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聖携香女の主日

聖イグナチイ・ブリャンチャニーノフ

「人の心霊の死せる状態について」

今日の福音経は、神人イイスス・ハリストス

が地上に旅せられた間、主イイススに従い、そ

の受難を目撃し、その埋葬に参加した聖女の偉

業のことを告げている。埋葬は、金曜日の晩に

行われた。ユダヤ人の憎悪は、噴火中の火山か

ら噴き出す溶岩のごとく、主だけでなく、主と

親しくしていた人たちをも
は

食まんとしていた。

聖使徒は、逃亡を余儀なくされ、驚異的な出来

事を遠くからしか眺めることができなかった。

ただ、こわいことを知らない愛の弟子、聖使徒

イオアンは、最後まで主を離れなかった。その

時、シネドリオン（ユダヤ人の議会）に迫害さ

れることを恐れて、これまでずっと自分の信条

を隠していた、シネドリオンの名誉議員イオシ

フは、突然、今までの不安・障害・躊躇をいっ

さい捨て、冷酷なピラトのもとに来て、辱めの

死刑に処された者の遺体を乞い、その遺体を受

け、畏敬をもってそれを埋葬する。福音書は、

イオシフの行為を、度量と勇気に満ちたものと

評価する。それは、まさにそのような行為であ

った。神殺しを行なったシネドリオンと、神殺

しに参加したエルサレムを前に、シネドリオン

の議員は、人々によって殺された神人の遺体を

十字架から降ろし、エルサレムの城門と城壁の

近辺にある園へと運んでいく。そして、園にあ

る一枚岩を掘って新しく造った墓の中に、
せいひつ

静謐

の漂う木蔭で、全ての人の霊体を贖った遺体を

安置し、秘宝を覆い包むがごとく、一点の不純

もない布で遺体を覆い包む。主の埋葬には、も

う一人のシネドリオンの議員、ニコディムも参

加した。ニコディムは、夜中に主のもとを訪れ、

主を神の使者と認めた者である。大いなる石を

墓の門（福音書が墓の門と呼んでいるのは洞穴

の低い入口のことである）に転がしておいた後、

イオシフは、自分の役目をきちんと果たした者

として、帰途につく。シネドリオンは、イオシ

フの行動を追跡していた。イオシフが帰った後、

シネドリオンは番兵を置いて墓の番をさせ、入

口を閉ざした石に封印をするという処置を講じ

た。主の弟子も、主の敵も、主の埋葬の証人と

なったわけである。シネドリオン議員の一部は、

激昂と狂乱を極め、この上なく大きい悪事を働

きつつ、知らないうちに、この上なく大いなる
いけにえ

犠牲の奉献を行なった（聖使徒行実３：１７―

１８）。彼らは、至聖な
いけにえ

る主を屠ることによっ

て人類を贖い、その大いな
いけにえ

る神を預象する不毛

な奉献の一連に終止符を打ち、旧約の犠牲とそ

の奉献の制度を不必要なものとした。シネドリ

オン議員の他の一部は、旧約の全ての義人を代

表し、神に適った心をもって、人々の贖い主の

葬りに仕え、その行為によって旧約の諸子の敬

虔な諸行を完成させた。この時点からは、もっ

ぱら新約の働き手の活動が始まるのである。

勇気に満ちた自己犠牲的な姿勢についてい

えば、聖なる携香女はイオシフにひけをとらな

い。金曜日の埋葬式に出席した聖女たちは、安

息日の土曜日に、聖なる静寂に覆われた洞穴の

中に憩う主の体の安息を破ることをよしとしな

かった。聖女は、主の体
においあぶら

に香膏を注ぐことによ

って、その熱心な気持ちを表わそうと思い立っ

た。金曜日、埋葬式から帰ってくると、直ぐに

大量の香料を購入し、
 ス ボ タ  

安息日の次の日であり、

主の日とも呼ばれる日曜日を待つことにした。

この日、夜が明けるや否や、聖女は墓に向かっ

たが、途中で、大きな石が墓の入口を塞いでい

ることを思い出した。それが心配になり、聖女



たちは「誰か我等の為に石を墓の門より移さ

ん」と語り合った。その石は「甚だ大いなり」

（マルコ１６：３―４）。墓に来ると、聖女は、

石が移されていることを見て驚いた。それを移

したのは、力強い光の天使であった。主の復活

後、その天使は、天に入れ難き主を入れた墓に

