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マタイ 15:21-28 りっぱな信仰 

「感りっぱな信仰」という題で主の御ことばを伝えます。 

さあ、今日の御ことばの本文の始まりは 21節です。いつものように日本語、英語、韓国語、そして中国語順に読みましょう。 

それから、イエスはそこを去って、ツロとシドンの地方に立ちのかれた。Leaving that place, Jesus withdrew to the 

region of Tyre and Sidon. 예수께서 거기서 나가사 두로와 시돈 지방으로 들어가시니  

耶穌離開那裡、退到推羅西頓的境內去。 

今までイエス様はイスラエル人々を対象にして説教を行い、奇跡を施して下さいました。ところがいまは異邦人の地域へ入

られました。ユダヤ人たちからは神から呪われた、捨てられたと言われている地域に自ら入られました。どうしてでしょうか。 

イエス様がこのように伝道の対象を変えて行ったことにより、神様の救いの恵みがどのような人々に先に臨まれるかが示され

ています。イエス様はユダヤ地域でイスラエル人々に神の国の福音を教えました。ところが驚くべきことはよく旧約聖書を知っ

ていたパリサイ人々と立法学者たちはイエス・キリストを信じようともしなかったし、受け入れませんでした。それだけはなくイエ

ス様の教えが自分たちの先祖たちから言い伝えとは違うと文句をつけてイエス様とその教えを排斥して拒否しました。 

先に救われるべきイスラエル人々がその福音を拒否してイエス様を受け入れなかった時にその福音は異邦人のところへ伝え

られるようになりました。もちろん救いは選ばれたイスラエルの民から始まりました。でも救いの福音の完成はすべての国の

人々、全世界に及ぶことになりました。神様の救いはイスラエル人々の専有のものではないでした。イスラエルを通して全世

界へ流れることでした。しかし、イスラエル人々が受け入れないことで福音がイスラエルから異邦人のところへ先に伝えられる

ようになりました。ことは私たちにも適用されることであると思います。わたしたちに与えられた福音をどのように受け止めて従う

ことになるかによって福音の豊かな恵みに満たされるかどうかになると思います。 

イエス様はご自分を受け入れない地域から離れてツロとシドンの地方に入られました。 

「悪霊にとらわれている娘がいるカナン人女性」 

22節みます。 

すると、その地方のカナン人の女が出て来て、叫び声をあげて言った。「主よ。ダビデの子よ。私をあわれんでください。娘が、 

ひどく悪霊に取りつかれているのです。」 A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out,  

"Lord, Son of David, have mercy on me! My daughter is suffering terribly from  

demon-possession." 

 가나안 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리 질러 이르되 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 

여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 하되 

有一個迦南婦人、從那地方出來、喊著說、主阿、大衛的子孫、可憐我．我女兒被鬼附得甚苦。 

「その地方のカナン人の女が出て来て」となっています。 

カナンという人はノアの孫ですがノアの子どもハームのこどもで呪われた人です。その子孫はバアルとアセェラを崇拝する部族

です。ですからこの女はその子孫であることが分かります。人はだれでもイエス様を知る前にはいろいろな知らない神々に拝

み、参拝します。不安ですからいろいろ、正体がわからないおにかみに仕えたり、参拝します。だからこの女もそのような人々

の中の一人です。ところがこの女に深刻な問題が発生しました。愛する娘が悪霊にとらわれていたのです。この病気は医学

で解決できない苦しい問題です。親として可愛い愛する娘がこのような悪霊にとらわれてしまい、気がくるって暴れることにな

ることを見たらどのような痛みを感じるでしょうか。胸がずたずたに破れる痛みではないかと思います。それで親として娘が

治れるあらゆる方法を集めて行ったでしょう。特に、自分が今まで頼って信じていた鬼神にどのくらい熱心に癒しのめぐ

みを求めたでしょう。しかし、いくら願っても治らない現実に直面してこの宗教にはもう希望がないと悟り始めたかもうし

れません。それで聞こえるイエスの噂に対して自分なりに情報を集めたと思われます。会ったこともない、ただ噂だけ聞

いていたこの女性ですがイエス様がいるところに来て叫びました。 

「主よ。ダビデの子よ。私をあわれんでください。娘が、 ひどく悪霊に取りつかれているのです。」これはすごいことです。主よ。

ダビデの子よという称号(しょうごう)をみますとまず、主ということはキュリオス・これはイスラエル人が神に対して使う単語です。
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そしてダビデの子ということはイスラエルの王として来られるメシヤのことです。驚くべきことは異邦人の女性がこの称号で叫ん

だということです。ユダヤ人からの学んでいたかどうかは分りませんがイエス様に対する信仰は持っていたことがわかります。 

「イエス様の沈黙とお断り」 

23節です 

しかし、イエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで、弟子たちはみもとに来て、「あの女を帰してやってください。叫

