
サマリヤ婦の主日

「神 と゚真とを以て神を拝することについて」

（イオアン４：５―４２）

「
まこと

真の礼拝者は
しん

神 を゚
もっ

以て
まこと

真を以て父

を
はい

拝せん、
けだ

蓋し父は
か

是くの
ごと

如く彼を拝す

る者を
もと

覓む」（イオアン４：２３）。

至愛の
けいてい

兄弟よ、今日の福音経は、真の

神の真の礼拝者が「神 」゚と「真」とをも

って神を拝し、神がそうした礼拝者を求

めるという教えを我々に告げている。も

し神がそうした礼拝者を求めるならば、

すなわちそうした礼拝者のみが神によっ

て受け入れられ、神に喜ばれるというこ

とになる。この教えを我々に告げたのは、

神の子ご自身である。ハリストスの教え

を信じ、心を尽して至聖なる主の教えを

受け入れよう。正しくその教えに従うた

め、神 と゚真とをもって神・父を拝すると

はどういうことであるかについて考えて

みよう。

「
まこと

真」（真実、真理）とは、我が主イ

イスス・ハリストスのことである。「我

は道なり、真実なり、生命なり」（イオ

アン１４：６）と、主が己について
あか

証し

した通りである。「真」とは、神の
ことば

言の

ことである。「爾の言は真実なり」（イ

オアン１７：１７）と主は言う。その「言」

は
はじめ

太初に神と共に在り、神によって発せ

られたものである。その「言」は神であ

る（イオアン１：１）。その「言」は、

「見る
べ

可きもの、見る
べ

可からざるもの」

（コロサイ書１：１６）、万物を造った

創造主である（イオアン１：３）。その

「言は肉体と成りて、我等の
うち

中に居りた

り、恩寵と真実とに満てられたり」（イ

オアン１：１４）。「神を見し人未だ
かつ

嘗

てあらず、
ただ

惟
どくせい

独生の子（神の言）、父の
ふところ

懐 に在る者は、彼を
あらわ

彰せり」（イオア

ン１：１８）。神の子、神の言は、完全

な形で人々に神をあらわしてくださった。

つまり、神の子は、人間にとって悟り難

い真実を人々にあらわし、神聖なる恩寵

を豊かに与えることによって、その真実

をはっきりと実証した。「彼の充満より

我等皆恩寵の上に恩寵を受けたり。蓋し

律法はモイセイに
よ

由りて授けられ、恩寵

と真実とはイイスス・ハリストスに由り

て来れり」（イオアン１：１６―１７）。

つまり、イイスス・ハリストスによって

もたらされたのが、恩寵と真実に関する

観念的な知識などではなく、恩寵そのも

のが、真実そのものが、実際に人々に授

けられ、人々のうちに植え付けられた、

という意味である。我々は、「神の性に

与る者」（ペトル後公書１：４）となっ

たわけである。

真実は、それに特有の
しん

神 （゚精神、霊）

を持っている。この神 ぱ、「真実の神 」゚

（イオアン１５：２６、１６：１３）と

呼ばれる。この神 ぱ「父より
い

出づる者」

（イオアン１５：２６）であり、神の「聖

神 」゚（イオアン１４：２６）である。こ

の神 ぱ、常に子と共に在る「子の神 」゚（ガ

ラティヤ書４：６）であり、父と子と共

に、分かれずして、融合せざる、一体の

神たる存在を成す、神 で゚ある。真実を受



け入れることは、同時に聖神 を゚受けるこ

とでもある。だからこそ、至聖なる真実

である主は、その門徒に父から聖神 を゚遣

わすことを告げている。聖なる真実が働

くところに、真実の聖神 が゚在って真実の

働きを印することは、ごく自然なことで

ある。同じく、聖神 が゚働くところには、

真実が豊かに顕れることとなる。「彼、

即ち真実の神 、゚来らん時、爾等を
およ

凡その

真実に導かん」（イオアン１６：１３）

と主がその門徒に言った通りである。主

は、神聖なる言と神聖なる神 と゚の神妙な

る関係を描くに当たり、神 に゚ついて次の

ように語る。「彼は我を栄せん、蓋し我

に属するものより取りて、爾等に示さん。

