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 マタイ 15:1-9 人間の口伝と神の御ことば 

「人間の口伝と神の御ことば」という題で神様の御ことばを伝えます。 今日から 15章に入りますが 14章までは私たちはイ

エス様があらゆる奇跡を通してご自分が神ご自身であり、メシヤであることを示して下さったこととあらゆる病人たちを癒して下

さり、飢えている人々に食べさせて下さる憐れみ深い方であられることを見ました。イエス・キリストの御からだである教会はイエ

ス様の教えとその生き方を再現するところに力をつくすべきであります。  

今までたびたびパリサイ人や律法学者たちはイエス様の教えと行動、そしてイエス様の弟子たちの行いに対してああだこうだあ

らゆる文句をつけてはやく除去しようとしました。今日の御ことばもパリサイ人や律法学者たちとの論争です。どのような内容で

しょうか。1-2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。. 

●1 節● 

そのころ、パリサイ人や律法学者たちが、エルサレムからイエスのところに来て、言った。Then some Pharisees and 

teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked,그 때에 바리새인과 서기관들이 

예루살렘으로부터 예수께 나아와 이르되那時有法利賽人和文士、從耶路撒冷來見耶穌說、 

●2節●です。 

「あなたの弟子たちは、なぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありません

か。」 "Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands 

before they eat!"  당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까 떡 먹을 때에 손을 씻지 

아니하나이다 你的門徒為甚麼犯古人的遺傳呢．因為喫飯的時候、他們不洗手。   

パリサイ人や律法学者たちがイエス様のところに来て。「あなたの弟子たちは、なぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。

パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。」と因縁をつけています。 

その当時、宗教指導者であるパリサイ人や律法学者たちの関心はどこにあるのかが分かります。彼らは宗教的な論争と伝統

にだけ関心があります。彼らの関心は飢えている人々や病に倒れている人々ではありませんでした。社会から疎外されている

弱い人々ではないでした。彼らは先祖たしの言い伝えつまり伝統を守るところにありました。 

教会も同じです。いろいろな教会がありますが救われた人々が集まり礼拝し、賛美を捧げる祈りをもって主の御旨が成し遂

げられますようにともに祈りをします。そしてイエス様の福音を伝えます。人々の救うために力を尽くします。しかし、教会がいろ

いろ神学の論争や制度にだけ力を注ぐことになれば教会の使命から離れてしまうことであります。霊的な力を失ってしまいま

す。もちろん全く神学や制度が無用ではありません。しかし、優先順位ではありません。 

２節の「なぜ、パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。」というこのことばだけ聞けばイエス様の弟子たちは相

当、非衛生的に生活しているように思うでしょう。なぜならば外で働く人はどうしても自分の知らないうちで不潔な物に触られ

ますから家に入ったら手を洗って食事を取ることは当然なことですから。 
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しかし、パリサイ人や律法学者たちが手を洗っていないままパンを食べることを指摘したのは決して衛星的な理由ではありませ

ん。 先祖たちの言い伝えとはユダヤ教の伝統の規定を意味することです。そのユダヤ教の伝統をどうして守れないですかとい

うことです。しかし、旧約の律法とユダヤ人の言い伝えとは同じでないことが問題です。 

 

パリサイ人や律法学者たちがあなたの弟子たちはパンを食べるときにどうして手を洗わないでしょうか。つまり自分のたちの伝

統をまもっていない、伝統をつぶしているという文句です。 

手を洗うことは旧約の祭司長たちが神様の御前に出るとき手を洗う規定から由来した口伝ですが旧約の祭司長たちが手を

洗うことは神様の御前に行くとき聖潔なこころをもって行くという象徴です。しかし、 旧約の祭司長たちが手を洗うことから由

来した規定ですが全然本来の意味と違う規定になっていました。人が外から家に入るときはあらゆるところから罪が体に付着

したので汚れたという認識でした。ですから手を洗わないとまるで神様に罪を犯すような行為として人々に伝えているし、教え

たことです。 

さあ、 パリサイ人や律法学者たちは先祖たちの言い伝えつまり彼らの伝統を絶対的な基準であると考えていました。そのとき

イエス様はこのように答えました。 

●3節●そこで、イエスは彼らに答えて言われた。「なぜ、あなたがたも、自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのです

か。 Jesus replied, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition?  

