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変だという言葉の中に隠されている悪意
マル コ に よ る 福 音 書 3:20〜 35/李 正 雨 師
私たちは、毎週 の礼拝 が終わる前、 ミャンマー のために祈 っています。彼 らが望んでい る民主 と自由が彼
らに与えられ るように、独裁 と軍部 の政権 が消え去るよ うに、彼 らと共に願 って祈 ってい ます。現在、 ミャ
ンマーの軍部は、2020年 の総選挙 が不正選挙だ と主張 してクーデター を引き起 こしま した。そ して、 ミャン
マーの政治を導 いてい るウィン ミン大統領 とア ウンサ ンスーチー国家顧問を捕まえ、国に緊急事態宣言を出
しま した。 しか しミャンマーの国民 は、クーデター の名 目が正 しくない との理由で軍部政権 に反対 し、国の
民主化 のために抵抗 しています。 しか し、軍部 は国民 を弾圧 して、彼 らの精神的な支柱 であるア ウンサ ンス
ーチー顧間に多 くの誤 りと罪があると主張 しています。過 去にア ウンサ ンスーチー ア顧間は、少数民族 ロヒ
ンギャ問題 に沈黙 し、政治活動 の うちに賄賂、輸出法違反 など様 々な罪を犯 した とい うのです。 しか し、多
くの人 々は、 これがクーデター を隠す ためのフェイクニ ュースだ とい うことを知 っています。特定の人 のあ
らを探 して、真実をゆがめることは、過去か らあつたことだか らです。
今 日の福音書 で もこれ と同 じことが起 こ ります。イエス さまの公 的な生涯 の主なお働 きは、福音を伝 える
ことと力 のない者 たちを助 けて くだ さることで した。 このよ うな ことは、多 くの人 々か ら賞賛 と支持 を受 け
ま したが、みんながイエス さまを支持す るわけではあ りませんで した。 このよ うな ことを行 う過程 で、イエ
ス さまは一部 の人 々か ら反感 を買いま した。特 に当時の権力を握 っていた者たちは、イエ ス さまが行なわれ
たことを好 ま しく思いませんで した。今 日の福音書 の前であるマル コによる福音書2章 で起 こつたことだ けを
見ても、なぜイエス さまが彼 らに反感 を買 ったかが分 か ります。 まず、マル コによる福音書2章 で、イエス さ
まは中風 の人に、 「あなたの罪 は赦 され る」 と言われま した。律法学者 たちは このことは神 を冒涜す ること
だ と思 いま したが、 この言葉 を聞いた 中風 の人 が癒 され ると、その場に一緒 にいた人 々は、 この癒 しを見 て
神 を賛美 しま したc二 番 目に、イエス さまは当時の人 々に非難 された徴税人 を ご 自分 の弟子 として召 され、
彼 らと共に食事 をなさいま した。 このことも、律法学者たちによつて指摘 されま したが、イエ ス さまは 「わ
た しが来たのは、正 しい人を招 くのではな く、罪人を招 くためである」 と言 われま した。 二番 目に、断食 し
ていない弟子 たちを他 の人が指摘 しま したが、イエ ス さまは断食 の必要性について言 われ、新 しいぶ どう酒
急日
は新 しい革袋 に入れなければな らない と言 われま した。最後 に、 ファ リサイ派 の人 々か ら弟子たちが安 ′
「
日のため
自、
の規則 を守 っていない と指摘 され ると、イエ ス さまは 安息 日は人 のために定め られた。人が安 ′
にあるのではない」 と言われま した。
このよ うな ことは、多 くの人 々に反響 を呼び起 こしました。 おびただ しい群衆 がイエ ス さまに従 つて、イ
エ ス さまは彼 らに福音 を伝 え、彼 らの必要な ことを満た して くだ さい ま した。病人 と悪霊 に取 りつかれた
「
人 々を癒 され、汚れた霊 どもはイエ ス さま と会 うと、ひれ伏 して あなたは神 の子だ」 と叫びま した。 この
