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2021/11/28 

ヨハネの手紙第一 講解メッセージ① 

『永遠のいのち』Ⅰヨハネ 1:1-5 

 

 

聖書を読むときの前提として、私たちの知性では神のことを知りえないということを知っ

ておくべきです。神は、知性で理解する対象ではなく、信じる対象だからです。 

聖書を読んでいくと、自分の考えとは相容れない部分が出てきます。その時、自分の考え

を飛び出すことができるかどうかがカギです。聖書に対して、自分が納得することを求めて

はなりません。必要なのは、自分を飛躍することです。自分の中にとどまろうとすると、つ

まずき、苦しくなります。私たちは水槽の中の金魚と同じで、有限の世界しかわかりません

から、その外のことは、信じるしかありません。聖書のことばが納得できない時、自分の考

えのほうが正しいと思うのか、納得を飛び出して聖書のことばを信じるのかが、問われます。

大切なことは飛び出すことです。聖書は、神と私たちのズレを矯正してくれます。しかし、

それには時間もかかりますから、焦る必要はありません。書いてあることをそのまま素直に

信じる方向に進もうとすることが重要です。 

 

■永遠のいのちとはイエス・キリストである 

 

「初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手でさ

わったもの、すなわち、いのちのことばについて、 ――このいのちが現われ、私た

ちはそれを見たので、そのあかしをし、あなたがたにこの永遠のいのちを伝えます。

すなわち、御父とともにあって、私たちに現わされた永遠のいのちです。―― 私た

ちの見たこと、聞いたことを、あなたがたにも伝えるのは、あなたがたも私たちと

交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・

キリストとの交わりです。 私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが

全きものとなるためです。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。

これが、私たちがキリストから聞いて、あなたがたに伝える知らせです。」 

（Ⅰヨハネ 1:1-5） 

 

「初めからあったもの」、それは神です。それが、永遠のいのちであり、イエス・キリスト

であると、ヨハネは体験しました。このことを伝えるために書かれたのが、ヨハネの手紙で

す。 

 

「私が神の御子の名を信じているあなたがたに対してこれらのことを書いたのは、あ

なたがたが永遠のいのちを持っていることを、あなたがたによくわからせるためで

す。」（Ⅰヨハネ 5:13） 
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なぜヨハネは、「イエス・キリストを伝えたい」と言わず、「永遠のいのちを伝えたい」と

言ったのでしょうか。それは、私たちが有限の存在だからです。人は、誰も永遠のいのちを

持っていません。私たちは変化する存在であり、やがて衰えて朽ちる体を持ち、生まれなが

らの状態では永遠に生きることはできません。まるで、生まれながらに死刑を宣告されてい

る状態です。だから、永遠のいのちが福音になるのです。イエス・キリストを伝えるという

ことは、永遠のいのちを伝えるということです。 

 

 

■人は土に帰る存在である 

 

「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る。あなたはそこから

取られたのだから。あなたはちりだから、ちりに帰らなければならない。」 

（創世記 3:19） 

 

多くの人が死後の世界について思いを巡らしてきましたが、聖書はそのようなことを教え

ていません。「土に帰る」とは、「なくなる」ということです。黙示録は、死を象徴して「火

と硫黄の池」と表現していますが、それは消滅を意味します。死後も生きると考える人たち

は、それを地獄で永遠の苦しみが続くことだと解釈していますが、聖書はそうは言っていま

せん。終わりなのです。 

世の中が教えていることと聖書の教えのギャップを受け入れるには時間がかかるかもしれ

ませんが、神が教えていることは、私たちはなくなる存在だが、永遠のいのちがあるから大

丈夫だという福音なのです。 

 

では、なぜ神は、人間を土に帰るものに造ったのでしょうか。わざわざ死ぬように造って

おきながら、私を信じたら永遠のいのちを上げようというのが、神のやり方なのでしょうか。

実は、そうではないのです。私たちはもともと死人として造られたわけではありません。生

きる者として造られていました。 

哲学の話になりますが、「人間とは精神である」と定義されます。「精神」とは、ものを認

識して、思考を働かせることができる働きのことです。ものを認識するためには、体が集め

た情報を認識するための物差しが必要です。それを魂と呼びます。人間は体と魂からできて

いる、このことを前提に、聖書を読んでみましょう。 

 