凡そ父の
たも

有つところのものは我に属す」

（イオアン１６：１４―１５）。神 ぱ、

神 と゚一体である子を人々に知らしめ、あ

らわす。だだし、その前提として、神 と゚

一体である子を信じることによって、神゜

を得ることが必要である。聖神 ぱ、真の

ハリスティアニンを霊的に築き、「神の
すまい

居処」（エフェス２：２２）となし、「内

なる人」にハリストスを宿らせる（エフ

ェス３：１６―１７）。聖神 ぱ、人にハ

リストスの心を植え付け、人をハリスト

スのごとき者となし、神の子となす。神

の子となった人は、父として神に祈りを

捧げるようになる。なぜなら、聖神 ぱ、

聖神 に゚よって一新せられた人の神 （゚心

霊）に、この人が神と体合し、神の子と

なったことを、はっきりと分かる形で証

してくださるからである（ロマ書８：１

６）。「爾等子たるに由りて、神は爾等

の心にその子の神 、゚アウワ父と呼ぶ者を

遣わせり」（ガラティヤ書４：６）と聖

使徒は言う。このような礼拝者が、神の

真の礼拝者と認められる。神は、このよ

うな、神 と゚真実とを以て神を拝する礼拝

者を求め、受け入れる。真のハリストス

教の外には、神を知ることも、神に
えき

役す

ることも不可能である。

「人
も

若し我に
よ

由らずば、父に
きた

来るなし」

（イオアン１４：６）と主は言った。主

イイスス・ハリストスを信じない人にと

って、神は存在しない。「凡そ子を認め

ざる者は、父をも
たも

有たず」（イオアン第

一公書２：２３）、「子を信ぜざる者は
いのち

生命を見ざらん、
すなわ

乃ち神の怒りはその上

に
とど

止まる」（イオアン３：３６）。神と

人の交わりにおける唯一の手立て、唯一

の中保者である主イイスス・ハリストス

の助けなくしては、神に近づくことも、

神との交わりに入ることも、まったく不

可能である。また、聖神 の゚助けなくして

は、真に主イイスス・ハリストスを知る

ことは不可能である。「聖神 に゚由らざれ

ば、一人もイイススを主と
とな

称うる
あた

能わ

ず」（コリンフ前書１２：３）と聖使徒

は言う。「若し人ハリストスの神 を゚有た

ずば、ハリストスに属せず」（ロマ書８：

９）。ハリストス教の外には、天にふさ

わしい徳行はあり得ない。「ハリストス・

イイススと聖神 に゚よってでないと、善き

ことを信じることも、行うことも不可能

である」（フィロカリア、『霊法につい

て』、第２章）と苦行者聖マルコは言っ

た。堕落した我々の本性をもととした、

人間本位の善い行いは、神にふさわしく

ない。人間の本性において、善は悪と入

り交じり、悪の多さによってほとんど見



えなくなっている。堕落した本性は、悪

しか行うことができなくなっている。神

ご自身が、そのことを次のように証する。

「人の心の図るところ、その幼き時より

悪しきことなり」（創世記８：２１）。

「爾等悪しき者なるに、尚善き賜をその

子に与うるを知る」（ルカ１１：１３）。

本性にそった善い心とそれによる行いは、

福音と神の前には、そのような劣った価

値しか持たない。堕落した本性をもつ人

間は、虚しくも、その本性による善い行

いを「名だたる偉業」として称えている

が、このような吹聴は恐ろしい盲目のし

るしである。その吹聴は、人間の「偉業」

の原動力は虚栄心である、ということを

裏づけているに過ぎない。白く塗った墓

ともいうべきこういった人が放つ傲慢さ

の悪臭は、神にとって
おわい

汚穢そのものであ

る。神に喜ばれるのは、謙遜の香りのみ

だからである。

この理由から、主は、陥罪して
めしい

盲とな

った人類がその本性を捨てるべきである

ことを誡める。人類は、悲しむべき己の

堕落状態を自覚せず、逆にそれを素晴ら

しい極致の状態と見なし、それを発展さ

せようとしているからである。救いを得

るため、罪を捨てる必要がある。だが、

