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招 か れ る 人 、選 ば れ る 人
マタイによる福音 書 2211‑14/李 正 雨 牧 師
福音書を読んでみると、たまにイエス さまの言葉 が厳 しい とい うことを感 じることがあ ります。
当時の状況や文化 な どを考 え合 わせても、イエ ス さまの言葉 があま りにも厳 しくて、 この時代 の人 々が受
け入れにくい ところがあ ります。信仰が深 い人 は、裁 きの言葉 の中で も恵みを受けることがで きると思いま
すが、そ うではない人 もい るので、人 によつて、イエス さまの言葉 が厳 しく感 じられ ると思い ます。今 日の
福音書 も、読者 によって、異なる印象 を持たせ る言葉 だ と思 います。 このよ うな言葉 は、読者 によって受け
入れ方 が違 います。特 に、すべ ての状況を客観的に見ようと努 めてい る人にとつて は、今 日の福音書は、気
になる言葉 になって しま うのです。 だか ら、今 日の福音書を理解す るためには、事前にい くつ かのことを念
頭 に置 いて福音書を読むべ きです。第一 は、 この福音書 は誰 のために書 かれたものか とい うことです。 この
福音書は、初代教会 の 中で、マ タイの共同体 のために書かれた可能性 が高いのです。つ ま り、キ リス ト教 に
改宗 したことによつて、迫害 され る人 のために書かれた ものです。その共同体を慰 め、励 ますために、今 日
の福音書が書かれた とい うことを念頭に置 かなければな りません。第二 は、今 日の福音書 のた とえは、天国
のた とえだ とい うことです。天国は、 どんな人 で構成 され るか、神 さまは、誰 を天国に入れ られ るかについ
て書 かれたものです。 当時のユ ダヤ人 たちは、 より詳 しく言 えば、ユ ダヤ教徒は、天国は自分 たちのために
準備 された ところだ と思 っていま した。 しか し、イエ ス さまのた とえの中で語 られた天国は、ユ ダヤ教徒だ
けで構成 された ところではなく、む しろユ ダヤ教徒 ではない人 々が入 るところとして措 かれていますc第 二
￨は 、当時 のほとん どのユ ダヤ文学 がこのた とえと同 じだつた とい うことです。今 日の福音書 のた とえは、裁
きを連想 させます。イエス さまの時代には、イ ス ラエルの内に神 さまの裁 き、神 さまの国の至1来 の よ うな黙
示文学 の思想 が広が っていま した。一方 か ら見 ると、数百年 の間、多 くの国によって支配 と干渉を されたユ
ダヤ人たちにとつては、 この黙示的なものは、当然 の ものになるかもしれません。神 の国が到来 して、すべ
てのことを裁 いて、変化 させ ること ￨こ れがユ ダヤ人たちが望んでい るもので あ り、 これによって、イエス
の以前 の洗礼者 ヨハネ の よ うな預言者 たちがスポ ッ トライ トを受けたようです。 このよ うな ことを念頭に置
いて今 日の福音書を読んだ ら、今 日の福音書を理解 して、受け入れ ることはできるのだ と思います。
今 日の福音書 は、先 々週 と先週 に続 き、イエス さまが祭司長たちと長老たち (フ ァ リサイ派 の人 々)に お
っしゃったことですcイ エ ス さまは、彼 らにた とえを通 して天 国 と天 国 に入 られ る選ばれた人が誰なのかに
ついて言 われますcこ のた とえは、前半 と後半 に分 かれています。前半 は、次 の とお りです。 ある王が王子
のために婚宴を催 しま した (2節 )。 そ して、自分 の家来たちを送 って、婚宴 に招 いておいた人 々を呼ばせま
した (3節 )。 しか し、招 かれた人 々が来ようとしない と、王は、別 の家来たちを送 って、婚宴 の準備 がす つ
