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Readings

 ָשֵׁ֔לם הוֹ ִ֖ציא ֶ֣לֶחם ָו ָ֑י ִין ְו֥הוּא כֹ ֵ֖הן ְל ֵ֥אל ֶﬠְל ֽיוֹן׃0 וַּמְלִכּי־ֶ֙צ ֶד֙ק ֶ ֣מֶלGen 14:18
 אְַב ָר֙ם ְל ֵ ֣אל ֶﬠְל ֔יוֹן קֹ ֵ֖נה ָשַׁ֥מ ִים ָואָֽ ֶרץ׃0 ַֽו ְיָב ְר ֵ֖כהוּ ַויּ ֹא ַ ֑מר ָבּ ֤רוּGen 14:19
 ַו ִיֶּתּן־֥לוֹ ַמֲﬠ ֵ ֖שׂר ִמ ֽכֹּל׃P ְבּ ָי ֶ֑דP ֵ ֣אל ֶﬠְל ֔יוֹן ֲאֶשׁר־ִמ ֵ֥גּ ן ָצ ֶ֖רי0֙ וָּברוּGen 14:20

1 Cor 11:23 Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑµῖν, ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον
1 Cor 11:24 καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν· τοῦτό µού ἐστιν τὸ σῶµα τὸ ὑπὲρ ὑµῶν· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν.
1 Cor 11:25 ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον µετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐµῷ αἵµατι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς
τὴν ἐµὴν ἀνάµνησιν.
1 Cor 11:26 ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταYέZετε ἄχρι οὗ ἔλθῃ.
Luke 9:11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ· καὶ ἀποδεξάµενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.
Luke 9:12 Ἡ δὲ ἡµέρα ἤρξατο κλίνειν· προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ· ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώµας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν
καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισµόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήµῳ τόπῳ ἐσµέν.
Luke 9:13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· δότε αὐτοῖς ὑµεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ εἶπαν· οὐκ εἰσὶν ἡµῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο, εἰ µήτι πορευθέντες ἡµεῖς ἀγοράσωµεν
εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώµατα.
Luke 9:14 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ· κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας [ὡσεὶ] ἀνὰ πεντήκοντα.
Luke 9:15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν ἅπαντας.
Luke 9:16 λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς παραθεῖναι τῷ
ὄχλῳ.
Luke 9:17 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασµάτων κόφινοι δώδεκα.
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今日はキリストの聖体の祝日である。聖体の理解をめぐって正教とカトリックから、プロテスタントは近代以降分かれていく。つまり、正教もカト

リックも聖別されたパン(ホスチア)はキリストの体であるという信仰を堅持するが、これをプロテスタントは認めないのである¹。ここでは、聖体は
宗派の袂を分かつために制定されたわけではないので、われわれはキリストの聖体の理解をさらに深めたい。今日の朗読配分はこの聖体の理解を助

けるように配分している。第一朗読では創世記の大祭司であり王であるメルキゼデク(cf. 詩編110:4, ヘブ7:1)の記事が選ばれている。アブラムがカ
ナン地方の悪王たちを打ち破った記事の中で、名前自体が王を表す大祭司・メルキゼデクが登場し、アブラムにパンと葡萄酒を持ってきて祝福して
いる。メルキゼデクが持ってきたパンと葡萄酒は、ずっと後代のキリスト教グループから見れば聖体を思い起こさせるが、アブラムの時代には当然
ながら何の関係もない。これらは当時の日常の食事を表現していたようだ(cf. 士19:19)。それよりも直訳すると「義なる王

 ַמְלִכּי־ֶ֙צ ֶד֙קマルキーツェ

デック」意味するメルキゼデクが、パンとぶどう酒を祝福する祭司であり、統治していた場所が、当時エブス人の町「サレム」と呼ばれていたエル

サレムだったことが朗読箇所から読み取れる。これらの重要な情報がそのまま答唱詩編に受け継がれ、詩篇110はダビデの王座を記念しながら、そ
•

の王権がエルサレムにある根拠が、メルキゼデクに基づくと主張している。

これらを背景にした福音朗読を見てみよう。イエスが五千人に食べ物を与える供食奇跡が取られている。大勢の群衆を前にして弟子たちは自分たち

は宿や食事を捜す面倒を見切れないとイエスに苦情を申し立てる。場所に注意すると、ダビデの王座の子孫であり、このエルサレムにメシア王とし
て現れるイエスのはずであるが、舞台設定は宗教都市エルサレムの神殿ではなく、北部地方のガリラヤ湖ベトサイダ付近である。そこでイエスは五
つのパンと２匹の魚をとって天を仰いで賛美を唱え、裂いて弟子たちに渡して群衆に配らせたと報告されている。まず、ルカは「パンが増えた」と

いう表現を慎重に避けたことに注意したい。パンの数の増加自体が問題であれば、それは魔術になってイエスにそぐわない。「弟子たちに渡しては

群衆に配らせた」と新共同訳は訳しているが、この箇所を直訳に近く試訳すれば、「群衆に配るために弟子たちに与えつづけた」となる。ここでは
διδωµι「与える」の過去形、すなわち過去に終了した動作「与えた」ではなく、いまも完了せずに継続している表現である未完了形 ἐδίδου「与え続け
られている」が使われている。パンが増えたことよりも、イエスが現在に至るまでパンを与え続けていることをルカが表現したことに留意したい。
次に、このパンは尽きることがなくなったのだろうか。直前に、イエスが「天を仰いで、賛美の祈りを唱え ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν

αὐτοὺς」たと記されている。この「賛美の祈りを唱え εὐλόγησεν」は直訳すると「祝福した」であるが、それはエルサレム神殿でパンを祝福する祭司
とイエスが重なる。つまり神殿祭儀で献げ物のパンを祭司が祝福することで聖とされたように(cf. レビ2:8)、イエスのみことばによってパンと魚は

祝福されて聖となったということである²。ここで読者は神殿祭儀がガリラヤの野原に出現していることに気づかされる。聖別された聖体をいただい
た人々によってみことばは受けとめられ、そして人々はみことばをこの世界のすみずみへと運ぶ器となる。

¹ 第二朗読1コリント11:24-25は聖体制定句と呼ばれ、τοῦτό µού ἐστιν τὸ σῶµα τὸ ὑπὲρ ὑµῶν(24節)·をイエスのからだそのものであるという(trans substatio)立場でカトリック
は取っている。プロテスタントはパンが肉体に変わらず(non transsubstatio)、特にカルヴァン派(長老派)は神はどこにでも存在(omni presentio)するという立場をとる。

この聖体理解の相違は16世紀の宗教改革を引き起こす一因となり、カトリックはトレント公会議(1545~）で、"anatema sit"「排斥される」(トレント公会議第13総会、DZ
1547-1661)という表現を使ってプロテスタントを強く否定した。なお、第二ヴァチカン公会議(1963)ではプロテスタントと区別をするための聖体理解はされていない。
² H.デンツィンガー 編,A.シェーンメッツァー 増補改訂, 浜寛五郎 訳, 『カトリック教会文書資料集 : 信経および信仰と道徳に関する定義集』, エンデルレ書店, 1974.,
#1640. p.289.
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