
税吏及びファリセイの主日

「祈りと悔改について」

（ルカ１８：９―１４）

今日の福音経には、神をなだめた税吏

の祈りについて述べられている。この祈

りは「神よ、我罪人を憐れめ」（ルカ１

８：１３）という短いものであった。こ

こに、注目に値する点が二つある。一つ

目は、神がこれほど短い祈りを聞き入れ

てくださったことである。二つ目は、こ

の祈りが唱えられた場所は聖堂であり、

時は聖詠などの祈祷が誦経唱歌される公

の奉神礼の最中だったことである。福音

書はこの祈りを善しとし、祈りの模範と

して挙げている。故に、この祈りについ

て考えてみることは我々の聖なる義務で

ある。

税吏は、神の前に胸中を吐露する手段

として、なぜ何か厳かで感動的な聖詠で

はなく、そのような短い祈りを選び、奉

神礼を通して終始そればかりを繰り返し

唱えていたのか。答えは、聖師父から引

用しよう。「魂に真の悔改が芽生え、無

数の罪が見えてきて謙遜と痛悔の心が育

つと、多言の祈祷は合わなくなり、でき

なくなる。心内に注意を集中して、一心

に己の哀れな状態を見つめつつ、魂は一

つの短い祈りによって神に叫ぶようにな

るのである」（ヴォローネジの聖ティホ

ン）。

人が己の罪深さを観ることを神から賜

われば、その観はあまりに広大で、雄弁

多弁で言い尽くせないものがある。そう

したとき、短い単純な祈りの文句こそ、

魂の嘆きを表現するのに適確である。深

い悔改の心を得たい者は、その手段とし

て、集中力と慎みを尽して短い祈りを唱

えることが最良である。聖なる文句では

あっても、多言を避けることは、知が雑

念を切り捨て、一心不乱に内省に集中す

るのに大いに役立つ。階梯者聖イオアン

はこう言っている。「汝の知が祈祷の文

句について思い巡らすことに陥らないよ

うに、多弁な祈祷をしないようにせよ。

税吏の一言が神をなだめ、一つの的確な

文句が盗賊を救った。祈りのとき、多弁

さはとかく知を散漫な状態と空想に陥れ、

言葉を少なくすることは知を集中させる

のである」（『階梯』、第２８章）。

集中して短い祈りを唱えることが大い

にためになることから、聖なる教会は、

信者が一つの短い祈りを身につけておく

ように諭している。そのような祈りを身

につけた者は、どこにいても、またいか

なる時にも、神に祈りを捧げることがで

きる。旅するとき、食卓についていると

き、手仕事をするとき、他の人と共にい

るとき、いつでも神に向かって叫ぶこと

ができるのである。口によって祈ること

ができない状況では、知によって（つま

り心の中で）祈ることができる。こうい

った場合、短い祈りが便利であることは

明らかである。仕事などしているとき、

長い祈祷文は意味と順序が分らなくなり

やすいが、短い祈祷は常に完全な状態で

保たれ得るからである。唱えることを中

止してしばらく経った後も、また容易に



唱え始めることもできる。奉神礼の最中

でさえ、心の中で短い祈りを繰り返し唱

えれば、非常に役に立つ。それは、聖堂

で誦経唱歌される祈祷文から注意をそら

さないばかりか、知を散漫さから守り、

さらに集中して公祈祷に耳を傾けること

に役立つのである。知は、痛悔の心を引

き起こす短い祈りを繰り返し唱えること

によって内省に留まるようにならなけれ

ば、たやすく散漫な状態に陥り、教会の

祈祷と聖歌に注意を払わず、奉神礼の最

中に雑念や空想に走るであろう。今日の

福音経に登場するファリセイに起こった

のは、まさにそのようなことである。彼

は奉神礼に不注意であり、罪深い思いに

耽っていた。そのため、ただでさえ弱か

ったファリセイの祈りは、すっかりその

価値を失うばかりでなく、ファリセイが

神から咎めを受ける理由とまでなった。

ファリセイの祈りは、神によって拒絶さ

れた。神の怒りを買って神殿を出たファ

リセイは、己の魂の災難を知りもせず、

それを感じずにいた。その理由は、悔改

を知らない彼の心が自尊心と自己欺瞞に

捕われていたからである。常に短い祈り

を唱えることが習慣となれば、それは人

にとって呼吸することのように自然なこ

ととなる。興味ある話に注意深く耳を傾

けるとき、相槌を打ったり感動詞を入れ

たりすることは、集中力を落とさないば

かりか、それを高める。同様に、短い祈

りを唱える習慣を身につけていれば、聖

歌・聖詠・祈祷に耳を傾けるとき、短い

祈りによってそれらに共鳴するこころを

表わすことができるのである。

聖なる四旬節1の奉神礼を通して、参祷

者はよく「神よ、我罪人を浄め給え」と

いう祈りを耳にする。同じ祈祷を何回も

繰り返すことは、何のためにあるのか。

それは、我々がそれを度々唱えることを

身につけるためである。「主憐れめよ」

という別の短い祈りが度々繰り返される

