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聖イグナチイ・ブリャンチャニーノフ

「我が主イイスス･ハリストスに従うことについて」

「人若し我に
つか

事えば、我に従うべし」（イオアン１２：２６）と主は言われた。ハ

リスティアニンは皆、受洗のときに立てた誓願によって、主イイスス・ハリストスの僕

となり、主に仕える義務を負った。つまり、ハリスティアニンは皆、かならず主イイス

ス・ハリストスに従わなければならないのである。

自らのことを羊の牧者と呼んだ主は、「羊はその（牧者の）声を聴き」、「彼に従

う、その声を
し

識るが故なり」（イオアン１０：３、４）と言われた。ハリストスの声と

は、ハリストスの教え、すなわち福音書のことである。ハリストスに従って人生行路を

歩むとは、すなわちハリストスの誡めを唯一の指針として生きることである。

ハリストスに従うためには、ハリストスの声を知らなければならない。福音書を学

ぶがよい。そうすれば、ハリストスに従った人生を過ごすことができるようになる。

この世に生を
う

享け、聖洗によって「
ちょうせい

重生」1（ティト書３：５）に「
い

入り」、福音書

にそって生きることによって、受洗のときに手に入れた（生まれ変わった）状態を保持

することができた者は、「救いを得る」であろう。彼は、属神の誕生（洗礼）によって

神に喜ばれる人生の場に「
い

入り」、福なる永眠によってその場より「
い

出で」、永世にあ

ってこの上なく豊かにして甘美なる属神の、永遠の「
くさば

草場を得る」であろう2。

「人若し我に
つか

事えば、我に従うべし、我が在る所は、我に
つか

事うる者もまた
かしこ

彼処に在

らん。人若し我に事えば、我が父彼を
たっと

貴ばん」（イオアン１２：２６）。主は、この

ことばを言ったとき、どこにおられたか。神性と合わせられた人性としては、主は人々

の間、すなわち人々が追放され、苦しみを味わうこととなった地上におり、神性として

は、始めなき始めよりいた天上にもおられた。

「
ことば

言は神と共に在り」（イオアン１：１）、かつ神の内に在った。その「言」は、

己について次のように告げられた。「父我に在り、我も父に在る」（イオアン１０：３

８）。ハリストスに従う者が行き着くところも「神の内に在る」状態である。口と心と

行いをもって「イイススを神の子と
う

承け
と

認むる者は、神は彼に居り、彼も神に居る」か

らである（イオアン第一公書４：１５）。

「人若し我に
つか

事えば、我が父彼を貴ばん」。生前、「我」（ハリストス）に従い、

世と罪に「勝つ者は、（死後、永遠の生命にあって）我、彼をして、我と
とも

偕に我が宝座

に坐せしめん、我も勝ちて、我が父と偕にその宝座に坐せしが如し」（黙示録３：２１）。

                                                  
1 「再生」、「生まれ変わった状態」の意。
2 「我は門なり、我によりて入る者は救いを得、且つ入り且つ出でて、草場を得ん」（イオアン１０：９）。
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ハリストスに従う前に、世を捨てる必要がある。世を捨てなければ、ハリストスに

