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マタイ16:5-12 霊的無知にいる人々 

今日は「霊的な無知に陥る人々」という題で神様の御ことばを伝えます。 先週はパリサイ人とサドカイ人たちが深刻な霊的暗

闇に取り込まれている人々であることが分りました。イエス様は数回彼らと会って霊的暗闇から開放されることを願い、奇跡

やおことばによって力を尽くしました。しかし、４節の最後に「イエスは彼らを残して去って行かれた」をという表現を見ますともう

以上、救済を受ける道がないような、絶望的な状態の人々であることが感じられますね。 

私たち皆が罪人でありますが同じ罪人ではないと思われます。救われる可能性がある罪人がいる反面、救いの可能性がほ

とんとない罪人もいるという感じです。なぜならイエス様が離れた後、パリサイ人とサドカイ人たちには二度と会えなかったし、会

話がありませんでしたからです。次の御ことばが思い起こされます。 

ヘブル書6:4-6 

一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊にあずかる者となり、神のすばらしいみことばと、後にやがて来る世の力とを 

味わったうえで、しかも墮落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは、自

分で神の子をもう一度十字架にかけて、恥辱を与える人たちだからです。It is impossible for those who have 

once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, 

who have tasted the goodness of the word of God and the powers of the coming age, if they fall 

away, to be brought back to repentance, becauseto their loss they are crucifying the Son of God 

all over again and subjecting him to public disgrace.한 번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 

참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도타락한 자들은 다시 새롭게 하여 

회개하게 할 수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내 놓고 욕되게 

함이라 

论到那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又于圣灵有分，并尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人，若是

离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了。因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。 

悔い改めることが出来ることも主の御恵みであることが分ります。 

さあ、今日の御ことばにはイエス様の弟子たちも霊的な無知に陥ってしまい、イエス様のお話の意味を全然分からない状態

にいたことが分かります。 

まず5-7節を読んで見ましょう。 

弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持って来るのを忘れた。イエスは彼らに言われた。「パリサイ人やサドカイ人たちのパン 

種には注意して気をつけなさい。」すると、彼らは、「これは私たちがパンを持って来なかったからだ。」と言って、議論を始めた。

When they went across the lake, the disciples forgot to take bread. "Be careful," Jesus said to 

them. "Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees." They discussed this 

among themselves and said, "It is because we didn't bring any bread."제자들이 건너편으로 갈새 

떡 가져가기를 잊었더니 예수께서 이르시되 삼가 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니 

제자들이 서로 논의하여 이르되 우리가 떡을 가져오지 아니하였도다 하거늘 
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门徒渡到那边去，忘了带饼。耶稣对他们说，你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。门徒彼此议论说，

这是因我们没有带饼吧。 

イエス様はパリサイ人とサドカイ人たちから離れて行ったところで弟子たちに向かって、「パリサイ人やサドカイ人たちのパン種に

は注意して気をつけなさい。」とおっしゃいました。それを聞いた弟子たちはあ！私たちがパンを持って来るのを忘れた。どうしよ

うと議論が始まったということです。今、イエス様の関心は真っ暗の霊的暗闇にいるパリサイ人やサドカイ人たちに対してその偽

善と高慢さに気をつけなさいという意味でしたが弟子たちはそれが食べる食事のパンであると理解しています。 

イエス様はいつも霊的なことに関心をもってお話を述べたり、教えしましたが弟子たちは肉のことばかり考えています。 

それで弟子たちの霊的無知がありのまま現われています。イエス様の弟子としていつもイエス様の側で御ことばを教わったり、

奇跡を目撃したにも関わらず彼らはまだまだ霊的な無知にいる人々だなと感じます。さあ、霊的な無知ということはどのような

場面で現われているのかを見ましょう。 

肉のパンだけ考えることで霊的無知に陥る 

５節を見ましょう。 

弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持って来るのを忘れた。 

When they went across the lake, the disciples forgot to take bread. 제자들이 건너편으로 갈새 떡 

가져가기를 잊었더니 门徒渡到那边去，忘了带饼。 

弟子たちは食べるパンを持って来るのを忘れました。大変です。皆が飢えてしまいます。深刻なことです。パンだけではないで

しょう。お金もそうです。銀行の通帳にお金がないと安心出来ない、予想もしなかったことが起こって貯金がなくなったらそこに

気が捕えると思います。つねに食べる心配、これからの生活、引退後の生活などで不安をもって生きている人々は多くいると

思います。非常に現実的な問題です。弟子たちは今食べる者がない状態です。 

その時、イエス様がこのにょうにお話をしました。 

6節 

イエスは彼らに言われた。「パリサイ人やサドカイ人たちのパン種には注意して気をつけなさい。」 

"Be careful," Jesus said to them. "Be on your guard against the yeast of the Pharisees and 

Sadducees." 예수께서 이르시되 삼가 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니耶稣对他们说，

你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。 

イエス様の関心は弟子たちがパリサイ人やサドカイ人たちのように偽善の信仰者にならないように、高慢の信仰者にならない

ように、形式、いい訳、理屈ばかりする信仰者にならないように彼らの影響を受けたらいけませんということです。とても大事な

教えですが今弟子たちの現実的な問題は食べるパンを忘れて来たのでその食べるパンに気がとらえられていたのでイエス様の

お話の意味が分らなかったということです。 
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ここで私たちも適用できることが二つがあると思います。 