ことも、やはりその目的のためである。

税吏の祈りを善しとした救世主は、

我々が至聖なる主の名を使って祈ること

を許し、賜わってくださった。主イイス

スの名を使った祈りは「イイススの祈

り」2と呼ばれる。「イイススの祈り」と

いう呼び方は、この祈りが主によって定

められ、また実際に主イイスス・ハリス

トスの名が唱えられることに因んでいる。

旧約時代、人はまだはっきりと知らない

神に祈ったが、新約の時代が到来すると、

以前の祈りに加えて、神と人の間をとり

なす仲保者である主イイスス・ハリスト

スに祈ることが与えられた。神性と人性

が一緒になったその仲保者は、人知の及

ぶ限り
つまび

詳らかに人々に神のことを解き

明かし、「神を
あらわ

彰し」てくださった（イ

オアン１：１８）。新約時代の人は、そ

うした仲保者として神人に祈ることを賜

わったのである。「神よ、我罪人を憐れ

み給え」という旧約時代の祈りには、「主

イイスス・ハリストス、神の子よ、我罪

人を憐れみ給え」という新約時代の祈り

が相当する。旧約時代に神に仕えた人々

は前者の祈りを使用していた。新約時代

の人々は前者をも使用するが、専ら後者

                                               
1 大斎の意。
2 「主イイスス・ハリストス、神の子よ、我罪人を憐れ

み給え」という祈り。



を使用するようになっている。なぜなら、

神人はイイスス・ハリストスという名そ

のものに奇蹟を行う霊力を伴わせること

を望まれたからである。絶えざる祈りと

して、「主憐れめよ」という祈祷も使わ

れる。それはイイススの祈りの省略であ

り、イイススの祈りの全文を唱えること

が困難な場合（例えば、驚いた時、思い

がけない喜びの時、重病の時、属神 の゚異

象の時など）、その代りに唱えられるも

のである。属神 の゚異象の場合、知が「主

憐れめよ」と呼ぶことは、知が清められ

てから現れる、人知を超え、言葉では言

い表せない恩寵的な悟りへの応唱の役割

を果たす（フィロカリア、ダマスクの聖

ペトル）。

これらの祈りでは、「憐れめよ」また

は「憐れみ給え」という単語はどういっ

た意味を持っているのか。それは、人が

自分が滅びていることを自覚することで

あり、己に対する憐れみを感じることで

あり（これは主の命であるが、滅びてい

る己を憐れむ心を持つ者は極めて少な

い）、自尊心を捨てることであり、神の

憐れみを願い求めることである。その憐

れみがなければ、滅びし者は救いを得る

望みがない。神の憐れみとは、他でもな

い聖神 の゚恩寵である。我々罪人は、絶え

ず辛抱強く神にその恩寵を願い求めなけ

ればならない。「我が主よ、汝の恩寵を

失って哀れな状態に陥った我を憐れみ、

再び汝の恩寵を我の中に宿らせ給え。悪

魔による誘惑と、堕落した我の本性によ

る誘惑に抵抗できるようになるために、

「主宰たる神 を゚以て」（聖詠５０：１４）、

汝の力の神 を゚もって、我を強め給え。狂

いの状態から起き、我が足を徳義に適っ

た道に向けるために、貞潔の神 を゚我に与

え給え。弱小な被造物が己の造物主、大

いなる神を畏れなければならないから、

汝を畏れる神 を゚我に与え給え。汝への畏

怖の心の故に、汝の誡めを忠実に守るた

めである。汝を離れたり、忌々しい罪に

惹かれたりすることがないように、汝を

愛する心を我のうちに植えつけ給え。汝

の平安を我に与え給え。魂の平和が破ら

れたり、思いが必要もなく世界をさまよ

ったりせず、汝の平安が我が思いを内省

に向け、そこから汝の宝座の前に昇らせ

るためである。怒りと憎しみを断ち、常

に我が諸兄弟に対して親切であるように、

温柔の神 を゚我に与え給え。謙遜の神 を゚

我に与え給え。高ぶったり、思い上がっ

たり、人からの誉れや名声を求めたりせ

ず、我は塵および灰であり、罪に陥って

不当さの故に地に落とされた存在であり、

死後、この身体とこの世を離れ、汝の恐

るべき偏視せざる審判に立たされるべき

存在であることを忘れないためである。

神よ、我罪人を憐れみ給え。主イイスス・

ハリストス、神の子よ、我を憐れみ給え。

主憐れめよ」（長老パイシイによる「主

憐れめよ」との祈りの解釈より）。

多くの人は、決められた回数をこなす

ことだけに努め、非常に急いでこれらの

短い祈りを唱える。そのような祈り方の

せいで、祈りは心まで届かず、人は祈り

にふさわしい働きを覚えずじまいとなる。

その働きとは、すなわち傷感の心である。

聖師父が正しく指摘するように、そのよ

うに祈る者は神に祈るのではなく、ただ

空気を振動させるだけである（ソーラの



聖ニール）。我々は聖堂に立っていると

