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「目から鱗を取り除きましょう」 
 

「眼から鱗がとれた」という言葉があります。これは目の上に鱗がかぶさってい
て、見るべきものが見えていない状態であったにもかかわらず、その鱗がとれて
見えるようになったということを示しています。そして、ご存知のようにこの言
葉は聖書のある出来事からきています。 
 
すなわち、かつてキリスト教徒を迫害していたパウロが（使徒行伝９章）、クリ
スチャン達を捕らえるために殺害の息をはずませてダマスコという町に向かって
いた時に、彼は天からの強い光に照らされ、乗っていた馬から落馬しました。そ
して、三日間、その目が見えなくなってしまったというのです。 
 
この視界を失ったパウロをアナニヤという人が訪ねたところ、彼の目から鱗のよ
うなものが落ちて、彼の目が元通りに見えるようになったということが聖書には
書かれています。 
 
その鱗が取れた時、彼はそれまで失っていた視力を取り戻しました。しかし、実
際には視力を取り戻しただけではなく、それまで知っていた世界とは異なる世界
を彼は知り、その生き方が全く変わってしまったのです。 
 
すなわち、それまではキリスト教徒を諸悪の根源と見ていた彼はキリスト者とな
り、今度は命をかけてキリストを伝える宣教者となったというのです。これは、
およそ常識では考えられない劇的な変化だと思います。 
 
私達も生まれてからこのかた、各々の視点をもって世界と人間を見ています。し
かし、私達がキリストに出会うと、私達には新しい視点が与えられていくのです。
そうです、まさしく目から鱗がとれるような経験をしていくのです。そこで、今
日は３つのことを通して、この新しい視点についてみてまいりましょう。まず、
最初に「人を見る視点」ということです。 
  
人を見る視点 
 
人間はどのように情報を自分の中にインプットしているのかという統計がありま
す。それによりますと人は５５％の情報を目から入れています。それは人の服装
や立ち振る舞いです。そして３８％は声の調子・話し方、すなわち耳に入る情報
がインプットされ、残りの７％はその人の言葉や話の中身による情報だというの
です。この統計によれば私達が誰かに対する印象の９３％は「話の中身」以外の
非言語的要素によって成り立っているということになります。 
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すなわち、私たちの人の見方というのは、「その人の中身」というよりも、その
人の姿」であるということが分かります。  

ルカによる福音書７章３６節にこんな出来事が記録されています。あるパリサイ
人がイエスに、食事を共にしたいと申し出たので、そのパリサイ人の家にはいっ
て食卓に着かれた。するとその時、その町で罪の女であったものが、パリサイ人
の家で食卓に着いておられることを聞いて、香油が入れてある石膏のつぼを持っ
てきて、泣きながら、イエスのうしろでその足もとに寄り、まず涙でイエスの足
をぬらし、自分の髪の毛でぬぐい、そして、その足に接吻して、香油を塗った。
イエスを招いたパリサイ人がそれを見て、心の中で言った、「もしこの人が預言
者であるなら、自分にさわっている女がだれだか、どんな女かわかるはずだ。そ
れは罪の女なのだから」。 

Now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, so he 
went to the Pharisee's house and reclined at the table. When a woman 
who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at 
the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume, and as 
she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet 
with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them and 
poured perfume on them.  When the Pharisee who had invited him saw 
this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know who 
is touching him and what kind of woman she is̶that she is a sinner." 

このところには３人の人が出てきます。すなわちパリサイ人がイエス・キリスト
を食事に招き、そこに一人の女が来て、泣きながらイエスの足に香油を塗ったと
いうのです。  

この光景はこの３人の目に見えるものであったと思います。当時は客を招き食事
をしている部屋に外部の人も自由に入ることができたようです。そんな状況の中、
町で罪の女として知られていた女が部屋に入ってきたのです。「罪の女」と呼ば
れる女がどんな女であったのか、あえて説明するまでもありませんでしょう。 

