C Ordinary 23 September 4, 2022
Readings
[]

Wis 9:13

τίς γὰρ ἄνθρωπος γνώσεται βουλὴν θεοῦ; ἢ τίς ἐνθυµηθήσεται τί θέλει ὁ κύριος;

Wis 9:14

λογισµοὶ γὰρ θνητῶν δειλοί,

Wis 9:15

φθαρτὸν γὰρ σῶµα βαρύνει ψυχήν,

Wis 9:16

καὶ µόλις εἰκάζοµεν τὰ ἐπὶ γῆς

Wis 9:17

βουλὴν δέ σου τίς ἔγνω, εἰ µὴ σὺ ἔδωκας σοφίαν καὶ ἔπεµψας τὸ ἅγιόν σου πνεῦµα ἀπὸ ὑψίστων;

καὶ ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι ἡµῶν·
καὶ βρίθει τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυφρόντιδα.

καὶ τὰ ἐν χερσὶν εὑρίσκοµεν µετὰ πόνου· τὰ δὲ ἐν οὐρανοῖς τίς ἐξιχνίασεν;

Wis 9:18

καὶ οὕτως διωρθώθησαν αἱ τρίβοι τῶν ἐπὶ γῆς,
καὶ τὰ ἀρεστά σου ἐδιδάχθησαν ἄνθρωποι,
καὶ τῇ σοφίᾳ ἐσώθησαν.
[]
Phlm 9 διὰ τὴν ἀγάπην µᾶZον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ δέσµιος Χριστοῦ Ἰησοῦ·
Phlm 10 παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐµοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσµοῖς, Ὀνήσιµον,
Phlm 12 ὃν ἀνέπεµψά σοι, αὐτόν, τοῦτ᾿ ἔστιν τὰ ἐµὰ σπλάγχνα·
Phlm 13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόµην πρὸς ἐµαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ µοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσµοῖς τοῦ εὐαfελίου,
Phlm 14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώµης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα µὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀZὰ κατὰ ἑκούσιον.
Phlm 15 Τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς,
Phlm 16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀZ᾿ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, µάλιστα ἐµοί, πόσῳ δὲ µᾶZον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.
Phlm 17 εἰ οὖν µε ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐµέ.
Luke 14:25 Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι ποZοί, καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς·
Luke 14:26 εἴ τις ἔρχεται πρός µε καὶ οὐ µισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν µητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφὰς ἔτι τε καὶ τὴν
ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται εἶναί µου µαθητής.
Luke 14:27 ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω µου, οὐ δύναται εἶναί µου µαθητής.
Luke 14:28 Τίς γὰρ ἐξ ὑµῶν θέλων πύργον οἰκοδοµῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισµόν;
Luke 14:29 ἵνα µήποτε θέντος αὐτοῦ θεµέλιον καὶ µὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐµπαίζειν
Luke 14:30 λέγοντες ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδοµεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι.
Luke 14:31 Ἢ τίς βασιλεὺς πορευόµενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συµβαλεῖν εἰς πόλεµον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ
µετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχοµένῳ ἐπ᾿ αὐτόν;
Luke 14:32 εἰ δὲ µή γε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην.
Luke 14:33 οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑµῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί µου µαθητής.
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Comments
• 今日は年間23主日。エルサレムに向かいながら弟子に教える旅が続いている。先週の福音朗読でルカは神の国を説明して、宴会のたとえを使って上

席に座らず、末席につくようにと命じたが、それはイエスの到来によって「高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる(ルカ14:11)」時が近づ
いているからである。ローマの圧政から政治的に解放するメシアとしてイエスを見ていた弟子たちは、イエスがローマを追い払ってユダヤの王にな

りイエスに招かれたら自分たちこそ上席に座れると弟子たちは考えていたはずなので、相当に戸惑ったに違いない。今週も弟子たちをさらに混乱さ

せる発言がイエスから飛び出す。今日のテーマである弟子の条件について、家族と自分の命を「憎む¹」ことだと今日の福音朗読冒頭14 26でイエス
が述べている。これ以上に大切なものがない家族を「憎む・少なく愛する」ことが「自分の十字架を背負ってついて来る者(27節)」と断言してい