罪はすっかり我々の身につき、我々の本

性、魂そのものとなってしまった。故に、

罪を捨てるため、堕落した本性を捨てる

こと、魂を捨てること1、明らかな悪行だ

けでなく、世から尊敬・称賛される、「古

き人」の善行をも捨てることが必要不可

                                               
1 「その生命（魂）を得る者は、之を喪わん、我が

為にその生命（魂）を喪う者は、之を得ん」（マ

トフェイ１０：３９）。

欠となった。己の考え方をハリストスの

知恵に変え、己の思いのまま、肉の思い

にしたがって行うことを、ハリストスの

誡めを丹念に行うことに変えることが、

必要不可欠である。「爾等
も

若し
つね

恒に我が
ことば

言に居らば、誠に我が門徒たるなり。爾

等真実を
し

識らん、真実は爾等を自由の者

と為さん」（イオアン８：３１―３２）

と主は言った。何と素晴らしく、深い言

葉であろうか。この言葉から直接結論づ

けられることは、誤った、偽りの考え方

が、人が罪の支配下にあることの唯一の

原因である、ということである。また、

人に滅びをもたらす、その誤った考え方

は、実際には善でないことを善と認め、

実際には破壊的な悪であることを悪と認

めないことにあることも明らかである。

「神に属する者は神の言を聴く」（イ

オアン８：４７）と主は言う。兄弟よ、

我が主・神の前に
へりくだ

謙 るがよい。主とそ

の教えを拒んだ、頑ななイウデヤ人に倣

わず、救いをほどこす至聖なる主の教え

に従順となることによって、主に服従し

よう。わが堕落した本性と、神に敵対す

る世による考え方を捨てよう。主がその

聖なる福音において我々に勧める考え方

を身につけよう。真実に従い、真実を継

ごう。真実は、人の知恵を、罪がもたら

した、目に見えない迷いの束縛から自由

にしてくれる。その上、全能の真実は、

知恵に属神 の゚自由を与え、上からの
いのち

生命

である神の言葉によって知恵を生き返ら

せた後、ハリストスの誡めの道に知恵を

導き、「
いつわり

詭詐の道を（知恵から）遠ざけ」

（聖詠１１８：２９）てくれる。真実に

よって生き返った魂は、霊感を受けた預



言者と共に詠うこととなる。「爾我が心

を広めん時、我爾が誡めの道を
はし

趨らん。

主よ、爾が
おきて

律の道を我に示し給え、
しか

然せ

ば我終りに至るまで之に
よ

依らん。我を悟

らせ給え、然せば我爾の律法に
したが

遵い、心

を尽して之を守らん」（聖詠１１８：３

２―３４）と。そうした魂は、必ず聖神゜

に与ったものとなる。神聖なる真実が在

り、支配するところには、必ず聖神 が゚在

るからである。至聖なる真実2との奥密な

共議において、聖神 ぱ己についてこう告

げる。「凡そ爾を畏れて爾の
めい

命を守る者

は、我之と
とも

儔たり」3（聖詠１１８：６３）。

人は、陥罪した己の本性に留まってい

る限り、深い無知の暗闇に沈んでいる。

どのように祈ればよいか、何を祈ればよ

いかを知らず、神に役することができな

いでいる。ハリストスを信ずることのみ

が、真実を知ることをもたらす。ハリス

トスの誡めを行うことによって表わされ

る信仰は、信仰者の心に聖神 の゚恩寵をも

たらす。真のハリスティアニン、信仰と

行いともにハリスティアニンである人の

みが、「神 を゚以て真を以て」父として神

を拝し、神に役する、神の真の礼拝者と

なり得るのである。アミン。

                                               
2 訳注）主イイスス・ハリストス。
3 アルファベット順聖師父言行録に載っている、聖

大ピーメンの解釈による。（訳注、つまり、「主

イイスス・ハリストスを畏れ、その誡めを守る全

ての者は、聖神 が゚彼等の友である」。したがって、

そうした者は聖神 に゚あずかる者となる）