従おうとする心が起こり得ないからである。「我に従わんと欲する者は、己を捨て、そ

の十字架を負いて我に従え。
けだ

蓋し己の
いのち

生命を救わんと欲する者は、之を
うしな

喪わん、我及

び福音の為に己の生命を喪わん者は、之を救わん」（マルコ８：３４、３５）と主は言

われた。「人若し我に来りて、その父母、妻子、兄弟、姉妹、また己の
いのち

生命をも憎まず

ば、我が門徒となるを得ず。己の十字架を担いて、我に従わざる者も、また我が門徒と

なるを得ず」（ルカ１４：２６、２７）。

主に近づく人は多いが、主に従うことを決意する人は少ない。福音書を読み、その

教えの高尚さと神聖さに感嘆する人は多いが、福音書が制定する規則にしたがって生き

ることを決意する人は少ない。主に近づき、主と体合することを願う人々に、主はこう

告げられる。「人若し我に来たりて」、世と己を捨てなければ、「我が門徒となるを得

ず」。

「
かた

難い
かな

哉この
ことば

言、誰か之を聴くを得ん」3（イオアン６：６０）。表面上主に従い、

主の弟子とされていた使徒たちでさえ、救世主の教えについてこのように発言した。こ

れは、「肉の思い」という哀れな状態にいる人が神の言葉に対して降す結論である。神

の言葉は「
いのち

生命」4であり、永遠の生命、真の生命である。永遠の死から生まれ、人々

の中に永遠の死を保ちつづける「肉の思い」5は、その言葉によって殺される。肉の思

いによって滅ぼされ、それによって滅びることを随意に選ぶ人にとって、神の言葉は「愚

なり」。「救わるる者のためには（それは）神の
ちから

能なり」（コリンフ前書１：１８）。

陥罪によって、罪がわれわれの中に入り込んでわれわれと同化した。罪は、われわ

れの魂のあらゆる性質や働きに染み透ってしまっている。したがって、魂と同化した罪

を捨てることは、すなわち魂を捨てることとなったのである。このように魂を捨てるこ

とは、魂を救うために必要であり、罪によって汚された本性を捨てることは、ハリスト

スによって新しくせられた本性を身につけるために必要である。食物に毒が盛られてい

る場合、それを全部捨て、食物が入っていた器を丹念に洗ってから、食用に適する食物

をその器に盛る。毒されている食物もまた毒に等しいからである。

ハリストスに従うために、まず第一に己の知恵と己の意志を捨てよう。陥罪した本

性の知恵も意志も完全に罪に染まっており、なかなか神の知恵と意志に服従することが

できないからである。己の知恵を捨てた者こそ、神の知恵を身につけることが可能とな

る。また、己の意志を行うことを捨てた者こそ、神の意志を行うことが可能となる。

ハリストスに従うために、己の十字架を背負おう。「己の十字架を背負う」とは、

                                                  
3 「これは、ひどい言葉だ。だれがそんなことを聞いておられようか」。
4 「我が爾等に語りし言は神（しん）なり、生命（いのち）なり」（イオアン６：６３）。
5 「肉の念（おもい）は死なり、神（しん）の念（おもい）は生命なり、平安なり」（ロマ書８：６）。
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神の摂理によって身にふりかかることごとくの患難のとき、自ら進んで、かつ畏敬の念

