
五旬祭後第２８主日

聖イグナチイ・ブリャンチャニーノフ

「救いと完徳について」

（ルカ１８：１８―２７）

「爾若し
いのち

生命に
い

入らんと欲せば、誡め

を守れ」（マトフェイ１９：１７、ルカ

１８：１９）と、我が主イイスス・ハリ

ストスはある青年に言った。今日の福音

経が告げるように、その青年は「善なる

師よ、我永遠の生命を
つ

嗣がん為に何を為

すべきか」（ルカ１８：１８）と主に質

問した。つまり、救いを得るために、ど

うすればよいかというのである。次に、

どういった誡めを守ればよいかとまた問

うと、主は、真の神を信ずるイウデヤ人

である彼に、隣人に対する神の誡めを指

し示した。青年は、これらの誡めをみな

守ってきたと答え、「尚足らざるものは

何ぞや」（ほかに何が足りないのでしょ

うか）とまた聞く。「爾完全ならんと欲

せば、
ゆ

往きて、爾の所有を売りて、貧者

に施せ、然らば
たから

財を天に
たも

有たん、且つ来

りて、十字架を負いて我に従え」（マト

フェイ１９：２０―２１、マルコ１０：

２１、ルカ１８：２２）と主は言われた。

主が青年に与えた答えから、主を信ず

る者のために主が二つの福なる状態を用

意していることを学ぶことができる。す

なわち、「救いの状態」と「完全なハリ

スティアニンの状態」である1。これらの

                                               
1 「ハリストスに在る赤子」の状態（コリンフ前書
３：１）に対する、完全なハリスティアニンの状

態、属神 の゚状態について、新約聖書（フィリッピ

書３：１５（「全き者」）、コロサイ１：２８（「完

主の答えから明らかなように、救いとい

う福なる状態はハリスティアニンなら誰

でも手に入れることができるものである

が、完全な状態（完徳）を得ることがで

きるのは、一度に己の財産を貧者に施し、

世との関係をいっさい絶ち、十字架を背

負ってハリストスに従うハリスティアニ

ンのみである。十字架を背負うとは、ど

のような困苦、欠乏、辱めを与えられて

も、ハリストスの真の
えだ

肢にふさわしく、

十字架を背負うこととハリストスとに敵

対する肉の思いによる言逃れをいっさい

捨てて、熱心にそれらの苦難を甘受する

ことである。

兄弟よ、まず第一に、救いを得るには

どういった条件を満たさなければならな

いかを見てみることにしよう。なぜなら、

救いを得ることは、すべてのハリスティ

アニンが望むことであり、すべてのハリ

スティアニンに可能なことだからである。

上述したように、主は、真の神を信ずる

イウデヤ人に向かってその至聖なる教え

を説いたので、他の機会に説いた信仰の

必要性に触れないで、隣人に対する誡め

を列挙するにとどまった。救いを得たい

                                                                 
全なる者」）、エウレイ書５：１４（「成人」））

と、聖師父の著作（「フィロカリア」第１巻、傷

感の修道士フェオファン著「属神 の゚恩賜の階梯」、

聖大マカリイの第３講話、第１２、１３、１４章、

等）で言及されている。第１７カフィズマ後の祝

文には、「爾の完全を以て我を全からしめ、斯く

現世の度生より我を出だし給え」とある。



者は、神・創造主・贖罪主を信ずる必要

がある。「永遠の
いのち

生命とは、即ち爾、独

一の真の神、及び爾が遣わししイイス

ス・ハリストスを知ること
これ

是なり」（イ

オアン１７：３）。「（神の）子を信ず

る者は永遠の生命を有ち、子を信ぜざる

者は生命を見ざらん（つまり、救いを得

ない）、
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）。救いを得た

