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マタイ16:17-20 真の信仰告白② 

今日は「真の信仰告白②」という題で先週に続いて神様の御ことばを伝えます。 先週の御ことばの中でイエス様は弟子たち

に二つの質問を順にしました。一つは人々は人の子を誰だと言っていますか。もう一つはあなたがたは、わたしをだれだと言い

ますかという質問でした。 

始めの質問に対して弟子たちは「バプテスマのヨハネだと言う人もあり、エリヤだと言う人もあります。またほかの人たちはエレミ

ヤだとか、また預言者のひとりだとも言っています。」と答えました。それではあなたがたは、わたしをだれだと言いますかと弟子た

ちに聞きました。ペテロが「主は生ける神の子キリストです」というペテロの信仰告白に対して「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と褒めました。それに与えて下さった御こ

とばが18節です。 

ではわたしもあなたに言います。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。ハデスの門もそれには 

打ち勝てません．And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and 

the gates of Hades will not overcome it. 또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위

에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这

磐石上，阴间的权柄，不能胜过他。（权柄原文作门） 

ここで私たちは教会に対する幾つかの真理を学ぶことが出来ます。 

1) 主の教会は岩の上に建てられる 

2) 教会はイエス様ご自身が建てる 

3) 教会の主人は人ではありません。 

4) 教会はハデスの門も打ち勝てません 

１）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。この岩はペテロではありません。あなたはペテロで

す。ペテロという意味は小さな石です。小さな石のような変わりやすい、動くし安い存在でも聖霊によってイエスは生ける神の

子キリストですと告白する人々をキリストの上に建てるということであります。 

●コリントⅠ 10:4節● 

みな同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについて来た御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。 

and drank the same spiritual drink; for they drank from the spiritual rock that accompanied 

them, and that rock was Christ.  

다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨으매 그 반석은 곧 

그리스도시라  

也都喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石。那磐石就是基督。 

javascript:openDict('351',%20'church')
javascript:openDict('351',%20'교회')


2 

 

ですので教会は建物ではありません。聖霊によってイエスは生ける神の子キリストですと告白する人々の共同体です。立派

な建物があっても聖霊によってイエスは生ける神の子キリストですと告白する人々ではなく、ただ趣味としてまた聖書の学びに

魅力を感じて集まる人々であればキリストの御体である教会とは言えないです。建物もなくでも知識や教養のある人々がい

なくても本当にイエス様を私の救い主キリストですと告白して御言葉に従い、イエス様がなさることを行う人々が集まりが真の

教会です。 

それで２）教会はイエス様ご自身が建てるということです。３）教会の主人は人ではありません。当然なことです。４）教

会はハデスの門も打ち勝てませんとおっしゃいました。旧約聖書ではハデスということは地獄、お墓など死んで行く所を意味し

ました。それでここのハデスの門とは死の力ということです。誰でも死の力に捕まえることになればそこから抜け出すことは出来ま

せん。いくら大勢の人々が死んでも地獄というところには定員オーバーということはないです。この死の力をもつものはサタンで

す。 

ヘブル 2:14-15 

そこで、子たちはみな血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これは、その 死

によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を 解放 してくだ

さるためでした．Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity so that 

by his death he might destroy him who holds the power of death--that is, the devil--and free 

those who all their lives were held in slavery by their fear of death.자녀들은 혈과 육에 

속하였으매 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 

자 곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워하므로 한평생 매여 종 노릇 하는 모든 자들을 놓아 주려 

하심이니 

儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。并要释放

那些一生因怕死而为奴仆的人。 

ローマ６:２３ 罪から来る報酬は死ですと書いているようにサタンはわたしたち人間を誘惑して神様の御前に罪を

犯すようにします。それで罪の報酬は死ですからそれをもって人間を自分の奴隷のようにしています。 

ところが死の力が勝つことが出来ないところがこの主の御体である教会です。なぜならば教会の土台は死の力を破って蘇られ

たイエス・キリストの上に建てられているからです。 

天国の鍵をもつ教会 

イエス様は主の教会に天のカギを与えますと宣言しました。19節です。 

わたしは、あなたに天の御国のかぎを上げます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた

が地上で解くなら、それは天においても解かれています。」 I will give you the keys of the kingdom of heaven; 

whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be 

loosed in heaven." 내가 천국 열쇠를 네게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 

것이요 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 我要把天国的钥匙给你。凡你在地上

所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放。 
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これは素晴らしい特権と言えるでしょう。 

イザヤ書 22:22 

わたしはまた、ダビデの家のかぎを彼の肩に置く。彼が開くと、閉じる者はなく、彼が閉じると、開く者はない。I will place on 

his shoulder the key to the house of David; what he opens no one can shut, and what he shuts no 

one can open. 내가 또 다윗의 집의 열쇠를 그의 어깨에 두리니 그가 열면 닫을 자가 없겠고 닫으면 

열 자가 없으리라 我必将大卫家的钥匙放在他肩头上。他开，无人能关。他关，无人能开。 

黙示録 3:7 

また、フィラデルフィヤにある教会の御使いに書き送れ。『聖なる方、真実な方、ダビデのかぎを持っている方、彼が開くとだれ

も閉じる者がなく、彼が閉じるとだれも開く者がない、その方がこう言われる。"To the angel of the church in 

Philadelphia write: These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. 

