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Speaking in tongues 
is a supernatural utterance in an unknown language.

The difference between (1) speaking in tongues (2) the Gift of tongues 

1.  as initial EVIDENCE of Holy Ghost baptism  (John 14:16-17; Acts 1:4-8; 2:4; 10:44-
　46; 19:6)　　

2.  for EDIFICATION of believer & the church through interpretation  (I Corinthians 
12:4,10; 14:1-6; 26-28)

INTRODUCTION                                                                                                                
I Corinthians 14:18 
“I thank my God, I speak with tongues more than ye all.”
Endeavour to speak in tongues, but do not make an idol of speaking in tongues.

10 Reasons Why Every Believer Should Speak in Tongues
Mark 16:17
“And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out 
devils; they shall speak with new tongues”

・  Is the experience relevant for today, or did it cease on the Day of Pentecost?
・  Can and should every believer speak in tongues?
・  Why should anybody want to speak in tongues? Does it serve any purpose?

1 - Tongues is the initial sign [of infilling of the Holy Spirit]

●  Acts 2:4 
“And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other 
tongues, as the Spirit gave them utterance.”

●  Acts 10:46
“For they heard them speak with tongues, and magnify God.” In other words, that 
was the supernatural or initial evidence of the indwelling of the Holy Spirit.  [Note: 
how did they know the Gentiles had received the gift of the Holy Spirit? They heard!]

異言で語る
とは、超自然的な話し方で、知らない言語を話す事。

（１）異言で語る事と（２）霊の賜物の違い

1.　聖霊の洗礼を受けた最初の証 （ヨハネによる福音書14：16-17；使徒行伝1：4-8；2：4；10：44-46；

　   19：6）

2.　異言を訳する事によって信者と教会を造り上げる事。 （コリント人への第一の手紙12:4,10; 

　   14:1-6; 26-28）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はじめに
コリント人への第一の手紙14：18　

「わたしは、あなたがたのうちのだれよりも多く異言が語れる事を、神に感謝する。」 異言で語る努力
をし、怠けてはならない。

すべての信者が異言を話すべき１０の理由

マルコによる福音書16:17
「信じる者には、このようなしるしが伴う。すなわち、彼らはわたしの名で悪霊を追い出し、新しい言葉
を語り...」

・  この体験は現代人にも関係あるのか、それとも、ペンテコスタントの日に終わったのか？
・  イエス様を信じる全ての人が異言を語れるのか？そして語るべきなのか？
・  なぜ異言を話したがるのか？そうする理由があるのか？

1 - 異言が[聖霊に満たされた]初めのしるし

●  使徒行伝2：4
「すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。」

●  使徒行伝10：46
「それは、彼らが異言を語って神にさんびしているのを聞いたからである。」　
言いかえると、それは、超自然的な、そして、聖霊が人に宿った最初の証拠である。
[メモ：どうやって人々は異邦人が異言を授かったと知ったか？聞いたからだ！]
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2 - Tongues is for spiritual edification
●  I Corinthians 14:4
“He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself.” Speaking or praying in 
tongues is a means of spiritual edification, or building up the believer spiritually.

●  1 Corinthians 14:5
“I would that ye all spake with tongues but rather that ye prophesied: for greater is 
he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that 
the church may receive edifying.” Speaking in tongues with interpretation edifies 
the church.

3 - Speaking in tongues is speaking directly to God
Speaking in tongues is speaking directly to God, hence bypassing the natural 
understanding of men and of the devils.

●  I Corinthians 14:2
“For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: 
for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.” (one 
Bible translation  says, “he speaks divine secrets.”)

●  I Corinthians 14:14
“For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is 
unfruitful.” (Amplified Bible adds: “my spirit [by the Holy Spirit within me] prays.”) 
(The New Living Translation Bible says: “…my spirit is praying, but I don’t understand 
what I am saying.”)

4 - Praying in tongues is praying in line with God’s perfect will
●  Romans 8:26
“Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should 
pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings 
which cannot be uttered.”

The Bible is not saying that we do not know how to pray, but that we do not know 
what to pray for as we ought to.  Just because I know how to pray doesn’t mean I 
know what to pray for at a particular time. “for we know not what we should pray for 
as we ought.” 