びながらあとについて来るのです。」と言ってイエスに願った。Jesus did not answer a word. So his disciples came 

to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." 예수는 한 말씀도 

대답하지 아니하시니 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 그를 

보내소서耶穌卻一言不答。門徒進前來、求他說、這婦人在我們後頭喊叫．請打發他走罷。 

しかし、イエスは彼女に一言もお答えしませんでした。沈黙しました。完全に無視されえているように見えます。しかし、そのカ

ナンの女性は続いてイエス様に助けて下さいと叫んでいたと見られます。なぜならイエス様の弟子たちがイエス様に「あの女を

帰してやってください。叫びながらあとについて来るのです」と言ったからです。 

弟子たちはこのままではあの女性はその叫びをやめようとはしないだろうと思って、イエス様にあの女をなんとかして帰して、つ

まり癒して帰して下さいと願いを出しました。うるさいから！ 

さあ、やがてイエス様は反応を見せました。24節です。 

しかし、イエスは答えて、「わたしは、イスラエルの家の滅びた羊以外のところには遣わされていません。」と言われた。He 

answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." 예수께서 대답하여 이르시되 나는 이스라엘 

집의 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 하시니耶穌說、我奉差遣、不過是到以

色列家迷失的羊那裡去。 

イエス様は弟子たちの願いに対してもお断りました。「わたしは、イスラエルの家の滅びた羊以外のところには遣わされていま

せん。」 

この女性はイエス様からの沈黙の無視を受けました。そして弟子たちが願いを出しても拒否されました。しかし、この女性の

粘り強い求める姿勢は続いています。25節です。 

しかし、その女は来て、イエスの前にひれ伏して、「主よ。私をお助けください。」と言った。The woman came and knelt 

before him. "Lord, help me!" she said. 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 저를 도우소서那婦

人來拜他、說、主阿、幫助我。 

イエス様の否定的な態度とは関係なく女性はイエスの前にひれ伏して主よ。私をお助けくださいと求めました。ひれ伏すのは

すべてのことを放棄する、委任する、すべてのことを信頼することを意味します。 

しかし、イエス様のお断りはもっとひどくなります。26節です。 

すると、イエスは答えて、「子どもたちのパンを取り上げて、小犬に投げてやるのはよくないことです。」と言われた。He 

replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs." 대답하여 이르시되 

자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라他回答說、不好拿兒女的餅、丟給狗喫。 

とうてい理解出来ないようなおことばを出しています。あなたは小犬であるということです。自尊心と面子(めんつ)に傷つけら

れる表現です。こんな話まで聞いて願うもんか。むかむか腹が立つことです。 

「女性の素晴らしい忍耐と信仰」 

ところがこの女性の反応はすごいです。27節です。 

しかし、女は言った。「主よ。そのとおりです。ただ、小犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。」"Yes, Lord," 

she said, "but even the dogs eat the crumbs that fall from their masters' table."여자가 이르되 주여 

옳소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니婦人說、主阿、不錯．但是

狗也喫他主人桌子上掉下來的碎渣兒。 

イエス様の沈黙の無視から子犬のように取り扱われるまで無視されて差別を受けたにも関わらず、腹を立てるとか抗議をし
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ません。むしろ「主よ。そのとおりです」認めています。それで「ただ、小犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきま

す。」と答えています。 

ここまで来たところ、イエス様はこの女性の信仰はすごい、立派だと宣言しました。 

28節です。 

そのとき、イエスは彼女に答えて言われた。「ああ、あなたの信仰はりっぱです。その願いどおりになるように。」すると、彼女の 

娘はその時から直った。Then Jesus answered, "Woman, you have great faith! Your request is granted." 

And her daughter was healed from that very hour. 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 네 

믿음이 크도다 네 소원대로 되리라 하시니 그 때로부터 그의 딸이 나으니라耶穌說、婦人、你的信心是

大的．照你所要的、給你成全了罷。從那時候、他女兒就好了。 

イエス様は彼女に答えて言われました。「ああ、あなたの信仰はりっぱですと。信仰が大きいとも言えます。 great faith 

ここでりっぱな信仰はどういうことでしょう。  

1)まずこの女性は噂だけでもイエスは約束されているタビデの子であると信じました。それで主よと呼びました。 

2)イエスならば私の娘を治すことが出来ると信じました。だからイエス様に行けばきっと治ると信じたのでイエス様のところに来

て助けて下さいと叫び続けました。 

3)自分の無能、子犬のような存在であることを認めて助けて下さいと叫びました。信仰はイエス・キリスト御前では罪人で

あることを認めることです。 

4)イエス様の続けるお断りにも関わらず女性はイエス様に対する期待、信頼が変わりませんでした。自分の願いにきっと答

えて下さると信じました。放棄しない、あきらめない、パンくずの恵みでもいただければ大丈夫ということです。 

普通の人であれば勇気を出してわたくしの娘が悪霊にとらわれて気が狂ってしまい、大変です。助けて下さいと切ないこころ

をもって要請したところ、一言も返事をくれないならば、うんなんだ、わたしの願いが届かなかったか、そしてもう大きな声で 

主よ。助けてください！叫んだら今度はわがたみたちもたくさんいるのになんで子犬のようなよその者に恵みを施すかいとされ

たらどうなるでしょうか。なに、子犬だて！おいあなた、イエスあなたはわたしが子犬だと言ったの！ばかやろう！ 

それで関係は崩れてしまいます。 

 

イエス様が「ああ、あなたの信仰はりっぱです」と宣言されたのを見ますとその女性に向かって意図的に沈黙したり、子犬のよ

うに取り扱われる表現を使ったことが分かります。どこまで信じているのかのテストです。それでりっぱな信仰はこれであるという 

模範として表して下さった出来ことです。 

それでイエス様があなたの信仰はりっぱだとほめると、彼女の娘はその時から直りました。すばらしいことではありませんか。 
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