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 マタイ 15:10-20 人を汚すもの 

「 人を汚すもの」という題で神様の御ことばを伝えます。  

今日も先週に続いてパリサイ人や律法学者たちとの論争の部分ですがどのような内容でしょうか。10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。. 

●10節● 

イエスは群衆を呼び寄せて言われた。「聞いて悟りなさい。Jesus called the crowd to him and said, "Listen and 

understand. 무리를 불러 이르시되 듣고 깨달으라耶穌就叫了眾人來、對他們說、你們要聽、也要明白。 

●11節● 

口にはいる物は人を汚しません。しかし、口から出るもの、これが人を汚します。」 What goes into a man's mouth 

does not make him 'unclean,' but what comes out of his mouth, that is what makes him 

'unclean.' " 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 

더럽게 하는 것이니라 入口的不能污穢人、出口的乃能污穢人。 

イエス様は群衆を呼び寄せて言われました。聞いて悟りなさい。この二つが重要です。御ことばを聞くことと悟ることです。聞く

だけは不十分です。聞いて悟ることです。御ことばからではなく他のことによって悟ったということは危険です。 

それでイエス様は「口にはいる物は人を汚しません。しかし、口から出るもの、これが人を汚します。とおしゃいました。口に入る

ものの中では汚れた物はないということです。そうですね。人が食べるとき汚れたものは洗ってから食べます。また、あるものはゆ

でて食べます。ある物は煮って食べます。イエス様は本当に人間を汚すものは口から出るものであるとおしゃいました。 

しかし、弟子たちはイエス様このおことばを聞いて心配して次のように話かけます。 

●12節● 

そのとき、弟子たちが、近寄って来て、イエスに言った。「パリサイ人が、みことばを聞いて、腹を立てたのをご存じですか。」 

Then the disciples came to him and asked, "Do you know that the Pharisees were offended when 

they heard this?" 이에 제자들이 나아와 이르되 바리새인들이 이 말씀을 듣고 걸림이 된 줄 

아시나이까當時、門徒進前來對他說、法利賽人聽見這話、不服、你知道麼。〔不服原文作跌倒〕 

ここで弟子たちが心配していることが分かります。イエス様のおことばによってパリサイ人や律法学者たちが怒っているということ

です。先週見ましたがイエス様はパリサイ人や律法学者たちに向かって偽善者たち！と叱りました。さらに 11節でのイエス様

のおことばはパリサイ人や律法学者たちを怒らせった理由があったと弟子たちは判断したようです。そうです。パリサイ人や律

法学者たちはイエス様が口にはいる物は人を汚しません。しかし、口から出るもの、これが人を汚しますと言ったことに怒ったこ

とはなぜでしょう。 



2 

 

レビ記 11章とか申命記 14:3-21 を見ますと食べられる獣と食べられない獣がありました。魚も食べられる魚、食べられな

い魚があります。空中の鳥も食べられる鳥、食べられない鳥があります。食べられないものは汚れたものと定められました。 

このような律法の定めを命のように守って来たのに今イエス様は今まで命かけて守って来た規定が何の意味もないように宣言

してしまったから彼らは物すごい怒ったのです。それを弟子たちが感じていました。しかし、イエス様はレビ記 11章とか申命記

14:3-21 の規定を無視することではない、「どうしてあなたの弟子たちが手を洗わないで食事しますか」とのパリサイ人や律

法学者たちの質問に対して道徳的、霊的なものを教えようとしました。 

弟子たちはパリサイ人が、みことばを聞いて、腹を立てたのをご存じですかと質問したところ、イエス様の反応はどういうことでし

ょう。 

●13節●  

しかし、イエスは答えて言われた。「わたしの天の父がお植えにならなかった木は、みな根こそぎにされます。He replied, 

"Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. 예수께서 

대답하여 이르시되 심은 것마다 내 하늘 아버지께서 심으시지 않은 것은 뽑힐 것이니耶穌回答說、凡栽

種的物、若不是我天父栽種的、必要拔出來。 

天の父がお植えにならなかった木はパリサイ人や律法学者たちを指すようなことです。なざなら、彼らは人の教えに頼っていて

神の御ことばによる信仰者ではないからです。それで結局人の教えに頼っている彼らはみな根こそぎにされます。つまり、裁か

れるということです。 

●14節● 

彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし、盲人が盲人を手引きするなら、ふたりとも穴に落ち 

込むのです。」 Leave them; they are blind guides. If a blind man leads a blind man, both will fall 

into a pit." 그냥 두라 그들은 맹인이 되어 맹인을 인도하는 자로다 만일 맹인이 맹인을 인도하면 

둘이 다 구덩이에 빠지리라 하시니任憑他們罷．他們是瞎眼領路的．若是瞎子領瞎子、兩個人都要掉在坑

裡。 

彼らのことは放っておきなさい。これより悲惨なことはないのに彼らは悟らないです。自分たちが盲目であるのに、なおも高慢に

「私たちは目が見える」と言えるからイエス様は彼らが盲人を手引きする盲人です、さらに 盲人が盲人を手引きするなら、ふ

たりとも穴に落ち込むのです。とおしゃいました。 穴に落ち込むという表現は旧約聖書に出て来る表現であって破滅を意味

します。 

私たちの体の中には命を維持するために多くの器官があってそれぞれ働いています。心臓、肝臓、肺臓、などは命を維持す

るのに大切な器官です。ところが活動するとき、一番必要な部分は目ではないかと思います。人がどんなに手で触り、鼻でか

ぎつけて、耳でよく聞くことができるとしてもやはり目で見るよりは正確に把握することが出来ないと思います。私たちの生涯に

おいて創造主神様に出会うことはまるで目をあけることと同じであると思います。だれでも自分を造られた神様を知らないかぎ

り手探りする盲人のようであります。人生の価値も分からないし、存在の目的も知らないからです。 

見ることが出来る人が正しい道へ導く責任と義務があります。 
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15-18節ではまずペテロという弟子が理解出来ないことについて教えて下さいと要請しました。それでイエス様は人間の本当