2 - 異言とは霊を高めるものである

●  コリント人への第一の手紙14：4
「異言を語るものは自分だけの徳を高めるが、」　聖霊で祈り、話すという事は霊を高め、神を信じる
者を霊的に築きあげる手段である。

●  コリント人への第一の手紙14：5　
「わたしは実際、あなたがたがひとり残らず異言を語ることを望むが、特に予言をしてもらいたい。
教会の徳を高めるように異言を説かない限り、異言を語る者よりも、予言をする者の方がまさってい
る。」

３- 異言で語る事は神様と直接話すという事

異言で語る事は神様と直接話すという事なので、人間と悪魔の考え方を回避するということである。

●  コリント人への第一の手紙14：2
「異言を語る者は、人に向かって語るのではなく、神に向かって語るのである。それはだれにもわから
ない。彼はただ霊によって奥義を語っているだけである。

（ある聖書の訳には「彼は神の秘密を語っている」訳されている。）

●  コリント人第一の手紙14：14
「もしわたし異言を持って語るなら、わたしの霊は祈るが、知性は実を結ばないからである。」　（新
共同訳聖書には「わたしの霊[わたしの内なる聖霊が祈る時]という言葉が付け足されている。）（　リ
ビングバイブルの訳では「・・・わたしの霊が祈っているが、わたしは自分が何を言っているのかわか
らない」と訳されている。）

4-異言で語るという事は神の意思に従っているという事

●  ローマ人への手紙8：26
「御霊もまた同じように、弱いわたしたちを助けてくださる。なぜなら、わたしたちはどう祈ったらよ
いかわからないが、御霊みずから、言葉にならない切なるうめきをもって、わたしたちのためにとり
なして下さるからである。」

聖書は私達がどのように祈れば良いかわからないと言っているのではありません。私達は何をいつ
祈ればいいかわからないと書いてあります。
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P.C. Nelson, a Greek scholar, told his young ministers that the Greek literally 
reads, “The Holy Spirit maketh intercession for us with groanings which cannot 
be uttered in articulate speech” (articulate speech is the ordinary kind of speech 
that can be understood by everyone). He pointed out that the Greek bears out 
that this not only includes “groanings” in prayer, but also “other tongues.” That 
agrees with what Paul said in I Corinthians 14:14, “For if I pray in an unknown 
tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful.”

The Holy Spirit within you gives you the utterance; you speak it out of your spirit. By 
that method, the Holy Spirit is helping you pray according to the will of God for 
things that should be prayed for.

The Holy Spirit does not groan or speak in tongues apart from you. Those groanings 
come up from inside of you and out of  your lips. The Holy Spirit is not going to do 
your praying for you. He is a helper ‒ an intercessor ‒ but He does not intercede 
apart from you. The Holy Spirit is not responsible for your prayer life. He helps us 
pray by those groanings that escape your lips. They come out of our spirit, born of 
the Holy Spirit. Thus, speaking in tongues is Spirit-directed prayer.

CAUTION: People should be careful about making fun of speaking in tongues, 
because when a person prays in tongues, it is his spirit praying by the Holy Spirit 
Who is within him. Hence, mockers actually are making fun of the Holy Spirit, i.e. 
God!

5 ‒ Praying in tongues eliminates the possibility of selfish prayer
Praying in tongues is Holy Spirit-directed prayer without your natural input and thus 
eliminates the possibility of selfish praying.

●  James 4:3
“Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your 
lusts.”

Many times when people’s prayers are based on their own thoughts and desires, 
they tend to pray and ask for things outside of the will of God, and the result is either 
unanswered prayer, or they receive an answer that is actually not according to the 
will of God, and is not the best for them (Psalm 106:15 “And he gave them their 
request; but sent leanness into their soul.”). 

付け足し：ギリシャ人の学者であるネルソンは、若い宣教師に、ギリシャ語ではこう書いてある

と言った。「聖霊は私達のはっきりと言葉にできないうめきでとりなして下さる」（はっきりとし

た言葉とは、誰もが理解できる言葉）。彼は、祈る際の「うめき」だけではなく、「異言」もギリシ

ャ語の聖書に含まれてることを示している。それは、パウロがコリント人第一の手紙14：14で

書いた事と一致する。「もしわたしが異言をもって祈るなら、わたしの霊は祈るが、知性は実を

結ばないからである。」

あなたの内に宿る聖霊が何を言えばいいか手伝ってくれる。だから、あなたの内なる霊によって話
せばいいのだ。そうすれば、聖霊があなたを助け、神の御心に沿って、祈るべき事を祈れるようになる。