か りできた とい うことを知 らせます (4節 )。 それにもかかわ らず、招かれた人 々は来ませんで した。彼 らは
王の招 きを無視 して 自分たちの職場 に行 き、その上 に、 自分たちの ところに王 の招 きを伝 えにきた家来たち
を殺す ことまで して しまいました (5〜 6節 )。 このことで、王は怒 りま した。そ して、 自分 の招待を無視 して、
自分 の家来 たちさえ殺 した彼 らを裁 くために、軍隊を送 り、彼 らを滅び させ、町を焼き払 いま した。 ここま
でが、イエス さまのた とえの前半です。
た とえの前半 の内容だけを見ると、招 かれた人 々の間違 い もあ りますが、王の罰 もや り過 ぎだ と感 じられ
ますЭ さらに、た とえでの王 は、まるで神 さまのよ うに描写 されてい るので、神 さまを裁 きと恐怖 の王 とし
て考 えることもできます。 しか し、 このた とえが迫 害 されていた人 々のために書かれた とい うことと、当時
のユ ダヤ文学 のスタイルのことを念頭 に置 いて読む と、ある程度は、理解す ることはできると思 います。そ
して、私 たちは必ず、婚宴へ招 かれた とい うことが何を意味 してい るのかを、考 えなければな りません。招
かれた とい う言葉 を通 して、私 たちは選ばれた民族、すなわちユ ダヤ人を思い出す ことがで きます。神 さま
は、ニ ダヤ人たちをお選びにな りま した。 そ して、ユ ダヤ人たちも、神 さまを自分 たちの神 として仕 えるに
しま した。 この関係 を、今 日の福音書 では、招 いておいた と示 していますが、 この関係 は、契約 の関係 だ と
思いますЭ実際 に神 さまは、ユ ダヤ人たちの祖先であるアブラハ ム と契約を結びま した。
11世 記 15章 17〜 18節 では、神 さま とアブラハ ムが契約 を結ぶ場面が出ています。
「日が沈み、暗闇に覆われた ころ、突然、煙 を吐 く炉 と燃 える松 明が二つ に裂 かれた動物 の間を通 り過 ぎた。

その 日、主はアブラム と契約 を結んで言われた。」
この契約 の中で、私 たちは、特別 な ことを発見す ることがで きます。それは二つに裂 かれた動物 です。な
ぜ神 さまは、二つ に裂 かれた動物を置いて、アブラハ ム と契約 を結 んだので しょ うか。 これは、古代パ レス
チナ の契約方法で したが、現代 の神学者たちは、動物 を二つに裂 いたのは、契約違反時には この動物 の よ う
になるとい う意味だったそ うです (Word Biblical CoIIllllentary晴 J世 記 1」 )。 これは人にのみ適用 されるこ
とではあ りません。神 さまにも同等に適用 される契約 で した。私 は人 間 と同等ではない神 さまが、人間のた
めに同等な契約 を結んで くだ さった とい うこと自体 が恵みだ と思います。人間 と同等な契約 を結んで くだ さ
った神 さまは、契約 の後、 この契約 をアブラハム とその家族 の体 に亥1ま せます。 それが害1礼 と呼ばれてい る
もので あ り、 この害1礼 の しるしがある人は、神 さまに契約 の履行 を求めることもできるのです。創世記 17章 1
1節 です。 「包皮 の部分を切 り取 りなさい。 これが、わた しとあなたたちとの間の契約 のしるしとなる。J
旧約聖書で 「わた しは神、あなたの父 の神 である」 とい う言葉 がよく語 られてい ることをご存知 で しょ う。
この言葉は、神 さまが ご 自分 の民に、 自分 と契約 が結 ばれてい るとい うことを示す ときに言われることで
すcそ してこの言葉 の後 には、いつ も神 さまの救 いがあ りま した。 アブラハムの人生 だけでなく、モーセの
出ニ ジプ トと捕虜 になったバ ビロンか らの帰還 にもこの言葉 があ りま した。神 さまは十分 に契約 を守 られた
のです。 ところが、今 日の福音書では、招 かれた人 々が来 よ うともせず 、 さらには、続 いた招 きに来た王の