き、なぜ退屈するのか。祈りの働きを体

験していないからである。お腹が空くと、

急いで食卓につこうとするのは何故か。

体験的に食物の意義を知っているからで

ある。では、聖堂に行くとき、急ごうと

せず、祈祷の途中に遅めに来るのは何故

か。それは、祈りの意義を体験的に知ら

ないからである。祈りは魂の糧の役割を

果たし、魂に属神 の゚力をもたらすもので

ある。祈りの意義を体験的に知らないの

は、注意を集中せず、急いで祈るからで

ある。長くても注意のない祈りが魂にも

たらす効果は、鉄の屋根の上に降る豪雨

に似ている。いくら雨が降っても、雨水

は屋根から流れ落ちるだけで、屋根には

何の影響もない。反対に、注意を集中し

た祈りは、種が蒔かれた畑の上に降り、

作物をうるおし、豊作をもたらす慈雨に

喩えられよう。祈祷の量のみに心を砕き、

その質に留意しないという過誤は、祈り

の行者からその行の実を奪ってしまうこ

ととなる。聖なる祈りによって養われ、

それを親しき友とした聖師父たちは、そ

の重大な過誤を直させるため、短い祈り

に限らず、総ての祈祷文を特にゆっくり

と唱え、祈りの文言に集中し、細心の注

意を払って祈るようにと命じている3。祈

                                               
3 聖詠経を唱える前にどのような準備をすればよいかと

の訓戒には、次のように書かれている。「先ずは、心が

静まるまでしばらく立って待つべし。その後、いきなり

ではなく、嫌々ながらでもなく、すなわち傷感と痛悔の

心をもって「悪人の謀に行かず、云々」と唱え始めよ。

静かに、わきまえをもって、集中して、急がず、何を唱

えているかが自分で解るように唱えるべし」（「聖詠経」）。

（訳注、日本語版「小祈祷書」に収められている朝の祈

祷文の前に、同じような訓戒が載っている。「覚め興き、

諸業に先だちて、見ざる所なき神の前に己を思い、敬（つ

つし）みて立ち、己に十字架を画して誦すべし。「父と

子と聖神の名に依る。アミン。」 之をしばらくして、爾

祷をゆっくりと唱える場合、そのような

集中は可能である。急いで唱える場合、

集中は不可能となる。集中のない祈りは、

祈りの本質を失い、その命脈を失ってし

まう。そうした祈りは、霊魂が離脱した

死体のようなものである。その祈りは、

謙遜の香りを放たず、神のところに昇ら

ず、散漫さによって死したものとなり、

この世の腐敗と悪臭を這い回り、冷淡な

心によってぞんざいに祈る者をその腐敗

と悪臭で満たす。注意を集中した祈りが

心に及ぼす効果とは、罪を嘆き悲しむこ

とである。その福なる悲しみこそ、神に

よって命ぜられた悔改なのである。そし

て心は、悔改の気持ちに満たされれば、

今度は知が更なる集中に導かれていく。

集中と傷感があれば、あらゆる聖神 の゚恩

賜が魂に降り、それを神の
でん

殿となす。

我々の祈りに二つの性質が備わるよう

にしよう。すなわち、集中と悔改である。

願わくは、その二つの翼によって、わが

祈りは天に昇り、神に届き、我々のため

に憐れみと赦しを得させることを。福な

る税吏の祈りは、その両方の性質を備え

ていた。己の罪深さを痛感した税吏は、

救いを得ることについて、己の行いを頼

みとせず、すべての罪人を悔改に招き、

悔改すればそれだけで救いを賜わる神の

憐れみのみを頼みとした。己の中に善を

何一つ持っていない罪人として、税吏は

神殿の末座についた。天にふさわしくな

い罪人として、彼は敢えて天に目を向け

ることすらできなかった。税吏は地面に

                                                                 
が感覚の鎮まり、爾が思いの地上を離るるを俟（ま）ち、

然る後、心を用いて、徐（しず）かに左の祈祷を誦すべ

し」）



目を落とし、悔改をもって胸を打ちなが

ら、心の奥底から「神よ、我罪人を憐れ

み給え」と熱心に祈った。

その祈りは実に熱心で切実なだけあっ

て、神殿を出たとき、罪人は神によって

義とせられていた。人の心を悟る救世主

がそれを証せられた。そして、悔改した

罪人について、次の預言者の言葉が成就

した。「主はシオン（陥罪によって崩壊

した人の魂）を建てて、己が光栄の
うち

中に

顕れん、
たよりなきもの

無憑者の
いの

祷りを顧みて、その願

いを軽んぜざらん。（すべてのハリステ

ィアニンと全人類がそれを知るため）是

れ後の世の為に記されん、（注意を集中

した祈りと悔改とによって建てられる）

未来の民は（甘んじて人性を受け、御自

分の霊妙なる摂理と教えとによって人々

を救ってくださった）主を
あが

崇め
ほ

讃めん」

（聖詠１０１：１７―１９）。アミン。