What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open. 빌라델비아 교회의 사자에게 

편지하라 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지신 이 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 

없는 그가 이르시되  

你要写信给非拉铁非教会的使者，说，那圣洁，真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人

能开的，说， 

イエス・キリストが天国の鍵の持ち主であることです。誰でもイエス・キリストを通さずに天国に入ることは出来ませんということで

す。錠に合わないかぎはいくら多くても、立派であってもなんの役に立ちません。イエス様は「わたしが道であり、真理でありいの

ちなのです・わたしを通らなければ誰ひとり父の御もとに来ることはありません」 

この天国のかぎを教会に与えて下さいました。カトリックではこの鍵をペテロに与えて下さったと解釈しますが違います。 

マタイ 18:18 まことに、あなたがたに告げます。何でもあなたがたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、 

あなたがたが地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。"I tell you the truth, whatever you bind on 

earth will bebound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. 진실로 

너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 

하늘에서도 풀리리라 我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你们在地上所释放的，

在天上也要释放。 

この御ことばを見ますとあなたがたにとなっています。弟子たちにです。ペテロだけではありません。 

それでは天国のかぎは具体的に何を意味するか。日本語聖書には天国の鍵となっていますが英語の聖書には「the keys 

of the kingdom of heaven」鍵たちです。 

天国の御恵みを開く鍵がいくつかがあるということです。 

天国の鍵 
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１． 聖書から教えられる主の御ことばです。イエス様はニコデモという人に神の国に入るためには水と御霊によって生まれ

なければならないとおっしゃいました。その水は御ことばです。ペテロⅠⅠ:23節です。 

あなたがたが新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神のこ

とばによるのです。For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through 

the living and enduring word of God.너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 

씨로 된 것이니 살아 있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，

乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。 

主の教会に神様の御ことばの真理を掘り出す特権が与えられています。耳に聞こえる御ことばと目に見える御ことば、聖餐

式です。御ことばは御恵みの手段です。御ことばを通して恵まれて信仰が生じます。御ことばを通して恵まれて信仰が成長し

ます。ですから聞かなければならないです。学ばなければならないです。御ことばを伝えなければならない。伝えなければわかり

ません。わたしたちに与えられているこの御ことばの特権を生かす教会にならなければならないです。 

 

２． 赦すと祈りです。 

ヨハネ 20:23  

あなたがたがだれかの罪を赦すなら、その人の罪は赦され、あなたがたがだれかの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残り 

ます． 」If you forgive anyone his sins, they are forgiven; if you do not forgive them, they are not 

forgiven."너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 

하시니라你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了。你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。 

マタイ 18:18 まことに、あなたがたに告げます。何でもあなたがたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、 

あなたがたが地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。"I tell you the truth, whatever you bind on 

earth will bebound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. 진실로 

너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 

하늘에서도 풀리리라 我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你们在地上所释放的，

在天上也要释放。 

赦す特権があります。 

また、祈りの特権があります。18:19-20節 

まことに、あなたがたにもう一度、告げます。もし、あなたがたのうちふたりが、どんな事でも、地上で心を一つにして祈るな

ら、天におられるわたしの父は、それをかなえてくださいます。ふたりでも三人でも、わたしの名において集まる所には、わた

しもその中にいるからです。」"Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you 

ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three come 

together in my name, there am I with them." 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중의 두 

사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 
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하시리라 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 

我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求什么事，我在天上的父，必为他们成全。 

因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里有我在他们中间。 

兄弟姉妹が心を一つにして祈れば素晴らしい御めぐみと祝福が約束されています。 

赦すと祈りは密接的な関係があります。相手を赦して一緒に祈ると天の神様が成し遂げて下さるという約束です。赦し

て共に祈ると奇跡は起こります。素晴らしい祝福が与えられます。わたしたちの不信者の救いのために共に祈らなければ

ならないです。 

３． 伝道です。 

マタイ 28:18-20 

イエスは近づいて来て、彼らにこう言われた。「わたしには天においても、地においても、いっさいの権威が与えられています。 

それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを 

授け、また、わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ。わたしは、世の終わり

まで、いつも、あなたがたとともにいます。」 

Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all 

nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have 

commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age." 

예수께서 나아와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 

삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 

내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 

耶稣进前来，对他们说，天上，地下所有的权柄，都赐给我了。 所以你们要去，使万民作我的门徒，奉

父子圣灵的名，给他们施洗。（或作给他们施洗归于父子圣灵的名） 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵

守，我就常与你们同在，直到世界的末了。 
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