
聖イグナチイ・ブリャンチャニーノフ

「初心者の祈りの心得」

  はじめに

ここに、主にむかって悔改の道を歩みはじめる初心者の祈りがどのようなものでなけ

ればならないかについての心得を記したい。要点を箇条書きにすることにより、読者が

それをより注意深く読み、より容易に心にとめておくことができるように図った。これ

らの要点を一つ一つ読んでいくうちに、知に真実が伝わり、心に謙遜が芽生え、魂はそ

の祈りの行において正しい方向を得ることであろう。また、祈りを唱える前の準備とし

て、この心得を読むことをお勧めしたい。

（１）   祈りとは、我々の願いを神に伝えることである。

（２）   人が祈りをする理由は、人間が陥罪した存在であることにある。人は福楽を享

受していたが、罪に陥ってそれを失った。再びそれを手に入れようとし、故に祈

る。

（３）   人が神に祈ることが可能となるのは、人類に対する神の大いなる憐れみのお陰

である。我々を救贖するため、神の子が和解の
い

生け
にえ

贄として神・父に己を捧げた。

故に、祈りをしようとするとき、疑いと二心を捨てるがよい（イアコフ書１：６

―８）。「私は罪人だ。果たして神は私の祈りを聞いてくれるだろうか」などと

思ってはならない。もしあなたが罪人であるとするならば、「我が来りしは、義

人を召す為に
あら

非ず、
すなわ

乃ち罪人を召して悔改せしめん為なり」（マトフェイ９：

１３）という、心を慰める主の言葉はまさにあなたを指している。

（４）   祈りをする前の準備として、次の点に留意しなければならない。満腹すぎない

こと。信仰たる剣でこの世の慮りを切り捨てること。辛いことがあっても全てを

神に感謝すること。散漫さや空想を絶ち、心を集中すること。神に対し畏怖の心

を起こすこと。言い難き神の慈しみにより、被造物が創造主と対話することを許

されるのであるから、それに際し畏怖は当然の気持ちである。

（５）   救主が陥罪した人類に言った最初の言葉は「悔改せよ、蓋し天国は近づけり」

（マトフェイ４：１７）というものであった。故に、天国に入るまで、悔改と祈

りでその門を叩き続けよ。

（６）   真の祈りは、真の悔改の声である。祈りに悔改・痛悔の気持ちがなければ、祈

りはその用途を外れ、神はそれを喜ばない。神は「痛悔の
たましい

霊 」を喜び、「痛悔

して謙遜なる心」（聖詠５０：１９）を軽んじない。

（７）   救世主は「
しん

神゜の貧しき者」を福なる者と称する。「神゜（心）の貧しき者」

とは、あくまでも謙虚な自己評価をし、陥罪して真の祖国である天から地に追放



された存在と己を見なす者である。「神゜の貧しき者（己の貧しさを痛感して祈

る者）は
さいわい

福 なり、天国は彼等の
もの

有なればなり」（マトフェイ５：３）。祈ると

き、己の貧しさを痛感して「泣く者は
さいわい

福 なり、彼等（聖神゜の恩寵による）慰

めを得んとすればなり」（マトフェイ５：４）。その慰めとは、ハリストスの平

安と、ハリストスに在って全ての隣人を愛することにある。この慰めを得た場合、

祈る者は全ての隣人、邪悪な敵をさえその愛で包み込み、最も辛い境遇を平和な

心で受け入れるようになる。

（８）   我々に祈りを教えるに際し、主は、相手に虐げられ、公平無私の裁判官に執拗

に訴え続ける
やもめ

寡に、祈る魂を
たと

喩えている（ルカ１８：１―８）。祈るとき、こ

の喩えにそった心を持つようにせよ。あなたの祈りは、いわば、あなたを虐げる

罪を絶えず神に訴える心の叫びでなければならない。己を深く省み、注意を集中

した祈りによって己を見極めよ。そうすれば、あなたの内に棲んでいる罪の故に、

あなたがハリストスに対してまさしく寡であることが分かるであろう。あなたと

敵対関係にあり、心の中に葛藤を起こし、苦痛をもたらす罪は、あなたを神から

遠ざけてしまうからである。

（９）   「我、終日憂いて行く」（聖詠３７：７）と、ダヴィドは自分について言う。

つまり、終生、己の罪と欠点を憂い悲しむ心を持ち続けて過ごした。「蓋し我が

腰は熱に悩まされ、我が肉に傷まざる所なし」（聖詠３７：８）。ここで「腰」

とは人生行路を歩むことで、「肉」とは人の心の状態である。人生行路の途上、

人は諸慾の熱に悩まされて絶え間なく