「神である主は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこ

で人は生きものとなった。」（創世記 2:7） 

 

「いのち」は複数形で、三位一体の神のいのちを表しています。「息」は、「霊」あるいは「魂」

と訳せる言葉です。つまり、神は人の体を造り、そこに魂を吹き込まれたのです。「そこで人

は生きるものとなった」、すなわち、精神が機能するようになったということです。 
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つまり、私たちは体と魂を持ち、そこに精神が生じたということです。精神という実体が

あるわけではなく、私たちが実体として持っているのは、魂と体です。魂には器が必要で、

それが体です。 

神のいのち（霊・魂）は、神から私たちに貸し出されたもので、神の思いを伝え続けると

いう普遍的な運動をしています。この運動が「愛」です。それが私たちの土台となって、私

たちを支えているのです。そして、神の思いを確認するために、体は情報を収集し始めます。

その情報に神の思いが反応して意識が生じ、人は生きるものになったというわけなのです。 

つまり、「私」というものが存在しているのではなく、「私」という意識は神のいのちに支え

られている存在なのです。だから聖書は、私たちは、神の中に生き、動き、存在している（使

徒 17:28）、つまり、神が土台で神に生かされている存在だということを繰り返し教えていま

す。 

人間と他の動物の違いは物差しです。他の動物も情報を収集して認識しますが、人間の物

差しだけが神に吹き込まれたいのちなのです。動物には動物の物差しがあります。 

また、人間だけがことばという概念を持っています。聖書は、ことばは神であったと言っ

ています。ことばを通して神と交わることができるのは、神のいのちを吹き込まれたからな

のです。 

 

 

■人は非常に良いものとして造られた 

 

「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった。夕が

あり、朝があった。第六日。」（創世記 1:31） 

 

非常に良かったとは、否定がないということです。つまり、体が収集できる情報は、すべ

て肯定的な良い情報だったのです。それを、魂という神のいのちを貸し出された物差しで認

識していたため、この時、人は体を通して神の愛を確認できていました。神が伝えてくれて

いる思いをそのまま確認できていたため、自分の存在を否定する情報は何もなく、不安も恐

れもありませんでした。 

 

「人とその妻は、ふたりとも裸であったが、互いに恥ずかしいとは思わなかった。」 

（創世記 2:25） 

 

恥ずかしいと思わなかったとは、不安がなかったということです。無条件で愛されている

自分を確認できていたからです。人の目を気にすることもなく、恐れのない状態です。アダ

ムとエバは、神に生かされている自分を、はっきりと見ることができました。人と神を隔て

るものは何もなく、すべてが神様と一つでした。つまり、人は生きるものとして造られたの

であって、初めから死人だったわけではないのです。 
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■悪魔が人をだます 

人に死が入ったのは、悪魔が蛇を操って人をだましたことによるものです。悪魔は神と反

対の立場を取るものですから、死（有限性）を司るものです。創世記 1 章 2 節に「闇が覆っ

ていた」とありますが、これが悪の象徴です。神は、悪の力が存在することを知っておられ

たので、アダムに「善悪を知る木から取って食べてはならない」と注意なさいました。 

 

「神である主は人に命じて仰せられた。「あなたは、園のどの木からでも思いのまま

食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取っ

て食べるとき、あなたは必ず死ぬ。」」（創世記 2:16-17） 

 

この時、神が言わんとしておられるのは、神と異なる思いを持った時、人は死ぬというこ

とです。 

悪魔のルーツに関して聖書は触れていないため、そのルーツは私たちにはわかりません。

しかし、神は良きものしか造りませんから、悪魔は神の被造物ではありません。三位一体に

ついも、私たちの日常の感覚ではとても理解することはできません。私たちはそれをただ信

じるしかないのです。 

聖書に書いてあることをただ素直に信じることが大切です。自分で納得しようとして、さ

まざまな想像を働かせると、結局神の教えから離れて行ってしまいます。 

 

