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合理的ではない信仰の価値観
ヨハネ12:1〜 8/李 正雨師
私たちが生 きてい るこの世界は、合理性 を追求 しています。 これは、多数 の人 の考えや理性 に焦点が当て
られてい ることとして、社会 を構成 して維持す るためには、必ず必要なものだ と思います。状況や環境 によ
つて、合理性 とい うことには違 いが あると思いますが、ほとん どの場合、普遍的 に受け入れ られ、社会で認
め られてい ることを合理的だ と言 つてい るので、合理性は私たちの社会 で大きく認 め られています。 このよ
うな合理的な考 え方は、様 々な学問に大きな影響 を与えま した。哲学 と法学、倫理 と道徳、論理 と数学な ど、
様 々な学問に影響を与えま した。教会 もこのよ うな合理的な考 え方に影響を受け、近代 に至って教会 の根幹
を占める神学 も、合理的 に変 わって きま した。 しか し、教会 の中での合理性は、明 らかな限界を持 っていま
した。なぜなら(教 会 の根本は合理的な考 え方ではなく、信仰 であつたか らです。
例えば、善を行 う理由について考えてみま しょ う。社会 で も、教会 で も、善を行 うことは、大切に思われ
ています。 しか し、その出発点 はまった く異な ります。社会 で善を行 うことは、共同体 の平安 と秩序 、平等
な ど、共同体のために行 うことです。 しか し、教会 で善を行 いなさい と教 えてい るのは、善が神 の属性 であ
り、命令であるか らです。 それで、教会 の倫理や道徳 も人間の合意や経験ではなく、神様 の言葉 が基準 とな
ります。つ ま り、共同体よりは、神様がすべてのことに優先 されるのです。 これについて考 えてみると、教
会は合理的だ とは思えません。神様 の言葉 とそれに従 う私たちの信仰 が教会 の価値観 を形成 しているか らで
す。そ して今 日の福音書は、 このよ うな価値観を私たちに示 してい ると思います。
今 日の福音書は、イエ ス様 の友人であるラザ ロの家 を背景にしています。 ラザ ロの家 はベ タニアとい う場
所 にあ り、そ こはエル サ レムに近 い町で した。 ヨハネによる福音書第 11章 18節 にはこ う書 かれています。
「ベ タニアはエル サ レムに近 く、十五スタディオ ンほ どの ところにあつた。」 ここで1ス タデ ィオ ンは約 180
メー トル くらいなので、15ス タディオ ンは2.7キ ロメー トル くらいになるで しょう。イエス様はエ フライム と
い う場所 か らベ タニアのラザ ロの家 に行 かれま したが、 これは過越 しの祭 りにエルサ レムに行 かれるためで
した。 当時、イエス様 がエルサ レムに行かれるのは、危険な ことで した。イエ ス様 がラザ ロをよみがえらせ
たことによって、祭司長たちとファリサイ派 の人々のターゲッ トになってお られたか らですG最 高の権力を
持 っていた大祭司長 も、イエ ス様 を殺そ うとしていたので、イエ ス様はラザ ロの家 か ら離れ、エ フライム と
い う所 に滞在 してお られま した。 そ して大祭司長 と権力者 たちは、イエ ス様 がエル サ レムに来 ることを待 っ
ていま した。今 日の福音書 の前である ヨハネによる福音書 11章 56‑57節 の言葉 です。 「彼 らはイエスを捜 し、
神殿 の境 内で互 い に言 つた。『 ど う思 うか。あの人は この祭 りには来ないのだろ うか。』祭司長 たちとファ
リサイ派 の人 々は、イエスの居 どころが分 かれば届 け出 よと、命令を出 していた。イエ スを逮捕す るためで
ある。」イエス様 はこのよ うな状況にもかかわ らずエルサ レムに入ろ うとなさいま した。エルサ レムに入 る
と、死がご自分 を待 ってい ることをイエ ス様 が分か らなか ったわけではないで しょ う。それ にもかかわ らず、
イエス様 はエルサ レムに行かれ ることになさり、行かれ る前にラザ ロの家 に立ち寄 られま した。今 日の福音
書 1節 の言葉 です。 「過越祭 の六 日前に、イエ スはベ タニアに行 かれた。そ こには、イエ スが死者 の中か ら
よみがえらせたラザ ロがいた。」なぜイエス様は、エルサ レムに行かれ る前にラザ ロの家 に寄 られたので し
ょうかcな ぜそ うなさったかは書 いてあ りませんが、私 の考 えでは、イエス様 が ラザ ロに会 う必要があつた
と思いますcラ ザ ロはイエス様 が死者 の中か ら生き返 らせた人であつたか らです。
私 も時々、 自分 の人生が大変 に感 じられ る時があ ります。それ で慰 めを受けたい と思いますが、慰めを受
ける所が実は多 くあ りません。御言葉や祈 りで解決す るのが一番良い と思いますが、それが上手 くいかない
こともあ ります。 そのよ うな時、私は、私 の子供たちの写真 とか寝てい る姿 をしば らく見ます。そ うすれば、
入思議な ことに新 しい元気 が湧 いてきます。私 のこ とを信 じてい る子供たちがい るとい うこと、私が守 らな

ければならない家族 がいるとい うことが、私に大きな力を与えて くれます。イエス様 がエルサ レムに行 かれ