つまづ

躓き、その心の状態は罪の傷だらけで、

どのように努めても自力では
いや

医しようがないものである。我々が医されるために

は、己を病者と認める者のみを医してくださる、神の恩寵が必要である。真に己

を病者と認めているか否かは、常に熱心な悔改・痛悔の心をもって過ごしている

か否かによってはっきりする。

（１０） 「畏れて主に勤めよ、
おのの

戦きてその前に喜べよ」（聖詠２：１１）と預言者は

言う。また、他の預言者は神に代わってこう言っている。「我誰に目を注がん、

即ち温柔にして、黙然とし、我が言に戦く者のみ」（イサイヤ書６６：２）。「主

は
たよりなきもの

無憑者（己を頼らず、神を唯一の頼りとする、謙遜なる者）の
いの

祷りを顧みて、

その願いを軽んぜざらん」（聖詠１０１：１８）。主は「痛悔する心の者に
いのち

生命

（すなわち救い）を与うる者なり」（イサイヤ書５７：１５）。

（１１）  諸徳の高きに上った者でも、己を罪人と思って祈らなければ、その祈りは神

によって拒絶される。

（１２）  「己のことを嘆いて涙を流さない日は、自分が自己欺瞞に陥っていると思う



ことにしている」と、真の祈りを修めた或る福なる行者は言った1。

（１３）  「高度の苦行を多く修めていたとしても、胸が痛くなるような痛悔の心が伴

わなければ、それらは本物ではなく、実を結ぶことがないであろう」と階梯者聖

イオアンは言った2。

（１４）  罪を憂える思いは、尊き神の賜である。然るべき慎みをもってその思いを胸

中に秘める者は、聖なるものを秘めている。身体の苦行を修めるための体力が足

りない場合、その思いは全ての身体の苦行の代りをする3。ところが、体力があ

る場合、祈りの際に身体を使役させることが必要となってくる。それがなければ、

嘆きの心が起こらず、祈りは無力なままであり、本物ではなくなってしまう4。

（１５）  痛悔の心は、祈る人を悪魔の全ての姦計から守る。痛悔する者の心に生れる

謙遜の香りを放つ行者から、悪魔は逃げるからである5。

（１６）  祈るとき、知恵のある雄弁な言葉ではなく、幼子のような片言、赤子のよう

な単純な思いを主に捧げるとよい。「爾等若し転じて（つまり、異教や回教から

改宗するように、爾等の複雑で表裏のある心を改めて）、
おさなご

幼児の如くならずば、

天国に入るを得ず」（マトフェイ１８：３）と主は我々に言った6。

（１７）  赤子は、泣くことでその全ての要求を表わす。あなたの祈りも、常に泣くこ

とによって伴われるようにせよ。祈りの文句を唱えるときだけではなく、沈黙し

て祈るときも、悔改および神との和解を求める心、神の憐れみを切に必要とする

心を、泣くことによって表わすとよい。

（１８）  祈りの価値はその量ではなく、ただその質のみにある。量（多量の祈り）が

よしとされるのは、それによって質（高質の祈り）が生れる場合である。質が量

を生むことは必至であるが、量が質を生むのは人が心を込めて祈る場合のみであ

る7。

（１９）  真の祈りの性質は、知8が祈りに注意を集中し、心が知に共鳴することにある。

（２０）  唱えられる祈りの文句に知を閉じ込めるとよい。そうすれば、知の集中を維

持することができる9。口に目を向け、または目を閉じるとよい10。これによって、

                                               
1 オリョール主教区スヴェンスキー修道院の塔で無言の行を修めたスヒマ修道司祭アファナシイが、１８
２９年にそのもとを訪れたとある巡礼者に言ったことばである。
2 「階梯」第７講話、第６４条。
3 シリアの聖イサアク、第８９説教。
4 同上、第１１説教。
5 シナイの聖グリゴリイ「眩惑、また他の多くの誘いについて」フィロカリア、第１巻。「悪魔は、人が
涙を流して生きていると見ると、涙を流すことによって生じる謙遜を恐れて、その人のいる場所に留まる

ことができない」と聖グリゴリイは言う。
6 「階梯」第２８講話、第９条。
7 ガリシヤ山で修行した克肖者メレティイ「祈りについての詩歌」。「階梯」第２８講話、第２１条。
8 訳注。「知」という訳語は、「意識」、「知力」、思考などの働きをする能力を指す。（簡単に言えば、
「心」に対し、「頭」。）
9 「階梯」第２８講話、第１７条。



