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「悔改について」

（マトフェイ４：１２―１７）

「
かいかい

悔改せよ、
けだ

蓋し天国は近づけり」（マ

トフェイ４：１７）。

悔改は、新約の最初の誡めである。悔

改は、ハリスティアニンを他の諸徳に導

き入れる、新約の最初の徳行である。救

世主の前駆も、救世主ご自身も、陥罪せ

る人類への宣教に端を発するに当たって、

まず悔改を呼びかけ、十分な悔改の報い

として天国を約束した。「悔改せよ、蓋

し天国は近づけり」（マトフェイ３：２、

４：１７）。

悔改は、堕落のどん底にある人に力強

い手を差し伸べ、そのどん底から引き上

げ、地よりも高く上らせ、人が救いを得

て永世の門に入ったことを見届けてはじ

めて、その役目を終えることとなる。

筆者の浅学非才の故、神恩の助けを願

い求めて、悔改の意義を調べてみること

にしよう。悔改は、神ご自身が我々にす

すめる賜である。この賜を受け入れ、悔

改によって救いを手に入れるために、ま

ずその意義を究める必要があるのである。

仁慈なる神は、人の本性に様々な性質、

能力を植え付けてくださった。その中に

は、人が罪に陥って神から離れてしまっ

た後も、堕落から立ち上がって神との交

わりを回復することができる、二つの性

質、能力がある。その性質とは、すなわ

ち悔改と信仰である。人々を救うために、

神はこの二つの性質に訴えている。神は、

救いを得るためにこの二つの性質を利用

することを人々の自由意志に勧める。人

は自由意志によって滅びに陥ったように、

救われることも人の自由意志に委ねられ

ている。「悔改して、信ぜよ」（マルコ

１：１５）。

神は、悔改の報いとして、人に罪の赦

しを賜い、人をご自分に近づかせてくだ

さるが、信仰を持っている人にはご自分

を啓示し、人に可能な限り神を知る知識

を与えてくださる。なお、それは人が己

自身の手段ではとうてい取得できない知

識である。知恵が信仰によって取得する

知識は、人知を超えたものである。知恵

は、ふだん、判断と分析によって、理解

の及ぶ知識のみを受け入れるが、信仰は

人知の及ばない知識を知恵に取得させて

くれるのである。神とハリストス教の

諸々の奥義とについて啓示せられた知識

が、皆そうである。

悔改は、堕落した本性と無縁な、恩寵

的な感覚を心に導入し、心と知恵とに真

の奉神礼を教え、神が陥罪した人から受

け入れる唯一の献げものを奉ることを教

えてくれる。その献げものとは、すなわ

ち痛悔と謙遜の心である（聖詠５０：１

９）。この境地に達した人の神 （゚心）は、

神の神 （゚聖神 ）゚との交わりに与るよう

になる。それが、人が一新せられ、救い

を得ることである。

新神学者聖シメオンは、信仰について



次のように述べている。

「信を得、神の言葉を信ずるには、何

の妨げもない。故に、心から信を得たい

と願えば、何の苦労もなく直ちに信を得

ることができる。なぜなら、信は仁慈な

る神によって人の本性に与えられた賜だ

からである。我々は、それを手に入れた

いとの意思さえあれば、いつでも手に入

れられるわけである。故に、蛮族、スキ

タイ人など、すべての民族は、生まれつ

き信を有し、互いのことばを信用したり、

その他のかたちで互いの信をあらわす」

（『信について』フィロカリア、第１巻）。

聖師父によると、三種類の信仰を区別

しなければならない。その一つ目は、我々

が神を信ずることができる、上記のよう

な生まれつきの信である。二つ目は、福

音の誡めを行うことによって魂に生まれ

る、活動的な信である。三つ目は、聖神゜

によって心に注ぎ入れられる、生ける信

である（「フィロカリア」第２巻、クサ

ンフォプロのカリストとイグナチイ、第

１６章）。

神と福音を信ずる（マルコ１：１４、

１５）ことは、誰にもできることである。

活動的な信を得ることができるのは、ハ

リストスの行者である。生ける信は神の

賜であり、神の聖者のみが所有すること

ができるものである。

同様に、悔改も生まれつき我々に具わ

っている性質である。それは、我々の良