をもって、神が決めたことに服従することである。患難・災難に遭ったとき身の不遇を
かこ

託つことは、十字架を捨てることである。ハリストスに従うことができるのは、「己の

十字架を背負った」者、すなわち神の旨に服従し、自分が審判と刑罰に値することを謙

虚に認める者のみである。

われわれが己を捨て、世を捨て、十字架を背負うことを命じた主は、その
めい

命を行う

ための力をわれわれに与えてくださる。その命を行うことを決意し、それを実行しよう

とする者は、それが必要不可欠であることに直ちに気づく。肉の思いによる、表面的で、

誤ったものの見方からは厳しく思えた教えは、この上なく知恵と仁慈に富んだものであ

ることが分かる。その教えは、滅びた者を救いに導き、死した者に生命を与え、地獄に

葬られた者を天に上らせてくれるからである。

自ら進んで己と世を捨てることを決意せぬ人は、必然的に両方とも捨てることを強

いられることになる。不可避なる死が容赦なく訪れたとき、愛着の対象のすべてと別れ

ざるをえなくなるからである。そして、己を捨てることの極みとして、己の身体までも

脱ぎ捨て、蛆に食われ腐敗するためにそれを地に置いていくことになるのである。

自己愛および空しいかりそめの物事への執着は、自己欺瞞、迷盲の状態、魂が死し

ている状態の結果である。自己愛とは、己に対する歪んだ愛である。この愛は愚かなも

のであり、自滅を招くものである。はかなく虚しい物事や罪の快楽に執着している自己

愛の人は、己自身の敵である。彼は自殺者である。なぜなら、己を愛し、己を満足させ

るつもりであっても、実際には己を憎み、己を滅ぼし、永遠の死によって己を殺すから

である。

空虚な煩いによって欺かれ、目を眩まされ、惑わされた者たちよ、周りを見るがよ

い。はかない夢に酔いしれ、正しい自己観を失ってしまった者たちよ、目を
さ

醒ますがよ

い。われわれの目の前で絶え間なく行われている事実を顧みるがよい。われわれの目の

前で起こることは、必ずわれわれにも起こるからである。

名誉を得るために一生を費やした人は、永世に移り住むとき、それを一緒に持って

いったのか。高い地位と肩書、勲章や輝かしい栄光を地上に置いていったのではないか。

ただ生前の行いと、一生を通して獲得した性質のみを持って、永世に移ったのではない

か。

富を得るために一生を費やし、大金を蓄積し、広大な土地の所有者となり、高収益

の企業を設立し、大理石や金に輝く屋敷に住み、立派な馬車と馬を乗り回していた人は、

それらを永世まで持っていったのか。否。残らずそれらを地上に置いていき、遺体が必

要としている最後の狭い土地で満足することとなった。死人は貧富の別なく皆あの狭い

土地しか必要とせず、またどんなに狭くともそれに満足するのである。

生前、肉体を楽しませ、快楽に時間を費やし、友人と娯楽や遊びに興じ、豪勢な宴
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で飲み食いしていた人は、ついに、慣れ親しんだ生活から必然的に身を引くこととなる。

老いと病の時が来て、間もなく霊魂が身体と離別する時が訪れるのである。そのとき、

欲望に仕えることは己を欺くことであり、肉体と罪のために過ごした人生は無意味のも

のであったことに気がつくが、すでに遅い。

地上の成功・繁栄を手に入れようとする欲求は、何と理解し難く、恐ろしいもので

あろうか。その欲求に取り憑かれ、人は無我夢中で満足を求める。しかし、求めていた

ものを手に入れた途端に、欲しかったものがその価値を失い、欲求に取り憑かれた人は

また懸命に別のものを追求しはじめる。現在持っているものには満足できず、ただ未来

を待ち望み、持っていないものを熱望する。求める人の心は、欲求の対象に魅了され、

これで満足することができるのではという夢と希望に惑わされる。期待を裏切られ、常

にだまされる人は、生涯、様々な欲求の的を追いかけ、ついに不意の死によってこの世

から取り去られる。無情な裏切り者のように全ての人を裏切り、全ての人を支配し、誘

う、この欲求をどう説明すればよいのか。われわれの魂には、無限の福を求める欲求が

植え付けられている。だが、われわれは陥罪した。そして、陥罪によって
くら

眩まされた心

は、天上と永世にあって存在するその無限の福を、地上と現世にあって追い求めるので

ある。

諸父・諸兄弟が死ぬ運命に見舞われたように、私も同じ運命に見舞われるであろう。

私も死ぬのだ。私の僧房、書物、衣服、書き物をして何時間も過ごしたこの机を置いて

いき、生前必要としていた、あるいは必要と思っていた全てのものを残していく。死後

の世界への入口の如きこの僧房から、私の遺体が運び出され、人間の身体の
もと

源となった

土に葬られる。この文章を読んでおられる兄弟の諸君にも同じことが行われるであろう。

あなたがたも死に、地のものをことごとく地に残し、魂のみで永世に入る。

人間の魂は、その活動に見合った性質を獲得する。鏡に物が映るように、行いと環

境が人の心に映り、感化を与える。なお、心を持たない鏡は、物を鏡から離せば映像が

消えるのに対して、知恵ある魂が受けた影響は容易に消えるものではない。その影響を

ぬぐい去り、別のものに代えることはできるが、それは努力と時間を要する。臨終に魂

の所有となった諸々の影響は、世々にその所有として残り、永遠の福楽あるいは永遠の

苦しみをもたらすものとなる。

「爾等は神と
たから

財とに兼ね
つか

事うる
あた

能わず」（マトフェイ６：２４）と主は、陥罪した

人間たちに言い、人間が陥罪によってどういった状態に陥ったかを人々に示された。自

ら己の病状が分からない病人に、医者がそれを説明することと同じである。われわれの

魂が病弱であるから、救いを得るために、遅くないうちに己を捨て、世を捨てる必要が

ある。「人は二人の主に
つか

事うる能わず、
けだ

蓋し或いは
これ

此を悪み、彼を愛し、或いは此を重

んじ、彼を軽んぜん」（マトフェイ６：２４）。

上記の無条件の言葉では、至聖なる医師である主は、人間たちの道徳的な病弱さに
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対する見方を示された。実際の経験は、常にその正しさを裏づける。その見方は次のと