知が心と合一することを助けることができる。ごくゆっくりと文句を唱えるよう

にせよ。そうすれば、知を祈りの文句に閉じ込めることがより容易にできるよう

になり、集中によりあなたの祈りの一字一句が心を込めた生きたものとなろう。

（２１）  知が祈りの文句に閉じ込められることによって、心が知に共鳴する祈りが生

れる。心が知に共鳴することは、傷感によって表わされる。「傷感」とは、悲し

みと、静かな、柔和な安らぎが一つとなった、敬虔な心境である11。

（２２）  祈りを修めるに当たり、「待つこと」12が必要不可欠である。心の感覚が麻

痺しているときでも、祈りを放棄してはならない。心の無感覚に耐えて祈り続け、

辛抱強く待つ報いとして、傷感という神の慈憐があなたに降るであろう。傷感は、

「祈祷に
つね

恒なる」（ロマ書１２：１２、コロサイ書４：２）者に与えられる神の

賜である。その賜は、辛抱強く祈り続ける者の心の内に絶えず成長し、霊的完全

へと導く。

（２３）  見えない神の前に立ち、注意を集中して祈祷するとき、祈る知も、見えない

神の像として、見えないようにしなければならない。つまり、知はその内にも、

その中からも、その面前にも、何かの姿や形を絶対に想像してはならず13、まっ

たく無形のままでなければならない。言い換えれば、祈るとき、どのように聖な

る瞑想に思えても、知はいかなるものをも夢想したり、思い描いたりしてはなら

ない14。

（２４）  祈るとき、感動や精神的な
こうこつ

恍惚を求めたり、神経を
たか

昂ぶらせたり、血気に
はや

逸

ったりしてはならず、心を極めて静かに保つとよい。それが、痛悔の心がもたら

す心境である。陥罪した本性による感激、興奮の火は、神によって拒絶される。

あなたの心は、痛悔の涙と悔改の祈りによって清められることを必要としている。

清められた心には、神ご自身がその至聖なる、属神゜の火を降してくださるであ

ろう15。

（２５）  祈るときに注意を集中することは神経と血液の昂ぶりを鎮静させ、且つ心が
痛悔に専念し、痛悔の境地を保ち続けることを助ける。心の部屋にハリストスの

                                                                                                                                         
10 サロフの聖セラフィムの助言。目を閉じたまま祈ることが有益であることに関して、聖セラフィムの訓
戒第１１条「祈りについて」にも述べられている。
11 聖マルコ苦行者「行いによって義とせられると思う者について」第３４条、フィロカリア、第１巻。
12 シナイの聖グリゴリイ「緘黙者が坐し、祈りを行う方法について」、フィロカリア、第１巻。
13 訳注。たとえば、神や天使や聖人の姿、楽園の風景などを想像すること。興味深いことに、これはカト
リックの瞑想的な祈りとは正反対の方法である。聖イグナチイなど正教会の聖師父によると、何かを夢想

する祈りを続けていれば、やがては悪魔に欺かれ、眩惑状態に陥る結果となるという。
14 克肖者カリスト及びイグナティ「緘黙と祈りについて」第７３講話、フィロカリア、第２巻。「階梯」
第２８講話、第４２条。
15 「階梯」第２８講話、第４５条。



