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 マタイ 14:26-33  湖で沈みかけるペテロとイエス様 

 

「 沈みかけるペテロとイエス様 」という題で神様の御ことばを伝えます。 今日の本文は先週の御ことばの続きです。 26 節

と 27 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。. 

●26 節● 

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。 

●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。 

弟子たちが湖の真ん中で激しい突風と高い波によって絶望的に状況おかれたとき、イエス様が夜中 3 時ころ、激しい風に上

下する波の上を歩いて来られました。そして、「しっかりしなさい。わたしだ。恐れることはない。」とおっしゃいました。 

あなたがたは続けて勇気をだせ。(サルセイテ) 命令法。どんなことがあっても恐れずに主を信じて少しも揺れずに歩む姿勢が

大切であります。 

このイエス様のおことばを聞いたペテロの反応が 28 節です。 

●28 節● 

すると、ペテロが答えて言った。「主よ。もし、あなたでしたら、私に、 水の上を步いてここまで来い、とお命じになってくださ

い。」"Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water.“베드로가 대답하여 

이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니彼得說、主、如果是你、請叫我從

水面上走到你那裡去。 

激しい波の上を陸地のように歩かれる方がほんとうにイエス様かどうか信じることが出来ないという様子でした。そしてもし、あ

なたでたら、 水の上を步いてここまで来い、とお命じになってください。と言い出しました。わずか何時間前、ペテロはイエス様

が起こした奇跡を体験しました。五つパンと二匹の魚をもってイエス様が飢えていた五千人以上の群衆を満腹させた奇跡の

現場で目撃しました。それなのに今別の奇跡つまり、湖の上を陸地のように歩かれることに対しては疑う様子です。信じられ

ない様子です。ここで一つ学ぶことは信仰ということは奇跡を見て体験したとして生じることではないことです。奇跡を見て信

仰が生じることではなくむしろ信仰によって奇跡を体験することが可能だし、しるしの奇跡として解釈ができます。 
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さあ、こようなペテロの態度にイエス様はどのように応答したでしょう。29 節です。 

●29節●  

イエスは「来なさい。」と言われた。そこで、ペテロ は舟から出て、 水の上を步いてイエスのほうに行った。 "Come," he 

said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water and came toward Jesus. 오라 

하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 耶穌說、你來罷。彼得就從船上下去、在水面

上走、要到耶穌那裡去． 

恐れながらも疑っているペテロに対してイエス様の応答は即座に来なさい！とおっしゃいました。イエス様はすでにペテロがまた

疑っているし、信仰が弱いであることを知っておられました。ですからこの機会を通してその信仰を成長させようと意図が見られ

ています。 

イエス様が来なさいとおっしゃった直後ペテロは船から降りて水の上を歩いてイエス様のほうに行きました。ペテロは湖で生活し

ていた人なので人間が湖の上を歩くことが出来ないことを誰よりも知ったはずです。しかし、イエス様の来なさいというみことばに

従って船から降りたら湖の上に立つことになりました。そして歩いて行けるようになりました。まず誰よりも自分がびっくりしたでは

ないかと思います。 

ここで私たちはペテロが湖の上を陸地のように歩くことが出来た理由を二つ学ぶことが出来ると思います。 

1)イエス様が来なさい！とおっしゃったからです。もし、イエス様が来なさいと言わなかったのに船から降りたとしたら一歩も歩くこ

とは出来なかったでしょう。このようにイエス様のおことばは全能なる神様の御ことばです。 

2)ペテロがイエスの御ことばに従って船から降りてイエス様だけ見たから歩くことが出来たと思います。ここでペテロ性格が表れ

ています。すぐ行動するタイプです。湖を歩かれる方が幽霊ではなく本当にイエス様であること知ったペテロはそのイエス様の来

なさいという命令にすぐ行動して船からおりました。そしてイエス様だけ見て歩いたら本当に歩くことになりました。いかほどうっと

りしたでしょう。 

でもうっとりしたことも少しだけでした。どうなったでしょうか。30 節です。 

●30 節●   

ところが、風を見て、こわくなり、沈みかけたので叫び 出し、「主よ。助けてください。」と言った。 But when he saw the 

wind, he was afraid and, beginning to sink, cried out, "Lord, save me!" 바람을 보고 무서워 빠져 

가는지라 소리 질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 只因見風甚大、就害怕．將要沉下去、便喊著說、

主阿、救我。 

イエス様を見て歩いたら本当に歩くことが出来ました。うっとりしたでしょう。しかし、すごい風の音が聞こえてきました。高い波の

音も聞こえてきました。それによって怖くなりました。それでイエス様から目を離すことなり沈みかけました。それで急いで「主よ。

助けてください。」叫んだわけです。 

ここで学ぶことはイエス様を見て歩むことより周囲の環境に心が奪われてしまったことが沈みかけた原因であると思います。信

仰生活はイエス様が救い主として信じられる奇跡によりイエスさまを信じてその御ことばに従っていく生活です。この信仰生活
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の勝利秘訣とはどんな問題、どんな環境のなかでもイエス様を信じてその御ことばに従い、心が揺れない、奪われないことにあ