おりである。人は、空しい罪の欲望を一つ満たそうものなら、必ずそれに夢中になる。

夢中になれば、欲望の
とりこ

虜となり、霊的なもの全てに対して死んだ状態となる。敢えて

己の欲望と肉の思いに従った者は、それに夢中になり、その奴隷となり、神と永世を忘

れ、生前を無駄に費やし、永遠に滅びてしまった。

己の意志と神の意志を同時に行うことは不可能である。前者を行うことによって、

後者を行うことは汚され、不当なものとなる。高価な香油にわずかでも不純物が入って

しまえば、その価値がなくなることと同じである。「爾等若し快く従わば、地の良き物

を食せん。若し拒み背かば、剣は爾等を滅ぼさん。主の口之を語れり」（イサイヤ書１：

１９、２０）と、神は偉大な預言者を通じて告げられる。

「肉の思い」に止まっていながら、神の知恵を獲得することは不可能である。「肉

の
おもい

念は死なり。肉の
おもい

念は神に対して
あだ

仇なり、神の律法に服せず、
か

且つ服する
あた

能わざれ

ばなり」（ロマ書８：６、７）と聖使徒は言った。「肉の思い」とは何か。それは、人

間たちが陥罪によって陥った状態から生じた考え方である。その考え方とは、地上にお

いて、あたかも永遠に生きるような生き方を人間にさせ、全て朽ちやすい、かりそめの

物事を重んじ、神に関する物事、および神に喜ばれることに関する物事を全て軽んじ、

人から救いを奪うものである。

救世主の言葉どおり、われわれも魂を救うため、魂を捨てよう。われわれの魂が、

恣意的に神に背くことによって陥った罪悪の状態を、自ら進んで捨てよう。人となった

神が、人性を新たにせられた聖なる状態を、神からいただくためである。自分の意志と

悪鬼の意志（われわれの意志は悪鬼たちの意志に隷属してしまい、それと同化した）を、

福音書で語られている神の意志に代えよう。悪鬼と人間に共通の「肉の思い」を、福音

書から輝いている神の知恵に代えよう。

我が主イイスス･ハリストスに従う力を得るために、われわれの財産を捨てよう。財

産を捨てることは、財産に対する正しい姿勢の上に成り立つ。物質的財産に対する正し

い姿勢は、福音書から得られるものである（ルカ１６：１―３１参照）。それを得たと

き、人は自然にそれに納得するのである。地上の財産は、われわれの所有するものでは

ない。これについて考えたことのない人は、財産は自分の所有であると思い込んでいる。

もしそうだとすれば、財産は常に、いつまでもわれわれのものであるはずである。だが、

財産は手から手へとめぐるものであり、仮のものとして与えられるものである。財産の

所有者は神であり、人は財産を一時的に管理するだけである。誠実な管理者は、管理を

任せた側の意志を忠実に守るものである。同様に、われわれも、しばらくの間任せられ

た物質的財産を管理するとき、神の旨にしたがって管理を行うよう努めよう。自分の欲

望を満たすために財産を使い、それを永遠の滅びにつなげることを避けよう。苦しむ人、

貧困なる人のために財産を使って、それをわれわれの救いにつなげるようにしよう。ハ



6

リスティアニンとして完全でありたい人は、地上の財産を完全に放棄するものである