い者は、唯一の真の教会である正教会に

所属し、その規定に従う必要がある。教

会に聞き従わない者を、主は神と無縁な

異邦人に喩えた（マトフェイ１８：１７）。

われわれは皆、信経を唱えるとき、「一

つの聖なる公なる使徒の教会」を信ずる

ことを表明し、故にこの一つの教会のほ

かに、様々な教団が勝手に教会と自称し

たとしても、別の教会、いわんや複数の

教会など存在しないことを受け認める。

救いを得たい者は、正教会の中で父と

子と聖神 の゚名によって洗礼を受ける必

要がある。「信じて洗を受くる者は救わ

れ、信ぜざる者は罪に定められん」（マ

ルコ１６：１６）と主ご自身が言った通

りである。余談になるが、使徒たちが新

約聖書の全書を記述する言語として使用

し た ギ リ シ ャ 語 で は 2 、 「 洗 」

（
 バ プ テ ス マ  

βαπτισμα ）という単語は正確には

「浸すこと」を意味している。つまり、

新約聖書で「洗」という言葉を使った語

句を読むとき、「洗」を「水に浸すこと」

と理解しなければならないのである。「
かめ

瓶

                                               
2 例外は、ヘブライ語で書かれ、ギリシャ語に翻訳
されたマトフェイによる福音書。ヘブライ語文は

早い時期に失われ、初代の聖師父の皆はすでにギ

リシャ語文を引用している。

さかずき

杯 を洗う」（マルコ７：８）の「洗う」

が福音書の原文では「バプテスマ」とい

う単語で表わされているのもその所以で

ある。主の降生後１２世紀にわたって、

聖洗機密は全地の教会で全身を水に浸す

という浸礼の方式で行われていた。とこ

ろが、１２世紀になると、西方では浸礼

のかわりに、水を浴びせる方式が導入さ

れた。後に、水を浴びせる代りに水をふ

りかける方式を用いるようになった西方

の教団もある。

救いを得たい者は、己の罪を悔い改め、

告解（痛悔機密）によってそれらを清め

る必要がある。聖書が証言するように、

「若し我等罪なしと言わば、即ち自ら欺

きて、真実は我等の
うち

中に在らず。若し我

等の罪を認めば、即ち彼は信且つ義にし

て、我等の罪を赦し、我等を悉くの不義

より
きよ

潔めん」（イオアン第一公書１：８

―９）。痛悔機密によって、洗礼を受け

るときに得た純潔が維持・回復され、聖

洗によって賜わったハリストスとの合一

が維持・回復される。「爾今より一切こ

れ（様々な罪）を慎むべし、ハリストス

の教会の機密を以て第二の洗を領くるが

故なり」と、聖なる教会の命にしたがっ

て、痛悔機密を行なう司祭がその前に罪

を告白するハリスティアニンに言う。西

方では痛悔機密は変えられており、プロ

テスタントたちはそれを拒否した。

救いを得たい者は、聖体機密に与り、

ハリストスの聖体尊血を領聖する必要が

ある。「我誠に誠に爾等に
つ

語ぐ、爾等若

し人の子の
たい

体を食らわず、その血を飲ま

ずば、己の
うち

衷に
いのち

生命を
たも

有たざらん。我が

体を食らい、我が血を飲む者は、永遠の



生命を有つ」（イオアン６：５３―５４）

と主は言われた。パンと葡萄酒がハリス

トスの体と血に聖変化するという大いな

る機密は、聖神 の゚召喚と降臨によって行

われる。その前後にともなう祈祷は共に

聖体礼儀を形成する。正教会の主教ない

し司祭が執行する聖体礼儀なくしては、

供えられたパンがハリストスの体に、供

えられた葡萄酒がハリストスの血に聖変

化することができない。古代にさかのぼ

る聖体礼儀は地域の差はあっても、その

主要な部分では皆まったく同じである。

つまり、聖変化のために聖神 が゚召喚され、

供えられた聖体尊血の真像、すなわち用

意されたパンと葡萄酒が聖職者によって

祝福されるのである。後の時代には、ロ

