
「解放されるために」 

～霊的な戦い～ 
“Deliverance:  Spiritual Warfare” 

 
 
 

 

１ペトロの手紙 ５:１~１１ 
1 Peter 5:1-11 





「キリスト・イエスによって命をもたらす
霊の法則が、罪と死との法則から 
あなたを解放したからです。」 

（ローマ8:2） 

私たちは、「解放される」必要がある。 



We need to be released! 

“But now that you have been set free 
from sin and have become slaves of 
God, the benefit you reap leads to 
holiness, and the result is eternal 

life.” (Romans 6:22)  

“Because through Christ Jesus the law 
of the Spirit who gives life has set you 

free from the law of sin and death.” 
(Romans 8:2) 





   １．敵を知れ    Recognize Your Enemy 

「身を慎んで目を覚ましていなさい。あなたがた
の敵である悪魔が、ほえたける獅子のように、 
だれかを食い尽くそうと探し回っています。」 

（1ペトロ5:8） 

「悪魔の策略に対抗して立つことができるよう
に、神の武具を身に着けなさい。わたしたち
の戦いは、血肉を相手にするものではなく、
支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にい
る悪の諸霊を相手にするものなのです。」 

(エフェソ6:11~12） 



   １．Recognize Your Enemy 

“Be alert and of sober mind. Your enemy the 
devil prowls around like a roaring lion looking 

for someone to devour.” (1 Peter 5:8) 

“Put on the full armor of God, so that you can 
take your stand against the devil’s schemes. 

For our struggle is not against flesh and blood, 
but against the rulers, against the authorities, 

against the powers of this dark world and 
against the spiritual forces of evil in the 
heavenly realms.” ( Ephesians 6:11-12) 



   (１)   サタンは、偽り者（うそつき）。 

「・・・悪魔は最初から人殺しであって、
真理をよりどころとしていない。彼の内
には真理がないからだ。悪魔が偽りを
言うときは、その本性から言っている。
自分が偽り者であり、その父だからで
ある。」（ヨハネ8:44） 



   (1)  Satan is a Liar. 

“[The Devil] was a murderer from 
the beginning, not holding to the 
truth, for there is no truth in him. 
When he lies, he speaks his native 
language, for he is a liar and the 

father of lies.” (John 8:44) 



   (２)   サタンは、中傷する者（そしる者）。 

「我々の兄弟たちを告発する者」 
（黙示12:10） 

「また、情けを知らず、和解せず、中傷し、
節度がなく、残忍になり、善を好まず、 
人を裏切り、軽率になり、思い上がり、
神よりも快楽を愛し、信心を装いながら、 
その実、信心の力を否定するようになりま

す。こういう人々を避けなさい。」 
（2テモテ3:3~5） 



   (2)  Satan is a Slanderer or an Accuser. 

“the accuser of our brothers and 
sisters” (Rev. 12:10) 

“(People) without love, unforgiving, 
slanderous, without self-control, brutal, 
not lovers of the good,  treacherous, rash, 
conceited, lovers of pleasure rather than 
lovers of God— having a form of godliness 
but denying its power. Have nothing to do 
with such people.” (2 Timothy 3:3-5) 



   (３)   サタンは、扇動する。 

「イスカリオテと呼ばれるユダの中に、
サタンが入った。」 
（ルカ22:1~6） 



   (3)  Satan Incites. 

“Satan entered Judas, called 
Iscariot.” (Luke 22:1-6)  



   (３)   サタンは、扇動する。 

「「しかし、あなたがたは、内心ねたみ深く
利己的であるなら、自慢したり、真理に
逆らってうそをついたりしてはなりません。
そのような知恵は、上から出たものではな
く、地上のもの、この世のもの、悪魔から
出たものです。ねたみや利己心のあると
ころには、混乱やあらゆる悪い行いがあ
るからです。」（ヤコブ3:14~16） 



“But if you harbor bitter envy and selfish 
ambition in your hearts, do not boast 

about it or deny the truth. Such 
“wisdom” does not come down from 

heaven but is earthly, unspiritual, 
demonic. For where you have envy and 
selfish ambition, there you find disorder 
and every evil practice.” (James 3:14-16) 

   (3)  Satan Incites. 



   ２．解放されるために 

「だから、神に服従し、悪魔に反抗しな
さい。そうすれば、悪魔はあなたがたか
ら逃げて行きます。神に近づきなさい。
そうすれば、神は近づいてくださいま

す。」（ヤコブ4:7~8） 

   (１)   うそや欺きを 拒絶する。 



   2．To  Find  Deliverance 

   (1)   Reject  Lies  and  Deception 

“Submit yourselves, then, to God. 
Resist the devil, and he will flee from 
you. Come near to God and he will 

come near to you.” (James 4:7) 



   ２．解放されるために 

   (２)   神のみことばで満たされる。 



   2．To  Find  Deliverance 

   (2)   Be Filled with the Word of God 



ルカ5:12~13  

Luke 5:12-13 

 

   (３)   悔い改めて、解放される。 

            Repent  and Be Delivered. 



「あなたがたも、以前このようなことの中にい
たときには、それに従って歩んでいました。今
は、そのすべてを、すなわち、怒り、憤り、悪
意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨て
なさい。互いにうそをついてはなりません。古
い人をその行いと共に脱ぎ捨て、造り主の
姿に倣う新しい人を身に着け、日々新たに
されて、真の知識に達するのです。」 

（コロサイ3:7~10） 

   (３)   悔い改めて、解放される。 



   (３)   悔い改めて、解放される。 

            Repent  and Be Delivered. 

“You used to walk in these ways, in the life 
you once lived. But now you must also rid 
yourselves of all such things as these: anger, 
rage, malice, slander, and filthy language 
from your lips. Do not lie to each other, 
since you have taken off your old self with 
its practices and have put on the new self, 
which is being renewed in knowledge in the 
image of its Creator.” (Colossians 3:7-10) 


