
大斎第一週間の月曜日

「痛悔機密に備えて」

  はじめに

至愛の兄弟よ、我々はいよいよ聖なる

斎の港に入った。今、特に警醒を強め、

丹念に己を省みるために特別な期間が設

けられ、悔改の門がより広く我々のため

に開かれようとしている。

聖なる修道院に住む者、ハリストスの

近しい弟子、常に属神 の゚乳を糧とする教

会の諸子よ、本来なら、我々は警醒し、

痛悔機密と悔改によって己の罪の汚れを

清めるために特別な期間を設けなくても

よいはずである。もし我々の生き方がハ

リスティアニンの名にふさわしいもので

あったならば、我々の一生が、絶え間な

い警醒と悔改からなっているはずだから

である。我々が達成すべき聖潔の模範は、

完全なるものである。その模範とは、我

が主イイスス・ハリストスである。「爾

等を召したる聖なる者に倣いて、己も
また

亦

凡そ行う所に聖なれ。蓋し
しる

録して云える

あり、我聖なるに因りて、爾等も聖なれ

と」（ペトル前公書１：１５―１６）と

聖使徒は言う。聖潔の模範が限りなく完

全であるが故に、悔改と浄化には限度が

ない。その実践に熱心な努力を傾ける者

でも、完全な浄化を達成することは不可

能である。何千年にわたって絶えず悔改

に集中して生きたとしても、完全な浄化

に達することはない。最も偉大な聖修道

者の一人は、臨終の際、自分が悔改を全

うするどころか、それを始めさえしてい

ないことを痛感した（聖大シソイ、アル

ファベット順聖師父言行録と７月１９日

の聖人伝）。選ばれた神の器、荒野の住

人、克肖なる我が諸神父は、現世の荒野

を旅する間、熱心に悔改を実践したため、

永眠するまでに或る程度の聖潔に達成し、

いま天の住人となっているが、絶え間な

く罪に負け、ますます弱ってくる我々は、

この世を去る日、彼らの聖潔さえから程

遠い状態にあるであろう。

常に警醒し、一時も己の魂から目を離

さず、魂の中に多種多様な罪の働きを見

極め、常に悔改によってその病毒から己

を癒そうとする者でも、間違いなく、霊

的に完全な状態に達することはない。い

わんや、常に怠け、漫然と生き、最も大

切なこと、すなわち己の救いについて全

く、若しくは少ししか考えない者をやで

ある。そうした者については、すでに彼

らに裁きを下した聖使徒の言葉、神の言

葉、耳に痛いが間違いのない言葉を繰り

返すしかない。「楽しみを
ほしいまま

縦 にする
やもめ

寡

は、生くとも、死せるなり」（ティモフ

ェイ前書５：５―６）。この言葉は夫を

亡くした妻のみを指していると思っては

ならない。この言葉は誰よりも、ハリス

トスに仕えるために世を捨てた、私とあ

なたがたのことを指している。なぜなら、

修道者は世を亡くした真の寡でなければ

ならないからである。密かなる寡である

修道者よ、私の愚考に耳を傾けるがよい。

あなたがたは、神と永福に対して生ける

者となるために、空しい世に対して死せ

る者となったか。聖書と己をよく究め、

聖書に記された人のあるべき姿と己の魂



の姿を照し合わせた上、自分が実際に世

に対して死せる者となったか、少なくと

もそのための努力を始めたか、自分が神

によって生き返らせていただいたことを

感じているか、自分の思いと望みが来世

に移っているか、について自問してみる

がよい。これらの問いに肯定的に自答で

きる者は、ごく稀である。我々は、むし

ろ一人残らず上に引用した聖書の恐るべ

き宣告に該当すると認めざるを得ないで

あろう。世を愛する肉の耳と心にとって、

その宣告は聞くに堪えないものである。

だが、地上の旅がまだ続き、悔改と改心

の余地があるうち、それを耳にしたほう

が得である。これらの言葉があなたがた

に恐れと憂いを引き起こしたならば、そ

れは
さいわい

福 をもたらす恐れであり、この上

なく望ましい憂いである。「蓋し神の為

にする憂いは、悔いなき悔改を生じて、

救いを得しむ」（コリンフ後書７：１０）

と聖使徒は言う。その憂いは現世にあっ

て我々を罪の眠りから醒まし、永世にあ

って憂いと苦痛を味わわされる地獄を逃

れようと努力せしめる。永遠に続く地獄

の憂いと苦痛は筆舌に尽し難く、人知に

測り難い、ひどい苦しみであり、まさに

恐るべきものである。

各自、己を見つめるがよい。これから

あなたがたと私の魂の救いのために記そ

うとしていることを、各自、己に当てて

みるがよい。

現世にあって敬虔に生き、受洗の時に

立てた誓願と、それに加えて修道士の剪

髪の時に立てた清貧と貞潔の誓願にそっ

た人生を過ごせば、我々を待ち受けるの

は天国と永遠の福楽である。だが、眠り

に就いて夢の世界に浸っている人が現実

の世界の悦楽に対し全く無感覚であるよ

うに、我々は神によって用意せられた永

遠の福楽に見向きもしようとしない。

我々は、言い尽くされぬ来世の福楽を思

い浮かべることさえなく、常に地上のこ

とばかりに思いを馳せ、この世の楽しみ

や関心事に一意専心である。自分にとっ

て、また、肉の思いに溺れて肉の目でし

か観ることができない人々にとって、

我々は生きているように見えても、実は

魂として死んでいるではないか（『階梯』

第１８章「無感覚の状態、又は魂の死せ

る状態について」）。

罪と、罪深い快楽のうちに人生を過ご

せば、我々を待ち受けるのは、地獄と、

永遠の火と、地獄に落ちた者を絶えず苦

しめる、尽きざる虫である。ところが、

我々が追い求めているのは、まさしくそ

の快楽ではないか。我々は快楽を望み、

快楽を思い描き、まるで地獄が存在せず、

自分が死ぬことなく永久に地上に留まり、

地上に限りない至福が楽しめるかのよう

に生きている。神の言葉が警告を発し、

恐るべき永遠の責苦を告げるが、我々は

それに全く無関心である。我々の兄弟の

死を見、その葬儀に参加するが、何の影

響も受けない。他人は死ぬが、自分は絶

対に死なないと思っているかのようであ

る。我々は死せる者である上、死を思う

ことも予感することもできなければ、来

世を思うことも予感することもできない。

まさに、我々は死んでいるのである。「爾

は生ける名ありと
いえど

雖も、死せるなり」（黙

示録３：１）と、偽らざる神の言葉はす

べての肉の人々について言う。



神の子が、我々のために地に降り、そ

の死によって我々の死を滅ぼし、我々に

とって
いのち

生命となり、その生命への道とも

なった。神の子は、我々が「肉体をその

情及び慾と共に十字架に釘する」（ガラ

ティヤ書５：２４）ことを求める。主が

それを求めるのは、主ご自身がそれを欲

するからではなく、我々がそれを必要と

しているからである。罪に対し死せるも

のとなった身体でなければ、恩寵に満ち

た生命が花開くことはできない（シリア

の聖イサアク、第２説教）。だが、我々

は神の言葉の音しか聞こえず、まるで知

