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マタイ16:1-4 霊的暗闇にいる人々 

今日は「霊的暗闇にいる人々」という題で神様の御ことばを伝えます。 霊的暗闇にいる人々ということは神様から離れてい

る人々、神様と断絶されている人々という意味です。皆さん！全く光がない空間に閉じ込められたことはありましたか。夜に

電気がつかないところは真っ暗です。その時、人々の心理状態はどのようになるでしょうか。まず、すごく不安になります。そして

恐れを感じます。 

霊的に暗闇にいる人々の特徴は心配が多すぎます。また人に対して敵対感と憎しみがあることです。そして霊的に無知で無

感覚です。 

ヨハネ1:5 

光はやみの中に輝いている。やみはこれに打ち勝たなかった。The light shines in the darkness, but the darkness 

has not understood(comprehend) it. 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라 光照在黑暗里，黑暗

却不接受光。 

霊的な暗闇にいる人々のけんしょう 

エペソ4:18 

彼らは、その知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と、かたくなな心とのゆえに、神のいのちから遠く離れています。 

They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the 

ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가

운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다他们心地昏昧，

与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。 

このような霊的暗闇に人々の中で二つの種類があります。一つの場合は教えることによって悟る人がいます。もう一つは教え

ても悟らないひとがいます。 

今日の本文に出るパリサイ人たちとサドカイ人たちは数回教えても悟ることが出来なかった人々です。イエス様の御ことばを聞

いて少しずつでも悟る人は希望があります。 

最後の機会と拒否 

１節 

パリサイ人やサドカイ人たちがみそばに寄って来て、イエスをためそうとして、天からのしるしを見せてくださいと頼んだ。 

The Pharisees and Sadducees came to Jesus and tested him by asking him to show them a sign f

rom heaven.바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적 보이기를 청하니

法利赛人和撒都该人，来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看。 

彼らはその当時ユダヤ教の指導者たちです。誰よりメシヤとして来られたイエス様を歓迎して受け入れるべき立場にいる人々
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でしたがむしろイエス様を敵対して排斥しようとしました。 

今日の御ことばを見ますと彼らはイエス様のところに来たのは敵対して排斥するためでした。「イエスをためそうとして」となってい

ます。彼らは今までに数回イエス様の所に来ました。そしてあらゆる問題をもって文句をつけていました。自分たちの伝統とは

違うとか、奇跡を見てもイエス様の神性を認めようとしないでした。彼らはその当時の社会では尊敬される指導者たちでした

が実際には一番かわいそうな人々でした。世の人々から尊敬される人々でしたが神様側から見えれば一番可哀そうでなさけ

ない人でした。 

人は誰でも間違いや失敗することがあります。しかし自分の間違いや失敗を認めずに正当化するとか言い訳ばかりするとそれ

は高慢であり、罪です。パリサイ人とサドカイ人たちは自分の自尊心、高慢、強情でひねくれているこころのゆえにすくいの機

会を失ってしまいました。 

 

天からのしるしを求める 

パリサイ人やサドカイ人たちはイエス様を敵対し、排斥するために手を組んでいました。実際にはパリサイ人とサドカイ人たちは

手を組むことができない人たちです。パリサイ派はよみがえることを認めますがサドカイ人たちは復活を認めない派です。パリサ

イ派は天使も霊的な真理も信じますがサドカイ人たちは奇跡とかを認めない派です。彼らは神様を信じていましたが互いに

対立する派でした。しかし、驚くべきことはイエス・キリストを敵対して、攻撃する時は一つになりました。 

今日の１節に見ますと「天からのしるしを見せてくださいと頼んだ」です。パリサイ派の人々が天からのしるしを求めたのは今ま

でイエス様が起こした数多くの奇跡を神様から来る奇跡ではないと否定しました。なぜならイエス様が神様から来られた方で

あることを信じたく無いからです。 

サドカイ人たち側から見れば彼らは最初から奇跡など信じていなかったので天からのしるしをもとめることは偽善であり、嘘でし

た。でもパリサイ人たちと組んだのはイエスをこの社会から排斥するためでした。 

このような悪意に満ちた質問にイエス様はどう答えていますか。 

2-3節 

しかし、イエスは彼らに答えて言われた。「あなたがたは、夕方には、『夕焼けだから晴れる。』と言うし、朝には、『朝焼けでど

んよりしているから、きょうは荒れ模樣だ。』と言う。そんなによく、空模樣の見分け方を知っていながら、なぜ時のしるしを見分

けることができないのですか。He replied, "When evening comes, you say, 'It will be fair weather, for the 

sky is red,' and in the morning, 'Today it will be stormy, for the sky is red and overcast.' You 

know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the 

times.예수께서 대답하여 이르시되 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 아침에 하늘이 