（マトフェイ１９：１６―３０）。救いを得たい人は、可能なかぎり施しをし、蓄財欲

に走らないようにしなければならない（ルカ１１：４１）。

名誉心と功名心を捨てよう。地位や名誉を追い求めたり、それを得るために許され

ない、屈辱に伴う手段を用いたりしないようにしよう。神の律法・良心・隣人の幸福を

踏みにじることにつながる、そういった手段は、とかく地上で偉くなりたいと思う人に

よって用いられるものである。虚栄心に染まり、それによって引きずり回されて、飽く

ことなく名誉を求める者は、ハリストスを信じることができない。「爾等互いに栄を相

受け、独一の神よりする栄を求めずして、あに信ずるを得んや」（イオアン５：４４）

と、ハリストスは当時の、名誉心の強い人に言われた。もし、神の摂理がわれわれに地

上の権力や影響力を与えた場合、それを使って人のためになることをしよう。人心をむ

しばむ猛毒である利己主義を捨てよう。愚かしく、軽蔑すべき利己主義は、それに染ま

っている者を野獣や夜叉に変え、人々と自分自身に害悪をなす存在にしてしまうからで

ある。

何よりも神の意志を愛し、それを何よりも優先させ、それに反するあらゆることを、

神に喜ばれる、敬虔なる憎しみをもって憎もう。罪によって損なわれた我々の本性が、

福音書の教えに反抗すれば、本性の欲求を無視することによって、本性に対して憎しみ

を示そう。憎しみの示し方が決然たるものであればあるほど、罪と、罪によって支配さ

れる本性に対する勝利も決定的なものとなり、われわれの霊的成長が速くなり、確実な

ものとなる。

神の意志に従おうとする我々の邪魔をする肉親たちがいれば、彼等に対して聖なる

憎しみを示そう。羊が、狼に襲われれば、狼のようになったり狼に歯向かうことをしな

いが、狼に憎しみを示すと同様である（マトフェイ１０：１６、聖大致命女ワルワラ伝、

参照）。隣人に対する聖なる憎しみとは、次のとおりである。すなわち、神に忠実であ

り続け、他人の悪なる意志に従わず（その他人が近親であっても）、彼等から受ける辱

めや侮辱に寛大に耐え、彼等の救いのために祈り、陥罪した本性の憎しみ、神の旨に背

く憎しみのあらわれである、悪口やそれに類する行為をしないことである。

「我和平を地に投ぜん為に来れりと
おも

意う
なか

勿れ、我が来れるは、和平にあらず、ずな

わち
やいば

刃を投ぜん為なり、
けだ

蓋し我が来れるは、人をその父と、娘をその母と、嫁をその

姑と分たん為なり」（マトフェイ１０：３４―３５）と救世主は言われた。階梯者聖イ

オアンは、上記の主の言葉をこう説明している。「『我が来れるは』、神を愛する者を

世を愛する者と、霊的な者を肉的な者と、名誉を愛する者を謙遜な者と『分たん為なり』。

もし分離や分裂が神への愛のために行われるものであるなら、それは神に喜ばれること

である」（「階梯」第３章）。

預言者ダヴィドは、地上を「我が旅する
ところ

処」（聖詠１１８：５４）と呼び、「我は

爾の前に
たびびと

旅客たり、寄寓者たり、我が列祖の如し」（聖詠３８：１３）と神に祈るとき
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に、自分のことを地上を旅する「
たびびと

