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マタイ16:21-23 十字架の死と復活を予告するイエス様 

今日は「十字架の死と復活を予告するイエス様」という題で神様の御ことばを伝えます。 今日の御ことばにはイエス様が弟

子たちにご自分が十字架の苦しみを受けて死なれることと死んだ三日後によみがえられることを予告する内容が出て来ます。 

イエス様の本質的な働きの始まり 

今までイエス様は弟子たちと人々にご自分がメシヤとして来られたことの証拠としてあらゆる奇跡を起こしました。そして天の

御国がもう来たと宣言して天国の福音を教えました。あらゆる病人たちを癒して下さいました。しかし当時の宗教指導者たち

に対しては批判的な態度をもって彼らの傲慢と偽り、偽善の生き方などを厳しく責めました。でも病人たちや悪霊に捕りつか

れて人々、人々から受け入れない娼妓たち、税理の人々に近づいて特別な関心と愛を見せてくださいました。 

しかし、今まで見たあらゆる働きがイエス様の働きの本論ではないです。イエス様がこの世に来られた本当の目的は人類の罪

を背負って十字架で死ぬことにありました。この働きが今から始めようとされます。その意味で今までのイエス様の働きは序論

的な意味をもっていたと言えるかと思います。 

ここからは群衆とか多くの人々と共にはいませんです。少数の弟子たちだけと共にします。それで弟子たちにご自分が誰なのか

を確認して下さいました。 

それでイエス様はご自分が十字架の苦しみを受けて死なれることと死んだ三日後によみがえられることを予告していますがこ

れがペテロの信仰告白の直後に始まっています。 

21節を見ましょう。 

●21節●  

その時から、イエス·キリストは、ご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、

そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。 

From that time on Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and

 suffer many things at the hands of the elders, chief priests and teachers of the law, and th

at he must be killed and on the third day be raised to life.  

이 때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 

고난을 받고 죽임을 당하고 제삼일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니  

从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老祭司长文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。  

以前はご自身の十字架の死と復活について直接的に言及していません。しかし、時になってぺテロが「主は生ける神キリスト

です」と聖霊の働きによって信仰告白が出来た直後、イエス様はこのようにこれからご自分が十字架で死なれることと死んだ

三日後によみがえられることを教えられました。神様には神様の時があります。神様はその時まで待っておられます。まるで幼

稚園生に教える内容と小学生に教える内容、中学生、高校生、大学生に教える内容は異なることと同じです。わたしの信



2 

 

仰の成長、成熟度によって委任する、任せる働きが異なります。 

ペテロが信仰告白する前にはこのようなイエス様の十字架の死と復活のことを言いませんでした。しかし、今は教えられます。 

ペテロの反応 

しかし、イエス様の弟子たちはこの意味を分りませんでした。22節 

●22節●  

するとペテロは、イエスを引き寄せて、いさめ始めた。「主よ。神の御恵みがありますように。そんなことが、あなたに起こるはずは

ありません。」  

Peter took him aside and began to rebuke him. "Never, Lord!" he said. "This shall never hap

pen to you!"  

베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주께 미치지 아니하리이다 

彼得就拉着他说，主阿，万不可如此，这事必不临到你身上。  

「イエスを引き寄せて、いさめ始めた。」これは強く反対する表現です。イエス様！わたしはあなたのそのような道を防ぎます。と

いう強く反対しています。一見すると人情的に理解出来る表現であります。しかしこのペテロの反応に対してイエス様少しの

前と180度違う態度をもって厳しく叱りました。なぜでしょうか。 

断固なイエス様の叱り  

●23節●  

しかし、イエスは振り向いて、ペテロに言われた。「下がれ。サタン。 あなたはわたしの邪魔をするものだ。あなたは神のことを思

わないで、人のことを思っている。」  

Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me; y

ou do not have in mind the things of God, but the things of men."  

예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러 가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 

네가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 

耶稣转过来，对彼得说，撒但退我后边去吧。你是绊我脚的。因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。  

イエス様は振り向いてペテロに「下がれ。サタン。 あなたはわたしの邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のこ

とを思っている。」と叱りました。ぺテロがサタンであるということではありません。 

振り切ってくるりと向き直りました。それはペテロの態度に正面から反対するということです。どうしてでしょうか。サタン誘惑にペ

テロが利用されていたからです。ペテロに対してサタンと叱りましたがそれはペテロがサタンであるということではありません。ペテロ

を巧妙に利用してそそのかす(教唆する)、欺く、そして破滅する目的でイエス様の働きを妨害しようとするサタンの動きを見っ
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て厳しく叱りました。 

イエス様はサタンの攻撃や誘惑にはいつも断固な態度をもって退けました。妥協、折り合いなどはしませんでした。サタンの誘

惑、攻撃には積極的に敵対しなければならないことを教えています。 

ここでわたしたちはいくつかのことを学ぶことが出来ます。 

１）ペテロを通してサタンがイエス様の働きを妨害しようとしたということです。聖霊によって真の信仰告白が出来たペテロをサ

タンは狙ってイエス様の働きを阻止しようとしました。そうです。サタンは神様を直接に攻撃は出来ません。ですから神様の僕

たちを誘惑します。攻撃します。サタンは自分がサタンであると言わない存在です。角やとげがある姿で現われません。羊のよ

うに装って来ます。素晴らしい天使のように装って現われます。 

２）ペテロがどうしてこのようにサタンの誘惑の相手になったのかということです。それは高慢ではないとか思われます。数分前

ペテロはイエス様から絶賛を受けました。「バルヨナ・シモン。あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間で

はなく、天にいますわたしの父です。」 「あなたはペテロです。わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てます」 

このようなイエス様の絶賛のことでペテロはほこらしい気持ちになりました。このことをサタンは見逃さず誘惑してイエス様の働き

を阻止しようとしたのです。誰でもそうですが神様の働きをする僕は特に褒められた後が危機です。 

３）サタンはいつもイエス様より先立つ、先にしようと試みる存在である。イエス様のみことばに従うことが本当の奉仕でありま

す。 

４）23節を見ますとサタンはイエス様の邪魔をするものです。あなたは神の子だから父なる神様の御旨通りにしなくてもいい

じゃないか。どうして十字架の道へ行こうとするの？神の子でしょう？自分の力と権勢をもっているでしょう。などなどで父なる

神様の御旨に従わないように妨害しています。 

５）また、「あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。」と叱りました。サタンは神様より人をまず思うように誘惑し

ます。神様の栄光より人から褒められることに誘惑します。 

ペテロはイエス様の弟子たちの中でかしら的な存在でした。 

 

ペテロの第一の手紙 5:8-9 

身を慎み、目をさましていなさい。あなたがたの敵である悪霊が、ほえたけるししのように、食い尽くすべきものを探し求め

ながら、步き回っています。堅く信仰に立って、この悪霊に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなたがたの兄

弟である人々は同じ苦しみを通って来たのです。Be self-controlled and alert. Your enemy the devil 

prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in 

the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the 

same kind of sufferings. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루 다니며 삼킬 

자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 

고난을 당하는 줄을 앎이니라 
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ヤコブの手紙 4:7 

ですから、神に従いなさい。そして、悪霊に立ち向かいなさい。そうすれば、悪霊はあなたがたから逃げ去ります。 

Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you. 그런즉 너희는 

하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 

 