붉고 흐리면 오늘은 날이 궂겠다 하나니 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 

없느냐耶稣回答说，晚上天发红，你们就说，天必要晴。 早晨天发红，又发黑，你们就说，今日必有风雨。你们

知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。 
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イエス様は「あなたがたは、夕方には、『夕焼けだから晴れる。』と言うし、朝には、『朝焼けでどんよりしているから、きょうは荒

れ模樣だ。』と言う。 

ユダヤ地域は地中海性気候であるから空の色が赤くなることは湿気と関係があるのではないかと言われています。湿気っぽ

い空気になると空が赤く見えるということです。夕方に空が赤く見えると夕焼けと言いますが湿気が通り過ぎることで明日はい

い天気になるだろうと思うし、朝に空が赤く見えるとこれから湿気っぽい空気になるから天気がくもるだろうと判断したようです。 

牧会の中で田舎でのおばあさんたちは足や腰にするどい痛みを感じることで天気を予測します。関節炎は湿気っぽい天気に

痛くなるみたいです。 

夏に梅雨があって梅雨の後猛暑がくるし、その後台風が発生することも分ります。また秋に白菜と大根は初霜 first frost

が来る前に収穫しておかなければならないことです。 

このようによく、空模樣の見分け方を知っていながら、なぜ時のしるしを見分けることができないのですか。つまり、自然の理(こ

とわり)はよく悟って対処するのにどうして霊的なことにそんなに無知なのかよという指摘です。 

そうですね。わたしたちにも適用されることではないでしょうか。世の流れやお金をもうけることにはよく分別が出来るのにどうし

て霊的なことに対しては分別が出来ないですかという問いかけることではないでしょうか。 

ここでまた、注目すべきことは「時のしるし」という表現ですね。この表現はイエス様が旧約に約束されて来たメシヤとして来ら

れたことを意味します。神の国が今臨まれていて救いの時が来ていることを指しています。メシヤが来られるとこのようなことが

起こる。足がなえた人が立ち上がって歩く、盲目の人の目が開かれて見ることが出来るなどあらゆる奇跡が起こることが預言

されていました。しかし、彼らは誰よりも旧約の聖書の知識はありましたけれどもその霊的な意味を悟らない盲目人々でした。 

これと似た御ことばがルカ 12:54-56 

群衆にもこう言われた。「あなたがたは、西に雲が起こるのを見るとすぐに、『にわか雨が来るぞ。』と言い、事実そのとおりにな

ります。また南風が吹きだすと、『暑い日になるぞ。』と言い、事実そのとおりになります。偽善者たち。あなたがたは地や空の 

現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。He said to the crowd: 

"When you see a cloud rising in the west, immediately you say, 'It's going to rain,' and it does. 

And when the south wind blows, you say, 'It's going to be hot,' and it is. Hypocrites! You know 

how to interpret the appearance of the earth and the sky. How is it that you don't know how to 

interpret this present time?또 무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 이는 것을 보면 곧 

말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심히 더우리라 

하나니 과연 그러하니라외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 

분간하지 못하느냐 

耶稣又对众人说，你们看见西边起了云彩，就说，要下一阵雨。果然就有。起了南风，就说，将要燥热。也就

有了。假冒为善的人哪，你们知道分辨天地的气色。怎麽不知道分辨这时候呢。 
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彼らは旧約聖書の知識はあるものの霊的な意味は全然知らなかったことです。自分たちの偏見の世の知識をもって聖書を

解釈したからです。 

ヨナのしるし 

イエス様当時の宗教指導者たちであるパリサイ人とサドカイ人たちに対して次のような表現をもってお話をしました。 

４節 

悪い、姦淫の時代はしるしを求めています。しかし、ヨナのしるしのほかには、しるしは与えられません。」そう言って、イエスは 

彼らを残して去って行かれた。A wicked and adulterous generation looks for a miraculous sign, but none 

will be given it except the sign of Jonah." Jesus then left them and went away.악하고 음란한 

