
アンティパスハ

代過越節・聖使徒フォマの主日

「ハリストス教について」

（イオアン２０：１９―３１）

「見ずして信ずる者
さいわい

は福なり」（イオ

アン２０：２９）。

主の忠実な弟子が、その兄弟である他

の使徒から主の復活のことを聴いて信

じなかった時、主は上記の言葉をその弟

子に向けられた。真に驚異的で全人類に

とってこの上なく重要な出来事である

主の復活を自分の目で確かめないとそ

れを信じないと断言した弟子に、主は上

記の言葉を向けたのである。日暮れに、

主は扉の閉まったまま部屋に入って聖

使徒に現れた。（神殺しを行って、予告

された復活を妨げるため、あらゆる対策

を講じたイウデヤ人の憎悪を恐れてい

た使徒たちは、警戒心から扉を閉め、し

っかり鍵をかけていたのである。）主が

現れたとき部屋にいなかった聖使徒フ

ォマに、他の使徒は「我等主を見たり」

と喜びながら言った。この上なく喜ばし

い知らせを聞いて当惑したフォマは「我、

若しその手に
くぎ

釘の跡を見ず、我が指を釘

の跡に入れず、我が手をその
わき

脇に入れず

ば、信ぜざらん」（イオアン福音２０：

２５）と答えた。それは、神に敵対する

不信心の表現ではなかった。それは言い

難い喜びの表現であった。人知を超え、

人類の状態を変えた出来事の偉大さを

目前にした心の表現だったのである。ハ

リストスと共に、そしてハリストスのう

ちに、人類が復活したからである。

仁慈なる主は、愛する弟子が希望する

証拠をさっそくフォマに与えた。一番目

に使徒たちに現れてから一週間経った

日、主は、使徒が全員集まり、フォマも

一緒にいた時、再び彼らに現れた。前回

と同じく、イウデヤ人を恐れていたこと

から、扉は閉まったままであった。使徒

たちは、突然、その中に立っておられる

主を見た。「
なんじら

爾等に平安」と、主は彼ら

に言われた。それから、フォマに向かっ

て「爾の指をここに伸べて、我が手を視

よ、爾の手を伸べて、我が脇に入れよ、

信ぜざるなかれ、すなわち信ぜよ」（イ

オアン福音２０：２７）と言われた。こ

の言葉をもって、フォマが他の弟子から

復活のことを告げられ、主がいないと思

って自分の当惑を告白したときも、主は、

神性にて遍在の方としてそこにいたこ

とを示されたのである。フォマは復活の

ことを確かめたかったが、それより限り

なく重要な証拠を得て、復活を証明する

証拠の有無をもはや念頭に置かなかっ

た。「我が主よ、我が神よ」とフォマは

叫ぶ。その言葉によって、フォマは「あ

なたが神であることを確かめた以上、も

う復活のことを確かめる必要はない。全

能の神であるあなたには、人知を超えた

どんなことでもできるのだ」という気持

ちを表わした。

主は聖使徒フォマの受け認めに答え

て「見ずして信ずる者」を誉められた。

ということは、主は、時空ともに主から

遠く離れている我々をも含めて、主を肉

眼で見ていない全ての人を記憶したの

である。人類のためにご自分をいけにえ

として捧げ、すでに復活の光栄をもって



栄せられた人性にてご自分の聖使徒の

中に立ったとき、主は我々のことを記憶

したのである。この主の聖なる聖堂に立

っていて、１８世紀も離れた出来事〔訳

注、成聖者イグナチイは１９世紀半ばの

人である〕を思い起こしている我々も、

主に忘れられていないのである。主を見

ずして主を信じている我々も、
さいわい

福 であ

る。我々のなかで主を信じている者は
さいわい

福 なのである。肝心なのは信仰である。

信仰は人を神に近づかせ、人を神に結合

させる。信仰は、人を神の面前に立たせ、

人が神を永遠に見つづけ、神に在って永

遠に楽しみ、神と共に永遠に王となるた

めに、この世の終りの日、すなわち永遠

の日のはじめに、人を神の宝座の前に立

たせてくれるであろう。

「見ずして信ずる者は
さいわい

福 なり」。こ

の言葉をもって、主は全地球と全時代の

全信者を一つにまとめた。主は、我々に

救いを施す受難に行く前に使徒たちの

ためにご自分の父に祈りを捧げたとき、

「我ただ彼等（使徒たち）の為にのみ祈

るにあらず、すなわちまた彼等のことば

によりて我を信ずる者の為なり」（イオ

アン１７：２０）と言い、全ての真のハ

リスティアニンを使徒と合わせた。そし

て、この場合もそうである。主は、教会

の諸子全員が聖使徒の至福にあずかる

ようにせられる。「爾等の目は見、爾等

の耳は聞くが故に
さいわい

福 なり、けだし我ま

ことに爾等に
つ

語ぐ、（旧約の）多くの預

