
五旬祭後第２５主日

聖イグナチイ・ブリャンチャニーノフ

「神を愛することについて」

（ルカ１０：２５―３７）

「爾心を尽し、
たましい

霊 を尽し、力を尽し、
おもい

意を尽して、主爾の神を愛せよ」（ルカ１

０：２７、マトフェイ２２：３７）。

至愛の兄弟よ。愛の特徴は、愛する者をたびたび思い起こし、愛する者にたびたび心

と魂を向けることである。愛する者のことに絶えず思いを馳せ、愛する者に絶えず心を

惹きつけられていることは、完全なる愛の特徴である。われわれがこのような完全な愛

をもって神を愛することが、神に喜ばれることである。それも当然のことである。神は

完全なる方であるだけに、完全なる愛をもって愛されなければならないからである。

冷静な目で己を省みれば、このような神への愛どころか、このように神を愛する能力

すら己のうちに見出せないはずである。これはいったい何を意味しているのか。これは、

われわれの他の能力と同様、愛の能力が陥罪によって損なわれており、われわれが己の

うちに神への愛を育て上げなければならないことを意味する。神の誡めが求める程度ま

で神への愛を育て上げなければならないわけである。

聖使徒パヴェルによると、神の愛は聖神゜によってわれわれの心に注がれるという

（ロマ書５：５）。聖使徒は完全なる愛について言っているのであるが、他の諸徳につ

いても同じことが言える。信も、謙遜も、温柔も、忍耐も、勇気も、心が聖神゜によっ

て一新せられてはじめて、われわれのうちに完全さの域に達することができる。徳を獲

得したいとの願いが真剣であることを証明するため、われわれはまず自分でできること

を尽して徳を育て上げ、且つそれを得ることを熱心に祈らなければならない。

神を愛する徳の育て方は、神への愛の誡めの中に記されている。すなわち、「爾心を

尽し、
たましい

霊 を尽し、力を尽し、
おもい

意を尽して、主爾の神を愛せよ」というのである。

心、魂、思いを尽して神に向かうため、まず罪に生きることを止めなければならない

ことは明らかである。「悪を避けて善を行え」（聖詠３３：１５）と、聖神゜はわれわ

れひとりひとりを教え諭す。悪を避けてはじめて、己のうちに徳を育てることが可能と

なる。神と罪とに兼ね仕えることは不可能である。罪に仕える者は罪を服毒し、罪によ

って汚される故に、神に結合することができなくなる。神を見るために心が清くなけれ

ばならないというのであるから（マトフェイ５：８）、ましてや神と一つになることと

なると、心の純潔は必要不可欠な条件である。至慈なる神の恵みによって、神聖なる愛

は神とその霊智なる被造物・人間とを一つに合わせ、「主に附く者は主と
いっしん

一神゜と為る

なり」（コリンフ前書６：１７）。

無関心に、うわべだけで神に仕え、同時に諸慾に仕えること、および外面上の教会の

儀礼や決まりをある程度行うだけで、秘められた心内の活動および外面の行動によって



神を受け認めることなく、口先だけで神を受け認めることは、魂を滅ぼす、虚しい偽善

としか見なされようがない。救世主は、神の誡めを軽視し、「古人の伝え」1（マルコ

７：３）の些細なところにまでこだわってそれを神の誡めより重視した人たちを「偽善

者」と呼び、次のように弾劾した。「偽善者よ、イサイヤは爾等の事を善く預言して云

えり、この民は口にて我に近づき、唇にて我を敬えども、その心は遠く我に離る、彼等