さて、この時、人は悪魔に騙されて罪を犯してしまいました。罪というのは、神と異なる

思いを持つこと、すなわち、神と一つ思いではなくなることです。その結果、人は神の思い

を確認することができなくなりました。これが死です。神が認識できない体になったという

ことです。 

 

「このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知

った。そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを

作った。」（創世記 3:7） 

 

これが、今の私たちの姿です。ここで重要なのは、自分の内側が見えなくなり、外側しか

見えなくなったということです。神のいのちも愛も見えなくなってしまったのです。 

今までは自分の内側を見ることができたので、神が土台であることも神に愛されている自

分も見えていました。ところが、神が見えなくなったために外側しか見えなくなりました。

今の私たちもお互いをうわべでしか見ることができません。そこで、私たちは不安を覚える

わけです。恥ずかしいという概念は、ここから入り込みます。 

今の人間の構造はまさに不安です。そして、この状態を「死が入り込んだ」というのです。

それは、有限性になったということであり、同時にこの世界も有限性になりました。 

このように、私たちの体は、悪魔の仕業によって、死ぬものとなってしまったのです。神

が私たちを死人に造ったわけではありません。 



5 

 

 

「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る。あなたはそこから

取られたのだから。あなたはちりだから、ちりに帰らなければならない。」 

（創世記 3:19） 

 

 

■人は堕落したわけではない 

人は自ら堕落して罪を犯したのではなく、悪魔に欺かれた被害者です。罪を犯したことを

「堕落」と表現する人がいますが、聖書には、人が堕落したとは一言も書いてありません。た

だ「欺かれた」とあります。つまり、人が死ぬものとなったのは、神のせいでも、人のせい

でもありません。それゆえ、神は人を「助けたい」とお考えになりました。これが福音です。 

 

「神である主は、アダムとその妻のために、皮の衣を作り、彼らに着せてくださった。

神である主は仰せられた。「見よ。人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知る

ようになった。今、彼が、手を伸ばし、いのちの木からも取って食べ、永遠に生き

ないように。」そこで神である主は、人をエデンの園から追い出されたので、人は自

分がそこから取り出された土を耕すようになった。」（創世記 3:21-23） 

 

人が「善悪を知るようになった」とは、いのちと死を知るようになったということです。

神が死を知っていたというのは、悪魔を知っていたということです。死ぬものとなってしま

った人間が、自力でいのちを手にしようとすることのないように、神は二人をエデンの園か

ら追い出しました。人は自分でいのちを手に入れることはできませんから、死の問題を自力

では解決することはできません。神が二人をエデンの園から追い出したのは、人にはできな

いことで、二人がもがきあがくことがないようにするためです。つまり、エデンの園からの

追放は罰ではなく、人を助けるためのものだということです。皮の衣は、動物の犠牲による

もので、キリストの十字架を象徴しています。ここには、死人になった私たちをなんとして

も助けたいという神様の強い思いが表されているのです。 

人が生きるためには、魂と体が必要です。体が朽ちると魂は神に返却され、人は生きられ

なくなります。ですから、人を生かすためには、どうしても朽ちないからだが必要です。そ

れが、永遠のいのちです。イエス・キリストは、私たちに永遠のいのちを与えるため、悪魔

のしわざを打ち壊すためにこの世に来られたのです。 

 

「罪を犯している者は、悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからで

す。神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです。」（Ⅰヨハネ 3:8） 

 

人は、神と交わるものとして神によって造られたものです。ですから、神を知っています。

ところが、悪魔のしわざによって死が入り込み、神が見えなくなりました。自分の存在を支

え、交わるべき神が見えないという不安の中で人は生きています。神が見えませんから、人
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は、見えるものに安心を求めるようになりました。これが罪です。つまり、罪を犯すように

なった人間は、悪魔から出たと言えるのです。神から出たわけではありません。 

この悪魔のしわざを打ち壊すために、イエス・キリストは来られました。 

悪魔のしわざとは、死を持ち込んだということです。ですから、死を打ち壊すために、有

限の体ではなく、御霊のからだ、すなわち、永遠のいのちを持たせるために来たのです。こ

れが神が来られた目的です。 

 

 

