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 マタイ 14:22-33  水の上を歩くイエス様  

「水の上を歩くイエス様」という題で神様の御ことばを伝えます。 今日の本文は 22節から始まります。33節まで朗読しまし

たが本日の説教の本文は 27節までとなります。22節を日本語、英語、韓国語、中国語順に読める言語でご一緒に読

みましょう。. 

●22節●   

それからすぐ、イエスは弟子たちを強いて舟に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を帰してしま

われた。Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the 

other side, while he dismissed the crowd. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 

보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고耶穌隨即催門徒上船、先渡到那邊去、等他叫眾

人散開。  

ここを見ますと「それからすぐ、イエスは弟子たちを強いて舟に乗り込ませて」と書いています。これはイエス様がご自分について

来て食事時間が過ぎて飢えている大勢の群衆に五つのパンと二匹の魚をもって満複して下さってパン余りも十二かごにいっ

ぱいになった奇跡を起こした後、すぐということです。 

理解しがたいのは素晴らしい奇跡が行われて皆が驚きをもって喜んでいる状況の中でどうしてイエス様は急いで弟子たちを強

いて船に乗り込ませて向こう岸へ行かせたのかというこです。どうして集まっている群衆を解散させたでしょう。なにか危機が発

生したでしょうか。この部分はヨハネ福音書に詳しく書いてあります。 

ヨハネ 6:14-15 をまず日本語から読みましょう。 

人々は、イエスのなさったしるしを見て、「まことに、この方こそ、世に来られるはずの預言者だ。」と言った。そこで、イエス 

は、人々が自分を王とするために、むりやりに連れて行こうとしているのを知って、ただひとり、また山に退かれた。After 

the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, "Surely this is the 

Prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they intended to come and 

make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. 그 사람들이 예수께서 

행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 그러므로 예수께서 

그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시니라 

眾人看見耶穌所行的神蹟、就說、這真是那要到世間來的先知。 耶穌既知道眾人要來強逼他作王、就獨自又退

到山上去了。 

この大勢の群衆を食べさせて下さった奇跡の後、群衆に異変が起こりました。それはイエス・キリストをイスラエルの王とする動

きでした。革命的な雰囲気です。この奇跡を起こす人がこの国の王にならばきっとこの国は変わるだろうと思ったでしょう。その

ときのイスラエル人々は旧約聖書に預言されていたメシヤの現われを待っていましたからイエスは自分たちが期待する政治的

なメシヤであろうと考えました。そしてむりやりに連れて行こうとしました。それをイエス様は知って急いで弟子たちを先に行かせ

てご自分も群衆を解散させてそこから離れました。群衆はイエス・キリストを誤解していました。 
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イエス様は大勢の群衆がご自分について来て御ことばを聞くことに歓迎しました。彼らを哀れで下さって彼らの肉の必要に応

じてみ恵みを施してくださいました。しかし、群衆の要求に引き回されることはありませんでした。イエス様は大勢の人々の人

気に投(とう)じて何か成し遂げようとはしませんでした。ご自分が起こした奇跡であの方は何のしるしをあらわしたのかを真剣

に考えない人々にイエス様は関心はありません。むしろ群衆のこのような動きをイエス様は危機として受け止められたと思いま

す。次の 23節見ましょう。 

群衆を帰したあとで、祈るために、ひとりで山に登られた。夕方になったが、まだそこに、ひとりでおられた。  

After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening 

came, he was there alone,  

무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시니라 저물매 거기 혼자 계시더니  

 散了眾人以後、他就獨自上山去禱告．到了晚上、只有他一人在那裡。  

ここでもう一つのイエス様の姿を見ることが出来ます。イエス様は弟子たちを先に行かせて群衆を解散させてから山に登って

祈られました。人々の人気、群衆の革命を拒否(きょひ)しまして祈りをしました。群衆のこのような動きをイエス様は危機とし

て受け止められたので祈るために山に登られました。十字架の負う使命の道を妨げる危機として受け止めて祈られたというこ

とです。いつも祈りの習慣はありましたが危機の時にはもっと祈られました。神の国のために働く公生涯の最初の時も荒野に

行かれて 40日断食をしながら祈られました。十字架を負う前にはゲツセマネという所で徹夜しながら祈りをしました。 

それでイエス様より先に船を乗って向こう岸へ出発した弟子たちがどうなったのですか。 

24-25 

しかし、舟は、陸からもう何キロメ ― トルも離れていたが、風が 向かい風なので、波に悩まされていた。すると、夜中の三

時ごろ、イエスは湖の上を步いて、彼らのところに行かれた。 

but the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the 

wind was against it. During the fourth watch of the night Jesus went out to them, walking on the 

lake.  