門徒、すなわち福音から取り入れた思いが集まって、そこに神聖なる火が降って

も、それは心の静寂を破ることはない。この火は心を焼いたり興奮させたりする

ことなく、反って心に涼しい露を注ぎ、全ての人および全ての逆境とその人を和

解させ、神と隣人へのえもいわれぬ愛に心を燃えさせる16。

（２６）  注意が散漫であることは、祈りが結ぶべき実を奪ってしまう。漫然と祈った

者は、祈りの後、心が何とも空虚で冷たくなっている感が残る。常に漫然と祈る

者は、注意を集中した祈りによって生れる属神゜の実を全て失い、空虚で冷たい

心の状態が身につく。この状態の結果は神への無関心、怠慢、知が眩み、信心が

弱くなることであり、これらのことからは永遠の、属神゜の命に対し死せる者と

なる状態が生れる。上記のことは、このような祈りが神によって受け入れられな

いことを示す、明らかな証拠である。

（２７）  祈るときに夢想することは、注意が散漫であることよりも有害なことである。

注意が散漫であることは祈りを不毛なものとするが、夢想することは虚偽の実の

原因となる。その虚偽の実とは、自己欺瞞と、聖師父のいう、魔鬼による眩惑で

ある。見える世界の物体の心像と、想像によって作り出す見えない世界の心像が

知に浮かび、そこに留まることは、いわば知を物質的なものとし、それを神゜と

真実の神聖なる領域から、物質と虚偽の領域に落とす。この領域では、祈りのと

き心が知に共鳴したとしても、その共鳴は痛悔と謙遜という属神゜の心境ではな

く、肉的な感情、血液と神経による興奮、時宜を得ない無秩序な快感（快感は罪

人に全くふさわしくない感情）、神への愛に燃える者を自任する誤った、虚偽の

感情にある。許されない、忌まわしい愛は、霊的に未熟な者にとって聖なる愛に

思えるが、実際には夢想に起因する虚栄心と情欲を楽しむ、慾から清められてい

ない心の無秩序な感情である。このような状態は、自己欺瞞の状態である。人が

この状態に逗留すれば、意識に浮かぶ心像は極めて生き生きとした、魅力的なも

のに成長する。心像が浮かぶと、心が熱くなり、不法な快感を味わうようになる。

知は、このような状態を恩寵的な、神聖なものと見なす。そうなると、明らかな

魔鬼の眩惑への転換が近い。その眩惑に陥った人は自由を失い、悪霊にとって格

好の玩具と愚弄の対象となる。人をこの状態に陥れる夢想的な祈りから、神は怒

りをもって顔を背ける。このような祈りで祈る者に、「彼の祈祷は罪とならん」

（聖詠１０８：７）という聖書の宣告が該当する17。

（２８）  祈る最中に思い浮かび、祈りから注意をそらす一見善い思いや一見光に満ち

た思い付きは、切り捨てるがよい。それらは偽りの知恵の領域から出るもので、

騎手が馬に乗っている如く、虚栄心の上に基づいている。祈る者の知にそれらが

                                               
16 克肖者マクシム・カプソカリヴィ「シナイの聖グリゴリイとの対話」フィロカリア、第１巻。
17 聖シメオン新神学者「祈りの第一方法について」フィロカリア、第１巻。