らない外国語であったかのように、言葉

の意味が心に伝わらず、受け入れられな

いままである。それも大して不思議なこ

とではない。それは、我々の魂の状態の

直接結果である。身体が死んでいる人は

身体の感覚が失われ、人々から称賛され

ようが、巨万の富を与えられようが、裸

にされようが、辱められようが、何も感

じない。同じように、魂が死んでいる人

は、属神 の゚言葉を理解することができず、

属神 の゚恩恵を感じることができず、然る

べく死と永遠の責苦を思う心と、この世

の虚しさを悟る知恵とを持つことができ

ない（ちなみに、この世が虚しいことは

火を見るよりも明らかなことである）。

そういった人は罪によって毒され、死し

ており、現世にいるうちから既に神およ

び福楽とは無縁となり、地獄の犠牲と決

められている。身体が生命を保つ条件は

その内に魂が宿ることであるが、魂が生

命を保つ条件はその内に聖神 が゚宿るこ

とである。

至善の神が言い難く人を愛する慈愛、

その悟り難い仁慈、その言い難い寛忍を、

十分に
ほ

讃め称えることができようか。預

言者と共に、天使の諸軍、人の諸族、さ

らにすべての動物、獣類、鳥類、爬虫類、

大海を旅する魚類、その上、無生物の万

有を讃美に招き、万物が一つの口となっ

て一つの讃美の声を揚げたとしても、言

葉と理解を超えた、崇めらるべき神の至

善を十分に讃め歌うことはできない。兄

弟よ、来たりて神の至善の足下に叩拝俯

伏するがよい。その至善は、今にいたる

まで我々の不法を長く忍び、今にいたる

まで我々の回心を待ち、今にいたるまで

その手を我々のために広げ、罪の砂漠を

さまよう者を招き、悔い改める罪人を受

け入れ、神の子女となす。今、悔改する

ように呼びかける、その声を聞いて、「爾

等の心を頑なにする勿れ」（エウレイ書

３：１５）。「耳ありて聴くを得る者は」

（マトフェイ１３：９）、
つんぼ

聾となっては

ならない。救いをなおざりにし、深い怠

慢の眠りに就いて「
い

寝ぬる者、起きよ」。

肉・罪・腐敗への
いけにえ

犠牲として一生を捧げ

る生き方と、頑なな心と無感覚の故に死

せる者よ、「死より復活せよ」（エフェ

ス書５：１４）。悔改を呼びかける言葉

によって目を醒まし、己の再生を始める

がよい。嘆息の声、涙の声、痛悔の声を

上げるがよい。そうすれば、あなたの内

にまだ
いのち

生命があると認められよう。主は、

あなたが実を結ばないまま一生の日々を

過ごしたことを見て、労なき救いを得さ

せるために、新たなる日をあなたに与え

てくださる。この日には、神父の前に心

から罪を告解することによって、あなた

は罪の重荷を肩から降ろすことができる



のである。

（一）

痛悔は、全能の神によって定められた

ものとして、全能である。痛悔に対抗で

きる罪はない。痛悔は、堕落した人の本

性に与えられた賜である。痛悔は、元来、

人間が無垢状態にあったことを自覚し、

それを失ったことを嘆く心境として、

我々の無垢なる原始状態の名残である。

痛悔は、洗礼によって得られた状態を返

してくれるものである。痛悔は天と地を

つなげるものであり、天への梯子である。

痛悔によって、どの罪も清められ、消さ

れる。極めて重大な罪の重荷を背負って

いたとしても、痛悔にとりかかることを

少しもためらってはならない。果てしな

い大海は、多くの国を経て洋々と流れて

きた大河の水流をも、目立たぬせせらぎ

の細流をも、同じく呑み込む。同様に、

重い大罪と、取るに足りない小さな過ち

は、一様に神の慈しみの深淵に消えてい

く。銀五百枚と五十枚の借りが同じよう

に許された譬えを思い返し、それを確信

するがよい。貸し主は限りなく富裕な方

であり、負債者たちはみな支払能力がな

いのである（ルカ７：４１―４２）。人

の意見では取るに足りない小罪であって

も、それを犯した者がそれを痛悔するこ

とをおろそかにしたならば、その罪は消

されていないままである。また、大罪を

犯しても、痛悔を通して、神の無限の慈

しみと全能によって、その罪は完全に消

される。

姦淫と殺人の罪に陥った聖ダウィドを

思い起こすがよい。知らないうちに、怠

慢が義人の魂に忍び込んだ。怠慢のため、

五感を守らないようになり、守らなくな

った目が思いがけず誘惑の対象に遭った。

誘惑の対象は、聖にせられた魂に罪深い

欲望を引き起こした。欲望に続いて、罪

は実行された。姦淫を行なった後、虚栄

心に基づいた羞恥心が頭をもたげた。傲

慢な心が罪を恥じた羞恥心は、新しい罪

なる願望を生んだ。すなわち、罪を隠し、

人前で義人の仮面を被りとおそうという

願望である。そのために、殺人が行われ

た。長い間、ダウィドは、あたかも何の

罪も犯していないかのように、頑なな、

無感覚の状態にあった。神ご自身からの
けんせき

譴責が必要であった。神の命令によって、

預言者ナファンが、罪を犯したダウィド

を譴責した。そして、ダウィドが「主に

罪を犯せり」と口にするや否や、「主は

爾の罪を除き給えり」（サムエル記下１

２：１３）と主から答えが返ってきた。

全能の痛悔は、大きな町や国を救い、

既に神によって宣告された罰を取りやめ

にすることがあった。例えば、多くの人

が住んだニネヴィヤという町は、神の預

言者によって全滅を告げられたが、心か

ら痛悔することによって神罰をまぬがれ

た。預言者はニネヴィヤの近くに構え、

自分の預言が成就して町が滅ぼされるこ

とを待ったが、ついに何も起こらなかっ

た。

また、偶像を崇拝し、真の神の礼拝者

を迫害・処刑した、不虔なイズライリの

王アハフは、既に神罰が決められ、偉大

なるイリヤによって宣告されていた。不

虔な偶像崇拝に
こうでい

拘泥しながらも、アハフ



はイリヤの言葉で心を動かされ、涙を流

した。この少時間の傷感、この数少ない

涙は、それでも効果を挙げた。「アハフ

は我が面前に傷感を抱けり、この故に我、

彼の世には災を下さず、その子の世に災

をその家に下さん」（列王記上２１：２

９）と、主は預言者イリヤに言ったので

ある。

痛悔がどれほど強い力を持っているか

を実証する例は聖書と教会史に満ち溢れ、

その枚挙にいとまがない。パラディイの

『ラウサイク』の物語によると、ある盗

賊は現行犯で捕まり、フィヴァイダの町

アルセナイトに連行された。彼はさんざ

ん拷問にかけられ、斬首の刑を言い渡さ

れた。彼が悪事を働いた現場は城外にあ

り、町から６里離れていたが、兵隊に連

れられてそこに向かったとき、ある知ら

れざる修道士がその処刑を見ようと、そ

の後について行った。後ろに修道士が歩

いていることを見た盗賊は「師は庵と手

仕事を持っていないのですか」と言った。

修道士は「持っている」と答えた。「そ

れでは、なぜ庵にこもって自分の罪のた