るという大切な教訓を教えてくれるところであります。 

しかし、沈み込んでしまったことです。なんで！これが普通のことであります。ペテロの本質、人間の本質です。人間が湖の上

を歩くことはありえないです。これがこの地球の人間の常識です。しかし、イエス様の指示によって従って行えば人間の常識を

超えることもできることは確かなことです。 

なにがあっても、どんな問題の中にあろうともイエス様だけ見てその御ことばを堅く信じていればということは私たちが目指すとこ

ろであります。しかし、今、すごい風の音や高い波の音が聞こえて来る環境の中でイエス様よりそれを意識したペテロの行動を

通して私たちの弱さを見ることが出来ます。これが普通のクリスチャンの在り方ではないでしょうか。これが私たちの現実です。 

もちろん例外の素晴らしい信仰の人もいます。旧約の聖書には一人出ています。死をみないで神様とともに歩んでそのまま

天に引き上げられたエノクという人がいます。でも普通の場合はイエス様を信じますけれども自分の考えに超える問題に直面

したときにはすぐその問題に意識すぎて心が揺れる、場合によっては心が奪われることもあります。 

さあ、沈みかけたペテロはどうしましたか。 

」主よ。助けてください。！助けを求めたことです。力尽くして叫びました。このように沈んでいるのに、大丈夫です。もう死にま

すと言える人がいるならばこれはほんとうに愚かなひとです。主よ。お助け下さい。と叫び声を出さなければならないです。信仰

生活の中で一番重要なことも祈りであり、難しいことも祈りではなちかと思います。祈り生活にもっと時間をさしくるべきであり

ます。なによりも力を尽くして祈ることが必要とされます。 

最後 31-32 節見ましょう。 

●31節●   

そこで、イエスはすぐに手を伸ばして、彼をつかんで言われた。「信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。」 Immediately Jesus 

reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" 

예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 

耶穌趕緊伸手拉住他、說、你這小信的人哪、為甚麼疑惑呢。  

●32節●   

そして、ふたりが舟に乗り移ると、風がやんだ。 And when they climbed into the boat, the wind died down. 

배에 함께 오르매 바람이 그치는지라 他們上了船、風就住了。  

イエス様はすぐ手を伸ばしてペテロをつかんでひきあげました。ペテロの叫びにすぐ答えて下さいました。 

そしてイエス様は「信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。」とおっしゃいました。このおことばに形はしかることですがなんか柔らかい

憐れみのあるちゅうこうのように聞こえていました。 

 

ペテロが沈みかけて主よ！助けて下さいと叫んだらすぐ御手を伸ばして彼をつかんで下さいました。これはこの時を待てたよう

な光景ではありませんか。そうです。イエス様はペテロの信仰を知っていました。でも、これが叱るように見えますがそうではない

です。ほんとうにやさしいことばです。イエス様はこのとうに行動するペテロを愛しておられました。何もしないであだ、こうだする

人より 100 倍ましです。 
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そしてもう一つ知らなければならないのは信仰という単語です。 

信仰は二つに分けて理解する必要があります。 

まず、１．救いの信仰はあるか、どうかの問題です。 

    2．生活の信仰はイエス様を信じて罪と永遠の裁きから救われた人が主の御ことばをどのくらい信じて行うかとうことで

弱い信仰、強い信仰あるいはその信仰が小さいか、大きいかとになります。 

イエス様が湖の上を歩いて来られたことと船に移ると風がやんだということはイエス様は被造物ではない自然法則に支配され

ない創造主神様であるのしるしです。 

結論：イエス様は創造主神様です。しかし、罪人として生まれて、知らない内に罪の裁きを受けて永遠に裁かれる人間を

罪から救って永遠の天国で暮らせるためにこの世に人間の姿を着てこられたのです。イエス様は十字架で私たち一人ひとりの

罪を背負って死なれました。そして三日後に蘇られました。弟子たちは奇跡一つ一つ通して少しずつ霊的の目が開かれてい

ました。 

わたしはこの御ことばを通して特にペテロの勇気ある行動に注目しました。わたしがそこにいったとしたら本当にペテロのようにイ

エス様のお言葉を信じて船から降りて少しでも海を歩く勇気があるか。自身がないです。ペテロに対して信仰が薄い人だなと

おっしゃいましたが何もしない人に対してはなんとおっしゃるでしょうか。 

御ことばを通して霊的の目が開かれてどんどん悟って行くことを祈っています。求道者皆さまがこの場に来ることが出来たことは

偶然ではない、主の御恵みの中で導かれていることに気付かれればと祈っています。主は皆さまを愛しておられます。神様の

最高の愛である神様の子イエスキリストを受け入れてください。 

イエス様を信じている聖徒皆さま！主はいつもわたしたちと共におられます。すべてを見ておられます。主の御ことばに従って歩

みましょう。 