배가 이미 육지에서 수리나 떠나서 바람이 거스르므로 물결로 말미암아 고난을 당하더라밤 사경에 

예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 

那時船在海中、因風不順、被浪搖撼。夜裡四更天、耶穌在海面上走、往門徒那裡去。 

イエス様の指示によって船に乗って湖を渡って行く途中でした。陸地から何キロメ-トルも離れた時点で突風に巻き込まれて

いました。風は向かい風で進まないし、すごい波に船が揺れてしまい、闇夜であまり周囲が見えないので皆が怖がって一所懸

命に進もうと頑張っていました。その時刻は夜中の三時ごろでした。さ、出発したころは夕暮れでした。ですので今夜中の三

時ごろまでいかほど苦労したのかが分ります。 
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ここに極端的な対照(たいしょう)があります。わずか何時間前までは五つのパンと二匹の魚で数万人を食べさせた奇跡を目

撃した人たちです。ところがい今は死にそうな状況に置かれています。これがクリスチャンが経験する現実です。奇跡を体験し

てまた病気が癒される素晴らしい恵みにされても次のときは正反対の状況に落ちるときもありうるということです。 

しかし、わたしたちに危機と苦難がふりかかたときどのような姿勢を持つべきでしょうか。 

26節見ます。 

弟子たちは、イエスが湖の上を步いておられるのを見て、「あれは 幽霊だ。」と言って、おびえてしまい、恐ろしさのあまり、叫び

声を上げた。  

When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, 

and cried out in fear.  

제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지르거늘  

門徒看見他在海面上走、就驚慌了、說、是個鬼怪．便害怕、喊叫起來。  

 

今弟子たちは夜中の三時ごろ厳しいあらしの中で大変怖がって進まない船の中でパニック状態にいました。そのとき、イエス

様が湖の上を歩いて近づいていました。それを見た弟子たちは「あれは 幽霊だ。」叫びました。 

イエス様が湖の上を歩いたのは自然法則を超える奇跡です。イエス様は湖におぼれませんでした。つまり、イエス様は重力の

法則に支配されないお方でした。いつもではなくこのときだけ特別に行いました。先週も申し上げたようにイエス様の奇跡は神

様としてのしるし、サインであります。自然法則とは人をはじめすべての被造物に適用されますが神様には適用されないという

ことです。イエス様は宇宙万物を御造られた創造主神様であられるお方でした。 

ここでわたしたちが知るべきことがあります。主はご自分の民たちが苦しみの中にいたとき必ず助けに来られるということです。 

コリントⅠ10:13節を見ましょう。 

あなたがたのあった試練はみな人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなたがたを耐えることのでき

ないような試練に会わせるようなことはなさいません。むしろ、耐えることのできるように、試練とともに、脱出の道も備えてくださ

います。No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; he will 

not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also 

provide a way out so that you can stand up under it.사람이 감당할 시험 밖에는 너희가 당한 것이 

없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험 당함을 허락하지 아니하시고 시험 당할 

즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라你們所遇見的試探、無非是人所能受的、 

神是信實的、必不叫你們受試探過於所能受的．在受試探的時候、總要給你們開一條出路、叫你們能忍受得

住。 

javascript:openDict('526',%20'道')
javascript:openDict('2116',%20'temptation')
javascript:openDict('526',%20'way')
javascript:openDict('2116',%20'시험')
javascript:openDict('2116',%20'시험')
javascript:openDict('2116',%20'시험')
javascript:openDict('526',%20'길')


4 

 

イエス様はご自分だけ考えて祈るする方ではありません。弟子たちのためにいつも祈りしました。船を乗って湖を渡る弟子たち

を絶間なく見ておられました。そして定められたときに来られました。 

27節です。 

しかし， イエス はすぐに 彼らに 話しかけ， 「しっかりしなさい． わたしだ． 恐れることはない． 」と 言われた． But 

Jesus immediately said to them: "Take courage! It is I. Don't be afraid." 예수께서 즉시 이르시되 