ことは、イエス様 を 目立たせて、イエ ス さまの福音は、権力者 たちか ら反感 を買いま した。今 日の福音書 の
前 の6節 では、 このよ うに書かれています。 「ファリサイ派 の人 々は出て行き、早速、ヘ ロデ派 の人々 と一緒
に、 どの よ うに してイエス を殺そ うか と相談 し始めた。」イエ ス さまは このよ うな状況 の 中で も、 ご 自分に
与えられた ことに最善 を尽 くされま した。人 々は分かれて、もつ とイエ ス さまに従 つた り、逆に遠 ざか った
りしま した。今 日の福音書は、 このすべ ての状況 を私たちに示 しています。今 日の福音書20〜 21節 の御言葉
です。 「イエスが家 に帰 られ ると、群衆 がまた集 まって来て、一 同は食事をす る暇 もない ほどであつた。身
内の人たちはイエスのことを聞いて取 り押 さえに来た。 「あの男は気 が変 になってい る」 と言 われていたか
らである。」
イエス さまは食事なさる暇 もなく、神 さまのことを人 々に伝 えてお られま した。 しか し、 このよ うなイエ
ス さまのご苦労 に感謝 し、喜ぶ人 だけがい るのではあ りませんで した。イエス さまに反対す る人 々 もいま し
た。彼 らの中には、イエ ス さまの身内の人 もお り、エルサ レムか ら下 つて来た律法学者 たちもいました。エ
ルサ レムか ら来た とい うのは、権威 ある者、力ある人が来た とい うことですЭ彼 らの 目的は、イエス さまを
取 り押 さえることで した。 だか ら、彼 らはイエス さまにとんでもないイメー ジを作 つて着せ よ うとしま した。
イエス さまの身内の人たちは、イエ スは気が変になった と言 いま した (21節 )。 エルサ レムか ら来た律法学

者 たちは、イエスはベルゼブル に取 りつ かれてい ると言 い、また、悪霊 の頭 の力 で悪霊を追い出 してい ると
言 いま した (22節 )。 変だ とい う言葉を打ち出 して、イエス さまを取 り押 さえるためで した。
ところが、 ここで一つ気になることがあ ります。律法学者 の行動 は理解 できるとしても、なぜイエス さま
の身内の人 までも、イエス さまを取 り押 さえようとしたので しょ うか。本 当にイエス さまが変になった と思
ったか らで しょ うか。私 はこの箇所 を読んでい る うちに、ふ とマル コによる福音書6章 3節 の言葉 を思い出 し
ま した。 「「この人は、大工ではないか。 マ リアの檀、
子で、ヤ コブ、 ヨセ、ュ ダ、シモンの兄弟 ではないか。
姉妹 たちは、 ここで我 々 と一緒 に住 んでい るではないか。」 このよ うに、人 々はイエ スにつ まず いた。」 こ
の言葉は、イエス さまが故郷 に行 つた とき、 ご 自分 の知 り合 い と親戚 に言われたことですDそ して、 この言
「
葉 の終わ りに 「このよ うに、人 々はイエス につ まず いたJと 書かれています が、他 の聖書写本 には と、イ
エ スを排斥 した」 と書かれています。すなわち、イエス さまはご自分 の親戚 か らメシアとして受け入れ られ
子Jと 呼ばれています。
ず、排斥 されたのです。それ だけでなく、 ここで、イエス さまは 「大工、マ リアの,日 、
当時のイス ラエル にも身分制度 が存在 し、イエ スをけなすために大工だ と言われたことを考えると、大工 と
い う身分は尊重 されていなか った よ うです。 さらに、イエス さまはマ リアの′
息子 と呼ばれます。イエ ス さま
ベ
の弟子 たちがゼ ダイ の子ヤ コブ とヨハネ、アル ファイ の子ヤ コブ と呼ばれたことと比べ ると、母 の嬌前 が
付 けられて呼ばれ るのは、一般的ではあ りません。私 の考 えでは、イエ ス さまの父である ヨセフが早 く亡 く
