
断肉の主日

「主の再臨について」

（マトフェイ２５：３１―４６）

「人の子はその光栄を以て来らん」（マ

トフェイ２５：３１）。

至愛の
けいてい

兄弟よ、ついこの間、我々は、

洞穴に生まれ、
うぶぎ

産衣に包まれ、飼葉桶に

置かれ、人性を受けると共に、罪以外に

人の弱きを全て受けた我が主イイスス・

ハリストスを静観した。また、イロド王

に迫害され、殺人者の剣からエジプトに

逃れ、イウデヤに戻り、敢えてそこに留

まらず、僻地ガリレヤの貧しく目立たな

い町ナザレトに住みつき、洗礼を必要と

する人たちと同じく洗礼を受け、悔改と

天国の到来を伝える主を静観した。それ

はつい最近のことで、今度はまた別の静

観をするための準備をしているところで

ある。人間に可能な限りその静観にふさ

わしい者となるため、我々の霊眼、すな

わち己の知と心を
あらかじ

予 め清浄にしておく

斎の行に取りかかろうとしているのであ

る。また、その斎の行によって我々の肉

体をも、より軽くしようとしている。肉

体は、いわば我々の精神をさえぎる
とばり

帷で

ある。我が救主は我々のために十字架に

かかり、十字架の上で我々と神との間の

隔たりの中垣を取り除いてくださったが

（エフェス２：１４）、然るべき清心・

信仰・傷感をもって、その主に心の目を

向けようとしたときに、厚すぎて不透明

な肉体の帷が妨げとならないように、斎

によって肉体を軽くし、その帷をより透

明にしなければならないわけである。さ

らに、もう一つ我々を待ち受けている、

恐るべき静観、恐ろしい出来事がある。

我が主イイスス・ハリストスの再臨であ

る。主の第一の降臨は、既にあった出来

事として敬虔な心でそれを回顧して静観

することができる。それに対し、主の再

臨は未来の出来事であるから、我々は、

その出来事を鮮やかに描写する神の言葉

をもとに、それを想像することができる。

主の再臨を描く聖書の言葉は心を打ち、

神を畏れる思いを起こし、肉体にしたが

って生きることによって就いてしまった

深い眠りから我々を起こし、己の永遠の

運命を全く心にかけない惰眠から我々を

醒ましてくれることができる。「人の子

はその光栄を以て来らん」

我が主がこの世に来られ、地上に住ま

われた第一の降臨は、常に深い謙遜に満

ちていた。世に尊重され、高く評価され

ることには、主は無関心であった。主は、

この世の栄華を極めた姿で、また、豪華

絢爛たる形で、お祭り騒ぎのうちに降臨

することをよしとされなかった。主は、

神の誡めを犯した者たちが追放された国

として、地上に来られたのである。楽園

にあって神の誡めを犯した者たちが高貴

なる楽園から落とされた、悲しみの国と

して、地上におられ、行動せられた。滅

びし者たちを贖う贖罪主として地上にお

られ、行動し、神に背いた人類が見舞わ

れた諸々の災難に参与せられた。人々に

踏み躙られる貧者の如くなり、枕する所

のない旅人となり、迫害され、侮辱され、



常に仇を善で返した。「
けだ

蓋し人の子の来

りしは、人々の
たましい

霊 を滅ぼさん為に
あ

非ら

ず、
すなわ

乃ち之を救わん為なり」（ルカ９：

５６）。そして、やがて苦しみと辱めの

死によって、その地上の旅を終えられる

こととなった。その死は、普通の人の権

利も持たない犯罪者や奴隷が処せられた

死刑によるものであった。神の子が地上

に来られた第一の降臨は、かくの如きも

のであった。そして、時が来れば、主は

再び我々の地に降臨するであろう。「（同

時に神の子である）人の子はその光栄を

以て来らん」。第一の降臨は、主が人の

弱きを担い、己によってそれを滅ぼす贖

い主としての降臨であった。その再臨は

審判者としての降臨となり、神が人に賜

わった神聖なる贖いに対して、人がどの

ような態度をとったかが問われる降臨と

なるであろう。「人の子は、その光栄を

以て、諸々の聖なる天使と
とも

偕に来らん時、

万民彼の前に集まり」（マトフェイ２５：

３１）、その行いを審判され、その行い