心の働きである。その働きは、人が己の

過ちを認め、それを残念に思うことにあ

る。我々は、意志さえあれば自然に互い

を信用することができるように、意志さ

えあれば自然に互いの前に己の過ちを認

め、悔い改めることもできる。悔い改め

は、自然に湧き起こる良心の呵責をなだ

め、心に安らぎと喜びをもたらす。悔い

改めは、人々の間に壊れた平和と秩序を

回復させ、敵意と恨みから心をいやす。

ただし、我々が互いの前に悔い改めるの

は、そうしたい意志があることが前提で

ある。意志がなければ、生まれつき持っ

ている悔改の能力は発揮されないままで

ある。

測り難き神は、人を創造するに際し、

人が生命を保つために必要な手立てをす

べて人に与えたが、生命を選ぶか死を選

ぶかは人の自由意志に任せた。贖罪につ

いても同じことが言える。測り難い仁慈

と智慧との神は我々のために贖いをなし

てくださったが、贖いを受け入れるか拒

むかは我々の自由意志に任せられている。

神は、事前に、生まれつきの悔改の性質

を我々の心に植え付けた。我々が互いの

不和をなくし、互いに平和な関係を回復

するために使う手立てを、神は、神と人

類との間、滅びに陥って棄てられしもの

となった被造物とその造成主との間の敵

対関係をなくし、平和を回復する手立て

として利用することをよしとされた。神

は「悔改せよ」と人類に訴え、人類が神

に立ち戻るように呼びかけている。あな

た方の救いは神によって成し遂げられて

いる。あなた方のわずかの介入、助力、

労苦もなく、あなた方の死は神によって

踏み躙られ、殺された。あなた方は、自

由意志によって受け入れた死を、自由意

志によって捨てるがよい！ 自由意志に

よって捨てた永福の生命を、自由意志に



よって受け入れるがよい！ 神が事前に

あなた方の心に植え付けてくださった悔

改の性質を利用するがよい！ この性質

は、完全にあなた方の自由意志次第であ

る。あなた方は、何か新しい重荷を背負

わされるわけではない。あなた方が互い

に和解するために使う方法を、神と和解

するために使えばよいだけのことである。

初歩の信仰は神の言葉を信じることに

あるが、初歩の悔改は己の罪と己の罪深

さを自覚し、それらを残念に思い、心か

らの告解と熱心な祈りを通してその自覚

と悔悟の気持ちを神の面前に捧げ、罪に

生きることを止めて福音の誡めを基準に

生きることを決意し、それを約束するこ

とにある。

そのような悔改をすれば、人は罪が赦

され、神と和睦し、神に結合する結果と

なる。「我、我が罪を爾に
あらわ

顕し、我が不

法を隠さざりき、我
い

謂えり、我が罪を主

に痛告すと、爾
すなわ

乃ち我が罪の
とが

咎を我より

除けり」（聖詠３１：５）と、聖書が明

らかに証言している通りである。

ハリストス教を受容する者が受洗する

前に求められたのが、このような悔改で

ある（聖使徒行実２：３８）。受洗して

から罪がハリスティアニンの魂に負わせ

る汚れや傷を癒すのが、このような悔改

である（イオアン第一公書１：９）。

福音は、信によって受け入れられる（マ

ルコ１：１５）。福音の教えにしたがっ

て生きることは、聴くことによる、理論

的な信を、少しずつ活動的な、実践的な

信へと変えていく。悔改の場合も、福音

の誡めにしたがって生きることによって

同じことが起こる。

堕落した本性自身の光は、罪によって

損なわれているが故、人の行動をほの暗

く照らすことしかできない。我々がこの

光で認めることができる過ちはほんの少

ししかなく、直ぐに目に付くような、重

い罪しか見えなくなっているわけである。

ところが、我々の行動がハリストスの

誡めの光で照らされてみると、我々の自

己観は変わってくる。今まで全く気がつ

かなかった欠点を己の内に発見するよう

になるからである。そうなると、我々が

どれほど罪によって損なわれているかが、

多種多様な形で心の目に明らかになって

くる。他の人々と共通の、我々の悲しむ

べき財産である罪深さも、専ら敬神のた

めに生きるようになる前に軽率に生きて

きたことによって各自獲得した、個人個

人の罪深さも、明らかになるのである。