天から降り、番兵を
がくぜん

愕然とさせると同時に、封

印を破って重い石を退けた。天使は、聖女の到

来を待って石の上に座った。聖女が来ると、天

使は彼女たちに主の復活のことを告げ、それを

使徒に伝えるように命じた。至聖なる
からだ

遺体が番

兵に見張られ、シネドリオンの憎悪に眼光鋭く

見守られていたにもかかわらず、聖女たちは、

神人に熱心な気持ちを抱いて、危険を顧みず、

その遺体に敬意を表して最後の別れを告げよう

とした報いとして、ハリストスの復活の確かな

知らせを受けた最初の人となり、天使の口から

それを聴いた者として、人々に主の復活を力強

く伝える最初の人ともなることを賜わった。い

と完全なる神は、えこひいきをしない。主の前

に全ての人は平等であり、より自己を犠牲にし

て神に向かおうとする人が、特に豊かにして属

神 の゚華美を極めた、特別な神の恩賜を賜わるこ

ととなるのである。

「誰か我等の為に石を墓の門より移さん」（マ

ルコ１６：３）。この聖女の言葉は、神秘的な

意味をも持っている。その意味がきわめて教訓

的であるため、隣人の霊益を願う心と隣人愛は、

それを沈黙に附することを許さない。

墓とは、我々の心のことである。心は宮であ

ったが、墓となってしまった。洗礼機密によっ

て、ハリストスが我々のうちに宿り、我々のう

ちから働くために、心の中に入ってくださる。

その時、心は神の宮として成聖される。己のう

ちに古き人を生かし、堕落した己の意志と、偽

りに毒された己の知恵とにしたがって行動する

とき、我々はハリストスからその働きを発揮す

る余地を奪ってしまう。洗礼によって心の中に

入ったハリストスは、我々の内に宿り続けるが、

我々の行動によって傷を負わされ、殺されたか

の如くなる。手にて造られざる神の宮は、狭く

暗い墓となってしまうわけである。その入口は、

「甚だ大いなる」石で塞がれる。神の敵は、番

兵を置いて番をさせ、転がしておいた石と岩に

封印を施して墓の入口を封じる。重さだけでな

く、有力な封印も、石に手を触れさせないよう

にするためである。神の敵は、自分自身で、心

の死せる状態を保持するように目を凝らす。心

の復活を妨げ、それを不可能にするため、神の

敵はありとあらゆる対策を考え、ありとあらゆ

る手を打っている。

石とは、魂の病のことである。聖師父が「無

感覚」と呼んでいるその病は、他の全ての病を

不治のままに封じているものでもある（「階梯」

１８章）。そのような罪を聞いたこともない、

と多くの人は言うであろう。聖師父の定義によ

れば、「無感覚」とは、霊的な感覚が麻痺し、

人の心霊が霊的な事柄に対し見えずして死し、

完全に物質的な事柄に集中した状態である。身

体が長く病気をすると、体力が完全に消耗し、

身体の機能が全て衰えてしまうことがある。そ

の時、病気が、その糧を失って身体を苦しめな

くなり、衰弱しきった、あたかも死んだような

状態のまま病人を去ると、病苦に疲れ果てた身

体は、すでに特別な苦しみがなくても、えもい

われぬ
しょうすい

憔悴の故に、どの簡単なことも何ひとつ

できない状態となる。人の心霊も、同じである。

絶えず世塵にまみれ、自由に罪を犯し、神と永

世のことを忘れ、福音の教えとその誡めを無視

ないし軽視することを常とした生活を長く送る

と、心霊は霊的な事柄に共鳴できなくなり、そ

れらに対し死した状態となる。霊的な事柄は実

際に存在していても、そうした心霊のためには

存在しなくなる。心霊が、それらの事柄に生き

なくなり、物質的な、一時的な、空しい、罪な

る事柄のみに専念しているからである。

どの人でも、己の魂の状態を冷静に分析して

みれば、魂が重症の無感覚を病み、その病がき

わめて重大であることが分かるであろう。また、

それが心霊の死せる状態の表われと証拠である



ことも、認めざるを得ないであろう。聖書を読

もうとすれば、退屈でたまらなくなり、読んで

いることは何でも解りにくく、注目に値しない、

変わったことに思えてしまい、できる限り早く