この女がイエス様の足元に跪くと自分の涙でイエスの足を濡らし、髪の毛でそれ
をぬぐい、そして足に接吻して香油を塗ったというのです。  

この光景を見ていたパリサイ人は心の中で思ったのです「もしこの人が預言者で
あるなら、自分にさわっている女が誰だか、どんな女か分かるはずだ。それは罪
の女なのだから」。 
 
“If this man is a prophet, he would know who is touching him and what 
kind of woman she is̶that she is a sinner." 
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このパリサイ人の言葉をもっと単刀直入に言いましょう。すなわち彼は「もし、
この人が本当に預言者であるなら、自分の足を洗っている女がどれだけこの町で
悪名高い女であることぐらい分かるだろう。なぜ、そんな汚れた女が足を洗うこ
とを咎めないのか、やめさせないのか！」。  

なぜ彼が言うようにイエス様はその女を咎めなかったのでしょうか。・・・・な
ぜなら、イエス様の目に彼女はそのようには映らなかったからです。この女につ
いて、続くルカ７章４４節―４７節にこんなイエスの言葉が書かれています。 

「この女を見ないか。わたしがあなたの家にはいってきた時に、あなたは足を洗
う水をくれなかった。ところが、この女は涙でわたしの足をぬらし、髪の毛でふ
いてくれた。あなたはわたしに接吻をしてくれなかったが、彼女はわたしが家に
はいった時から、わたしの足に接吻をしてやまなかった。あなたはわたしの頭に
油を塗ってくれなかったが、彼女はわたしの足に香油を塗ってくれた。それであ
なたに言うが、この女は多く愛したから、その多くの罪はゆるされているのであ
る。少しだけゆるされた者は、少しだけしか愛さない」。  

“Do you see this woman? I came into your house. You did not give me 
any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped 
them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the 
time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on 
my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, 
her many sins have been forgiven̶for she loved much. But he who has 
been forgiven little loves little." 

パリサイ人にこの女は「罪人」としてしか見えなかったのです。しかし、イエス
様はこの女を「赦された罪人」として見えました。  

私達、神の前にあって、いかなる人も共通点があります。それは誰しもが神の前
に罪人であるということです。ある人達は「いいや、私は罪人などではない」と
憤慨しますが、それは聖書によりますと「自己判断に基づいて、自分は罪人では
ない」と言っているということで、「誰もが罪人」ということは「私達が全知全
能の神の前に立つ時」のことを言っているのです。 

アメリカにおりますと互いの違いというのが明確に分かります。肌の色は違いま
すし、言葉や文化も違います。同じ日本人、同じアメリカ人であっても、その考
え方や生き方も違います。 

しかし、私達全ての人間に共通することがあります。それは私達、全ての者は
「神の前に罪人である」ということです。このことにおいて私達の間に違いはあ
りません。そして、同時にそんな私達は誰もが主イエス・キリストの十字架によ
り、その罪が赦されうる者なのです。このことゆえに、この罪人がさらに二つの
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部類に分けられるのです。そうです、私達は「罪人」か「赦された罪人」かとい
うことなのです。  

現在、この国では互いの違いというものに人々の思いが向かっています。そして、
その違いが憎悪となったり、排斥となったりしています。確かに私達は皆、異な
ります。しかし「我々は神の前に互いに罪人である」ということにおいては同じ
所に立つことができるのです。 

すなわち、私達は誤り多き者であり、自分の我欲に突き動かされる者であり、失
敗を犯すものであり、独りよがりであるということ、このことゆえに私達は同じ
なのだということに私達の思いが行く時に、初めて、私達の間に理解と共感とい
うものが生まれてくるのです。そして、この人に対する視点をイエス様はあのパ
リサイ人に望まれ、また私達にもそのように望まれているのです。 

パウロの目の前の鱗は自分と同じ信条をもたないキリスト教徒への迫害と殺意へ
と彼を駆り立てました。私達の目にもこのような鱗がありませんでしょうか。私
達がイエス・キリストに出会い、このお方の心を知る時に、この鱗がとれます。
そして、そこに私達は神の前にある人間を見るのです。二つ目の視点についてお
話ししましょう。 

真実を見極める視点                                    
私達の目から鱗がとれます時に見えるようになることがあります。それは「真実
を見極める目」ということです。                                        