る前に、ラザ ロの家 に寄ったことも、 これ と似 てい るのではないか と思います。 ご自分の死を前に起きるい
ろい ろなことに勝 ち抜 く力が必要だつたのではないで しょ うか。 ラザ ロの復活 がイエ ス様 の死に強い力を与
えて くれるか らです。
イエス様 がラザ ロの家 に着かれると、イエス様 のための食事 が用意 されました。 この食事 は、普段 の食事
とは違 っただろ うと思います。 なぜなら、イエス様 がラザ ロを生き返 らせたか らです。2節 を見ると、マルタ
は給仕 を して、ラザ ロはイエス様 と共に食事 の席に着いた と書かれています。それぞれ 自分 のや り方でイエ
ス様 を迎えたので しょう。 そ して3節 には、今 日の福音書で話題になることが起 こ ります。3節 の言葉 です。
「その とき、マ リアが純粋で非常に高価なナル ドの香油を一 リトラ持 って来て、イエ スの足に塗 り、 自分 の
髪 でその足をぬ ぐった。家 は香油の香 りでいつぱい になった。」ユダヤ人 の社会 で足をぬ ぐうのは、特別な
ことではあ りません。家 に入 る前や食事をする前に足をぬ ぐいますが、そのことは主に僕たちがすることで
す。 主人が足をぬ ぐうことは珍 しいことであ り、特に女性が足をぬ ぐうことは、 よ り珍 しいこ とです。 とこ
ろで、今 日の福音書でのマ リアは、その よ うな ことをします。 それ も水 ではなく高価な香油で、手ではな く
自分 の髪 でイエス様 の足をぬ ぐいます。 このことはその場 に一緒 にいた人 々を驚 かせたことであ り、特 にイ
スカ リオテ のユ ダの気に触 りま した。イスカ リオテ のユ ダは こ う言います。 「なぜ、 この香油を三百デナ リ
オ ンで売 つて、貧 しい人 々に施 さなか ったのか (5節 )。 」
今 日の福音書は、イ スカ リオテのユ ダが貧 しい人 々の ことを心にか けていたか らではない と語 りますc彼
が金入れを預かつていたので、盗む ためにこのよ うに言 ったそ うです。 これは、イスカ リオテのユダの本音
だった と思いますが、ユ ダが貧 しい人 々のためにイエ ス共同体 のお金 を施 したことも事実です。 ヨハネ によ
る福音書13章 29節 には こ う書かれています。 「ある者 は、ユ ダが金入れを預か っていたので、『祭 りに必要
な物を買いなさい』 とか、貧 しい人に何 か施す よ うに と、イエ スが言 われたのだ と思 つていた。」イ スカ リ
に施す ことで した。それ で
オテのユ ダは弟子たちの中で会計を担当 していて、 自分 の仕事 の一つは貧 しいメ、
彼は、マ リアの行動 に敏感 に反応 したのだ と思います。 自分 の下心もあつた と思いますが、その香油が多 く
の人 々を助け られ るほどの価値 もあつたか らです。ちなみに300デ ナ リオ ン とい うのは、労働者 1年 分 の給料
だったそ うです。数百万円の値をつ ける香油だつたのです。
このよ うなイスカ リオテのユ ダの反応 は、社会 の福祉や救済 の視点か ら見ると、そんなに間違 ってい るこ
とではない と思います。香泊 を高 く売 つて貧 しい人 々を救済す ることの方が、一度 だけ使用す ることよりも、
はるかに価値 があるか らです。 そ して善を行 う観点か ら見ても、施す ことはかな りもつ ともらしく見えます。
しか しイエス様は、マ リアのこの行動は ご自分の葬 りの 日のためのものだ と言 われます。ルカによる福音書2
3章 56〜 57節 には、婦人たちが墓 とイエス様 の遺体が納められてい る有様 とを見届け、家 に帰 って、香料 と香
泊を準備 した と書かれています。 これを見る と、イエス様 の葬儀 は香油なしに行 われた とい うことが分か り
ます。 そ してこのために、神様 はマ リアを通 して香油を準備な さつたのです。マ リアがこれ らのことが分 か
っていたかは分 か りません。 このよ うな ことを行 つたのは、 自分 の兄弟 を生き返 らせたイエス様 に対す る感
謝だつたか もしれません。 しか し、 これ らのすべてのことは神様 のご計画であ り、私たちは これを信仰 の 目
か ら見ます。だか ら、イスカ リオテのユ ダの言葉が合理的 に見 えるかもしれませんが、それ が私たちの信仰
による価値ではあ りませ ん。私たちには数百万円の善 よりは、イエス様 の死 と復活がより価値があるからです。
信仰 の価値 は合理的なものではあ りません。形而上学的なものであ り、私たちが分か らない ものです。そ
べ
れで、イエス様 の死が私たちにとつて価値 があるものであ り、私たちができるす ての善 よりも優れた こと
なのです。 そ して、神様 は私たちが分か らないこの信仰を通 して、私 たちを救われま した。 ですか ら、私た
ち信仰 の者 たちは、神様 の御言葉 が合理的か合理的ではないかを問わずに神様 に従 ってい るのです。神様 が
私たちに信仰 の価値を 1吾 らせて くださいます ように。私たちにイ スカ リオテ のユ ダではなく、マ リアの心 を
与えてくださいます ように、主の御名 によつて祈 ります。 アー メン