なって、イエス さまの家が人 々に認 められず、無視 されたよ うです。 だか ら、イエ ス さまの親戚 はイエ ス を
軽 ん じて、前後を考 えずに、イエス さまを取 り押 さえるために来たのだ と思います。
す るとイエス さまは、彼 らの行動 には何の名分 もな く、あ らを探 して真実を隠そ うとす ることだ と指摘な
さいます。その指摘 が23〜 27節 の言葉 です。イエス さまは、サ タンがサタンを追 い出せないのは、内輪 で争
えば、 どんな国で も成 り立たないか らだ と言われます。そんなわ けで、律法学者たちの主張は正 しくあ りま
せん。 しか も、イエ ス さまは悪霊に取 りつ かれた人 々を癒 してお られます。 それは、イエ ス さまの中に悪霊
ではなく、悪霊 が最 も恐れ てい る神 の霊がお られるか らです。 しか し、エルサ レムか ら下 つて来た律法学者
たちは、イエス さまはベルゼブル 、すなわち、悪霊 の頭 に取 りつかれた と言 いま した。 この言葉 は、イエ ス
さまの中にお られ る神 の霊 を冒涜す ることです。律法によると、神 の霊を冒涜 した人 々には、死刑 が与え ら
れます。 旧約聖書で も出エ ジプ ト記34章 、 レビ記24章 、民数記 15章 などには、神 さまを冒涜 した人が受ける
罰 について書かれています。律法学者 たちは、イエ ス さまを取 り押 さえるために悪魔 に取 りつかれた と言 い
ま したが、最終的 に彼 らは、神 の霊を冒涜 したのです。神 の霊を冒涜す るとど うなるかは、律法学者 である
彼 らが詳 しく知 ってい るで しょ う。
31〜 35節 の言葉 も、 このよ うな流れ で読む と、理解 ができると思います。イエ ス さまの母 と兄弟たちが来

て、人 を うや ってイエ ス さまを呼びま したが、イエ ス さまは出て来 られせん。そ して、 ご 自分 の周 りに座 っ
ている人 たちを見回 されて 「ここにわた しの母、わた しの兄弟 がいる」 と言われます。 これは、イエス さま
がご自分 の家族 を否定す る言葉ではあ りません。イエ ス さまの周 りに座 ってい る人たちも、 ご 自分 の家族 だ
とい うことです。イエ ス さまと血を分けた として も、イエス さまの家族 になるのではあ りません。む しろ血
を分けた親戚 たちは、イエ ス さまは気が変になった と言 って、イエ ス さまを取 り押 さえよ うとしま したcユ
ダヤ人 とい う血統 が救 いをもた らす のではない よ うに、イエス さまと血を分けたか らといって、 自動的に救
われるので もあ りません。35節 の御言葉 の ように、神 さまの御 心を行 う人 がイエ ス さまの家族 になるのです。
最近、 この世で起 こってい ることの中には、良 くないこ とが多いです。 ミャンマー だけでな く、パ レスチ
ナ のガザ地 区で起 きた戦争 によって数百人 が殺 されま した。 イス ラエル軍 とパ レスチナのハマ スは、宗教的
な名分 を打ち出 して戦争を起 こし、被害はガザ地区の市民 に及びま した。彼 らはお互 いに間違 ってい る、変
だ と言 つています が、その 中には悪意 が隠 されています。まるでイエ ス さまを取 り押 さえよ うとして来た律
法学者たちのよ うにです。彼れ ら神 の名 によって起きた ことが、果た して神 の栄光 になることで しょ うか。
自分 の欲望のために悪意を持 って、相手 のあらを探 して、真実を乱す こ と。 これ こそ、聖霊を冒涜す ること
ではないで しょ うか。イエ ス さまはこの世 でこのよ うな ことと闘われま した。イエス さまの家族 になった私
たちもこのよ うな ことを見逃 してはならないで しょ う。神 さまの義 と平和がこの世 の皆様 に臨みます よ うに。
聖霊によって世 の中のすべてのことが明 らかにな ります よ うに、主の御名 によって祈 ります。