めに涙を流さないのですか」と盗賊が問

うと、「兄弟よ、わたしは怠け者です。

わたしの魂は傷感の情を持っていない。

だから、あなたの死に様を見に来たので

す。もしかすると、それを見ることによ

って、心が動かされるかもしれない」と

修道士は答えた。

すると、盗賊は彼に言った。「師よ、

神のために庵にこもり、救主ハリストス

を讃美しなさい。主が人となって、私た

ち罪人のために死してくださった以来、

人はもはや死ぬことはない」と。

傷感と教訓に満ちた、もう一つの物語

を紹介しよう。

「ある町の近くに、神から預見の賜を

与えられた隠遁者が住んでいた。その町

には、知らない者がいないほどの淫婦が

いた。ある日、隠遁者は、町にあった女

子修道院から天に上る光の道ができ、一

人の魂が天使に導かれ、大いに喜んでそ

の道を上に進み、天の門に近づいていく

ことを見た。隠遁者は女子修道院で誰が

永眠したかを教えてもらうよう、そこに

弟子を遣わした。帰ってきた弟子は、修

道院には永眠者がなく、町からそこに来

た有名な淫婦が修道院の門前で突然亡く

なったという知らせをもってきた。隠遁

者は当惑し、神に異象を説明していただ

くように神に祈りはじめた。神が聖なる

隠遁者に与えた答えは、次のようなもの

であった。

『あなたが見たのは、まさしく元の淫

婦の魂が天に上っていくところであった。

彼女は、悔い改めることを堅く決意し、

修道院に入るためにそこに行った。彼女

が志を果たせず、修道院の門前で亡くな

ったのは、神の決断であった。神は彼女

の志を実際の行いとして受け入れたので

ある』」

この二つの物語は、福音書の約束が成

就した実例である。また、福音書にもそ

のような実例は何と多いことか。罪の重

荷で打ちひしがれていた税吏は神殿に来

て、その謙遜と痛悔の故に義とせられて

神殿を出た。他の税吏ザクヘイは、生き

方を改めることを決心するや否や、アウ

ラアムの子と呼ばれ、「今日救いはこの

家に臨めり」（ルカ１９：９）と神が彼



について告げた。

救世主の足下に伏し、罪への愛を神へ

の愛に変えた淫婦は、「彼の多くの罪は

赦さる、蓋し彼多く愛せり」（ルカ７：

４７）と聞いた。

神人の右側に十字架につけられた盗賊

は、その波瀾万丈の人生の最後の瞬間に

救いを得た。へりくだって、己を断罪に

ふさわしい者と認めるや否や、その心の

目は開け、隣の十字架につけられている

者が神人であることを悟った。悟ると、

すぐ主を受け認めた。受け認めると、途

端に永遠の福楽を約束された。何と福音

の教えに適った出来事であろうか。「我

を信ずる者は、死すと
いえど

雖も生きん」（イ

オアン１１：２５）と主は言った。主は

己について明らかに告げる。「我が来り

しは、義人を召す為に非ず、乃ち罪人を

召して悔改せしめん為なり」（マトフェ

イ９：１３）と。

救世主が地上におられた時代の罪人た

ちが特別な幸運に恵まれていたと思って

はならない。幸運であったのは、罪を告

白し、それを悔い改めることにした者で

ある。逆に、悔改の万能薬を拒んだ者は

罪にとどまり、心が頑なになり、悔い改

めないが故に滅びてしまった。今、我々

も、主イイスス・ハリストスを目の前に

悔改した罪人たちの幸運を自分のものに

することを阻むことは、何もない。主は

己について「
み

視よ、我
つね

恒に爾等と
とも

偕にし

て世の
おわり

終末まで在るなり」（マトフェイ

２８：２０）と、主を信ずる者に言って

いる。あなたが神父の前に立つとき、神

父は「子や、
そ

夫れハリストスは見えずし

て立ち、爾の告解を受く」（聖事経、告

解礼儀）と言って、我々に告げられた真

実を再確認する。ハリストスご自身の前

に立って、大いにして豊かなる憐れみで

ある罪の赦しを主に乞い、それを主から

受けるがよい。

我々は、なぜ引き延ばしばかりするの

か。なぜ行動を起こさず、ためらいと二

心に駆られるのか。悪魔はそれを楽しみ、

それによって我々に対しより強い力を得

る。あなたは言うであろう。長期間にわ

たって重大な罪を数多く犯してきたこと

がためらいと二心をもたらし、常に罪に

陥ることによって魂の力が尽き、志まで

も弱ってきている、と。間違いなく、あ

なたの罪は重大である。どのような医師

にとってもあなたの状態は不治であるが、

全能にして限りなく憐れみ深い医師・主

にとってはそうではない。その医師があ

なたから目を背け、軽蔑と怒りを抱いて

あなたを拒絶することが予想されたなら

ば、あなたの懐疑的な、おどおどした態

度はまだ幾らか許しうるものだったであ

ろう。だが、その医師はあなたを拒絶せ

ず、反ってご自分のもとに招き、ご自分

に就くように切にあなたに訴える。主は

あなたを責めず、その口は厳しいことば

を一言も発しないであろう。主があなた

をそのもとに招くのは、ただただあなた

に赦しと癒しを賜うためである。「来り

て論議せん、爾等の罪若し紅の如くなら

ば、我之を雪の如く白くせん、若し丹の

如く赤くば、羊の毛の如く白くせん」（イ

サイヤ書１：１８）と主は言う。ハリス

トスが地上に降臨した目的は、人々の魂

を罪の支配から解放し、我々の内に堕落

した神の像を回復することにあった。「視



よ、神の
こひつじ

羔 、世の罪を
にな

任う者なり」（イ

オアン１：２９）と、前駆イオアンはイ

イススについて証しする。身体の病気の

癒しは、魂が罪から癒されたことの実証

に他ならなかった。主のもとに中風の者

が運ばれてきたとき、主は「子よ、心を

安んぜよ、爾の罪は爾に赦さる」と病者

に言った（マトフェイ９：２―７）。そ

こに居合わせた律法学者たちは、「この

人は神を汚している」と思った。彼らの

思いを見ていたイイススは言った。「爾

等何ぞ心の中に悪しきことを
おも

懐う、蓋し

爾の罪は赦さると言い、或いは起きて行

けと言うは、
いず

孰れか
やす

易き、然れども爾等

が人の子の地に在りて罪を赦す権あるこ

とを知らん為、（
ここ

是に於て中風の者に
い

謂

う、）起きて爾の床を取りて、爾の家に
ゆ

往け」（マトフェイ９：４―７）と。あ

なたが善を行おうとする意欲も失くすほ

ど罪によって中風となったとしても、魂

が癩病に冒され、心の耳が聞こえず、そ

の目が見えなくなったとしても、悪魔に

服従して完全にその支配下にあり、敵に

抵抗すらできず悪魔に取り憑かれた者の

ようになったとしても、ためらうことな

く悔改を手がけよ。そうすれば、「爾の

罪は爾に赦さる」と耳にするであろう。

あなたの造成主は、あなたの心と知恵と

意志を造った方でもある。あなたは罪に

よってそれらをだめにしたのか。造成主

は、汚れた心を再び清い心となし、損な

われて眩まされた知恵をその全能の真実

によって一新することができる。主は、

罪に抵抗できず苦しみ果てる意志を善に