聖霊はあなたなしに祈り、うめくことはしない。うめきはあなたの内から溢れ、あなたの口から出てく
る。聖霊はあなたの代わりに祈ることはしない。聖霊はあなたの助けであって、仲介者であるが、あ
なたなしではとりなしもしない。聖霊はあなたの日々の祈りの責任は負っていない。聖霊は、唇から
漏れ出るうめきによって私達の助けとなってくれるのだ。

注意：異言で語る事をからかうのは危険だ。人が異言で祈る時、霊がその人の内に宿る聖霊
によって祈っている。なので、聖霊をからかうとは神をからかっている事になるからである。

5 - 異言祈ると自己中心的な祈りをする可能性が減る

異言で語るのは聖霊なので、人間本来が持っている自己中心的な祈り以外の祈りに導いてくれる。

●  ヤコブの手紙4：3
「求めても与えられないのは、快楽のために使おうとして、悪い求め方をしているからだ。」

多くの場合人が自分の考えや願いを基準として祈ると、神の御心以外の事を祈ることが多い。結果、
祈りが聞き入れられなかったり、神の御心ではない答えを受け取ってしまう傾向にある。それは、彼
らにとって最善の結果ではない。（詩篇106：15「主は彼らにその求めるものを与えられたが、彼らの
うちに病気を送って、やせ衰えさせられた。」）
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Sometimes in prayer, we keep jumping from one issue to another, or with lingering 
minds, usually influenced by our spiritual condition or the state of our mind. One 
thing we can be sure of: When you are praying in tongues, you can keep everything 
in focus, because you are not thinking of your choice of words but as the Holy Spirit 
gives you utterance (and the leading).

CAUTION: If God’s people want things a certain way, even though it is not best 
for them and it is not God’s will, He will permit it. I can prove it to you: God did 
not want Israel to have a king. He told them so, but they demanded a king, and 
He permitted them to have one. It was not His highest Will for them; it was not 
His best for them [1 Samuel 8].

6 - Praying in tongues enables us to pray for the unknown
Speaking in tongues provides a way for situations to be prayed for that no one 
knows about or thinks about. Only God knows and makes His Holy Spirit to cause us 
to pray about it in the spirit/tongues.  
●  Romans 8:26
“Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should 
pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings 
which cannot be  uttered”

All of us should pray in tongues, because then God can have us to pray for things 
that we know nothing about.

7 - Praying in tongues helps stimulate our faith
Speaking or praying in tongues reminds us of the Holy Spirit’s indwelling presence in 
us and thus stimulates our faith. Hence, speaking in tongues is a supernatural 
evidence that the Holy Spirit is present and stirring in us.  

●  Jude 20　“But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying 
in the Holy Ghost…”

8 - Praying in tongues gives spiritual refreshing
●  Isaiah 28:11, 12
“For with stammering lips and another tongue will he speak to this people. To whom 
he said, This is the rest wherewith ye may cause the weary to rest; and this is the 
refreshing: yet they would not hear.”

Rest, refreshing - The Scripture says that speaking/praying in other tongues will 
cause the weary to rest, praise God! You can have this rest and refreshing everyday 
as you pray in tongues. In these days of turmoil, insecurity, perplexity, stress, anxiety 
and frustrations, we need this rest and refreshing ‒ and it comes best by speaking in 
tongues.

時に、祈っていると、どんどんと他の問題にか飛びながらか、思い煩ってしまいます。それは霊的な状
態や、その時の気持ちの状態に影響を受けやすい。一つ確かなのは、異言で語ると焦点を当てやす
いという事だ。なぜなら、自分で言葉を選ぶのではなく、聖霊が言葉（そして話すべき方向）を与えて
くれるからだ。

注意：もし神を信じる者が、最も良い方向ではに道に事が進んでいるのならば、それは神の御
心ではない。神は許可するだろう。それを実証しよう。神はイスラエル人に王を与えたくなかっ
た。そう彼らに伝えたが、彼らは王様を与えるように要求した。神はそれを許した。それは彼ら
に対する神の真の御心ではなかった。そして、それは彼らにとて最も良いものではなかった。

6-異言で語ると未知の事も祈れるようになる

異言は、誰も知らない事や、誰も考えた事のないものにも祈る状態を創り上げてくれる。

●  ローマ人への手紙8：26
「御霊もまた同じように、弱いわたしたちを助けて下さる。なぜなら、わたしたちはどう祈ったらよい
かわからないが、御霊みずから、言葉にあらわせない切なるうめきをもって、わたしたちのためにと
りなして下さるからである。」