ーマの聖体礼儀（ミサ）からは聖神 の゚召

喚が取り除かれ、プロテスタントたちは

聖体礼儀をまったく拒否した。

このようにみてくると、救いを得たい

者は、第一に、正しく神を信じ、正教会

に属し、その
なか

懐で洗礼・
ふこう

傅膏を受け、痛

悔によって罪を清め、主の聖体尊血を領

聖する必要がある。第二に、主が青年に

言ったように、神の誡めを守る必要があ

る。主はまず重大な罪、いわゆる死罪を

禁ずる誡めを指し示した。「殺す勿れ、

淫する勿れ、盗む勿れ、妄証する勿れ」

と、モイセイがすでに古代のイズライリ

に告げたことを繰り返し、父母を敬うこ

とを命じ、ついに己を愛するごとく隣人

を愛するように誡めたのである（マトフ

ェイ１９：１８―２０）。なぜ、主は神

を愛することについて一言も云わなかっ

たのか。神を愛することは隣人を愛する

ことにあり、隣人への愛を己の内に育て

ようとする者はそれと共にこの上なく貴

重な属神 の゚宝である神への愛を己の心

に獲得するからである。「若し我等
あいあい

相愛

せば、神は我等に居り、その愛は我等の
うち

衷に全くせられしなり」（イオアン第一

公書４：１２）と神学者聖イオアンは言

う。

救いを継ぐ、救いを得るとは、何を意

味するのか。それは、すなわち己を贖罪

主に結合させ、生前を通してこの結合を

維持し、死後はこのような贖罪主への結

合の故に魂として福なる霊たちの住み処

へと移り、万人の復活を待ちながら彼ら

と共に聖なる福楽を享受し、のち、死者

の復活のときに主によって再生され、不

朽となった身体と一つになり、身体と共

に更なる永遠の福楽を受け継ぐことであ

る。我が主イイスス・ハリストスは生命

であり、生命の源である。ハリストスの

教えを信じ、父と子と聖神 の゚名によって

洗礼を受け、聖膏を塗ってもらうことに

よって、われわれはその生命にあずかる

者となる。聖膏を塗る
ふこう

傅膏機密は、新し

く洗礼を受けた者に使徒が手を
の

按せるか

わりに導入された。使徒たちは、手を按

せることによって洗礼を封印し、新しく

受洗した者に聖神 を゚降した（聖使徒行実

１９：６）。われわれは、弱さの故に犯

してしまう罪を痛悔し、主の聖体尊血を

頂き、その至聖なる誡めにしたがって生

きることによって、主への結合を維持し、

補給する。神の誡めにそって生きること

を
ないがし

蔑 ろにし、痛悔によって常に己の心

の病を癒さず、ハリストスの体と血を領

けることによって主への結合を維持しな

い者は、必然的にハリストスへの結合を



失い、救いを失うこととなる。「爾等若

し我が誡めを守らば、我が愛に居らん。

人若し我に居らずば、枝の如く外に棄て

られて枯る、此くの如き枝を集めて、火

に投ず、此れ乃ち
や

焚く」（イオアン１５：

１０、６）と主はその門徒に言った。

完全なハリスティアニンの状態とは、

何を意味するのか。この問いを前に、答

えるより黙したほうがよく、弁舌をふる

うより涙を流したほうがよい。豪華絢爛

たる王の館に入りたくとも、その襤褸が

故に、その悪臭と赤貧が故に、王宮にふ

さわしい姿を持たないが故に中に入れて

もらえない乞食は、その壮麗な館につい

て何を語り得ようか。もしこの乞食は王

宮の外観を見たことがあるなら、または

度々それを目にすることがあっても、そ

れは乞食をもっと心苦しくするだけであ

ろう。目にすることがあれど、実際に楽

しむことができない物が豪華であればあ

るほど、乞食にその嘆かわしい状態はい

っそうひどく思えてくるからである。こ

のような乞食の正しい身の振り方は、彼

にとって入り難い王宮をむなしく夢見る

ことを断念し、日用の糧を得る手段を考

え、その日用の糧を実際に手に入れるこ

とに専念することである。兄弟よ、この

世の慮りや責務によって縛られているわ

れわれも、もったいぶって完全なるハリ

