
1 

 

マタイ16:13-16 真の信仰告白 

今日は「真の信仰告白」という題で神様の御ことばを伝えます。 今日の御ことばはイエス様のお働きの中で一番重要な転換

期を招くイエス様の質問から始まります。この質問を持ちまして以前は人々の病気を癒して下さり、悪霊を追い出すなどご自

分がメシヤとして来られたことを表して下さったとすればこの質問の後はご自分の死に対してうちつけに話して十字架での死を

備えられたからです。 

人々は人の子をだれだと言っていますか。 

13節 

さて、ピリポ·カイザリヤの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。「人々は人の子をだれだと言っています

か。」When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people 

say the Son of Man is?" 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 

인자를 누구라 하느냐 耶稣到了该撒利亚腓力比的境内，就问门徒说，人说我人子是谁。（有古卷无我字） 

人々は人の子をだれだと言っていますか。人々にイエス様はどのような人として理解されているのか。 

このイエス様の質問に対して弟子たちは一般的に人々が言われているイエス様の認識、評判を伝えました。これが 14節 

彼らは言った。「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。」 They replied, "Some say John the Baptist; others say Elijah; and still 

others, Jeremiah or one of the prophets."이르되 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 

예레미야나 선지자 중의 하나라 하나이다他们说，有人说是施洗的约翰。有人说是以利亚。又有人说是耶利

米，或是先知里的一位。 

弟子たちはイエス様に対する世の人々の見解を三つに整理して報告しています。 

１） バプテスマのヨハネ ２）エリヤ ３）エレミヤ  

人々は皆が自分の考えを中心にイエス様を判断していました。ある人々は偉大なバプテスマヨハネであると考えました。ある

人々はあらゆる病人を癒して下さる方であるから旧約時代のエリヤ預言者であると考えました。ある人々はエレミヤ預言者で

あると考えました。これを見ますと人々はイエス様のみことばに力がある。イエス様には天からの力があることは認めました。しか

し、イエス様に対して明確かつ正しく理解していなかったことが分かります。 

弟子たちの報告を聞いたイエス様が「あなたがたは、わたしをだれだと言いますか。と質問しています。 

あなたがたは、わたしをだれだと言いますか。 

15節です。 

イエスは彼らに言われた。「あなたがたは、わたしをだれだと言いますか。」"But what about you?" he asked. "Who 

do you say I am?" 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐耶稣说，你们说我是谁。 
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イエス様の質問の意図はここにあります。世の人々がご自分に対してどのように言われているのかが知りたいことではなく弟子

たちがどのようにご自分を知っているか、理解しているかにありました。 

さあ、弟子たちはどのように答えたでしょう。16節です。 

シモン・ペテロが答えて言った。「あなたは、生ける神の御子キリストです。」 Simon Peter answered, "You are the 

Christ, the Son of the living God."시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아 계신 