に応じて賞罰を受けるであろう。

世間でも、じき監査官が来るという知

らせを受けると、事務をきちんと整理す

る処置を講じ、褒められるよう、一生懸

命に努める。いわんや、我々一人一人の

運命が決定されるハリストスの審判に心

を用いなければならない。審判者は、言

い難く恐るべき方である。その威厳、そ

の全能は恐るべきものであり、主は人の

霊の奥までも悟り、人の密かな思いや細

かい感情が一つも隠されていない方とし

て、まさに恐るべき審判者である。主の

審判では、言い訳は利かない。「（罪に

よって死した者のみならず）凡そ
いのち

生命あ

る（敬虔なる）者は、
いつ

一も爾（主）の前

に義とせられざらん」（聖詠１４２：２）。

「爾は爾の審断に義にして、爾の裁判に

公なり」（聖詠５０：６）と、上よりの

霊感を受けた預言者は、来たる審判者を

迎えて叫ぶ。審判者の面前に立つと、す

べての人は
おのの

慄き震えるであろう。罪人だ

けでなく、義人もまた然りである。罪人

たちが慄くのは、受けるべき責苦を待っ

て絶望に陥り、世の終末による世界の異

変に度肝を抜かれるからである。彼らは

「山と
いわ

巌とに言う、我等の上に
お

墜ちて、

我等を宝座に坐する者の
おもて

面、及び
こひつじ

羔 の

怒りより
かく

匿せよ、蓋しその怒りの大いな

る日至れり、
たれ

孰か
よ

能く立たん」（黙示録

６：１６―１７）。彼等は震え慄き、主

に讃美を捧げるが、すでに遅い。創造主

がその近づき難く耐え難い光栄を謙遜の

衣で覆い隠した時のみ、被造物は自由に

思いや感情をほしいままにし、自由に言

葉を使い、自由に行いをすることができ

た。創造主がその光栄をもって現れる時

は、その偉大なる光栄の前に被造物の自

由は尽きてしまうであろう。例えば、ど

うすることもできない状況に置かれたと

き、人の性質として自由を保ちながらも、

あたかも自由を取り上げられたかのよう

になることと同じである。主を不倶戴天

の敵として憎んだ人たち、主を目の
かたき

敵と

公言し、十字架につけたユダヤの議会で

さえ、審判者を迎えるときに讃美を捧げ

ることとなるであろう。「爾等は人の子

が大能の右に坐し、天の雲に乗りて来た

るを見ん。今より後、主の名に因りて来



たる者は祝福せらると、云うに至るまで、

爾等我を見ざらん」（マトフェイ２６：

６４、２３：３９）と、主が彼らに予告

した通りである。

義人が慄くのは、現われた審判者の測

り難い光栄のためである。彼らは己の義

を省み、至高の義たる主を前に、彼らの

義は乞食の
 ぼ ろ  

襤褸のように思えるであろう。

彼らは、己の義が免罪を保障しないこと

を悟り、限りない神の憐れみを頼みに免

罪を望むであろう。「悉くの審判を子に

委ね」（「衆皆子を敬うこと、父を敬う

が如くせん為なり」）（イオアン５：２

２―２３）、己の「権能と大いなる光栄」

（ルカ２１：２７）を表した神を前に、

神使でさえ戦きと恐れに包まれるであろ

う。心を持たない物質の自然界も神の子

の眼差しに耐えられず、「天は
ゆ

逝くこと、
まきもの

書巻を
ま

捲くが如く、山と島と皆移りて、

その処を離れる」（黙示録６：１４）で

あろう。

ハリストスの審判において義とせられ

るために必要なのは、愛の心を行いで表

す、他人への憐れみである。愛の心を持

つことを行為で証する憐れみを他人に施

した者のみが、審判の時に神の憐れみを

受けるであろう。「我、
あわれみ

矜恤を欲して
まつり

祭祀

を欲せず」（マトフェイ９：１３）と、

来たるべき公平無私の審判者は告げた。

憐れみを愛した者はそれによって義とせ

られ、憐れみを退けた者はそれによって

定罪せられる。憐れみは勇ましく主の前

に立ち、主の面前にその諸子を携え来る

であろう。憐れみの諸子とは、すなわち

飢える者に食物を、旅人に宿を、裸の者

に着物を与え、病人や囚人を見舞うなど

して、目に見える形で憐れみを行なった

人々である。また、隣人が躓けば裁いた