読むことを終りにしたいと思うのは、なぜであ

ろうか。神の言葉に共鳴を感じないからである。

祈祷に立てば、心が無感動のまま、注意が散

漫な、うわべだけの祈りをできる限り早く終ら

せようとするのは、なぜであろうか。神に疎い

からである。我々は死んだような信仰をもって

神の存在を信じていても、我々の感覚にとって

は神は存在しないのである。

我々が永世のことを忘れているのは、なぜな

のか。我々は果たして、終りのない永遠の世界

に移住しなければならない者の数から外されて

いるのか。他の人々と同じように、我々も果た

して死を間近に控えているのではないのか。で

は、なぜなのか。その理由は、心が物質に執着

していっときもそれを離れようとせず、永世の

ことを思い浮かべようともせず、永世を予感す

るという貴重な感覚を失い、人生という地上の

旅に対する誤った感覚を取得したからである。

その誤った感覚は、我々に地上の人生を終りの

ないもののように思わせる。我々はその誤った

感覚に欺かれ且つ捕らわれて、それに基づいて

我々の行動のすべてを決めるほどである。また、

心身の能力を俗世の朽壊のために捧げ、我々を

待ち受けている別の世界のことを少しも気にと

めない。ひとり残らず、必ずその世界の永久の

住人とならなければならないにもかかわらずで

ある。

我々の口の中から、無駄口、冗談、隣人を非

難したり、からかったりする言葉が川のように

流れ出るのは、なぜであろうか。何の意味もな

い娯楽に少しも退屈せずに何時間も費やし、そ

れに飽きることもなく、ひっきりなしに様々な

空虚な事柄に没頭しているが、己の罪を省み、

それについて涙を流すこととなると、少しの時

間も割こうとしないのは、なぜであろうか。そ

の理由は、この世と罪への共鳴、人が罪の虜と

なってしまう所以の事柄への共鳴を取得し、神

に適った諸徳を人に修めさせる行への共鳴を喪

失したからである。無感覚は、神に敵する世と

堕天使によって、我々の自由意志の助けを得て、

心に植え付けられるものである。この世の原則

にそって生きることによって、また、堕落した

己の知恵と意志に従ったり、神に仕えることを

捨てたり、それをなおざりにしたりすることに

よって、無感覚は育ち、度を増していく。無感

覚が心に根を張って心の性質となれば、世と世

君は石に封印を施す。その封印とは、人の心霊

が悪霊と交わり、悪霊の感化と支配に隷属する

ことである。

「誰か我等の為に石を墓の門より移さん」。

心配と悲嘆と当惑の気持ちに満ちた質問である。

世と罪に仕えることを捨て、主に向かった魂は、

同じ気持ちを味わう。そうした魂は、恐ろしく

なるほど、どうすることもできない無感覚とい

う病に真っ正面からぶつかることとなるからで

ある。傷感を抱いて祈りたいし、他の読書を忘

れて神の言葉を読むことに専念したいし、絶え

ず己の罪深さを見つめ、常にそれを嘆きたい。

端的に言えば、神に結合し、神に属する者とな

りたい。が、世に仕える者には知られない、己

自身の内の突然の対抗に直面する。心の無感覚

である。今まで怠慢に生きていたことによって

致命傷を負ったかのように、心は生きている気

配がない。死と神の審判のこと、己の罪過が無

数であること、地獄の苦しみと天国の楽しみの

ことを思い起こそうとするが、無駄である。知

恵がそれらのことを思い起こして心を揺り動か

そうとしても、何の効果もなく、心はそれらに

共鳴を覚えることができない。あたかも、地獄

も、天国も、神の審判も、罪過も、堕落と滅び

の状態も、心に何の関係もないかのようである。

心は、罪に毒されて、深い死の眠りに就いてい

るのである。「誰か我等の為に石を墓の門より

移さん」。「蓋しその石は甚だ大いなり」。

聖師父が教えるところによると、無感覚をな



くすため、人は、無感覚との忍耐強い戦いを絶

やさず、常に慎み深く、敬虔な生活を心がける

ことが必要である。このように生きることは、

無感覚に生きることを妨げる。しかし、人の自

身の努力だけでは、無感覚という人の心霊の死