하나님의 아들이시니이다西门彼得回答说，你是基督，是永生神的儿子。 

ペテロはキリスト教の本質を規定するとても重要な核心を自分も知らずに告白しました。聖霊に感動されてこのような告白が

できたのです。 

この告白にイエス・キリストに対する二つの解答を得られることになります。 

１． イエス様はキリストです。おとめマリヤからお生まれたナザレのイエスはどのような方でしょうか。嵐の海を静かにす

る方、悪霊を追い出す方、死んだ者をよみがえらせる方、五つのパンと二匹の魚をもって五千人以上食べさせ

た方などあらゆる奇跡を起こす方でしたがそれらの中表されたことはイエスがキリストとして来られた方であるという

ことです。ペテロは偉大な預言者でもなく、奇跡を起こす方でもなく、実に旧約から約束されてきたメシヤそして

生ける神の子キリストですと告白しました。キリストということはキリシャ語であり、ヘブライ語ではメシヤです。その

意味は「油注がれた者」であります。旧約時代に神様は三つの職に選ばれた人に油を注いて神様の僕として

区別しました。その三つの職とは王の職位、預言の職位、祭司の職位です。ですから王として選ばれた人、預

言者、祭司長として選ばれた人に必ず油を注いて神様の僕としてのしるしを与えました。旧約時代のすべての

制度は来られるイエス・キリストの預言的なしるしです。でうからイエス様がキリストであるということは完全な王、

完全な預言者、完全な祭司長でるということです。私たちがイエスをキリストですという告白にはイエスは私の王

です。私の預言者です。イエスは私の祭司長ですという意味があります。 

２． 生ける神の子ですということは昨日も今日も永遠に生きておられる神様ですということです。イエス・キリストは聖

人でも博愛主義者でもない。イエスはキリストです。 神様の子であり 、神様ご自身です。ですから「わたしは

道であり真理でありいのちなのです」と宣言出来るのです。誰であれ人間がこのような宣言すればそれは高慢で

あり言語道断です。 

世の人々の一番難しい問題はどうして人間の不幸の苦しみを解決するためにあえて神の子が来られたのかということです。旧

約時代のモ-セとかダビデ王のような偉大な指導者を起こして人間の問題を解決することは出来なかっただろうか。それは人

間の不幸の原因が貧しいことや病気にあるものではなく人間の致命的な問題は神様に敵対する罪にあったからです。ほかの

問題であればあえて神様の子が来られる必要はありません。しかし、人間の罪という問題は人間自ら解決がとて不可能な

問題です。なぜなら人間の罪の責任を負う人は全く罪が人でなければならないです。しかし、人間には罪がない人間がない

ですからそこに神様ご自身が人として来られたことです。 

で神の子イエス・キリストがこの世に来られたのは人間を支配するためとか崇拝されることではないです。人間の罪を背負って

死ぬことでした。神様の子イエス・キリストはすべての罪人の罪の対価を全部支払ってもその価値余る方です。 

使徒 4:12 
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この方以外には、だれによっても救いはありません。世界中でこの御名のほかには、私たちが救われるべき名とし

ては、どのような名も、人間に与えられていないからです。」 Salvation is found in no one else, for 

there is no other name under heaven given to men by which we must be saved." 다른 

이로써는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 

주신 일이 없음이라 하였더라 除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们

可以靠着得救。 

人々はこの御ことばに反感を表します。独り善(よ)がりの考えであると反発します。救われる道はいろいろあるで

しょうという考えがあります。違います。救い道は神の独り子イエス・キリスト以外にありません。 

 

バルヨナ・シモン。あなたは幸いです 

このペテロの告白に対してイエス様はペテロの信仰告白を称えました。17節です。 

するとイエスは、彼に答えて言われた。「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。Jesus replied, "Blessed are you, Simon son of Jonah, for this was 

not revealed to you by man, but by my Father in heaven. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 

시몬아 네가 복이 있도다 이를 네게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라 

耶稣对他说，西门巴约拿，你是有福的。因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。 

イエス様が本当に喜んで褒めておことばを述べました。「あなたは幸いです。」イエス様に愛される第一番のことは正確にイエ

ス様に対して正しく信仰告白することであります。この真の信仰告白とは「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。」とおっしゃった通り、聖霊を通しての告白です。人間の知識や知恵によって神様を知ること

ではありません。御ことばと聖霊の感動によってこのような告白に至ることになります。 

 

わたしの教会を建てる 

このような聖霊によって信仰告白が出来たペテロにとても重要な使命を与えて下さいました。それがなんでしょうか。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 위에 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） 

イエス様は「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」 

javascript:openDict('3262',%20'heaven')
javascript:openDict('372',%20'구원')
javascript:openDict('372',%20'구원')
javascript:openDict('3262',%20'heaven')
javascript:openDict('2889',%20'예수')
javascript:openDict('1441',%20'바요나')
javascript:openDict('2082',%20'시몬')
javascript:openDict('3262',%20'하늘')
javascript:openDict('2314',%20'아버지')
javascript:openDict('351',%20'church')
javascript:openDict('351',%20'교회')


4 

 

これはペテロという人の上にわたしの教会を建てますという意味ではありません。人は岩のように変わらないものではありませ

ん。環境によって、問題によって変わります。この岩ということは聖霊によって出来た信仰告白のことです。御霊によってイエス

は私のキリストです。イエス様は神様の子です。と信じる人の信仰の上で教会を建てるという意味です。 

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 

 

 

 


