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「隣人を愛することについて」

隣人を愛することほど、素晴らしく、

楽しいことはあろうか。

愛することはこの上ない幸福であり、

憎むことはこの上ない苦痛である。

神と隣人を愛することに、律法と預言

者のすべてが集約されている（マトフェ

イ２２：４０）。

隣人を愛することは、神を愛すること

への道である。なぜなら、ハリストスは

神秘的に我々の隣人ひとりひとりのうち

に在ることをよしとし、ハリストスのう

ちには神が在るからである（イオアン第

一公書）。

至愛の兄弟よ、隣人を愛せよとの誡め

は我々の堕落した心にとって親しみやす

いものであると思ってはならない。誡め

は属神 の゚ものであるが、我々の心は肉と

血気の支配下にある。誡めは新たなるも

のであるが、我々の心は
ふる

旧きものである。

自然として我々に具わっている愛情は、

陥罪によって損なわれている。ハリスト

スが命ずるように、その愛情を殺し、ハ

リストスに在って隣人を愛する、聖なる

愛を、福音から取り入れる必要がある。

新たなる人の性質は、みな新たなるも

のでなければならない。旧き性質は、ひ

とつもその人に似合わないからである。

福音の前には、血気と肉情による愛は

何の価値もない。

実際、血気にはやって主のために命ま

で捨てることを誓い、血気が冷めた数時

間後、主を知らないと誓うような愛は、

何の価値があろうか（マトフェイ２６：

３３、３５、７４）。

福音は、血気と、肉的な心の情感とに

よる愛を拒む。「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

非ず、乃ち
やいば

刃を投ぜん為なり、蓋し

我が来れるは、人をその父と、
むすめ

女をその

母と、
よめ

婦をその姑と分たん為なり、人の

家人はその敵と為らん」（マトフェイ１

０：３４―３６）と、福音はいう。

陥罪は心を血気の支配に従属させ、そ

れによって世君の支配に従属させた。福

音は心をこの支配、この従属から解放し、

聖神 の゚指導のもとに連れてくる。

聖神 ぱ、聖なる愛によって隣人を愛す

ることを教えてくださる。

聖神 に゚よって燃え立たされ、聖神 に゚

よって養われていく愛は、炎である。こ

の炎によって、陥罪で損なわれた、肉的

な、自然な愛の炎は消される（「階梯」

１５章、３節）。

「両方の愛を持つことができると主張

する者は己を欺いている」と、階梯者聖

イオアンは言った（３章、１６節）。

我々の本性は、何という堕落のどん底

にあるであろうか。たとえば、本性とし

て情熱的に隣人を愛することができる者

は、福音が命ずるような愛によって隣人

を愛するためには、己にそれを無理強い

しなければならない。

最も情熱的な自然な愛は、ひどい憎悪

に変わることがよくある（サムエル記下

１３：１５）。



自然な愛は、短剣で表されることもあ

った。

我々の自然な愛は、どれほど傷だらけ

であろうか。その最大の傷は、執着心で

ある。執着に支配されている心は、その

病的な愛情を満足させるためなら、どの

ような不正、どのような不法を働いても

平気である。

「
いつわり

詐偽の
はかり

権衡は主の
にく

悪む所、正しき
めかた

重量

はその
よろこ

悦ぶ所なり」（箴言１１：１）。

自然な愛は、愛する者に地上のものし

か与えようとせず、天上のことについて

は思いもよらない。

そのような愛は、天と聖神 に゚敵対する。

なぜなら、神 ぱ肉を十字架につけること

を要求するからである。

そのような愛は、天と聖神 に゚敵対する。

なぜなら、それは邪悪の神 、゚悪霊の支配

下にあるからである。

至愛の兄弟よ、福音をひもとき、その

鏡に己の姿を映してみよう。その鏡を見

て、陥罪の故にまとうこととなった旧き

衣を脱ぎ捨て、神によって用意せられた

新たなる衣を着飾ろう。

新たなる衣とは、ハリストスである。

「ハリストスに於て洗を受けし者はハリ

ストスを
き

衣たり」（ガラティヤ３：２７）。

新たなる衣とは、聖神 で゚ある。「上よ

り
ちから

能力を
き

衣する」（ルカ２４：４９）と、

主はこの衣について言われた。

ハリスティアニンが至善なる聖神 の゚