は人の誡めを教えと為して、教えて、徒に我を尊むと」（マトフェイ１５：７―９）。

教会の決まりや規則2は、行動・活動を秩序づけ、規則正しくするものとして、ハリス

ティアニンのひとりひとりにとっても、ハリスティアニンの共同体にとっても極めて有

益で必要なものである。秩序と規則は敬虔な生き方を助長するが、ひとりひとりのハリ

スティアニンとハリスティアニンの共同体の真髄とならなければならないのは誡めの

ほうである。救世主は、古人の伝えにも、神の誡めにもそれぞれ然るべき位置と意義を

帰した。「
こ

此れ（古人の伝え）行う
べ

可きなり、彼（神の誡め）も
また

亦
す

遺つ
べ

可からず」（マ

トフェイ２３：２３）というのである。聖なる教会の決まりを守ることによって、誡め

を行うことが特にしやすくなり、また、誡めにしたがって生きることによって、教会の

決まりを忠実に守ることが虚栄心と偽善と肉の思いから守られる。神の法は「
しん

神゜に属

し」（ロマ書７：１４）、福音の誡めは「
しん

神゜なり、
いのち

生命なり」（イオアン６：６３）。

だが、人間が魂と身体からなっているが故に、外面上の儀礼や決まりの必要が生じた。

それらは神法の精神と切っても切れない関係にある。福音の誡めを無視ないし軽視し、

教会の儀礼と決まりのみを守ることをもって足れりとする者は、愚かにも、神法をその

属神゜の意義の高さから引きずり下ろし、その属神゜の品位とその真髄を見失い、己の

肉の思いのうちに、且つ己の肉の思いの故に滅びることとなる（ロマ書８：６）。

「爾心を尽し、
たましい

霊 を尽して、主爾の神を愛せよ」。われわれは、己の意志のすべて

を神に向かわせなければならない。われわれは、自分が愛している人の願いをかなえよ

うとし、そのためにその人が何を願い、何を好むかを知り学ぼうとするが、神に対して

も同様のことをしなければならない。つまり、われわれは入念に、かつ詳細に神の旨を

学び知らなければならない。神の旨は、神法すなわち福音においてわれわれに啓示され

ている。「悪人の謀に行かず、罪人の
みち

途に立たず、
かいらんしゃ

壊乱者の
くらい

位に坐せずして、その心

を主の法に置き、昼夜この法を思念する人は
さいわい

福 なり」（聖詠１：１―２）と預言者は

言う。「この世に倣う勿れ、乃ち爾等が智慧の新たなるを以て、自ら変化せよ、神の善

にして悦ぶべき純全なる旨の何たるを弁えん為なり」（ロマ書１２：２）と、聖使徒は

教える。神の旨を知ると、それを行わなければならない。それは愛の要求するところだ

からである。愛は、愛する者の旨（意向、意思）を学ぶだけで満足せず、それを実際に

                                               
1 訳注）ユダヤ民の長老たちが定めた数々の細かい規則のこと。（マルコ７：１―９参照）
2 訳注）ここで、聖書にはなく、後から教会によって定まられた様々な規則や儀式の意味は、ユダヤの「古
人の伝え」に対するのと同じ観点からとらえられるのである。



行おうと渇望する。行うために熱心に学び、学び得ると熱心に行う。神の旨を学び且つ

行うことは、神を愛することを示す確実な証拠として、神ご自身によって認められる。

「我が誡めを
たも

有ちて、之を守る者は、是れ即ち我を愛する者なり。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」（イオアン１４：２１、２３、