る。続けてイエスは二つのたとえをとりあげている。一つは、塔を建てるときは事前に十分な費用を調査すること、他方は戦いでは戦闘前に兵力を
事前に調査するべきだというものである。用意周到に考えて失敗しないようにというたとえであるが、33節で「だから・このようにοὕτως」「自分の
持ち物を一切捨てないならば、あなたがたのだれ一人としてわたしの弟子ではありえない」と持ち物を放棄せよ続けている。事前の周到な準備と
は、持ち物を一切捨てることであり、それがイエスの弟子の条件であることを聞いた弟子たちはさらに混乱したはずだ。家族を憎むことと持ち物を
捨てることができるのか？なぜこれがイエスに従う条件なのか?理解不能なイエスの要求に弟子も読者も葛藤に投げ込まれる。この苦しい葛藤は、理
•

•

由を知らされないままに一人息子イサクをモリヤの山で献げ物とするよう主に命じられたアブラハムのようだ( עקדה創22章)。

第一朗読の知恵の書にこの葛藤を考える手がかりはないだろうか。ギリシア語で書かれた知恵の書は第二聖典に分類され、ギリシア文化が優勢な紀
元前2~１世紀にエジプト・アレキサンドリアに生活するユダヤ人読者に向けて記されたと言われる²。冒頭に新旧約聖書で重要なモチーフが提示され
る。「神の計画を知りうる者がいるでしょうか。主のみ旨を悟りうる者がいるでしょうか(知9:13)。」人間は知らされていないが、神は知っている
「計画(βουλὴν)」があるという。さらに「死すべき人間の考えは浅はかで、わたしたちの思いは不確かです(2節)」と、そもそも人間は神の計画を知

ることができない能力が限られた存在なのだと告白させている。このように神の「計画」を知ることを人間は許されていない一方で、その限界を超
える可能性を知恵の書は次のように語る。「あなたが知恵をお与えにならなかったら、天の高みから聖なる霊を遣わされなかったら、だれが御旨を
知ることができたでしょうか(17節)。」つまり、知恵という聖霊によって、神のみ旨という計画を知る可能性が人間に開かれており、それが人間の
際立った特徴であり、救いであると述べている。
それでは、人が知ることのできない計画、いわば「秘密³」をイエスの弟子たちはいつ、どのように知るのだろうか？知恵と霊によって神の秘密が明
らかにされるのは「十字架」だ。親族を憎めというイエスのことばに葛藤する弟子たちが、あたかも一人息子のイサクを献げよという主の命令を理
解できずモリヤ山の道を歩んだアブラハムの葛藤と重なる。最終的に神の秘密、そしてその計画を知ることができるというみことばを正しいと認め
て歩くことをイエスは望んでいるのだろう。今は理解できなくても、知恵という聖霊が与えられるまで無理に結論を出さずに葛藤することを聖書は
認めていることに気付かされる。アブラハムがイサクを屠ろうとした祭壇の場所は、イスラム教によれば現在のエルサレム神殿領域にある金のドー
ム、すなわちアル=アクサー・モスクである。アブラハムは息子イサクを屠ることを天使に止められ、代わりの子羊をそこで見つけた。血縁や持ち物

¹ 強い印象を与えるこの「憎むµισεῖ」という語を、Zerwickはヘブライ語独特の表現として「少なく愛する」として解釈するように説明している。Zerwick, M., 445,
"Biblical Greek", Editorice Pontiﬁcio Istituto Biblico., Roma, 1990. cf. Arm.
² 土岐健治『旧約聖書外典偽典概説』教文館、2010., pp.106-108.

ָס ֵנא, Hb שוֹ ֵנא. Hebrew-Aramaic NT. Bible Society Israel, 1986.

³  סוד詩 25:14, 64:3, 89:7, アモ3:8.
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を捨て去れないイエスの弟子たちは、代わりに何を見つけるのだろうか。その羊がイエスであることを弟子はまだ知らない。
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