働きによって身にまとうのは、ハリスト

スの性質という衣である。

この衣を身につけることは、ハリステ

ィアニンにとって可能である。「我が主

イイスス・ハリストスを
き

衣よ、肉体の慮

りを慾に変ずる勿れ」（ロマ１３：１４）

と聖使徒は言っている。

先ず、福音を導きに、敵意・恨み・怒

り・非難など、明らかに愛に相反するす

べてのことを脱ぎ捨てよ。

敵のために祈り、のろう者を祝福し、

憎む者に善をなし、隣人が我々に対しど

のような悪事を働いても全てを赦すよう

にと、福音は命じている。

ハリストスに従おうと願う者よ、これ

らの誡めをすべて実地に行うように努め

よ。

福音の命令を心地よく読んで、その中

にある高度な道徳論に感心することだけ

では、足りない。残念なことに、それで

足れりとする人はたくさんある。

福音の命令を行うことに着手すると、

あなたの心の支配者たちは執念深くそれ

に
あらが

抗うであろう。その支配者たちとは、

肉体と血気に支配されるあなた自身の肉

的な状態と、人の肉的な状態という国を

支配する悪霊のことである。

肉の思い、その義と悪霊の義は、名誉

を傷つけられても平気なのか、不利なこ

とをされてたまるかなどと、己の名誉と

利益を守るようにあなたに迫るであろう。

それらに負けず、福音を導きに、主ご自

身に導かれて、勇気をふるってこの目に

見えない戦いに耐え抜くがよい。

福音の誡めを行うためなら、すべてを

犠牲にせよ。このような犠牲なくしては、

それらを行う者となることはできないか

らである。「人若し我に従わんと欲せば、

己を捨てよ」（マトフェイ１６：３４）



と、主はその弟子に言われた。

主があなたと共におられれば、勝利を

期待せよ。主が勝利者となることは必至

だからである。

勝利を得るよう、主に願い求めよ。絶

えず祈り、涙を流すことによって、それ

を願い求めよ。そうすれば、恩寵の働き

があなたの心を訪れ、突然、有頂天にな

るほど、敵を愛する属神 の゚愛がこの上な

く甘美に湧き起こるであろう。

前途にはまだ戦いが横たわっている。

あなたは、まだ勇気を必要としている。

あなたの愛情の対象に目を向けよ。あな

たは、それらがきわめて好きなのか。あ

なたの心は、それらにきわめて執着して

いるのか。ならば、それらを捨てるがよ

い。

愛の法を定める主がそれらを捨てるこ

とをあなたに要求しているのは、愛と、

愛する者をあなたから奪うためではなく、

罪の不純物によって汚されてしまった肉

的な愛を捨てたあなたが、聖なる、純潔

な、属神 の゚愛を受け入れることができる

ようになるためである。そうした愛は至

高の幸福である。

いわば心の一部となった愛情の対象を、

どのようにして捨てることができるのだ

ろうか。彼らについて神に次のように言

うがよい。

「主よ、彼らは汝のものです。そして、

私は誰かといえば、何の価値もない、弱

い造物です。今日、まだ地上を旅してい

る間、何かにつけて、私の愛する者の役

に立つことは可能ですが、明日になれば、

もしかするとこの世からいなくなって、

彼らにとって何の役にも立たなくなるで

はないでしょうか。

否応なく死が訪れ、または逆境に置か

れて、私が自分のものと思っていた者と

強制的に離れさせられ、彼らは私のもの

ではなくなります。実際は、彼らは私の

ものではなかったのです。私と彼らの間

に何らかの関係があっただけです。この

関係に欺かれて、私は彼らを私のものと

思い込んでいました。彼らは、もし実に

私のものであったならば、いつまでも私

の所有でありつづけたでしょう。

被造物は、ただ造物主のみの所有です。

造物主が彼らの神であり、彼らの主宰で

す。主よ、汝のものを汝にお返しします。

私は不当に彼らを自分の所有と思い込ん

でいただけです」と。

彼らにとって神のものであったほうが

よい。神は永在・遍在・全能・至善の方

である。神に属する者にとって、神は誰

よりも頼り甲斐のある助け主である。

神に属するものを、神は人にお与えに

なる。そうすると、その人にとって彼ら

は肉体としては時間的な期限つきで、精

神としては永遠に、自分のものとなる。

ただし、これは神がその賜を人に与える

ことをよしとされた場合のはなしである。

真の隣人愛は、神を信ずることに基づ

いている。それは神に在る愛だからであ