旅客」および「寄寓者」と呼んだ。それは、自明の理

であるにもかかわらず、人には忘れられがちなことである。私は、生まれたとき地上に

来て、死ぬとき地上を去る「
たびびと

旅客」であり、楽園で罪を犯すことにより己を汚し、醜く

した後、楽園から追放され、地上で仮の住いを与えられた「寄寓者」である。楽園から

追放された私が改心し、己を罪から清め、再び楽園に住むことができるようになるため

に、神は、私をこの地上に暫時住まわせ、私はついに、ここを立ち去ることになる。も

し最後まで頑固に己を改めようとしないなら、永遠に地獄の牢に落ちることになる。私

は地上を旅する「旅人」である。ゆりかごから旅を始め、柩でそれを終える。子供から

年寄りまで、年齢を旅し、地上の様々な境遇や状況を旅する。私は「旅人たり、寄寓者

たり、わが列祖の如し」。私の先祖は、地上で旅人と寄寓者であった。例外なく、皆生

まれて地上に来て、死して地上を去ったのである。地上にいつまでも残った者は一人も

いない。やがて私も去るであろう。すでに老いて衰弱し、去りはじめている。私の創造

主および神が定めた不動の法則にしたがって、まさにここを去ろうとしているのだ。

われわれが地上において旅人であることを認識するがよい。それを認識してはじめ

て、われわれの地上の生を誤りなく計画し、利用することができるようになり、はかな

く虚しいことに人生を費やし、自分を滅ぼすのではなく、正しい方向に人生を向かわせ、

至福の永遠を手に入れるために人生を利用することができるようになる。われわれの目

は陥罪によって
くら

眩まされているのだ。だから、自明の理であるはずのことでも、長い間

強制的な自己説得をしないと、納得ができないのである。

旅の途中で宿に泊まる旅人は、宿にあまり注意を払わない。短時間だけ宿に泊まる

なら、注意を払う必要があろうはずがない。旅人は、必要最低限のもので満足し、旅の

費用と、自分が向かっている大いなる都での生活費に必要なお金を無駄遣いしないよう

にしている。旅に欠乏と不便さはつきものだと割り切っており、それを寛大に忍耐し、

憧れの地ではこの上なく穏やかで平和な生活が待ち受けていることを確信している。ど

んなに魅力的な物であっても、宿にあるいかなる物にも心を奪われることがない。苦労

の多い旅に必要な時間を、関係のない事に浪費しない。常に、自分が向かっている壮麗

な王都を思い浮かべ、これから克服しなければならない障害、旅をしやすくするための

手段、途中で待ち伏せている盗賊、旅を全うできなかった人たちの不幸、望みどおり旅

が成功した人たちの至福について思い巡らしている。宿で一定の時間を過ごした後、宿

主の歓待に対して感謝の言葉を述べ、宿を後にする。そうして、宿のことを忘れ、ある

いは浅く覚えているにすぎない。なぜなら、旅人の心は宿に無関心だったからである。

われわれも、地上に対する同じ心を獲得しよう。愚かにも心身の能力を無駄遣いし

たり、それを朽ちやすく虚しい物事に捧げたりしないようにしよう。物質的でかりそめ

のものに心を奪われないようにしよう。心を奪われて、永遠の、天上のものを失わない
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ためである。満足することができず、飽くことを知らない我々の欲求を満たすことを避

