れ、それらは燃えてしまいます」という記述が問

題にされています。しかしここでの主題は実を結ぶということであって、キリスト

との固い絆のこととは限りません。実のならない木が人によって焼かれるというの

は農地でよく行われることであって、失われた人々に対する永遠の神の裁きの火で

はありません。 

⑤ その他の聖句 

挫折した信仰（１テモテ 1:19－20）、迷い出てしまった信仰（１テモテ 6:10、21）、

覆ってしまった信仰（２テモテ 2:18）などの聖句が永遠の救いに反する記事として

よく使われます。しかし、これらの聖句は罪を犯す信仰者あるいは表面だけの偽の

告白をした者についての記事です。「神は自分の民をご存知である」（２テモテ 2:19）。

私たちは他人のめちゃくちゃな生活の表面だけを見てその人の救いのことをとやか

く言います。ロトは創世記の記述だけを見ると救われた者であるかどうかわかりま

せんが、２ペテロ 2:7-9 で彼は救われた者だと言われています。信仰者はキリストの

裁きの場で報酬を失うことはあるでしょうが、救われています。ただし、彼らの人

生での成果は「焼かれて」しまいます（１コリント 3:15）。見放された者あるいは資

格のない者の危険をパウロが説明した時は、疑うことを知らない人のことが彼の頭

の中にあったと思われます（１コリント 9:27）。しかし、これらのことからパウロが

自分の救いを失うことを恐れていたとは言えません。パウロは彼の救いに関しては

自信がありました（２テモテ 1:12；4:7-8）。 



 

結論 

 

   聖書の中では救いに至る信仰は命の終わりまで続き、単なる一時的な行いでないことにつ

いては明らかです。救いに至る信仰は表面だけの信仰、神学論への同意、儀式の中の祈り、ある

いは救いを得るための一定の形式的な行いとは違います。本当の信仰はキリストその人やキリス

トの救いの行いが人にとっての唯一の望みであることを否定しません。本当の信仰は罪をおかす

生活でなく、良い生活を生みます。本当の信仰はただ口で信仰を持っていると言うだけでなく、

日々の生活の中で、その信仰が本物であることを行動によって示すものなのです（ヤコブ 2:14-24）。

口で言うだけで生活の中で信仰の実を結んでいない者は「天国への切符」が約束されているわけ

ではありません。その代わりに最後の日に主から恐ろしい宣告、「私から離れよ、私はあなたを知

らない」と言われるかもしれません。それとは逆に本当の主イエスの羊は「主はこのわたしをす

べての悪の行いから贖い、主の天国へと導くであろう」と言うことができる（２テモテ 4:18ａ）。 

 



永遠の救い 

 

１．キリストは信仰者をどのようなことから救ってくださるのでしょうか（マタイ 1:21；ローマ

5:9；6:14、17-18；ガラテヤ 3:13；エペソ 2:1-6）。 

 

 

 

２．神は私たちの罪をどのようにして下さったのでしょうか（イザヤ 1:18；詩篇 103:12）。 

 

 

 

何を元に罪の赦しは与えられるのでしょうか（エペソ 1:7）。 

 

 

 

３．どこで、どのようにして私たちの罪は捨てられたのでしょうか（１ペテロ 2:24）。 

 

 

 

これは私たちのすべての罪を含むのでしょうか、それとも救われる以前の罪だけなのでしょ

うか（へブル 9:24-28；10:10-14）。 

 

 

 

４．神の子を信じることによって私たちは何を受け取ることができるでしょうか（ヨハネ 5:24）。

またこれらはすぐに受け取れるものですか、それとも死ぬ時に受け取れる者でしょうか。詳

しく説明してください。 

 

 

 

「永遠」という言葉を定義し、その限界を説明してください。 

 

 

 

 

 

５．私たちは一度救われてから、その後どのようにして救いが続くのでしょうか（ヨハネ

6:39-40；１ペテロ 1:4-5；ユダ 24）。 

 



 

 

「安らかさ、確かさ、そして喜び」（付記Ａ）の中でジョージ・カッティングは私たちの安ら

かさは神によるのであって、自分たちによるのではないと聖書を用いてどのように説明して

いるでしょうか。 

 

 

 

６．クリスチャンとして私たちは神とどのような関係にあるでしょうか（１ヨハネ 3:1-2）。 

 

 

私たちはそのような関係にどのようにして至ったのでしょうか（ヨハネ 1:12-13）。 

 

 

何によって私たちはそのような関係から引き離されるのでしょうか。（ヨハネ 10:28-29；ロ

ーマ 8:35-39）。 

 

 

７．信仰者の人生の中での聖霊の働きは救いが永遠であるということをどのように示しているで

しょうか（ヨハネ 14:16-17；ローマ 8:9ｂ；エペソ 1:13-14；4:30）。 

 

 

 

 

８．２テモテ 1:12ｂを自分の言葉で書き換えてみましょう。 

 

 

 

この聖句と 4:7-8 そして 4:18 からパウロは自分の救いに関してどのような確信があったと考

えられるでしょうか。 

 

 

 

９．１ヨハネ 5:11-13 の中で救いは永遠であると私たちが知ることができると、どのように書か

れているでしょうか。 

 

 

 

１０． 以下の意見に対してあなたはどのように、また聖書のどこの個所を使って応答するでし



ょうか。 

「死ぬまであなたは救われたかどうかわからない」 

 

 

 

「私の生活を見ていたら救われているかどうかわからないかもしれないが、8 歳の時に主イ

エスを祈りのうちに受け入れたのだから、私は救われていると確信がある」 

 

 

 

「もし救いを失うことがないのなら、やりたいだけ罪を犯すことができるのではないか」 

 

 

 

「教会のオルガン担当と駆け落ちした牧師を知っているから、永遠の救いという教えは嘘に

決まっている」 

 

 

 


