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 マタイ 14:1-14  バプテスマヨハネの死   

「バプテスマのヨハネの死」という題で神様の御ことばを伝えます。先週、私と家内はある葬式の前夜式に参加しました。あま

りにも突然の死のことで信じられない様子で訪ねた多くの人々の戸惑いと衝撃の中で行われた前夜式でした。だれも避けら

れない死、誰でも迎えなければならない死、この死こそ何よりも生前準備すべきことではないかと改めて考えられる機会となり

ました。本日の御ことばもバプテスマのヨハネの死に関しての内容です。まず、今日の本文 1-2節を日本語、英語、韓国

語、中国語順にご一緒に読みましょう。. 

そのころ、国主ヘロデは、イエスのうわさを聞いて、侍従たちに言った。「あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中か

らよみがえったのだ。だから、あんな力が彼のうちに働いているのだ。」At that time Herod the tetrarch heard 

the reports about Jesus, and he said to his attendants, "This is John the Baptist; he has risen 

from the dead! That is why miraculous powers are at work in him."  그 때에 분봉 왕 헤롯이 

예수의 소문을 듣고 그 신하들에게 이르되 이는 세례 요한이라 그가 죽은 자 가운데서 살아났으니 

그러므로 이런 능력이 그 속에서 역사하는도다 하더라 那時分封的王希律、聽見耶穌的名聲、 

就對臣僕說、這是施洗的約翰從死裡復活、所以這些異能從他裡面發出來。 

ここに国主ヘロデとバプテスマのヨハネが出て来ます。ヘロデという人はその当時ガリラヤという地域を治めていたヘロデアンテパ

スという王です。この人は今、イエス様のうわさを聞いて自分によって殺されたヨハネが死人の中からよみがえったといううわこと

を言っています。その人の精神状態はひどい不安と恐れのなかで苦しめられていることがわかります。これは自分が犯した罪悪

感の現われです。生きていますが地獄を味わっていることでしょう。それではヘロデとバプテスマのヨハネがどんな関係であっかを

次の節で確認しましょう。 

3-4節 実は、このヘロデは、自分の兄弟ピリポの妻ヘロデヤのことで、ヨハネを捕えて縛り、牢に入れたのであった。それは、

ヨハネが彼に、「あなたが彼女をめとるのは不法です。」と言い張ったからである。Now Herod had arrested John and 

bound him and put him in prison because of Herodias, his brother Philip's wife, for John had 

been saying to him: "It is not lawful for you to have her." 전에 헤롯이 그 동생 빌립의 아내 

헤로디아의 일로 요한을 잡아 결박하여 옥에 가두었으니 이는 요한이 헤롯에게 말하되 당신이 그 

여자를 차지한 것이 옳지 않다 하였음이라起先希律為他兄弟腓力的妻子希羅底的緣故、把約翰拿住鎖在監

裡。 因為約翰曾對他說、你娶這婦人是不合理的。 

ヘロデがバプテスマのヨハネを牢に入れたということです。なぜでしょう。それは預言者であるバプテスマのヨハネは民の指導者で

あるヘロデ王の罪と不適切な関係を指摘して悔い改めることを求めたからであります。ヘロデは自分の妻マルダスという女性を

どんでもない理由を付けて追い出してしまい、また、自分の弟も追い出してしまい、その弟の夫人を自分の妻として受け入れ

て結婚したからです。道徳的な面でも倫理的な面でも民たちに後ろ指をさされる行為をしたのは性欲に目が暗んだからで

す。でも人々は王の暴虐な権力行事を恐れて黙っていました。しかし、バプテスマのヨハネは神様の預言者として神様の前で

ヘロデが犯した罪と悪を指摘して悔い改めることを求めました。バプテスマのヨハネは自分が王の罪と悪を指摘することで自分

にどのような損害と被害が生じるか、もしかしたら処刑されることも予想したでしょう。でも彼は預言者としての使命を果たしま

した。 結局ヘロデはバプテスマのヨハネの悔い改めの促しに耳を傾けずバプテスマのヨハネを逮捕して牢に入れました。性欲

に目が暗んで理性を失ってしまったヘロデでした。それでどうなったのかを 5-6節を読んで見ましょう。 
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5-6節 ヘロデはヨハネを殺したかったが、群衆を恐れた。というのは、彼らは ヨハネを預言者と認めていたからである。たまた