세대가 표적을 구하나 요나의 표적 밖에는 보여 줄 표적이 없느니라 하시고 그들을 떠나 가시니라 

一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。耶稣就离开他们去。 

パリサイ人とサドカイ人たちに対して悪い、姦淫な人々であると指摘しています。彼らが影響力を与える社会を悪い、姦淫の

時代であるとおっしゃいました。彼らが道徳的面で質的な面で悪い、霊的姦淫しているということです。夫がいる婦人が別の

男性と恋人関係になることや妻がいる夫が別の女性と恋人関係になることを姦淫と単語を使います。神様を信じる人が他

の神々にも拝むとかあるいは神様より頼るもの、神様より愛することに対して霊的に姦淫していると表現しています。 

天からのしるしを求めるパリサイ人とサドカイ人たちに対してイエス様はヨナのしるしだけ見せるとおっしゃいました。パリサイ人と

サドカイ人たちは「あなたが天から来たキリスト、つまりメシヤであるしるし、証拠を見せなさいという要求です。 

このような質問は初めてではないです。 

マタイ 12:39-40 にも彼らはイエス様に要求しました。 

しかし、イエスは答えて言われた。「悪い、姦淫の時代はしるしを求めています。だが預言者ヨナのしるしのほかには、しるしは 

与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同樣に、人の子も三日三晩、地の中にいるからです。   

He answered, "A wicked and adulterous generation asks for a miraculous sign! But none will be 

given it except the sign of the prophet Jonah.  

For as Jonah was three days and three nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will 

be three days and three nights in the heart of the earth.예수께서 대답하여 이르시되 악하고 음란한 

세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적 밖에는 보일 표적이 없느니라 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 

물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있으리라 

耶稣回答说，一个邪恶淫乱的世代求看神迹。除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。 约拿三日三

夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。 

javascript:openDict('2952',%20'요나')
javascript:openDict('1280',%20'fish')
javascript:openDict('984',%20'earth')
javascript:openDict('2952',%20'요나')
javascript:openDict('2952',%20'요나')
javascript:openDict('1280',%20'물고기')
javascript:openDict('984',%20'땅')


5 

 

ヨナのしるしてどういうことでしょうか。 

これはイエス・キリストがすべての罪人の罪を背負って十字架で死なれて三日間葬られる状態にいることを意味します。 

ヨナという人は旧約聖書 1389 ページに出ていますがイエス様が来られる前(紀元前)8世紀頃、イスラエルの王ヤロブアム

２世が統治する時に活動した預言者ですが神様はヨナという主の僕でる預言者に「あなたはニネベへ行ってあなたたちの悪

がわたしの前に上って来たと叫びなさい」。しかし、ヨナは主の命令に従わず、タルシシュへ行こうとその船を乗りました。しかし、

不従順するヨナが乗った船がタルシシュへ行く途中、大きな風によって難破しそうになり、その原因がヨナが神様の命令に従

順しなかったことが判明されて船の人々はヨナを海へ投げてしまいます。しかし、主は大きな魚を待機しておいてヨナを丸ごと

に飲み込んでしまいます。それで魚の腹で三日間苦しみの中で徹底的に悔い改めることになり、再び魚の腹から出てもらって

ニネベへ行って神様のメッセージを伝えたのでそのニネベの人々は悔い改めて神様の裁きから救われた事件がありました。 

そのヨナが三日三晩、大きな魚の腹の中にいたようにイエス様も父なる神様の御旨を成し遂げるために十字架にかかって死

ぬことになるんだということです。偏見と歪曲された知識に固定になった彼らには福音の光が入ることが出来ませんでした。今

もそうです。自分の固定観念に取り込まれている人は御ことばを聞いても福音の光が入りません。 

今までイエス様は数多くの奇跡を通してイエス様が神様から来られたメシヤであることを表して下さいました。彼らは何回もイ

エス様の所に来てイエス様のお話を聞きました。しかし、世の知識、自分たちの固定観念などに取り込まれていて御ことばを

聞いても奇跡を見ても理解出来ませんでした。 

そして結局、イエス様は「悪い、姦淫の時代はしるしを求めています。しかし、ヨナのしるしのほかには、しるしは与えられませ

ん。」そう言って、イエスは彼らを残して去って行かれました。高慢と悪い頑なな心のゆえに悟ることが出来ませんでした。誰よ

りイエス様の近いにいたのに、誰よりイエス様と話を交わしたのに偏見、自尊心、悪い頑なな心のゆえにすくいの機会を失って

しまいました。 

毎週、わたしたちも主日礼拝に出席して御ことばを聞きます。どのくらい教会に通ったとか、何年信じたとかが重要なことでは

ないです。自分が神様の御前では裁かれて永遠の地獄に落ちるべき存在であることを悟って唯一の救い主イエス・キリストを

自分の救い主として受け入れて信じることが重要です。それで神様の御ことばによって生かされる存在であることを覚えて伝

えられる御ことばを聞き、受け入れることです。 

 