안심하라 나니 두려워하지 말라耶穌連忙對他們說、你們放心．是我、不要怕。  

ある面では夜中の三時ごろが絶望的なときではないかと思います。その絶望的なときに救いに来られたことです。ですから絶

対に放棄しないで信仰生活をするべきであります。 

しっかりしなさい． わたしだ． 恐れることはない． 

マルコ 6:48節を見ますと 

イエスは、弟子たちが、向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、He saw the disciples straining at the 

oars, because the wind was against them.바람이 거스르므로 제자들이 힘겹게 노 젓는 것을 보시고 

看見門徒、因風不順、搖櫓甚苦 

イエス様は祈りする中に弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になっていました。それで助けに来られました。 

イエス様はまずご自分のために祈られたでしょう。ご自分が使命の十字架での死を通しての御業を全うするように祈られたと

思います。しかし、それだけはなくイエス様はついて来るご自分の弟子たちのためにもいつも祈られました。 

今も主はご自分を信じてついて来る人々のために祈って下さるお方です。 

ローマ 8:34 

罪に定めようとするのはだれですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリスト·イエスが、神の右の座に着き、

私たちのためにとりなしていてくださるのです。Who is he that condemns? Christ Jesus, who died--more than 

that, who was raised to life--is at the right hand of God and is also interceding for us.누가 

정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 

우리를 위하여 간구하시는 자시니라誰能定他們的罪呢．有基督耶穌已經死了、而且從死裡復活、現今在 神

的右邊、也替我們祈求。〔有基督云云或作是已經死了而且從死裡復活現今在 神的右邊也替我們祈求的基督耶

穌麼〕 

このように祈って下さるイエス様はいかほど私たちを愛してくださるのかを使徒パウロはローマ 8:35 に次のように告白していま

す。 

私たちをキリストの愛から引き離すのはだれですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、 危險

ですか、剣ですか。Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or 

persecution or famine or nakedness or danger or sword? 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 
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끊으리요 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴誰能使我們與基督的愛隔絕呢．難

道是患難麼、是困苦麼、是逼迫麼、是飢餓麼、是赤身露體麼、是危險麼、是刀劍麼。 

ローマ 8:38-39節 

私はこう確信しています。死も、いのちも、御使いも、権威ある者も、今あるものも、後に来るものも、力ある者も、高さ

も、深さも、そのほかのどんな被造物も、私たちの主キリスト·イエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできませ

ん。For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the 

present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all 

creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.내가 

확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재 일이나 장래 일이나 능력이나 

높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 

사랑에서 끊을 수 없으리라因為我深信無論是死、是生、是天使、是掌權的、是有能的、是現在的事、是將

來的事、 是高處的、是低處的、是別的受造之物、都不能叫我們與 神的愛隔絕．這愛是在我們的主基督耶

穌裡的。 

今日の御ことばからしめされたことを整理して見ます。 

１． イエス様は人々の人気に乗ってご自分の目標を達成しようとしない、むしろイエス様を王としてたてようとする群

衆の動きをご自分の十字架への道を妨げる危機として受け止めて祈りをしたこと。牧師は主から与えられた牧

師としての使命を果たすためにひたすら祈りをもって献身の道をしっかり歩むべきである。イエス様さえいのり持って

使命の道を歩んで行かれたとしたらわたしはもっといのりはひつようではないか。 

２． 奇跡の後、イエス様の指示に従って船に乗って湖を渡る途中でどうしても前に進まない向かい風に悩まされて恐

怖と不安に陥ている弟子たちのことはクリスチャンの現実的な面を見せてくれます。 

３． 「夜中の三時ごろ」に主は来られて弟子たちを恐怖と不安に陥ていた弟子たちを救い出して下さいました。「夜

中の三時ごろ」とは一番恐怖と不安の頂点の象徴であります。私たちが恵まれて主の御ことばに従って歩む信

仰の生活の中でも理由がわからない恐怖と不安の問題に陥る場合もありうるということです。でも主は必ず来ら

れます。助けて下さい。 

４． 今もどの位主は私たち愛して下さってとりなしいのりをして下さるのかをいつも覚えるべきであります。 
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