■悪魔の仕業を打ちこわす 

悪魔は私たちを死人にしました。打ち壊すとは、有限性の体を廃棄し、永遠性の神の愛が

理解できる体にすることです。つまり、永遠のいのちを持たせるということです。そのため

にイエス・キリストは来られました。 

私たちの問題は、この体にあります。有限性の体が私たちと神との隔ての壁となっている

のです。 

 

「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべ

ての人が生かされるからです。」（Ⅰコリント 15:22） 

 

アダムにあって、私たちは生まれながらの死人です。キリストが来られたのは、死んでいる

私たちを生きるようにするためです。 

 

「兄弟たちよ。私はこのことを言っておきます。血肉のからだは神の国を相続できま

せん。朽ちるものは、朽ちないものを相続できません。」（Ⅰコリント 15:50） 

「血肉のからだで蒔かれ、御霊に属するからだによみがえらされるのです。血肉のか

らだがあるのですから、御霊のからだもあるのです。」（Ⅰコリント 15:44） 

 

今の私たちの体では、神の国を相続できません。今の私たちに必要なのは、御霊のからだ

（霊のからだ）です。朽ちないからだです。 

永遠のいのちを持つとは、霊のからだを着せられるということです。これが永遠のいのち

を持つということです。 

 

 

■霊のからだを着せられるとは 

心理学が急速に発展した 20世紀最大の発見、それはフロイトによる無意識（潜在意識）の

発見です。私たちの精神には、意識できる顕在意識だけでなく、意識できない潜在意識があ

るというものです。そして、これについてユングが非常に聖書的な解説をしています。人間

の意識は、体と霊によって生じます。つまり、顕在意識は体が集めてくる情報によって生じ、

潜在意識は、私たちの内側で魂から発信されている神の思いによって生じるのです。ですか
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ら、人類は皆共通した神の思いによって、共通の意識を持っています。道徳や倫理、愛や善

悪について、国によって基準は異なったとしても、ことばでは説明できない共通な意識を持

っているのです。 

 

「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。」（ヨハネ 5:25） 

 

「死人が神の声を聞く」とは、神は魂を通して潜在意識に語り掛けるということです。「聞

く者は生きる」とは、潜在意識が神に応答すれば生きるものになるということです。神は人

をロボットのようには造らず、人格をお与えになったので、人の承認なしに事を進めること

はなさいません。「あなたを助ける」と言って、24 時間、御手を差し伸べ、心のドアをたた

き続けておられます。ですから、私たちが神の呼び声を聞いて心のドアを開き、神の御手を

つかむなら、私たちは霊のからだを着せられ救われるのです。 

ただし、これは潜在意識の中の話なので、この時、私たちは救われたことを意識できませ

ん。そこで聖書は、救われたら何が起きるかを教えています。まず、神の国に属する霊のか

らだをいただくと、神の国の情報を確認できるようになります。すると、御言葉を聞くこと

で、イエス・キリストを信じられるようになるのです。そして、イエス・キリストを信じる

告白をすることで、救われたことを確認するのです。つまり、信じる告白は救われたことを

確認する者であって、実際に救われたのは、潜在意識で応答した時なのです。ですから、救

いは人の努力によるものではなく、神があなたを捕えたことによるものです。これを神の選

びと言います。 

ということは、告白をしていれば救われていることを確認できますが、この地上でイエス

を信じる告白をしていなかったからといって救われていないのかということは、私たちには

わからないのです。 

聖書に「イエス・キリストを信じる信仰によって救われる」と書かれている箇所が 8 か所

くらいありますが、正しく訳すなら「イエス・キリストの真実によって救われる」となりま

す。これが、死人が神の声を聞くことで救われるということです。そうでなければ、イエス・

キリストの話を聞いたことのない人や、障害や年齢によって言葉の理解できない人は救われ

ないことになってしまいます。しかし、決してそんなことはありません。潜在意識は神のい

のちですから、誰もが健康な状態です。誰もが神の声を聞くことができるのです。体の障碍

に関わらず、誰もが救われる平等な機会が用意されています。顕在意識においてこれが理解

できる人は、その救い主はイエス・キリストだと認識できるようになるということです。 

つまり、永遠のいのちとは霊の体であって、神の国に属する体ですから、それを着せられ

ることで神を知ることができるようになるのです。神を知ったから救われるのではありませ

ん。永遠のいのちをいただいたから、私たちは神を知るようになり、イエス・キリストを知

るようになるのです。 
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■永遠のいのちをすでに持っている 