家来、つ ま リイエ ス さまを含 めて、預言者 たちを殺 しま したc契 約 の違反 だけでなく、違反が続 いてきた と
い うことを、イエ ス さまは指摘なさったのです。 そ して契約違反 による結果があるのだ と言われました。 こ
こまでがた とえの前半の内容です。
そ して、後半は このよ うに始ま ります。8〜 9節 の言葉 です。
「そ して、家来 たちに言 つた。『婚宴 の用意はできているが、招 いておいた人 々は、ふ さわ しくなかった。
だか ら、町の大通 りに出て、見か けた者 はだれでも婚宴 に連れて来なさい。』」
王 ￨ま 招 いておいた人 々はふ さわ しくなかった と言 います。 そ して婚宴 によって、す なわち天国を他 の人に
満 たせ るのだ と言 います。 この言葉 を聞いた家来たちは、通 りに出て行 き、見かけた人は善人 も悪人 も区別
せず、連れ てきます。 ここでの悪人は、を犯 した人 として解釈 され るこ とがあ りますが、律法が悪人だ と定
めた人 々 として解釈す ることもできます。徴税人、娼婦、羊飼 い、汚れ た病 にかかった人など、律法が汚れ
た と定めた人 々です。家来 たちは、 このよ うな人 々 も婚宴に連れ てきて、婚宴は客でいっぱいにな りま した。
これ ￨ま 、天国に入 ることができる人は、ユダヤ人だけではない とい うことを示 していると思います。
神 さまの招 きに応 じる人 は皆、神 の国に入 ることがで きるようにな りま した。既存 の契約 は破れて、新 し
い契約 が立て られたのです。律法 は、もはや 、人 々を拘束す ることができません。罪 は、 これ以上、私たち
を支配す ることはで きないのです (ロ ーマ6:14)。 使徒言行録2章 21節 の言葉 の よ うに、主 の名 を呼び求め
る者は皆、救 われ るか らです。 ところが、イエス さまはた とえの最後 にこの よ うに言 われます。
「招 かれ る人多いが、選 ばれ る人は少ない (14節 )。 」
この言葉 の意味は何 で しょ うか。 これ こそが、イエス さまがた とえの後半で語 りたいことだ と思います。
イエス さまは誰 でも天国に入 ることがで きるとおつしゃいま した。
しか し、 これには条件が一つ あ ります。婚宴 にふ さわ しい礼服を着なければな らない とい うことです。今
日の福音書 11〜 13節 の言葉 に￨ま 、礼服 を着 ていない人 が追い出され ることが書かれています。礼服 とは何で
しょ うかc私 はそれが使徒パ ウロが言 つた、神 にかた どって造 られた新 しい人を身に着けることだ と思いま
す。 アブラハ ムが神 さま と契約 を結んだ後、契約 の しるしで ある害1礼 をしたように、天国にふ さわ しい人 は、
新 しい人を着なければならないのです。新 しい人を身に着けるとい うことは、古い人 を脱ぎ捨 てることです。
自分 の欲望 に従 つて生きること、 自分勝手に生きるのではなく、神 さまの言葉に基づいて生きることです。
それが新 しい人を身に着けることであ り、新 しい人を身に着けた人だけが選ばれ るのです。救い は完全 に神
さまの恵みによるものです。 か といつて、 自分 の努力 が全 く要 らない とい うことではあ りません。神 さまの
救 い を信 じるノ、￨ま 、それにふ さわ しい生活が必要 です。救い と変化 された生活は一緒にあるものです。神 さ
まは誰 で もご 三分 の国に入 られ る資格 を与えて くだ さいま した。その資格にふ さわ しい人になるのは、私 た
ち信徒 の役害1だ と思います。神 さまの恵み の中で新 しい人を身に着 ける皆 さんにな ります よ うに。私たちの
生活が神 さまにささげるい けにえの香 りにな ります よ うに、主の御名 によって祈 ります。 アー メン。