敵であることを分からせまいと、その暗然たる顔は覆い隠されている。だが、そ

れらの思いが祈りを邪魔し、注意を祈りからそらし、知を虜とし、魂を空っぽに

することで、それらが世の君18の領域から来た敵であることが明らかとなる。属

神゜の知恵、神の知恵は祈りを助け、人を己に集中させ、注意と傷感に専心させ、

神の臨在感と神の偉大さを感じることから生れる畏れと驚きと慎みの沈黙を知

にもたらす。やがて、この心境がとても深くなり、祈る者にとって祈りを神の恐

るべき審判の場とすることもある。

（２９）  散漫さと夢想を切り捨て、注意を集中した祈りは、見えない神を観ることで

ある。その際、知の視線と心の憧憬を惹きつける神を知は形なく観、およそ見る

ことを超越した見えないことを足れりとする。見えないことこそ
さいわ

福いであり、

見えないことの理由は、目を向ける対象が限りなく捉え難く、悟り難いことであ

る。見えない義の日である神は、見えない光線を発する。だが、その見えない光

線は、魂の感覚によってはっきりと捉えられ、神妙の平和、信仰、勇気、温柔、

慈悲、隣人と神への愛を心に満たす。内なる心の部屋に観る上記の働きにより、

人はその祈りが神に受け入れられたことがはっきりと分かり、生きた信仰が芽生

え、愛し愛せられる神を堅く頼りとするようになる。これが、魂が神と福楽の永

世のために蘇ることの始まりである。

（３０）  真の祈りが結ぶ実は次の通りである。すなわち、夢想や思い上りや興奮と無

縁な、静かな喜びと魂の聖なる平安の状態であり、また、悪人と善人、ふさわし

い人とふさわしくない人を区別せず、全ての人のために自分のため、自分の身体

の一部のためであるかのように神に祈る隣人愛である。このような隣人愛からは、

純粋極まりない神への愛が輝き生れる。

（３１）  上述した真の祈りの実は神の賜であり、注意と謙遜によって魂にもたらされ、

神に忠実であることによって守られる。

（３２）  魂が神に忠実であり続けるのは、およそ罪なる言葉、行い、思いを離れ、弱

さの故に陥ってしまう罪をすかさず悔い改める場合である。

（３３）  祈りの恩賜を獲得したい者は、うまくいかなくても辛抱強く祈り続けること

でその願いの真剣さを証明しなければならない。辛抱強さと不断の努力によって

こそ、祈りの恩賜を受けることができる。「主は祈る者に祈りを与う」と聖書は

言っている。つまり、自らの努力だけで辛抱強く祈り続ける者こそ、恩寵的な祈

りを神から授かることになる。

（３４）  初心者にとって、時間的に大きな間隔を置いた長い祈祷より、短いが頻繁な

祈祷が有益である19。

                                               
18 訳注。悪魔。
19 ロストフの聖ディミトリイ、第１巻。「内なる人」第４章。



（３５）  祈りは知の至高の仕事である。

（３６）  祈りは諸徳の
かしら

首・源・母である20。

（３７）  思慮深い祈りを学ぶがよい。すなわち、祈るとき、この世に属する朽ちやす

いこと、虚しいことを何事も求めてはならない。「爾等先ず神の国とその義とを

求めよ、然らばこれらのもの（この世の暫時の生活に必要な全てのもの）皆爾等

に加わらん」（マトフェイ６：３３）という救世主の誡めをよく覚えておくとよ

い21。

（３８）  何かをしようとするとき、何かが欲しいとき、また困ったとき、その思いを

祈りとして神の前に提示し、必要・有益であると思われることを神に求めるがよ

い。但し、神の旨が全能・叡智・慈憐であることを信じ、それを恃みに、神がそ

の願いを実現させるかさせないかについては神の旨に委ねなければならない。ゲ

フシマニヤの園で「父よ、ああ若し爾この
さかずき

爵 をして我を過ぎしめんことを
がえ

肯ん

じたらんには」と祈った後、「然れども我の旨成らずして、爾の旨成るべし」（ル

カ２２：４２）と全てを父の旨に委ねた主が、この素晴らしい祈りの方法を我々

に与えてくださった。

（３９）  あなたがなす善行と敬虔な修行について、神に謙虚な祈りを捧げるがよい。

それらを祈りと痛悔によって浄化させ、磨かなければならない。「私の息子たち

は、ことによったら罪を犯し、その心に神に対し悪しきことを思ったかもしれな

い」（イオフ１：５）と義なるイオフが毎日の祈りの中でその息子について言っ

たことに倣って、あなたの善行や修行について同じように祈るとよい。悪しき心

はとかく見分け難く、気がつかないうちに善行に入り込み、それを汚してしまう

からである。

（４０）  祈りを継ぐために全てを捨てよ。そして、己を捨てるという十字架に上り、

地上を離れ、あなたの神゜、魂、身体を神に委ねて、聖なる祈りを神から受けよ。

聖使徒と全地教会の教えによれば、その祈りとは聖神゜が人に宿るときに人の内

に生れる聖神゜の働きである22。

 

  おわりに

  痛悔の心を伴い、注意を集中した祈りに励むことを怠る者は、霊的な成長と属神゜の

実に無縁であり、多様な自己欺瞞の闇に陥っている。謙遜は、人が神に祈りを献じるこ

とが許される唯一の祭壇であり、献じられた祈りが神によって受け入れられる唯一の祭

                                               
20 聖大マカリイ、第３講話、第１章。「階梯」、第２８章の題。他の聖師父も同様に教えている。
21 シリヤの聖イサアク、第５説教。
22 ロマ書８：２６。「此（絶えざる祈り）に達せしならば、人はすべての道徳の高点に昇り、最早聖神゜
の住所となれるなり」（「シリヤの聖イサアク全書」、第２１説教、明治４２年、堀江復訳）と聖イサア

クは述べている。



壇である23。祈りは、神聖なる真の諸徳の母である。謙遜を退け、祈りとの聖なる結び

つきを自分のものにしようとしなかった者にとって、霊的な成長は全く不可能である。

祈りに励まなければならないことは、使徒の命である。「
や

輟めずして祈れ」（フェサロ

ニカ前書５：１７）と聖使徒は我々に言っている。祈りに励まなければならないことは

主ご自身の誡めである。その誡めは約束を伴っている。「求めよ、然らば爾等に与えら

れん、尋ねよ、然らば遇わん、門を叩けよ、然らば爾等の為に啓かれん」（マトフェイ

７：７）と、主は我々に命じ、祈るように招いている。祈りは「眠らず、
い

寝ねず」（聖

詠１２０：４）、祈りを愛し、常に祈りに励む者はそれによって永遠の楽しみの宮を示

され、天に導き入れられるに至る。彼処では、祈りは絶え間ない讃美の献げものに変わ

るであろう。注意を集中した、勤勉な祈りによって蒔かれた痛悔の種から地上の現世に

あって既に福楽を感じることが芽生え、永世にあって神に選ばれた者は絶え間なくその

福楽を享受することから、
もだ

黙すことなく永遠にその讃美を揚げつづけるであろう。アミ

ン。

                                               
23 聖大ピーメンの所見。アルファベット順聖師父言行録。