マルコ１４章３節―９節にはこんな出来事が記されています。③イエスがベタニ
ヤで、らい病人シモンの家にいて、食卓についておられたとき、ひとりの女が、
非常に高価で純粋なナルドの香油が入れてある石膏のつぼを持ってきて、それを
こわし、香油をイエスの頭に注ぎかけた。④すると、ある人々が憤って互に言っ
た、「なんのために香油をこんなにむだにするのか。⑤この香油を三百デナリ以
上にでも売って、貧しい人たちに施すことができたのに」。そして女をきびしく
とがめた。⑥するとイエスは言われた、「するままにさせておきなさい。なぜ女
を困らせるのか。わたしによい事をしてくれたのだ。⑦貧しい人たちはいつもあ
なたがたと一緒にいるから、したいときにはいつでも、よい事をしてやれる。し
かし、わたしはあなたがたといつも一緒にいるわけではない。⑧この女はできる
限りの事をしたのだ。すなわち、わたしのからだに油を注いで、あらかじめ葬り
の用意をしてくれたのである。⑨よく聞きなさい。全世界のどこででも、福音が
宣べ伝えられる所では、この女のした事も記念として語られるであろう」。 

While he was in Bethany, reclining at the table in the home of a man 
known as Simon the Leper, a woman came with an alabaster jar of very 
expensive perfume, made of pure nard. She broke the jar and poured 
the perfume on his head. Some of those present were saying 
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indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have 
been sold for more than a year's wages and the money given to the 
poor." And they rebuked her harshly. "Leave her alone," said Jesus. "Why 
are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor 
you will always have with you, and you can help them any time you want. 
But you will not always have me. She did what she could. She poured 
perfume on my body beforehand to prepare for my burial. I tell you the 
truth, wherever the gospel is preached throughout the world, what she 
has done will also be told, in memory of her." 

ここにもひとりの女と香油が出てきます。今度はらい病人シモンの家にいたイエ
スの元に、一人の女がやってきて、持っていた石膏のつぼを割り、その香油をイ
エスの頭に注ぎかけたというのです。 

そしてここにもこの女を見ていた人達がいました。厳密に言いますと、彼らはそ
の女よりも「一目で高価と分かるナルドの香油が入った石膏の壺」を見ていたの
です。 

ゆえに彼らは「この女の心」に対しては完全に目がふさがれていました。ですか
ら彼らは「なんのためにこの香油を無駄にするのか」と憤り、女を厳しくとがめ
たのです。しかし、それに対してイエスは、香油云々と言うことなく、「女は私
によいことをしてくれたのだ、出来る限りのことをしたのだ」（６，８）と言い
ました。 そう、イエス様は彼らのように香油を見ていたのではなくて、彼女の
真実な心を見ていたのです。 

ここには大きな視点の違いがあります。かたや「無駄なことを！」、かたや「良
いことをしてくれた！」。「無駄なことを！」と言った者達はイエス様が見てい
たものを見ていなかったのです。  

イスラエルの初代の王にサウロという人がいました。彼には色々と問題があり、
次の王を神が選ばれたという記事が聖書のサムエル記上１６章に書かれています。  

読んでみましょう。６彼らがきた時、サムエルはエリアブを見て、「自分の前に
いるこの人こそ、主が油をそそがれる人だ」と思った。しかし主はサムエルに言
われた、「顔かたちや身のたけを見てはならない。わたしはすでにその人を捨て
た。わたしが見るところは人とは異なる。人は外の顔かたちを見、主は心を見
る」。  

⑥When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, "Surely the Lord’s 
anointed stands here before the LORD." ⑦But the LORD said to Samuel, 
"Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. 
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The LORD does not look at the things man looks at. Man looks at the 
outward appearance, but the LORD looks at the heart."  