悔改の心が引き起こされる理由が多く

なるにつれ、悔改そのものも強くなり、

深くなっていく。それは心の目を清める。

清められた目には、罪ですっかり汚くな

っていた時に比べて、心の衣についてい

る染みがますます多く見えるようになる。

それによって悔改が強くなり、深くなっ

てくるのも、無理からぬことである。

上達した行者における悔改の働きは、

行に着手したばかりの者におけるそれと

比べ物にならないほど、強い。ハリステ

ィアニンの徳義上の上達は、悔改が上達

することである。なぜなら、悔改の上達

は、福音の誡めを特に丹念に行うことに

よって生まれるからである。

聖人は皆、悔改の心に満ち溢れていた。



彼らは悔改に専念し、恐ろしい借りを返

すように誡めを行なった（ルカ１７：１

０）。その借りは、絶えず返しつづけて

も返されていないままであり、貸し主

（神）が完全で借り主（人）が弱いため、

絶え間なく返しつづけたとしても返しよ

うのないものとなる。

成熟したハリスティアニンにあって、

悔改は特別な、広い意味を帯びてくる。

シリアの聖イサアクが「悔改とは何か」

と問われたとき、彼は「痛悔と謙遜の心

である」と答えた（第４８説教）。

完全なハリスティアニンの偉大な教導

師である同聖人は、また次のように言っ

ている。

「我々がみな罪人であり、誘惑より高

く立った者がひとりもいないなら、悔改

ほど高度な徳行はひとつもない。悔改の

行は、決して完全さの頂上を極めること

はない。悔改は、罪人・義人を問わず、

いかなる場合にも、救いを得たいすべて

の者に、ふさわしい。これで悔改を極め

た、といった限度はない。故に、行者の

死に至るまで、悔改は時間によっても、

行いによっても制限されることはない」

（第７１説教）。

神の恩寵が人の信仰に臨むと、ハリス

ティアニンは自然を超えた生き方に高め

られる。悔改も、神恩の降臨を受けると、

その行者をやはり自然を超えた生き方へ

と高める。

痛悔の心と悔改の渇望に駆られた聖師

父たちは、悔改のために密室に閉居した

り、己と全人類の罪深さを見つめては一

心に涙を流したり、嘆息する余り寝食を

忘れ、悲しむ余り、狩人に射止められた

獅子の如く
ほ

吼えたりした。静寂のうちに

行う悔改の価値を知って、彼らは言った。

「静寂なくしては、完全な悔改はない」

（第４１説教）と。

他の聖師父は、己の罪深さを観ていた

が故に、中傷・辱め・迫害などを素直に

忍び、殺されることまで甘んじて受けた。

その際、彼らは、あたかも中傷者にとが

められている罪を実際に犯したかのよう

に、涙を流して己を罪した。

聖致命者たちは、苛酷な拷問と死刑に

よって、己の罪を清めたいとの宿願がや

っと叶うと受け止め、甘んじてそれらを

受けた。その際、神の恩寵が明らかなし

るしを行うことによって、彼らが選ばれ

た聖なる者であることが証明済みとなっ

ていたにもかかわらず、彼らは悔改に心

を砕いた。

例えば、聖致命者ティモフェイは、迫

害者に向かって「イイスス・ハリストス

の神 ぱ私のうちに宿る」と明らかに言い、

また、その受難の場に神の使いが居合わ

せ、彼を力づけているとも語ったが、同

時に、致命の行に加わるようその若い妻

マウラを招いて次のように言った。

「マウラよ、しばしのこの世を捨てて、

私と一緒にこの素晴らしき行に与るがよ

い。その報いとして、私たちはわが救主・

神から栄冠を賜わるでしょう。また、自

ら進んで主のために死を受ければ、主は

私たちの罪をすべて赦してくださるでし

ょう」

マウラは、聖神 に゚満てられて、勇まし

く迫害者の前に立ち、ハリストスを表信

した。迫害者・総督の命令によって、マ



ウラは髪を抜かれた。致命女は総督に言

った。

「総督よ、わがハリストスが知らずし

て犯してしまった私の罪を忘れてくださ

り、私をご自分に結合させてくださった

ことを、今、知りました。その罪とは、

私があなたの悪しき助言に従って、福た

る私の夫を惑わすために髪を飾ったこと

です。あなたは、私の髪を抜いて、よい

ことをしました。髪が奪われたとき、大

いなる罪が私から除かれたからです」と。

