C Ascention May 29, 2022
Readings
Acts 1:1 Τὸν µὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάµην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν,
Acts 1:2 ἄχρι ἧς ἡµέρας ἐντειλάµενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύµατος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήµφθη.
Acts 1:3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα µετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν ποUοῖς τεκµηρίοις, δι᾿ ἡµερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόµενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ·
Acts 1:4 καὶ συναλιζόµενος παρήZειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύµων µὴ χωρίζεσθαι ἀUὰ περιµένειν τὴν ἐπαZελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ µου,
Acts 1:5 ὅτι Ἰωάννης µὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑµεῖς δὲ ἐν πνεύµατι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ µετὰ ποUὰς ταύτας ἡµέρας.
Acts 1:6 Οἱ µὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;
Acts 1:7 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑµῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ,
Acts 1:8 ἀUὰ λήµψεσθε δύναµιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύµατος ἐφ᾿ ὑµᾶς καὶ ἔσεσθέ µου µάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴµ καὶ [ἐν] πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαµαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου
τῆς γῆς.
Acts 1:9 Καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν.
Acts 1:10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευοµένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς,
Acts 1:11 οἳ καὶ εἶπαν· ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε [ἐµ]βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληµφθεὶς ἀφ᾿ ὑµῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον
ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόµενον εἰς τὸν οὐρανόν.
Heb 9:24 οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀU᾿ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐµφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡµῶν·
Heb 9:25 οὐδ᾿ ἵνα ποUάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾿ ἐνιαυτὸν ἐν αἵµατι ἀUοτρίῳ,
Heb 9:26 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν ποUάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσµου· νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν [τῆς] ἁµαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται.
Heb 9:27 καὶ καθ᾿ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, µετὰ δὲ τοῦτο κρίσις,
Heb 9:28 οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ ποUῶν ἀνενεγκεῖν ἁµαρτίας ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁµαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχοµένοις εἰς σωτηρίαν.
Heb 10:19 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵµατι Ἰησοῦ,
Heb 10:20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡµῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσµατος, τοῦτ᾿ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,
Heb 10:21 καὶ ἱερέα µέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ,
Heb 10:22 προσερχώµεθα µετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ῥεραντισµένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσµένοι τὸ σῶµα ὕδατι καθαρῷ·
Heb 10:23 κατέχωµεν τὴν ὁµολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαZειλάµενος,
Luke 24:46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ,
Luke 24:47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ µετάνοιαν εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη. ἀρξάµενοι ἀπὸ Ἰερουσαλὴµ
Luke 24:48 ὑµεῖς µάρτυρες τούτων.
Luke 24:49 καὶ [ἰδοὺ] ἐγὼ ἀποστέUω τὴν ἐπαZελίαν τοῦ πατρός µου ἐφ᾿ ὑµᾶς· ὑµεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναµιν.
Luke 24:50 Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς [ἔξω] ἕως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.
Luke 24:51 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν.
Luke 24:52 Καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴµ µετὰ χαρᾶς µεγάλης
Luke 24:53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν.
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Comments
•

今日は主の昇天の祭日。復活祭後40日目を数えた日(2022年の場合は5/26木曜日)が本来の制定日であるが、復活節第七主日のかわりにこの祭日は

移動することが許されている。来週の聖霊降臨は復活祭後50日後で復活節が閉じられる。今年の典礼暦はC年なので、昇天記事がルカ24章から取ら

れている。第一巻のルカ福音書に続く第二巻は、第一朗読の使徒言行録1:1以降にあたり、これら二つの文書によるルカ二部作といえよう。この文書
同士のちょうどつなぎ目部分に主の昇天記事が置かれている。ルカ二部作の中心部分にあたる主の昇天が、イエスの十字架・昇天・聖霊降臨という

一連の重要な出来事は、すべてエルサレムで起こるように意図的に配置されている。ルカ福音書ではイエスはエルサレムをめざして上ってゆき(ルカ
9:51)、死に(同23:46)、復活し(同24:6)、昇天する(同24:51)。そして使徒言行録で天からエルサレムにいた使徒たちに聖霊が与えられ(使2:1)、エ