新しいイスラエルの王を探すために、神様はサムエルという預言者をエッサイと
いう８人の男の子を持つ父の元に送ります。そして、まず最初にサムエルの前に
はエッサイの長男、エリアブが立ちました。彼を見て、おそらくその外観と存在
感というものをサムエルは感じ取ったのでしょう、「自分の前にいるこの人こそ、
主が油を注がれる人だ」と思いました。しかし、主はサムエルに言われたのです
「顔かたちや身のたけを見てはならない。わたしはすでにその人を捨てた。わた
しが見るところは人とは異なる。人は外の顔かたちを見、主は心を見る」。 

"Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. 
The LORD does not look at the things man looks at. Man looks at the 
outward appearance, but the LORD looks at the heart." 

私達がイエス様に出会う時に、私たちに与えられる視点はこの神の視点であり、
それは「目の前で変化する物事」に注がれるのではなく「その物事に関わる人の
心」、もっと言いますと「その人の真実」に目が向けられるようになるのです。 

イエス様が言われた「この女はできる限りのことをした」ということは、そこに
彼女の真実な心があったということです。たとえ彼女がしたことが人の目に奇妙
で無駄なことに見えたとしても、イエス様はその心を見つめ、そこにイエス様に
対する真実な思いを見出し、それを高く評価したのです。 

私たちの目も“物事・出来事”ではなく、その‟人の心の真実さ”に注がれていくべ
きであります。「人間関係」という言葉が巷ではよく聞かれますが、本当の人間
関係は「こうしていただいた、ああしていただいた」という目に見えることだけ
ではなくて、このように目には見えない、人の心の真実をくみ取るということ、
ここにまでいたって構築できるものなのです。 

神の視点                                

私達の目から鱗がとれます時に見えるようになること、その三つ目の事は「神の
視点」ということです。 

私はアメリカに住むことによって、考え方が色々と変えられました。その多くは
「こうでなければならない」とか「こうであるべきだ」という考え方が変えられ
たということです。それは「神に対する信仰」ということにおいても同じです。 

時に私達の信仰生活の形にはその国の国民性が出てくることがあります。そして、
そのことに対して、どの国の信仰が一番いいというようなことを私達は判断する
ことなどできません。日本にいる時は「こうに違いない」と思っていたことも、
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実はそれは日本だけで評価されていることであり、世界では全く誰も異に介さな
いというようなことはけっこうあります。  

マルコム X というイスラム教徒の指導者がいました。私たちはＭ L キング牧師
をよく知っていますが、彼と同時代に生きたイスラム教のリーダーです。彼はよ
くキング牧師と比較されます。キング牧師が非暴力主義者であるなら、マルコム
は過激な暴力すらも辞さないリーダーとして見られます。彼は自分の民族性とい
うものを大切にし、他の民族に対して心を閉ざしていました。  
 
しかし、その彼は１９６４年、イスラム教徒にとっての聖地であるメッカを巡礼
した時に、その地において世界から集まる人種の間に隔たりがないのを見て、驚
き帰国するのです。それから彼は自分の信条というものは、自分の属する民族だ
けに適応されるものではなく、それはこの地球上の誰にでも適応されるものであ
るということを見いだしたのです。 
 
この経験を境に彼の過激さは薄れていき、キング牧師との歩み寄りも進んでいた
というのです。しかし、彼はそのような中、１９６５年に暗殺されてしまいます。
そして、それから３年後にキング牧師も殺されました。マルコム X は自分の住
む土地を離れて世界を見た時に、目が開かれました。 皮肉なことに彼の目から
鱗が取れかかっていた時に、その鱗のある者達によりマルコム X もキング牧師
も殺されてしまったのです。 
 
イエスの１２弟子の一人にペテロという人がいます。彼はユダヤ社会の中を生き
た人です。すなわち旧約聖書における神の救いとはユダヤ人に向けてなされると
いうことを当たり前のこととして、受け止めて彼は生きてきたのです。しかし、
そんな時、彼はこんな経験をするのです。使徒行伝１０章９節―１６節を読んで
みましょう。 
 