１）礼拝に来る前にあらかじめ準備をしておかないと主の御ことばの意味が分らないことになります。洗濯物干すとか、玄関

の鍵を閉めておいたとか、カスのバルブは閉めていたのかなどなど余裕をもって準備して来ることによって集中して御ことばを聞く

ことが出来ます。 

イエス様の弟子たちにも関わらず現実の肉のパンだけに考えてしまい大事な主の教えを悟ることが出来なかった霊的な無知

に落ちました。 

２）パリサイ人やサドカイ人たちのパン種は継続的に気をつけなければならないことである問題です。 

「パリサイ人やサドカイ人たちのパン種には注意して気をつけなさい。」というイエス様のお話には「注意すること」と「気をつけな

さい」ということが重なっています。これはすごく強調する表現です。私たちが世の流れ、知識者たちの話などに常に気をつけて

いなければならないということであると思います。 

 

信仰の弱さのゆえに霊的無知に陥る 

８節を見ましょう。 

イエスはそれに気づいて言われた。「あなたがた、信仰の薄い人たち。パンがないからだなどと、なぜ論じ合っているのですか。 

Aware of their discussion, Jesus asked, "You of little faith, why are you talking among yourselves 

about having no bread? 예수께서 아시고 이르시되 믿음이 작은 자들아 어찌 떡이 없으므로 서로 논

의하느냐耶稣看出来，就说，你们这小信的人，为什么因为没有饼彼此议论呢。 

信仰の薄い人たち。パンがないからだなどと、なぜ論じ合っているのですか。 

霊的な無知に陥ることは結局信仰がよわいだからです。 

マタイ８章に弟子たちが湖を渡るときでも信仰をもって対処しないのを見てイエス様は信仰の薄い人たちと責めたことがありま

す。救いの信仰は全く神様の賜物でありますが生活の信仰はわたしが努力して成長しなければならないことです。 

ローマ10:17 

そのように、信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによるのです。Consequently, faith comes

 from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ.그러므로 

믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라可见信道是从听道来的，听道是从基

督的话来的。 

３．どうして霊的無知に陥るのか。御恵みを忘れるからです。 

9-10節 
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まだわからないのですか。覚えていないのですか。五つのパンを五千人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。また、七つ

のパンを四千人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。Do you still not understand? Don't you remember 

the five loaves for the five thousand, and how many basketfuls you gathered?  

Or the seven loaves for the four thousand, and how many basketfuls you gathered?너희가 아직도 

깨닫지 못하느냐 떡 다섯 개로 오천 명을 먹이고 주운 것이 몇 바구니며 떡 일곱 개로 사천 명을 

먹이고 주운 것이 몇 광주리였는지를 기억하지 못하느냐 

你们还不明白麽，不记得那五个饼，分给五千人，又收拾了多少篮子的零碎麽。 也不记得那七个饼，分给四

千人，又收拾了多少筐子的零碎麽。 

五つパンと二匹の魚を持って五千人以上食べさせて１２かごも余ったパンがあった奇跡、また七つのパンを四千人に分けて

あげた奇跡などではそんなに昔の事件ではないです。 

信仰ということは主がなさったことを覚えることも一つ要所です。過去になさったことを聖霊を通して現在化にすることであります。

特に主がなさったことを信じて今も生きておられる主がなさることが出来ると信じることですね。 

イエス様は弟子たちに具体的に説明して下さったので弟子たちはやがて霊的な教えであること
に悟りました。 

11節見ましょう。 

わたしの言ったのは、パンのことなどではないことが、どうしてあなたがたには、わからないのですか。ただ、パリサイ人やサドカイ 

人たちのパン種に気をつけることです。」 How is it you don't understand that I was not talking to you about 

bread? But be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees." 어찌 내 말한 

것이 떡에 관함이 아닌 줄을 깨닫지 못하느냐 오직 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니

我对你们说，要防备法利赛人和撒都该人的酵，这话不是指着饼说的。你们怎麽不明白呢。 

12節 

彼らはようやく、イエスが気をつけよと言われたのは、パン種のことではなくて、パリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであるこ

とを悟った。Then they understood that he was not telling them to guard against the yeast used in 

bread, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees.그제서야 제자들이 떡의 누룩이 

아니요 바리새인과 사두개인들의 교훈을 삼가라고 말씀하신 줄을 깨달으니라             

门徒这才晓得他说的，不是叫他们防备饼的酵，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。 

ヨハネ３章にニコデモという国家議員に当たる人がイエス様に尋ねて会話を交わす場面が出ています。イエス様は彼にあなた

が神の国を見るためには新しく生まれなければならないと語りました。その時、学問的に政治的に優れていたイスラエル指導

者であるニコデモは「人は、老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度、母の胎にはいって生ま

れることができましょうか。」全然理解出来ない様子でした。霊的に生まれないと本当の霊的な真理を悟ることが出来ないで

す。 
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パリサイ人とサドカイ人たちとは違って弟子たちはイエス様の説明により御ことばの意味が分りました。パリサイ人やサドカイ人た

ちのパン種に気をつけなさいということはパリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであるこがやっと分かりました。これが弟子たち

の幸いです。 

 