の問題がどこにあるかを教えて下さっています。  

●15節● 

そこで、ペテロは、イエスに答えて言った。「私たちに、そのたとえを說明してください。」 Peter said, "Explain the 

parable to us." 베드로가 대답하여 이르되 이 비유를 우리에게 설명하여 주옵소서彼得對耶穌說、請將

這比喻講給我們聽。 

●16節● 

イエスは言われた。「あなたがたも、まだわからないのですか。"Are you still so dull?" Jesus asked them. 예수께서 

이르시되 너희도 아직까지 깨달음이 없느냐耶穌說、你們到如今還不明白麼． 

●17節● 

口にはいる物はみな、腹にはいり、かわやに捨てられることを知らないのですか。"Don't you see that whatever 

enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? 입으로 들어가는 모든 것은 

배로 들어가서 뒤로 내버려지는 줄 알지 못하느냐豈不知凡入口的、是運到肚子裡、又落在茅廁裡麼。 

●18節● 

しかし、口から出るものは、心から出て来ます。それは人を汚します。But the things that come out of the mouth 

come from the heart, and these make a man 'unclean.'입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 

이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라惟獨出口的、是從心裡發出來的、這纔污穢人。 

口にはいる物は食べ物であり、 口から出るものは言葉と考えであるということです。ユダヤ人たちは人が罪人と一緒にいるだ

けで罪に感染されると思いました。しかし、罪人と同じ場所にいるだけで罪に感染されることはありえないです。罪人の悪い話

を聞くことにより心が汚れてしまいます。悪いものがどんなに悪い話をしても聞くことから注意すれば心が乱れることはありませ

ん。ですからやはり悪い話や雰囲気のところに行かないことが重要であります。すべての人間の腐敗した本姓は同じです。た

だ、知識や教養がある文明人はその本姓をよく包装して見えないようにするだけです。 

それで人間の心から出るものがどのようなものなのか 

●19節● 

悪い考え、殺人、姦淫、不品行、盜み、偽証、ののしりは心から出て来るからです。마음에서 나오는 것은 악한 For 

out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, 

slander. 생각과 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니因為從心裡發出來的、有惡念、兇

殺、姦淫、苟合、偷盜、妄證、謗讟． 
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●20節● 

これらは、人を汚すものです。しかし、洗わない手で食べることは人を汚しません。」 These are what make a man 

'unclean'; but eating with unwashed hands does not make him 'unclean.' "이런 것들이 사람을 

더럽게 하는 것이요 씻지 않은 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니라 

這都是污穢人的．至於不洗手喫飯、那卻不污穢人。 

人を汚して神様の御前に立つことのできないようにするのは口から出るものですがその口から出るものは心から出るものである

ということです。その始めが悪い考えです。次は殺人、姦淫、不品行、盜み、偽証、ののしりなどが心の奥に潜んでいるという

ことです。イエス様は神様の御前では手を洗うか洗わないか、食べる食事か食べる事の出来ない食事かどんな服を着ればい

いかなどは重要ではない、本当に重要な問題は人間の心が腐敗されているということです。どのくらい腐敗されているというこ

とでしょうか。エレミヤ 17:9節を読んで見ましょう。 

●エレミヤ 17:9節● 

人の心は何よりも陰険で、それは直らない。だれが、それを知ることができよう。The heart is deceitful above all 

things and beyond cure. Who can understand it? 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 

누가 능히 이를 알리요마는人心比萬物都詭詐、壞到極處、誰能識透呢。 

人間の心の腐敗は直らないということです。 

イエス様がこの問題を指摘するのは人間の根本的な問題を解決することが出来るからです。人間の罪の問題は簡単な問

題ではありません。人間がもし自ら罪の問題を解決が出来る方法あるとしたらイエス様は来られなかったでしょう。 

●ローマ 3:23節● 

すべての人は、罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、for all have sinned and fall short of the 

glory of God,모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니因為世人都犯了罪、虧缺了 

神的榮耀。 

生まれる赤ん坊はじめ年寄りまですべての人間は罪人です。罪人の最後は罪の裁きを受けなければならない。罪の結果は

永遠の死です。 

結論: 

まず、イエス様は何よりも人間の罪の問題に重視しているということです。しかし、人々は自分の心が腐敗されている状態も

しらないし、またそれがいかに大事なのかも知らないです。すべての人間は絶望的な存在です。イエス・キリストがこの世に来ら

れたのはこの人間の罪を解決するためでした。イエス・キリストは罪がないのに人間の罪を担って十字架で死なれました。そし

て三日後によみがえられました。誰でも主イエス･キリスの十字架での死を自分のためであるとを信じてイエス様受け入れれば

その人は救われます。神様の子とされるのです。 

ですからイエス様を信じてついていく私たちは信仰生活を正しく営むためには外面的こと、つまり制度、規則、儀式より自分の

心が御ことばと御霊によって癒されることや支配されることに力を尽くすべきであります。 
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