を根絶することはできない。無感覚が根絶され

るのは、神聖なる恩寵の働きによってだからで

ある。神の命令によって、神の使いが、労して

疲れ果てた魂を助けるために降り、無感覚の石

を心から移し、傷感を心に満たし、魂に復活を

告げる。傷感の情を抱いて涙を流し続けると、

やがては魂が復活すること必至だからである

（「階梯」１章６節）。傷感は、心が神と永世

に対して生き返ったことを示す最初のきざしで

ある。傷感とは、いったい何か。傷感とは、人

が、己自身と、嘆くべき己の状態、すなわち堕

落と永遠の死の状態について、
れんびん

憐憫の情を催す

ことである。聖使徒ペトルの宣教に動かされて、

ハリストス教を受容することに決めたエルサレ

ムの住民がまさにその情を催したのを、聖書は

「彼等、心刺さるるが如し」（聖使徒行実２：

３７）と表現している。

主の体は、携香女の香料を必要としていなか

った。香料を塗られる前に、その体は復活した

からである。だが、聖女たちは、事前に香油を

購入し、シネドリオンの憎悪と好戦的な墓の番

兵をものともせず、日が出るか出ないかの朝早

く主の墓に足を運ぶことによって、主に対して

どれほどの気持ちを心に抱いているかを実証し

た。携香女の贈り物は、最終的には不必要なも

のであった。が、今まで見たこともない天使の

現われと、神人が復活し、それと共に人類が復

活したという、
みじん

微塵の疑いもない天使の知らせ

の形で、その贈り物は百倍の報いを受けたので

ある。

我々が一生を神に捧げ、能力と才能のすべて

を捧げて神に仕えることは、神ご自身のために

は不必要である。それを必要としているのは、

我々のほうなのである。香料の如くそれらを主

の墓に捧げようではないか。善き意志という香

油を事前に購入しようではないか。青春の時か

ら罪にいけにえを捧げることをいっさい捨て、

それを積立てにして善き意志の香油を購入しよ

う。罪に仕えることと神に仕えることを兼行す

るのは、不可能である。前者によっては、後者

が台無しにされるからである。罪が我々の心霊

の内に神と神聖なる事柄への共鳴を殺してしま

うことを許してはならない。罪がその感化によ

って我々を封印し、我々に対して強制的な支配

を得ることを許してはならない。無垢な青春の

日々から神に仕えはじめ、気移りせずに神に仕

えつづける者は、絶えず聖神 に゚感化され、聖神゜

からもたらされる至聖なる感銘の封印を施され、

体験的にハリストスの復活を知る知識を適時に

修得し、心霊上ハリストスにあって生き返り、

その衆兄弟に復活を伝える者として神に選ばれ

ることとなる。

知らないうちに、または気をゆるめて、罪の

奴隷となり、悪霊との交わりに入り、その仲間

に加わり、心霊の内に神と天の住人との関係を

失った者は、悔改によって癒しを得るがよい。

悔改の薬を利用することを日延べにしてはなら

ない。知らないうちに死が忍び寄り、突然に我々

をこの世から去らしめた後、終わることのない

安息と祝いの住いに入らせてもらえなくなり、

不当な毒麦として地獄の炎に投げ込まれること

にならないためである。その炎は、永久に身を

焼きつづけ、消えることのない、恐ろしいもの

である。古い病気を治療することは、時間もか

かるし、手間もかかる。神の仁慈が悔改のため

の時間を我々に与えるくださるのも、すべての

聖人が悔改のための時間を賜わるように神に祈

ったのも、故なきことではない。罪によって受

けた感銘を心から拭い去り、聖神 に゚よる感銘を

心に刻み、己を穢れから清め、諸徳の衣を身に

まとい、すべての天の住人のように、神に適っ

た心の性質を飾りとするには、とにかく時間が

かかるからである。

  準備をととのえた人の内にはハリストスが復



活し、墓となっていた心は再び神の宮と化す。

「主よ、起きよ、
わ

吾が神よ、我を救い給え」（聖

詠３：８）。主よ、あなたが起きて、神秘的に、

且つ実質的に私の心の内に復活することは、す

なわち私の救いなのである。アミン。