けよう。それを満たせば満たすほど、われわれの堕落が深くなり、恐ろしい規模にまで

発展するからである。必要最低限のもので満足し、何事にも度を過ごすことを避けよう。

われわれを待ち受けている、終りのない死後の生に心を致そう。神を知ろう。神は、わ

れわれに神を知る知識を得ることを命じ、ご自分の言葉と恩寵によりその知識をわれわ

れに与えてくださるからである。地上での生の間、神に結合しよう。神は、われわれに

ご自分との密接な結合を与え、この大いなる事（神とも結合）を成し遂げるために、地

上での生という一定の期間を与えられた。驚くべき結合が成るためには、地上での生と

いう時間しかない。それはこの時間内に成り立たないと、二度とその機会はない。天人、

すなわち聖なる天使と、永眠した聖なる人と友になろう。彼等がわれわれを「永遠の
すまい

宅」（ルカ１６：９）に迎えてくれるためである。堕天使、この人類の恐るべき狡猾

なる敵を知得し、その罠を逃れ、彼等と共に地獄の火炎に住まわされることがないよう

にしよう。神の言葉が、われわれの人生途上を照らす灯となるがよい6。地上という仮

住まいが、われわれの需要を満たす豊かな恵みに満ち溢れていることを神に感謝し、神

を讃栄しよう。それらの恵みがどういった意味を持っているかを、清き知で会得しよう。

それらは、永遠の恵みの薄い影なのである。影がその影を落とす物の不完全な写しであ

るように、地上の恵みは永遠の恵みを模した、薄く不完全な写しなのである。地上の恵

みをわれわれに与える神は、暗にこう告げられる。「人々よ、汝等の仮住まいには、目

を楽しませ、心を奪い、あり余るほど汝等の需要を満たす、多種多様な恵みが備わって

いる。それをもとに、汝等の永遠の住いに備わっている恵みを推量せよ。汝等に対する

神の慈しみが無限であり、測り知れないものであることを解して、地上の恵みの意味を

悟り、それらを敬虔に観照することによって、それらに敬意を払うがよい。だが、それ

らの奴隷となり、それらをもって自分を滅ぼすという、無分別なことをしてはならない。

必要に合せて、かつ度を過ごさず地上の恵みを使用しながら、永遠の恵みを得るために

全力を尽せ。」

あらゆる偽りの教えを退け、それらにしたがった生き方を避けよう。ハリストスの

羊は「疎き者7（の声）に従わず、すなわち之より逃ぐ、疎き者の声を識らざるが故な

り」（イオアン１０：５）。ハリストスの声を明確に知得しよう。聞けば直ちにそれと

分かり、直ちに主の
めい

命に従うためである。自分の
しん

神8の内にその声に共感を抱くように

なれば、肉の思いによって多種多様な音の形で発せられるよそ者の声に対して、
しん

神の内

に疎外感を抱くようになる。よそ者の声を聞いたときには、それにいっさい耳を貸さず、

逃げて命を拾うハリストスの羊らしく、直ちにその声からひたすら逃げよう。その声に

                                                  
6 「爾の言は我が足の灯、我が路の光なり」（聖詠 118:105）。
7 よそ者。

8 霊。
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耳を貸すだけでも、すでに危険である。なぜなら、耳を貸せば眩惑に陥り、眩惑の後に

は滅びが待っているからである。われわれの原祖9の陥罪は、原母エヴァがよそ者の声

に耳を貸したことから始まったのである。

  我が牧者である主は、ただその声でわれわれを呼ぶのみならず、その生き方で、行く

べき道を示される。主は「己の羊に先だちて行く」（イオアン１０：４）のである。主

は、世を捨てること、己を捨てること、己の十字架を背負うことを命ぜられ、かつご自

分でそれをすべてわれわれの目の前で成し遂げられた。ハリストスは「我等の為に苦し

みを受けて、我等に
のり

式を遺せり、我等がその跡に
したが

随わん為なり」（ペトル前公書２：

２１）。主は、甘んじてご自分に人性を受け、王族の血統といえども、平民に成り下が

った家でお生まれになった。その至聖なる母は、旅をしている最中に、宿や人家に泊ま

ることができず、家畜が飼われていた洞穴で主をお産みになった。飼葉おけが、新生児

のゆりかごとなった。誕生の便りが伝播すると、たちまち主を殺す
はかりごと

謀 ができた。赤

子なのに、すでに迫害されている！ 赤子なのに、殺されようとしている！ 赤子なのに、

砂漠をへてエジプトへ、猛り狂った殺人者から逃亡している！ 幼少の時、神人は両親、

すなわち義理の父と実の母に服従し、傲慢と、傲慢から生まれる不従順のせいで滅びた

人間たちに、謙遜の模範を示された。成人してのち、主は福音の伝道に従事し、身を寄

せるところを持たず、町から町へと旅しておられた。主の服は、
うわぎ

外衣と
したぎ

裏衣だけであっ

た。主は人々に救いを伝え、神聖な恩恵を施されたにもかかわらず、人々は主に嫌悪を

抱き、主を殺そうと企て、実際に何度か主を殺そうとした。ついに彼等は、犯人として

主を処刑した。主は、彼等が熱望していた極悪なる悪事を実行するに任せられた。なぜ

なら、「至聖なる者」10の処刑により、犯罪者たる人類を永遠の呪いと処刑から救うこ

とを欲せられたからである。神人の地上の生は苦しみに満ちており、その死去も苦しみ

そのものであった。主の跡にしたがって、諸聖人は、患難に満ちた狭い道をへて永遠の

福楽に移った。彼等は生前、世の栄光と快楽を捨て、苦行で肉欲を抑制し、自分の
しん

神を

ハリストスの十字架につけ（陥罪した人間の
しん

神にとって、十字架とは福音書の諸誡命で

ある）、様々な欠乏を余儀なくされ、悪鬼に攻撃され、兄弟である人々に迫害された。

われわれも、ハリストスと、主についていった諸聖人の跡に従おうではないか。神人は

「既に己を以て我等の罪の浄めを為して、
たかき

高処に在りて威厳の宝座の右に坐せり」（エ

ウレイ書１：３）。主は、主の跡に従う者をその「
たかき

高処」に招き、こう言われる。「我

が父に祝福せられし者よ、来りて、創世以来爾等の為に備えられたる国を
つ

嗣げ」（マト

フェイ２５：３４）。アミン。

                                                  
9 アダムとエヴァ。
10 主イイスス･ハリストス。