堅め、それによってあなたの心に喜びを

返すことができる。意志が罪に勝つよう

になれば、救いの希望が現われて喜びが

心にもたらされるからである。

「痛悔をすれば、赦しは簡単に手に入

る。赦しが容易に得られることは、自制

などせず、罪なる歓楽をほしいままにす

ることを可能とする。そればかりでなく、

神は大罪を再び繰り返すことを大目に見

ている」という狡猾な思いを絶対に許し

てはならない。このような考え方は、痛

悔のときに罪の赦しが与えられる条件と

は正反対である。赦しが与えられるのは、

死罪に陥った者がその罪を離れるためで

ある。このことは、救世主の言葉からも

明らかである。主は、ファリセイたちが

裁きのために主のもとに連れてきた淫婦

を赦し、「
ゆ

往け、
これ

是より罪を犯す
なか

勿れ」

（イオアン８：１１）と彼女に言ったの

である。ウィフェズダの廊で主に癒され

た病者にも、主は同じことを誡め、誡め

られたことを破れば更なる罰を受けるで

あろうとの警告を付け加えた。すなわち、

「視よ、爾は癒えたり、
また

復罪を犯す勿れ、

恐らくは
うれ

患いに遭うこと更に甚だしから

ん」（イオアン５：１４）と主は言った

のである。

荒野の克肖師父は、そのように神人の

言葉を理解し、実践したし、そのように

弟子に教えた。「罪を痛悔するとは何か」

と聞かれたとき、師父ピメンはこう答え

た。「痛悔は、罪を悔い、二度とその罪

を犯さないことにある。このように行な

った者は、
きず

瑕なき、義なる者と呼ばれた。

罪を離れて義人となったからである」（ア

ルファベット順聖師父言行録）。

偉大なる修道の教導師、シリアの聖イ



サアクは、罪を繰り返す者について次の

ように言う。「痛悔を頼みに再び罪に陥

る者は、狡猾な心をもって神の前に歩む。

そうした者は思いがけず死に見舞われ、

彼が当てにしていた時間が奪われ、徳を

建てずじまいとなる」（第９０説教）。

聖イサアクがここで言っているのは死罪

（魂に死をもたらす大罪）のことであり、

弱さの故につい犯してしまう軽い罪のこ

とではない。なお、不幸なことにそのよ

うな大罪が習慣となり、意志が弱りきっ

てしまい、あたかも血肉に強制されるか

のように死罪に陥らずにはいられない場

合でも、絶望してはならない。「転び」

とも呼ばれる死罪を連続的に犯せば、絶

望に陥ることは無理からぬことであるが、

その場合にどうすればよいかについて聖

大シソイの金言がある。

ある日、深い悲しみに打ちひしがれた

一人の兄弟が師父シソイに言った。「神

父よ、わたしはどうすればよいでしょう

か。わたしは転んだのです」と。「起き

なさい」と長老は彼に答えた。「起きま

したが、また転んだのです」と兄弟は言

った。「また起きなさい」と長老は答え

た。「起きては転ぶのをいつまで繰り返

すのですか」と兄弟が反論すると、長老

は「亡くなるまで」と言った。

真の神僕は、罪深い行いと言葉だけで

なく、罪深い思いと感情だにから己を守

る。主に忠誠を守る報いとして、彼は特

別な属神 の゚恩賜を賜わる。スキート砂漠、

後にシナイ山で苦行を積んだ聖シルアン

は、その恩賜を豊かに持っていた。彼は

どういった方法で恩寵を獲得したかと聞

かれたとき、「私は、神を怒らせるよう

な思いを一度も心に入れたことはない」

と答えた（スキートの聖師父言行録）。

死罪から己を守った者は、悔改を少し

しか必要としないなどと思ってはならな

い。あなたの目にはあなたの罪は軽いか

もしれないが、神の義判にとってはそれ

がどれほど重いかはあなたは知らない。

荒野で苦行を積んだ克肖者の一人は、他

界する前に修道と修行について思い巡ら

し、「人の裁きと、神の裁きとは、違う」

と言った（聖アガフォン、アルファベッ

ト順聖師父言行録）。イズライリ民に律

法を与えた見神者聖モイセイは、預言と

奇蹟の能力の光に輝き、また目に見える

光栄の光に輝いていたが、民の強情ぶり

に落胆した余り、民の前に軽率な言葉を

発した。聖詠歌者の表現では「彼その口

を以て罪を犯せり」（聖詠１０５：３３）

というが、モイセイは心が信仰に満ちて

おり、口で不信の言葉を発しただけであ

る。つまり、モイセイは民の不虔と不信

心が奇蹟と恩恵にふさわしくないとして、

神の恩寵が民の不虔に弱められ、その力

を失って奇蹟を行うことができないとで

も思うかのように、その言葉を口にした

のである。一見ではさほど重大ではない

罪は、善行と恩賜に富んだ聖なる人にお

いては、違った神の裁きを受ける。すな

わち、その罪は譴責され、イズライリ民

と、やがて真の神を信ずるであろう全世

界に知られるように聖書に記されるばか

りでなく、暫時の罰を受ける。祈りの力

と、限りない神の憐れみを知っていたモ

イセイは、神から憐れみを垂れていただ

こうと祈りを手がけるが、それは徒労に

終わる。幾度もイズライリ民から神の怒



りをそらしてきたモイセイは、自分に対

して言い渡された罰が取りやめになるよ

うに神に祈るが、聞き届けられずに終わ

るのである。モイセイは民に向かって「主

は爾等の故に我を怒り、我に聞き給わざ

りき」（申命記３：２６）と、その祈り

の結果を語った。聖書には、聖なる目的

なくしては記された語句は一字もない。

聖書がこの個所を記している目的につい

て考えてみれば、我々が自分の小罪さえ

小さいものと思わず、心を尽くしてそれ

らを避け、痛悔によってそれらを清める

ように誡めることをその目的と認めるこ

とが妥当であろう。無知や弱さの故に犯

してしまう罪は何と多いことか。俗事に

気をとられて犯す罪、人の真似をして犯

す罪、人に対し寛容な態度を示そうとし

て犯す罪は、何と多いことか。人を裁い

たり、残酷に扱ったりする報いとして起

こる躓きは何と多いことか。我々はそれ

を気にさえとめないが、我々の罪を記し

た書付けはますます大きくなる。義なる

イオフはそれを知っており、毎日その子

供のために神に祈りと供え物を捧げた。

「これはイオフが『ことによると、わた

しの息子たちは罪を犯し、その心に神を

呪ったかもしれない』と思ったからであ

る。イオフはいつも、このように行なっ

た」（イオフ記１：５）。義人のしるし

は、己の義を決して信用せず、一時も悔

改をやめないことである。

我々を盲目にする気晴らしや雑念を離

れ、深く内省し、聖書の教えにそったあ

るべき姿と己の魂の姿を照らし合わせて

省みれば、己の小罪が決して小さなもの

ではなく、絶え間ない涙と悔改を必要と

する、重く、恐るべき罪であることを自

ら認めることとなろう。聖書をひもとき、

我々がどうあるべきかを見てみよう。「第

一の人は地よりして土に属し、第二の人

は天よりして主なり。我等は土に属する

者の
かたち

状を
き

衣たるが如く、
また