ルサレムから地方へ下るかのようにキリスト教が弟子たちによって伝わって行くという図式である。ルカ二部作の中心にあたかも山の頂(いただき)の
ように死と受難、復活と昇天、そして聖霊降臨の舞台としてエルサレムが位置付けられている。なぜルカはこれらの重大な出来事がこの古い都で起
•

こるように導いたのだろうか？

まず、エルサレムを決定的に特徴付けている神殿を確認せねばならない。エルサレム神殿はイスラエルの神が住まいその名を置き(王上9:3)、神とイ
スラエルの民が契約を交わして罪のゆるしの祭儀を行うための唯一の場所である(申12:5)。みことばが入っている契約の箱の前で(出40:20, 王上

8:6)、民は罪の贖いを神に願い(レビ1章)、自らの罪を犠牲に移して屠ることで罪の贖いを成立させる(同1:4)。この儀式は祭司が律法に従って適正か
つ正確に行われなければならなかった。この神殿祭儀によってイスラエルは罪から贖われ、みことばと契約に従って生きることが可能になった。し

かし、ソロモン王が造営した神殿は、時代が降った紀元前586年にバビロニア軍によって包囲され、徹底的に破壊された(王下25:10)。その後、バビ
ロン捕囚からエルサレムに戻ることが許された民によって第二神殿建設が新たに始まるが(エズ1:5, ネヘ2:5)、ソロモン神殿が崩壊してから行方不明
となった契約の箱は、現在に至るまで見つかっておらず、深刻な問題を抱えてしまっている。それでもなんとか第二神殿を再興させたものの、アレ
キサンダー大王によってヘレニズムが東地中海で圧倒的に優勢になり、ギリシア・ローマの偶像が堂々と聖所や神殿に持ち込まれ(1マカ1:45, 54,

59etc.)、大祭司が政治家と結託して聖職売買に手を染め(2マカ4:8)、祭儀と律法が全く噛み合わなくなる。さらに、イエス時代直前では、律法研究
者であるファリサイ派や、厳格主義のサドカイ派などによって神殿典礼とユダヤ律法が担われたが、みことばと祭儀の形骸化が進んだだけで、神殿

の機能不全はもう修復不能であるという痛烈な批判がクムランのエッセネ派やガリラヤの熱心党らから起こった。罪を贖なう神殿がみことばから外
れて虚偽と虚栄に座り込み、贖われない罪が人と社会に蓄積され続け、主に立ち帰る典礼は単なる形式に堕したからである。それでは、エルサレム
•

神殿とイエスの昇天にどのような関係を見出せるのだろうか。

今日の第二朗読のヘブライ人への手紙は、「キリストは、まことのものの写しにすぎない、人間の手で造られた聖所にではなく、天そのものに入り

οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀU᾿ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, (ヘブ9:24)」と記している。ヘブライ人の手紙では、イエスは
メシアとして地上のではなく、天の聖所に入ったと表現している。天の聖所、それは人の手によって作られたのではないから壊すことができない天

にある。人が異教の偶像を持ち込もうとしても、天にあるからそれはできない。腐敗した偽祭司が仕えることはもはやなく、完全な大祭司であるイ
エスが仕える神殿である。続く28節を見てみよう。「キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を献げられた後(ヘブ9:28)」と表現された

ἀνενεγκεῖνは、ルカ24:51「天に上げられた ἀνεφέρετο」と同じ単語ἀναφερωである。ヘブライ書のように神殿に自らを献げ物として「献げる」「上が
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る」という意味で使われるので、新共同訳「天に『上げられる』」は上下の位置を表す意味での「上げられる」では不十分だ。それよりも、ヘブラ

イ書のようにはっきりと、生け贄として「上げられる¹」「献げられる」という意味でルカの箇所を読み直せば、天の神殿に完全な唯一のいけにえと
して自分を「献げた＝ἀναφερω ことと天に「上げられる」ことがきれいに重なり合う。ユダヤ人には神がその名を置く聖所は地上に唯一の場所であ

るシオンの山を意味するが²、キリスト者の神殿は天にあるので、もはや「人間の手によって造られた」のではないので、二度と滅ぼされることはな
い。イエスが天に入るのを仰ぎ見た弟子たちのように、エルサレムにもローマにもない自由をわたしたちも感じたい。

¹

「 עָֹלה焼き尽くす献げ物」 「עלה上げる」

² cf. 歴下36:23(!)
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