スティアニン云々といって夢を見るより、

己の救いに専念し、神の誡めを丹念に行

うことのほうが先決である。このような

夢見、このようなもったいぶった考察は

とかく事実と違う妄想でありがちである。

なぜなら、神 に゚属する人、すなわち完全

なハリスティアニンのことを判断し、理

解でき、その価値がわかるのは神 に゚属す

る人のみだからである（コリンフ前書

２：１５）。世は誰を聖人と認め、誰を

ほめたたえてきたか。偽預言者、偽教師、

偽善者である（ルカ６：２６）。世は真

の神の聖人をどう扱ってきたか。彼らを

拒み、侮辱と中傷を浴びせかけ、社会の

敵として迫害し、ひどい目に遇わせてき

たのである（ルカ６：２２―２３、マト

フェイ２３：３４）。兄弟よ、主によっ

て示された完全なハリスティアニンへの

道に目を向けよう。その道自体が、すで

にわれわれにとって悟り難く、近づき難

いものである。救いを得ようとする者は

少しずつ施しをすることが必要とされて

いるが、完徳を求める道を歩みはじめよ

うとする者は一度に全財産を売り、それ

で得た全額をやはり一度に、速やかに貧

者に施し、それによって世との関わりを

いっさい絶ち、十字架を背負ってハリス

トスに従うよう主に誡められている。十

字架を背負ってハリストスに従うとは何

か。十字架を背負うとは、ハリストスに

倣って、あらゆる欠乏、世によるあらゆ

る迫害、患難、辱めを快く迎え、それら

に熱心な接吻をして信仰深く受け止める

ことである。十字架を背負うとは、肉体

をその情欲と欲望と共に十字架につけ、

肉体にありながら肉体のために生きるの

ではなく、神 に゚よって肉の行いを殺し、

神 に゚よって生き、神 に゚よって導かれる

ことである（ガラティヤ書５：２４―２

５、ロマ書８：１２―１３）。さて、完

全なハリスティアニンの状態とは何を意

味するのか。それは、すなわちハリスト

スの十字架の上で罪と世に対して死した



ハリスティアニンが、明らかに感受でき

る形で聖神 に゚よって一新せられること

である。神 に゚よって一新せられた人は捧

神者（常に神を心に抱く者）となり、神

の
でん

殿となり、その殿において聖務を奉り、

神 と゚真実とを以て神を拝する司祭とな

る。程度の差こそあれ、使徒などすべて

の神の聖人は、このような完徳の状態に

達することを賜わった3。

神に選ばれ、完徳へと神に召された者

は何と至福であろうか。だが、憐れみ深

い主から救いを賜わる者も実に幸いであ

る。兄弟よ、われわれは皆ひとり残らず

この幸せに与るよう召されている。救い

への道は、この上なくはっきりと主によ

って示されている。今まで己の救いをな

おざりにしてきた者は、救いを得ようと

努めることは今からでも遅くない。この

世で生きている限り、人は悔い改めるこ

と、ひいては救いを得ることが十分可能

である。「
ぬすびと

盗 が夜に
きた

来るが如く」思い

がけなく死が忍び寄り、永世のためにい

たく必要としている救いの賜を神から得

る可能性をわれわれから奪うことがない

よう、だらだらと倦怠と怠惰に身を任せ

ることをやめよう。「己を備えよ」と我

が救主はわれわれに言う。「蓋し爾等が
おも

意わざる時に人の子来らん、各人にその

行いに依りて報いん為なり。生命の樹に

権を得、及び門より
まち

城に入らん為に、彼

の誡めを守る者は
さいわい

福 なり。犬と、魔術

者と、淫乱者と、兇殺者と、拝偶像者と、

凡そ偽りを好みて之を行う者とは外に在

                                               
3 コロサイ書１：２８、フィリッピ書３：１５。「フ
ィロカリア」第１巻、新神学者聖シメオン、第１

３２節。

り」（マトフェイ２４：４４、黙示録２

２：１２、１４、１５）。アミン。