亦天に属する者

の状を衣ん」（コリンフ前書１５：４７、

４９）と、聖使徒パウェルは言う。生を

享け、存在を始めるとき、我々は同時に

我が原祖アダムの形、すなわちその堕落

した形をとる。我々は、病気と破壊を被

りやすい身体と、罪の伝染した魂とをも

って孕まれ、生まれる。孕まれ、生まれ

るとき、すでに罪の種が余すところなく

我々の本性に蒔かれ、罪の病毒が余すと

ころなく魂と身体に染み渡っている。「我

は不法に於て孕まれ、我が母は罪に於て

我を生めり」（聖詠５０：７）。このよ

うにして、全人類が不当のものとなり、

我々の根である原祖から伝染した罪によ

って殺される。贖いによって我々を再生

させるに当たり、すべての芽に死の病原

菌を伝え続けた根を排除し、その代わり

に我々に生命・不朽・聖性をもたらすよ

うな根を植え付ける必要があった。人類

は新しい原祖を必要とし、その原祖とな

ったのは「天よりする主」である。主は

肉体としてアダムの子孫となることをよ

しとし、種なく、慾なく童貞女によって

孕まれた。地上に生まれることではアダ

ムと多くの人々はイイススの先であった

が、死と墓から生まれること（すなわち

復活）ではイイススはアダムと全ての

人々より先となった（マトフェイ２７：

５３）。イイススは、人類の初子となっ

た。イイススは、天に上った最初の人だ



からである。天上では、イイススは神の

右に坐せられた。肉体としてイイススの

先祖であったアダムやその他の聖なる

人々は、神 に゚よって復生のために生まれ

ることとしてはイイススの子孫となった。

イイススは来世の父であり、選ばれた者

の聖族の始祖である。古きアダムの形で

存在を始めた我々は、棄てられた子孫を

離れ、新たなるアダムの祝福された子孫

に加わるため、上より生まれることが必

要である。「人若し水及び神 よ゚り生まれ

ずば、神の国に入るを得ず」（イオアン

３：５）と、新たなるアダム、我が主イ

イスス・ハリストスは我々に言う。我々

は、聖洗によって
．．．．．．

新しい、恩寵の生命に

生まれ、主イイスス・ハリストスの子孫

に移籍し、新たなる世の父の子となる。

「爾等皆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。爾等は子たる神 、゚

我等が之に由りてアウワ父と呼ぶ者を受

けたり」（ガラティヤ書３：２７、ロマ

書８：１５）と使徒も言っている通りで

ある。なお、その子たる状態を保つには、

肉ではなく、神 に゚したがって生きる必要

がある。「凡そ神の神 に゚導かるる者は神

の子なればなり」（ロマ書８：１４）。

逆に、「若し人ハリストスの神 を゚
たも

有たず

ば、ハリストスに属せず」（ロマ書８：

９）。この子たる状態の特徴は、我々に

はあるのか。「この神 自゚ら我等の神 と゚

偕に我等が神の子たるを証す」るのか（ロ

マ書８：１６）。この特徴を基準に、荒

野の克肖諸神父が己を省みた。このよう

な内省は、彼らを悔改と涙の深淵に浸ら

せた。エジプトの克肖者、聖大マカリイ

の言葉に耳を傾けてみよう。

「身体の生命の源泉が身体の中ではな

く、外界、すなわち土であり、外部の諸

条件がなければ生きていけないことと同

様、魂もここから生ける者の地のために

再び生まれ、あそこで属神 に゚養われ、主

にあって上達して属神 に゚成長し、他でも

ない神性からとった美しい天の衣を身に

まとうことがなければ、独りでは喜びと

安らぎを自分のものとすることは決して

できないであろう。「我は
いのち

生命の
パン

餅、人

の心を楽しませる酒、歓びの
あぶら

膏なり」（イ

オアン６：３５、聖詠１０３：１５、４

４：８）との聖句のように、神の性は生

命のパンをも、多種多様な神 の゚食をも、

神ご自身から出る天の光の衣をもその内

に持っている。魂の永遠の生命は、それ

らにあるのである。身体は、独り取り残

されると、悲しいかな、腐敗し、死に絶

える。魂も、神の神 と゚の交わりを持たず、

独自に行動し、己の行いのみを頼みとす

れば、悲しいかな、神聖なる永遠の生命

を賜わることなく、死することとなる。

もし、あなたが神の宝座となり、天の乗

り手があなたの上に乗り、あなたの魂が

完全に属神 の゚眼となり、光そのものとな

り、あなたが神 の゚天上の食にて養われ、

生命の水にて飲ませられ、奥密の光の衣

を身にまとい、さらに、もしあなたの内

なる人が全てこれらを獲得し、間違いな

くそれを知らされているなら、あなたは

真にすでに永遠の生命を生き、ここから

主と共に魂にて安んじ、真の生命の賜を

主から得たのである。なお、もしこれら

のことを少しも己の内に認められないな

ら、まだ永遠にして属神 の゚富に与らず、

真の生命を獲得していない者として、涙



を流し、嘆き、いたく号泣するがよい。

己の不当さを慮り、罪によってすっかり

貧しくなった者として、昼夜、主に祈る

がよい。ああ、我々は己の不当さを心配

し、それについて心を砕けばよいものを。

ああ、属神 の゚富と恩恵を豊かに持ってい

る者のように、心配せずに生きなければ

よいものを」（第一講話、１１・１２章）。

真の悔改を獲得しようとする渇望は、

聖なる修道士たちが、心の貧しさを覚え

て、人里離れた独居生活を選び、密室に

隠遁し、「
がんけつ

巌穴」や「
ちくつ

地窟」（エウレイ

書１１：３８）に逃れることを発心させ

る原因であった。しかし、このように己

がいかに貧しく、魂が罪によって殺され

ているかを見ることは、修道の行に相当

上達した者に与えられる賜である。その

ように己を見ることは、己の内に永遠の

生命を追求するために、最終的に世を捨

て、世に対して死する決意をさせるもの

である。

初心者である我々が己を省みるのによ

り役立てやすい、他の特徴に目を向けて

みよう。「人若し我を愛せば、我が言を

守らん。我を愛せざる者は、我が言を守

らず。爾等若し我が誡めを守らば、我が

愛に居らん」（イオアン１４：２３、２

４、１５：１０）と主は聖なる福音にお

いて言っている。ハリストスの誡めを守

る者は、ハリストスに属する。その誡め

を守らない者は、ハリストスに属しない。

福音の誡めに照らし合わせて、己の良心、

己の魂の状態を省みることは、少しも難

しくなく、きわめて適切な、魂の救いの

ためになることである。例えば、マトフ

ェイによる福音の第５章に記されたハリ

ストスの誡めの幾つかを守ってきたかど

うか見てみよう。いたずらに隣人を怒る

ことはなかったか。誰かと喧嘩し、今で

も喧嘩状態が続いていることはないか。

人を恨んだりはしないか。人を非難した

り、罵ったりする言葉を発することはな

かったか。情欲を抱いて異性を見たり、

好色に心を奪われたりすることはなかっ

たか。悪をもって悪に報いることはなか