대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 

耶穌回答說、你們為甚麼因著你們的遺傳、犯 神的誡命呢。 

イエス様のお答えは簡単明瞭です。神様を愛するから口伝を守る、神様の御ことばを保全するために伝統が必要だったのに

今は逆にあなただちの伝統や言い伝えが神様の戒めを犯していると指摘しました。 

ここでパリサイ人や律法学者たちは自分たちの伝統と神様の御みことばが同じであると錯覚しているということです。 

もちろん最初口伝とは長老たちが神様の戒めをよく解釈してより守るために作りました。しかし、時間が過ぎって世代が変わる

とその口伝が神様の御ことばのように取り扱われてしまったことです。宗教改革者ルータやカルバンは偉大な信仰者であります

が彼らの教えや本が聖書ではないです。 

イエス様は続けて例を取り上げて説明して下さいました。 

●4節● 

神は『あなたの父と母を敬え。』また『父や母をののしる者は、死刑に處せられる。』と言われたのです。For God said, 

'Honor your father and mother' and 'Anyone who curses his father or mother must be put to 

death.' 하나님이 이르셨으되 네 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 

죽임을 당하리라 하셨거늘  神說、當孝敬父母．又說、咒罵父母的、必治死他。 

●5節● 

それなのに、あなたがたは、『だれでも、父や母に向かって、私からあなたのために差し上げられる物は、供え物になりましたと 

言う者は， But you say that if a man says to his father or mother, 'Whatever help you might 
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otherwise have received from me is a gift devoted to God,' 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 

어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면你們倒說、無

論何人對父母說、我所當奉給你的、已經作了供獻． 

●6節● 

その物をもって父や母を尊んではならない。』と言っています。こうしてあなたがたは、自分たちの言い伝えのために、神のことば

を無にしてしまいました． he is not to 'honor his father' with it. Thus you nullify the word of God for 

the sake of your tradition. 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 

폐하는도다他就可以不孝敬父母。這就是你們藉著遺傳、廢了 神的誡命。 

出エジプト記 20:12節 あなたの父と母を敬えという御ことばがあります。ところがユダヤ教の口伝にはある人が父母より神

様に献金をするならば父母には財物を上げなくてもよいという規定がありました。神様に献金することを口実に父母に捧げる

べき財物、面倒みることをしなかったということです。これがマルコ 7:11 にはコルバン(ささげもの)といわれています。宗教指導

者たちがもっと献金をもうけるためにこのような規定をつくったことです。 

このように人間の口伝をもって神様の御ことばを廃棄する彼らに対してイエス様は厳しい口調で叱っています。 

7-9節を見ましょう。 

●7節● 

偽善者たち。イザヤはあなたがたについて預言しているが、まさにそのとおりです。You hypocrites! Isaiah was right 

when he prophesied about you: 외식하는 자들아 이사야가 너희에 관하여 잘 예언하였도다 일렀으되

假冒為善的人哪、以賽亞指著你們說的豫言、是不錯的．他說、 

 

●8節● 

『この民は、口先ではわたしを敬うが、その心は、わたしから遠く離れている。" 'These people honor me with their 

lips, but their hearts are far from me. 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다『這

百姓用嘴唇尊敬我、心卻遠離我． 

 

●9節● 

彼らが、わたしを拝んでも、むだなことである。人間の教えを、教えとして教えるだけだから。』」 They worship me in 

vain; their teachings are but rules taught by men.'"사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 

헛되이 경배하는도다 하였느니라 하시고他們將人的吩咐、當作道理教導人、所以拜我也是枉然。』 

 

偽善者たち。と叱りました。先祖の言い伝えを、つまり伝統を神様の御ことばのように取り扱いをして本当の神様の御ことばを

廃棄する彼らに対してイエス様は偽善者たちという別名をつけました。 偽善者という原語の意味は二つの顔を持っている俳
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優(stage actor)という意味もあります。俳優は きゃくほん [脚本]に従って自分ではない他の人を演技します。信仰者の

二つの顔、これが偽善者です。 

7-9節でイエス様は偽善者という者はどういう者であるかをおしゃいました。二つです。 

1) 口先ではわたしを敬うが、その心は、わたしから遠く離れている人たち。 

口先では神様を賛美しますが、いのりしますがこころには賛美がない、切ない祈りがないことです。 

2) 人間の教えを神様の御ことばのように教える人々。言い換えれば神様の御ことばを口実に人の教えを教える人たち 

 

偽善ということは誰も陥るやすい問題です。私たちが偽善者にならないためには常に気をつけて行うべきことがあります。 

それは 

１）神様の御ことばである聖書のみ絶対的な唯一の神様の啓示であることを信じてそれを基準にすることです。聖書以外

のものは絶対的な物はないです。聖書がある時代と状況によって適用されていたことが伝統になって言い伝えになったと

きに時代が変わり、状況も変わっていたら聖書を見て新しく適用しなければならないです。 

２）偽善者にならないためには自分を否定する信仰生活です。 

３)へブル書⒓:２ 信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。Let us fix our eyes on 

Jesus, the author and perfecter of our faith, 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자

仰望為我們信心創始成終的耶穌． 

イエスから目を離さない生活をすることです。イエス様がどのように生活されたのか。どのように命じられたのかなどを学んでその

通り行おうとしなければならない。 

 

 

 

 

 