２４）と救主は言われたからである。

「心を尽して神を愛する」だけでは不十分である。「爾
たましい

霊 を尽して、主爾の神を愛

せよ」。己の内からいっさい意思の分裂を排除し、全身全霊を傾けて神に向かうがよい。

この向神心
．．．

を二心と迷いから守り、どのように取るに足りない執着に思えても、いかな

るこの世の執着にも心奪われてはならない。一つの取るに足りない執着でも、ハリステ

ィアニンを地（この世）に釘付けにし、属神゜の成長をまったく奪うことができるから

である。ああ、われわれは何と弱いのであろうか。陥罪は何とわれわれを歪め、眩ませ

たのであろうか。われわれは、わが兄弟が順番に神の命令によって永世へと呼び出され

ることを見ている。この命令に逆らうことも、異議を申し立てることもできない。地、

この宿、この獄、この追放の先を後にするとき、みな必ず地に属するすべてを置いてい

く。われわれはそれを見、自分の順番も来ることを確実に知っているが、死ぬ人を見る

ことがなければ、死があるなどということを聞いたこともないかのように、他の人と違

って自分がいつまでも地に留まることになっているかのように、人生を過ごす。無数の

執着で己を縛り、われわれの愛着は見境もなく
あまた

数多の対象に向けられているが、神への

愛を獲得すること、神に結合することに努めもしなければ、それについて思うことさえ

ない。何と恐ろしい自己欺瞞であろうか。裸の魂となってここを離れ、新しい世界に入

るとき、唯一の頼み、唯一の慰めとなりうるのは、生前に得た神への結合である。この

世でその結合を獲得した者は、あの世へそれを持っていく。そこでは、それは言い尽く

されぬ永遠の福を得る保証、原因となるであろう。神に結合し、その身内となった者に、

神は何を与えないだろうか。呼び招く神の声を無視して、自分勝手に神と無縁になり、

神のもとにいることができなくなり、その値貴き永遠の賜を受け入れることができなく

なった者に、神は何を与えることができるだろうか。永遠の福楽は属神゜のもの、神聖

なものである。この福楽を受け継ぐことができるのは、前もって罪と縁を切り、神との

聖なる縁を結んだ者のみである。反対に、神と、神に喜ばれるすべてのことに敵対する

心を獲得した者は、必然的に神の顔から排斥され、すべての神の敵が落とされる場所に

落とされなければならない。

「爾力を尽して、主爾の神を愛せよ」。魂の全力を神に向けるだけでなく、身体その

ものがこの向神
．．
に参加するがよい。身体には、その能力が備わっている。神への欲求は、

人間が造られたときに身体に植え付けられ、当初からわれわれの身体に自然なことであ

る。神への欲求は属神゜で聖なることであり、身体もやはり属神゜で聖なるものであっ

た。陥罪の故に、身体は重い物質となり、朽壊に冒され、動物のごとき欲求に染まった。



贖罪主は、霊的な欲求の能力を人の身体に返された。贖罪主の真の弟子はこの賜を利用

して、己の身体から悪慾を追放し、聖なる欲求を獲得した。われわれの身体にとって、

神聖なる愛が自然である。身体にとって不自然であり、敵である罪の病から自由になる

と、身体は、その自然（本性）にしたがって、且つ清められた本性に臨む聖神゜の働き

によって、この世の旅の途上でも、絶えず神へと引き付けられる。そういった身体はそ

の全力を魂の全力と合わせて、全存在をもって神へと引き付けられるのである。万民の

復活後、聖にせられた身体は、聖にせられた魂をその中に受け入れ、神聖なる愛の力に

よって、聖神 の゚力によって、天国の住いに上昇するであろう。我が主イイスス・ハリ

ストスが人々の先駆けとしてその聖なる肉体と共に昇った天に、人々の身体は上昇する

であろう。聖使徒は次のように言っている。「爾等の身を活ける聖なる祭、神に悦ばる

るものとして
ささ

献げよ」（ロマ書１２：１）。「この朽つるものは不朽を
き

衣、この死する

ものは不死を衣ん」（コリンフ前書１５：５４）。「霊に属する