まヘロデの誕生祝いがあって、 ヘロデヤの娘がみなの前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。   

Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people, because they considered him a 

prophet. On Herod's birthday the daughter of Herodias danced for them and pleased Herod so 

much  

헤롯이 요한을 죽이려 하되 무리가 그를 선지자로 여기므로 그들을 두려워하더니마침 헤롯의 생일이 

되어 헤로디아의 딸이 연석 가운데서 춤을 추어 헤롯을 기쁘게 하니 

希律就想要殺他、只是怕百姓．因為他們以約翰為先知。 

到了希律的生日、希羅底的女兒、在眾人面前跳舞、使希律歡喜。  

ヘロデの誕生祝いがあって、 ヘロデヤの娘がみなの前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせたということです。ヘロデはそのヘロデヤの

娘の踊りにべたぼれてどんでもない誓いをしました。7-8節見ましょう。 

7-8節 それで、彼は、その娘に、願う物は何でも必ず上げると、誓って堅い 約束をした。ところが、娘は母親にそそのかさ

れて、こう言った。「今ここに、バプテスマのヨハネの首を盆に載せて私に下さい。」  

that he promised with an oath to give her whatever she asked. Prompted by her mother, she 

said, "Give me here on a platter the head of John the Baptist."  

헤롯이 맹세로 그에게 무엇이든지 달라는 대로 주겠다고 약속하거늘 그가 제 어머니의 시킴을 듣고 

이르되 세례 요한의 머리를 소반에 얹어 여기서 내게 주소서 하니  

希律就起誓、應許隨他所求的給他。 女兒被母親所使、就說、請把施洗約翰的頭、放在盤子裡、拿來給我。  

どのような誓いであったでしょうか。 願う物は何でも必ず上げるということです。同じ記録がマルコ 6:23節にも出ていますがそ

こには国の半分でもあたえよと言い出しましたということがわかります。これはきわまり虚栄心です。どんでもないことです。自分

はローマ帝国から任命された国主にすぎないのに。ピリピ 2:3節を見ますと「何事でも 自己中心や虚栄からすることなく、

へりくだって、互いに人を自分よりもすぐれた者と思いなさい。Let nothing be done through strife or vainglory; 

but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. 아무 일에든지 다툼이나 

허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 凡事不可結黨、不可貪圖虛

浮的榮耀．只要存心謙卑、各人看別人比自己強。」という勧める御ことばがあります。 

ところがヘロデはこの娘がバプテスマのヨハネの首を要請することになるとは夢にも思わなかったでしょう。しかし、その娘がそのお

母さんの指示を受けてバプテスマのヨハネの首をくださいと言い出したのです。全然予想もしなかったことが要求されたのでヘロ

デはどうしましたか。 9節を見ましょう。 

9 節 王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって、与えるように命令した。The king was 

distressed, but because of his oaths and his dinner guests, he ordered that her request be 

granted  
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 왕이 근심하나 자기가 맹세한 것과 그 함께 앉은 사람들 때문에 주라 

명하고王便憂愁、但因他所起的誓、又因同席的人、就吩咐給他。  

全然予想もしなかったことが要求されたのでヘロデは心を痛めました。でも列席の人々の手前もあって、与えるように命令しま

した。自分の誓いが間違ったと認めればすむことなのに列席の人々を意識して自分の自尊心と権威を守るためにバプテスマ

のヨハネを処刑してその首をもって来るように命令しました。 

次の 10-11節を見ましょう。 

彼は人をやって、牢の中でヨハネの首をはねさせた。そして、その首は盆に載せて運ばれ、少女に与えられたので、少女はそ

れを母親のところに持って行った。and had John beheaded in the prison. His head was brought in on a 

platter and given to the girl, who carried it to her mother. 사람을 보내어 옥에서 요한의 목을 

베어그 머리를 소반에 얹어서 그 소녀에게 주니 그가 자기 어머니에게로 가져가니라於是打發人去、在

監裡斬了約翰．把頭放在盤子裡、拿來給了女子．女子拿去給他母親。 

ここでわたしたちはバプテスマのヨハネの死に加担したその娘とその母ヘロデヤという人々の悪を見ることになります。ヘロデヤは

自分の悪を明かすバプテスマのヨハネの口を防ぐためにバプテスマのヨハネを死なせることに加担しました。そしてその娘はお母

さんと共に罪を犯す犠牲児になりました。 

[バプテスマのヨハネの死とイエス様の行動] 

