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Readings

Acts 15:1 Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι, ἐὰν µὴ περιτµηθῆτε τῷ ἔθει τῷ Μωϋσέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι.
Acts 15:2 γενοµένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ πρὸς αὐτούς, ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν καί τινας ἄWους ἐξ
αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴµ περὶ τοῦ ζητήµατος τούτου.
Acts 15:22 Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαµένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέµψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ
Βαρναβᾷ, Ἰούδαν τὸν καλούµενον Βαρσαββᾶν καὶ Σιλᾶν, ἄνδρας ἡγουµένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς,
Acts 15:23 γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν· Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν
χαίρειν.
Acts 15:24 Ἐπειδὴ ἠκούσαµεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡµῶν [ἐξελθόντες] ἐτάραξαν ὑµᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑµῶν οἷς οὐ διεστειλάµεθα,
Acts 15:25 ἔδοξεν ἡµῖν γενοµένοις ὁµοθυµαδὸν ἐκλεξαµένοις ἄνδρας πέµψαι πρὸς ὑµᾶς σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡµῶν Βαρναβᾷ καὶ Παύλῳ,
Acts 15:26 ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόµατος τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Acts 15:27 ἀπεστάλκαµεν οὖν Ἰούδαν καὶ Σιλᾶν καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαnέoοντας τὰ αὐτά.
Acts 15:28 ἔδοξεν γὰρ τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡµῖν µηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑµῖν βάρος πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες,
Acts 15:29 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵµατος καὶ πνικτῶν καὶ πορνείας, ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε. Ἔρρωσθε.
Rev 21:10 καὶ ἀπήνεγκέν µε ἐν πνεύµατι ἐπὶ ὄρος µέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν µοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴµ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ
Rev 21:11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ, ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅµοιος λίθῳ τιµιωτάτῳ ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταoίζοντι.
Rev 21:12 ἔχουσα τεῖχος µέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀnέλους δώδεκα καὶ ὀνόµατα ἐπιγεγραµµένα, ἅ ἐστιν [τὰ ὀνόµατα] τῶν
δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
Rev 21:13 ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ δυσµῶν πυλῶνες τρεῖς.
Rev 21:14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεµελίους δώδεκα καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν δώδεκα ὀνόµατα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου.
Rev 21:22 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν καὶ τὸ ἀρνίον.
Rev 21:23 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον.
John 14:23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐάν τις ἀγαπᾷ µε τὸν λόγον µου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ µου ἀγαπήσει αὐτὸν καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόµεθα καὶ µονὴν παρ᾿
αὐτῷ ποιησόµεθα.
John 14:24 ὁ µὴ ἀγαπῶν µε τοὺς λόγους µου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐµὸς ἀoὰ τοῦ πέµψαντός µε πατρός.
John 14:25 Ταῦτα λελάληκα ὑµῖν παρ᾿ ὑµῖν µένων·
John 14:26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον, ὃ πέµψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόµατί µου, ἐκεῖνος ὑµᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑποµνήσει ὑµᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑµῖν [ἐγώ].
John 14:27 Εἰρήνην ἀφίηµι ὑµῖν, εἰρήνην τὴν ἐµὴν δίδωµι ὑµῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσµος δίδωσιν ἐγὼ δίδωµι ὑµῖν. µὴ ταρασσέσθω ὑµῶν ἡ καρδία µηδὲ δειλιάτω.
John 14:28 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑµῖν· ὑπάγω καὶ ἔρχοµαι πρὸς ὑµᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ µε ἐχάρητε ἂν ὅτι πορεύοµαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ µείζων µού ἐστιν.
John 14:29 καὶ νῦν εἴρηκα ὑµῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.
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Comments
•