ったか。悪人に手向かいしないほど温柔

であったか。我々の敵を愛したか。我々

を呪う者を祝福したか。我々を憎む者の

ために善いことをしたか。我々を迫害す

る者のために祈ったか。無論、これらの

数少ない質問でも、我々の良心を困らせ、

とがめるであろう。とすると、このよう

にさらに詳しく己を省みていけば、いっ

たいどうなるであろうか。我々は、目が

開かれて己の罪を見、絶え間なく己の不

当さを憂える心を覚えるようになるであ

ろう。また、目が眩まされた状態では小

罪のように見えていたが、実は我々から

神の子たる状態と福楽の永世を奪う、過

ちを嘆くようになるであろう。神の子た

る状態と福楽の永世を失うことについて

は、主ご自身が証している。つまり、敵

を愛するように命ずるとき、主は「天に

在す爾等の父の子と為らん為なり」（マ

トフェイ５：４５）と、我々がその愛を

必要とする理由を告げた。また、「この
い

至と小さき誡めの一つを
こぼ

毀ち、且つ
か

是く

の如く人に教えん者は、天国に於て至と

小さき者と称えられん」（マトフェイ５：

１９）と主が言っているように、どのよ

うに小さな福音の誡めであっても、それ



を破ることは悲嘆すべき結果をもたらす。

ブルガリアの福フェオフィラクトの注解

によると、「天国に於て至と小さき者と

称えられる」とは、天国に与れないこと

を意味するからである。さらに、実践し

なくてもよい道徳論であるかのように、

福音の誡めを完全に無視することは、決

定的な滅びをもたらす。どのような苦行

を積んでも、誡めを行うことの代わりに

はならない。奇蹟を行なったとしても、

それすら誡めの代わりにはならない。「
か

彼

の日多くの者我に
い

謂わん、主よ、主よ、

我等爾の名に由りて預言し、爾の名に由

りて
 ま き  

魔鬼を
お

逐い、爾の名に由りて多くの

異能を行いしに
あら

非ずやと。その時我彼等

に告げて曰わん、我
かつ

嘗て爾等を識らざり

き、不法を
な

作す者我を離れよと」（マト

フェイ７：２２―２３）と救世主は言う。

誡めを行うことではなく、苦行を積むこ

とのみに基づいて魂を建てることは、も

ろく、空しいことである。そうした魂は、

人々による辱めにも、悪鬼による誘いに

も耐えることができず、暗闇と自己欺瞞

に陥っている。「凡そ
わ

我が
こ

此の
ことば

言を聞き

て之を行わざる者は、
すな

沙の上にその家を

建てたる愚かなる人に譬えられん、雨降

り、河溢れ、風吹きてその家を
つ

衝きたれ

ば、倒れたり、且つその倒れは大いなり

き」（マトフェイ７：２６―２７）と、

藉身した神の言は告げる。

（二）

人は皆、痛悔を必要としている。皆、

主の仁慈によって与えられる貴重な時間

を利用するがよい。皆、福たる痛悔を極

めるがよい。痛悔機密とそれに続く聖体

機密に己を備えるために特別に設けられ

たこの一週間、特にそのことに専念しよ

う。細心の注意を払って準備しよう。無

分別な気晴らしに今週を捧げてはならな

い。我々は、すでに十分すぎるほどそれ

に時間を捧げてきたはずである。自己を

滅ぼすことも程々にし、己の救いに思い

をいたす時が来たのである。たびたび、

己の良心を調べ、罪の汚点を見極め、告

解によってそれを洗い流す準備をしよう。

己の罪を容赦してはならない。どのよう

な過ちであっても、取るに足りない、許

されうることと思ってはならない。聖書

に咎められる行為や習慣の一つをも、罪

のないことと認めてはならない。神から

豊かな憐れみを受けて無罪と認められる

ために、己を有罪と認めるがよい。何事

も隠さず痛悔神父の前に罪の傷をあらわ

にすることを決心するがよい。罪を隠し

たり、それを打ち明けることを将来に延

期したりすることによって、罪との密か

な友情、密かな関係を心に残してはなら

ない。そうしなければ、あなたの痛悔は

真正なものではなく、偽善的なものとな

り、罪に生きることを続ける原因があな

たの魂に潜みつづけるであろう。告解し

ない罪は、真っ暗闇のうちに行われるか

のように、容易に繰り返されるものであ

る（「階梯」第４章、第５３節）。決然

と罪に嫌悪を示し、罪をあらわにするこ

とによって罪を裏切るがよい。そうすれ

ば、罪はあなたから逃げるであろう。罪

を敵として暴くがよい。そうすれば、罪



に抵抗し、罪に勝つ力を上から賜わるで

あろう。

神に喜ばれるように生きることを堅く

決意し、弱さの故に、または敵の悪巧み

のため、または事の成行きとして、足が

滑ってつい犯してしまう罪を直ちに痛悔

するように心を決めよ。「転ばないこと

は、天使の特徴である。転んでは起きる

ことは、人間の特徴である。転んだ後、

起きようとしないことは、悪魔のみの特

徴である」（「階梯」第４章、第３１節）。

一生を通して、ハリストスの忠僕であり

つづけることを決心せよ。忠僕は、その

主人の意志を忠実に行い、何か過ちをす

れば、直ぐにそれを悔い、嘆き、謝罪し、

過失を改めることによって罪滅ぼしをす

るものである。裏切り者に属する行い、

生き方、性格を忌むがよい。あなたの神・

創造主・贖罪主の敵と友情を結んではな

らない。銀のためにも、名誉欲のために

も、食道楽のためにも、肉欲のためにも、

主を売ってはならないのである。

あなたの今日までの行状を省みること

にこの一週間を充て、その改め方を練る

がよい。つまり、どの悪徳を離れ、どの

善徳を心身に植え付けるべきかをよく考

えてみることである。一週間のあいだ、

一度くらいこのように己を省みれば十分

であると思ってはならない。すなわち、

毎日、数回にわたってこのことについて

考えてみるようにするがよい。今日忘れ

ていたことは、明日になると、思い出さ

れることがよくあるからである。主もま

た、あなたの努力を見て、善き思いを賜

い、己の欠点を見る目を与えてくださる

であろう。このような内省が深ければ深

いほど、あなたの告解と悔改がよくなり、

罪を告解することによって賜わる一新が

より強く、より豊かにあなたの魂に注が

れるであろう。

「満腹は、神の奥義を悟ることができ

ない」（シリアの聖イサアク、第５６説

教）。霊的な事柄や静思にこの一週間を

充てるに際し、飲食を節制し、過度な、

できるものなら十分な食物をも摂らない

ようにしよう。我々のために十字架にか

かった主に従う者であることを身体によ

って示し、教会の祈祷に立つことによっ

て肉体を疲れさせよう。肉体が疲労困憊

を訴え、休息を乞えば、次のように己の

肉体を諭すがよい。「私は、私のために

苦しみを受けた主を思い起こし、十字架

につけられたハリストスの至聖なる肉体

が体験した苦しみに、わが肉体よ、お前

にも少しでも与ってもらいたいと思って

いるのだ。お前の快楽は、お前にとって