言者と義人とは、爾等が見るところを見

んと欲して見ざりき、爾等が聞くところ

を聞かんと欲して聞かざりき」（マトフ

ェイ福音１３：１６－１７）と主は使徒

に言った。福たる「
ことば

言の
じっけんしゃ

実見者及び
えきしゃ

役者」（ルカ１：３）は、見たこと、聞

いたことを我々に伝えた。「
ことば

言は肉体と

成りて、我等のうちに居りたり、恩寵と

真実とに満てられたり。我等、彼の光栄

を見たり、父の
どくせいし

独生子の如き光栄なり」

（イオアン１：１４）と、その実見者の

一人は言っている。聖使徒の明快な叙述

を読んで、我々は、使徒が目撃した出来

事をまるで自分の目で見ているかのよ

うである。それから、教会の機密を受け

ることによって、我々は主との本格的な

交わりに与り、やはり機密を通してその

交わりを保ちつづける。生きた信仰は、

肉眼には見えない神を心眼に見えるよ

うにしてくれる（エウレイ書１１：２

７）。主の誡めにしたがって生きること

は、我々に主の密かなる顕現を与えてく

れる。部屋に集まった主の弟子が、イウ

デヤ人が中に入れないように扉に鍵を

かけた。それと同じように、人の精神に

定着した福音にそった考えが心の中に

集まり、主に敵対し主の至聖なる教えを

否定する考えが心の中に入れないよう

に心に鍵をかけたとき、主が霊的に心の

中に現れるのである。

聖使徒と同じ状態を手にしている

我々は、敢えて我々の状態が旧約の諸義

人の状態より福なるものであると主張

できる。なぜなら、彼らが来たるべき贖

罪主を信じていたのに対し、我々はすで

に降臨し贖罪をなした主を信じている

からである。また、彼らに恩寵の賜が約

束されたのに対して、我々は賜を豊かに

与えられ、手にしており、我々の意に応

じてそれらを活用しているからである。

賜を与える主は、限りなく裕福にして気



前のよい方である。不足を感じるなら、

悪いのは他ならぬ我々自身である。恩寵

の賜を感じない原因は、我々の信仰が弱

いことである。もっとはっきり言えば、

その原因は信仰を捨てることである。

なぜ我々は信仰がないのか。その原因

は、我々はハリストス教を学ぶ努力を一

つもせず、ハリストス教の明確な理論的

知識をもたらす、聞くことによる信仰

（ロマ書１０：１７）、およびハリスト

ス教の実践的知識をもたらす、行いによ

る信仰（イアコフ書２：１８）を獲得す

る努力を少しもしようとしないことで

ある。この二つの知識を獲得した人は、

人の力でできることを尽くしたことに

よって、神を知りたいとの願いが真心で

あることを証した者として、この二つの

知識から、生ける信と常に一つである本

格的な、神秘的な属神 の゚知識へと神によ

って高められる。「我が誡めをたもちて、

これを守る者は、これすなわち我を愛す

る者なり、我を愛する者は、我が父に愛

せられん、我も彼を愛し、かつ己を彼に
あらわ

顕さん」（イオアン１４：２１）と主は

言う。

ハリストス教は、サイズや構造のいか

んを問わずあらゆる船が等しく容易に

停泊できる、広く素晴らしい港にたとえ

ることができる。漁師のみすぼらしい小

船も、多種多様な品物を積んだ商人の巨

船も、破壊と死をもたらす無数の武器を

装備した巨大な軍艦も、祭典や遊航を目

的とした豪華
けんらん

絢爛たる王様や貴族の帆

船も、この港なら安心して停泊すること

ができる。ハリストス教は、年齢・身分・

地位・才能・教育のいかんを問わず、あ

らゆる人をその懐に受け入れてくれる。

受け入れ、かつ救いを与えてくれる。「も

し爾の口に主イイススを
う

承け
と

認め、爾の

心に神が彼を死より復活せしめしこと

を信ぜば、すなわち救われん。けだし人、

心をもって信じて義とせらるるを致し、

口をもって
う

承け
と

認めて救わるるを致

す」（ロマ書１０：９―１０）。唯一真

のハリストス教を保ち続ける正教会の

懐にて、心を尽くしてハリストス教を受

け入れる人は、救われる。全ての人は、

ハリストスという一つの代価で
あがな

贖われ

ている。そして、贖いの営みにおいて唯

一重要なのは贖いの代価である。贖われ

たいと願い、代価の重要性を信じ、その

重要性を受け認める全ての人のために、

人物を問わず、不公平なく、その代価は

払われる。贖いの代価の重要性を受け認

めることは、すなわち己の重要性と自尊

心をまったく捨てることである。贖いの

代価は、己を捨てる条件で払われる。世

の常識から判断して何の教養・見識もな

い単純な人でも、ハリストス教を通して