⑨翌日、この三人が旅をつづけて町の近くにきたころ、ペテロは祈をするため屋
上にのぼった。時は昼の十二時ごろであった。⑩彼は空腹をおぼえて、何か食べ
たいと思った。そして、人々が食事の用意をしている間に、夢心地になった。⑪ 
すると、天が開け、大きな布のような入れ物が、四すみをつるされて、地上に降
りて来るのを見た。⑫その中には、地上の四つ足や這うもの、また空の鳥など、
各種の生きものがはいっていた。⑬そして声が彼に聞えてきた、「ペテロよ。立
って、それらをほふって食べなさい」。⑭ペテロは言った、「主よ、それはでき
ません。わたしは今までに、清くないもの、汚れたものは、何一つ食べたことが
ありません」。⑮すると、声が二度目にかかってきた、「神がきよめたものを、
清くないなどと言ってはならない」。⑯こんなことが三度もあってから、その入
れ物はすぐ天に引き上げられた。  
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About noon the following day as they were on their journey and 
approaching the city, Peter went up on the roof to pray. He became 
hungry and wanted something to eat, and while the meal was being 
prepared, he fell into a trance. He saw heaven opened and something 
like a large sheet being let down to earth by its four corners. It 
contained all kinds of four-footed animals, as well as reptiles of the 
earth and birds of the air. Then a voice told him, "Get up, Peter. Kill and 
eat."  "Surely not, Lord!" Peter replied. "I have never eaten anything 
impure or unclean."  The voice spoke to him a second time, "Do not call 
anything impure that God has made clean."  This happened three times, 
and immediately the sheet was taken back to heaven. 
 
彼の前に天が開かれて、そこに大きな布のような入れ物が四すみを吊るされて 
地上に降りてきましたその中には地上の四足の動物や這う動物、空を飛ぶ鳥など
の生き物が入っていた。これらは全て旧約聖書において「食べてはならないも
の」、「きよくないもの」として、書かれていたものです。しかし、ペテロに聞
こえてきた声は「それを食べなさい」というのです。ペテロは言いました「主よ、
それはできません。わたしは今までに、清くないもの、汚れたものは、何一つ食
べたことがありません」しかし、その声は言いました「神がきよめたものを、清
くないなどど言ってはいけない」。 

当初、ペテロはこの夢について当初、戸惑っていたようですが、後に続く３４節
―３５節でこう言っています「神は人をかたよりみない方で、神を敬い義を行う
者はどの国民でも受けいれて下さることが、ほんとうによくわかってきました」。 

 “I now realize how true it is that God does not show favoritism but 
accepts men from every nation who fear him and do what is right”. 

この夢はキリストの教えがユダヤ社会という限定された民族から世界の全ての 
民族に広がるための突破口となりました。クリスチャニティーはこのペテロの幻
がなければ今日のように世界に広まっていなかったかもしれません。 
 
ペテロもかつてはパウロのようにその目の前に鱗があるような人でした。そうで
す、彼は自分の視点でユダヤ民族、そして他民族を区別して見ていました。しか
し、この夢を通して彼は自分の視点とは異なる神の視点というものを知ったので
す。 
 
主にある皆さん、合衆国も日本も今、諸々のことに直面しています。私達が本当
に必要なのはこの神の視点です。私達の視点はとかく「私達の我欲や損得」とい
う鱗に覆われてしまうことが多々あります。そのような視点で私達は世界を見て
おり、そのスケールは非常に小さいのです。ですから、神様にこの鱗を取り除い
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ていただいて、この世界を、私達を、神様はどのように見ているのか、その視点
を私達の視点とさせていただきましょう。それらに注がれている神の視点はどの
ようなものなのかということに祈りと思いを寄せましょう。 
 
私達は今朝、３つの視点について見てきました。「人を見る視点」、「真実を見
極める視点」 、そして「神の視点」です。  これらの視点はなかなか私達が持ち
合わせることができないものであり、これらの事に対して私達は目の前に鱗を有
するものです。 
 
この鱗があり、私達が見るべきものを見ていないのなら、私達の行く手にあるも
のにぶつかったり、それゆえに衝突や争いが起きたり、大切な判断を見誤ったり
することを避けることはできないでしょう。この混迷した世界で、私達が必要な
のはまさしく、神様が私達に与えてくださる開かれた視点なのです。お祈りしま
しょう。 