迫害者の命令によって、致命女の手の

指が切断されたとき、聖マウラは彼に言

った。

「あなたは、また私のために恩恵を施

してくださいました。私は指を使って空

しい装飾品を身につけました。その指を

奪って、あなたは二つ目の罪から私を自

由にしてくださったのです」と。

煮えたぎる湯釜に投ぜられたとき、聖

致命女は総督に言った。

「私が清い心をもってわが神に就き、

いのちの栄冠を受けるために、世にあっ

て犯してきた罪を洗い流すことを命じて

くださって、感謝いたします」と。

至難の業である致命の行を修めるに当

って、聖マウラは己の罪深さを認め、致

命を罪の清めと受け止めた。煮えたぎる

湯釜が彼女に何の傷害も与えなかったし、

少しも痛い思いをせずに指の切断に耐え

たにもかかわらず、聖致命女はかく思い、

かく発言したのである。

聖ティモフェイと聖マウラは、互いの

真向かいに十字架につけられて生涯を終

えた。死の直前に、致命女は、その前に

立っていた民衆にこう言った。

「兄弟姉妹よ、憶えていてください。

私たちは人々の間に生活して人として行

なっていましたが、その後、神の僕とし

て神の業を行なって、今、我が主イイス

ス・ハリストスから栄冠を受けようとし

ています。あなた方も、人の本性にした

がって生活しながら、神に喜ばれること

をも行うことに努めてください。罪の赦

しを得、我が主から栄冠を受けるためで

す」

「悔改とは心の謙遜である」と言った

聖イサアクを上に引用したが、まさに的

を射た言葉である。深い謙遜の故に、偉

大なる神の聖者は、己の内に満ち溢れる

恩賜の数々を敢えて見ようとせず、己の

罪深さだけを見ていた。神恩がその選ば

れた器である聖者の罪深さを既に洗い流

し、明らかに彼らに臨むことによって、

その罪深さが取り除かれていることが証

されていたにもかかわらずである。

聖人の特徴の一つは、その罪がすでに

神に赦されているにもかかわらず、常に

己の罪を目の前に置き、犯したばかりで

まだ赦しを賜わっていない罪かのように

それを嘆いて涙を流すことである。

例えば、聖ダウィドは涙を流して言う。

「我は我が不法を知る、我の罪は常に我

が前に在り」（聖詠５０：５）と。

聖使徒ペトルは、一生を通して、自分

が主を捨てたことを忘れず、当夜激しく

泣いた（マトフェイ２６：７５）ように、

毎夜、鶏が鳴くと、声をあげて激しく泣

くことにしていたと伝えられている。

エジプトの荒野にあって苦行を積んだ

聖大シソイは、聖神 の゚恩賜に満ちていた



が、臨終に際し、よりよい悔改のため、

まだしばらくこの世にとどまらせてほし

いとの願いを表明した（アルファベット

順聖師父言行録）。

最も偉大な神の
えきしゃ

役者は、このように悔

改を認識していた。その認識が彼らのう

ちにできたのは、絶えず、丹念に、悔改

で己を清めることによってである。その

際、言い難い神の偉大さ、人の卑小さと

その堕落の深さが、その人にとって明ら

かとなってくる。

筆者の無力に応じて、もっと正確に言

えば大いなる神の憐れみによって、我々

が走るべき悔改の
はせば

馳場を言葉の絵の具で

ここに描いてみた。描かれたことを参考

に、各自、己を省み、悔改の馳場におい

て自分がどの位置にあるかを見極めるが

よい。

神の招きを聞き入れて、己の罪深さを

自覚し、犯してきた罪と、罪に生きるこ

とを悔い、その罪を告解し、心からそれ

らを暴露することによって、神に背いた

罪への愛を根絶し、罪に生きることを改

め、神の旨、福音の教えにしたがって生

きることを決意した者は、
さいわ

福いである。

悔改の馳場を走って労し、神聖なる恩

寵の働きによって、全人類の堕落と己自

身の堕落を心の目で見、我々がみな罪に

毒され、我々の本性そのものが罪に毒さ

れていることを見、己と人類への堕天使

の働きと、神と人々の敵である堕天使へ

の我々のひどい隷属を見た者は、もっと

福いである。この属神 の゚静観に達した人

は、果てしない悔改の海に浸ることがで

きる（フィロカリア、第３巻、神品致命

者ダマスクの聖ペトル「八つの心の静観

について」）。

悔改によって清められ、己の清らかさ