たい

体として
ま

播かれ、神゜

に属する体として起く」（コリンフ前書１５：４４）。

「爾の
おもい

意を尽して、主爾の神を愛せよ」。誡めの最後の部分にあたるこのことばを

実行するには、絶えず神のことを思い起こす必要がある。真に神に仕えることを会得し

ていない人にとって、一瞬たりとも神を忘れないでいるなどということは不可能に思え、

このように自分に神を思い起こさせようとすることは背負いきれない重荷にしか見え

ない。だが、福音書の誡めは「
おもい

意を尽して、主爾の神を愛せよ」と告げ、思いを常に

且つ完全に神に向け、神の思いを絶えず心に宿さなければならないことを命じている。

神の「誡めは
かた

難からず（難しくない）」（イオアン第一公書５：３）と、熱心に誡めを

行なった主の愛弟子が証言する。神の誡めが難しくないなら、神に仕える者が絶えず神

に思いを向けることを命ずる誡めも難しくない。この誡めが難しいように見えるのは、

ただその慣れがなく、少しの経験も持っていないためである。実際にそれは重荷ではな

く、渇望の的である。「我
つね

恒に主を我が前に見たり、蓋し彼は我が右にあり、我が動か

ざらん為なり」（聖詠１６：８）と預言者はいう。常に生き生きと神を思い起こすこと

は、神を見ることである。人に忘れ去られた神は、人にとってあたかも存在しないかの

ようになり、人から隠れるが、常に思い起こされていれば、（遍在・全能の方であるが）

いわば生き返り、姿を現わし、人と共に臨在するようになる。神の臨在が感じられ、見

えざる方が見えるようになる霊的感覚が開かれると、魂は変わり、敗れざる属神゜の武

器、すなわち揺るぎない勇気、信、忍耐、休まざる覚醒を身にまとう。人の生活は、眠

らざる神の目に見届けられながら送られるようになる。その目は、徹頭徹尾、われわれ

がなすこと、われわれに起きることすべてを見詰めているのである。神の視線を意識し

て生きている人は、特に努めて罪を犯さないようにし、特に熱心に神の誡めを実践しよ

うと心を配る。彼は移ろいやすい暫時の福に無関心であり、現世にありがちな予期せぬ

人生の転変を寛大に耐える。魂が身体を離れ、永世に移る時がくると、喜びと慰めに満



ちた自覚が彼の心に芽生えるであろう。すなわち、神を忘れ、忘我の境と自己欺瞞に浸

り、煩いと罪に心酔するために人生を費やしたのではなく、絶えず神を思い起こし、そ

の至聖なる旨を行い、その至聖なる指導のもとに生きてきた、という自覚である。

神の法を念入りに学び、福音書と新約聖書の全部を注意深く読み、正教会の聖師父の

著作を読むことは、すでに絶えず神を思い起こすことの始まりである。一時間にわたっ

て特に心を注いでやったことを、一日を通してたびたび思い起こさずにはいられないか

らである。また、福音書の誡めを行うことは、すなわち神を思い起こすことである。誡

めを行うことによってもたらされる属神゜の慰めと光照を受けて、心はそれまでにもま

して神を思い起こすように刺激され、熱心にそれを行うようになる。誡めを行うことに

一生を捧げた者は、絶えず神を思い起こす者である。その上、絶えず神を思い起こすた

めの大切な手助けは、欠かさず自宅の私祈祷を行うことと、公祈祷に参加するために

各々できる限り聖堂に参祷することである。祈りの時間はそれ自体、特別に神を思い起

こし、神と合一する時間である。公祈祷への参祷のとき、また自宅の私祈祷のときに得

た祈りの心は、その後のすべての仕事の際に人に伴い、人の内に働き、知と心に神を思

い起こさせてくれる。さらに、神を思い起こすためのすぐれた手立てとして追加できる

のは、何かに着手する前にかならず神に祈り、その祝福、導き、助け、憐れみを願うこ

とである。この心の
ぎょう

行を命じるのは、「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）とその門徒に告げた主ご自身である。何かをする前、誰かと話す前に