る。「願わくは皆
いつ

一と為らん、父よ、爾

が我に在り、我も爾に在るが如く、願わ

くは彼等も我等に在りて一と為らん」（イ

オアン１７：２１）と、救世主はその父

に祈った。

謙遜と、神への忠誠は、肉的な愛を殺

す。ならば、その愛は自尊心と不信心に



よって生きているということになる。

法の許す範囲内で、あなたの愛する者

のためになることをするがよい。ただし、

いつでも彼らを神に委ねるように留意せ

よ。そうすれば、盲目的な、本能的な、

肉的なあなたの愛は、少しずつ、分別の

ある、聖なる、属神 の゚愛に変わっていく

であろう。

なお、もしあなたの愛が法に反する執

着であるならば、汚物としてそれを捨て

るがよい。

あなたの心が自由でない場合、それは

執着のしるしである。

あなたの心が捕らわれている場合、そ

れは愚かなる、罪深い情欲のしるしであ

る。

聖なる愛は純潔であり、自由であり、

完全に神に在るものである。

その愛は聖神 の゚働きである。聖神 ぱ、

心が清められていくにつれ、その働きを

心にあらわすようになる。

敵意と執着と肉的な愛とを捨てた後、

属神 の゚愛を獲得するがよい。「悪を避け

て、善を行え」（聖詠３３：１５）。

神の像として隣人を敬うがよい。その

敬いは心の中で奉られるもの、他人の目

には見えず、あなたの良心だけが知って

いるものでなければならない。あなたの

言動は、そうした密かな内心に見合った

ものとなればよい。

老若男女を問わず、貧富の別なく、隣

人を敬うがよい。そうすれば、あなたの

心には少しずつ聖なる愛が現れはじめる

であろう。

この聖なる愛の原因は、肉欲や血気で

はなく、情熱的な憧れでもなく、神であ

る。

ハリスティアニンである栄光を持って

いない隣人たちは、創造されるときに受

けた、他の栄光を持っている。彼らは、

神の像である。

神の像が恐るべき地獄の炎の中に投げ

込まれたとしても、私はそれでもそれを

敬わなければならない。

地獄の炎などは、私に関係がないこと

である。神の像がその中に投げ込まれた

のは、神の審判によってである。私がな

すべきことは、神の像に対する敬いを守

り、それによって己を地獄から守ること

である。

目が見えない者をも、癩病者をも、気

が狂っている者をも、乳飲み子をも、犯

罪者をも、異教徒をも、神の像として敬

うがよい。彼らの病や欠点は、あなたに

は関係がないことである。あなたは、愛

の不足がないよう、己を省みればよい。

相手がハリスティアニンなら、彼のう

ちにあるハリストスを敬うがよい。「爾

等が之を我がこの
い

至と小さき兄弟の一人

に行いしは、即ち我に行いしなり」（マ

トフェイ２５：４０）と、ハリストスは

我々に教え、我々の永遠の運命が決定さ

れる際にその言葉を繰り返すであろう。

隣人に対応するとき、この福音の聖句

を忘れないようにせよ。そうすれば、隣

人愛を身につけることができるであろう。

隣人愛を身につけた者は、それによっ

て神への愛に入る。

ただ、もし神を愛していると思いつつ

も、ひとりの人に対してでも心に反感を

抱いているなら、あなたは悲嘆すべき自



己欺瞞に陥っている。

「人若し我神を愛すと言いて、その兄

弟を
にく

悪まば、偽る者なり。神を愛する者

は、亦その兄弟を愛すべし、この誡めは、

我等之を彼（主）より受けたり」（イオ

アン第一公書５：２０、２１）と、神学

者聖イオアンは言う。

属神 の゚隣人愛が現れることは、魂が聖

神 に゚よって一新せられることのしるし

である。「我等は死より
いのち

生命に移りしを

知る、兄弟を愛すればなり、兄弟を愛せ

ざる者は死に居るなり」（イオアン第一

公書３：１４）と、神学者はまた言う。

ハリスティアニンの完全さは、完全な

隣人愛にある。

完全な隣人愛は、神への愛にある。な

お、完全な神への愛はあり得ないことで

あり、その愛の成長には終りがない。

神への愛において成長することは、限

りのないことである。なぜなら、「愛」

は限りなき「神」だからである（イオア

ン第一公書４：１６）。

隣人愛は、愛の建物の土台である。

至愛の兄弟よ、属神 の゚隣人愛を身につ

けるように努めよ。その愛に入れば、神

への愛に入り、復活の門、天国の門に入

ることができるであろう。アミン。