今週は復活節6主日。典礼暦では主の昇天を来週に祝い、その翌週に聖霊降臨をもって復活節が閉じられる。復活節後半の典礼朗読は、イエスを
失った後の弟子たち、すなわち初代教会の様子を第一朗読の使徒言行録から、そしてヨハネ福音書からイエスの重要な教えを福音朗読に選んでい
る。先週に続いて、今日も最後の晩餐後(ヨハ13:1-30)に続く告別説教(13:31-17:26)の一部から朗読が取られている。そこでは、「わたしは去って
行くが、またあなたがたのところへ戻って来るὑπάγω καὶ ἔρχοµαι πρὸς ὑµᾶς.(28節)」とイエスが自らの受難をはっきりと予告している。この発言は弟
子たちをたちまち危機に陥れただろう。凱旋する皇帝のようにエルサレムで栄光を受けるはずが、自分は去っていくと言うからだ。そしてイエス
は、自分が父である神から遣わされたように(24節)、弁護者である聖霊が父から遣わされ、そして聖霊の目的はイエスのみことばをすべて思い出さ
せることだと述べている(26節)。こうしてイエスが弟子たちにみことばを与えたことと同様に、「わたしは、平和をあなたがたに残し、わたしの平
和を与える(27節)」と説明して、みことば＝平和＝聖霊が等しく結ばれるような関係をヨハネは描き出すのみならず、契約締結を示す「平和 εἰρηνη
¹」שׁלוםが繰り返されている。イエスによる新しい契約によって(エレ31:31, エゼ26:26)、聖霊が与えられる弟子たちは使徒と名前を変えて新しい
使命に乗り出すことが暗示されている。

•

第一朗読で読まれた使徒言行録では、その弟子たちが活動した初代教会の様子が朗読されている。まず気づかされるのは、割礼を巡って「激しい意
見の対立と論争」が起きていることだ(使15:1)。「モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない」と「ある人々」が「ユダ
ヤ」からアンティオキアに現れている。律法が厳格に遵守を求める割礼はユダヤ人をユダヤ人たらしめるそのものである。ユダヤを支配していた
ローマ帝国のハドリアヌス皇帝はユダヤのみが実施していた割礼をやめるように命じると(AD132)、ユダヤ人バル・コホバの乱という暴動が起きて
いる。なぜなら割礼は契約と一体であり(創17)、これを否定することはユダヤ人消滅であるので一切の妥協はない(1マカ1:60, 2マカ6:10)からであ
る。パウロはエルサレムに上ってペトロをはじめとした長老たちとこの件を協議した結果、救いの条件としてユダヤ人が決して譲ることのない割礼
をその条件から外すことを会議で決めている(使15:10)。体に割礼のしるしを受けることをやめることは、旧約聖書から考えれば、申命記30:6にあ
る「あなたの神、主はあなたの子孫の心に割礼を施し、心を尽くし、魂を尽くして、あなたの神、主を愛して命を得ることができるようにしてくだ
さる」というみことばの成就である。これを受け取ったパウロから考えると、「...肉に施された外見上の割礼が割礼ではありません。…文字ではな
く"霊"によって心に施された割礼こそ割礼なのです(ロマ2:28b-29a)。」さらに、地中海世界でキリスト教を宣教して信徒を獲得するパウロにとっ
て、ユダヤだけの風習である割礼をキリスト教入信の条件にすれば、キリスト教に賛同して洗礼を受ける人がいないどころか、ユダヤ独特の習慣で
ある割礼のために異邦人たちをキリスト教から締め出してしまう結果となる。民族・国境・時間を超えた普遍的価値に開かれたキリスト教をパウロ
は伝えられなくなってしまう。こうしてエルサレム使徒会議で、食物規定だけは残すものの割礼はキリスト教入信の条件にしないという画期的な決
議がなされた。この割礼律法の廃止によって、ユダヤ教とキリスト教は大きくたもとを分かつこととなる。

•

最後に今日の福音と第一朗読を重ね合わせるならば、イエスが弟子たちに「わたしは平和をあなた方に残し、私の平和を与える(26節)」ことは、肉
の割礼から心の割礼へと新しい契約が成就したことが示されている。それは律法学者でみことばに精通していたパウロが、新しい契約の成就をイエ

¹ cf. 出24:3-11, 特にイザ54:10, エゼ34:25, 37:26, マラ2:5
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スに見出したことによって実現している。旧約聖書の意味を損なうのではなく、その成就をイエスのうちに見出したパウロは復活節の朗読にふさわ
しいだけでなく、イエスのみことばにユダヤ人を超える神の救いを見出し、抵抗や反対がいかに激しかろうが、そのみことばの成就のために艱難辛
苦を引き受けるパウロの姿に、普遍主義を強く感じずにはいられない。
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