かならず主の助けを祈願することは最も偉大な聖人の常であった。そして彼らは、この

目に見えないが、意味深い、聖なる、力強い行を、高価な宝物と遺産として、その弟子

とすべてのハリスティアニンのために遺言している。独りでいるとき、思いと口を使っ

て神に呼ぶことができるが、隣人と共にいるときは、思いのみによって神に話しかけな

ければならない。困っているとき、「神に思いを向けるがよい。思いほど速いものはな

いからである」3と、聖大ワルソノフィイは言っている。注意深い行者なら、この行が

どれほど重要であるか、また神がどれほどわれわれに近く、間断なくわれわれを保護し

てくださっているか、「彼我を愛するに因りて、我之を
たす

援けん、彼我の名を
し

識るに因り

て、我之を
まも

衛らん。我を呼ばば、我彼に聴かん」（聖詠９０：１４―１５）と言った
かた

方

がどれほど忠実であり、全能であるかが経験によって証明されるまでさどほ時間はかか

らないであろう。

以上、神への愛を育て上げるための福なる行を列挙した。聖師父の著書4には、神へ

の愛が神の像である人間への愛によって得られるという、聖書5に基づいた教えがある。

何という聖なる教えであろうか。何という真実なる教えであろうか。この教えは、神へ

                                               
3 回答２６０、２６１、５９２。
4 シリアの聖イサアク、第５５説教。その他の聖師父。
5 イオアン第一公書、第２章―第５章。



の愛が福音書の誡めを行うことによって獲得されるという教えと同一である。なぜなら、

隣人への正しい愛は隣人に対して福音書の誡めを行うことにあるのであって、決して隣

人の気まぐれをかなえたり、陥罪せる心の欲望、および偽称なる知恵6の意図にしたが

って隣人に対処したりすることにあるのではない。他人に対して福音書の誡めを行うこ

とは、彼ら自身にとってはとかく不愉快で、理解できないことでありがちである。つま

り、彼らが求めるのは、彼らの意思が行われ、彼らの慾が満たされることである。彼ら

はそれを愛と呼び、この世の諸子は、現世の利益、肉的な成功を手に入れるために必要

と思われる人物に、偽善、狡猾さ、欺瞞に満ちた、そうした愛を捧げる。この不正な愛、

この愛の歪曲、この愛の仮面を装った憎悪を、聖書は「人を
よろこ

悦ばしめる」こと、「人

の悦びを取る」ことと呼んでいる。人にへつらい、人を喜ばせようとする者は、神を愛

することはおろか、神を思い起こすことさえできなくなる。「神は人の悦びを取る者の

骨を散らさん」（聖詠５２：６）。つまり、魂の力をすべて失い、何ひとつ徳を修める

ことができなくなるのである。「若し我
なお

仍人を
よろこ

悦ばしめば、
すなわ

則ちハリストスの
ぼく

僕たら

ざらん」（ガラティヤ書１：１０）と使徒は言う。

われわれが神を愛する程度については、この愛の表現であり、聖師父の著書で極めて

的確に「属神 の゚成長の鏡」7と呼ばれている祈りの際に、特にはっきりと見極めること

ができる。祈りの際に思いが絶えず散漫とさまようことは、心が現世の執着や慮りに捕

らわれており、そのため一心に神に向かい、神のもとにいることができないでいること

のしるしである。注意が散漫とならない祈りは、心が諸々の執着の束縛を解き、故に自

由に神に向かい、神に附き、神に結合することのしるしである。散漫な祈りから注意し

た祈りへ、または世を愛することから神を愛することへと転化するには、長い時間と手

間、多くの努力と手助けが必要となる。その必要な手助けとは、斎、貞潔と清純、清貧、

信、謙遜、憐れみ、神の恩寵である。これらの手助けが一緒になってその効果をあらわ

せば、心は世への愛から離れ、目に見えない堕落と罪の鎖から解放された人は一心不乱

に神へと向かう。この状態の崇高さと至福を知り、より頻繁にそれに達しようとする。

神の愛は体験を通して彼の内に臨在することを示し、彼も過ぎ行く世の物事についての

思いに邪魔されない、注意深い、常の祈りによって神への愛を示す。神への愛をあらわ

す第一の属神 の゚徴候は、神を畏れる心ができることである。「智慧の始めは主を畏る

る畏れなり」（箴言１：７）と聖書は証する。神の智慧とは、神聖なる愛でなくて何で

あろうか。神を畏れることが愛の始まりであり、注意深い祈りの初の実であることは当

然である。無数の罪や弱点を背負った人が神がここに臨在し、自分が神と対面している

                                               
6 訳注）「偽称なる知恵」とは、聖イグナチイがよく使う独特な表現で、「人は知恵と称しているが、本
当は知恵と称するに値しない、この世の、肉的な知恵」の意味である。この表現の出所はティモフェイ前

書の６章２０節である。
7 「階梯」第２８章、第１節。



ことを感じれば、その心に生ずる気持ちは畏れと深甚な畏敬の気持ち以外にありうるの

だろうか。この世の王様から特別な愛顧をこうむり、王宮に招かれれば、王様に紹介さ

れるときの最初の気持ちは恐怖心である。王位の偉大さ、王宮の豪華絢爛、王様の前で

の自分の微小さがその原因である。王様の対応が好意的であれば、恐怖は少しずつ消え

去り、喜びと愛の気持ちに取って代わる。われわれと神との関係について、同じことが

言える。神を見る福なる清さが心にあらわれれば、まず第一に魂は畏れに包まれる。神

を畏れる心は神の恩寵の働きによるものなだけに、特有の属神 の゚喜びを伴っている。

神に結合すればするほど、その喜びは増し、ついに愛に変化する。愛は、同じ神の恩寵

の最も豊かな働きである。人の力相応の努力は、神の賜を受けることによって完成せら

れる。人の側から努力が先行し、意思の忠実さが実地に証明されなければ、上からの賜

は与えられない。賜が与えられなければ、努力は徒労に終わる。そうなるのは、努力が

おろそかになったり、二心に冒されたり、または虚栄心や人を喜ばせる心が混じったり

する場合である。

願わくは、言い尽くされぬ神の憐れみによって、神聖なる愛を得るために神とその法

に適って努力することを賜わり、また心から愛を願い、正しく愛を求める報いとしてつ

いに愛の賜を受けんことを。過ぎ行くこの世が愛好の対象として提供するすべての物事

への愛着は、動かし難い神の取決めによって必ずや断たれる運命にある。その取決めに

よって、時が来れば、われわれはこれらの物事と別れなければならなくなるからである。

なお、神への愛を得た者は神を得、現世にあって人の愛の対象および財産となった神は

世々にそれでありつづけるであろう。アミン。