の故に、悟り難いハリストスの謙遜を身

につけ、ハリストスと共に十字架にかか

って、その十字架から、「自分の罪に適

った報いを受けています。『主よ、爾の

国に来らん時、（魂が身体を離れるとき、

現世と永世の境目にあって）、我を記念

せよ』（ルカ２３：４２）」とハリスト

スに叫びつづけることができた者は、百

倍に福いである。

救いをもたらす神の賜である悔改は、

我々がきわめて慎み深く、心を尽くして

それを受けることを要求する。神の賜を

軽視し、それに対し冷淡な態度をとるこ

とは、その態度から自ずと生まれる、恐

ろしい禍を招くこととなる。神の賜を受

けながら、その賜がどのようなものか、

また、どのようにそれを利用すべきであ

るかを然るべく学ぼうとしないなら、魂

に永遠の滅びをもたらす、正真正銘の大

いなる禍は起こらないはずがない。

不幸なことに、悔改という大いなる賜

を、きわめて軽率に、愚かに扱う者は少

なくない。彼らは、悔改が、好んで罪に

生きることと相容れないということを知

ろうとしない。心が罪に生きることに共

鳴し、そうした生き方に心を奪われ、そ

れを少しも離れようとしない彼らは、決

まったときに痛悔をし、一瞬きれいにな

るが、その後また罪の汚れにどっぷりと

浸かることとなる。

ああ、何という恐ろしい自己欺瞞であ

ろうか。そういった人たちは、恐ろしく



も神の賜を
ちょうろう

嘲弄し、神を侮辱するのであ

る。「彼等の為に後の
うれ

患いは先より更に

甚だし」（ペトル後公書２：２０―２１）。

このような偽善の痛悔をし、大いなる機

密をもてあそび、それを馬鹿にすること

によって、罪なる生き方が印せられ、動

かし難いものとなり、その人の捨て難い

財産となる。

好んで罪を行いつづける人について、

神学者聖イオアンは次のように言ってい

る。

「
およ

凡そ罪を犯す者は未だ彼（主イイス

ス・ハリストス）を見ず、未だ彼を
し

識ら

ざるなり。
しょうし

小子よ、人に惑わさるる
なか

勿れ。

罪を行う者は悪魔に
よ

由る。凡そ神より生

れし者は罪を行わず、
けだ

蓋しその種は彼の
うち

衷に存す、彼は罪を犯す
あた

能わず、神より

生れしが故なり。神の子と悪魔の子とは
か

斯く知らる」（イオアン第一公書３：６

―１０）。

どの人が神の子であり、どの人が悪魔

の子であるかは、はっきりとしている。

その識別方法は明らかであり、だましは

利かない。好んで罪に生き、肉体の歓楽

に溺れる者は、ハリスティアニンと自称

したとしても、悪魔の子である。それに

対し、神の子たちの特徴は、福音と聖な

る教会の教えにしたがって生き、弱さの

故に犯してしまう罪を速やかに悔い改め、

痛悔によってそれを癒すことである。

義人といえど、まったく罪のない人は

ひとりもいない。義人にとっても、悔改・

痛悔の薬を服用することが必要である。

「若し我等罪なしと言わば、即ち自ら欺

きて、真実は我等の
うち

中に在らず」（イオ

アン第一公書１：８―１０）と聖使徒イ

オアンが証言する通りである。

初代教会のハリスティアニンたちは、

異教を離れると共に、異教徒の生き方を

も離れた（ペトル前公書４：３―４）。

聖使徒ペトルは、その生き方を「放蕩の

極み」と呼んでいる。大衆娯楽は言わず

もがな、異教徒たちの営みのすべては多

種多様な形で情欲を満たすことを目的と

した。情欲は、洪水のごとく社会に氾濫

していた。罪深い、淫らな生き方は、異

教徒たちの生活そのものであり、彼らの

社会の心なのであった。そうした生き方

は、ハリストス教とは絶対に相容れぬも

のである。

  悔改を愛するようにしよう。そうすれ

ば、救いを得るであろう。主の手から、

一生の悔改の賜を受けよう。そうすれば、

時がきてやがて永遠の救いの賜を受ける

であろう。至仁なる神は「悔改を与えて、
いのち

生命を得しむるなり」（聖使徒行実１１：

１８）。神は、真に悔改をし、神と和睦

し、悔改によって神に結合した者に福楽

の永世を与えてくださるであろう。なぜ

なら、「救いは主に依る」（聖詠３：９）

からである。光栄は世々に彼に帰す。ア

ミン。