私達は皆、異言で語らなければなりません。なぜなら、神は私達に、異言によって、自分でも知らない
事のために祈るようにさせてくれるかもしれないからです。

7-異言で祈る事で私達の信仰がを成長させる

異言で祈ると、聖霊が私達の内に住んでいる事を思い出し、私達の信仰が高められる。よって、異言
で語るとは聖霊が私達と共にいて、動いてくれているという超自然的な印なのである。

●  ユダの手紙20　「しかし、愛する者たちよ。あなたがたは、最も神聖な信仰の上に自らを築き上げ
、聖霊によって祈り、・・・」

8-異言で語ると霊が元気になる

●  イザヤ書28：11、12
「否、むしろ主は異国のくちびると、異国の舌をもってこの民に語られる。主は先に彼らに言われた、『
これが安息日だ、疲れた者に安息を与えよ。これが休息だ』と。しかし彼らは聞こうとはしなかった。」

この聖句には、異言の語りと祈りが疲れた者に休息を与える、神を賛美せよ！と書いてある。異言で
語れば、この休息が毎日得られる。現代の騒動、不安、混乱、ストレス、心配、失望の中に生きる私達
はこのような休息が必要です。異言で語れば得られる休息です。
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9 ‒ By praying in tongues, you give thanks perfectly
●  I Corinthians 14:15-17
What is it then? I will pray with the spirit, and I will  pray with the understanding also: 
I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.  Else when thou 
shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say 
Amen at thy giving of thanks, seeing that he understandeth not what thou sayest? 
For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.
 
Paul said speaking with tongues provides the most perfect way to pray and give 
thanks, because “thou verily givest thanks well.”

10 ‒ Speaking in tongues brings the tongue under subjection
●  James 3:8
“But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison.” 

Yielding your tongue to the Holy Spirit as you speak with other tongues is a step 
toward fully yielding all of your body to God. The scriptures teach that if you can 
yield your tongue, you can yield any member of your body.

CONCLUSION                                                                                                                     
If God says it, so it is, and so be it!

If God says speaking in tongues is of value, it is of value. If God says it edifies, it does 
edify. If God says it is a supernatural means of communicating with Himself, it is a 
supernatural means of communication with Himself. If God says every believer 
should speak in tongues, then every believer should speak in tongues.

●  Mark 16:17
“And these signs shall follow them that believe.” (“them” means all believers) “They 
shall speak with new tongues.” God says all believers shall speak in [new] tongues.

9 - 異言で語ると、最も良い形で感謝を捧げられる

●  コリント人への第一の手紙14：15-17
「すると、どうしたらいよいのか。わたしたちは霊で祈ると共に、知性でも祈ろう。霊で賛美さんびを
歌うと共に、知性でも歌おう。そうでないと、もしあなたが霊で祝福の言葉を唱えても、初心者席に
いる者は、あなたの感謝に対して、どうしてアァメンと言えようか。あなたが何を祈っているのか、彼
らには、通じない。感謝するのは結構だが、それで、ほかの人徳を高めることにはならない。」 
　　
パウロは言っています。異言は最もよい形で神に祈り、感謝を捧げられると。なぜならば、「神に感謝
を捧げる一番良い方法だからだ（と英語の聖書に書かれている。）」

10 - 異言で語ると、舌をコントロールできる

●  ヤコブの手紙3：8
「ところが、舌を制しうる人は、ひとりもいない。それは、制しにくい悪であって、死の毒に満ちている。」

異言を語り、舌を服従させるのは、神に自分全身をを捧げる一歩だ。聖書は、舌を制せれば、自分の
体を制する事ができると教えている。

　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 結論

神がそうおっしゃるのなら、そうであり、そうであるべきだ！

神が聖霊で語る事を重んじるのならば、それはそうする価値があるのだ。神がそうすればより人々は
自分を高められると言えば、そうなのだ。神がそれは超自然的なコミュニケーションなのだと言えば
、そうなのだ。もし神が、全て神を信じる者は異言で語るべきだと言えば、そうなのだ。それならば、
神を信じる全ての人が異言で語らなければならない。

●  マルコによる福音書16：17
「信じる者には、このようなしるしが伴う、すなわち、彼らはわたしの名で悪霊を追い出し、新しい言
葉で語り・・・」
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