も、魂にとっても有害である。その快楽

によって、空しいこの世とかりそめの地

上の生活への愛や肉の思いが呼び起こさ

れ、死と永世を思い起こすことなど属神゜

の心の動きが押しつぶされ、諸慾が強く

なり、ハリストスへの信仰まで弱くなる

からだ。厳しく己を律することは、この

上なく有益なことだ。それは、知恵を浄

化し、魂を再生させ、お前、朽ちるべき

肉体まで軽くし、お前が属神 の゚行を修め、

属神 の゚感覚を身につけることを可能と

するからだ。致命者たちは、その血を十

字架の足下に捧げた。聖なる荒野の行者

たちは、致命と同等でないにしても、致

命に準ずる苦行を主に捧げた。私も、少

しだけだが、自分の身体の疲れを捧げよ



うではないか。私の肉体を疲れさせるこ

とによって、私のために十字架にかかっ

てくださった主に少しでも同化しようで

はないか。肉体を疲れさせることによっ

て、罪なる肉体の欲望を満たしてきた自

分を少しでも罰しようではないか。肉体

を疲れさせることによって、犯してきた

過ちについて己を怒り、己の非を認め、

心から非を改めようとしていることを実

証しようではないか。わが肉体よ、お前

自身も、斎と祈りに身を入れたり、教会

の祈祷に立ったりしてつらい思いをする

ことによって、自身と魂のために、豊か

な赦しを求めるがよい」

もし、この一週間のあいだ、飲食をほ

しいままにしたり、気まぐれな肉体の欲

望を満たしたり、不節制をすれば、はた

して、然るべく己を省み、誠実に痛悔を

することが期待できようか。罪を離れて

神に立ち返るに当たり、二心、無関心、

軽率さが伴っていれば、はたして、悪徳

を捨て、善徳を身につけることが信じら

れようか。否、無関心と軽率さは、意志

がふらふらと変わりやすく、信用ならな

いことを意味するものである。「爾は
ぬる

温

くして、熱きにも
あら

非ず、冷やかなるにも

非ざるに由りて、我爾を我が口より吐き
い

出ださん」（黙示録３：１６）という主

のことばを恐れて、熱意を示そうではな

いか。

何か善い事を手がけるとき、どの場合

でも、我々は神の助けを必要とする。罪

の重荷を肩から降ろし、聖にして正しき

道を歩みはじめるためには、その助けは

なおさら必要不可欠である。神の助けを

得ることができるのは、注意深く、熱心

な祈りによってである。聖師父によると、

我々は己の罪を見ることを賜わり、己の

罪を痛告するという、救いをほどこす善

き思いが上より与えられるように祈るこ

とが大切である（小祈祷書、暮れの祈祷

文、第７祝文、聖金口イオアン作）。己

の罪を見ることも、それを告解すること

も、神の賜だからである。より正確に言

えば、福たる痛悔を構成する諸要素を自

分のものとするには、神からの助力が必

要不可欠である。注意深く、敬虔にこの

一週間を過ごし、己を省み、己の罪を見

ることを賜わるよう、主・神に祈るがよ

い。あなたと蛇の
 す え  

苗裔（すなわち罪）と

の間に仇を置くよう1、主に祈るがよい。

己自身との闘い、損なわれた己の本性、

己の内に棲んでいる死との闘いにおいて

主に勇気づけられるよう、主に祈るがよ

い。主ご自身があなたのために闘い、よ

って常に勝利をあなたに与えてくださる

よう、主に祈るがよい。主は勝利者とな

らないはずがないからである。もし我々

が負かされるなら、それは、我々が独り

で闘い、主が我々と共に異邦人に対戦す

るために降ってはくださらないことを意

味する。主が降ってくださらない理由は、

神に仕える我々の意志が不安定であり、

或いは我々の軽率さ、主への無関心、こ

の世とその快楽への執着の故に見離され

て当然だからである。有害な恥を捨てて、

何事も隠さず、あなたの罪の全部を神父

に告白し、生き生きとした信仰をもって、

神の口からのように、その口から赦罪の

ことばを耳にすることを助けてくださる

                                               
1 訳注）創世記３：１５の語句を参照。



よう、主に祈るがよい。さらに、痛悔に

よって清められた後、もはや罪の闇、罪

の悪臭、牢屋と地獄に後戻りせず、神に

適った、慎み深い生き方を始めるよう、

主に祈るがよい。その生き方こそ、地上

の寄寓者と旅人が永遠の福楽と安らぎに

到達できる道である。祈りによって、す

べて上述したことを神に願うがよい。「爾

等、我無くしては、何事をも行う
あた

能わず」

（イオアン１５：５）と主は言ったので

ある。

何よりも、「痛悔の
たましい

霊 、痛悔して謙遜

なる心」（聖詠５０：１９）、罪の穢れ

を洗い流す涙を賜わるよう、祈るがよい。

罪を嘆くという、救いをもたらす悲しみ

が心を貫けば、生命をほどこす涙の水が

目から流れ出るようになる。その水は心

身において洗礼の水の働きを新たにする

ものであり、洗礼とも呼ばれるものであ

る。洗礼の水は原祖の罪を洗い、また、

成人して受洗する者においてはその前罪

をも洗うが、受洗後に犯した罪を洗うの

が涙という水なのである（「階梯」第７

章）。この水を得るように祈り、涙を流

そうとする努力によってそれを得たいと

望んでいることを証明するがよい。涙に

よって、告解と領聖に己を備えるがよい。

涙によって、心の畑を潤し、柔らかにし、

蘇生させるがよい。涙によって、己の内

に神の像を明らかにし、いびつな線や不

純な絵の具で台無しになった神の肖を新

たにするがよい。淫婦の涙を受け入れ、

その罪の縄目を解いた方は、あなたの
かせ

枷

をも解いてくださるであろう。神から降

った救いを頑として拒み、向こう見ずに

滅びに突進したイエルサリムのためにそ

の神聖なる涙を流した方は、あなたが救

いを得ようとして流す涙を喜んでくださ

るであろう。その友ラザリの訃報に接し

て神聖なる涙を流し、死後４日間経って

既に臭くなっていたラザリをよみがえら

せた方は、憐れみ深くあなたの涙を顧み、

罪の死からあなたの魂をよみがえらせて

くださるであろう。魂が
しにしょうぞく

死装束によって

全身を縛られ、深く根づいた罪なる習癖

によって悪臭を放ち、頑なさと無感覚の

重い石が心の入口をふさがっていたとし

てもである。主は、あなたが属神 の゚上達

と無慾へと歩み出すように、石を退け、

死によって縛られたあなたの思いと心情

を解くように命じてくださるであろう

（「階梯」第１章）。

あなたは、大事な機密、教会の主要な

七機密の一つである、聖なる告解
．．．．．

のため

に準備し、ハリストスの教会の機密を以

て第二の洗礼を受けようとしているので

ある。霊的な病院に来るのであるから、

癒されずして去ることがないように気を

つけるがよい。神妙にして不思議な審判

が、あなたを待っている。その審判では、

あなたの罪過が天秤にかけられ、判断を