りせず、侮辱されれば赦し、呪われれば

祝福し、悪いことをされれば善いことで

返すなど、隣人を憐れみ、己の心の中で

憐れみを行なった人々も、憐れみによっ

てハリストスの前に連れてこられるであ

ろう。また、朽ちざる糧である神の言葉

を兄弟に与え、罪によって裸となった人

たちに徳行の着物を着せ、魂を病む人た

ちに属神 の゚薬を与え、無信仰・迷信の獄

中にある者を訓戒のことばによって忍耐

強く見舞った教会の牧者も、その憐れみ

によってハリストスの前に連れてこられ

るであろう。さらに、己の内に生きるハ

リストスを神秘的に知る本格的な知識を

獲得し、福音の義に飢え渇き、克肖と聖

性を己に着せることに努め、人の最も微

妙な病であるこの世への執着から己を清

め、それによって福音に適った自由を手

に入れた謙虚なる修道士たちも、憐れみ

によってハリストスの前に連れてこられ

るであろう。また、己自身にのみ憐れみ

を施すことができた者、すなわち内省に

よって己を見舞い、悔改によって己を魂

の赤貧状態と病、及び罪の獄から自由に

した者も、憐れみによってハリストスの

前に連れてこられるであろう。頑なにな

った心にとって、悔改は不可能である。

悔改のためには、心が和らぎ、己が罪に

陥っている哀れな状態に対して憐憫の情

を催すことが必要である。心は、己への

憐れみの気持ちに満ちてはじめて、悔改

が可能となる。そうしてはじめて、隣人

を裁くことを止め、己を省み、救いを得

るために己を罪し、己の傷に悔改の薬を



つけることができるようになる。ハリス

トスは、全人類とひとりひとりの人をご

自分によって贖ってくださった。己自身

に対してのみ憐れみを施した者、すなわ

ち己の飢えている魂を神の言葉で養い、

聖神 に゚よってもたらされる心情にて魂を

飲ませ、次から次へとあらゆる種類の罪

を犯すという破滅的な旅から魂をそらし、

敬虔さと徳行の家に魂を宿らせ、魂に善

行を着せ、犯してきた罪を告解し、その

罪と正反対の行いをすることによってそ

の罪の傷を癒し、肉の思いという獄から

己を解放し、属神 の゚思いと属神 の゚心境に

入った者は、主イイスス・ハリストスご

自身にこれらのことを行なったと認めら

れるであろう。憐れみを行なったすべて

の人は、それによってハリストスの前に

連れてこられ、ハリストスから免罪と永

福を受ける。主は、彼らにかく言うであ

ろう。「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。蓋し我が飢えし時、爾等我に

食わせ、我が渇きし時、我に飲ませ、我

が旅せし時、我を宿らせ、我が裸なりし

時、我に
き

衣せ、我が病みし時、我を顧み、

我が
ひとや

獄に在りし時、我に来れり。我誠に

爾等に
つ

語ぐ、爾等が之を我が
こ

此の
い

至と小

さき
けいてい

兄弟の一人に行いしは、即ち我に行

いしなり」（マトフェイ２５：３４―３

６、４０）。

神の子が審判のために来ることによっ

て世の
いのち

生命が絶たれる日時を、我々は知

らない。神の子の
めい

命により、各自の地上

の生命が終わり、身体を離れさせられ、

公審判の前に、死後に人を待ち受ける私

審判において、地上の人生をどのように

過ごしたかを問われる日時も、我々は知

らない。至愛の兄弟よ、永世の境目に我々

を待ち受け、世々に我々の運命を不可逆

的に決定づける恐るべき審判に備えて、

警醒しよう。あらゆる徳行、中でも憐れ

みを備え、準備しよう。憐れみは諸徳を

包含し、諸徳の頂である。なぜなら、憐

れみの起因である愛はハリスティアニン

の「完備の
そうこう

総綱」（コロサイ３：１４）

だからである。憐れみの心に満ちた人は、

神の如き者となる（マトフェイ５：４４、

４８、ルカ６：３２、３６）。「
あわれみ

矜恤あ

る者は
さいわい

福 なり、彼等矜恤を得んとすれ

ばなり。矜恤を施さざりし者は、審判せ

らるる時に矜恤を
え

獲ざらん」（マトフェ

イ５：７、イアコフ公書２：１３）。ア

ミン。