博学の学者や賢者と同様に救われる。ハ

リストス教は、いと完全なる神の賜であ

るから、全ての人を豊かに満たしてくれ

る。真心の信仰は幼児や単純な人にとっ

て知恵となり、正しい方法で（コリンフ

前書３：１８）ハリストス教に取り組む

賢者はその奥深さと至高の智慧に驚く

であろう。真の神学も、真の心理学と形

而上学も、ハリストス教のうちに秘めら

れている。人間について、聖なる霊たち

と悪霊について、肉眼に見えない世界に

ついての正しい知識を、人間が得られる

範囲内で得ることができるのは、ハリス

ティアニンのみである。ハリストス教が



もたらす悟りによって、人間の学識を見

る目は、神がそれを見る目と同じになる。

「この世の知恵は神の前に
ぐ

愚なればな

り。主は智者の
おもい

思念（すなわち彼らの学

識をなす思考）の虚しきを知る」（コリ

ンフ前書３：１９、２０）。これらの思

念や知識は一時的な虚しい事柄に関す

るものばかりで、それらを持っている者

が行き着くところは、虚栄心、傲慢、自

己欺瞞に陥り、朽ち行くもの・過ぎ行く

ものばかりを心配して生きることで人

生を台無しにし、罪なる生活を送り、神

と永世を捨て忘れることである。〈･･･〉

主を見、至聖なる主の教えを聞き、主

の驚くべき休徴を目撃しつつ、主を信じ

なかったハリストスの同時代人たちが

どうしてそんなに盲目で
かたく

頑なであった

か不思議でならない。その時代から７世

紀前の預言者は、遠い山の頂からかのよ

うに、その人たちの無感覚を見て驚き、

「爾等耳にて聴けども悟らず、目にて視

れども見ざらん」（マトフェイ福音１

３：１４）と、その生きながら死せる人

たちの群衆に叫んだ。不思議なことに、

現在も同様に多くの人は、一点の曇りも

ない真理の光に輝くハリストス教を信

じない。聖書は、その不信心の原因を「こ

の民の心は頑なになれり」（マトフェイ

福音１３：１５）と説明する。つまり、

肉体にしたがって生きることによって、

その心は肉的で重いものとなり、すべて

霊的なもの、永遠のもの、神聖なものに

対して死んだものとなったのである。

ハリストス教を学ぶことによって、ハ

リストス教が真理であることを証明す

る極めてはっきりとした断固たる確信

が得られる。ハリストス教を正しく学ぶ

ことによってもたらされる確信、ハリス

トス教が教える見えない世界の存在へ

の確信は、感覚によってもたらされる見

える世界の存在への確信よりはるかに

強いものである。何百人もの人が目に見

えないものを得るために目に見えるも

のを捨て、自分の確信を証するために血

を流すことを嫌がらず、狂気・熱狂に満

ちた迫害者がその確信を捨てさせるた

めに加えた苛酷な刑罰を恐れなかった。

それほどに、その確信は強く確かなもの

なのである。〈･･･〉

ハリストス教がどういった経緯で創

設され広がっていったかをざっと見て

も、驚くべきものがある。更にもっと詳

しくハリストス教を学べば、それが神か

らのものであることをはっきりと確信

することができる。「我、爾の
めい

命をもっ

て
さと

諭されたり」（聖詠 118：104）と預言

者も言ったように、最も強い確信は、福

音の誡めにしたがって生きることによ

って得られる。誡めを守ることによる確

信は、人の心の中に働く確信であり、外

からのどの説得よりも強いものである。

福音の誡めは、魂を平安にし、生かし、

強固にしてくれる。誡めの働きを己の内

に感じた人は、主イイスス・ハリストス

を信じる生ける信仰を獲得し、主の前に

「爾は永遠の
いのち

生命の
ことば

言を
たも

有つ。我等は爾

がハリストス、活ける神の子たるを信じ、

かつ知れり」（イオアン福音６：６８、

６９）と、はっきりと、断固として受け

認めて心の気持ちをあらわす。

「爾の指をここに伸べよ。爾の手を伸

べよ。信ぜざるなかれ、すなわち信ぜ



よ」（イオアン福音２０：２７）と救世

主は、神の大いなる業を目の前に当惑し

て信仰に迷っていた弟子に言われた。

「我に
さわ

捫りて
み

視よ」（ルカ福音２４：３

９）と主は言われた。すなわち、「私の

誡めにしたがって行い、私の旨にしたが

って生きることによって、私に
さわ

捫りなさ

い。そうすれば、あなた方の魂の霊的な

感覚をもって、目に見えない私を見るで

あろう。そのように私に
さわ

捫る全ての人は、

私を確信し、私を見つけたことを喜び、

私の愛する使徒とともに『我が主よ、我

が神よ』（イオアン福音２０：２８）と

叫ぶであろう」。アミン。