下されるが、受けるべき刑罰の代わりに、

あなたは無罪と認められ、純白と聖性と

を与えられることとなる。「来りて論議

せん、爾等の罪若し紅の如くならば、我

之を雪の如く白くせん、若し丹の如く赤

くば、羊の毛の如く白くせん」（イサイ

ヤ書１：１８）。人となった神は、あな

たの刑罰を己に受け、あなたがただ己の

罪を自白することのみを求めて、その限

りない慈しみによって、その聖性をあな

たに賜うのである。罪を自白しない者を



赦すことは不可能である。罪を自白しよ

うとしないことは、人が己の罪を認めず、

赦しを必要とせず、それを拒んでいるこ

とを意味するからである。

実に大いにして驚くべき奥義である痛

悔機密を、慎み深く、敬虔に静観してみ

るがよい。堕落した人類への限りない神

の愛を静観してみるがよい。「神がその

愛を我等に顕すは、我等尚罪人たりし時、

ハリストスが我等の為に死せしを以てせ

り。故に我等
すで

已にその血を以て義とせら

れたれば、
いわん

況や今彼に由りて怒りより救

われんをや」（ロマ書５：８―９）。我々

は、痛悔によって怒りから救われる。痛

悔は、我々のすべての過ちを改め、地上

の旅の間中に我々を力づけ、陥った罪の

深淵がどのように深くとも、我々をそこ

から救い出してくれるからである。痛悔

の力と働きは、我々の人生の終わりに至

るまで有効である。毎日転び、ありとあ

らゆる不法と不義を行い尽くした人であ

っても、痛悔はその罪を清め、魂を癒し、

義にして聖なる者となそうと、人をその

懐に迎え入れる。痛悔が奏効しないのは、

人が無分別な頑固さと救いようのない盲

目とに捕らわれて、その全能の助けを拒

絶する場合のみである。

この機密の
えきしゃ

役者として立てられたのが、

一つの瑕もなく、聖なる者であるからこ

そ恐ろしく近寄り難い天使などではなく、

我々と同じ人間であることについても、

驚嘆するがよい。機密を執行する司祭は、

我々の
やから

輩に共通の弱さを身に負ってお

り、あなたに勝るとも劣らず痛悔を必要

とし、恩寵があなたの罪を洗い落とすと

きに使用する、目に見える道具の役割を

果たしながら、自らの罪を洗い落として

もらうときには他の司祭を絶対に必要と

する人間だからである。あなたが己の罪

を神父に告白しようとハリストスの聖像

の前にひざまずくとき、神父は聖なる教

会の命にしたがって慎み深くあなたに言

うであろう。「我は唯証人のみ、凡そ爾

が我に告ぐる所を主の前に証せんが為な

り」（聖事経、告解礼儀）と。神の慈し

みは、できる限りあなたに救いの機会を

与え、神に近づくことをできる限りしや

すくしてくださっているのである。

  おわりに

上述したのが、然るべく痛悔機密に己

を備えるために必要な思索である。あな

たの心と知恵の曲がった道をまっすぐに

し、それを狡猾と偽善から清めるがよい。

そうしなければ、前罪に新しい罪を加え、

罪が倍増することとなるだけである。そ

の新しい罪は他の罪に比べられないほど

重大である。その罪が何にあるかをはっ

きりと言うことは、私にとって恐ろしい

ことである。だが、あなたがたの救いの

ために、それを言うことにしよう。あな

たがたの一人一人が、この罪がどれほど

重く恐ろしいかを聞いて、恐れてその地

獄のような毒牙にかからないようにする

ために、言うことにしよう。あなたは、

非難、大食、怒り、姦淫などの罪に陥っ

たのか。あなたは、人間として罪を犯し

た。だが、もし痛悔機密を受けるとき、

無関心であったり、狡猾であったり、隠

し立てしたりすれば、サタナのような行

為をし、見ざる所なく全能の神を侮辱す

ることとなる。神は、あなたを造り、再



生させ、痛悔の助けを借りて再生の状態

を保つために、痛悔の恵みをあなたに与

えてくださった。さらに、神は、やがて

あなたを裁き、あなたがその言い難い賜

をどのように使用したかを審理するであ

ろう。痛悔者を戒めるため、教会は告解

礼儀において神父の口に次のような意味

深い言葉を言わしめる。「子や、
そ

夫れハ

リストスは見えずして立ち、爾の告解を

受く、
は

愧ずる
なか

毋れ、
おそ

懼るる毋れ、何事を

も我に隠す毋れ、
すなわ

乃ち
のこ

遺す所なくして、

凡その行いし事を告げよ、我が主イイス

ス・ハリストスより赦しを受けんが為な

り、もし何事をか我に隠さば、罪
いよいよ

愈 倍

せん」（聖事経、告解礼儀）。

悪魔はあなたの耳に「醜悪な罪を神父

にどうやって打ち明けることができよう

か。今回はとりあえず隠して、次の痛悔

のときに言えばよい。時間が経てば、ほ

とんど憶えていない過去のこととして、

それほど恥ずかしい思いをせずに罪を打

ち明けることができるだろう」という思

いを吹き込もうとするであろう。それは、

あなたから善き思いを「盗み」、悪巧み

の助言によってあなたを「殺し」、主が

痛悔を通してあなたに「
こう

功なくして」（ロ

マ書３：２４）すすめる救いを奪うこと

によって「滅ぼさん為」（イオアン１０：

１０）に盗人のように来る古き蛇の声で

あることを悟るがよい。その声は、昔、

楽園に忍び込み、我々の原祖をそこから

追い出すこととなった声に似ている。ア

ダムの子よ、今、その声は、あなたを楽

園に入れさせないためにあなたの魂に忍

び込もうとしている。その声に耳を貸し

て、あなたの魂に死をもたらす毒を飲ん

ではならない。

温柔な信心、断固たる克己心、謙虚な

純朴と真心を尽くして、聖なる痛悔機密
．．．．．．．

を受けるがよい。全能の医師である主に

とって、大小を問わず、どのような傷も

同じく何ともないものであり、同じく治

療しやすいものである、と信ずるがよい。

全能の
ことば

言は、たった一つの言葉によって、

人を癒し、復活させ、天国に入れる。造

成主にとって、労を多とすることは不必

要である。主がその意志を告げると、あ

りとあらゆる被造物、見ゆると見えざる

万物は僕にふさわしく急いで造物主の命

令を行う。その意志が告げられると、我々

と我が敵が永世の書付けに記した諸罪は

消されるであろう。

信仰があれば、己を捨てることは難し

くはない。罪を隠そうとする、偽りの羞

恥心を捨てるがよい。それは、いつまで

も罪を心の中に棲まわせつづける、害毒

のものだからである。その羞恥心の母で

ある傲慢を捨て、己を罪するがよい。心

を傷め、涙を流しつつ、頭を屈めて、痛

悔神父の前にあなたの罪を詳らかに神に

告げるがよい。そうすれば、神の機密の
えきしゃ

役者を通して、聖神 の゚恩寵はあなたを覆

い、あなたの魂の家に罪の赦しをもたら

し、罪の代わりに神の義と永遠の救いを

与えてくださるであろう。あなたが福楽

を享受し、父と子と聖神 を゚讃栄せんが為

なり、今も何時も世々に。アミン。
１８４５年

聖セルギイ修道院にて