 

「その永遠のいのちとは、彼らが唯一のまことの神であるあなたと、あなたの遣わさ

れたイエス・キリストとを知ることです。」（ヨハネ 17:3） 

 

永遠のいのちとはイエス・キリストを知ることです。ですから、あなたがイエス・キリス

トを信じているなら、あなたは永遠のいのちをすでに持っているのです。すでに霊のからだ

を着せられており、死からいのちに移されているのです。あなたはこれから救われるのでは

なく、すでに永遠のいのちを持っているという事実を認識するようにというのが、ヨハネの

手紙第一のテーマです。 

 

「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（信じている者）は、永遠のいのちを持ち（持っていて）、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。」（ヨハネ 5:24（ ）は補足） 

 

あなたが信じることができたのは、永遠のいのちを持っているからであると聖書は教えて

います。神に捉えられ、自分では自覚のないままに潜在意識の中で神の御手をつかみ、救い

を受け取ったのです。神に捉えられた人は、たとえ信じるときに葛藤があったとしても、逃

げることはできません。そして、それを自覚し、救われたことを確認するためにバプテスマ

を受けるのです。 

大事なことは、信じている者は、すでに永遠のいのちを持っているということです。すで

に死からいのちに移されているのです。これが、イエス様が語られた重要なテーマです。 

私たちの土台は神ですが、死が入ったことによって隔ての壁ができ、イエス・キリストを

見ることができませんでした。しかし、24時間変わることなく差し伸べられていた神の御手

をつかみ、霊のからだをいただいて、見えるようになりました。こうして私たちは、神と再

結合し、神の土台をしっかりともう持っているのです。このことをしっかりと知ってほしい

というのが、ヨハネの手紙のテーマです。 

 

 

■神の国は来た 

 

「あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知ら

ないのですか。」（Ⅰコリント 3:16） 

 

あなたは霊のからだを着せられ、永遠のいのちを持ち、神の国に属しています。このこと

を、イエス様は「神の国は来た」と言われました。これが主の再臨、臨在です。私たちはそ

の中に入れられたのです。 

これが、アブラハムとの永遠の契約に代表される神の約束です。それは、私たちを悪の力
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から救い出し、神の国を実現するというものです。その実現がイエス・キリストを通して来

たのです。そして、私たちは神の国のただ中に入れられました。主の再臨、あるいは終わり

の日とは、死によって分離されていた神との再結合のことです。ですから、永遠のいのちを

得た私たちには、すでに終わりの日は来ているとも言えます。だから、私たちは新しく造ら

れた者だと聖書は教えているのです。ただし、今はまだ同時に肉体も持っていますから、こ

の肉体が朽ちるのを待たないと、神の国に移動はできません。ですから、肉体が朽ちるとき、

再びイエス・キリストが来られて、私たちを神の国に連れて行くことになるのです。それま

での間、私たちはこの地上で様々な試練や困難に出会いますが、心配しなくても、私たちは

神の国のただ中に入っているから、その時が来たら必ず引き上げられるのです。 

 

「さて、神の国はいつ来るのか、とパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答え

て言われた。「神の国は、人の目で認められるようにして来るものではありません。

『そら、ここにある。』とか、『あそこにある。』とか言えるようなものではありませ

ん。いいですか。神の国は、あなたがたのただ中にあるのです。」（ルカ 17:20-21） 

 

もうあなたは霊のからだを着せられ、神の国に入っていて、永遠のいのちを持っている、

イエス様はこのことを伝えたいのです。わたしが、責任をもってあなたを支え、すべてを担

ってくださるのだから、すべてのことをゆだねなさい。この世界では不安があるかもしれな

いが、必ず脱出の道を備えている。終わりの日、霊のからだを着せられたあなたの肉体が朽

ちるとき、わたしがちゃんとあなたを天に引き上げるから心配しなくていい。安心して生き

て生きなさい。これが、神からの強いメッセージです。 