12-13節です。 

それから、ヨハネの弟子たちがやって来て、死体を引き取って葬った。そして、イエスのところに行って報告した。イエスはこ

のことを聞かれると、舟でそこを去り、自分だけで寂しい所に行かれた。すると、群衆がそれと聞いて、町々から、步いて 

イエスのあとを追った。John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and 

told Jesus. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary 

place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. 요한의 제자들이 와서 

시체를 가져다가 장사하고 가서 예수께 아뢰니라 예수께서 들으시고 배를 타고 떠나사 따로 빈 

들에 가시니 무리가 듣고 여러 고을로부터 걸어서 

따라간지라約翰的門徒來、把屍首領去、埋葬了．就去告訴耶穌。 耶穌聽見了、就上船從那裡獨自退到野

地裡去．眾人聽見、就從各城裡步行跟隨他。 

14節です。イエスは舟から上がられると、多くの群衆を見られ、彼らを深くあわれんで、彼らの病気を直された。When 

Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. 예수께서 

나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병자를 고쳐 주시니라 

耶穌出來、見有許多的人、就憐憫他們、治好了他們的病人。 

偉大な預言者バプテスマのヨハネが最後に処刑されて死んだという記録を見たら、あまりにもみすぼらしい死のように見えま

す。偉大な預言者であるバプテスマのヨハネが小さい女の子の踊りの対価として裁判も受けずお誕生日の場でどんでもない

約束のことで処刑されたということは普通に見れば納得できないことでしょう。聖書にバプテスマのヨハネの私生活に関しての

言及はありません。結婚しなかっと思われます。ですから子供もいなかっでしょう。しかし、彼の働きに関する記録を見ますと彼
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は預言者として特にイエス・キリストが生まれる 6 か月前に生まれてその道を備える面でみごとに自分の使命を果たした人で

す。 

さ、バプテスマのヨハネが処刑されたことが伝えられてヨハネの弟子たちはその死体を引き取って葬った後、そのことをイエス様に

も伝えました。ヨハネの弟子たちが自分たちの先生の死を一番先にイエス様に知らせたのはバプテスマのヨハネとイエス様が親

しい関係にいるということではないでしょうか。ところがその知らせを受けたイエス様の行動です。理解しがたいのは真理を伝え

る預言者として不義なことに抗拒することで逮捕されて牢に入れられたヨハネに訪ねられたとか、そのヨハネを牢から出られる

ように働きをしたとかなどの記録が全くありません。そしてどんでもない方法で処刑されたのにそれに対しても抗議したとか非難

したとか一言もありません。それでヘロデがイエスの噂を聞いてイエスに会って見たい、ほんとうにバプテスマのヨハネが死からよ

みがえたのかどうかを確かめたいということを聞いたイエス様はその知らせを受けて静かな野原へ行かれたということです。そして

ついて来た人々を憐れんで彼らの病気を癒してくださいました。 

バプテスマのヨハネの死後、イエス様はどうしてヘロデの罪悪を指摘しないし、ある面ではヨハネに対して冷たいような姿勢をと

ったんでしょうか。それは父なる神様から与えられたバプテスマのヨハネの使命とイエス様の使命が違ったからです。バプテスマの

ヨハネは預言者としてイエス様をお受け入れるためには罪を指摘して悔い改めることが不可欠であることの使命を見事に果た

したのです。そしてイエス様は定められた時に十字架の死を通してご自分の民たちを救う神様のご計画を達成しなげればな

らない使命をもっていました。 

 神様からの使命という観点からみるとバプテスマのヨハネの死は決してみすぼらしいことではないです。見事にその使命を果た

した神様の忠実な僕でした。死の形がどうであれ神様からの使命を果たすための死は一番素晴らしいことであり、ほめられる

死です。イエス様もヨハネやヘロデのことによって動揺せずにご自分に与えられた使命の道を歩まれました。 

皆様はどうでしょうか。神様からの使命を知っていますか。その使命はイエス・キリストに出会ってから分かる事になります。 

今日の御ことばを通してわたくしは牧師として召された以上、最後まで何があっても忠実にこの使命を果たしたいと切なく願い

もう一度改めて祈りをしました。 


