
第３３週間の土曜日

「祈りについて」

（ルカ１８：１―８）

至愛の兄弟よ、祈りの実は人の全体が聖神 に゚よって一新せられることにあるが、祈

りが上達し、言い難き神の慈しみによって然るべき時にそのいと甘美なる実を味わうた

めには、たゆまず祈り、祈りの行につきものである苦労や困難に根気よく耐える必要が

ある。今日の福音経で聞いたように、主は「
つね

恒に祈祷して
う

倦むべからざること」（ルカ

１８：１）を誡めている。つまり、気を落とさずに絶えず祈らなければならないという

のである。普通、気を落とすのは失敗したり、事がうまくいかなかったりするときであ

る。したがって、長いこと祈りの行に励んで望むような成功が見られなくとも、知が注

意深く祈りに集中するかわりに様々な空しい思いや夢想に走っても、心が慰めの涙を伴

う傷感に満ち溢れるかわりに冷たく無関心であっても、祈りのとき己の内に突然みだら

な慾が激しく湧き起こったりふしだらな思い出が心に浮かんだりしても、状況と周囲の

人たちが祈りの邪魔をしても、祈りの最大の敵である悪霊たちが祈りを妨害しようとし

ても、気を落としたり、失望したりしてはならない、と主は誡めているのである。祈り

を修めるにあたってぶつかるすべての障害は、とにかく根気よく祈りを続けることによ

って克服されるからである。

その教えを説くために好んで
たと

譬えを用いた主は、絶えざる祈りがなぜ有益であり、ど

のような実を結ぶかについて教えを説くには、やはり譬えを設けることをよしとされた。

譬えはとかく難なく記憶に残り、それに伴って譬えのかたちをした教えも深く心に残る。

「或る
まち

邑に裁判官あり、神を
おそ

畏れず、人に恥じず。その邑に
ひとり

一の
やもめ

寡あり、彼に
きた

来り

て曰えり、我を我が
あだ

仇より
たす

援けよ。彼久しく
うけが

肯わざりしが、その後自ら思いて曰えり、

我神を畏れず、人に恥じずといえども、この
やもめ

寡我を煩わすに
よ

因りて、我之を援けん、

その恒に来りて、我に
かまびす

聒 しくせざらん為なり」（ルカ１８：２―５）と、主は常に忍

耐強く祈りを続ける必要性を説いて言われた。外面上、この譬えには罪深さを極めた裁

判官が登場する。自堕落な生活を送って、神を畏れる心を失った人はたくさんいる。彼

らは、目が眩まされ、心が頑なになっているが故に、神は何も見ていない、存在さえし

ていないと思い、罪を犯しつづける。だが、見ざる所なき神の前で臆面もなく罪を犯し

つつも、人の前ではあからさまに罪なことをすることを恥ずかしく思い、工夫を凝らし

て己の不法を他人から隠そうとし、できる限り自分をよく見せようとする。裁判官は、

神を畏れる心をも、人を恥じる心をも失ってしまい、その行動を制限するものは何もな

く、何から何まで自分の好き勝手にできた。通り一遍に見れば、裁判官は救いようのな

い罪人に見える。が、もっと深く掘り下げてみれば、神秘的な意味では裁判官の特徴の



多くは神にもあてはまることが分かる1。つまり、神は己自身を畏れることもなければ、

人を差別扱いしたり、えこひいきしたりすることもない。神の前では、すべての人が平

等であり、すべての人が被造物と神の僕であり、すべての人が同じように神の憐れみを

必要とし、完全に神の権内にあるからである。神が不義なる、すなわち不公平な裁判官

と呼ばれたのは、「我が不法に因りて我等に行わず、我が罪に因りて我等に報いず、蓋

し彼は我が何より造られしを知り、我等の塵なるを記念す」るからである2。シリアの

聖イサアクは、人間に対する言い尽くされぬ神の愛を静観して属神 の゚感動を抱き、次

のように感嘆する。

「敢えて神を義判なる3者と呼んではならない。なぜなら、あなたに対するその義判

はどこにも見えないからである。預言者は神を義なる方、正しい方（聖詠１１８：１３

７）と呼んではいるが、神の子は『彼は恩に背く者及び悪しき者に慈愛を施す』（ルカ

６：３５）と言って、神がむしろ慈愛にして仁慈なる方であることを示した。
はたらきびと

工人 の

報酬の譬えを読んでみれば、誰が神を義判と呼ぶだろうか。『友よ、我爾に義ならざる

ことを為さず、我この後なる者にも、爾と等しく与えんと欲す。或いは我の物を以て、

我が欲する如く行うは宜しからずや、そもそも我が善きに因りて、爾の目悪しきか』（マ

トフェイ２０：１―１５）。また、自堕落に過ごして全くその富を浪費した放蕩息子の

譬えを読んでみれば、誰が神を義判と呼ぶだろうか。息子がただ悔恨の情を表しただけ

で、父は迎えに走ってきて、息子を抱擁し、彼に元どおりの権利を与えた。これは、他

ならぬ神の子が神について証言したことだからこそ、疑う余地のないことである。我々

が神の敵であったにもかかわらず、ハリストスが我々の為に死してくださったことに関

しても、いったいどこに神の義判が見えるというのだろうか」（第９０説教）。

この譬えの「
やもめ

寡」とは、罪によって神と離別せられ、この離別を痛感する人の魂の

ことである。「
まち

邑」とは、神によって造られた世界である。この邑では、自分が霊的に

寡であることを受け認める者はわずかしかなく、大半の者は死と神の審判のことを思い

起こすことなく、この世の煩いと享楽に耽りきっている。永世のことを思い、永世のた

めに己を備える者がいかに少ないかについては、この邑にそうした人物が一人しかいな

かったことが物語っている。寡の状態は、孤独と無力の状態、悲しみと嘆息が尽きない

状態である。己が霊的に寡であることを感じた者、罪によって聖神 と゚の交わりを奪わ

れて、痛悔によってその交わりを回復しようとする者、神との交わりを絶ったが故に神

に対して死し、世に共感できないが故に世に対して死した者は、神に導かれて上述した

ような状態に至る。このような魂の状態は、祈りの行における成功のために必要不可欠

である。神が聞き入れてくださるのは、ただ寡の祈りのみである。その寡とは、すなわ

ち心の貧しき者、自分がどれほど罪深く、弱く、どれほど堕落しているかを痛感し、自

                                               
1 ブルガリアの福フェオフィラクトの注解。
2 聖詠１０２：１０、１４。
3 訳注）「義なる、正しい、公平な審判、裁きを行う」の意。



負心と無縁な者である。自負心とは、己に美点・徳行・義があることを自任することで

ある。自負心は、自己欺瞞である。美点・徳行・義を自負する者は、聖書では「富める

者」（ルカ１：５３）と呼ばれている。この「富める者」とは、実は何の富も持たずに、

己を欺いてそれを持っていると思い込み、人前で富める者として見せようとする者であ

る。自負心を形成する、虚栄心に満ちた、高慢なものの見方は、人の内に聖神 が゚座す

る宝座を破壊し、人に神の憐れみを引き付ける唯一の条件を破壊する。それにひきか

え、
へりくだ

謙 ったものの見方からは、聖神 の゚ための宝座が人の内に築かれ、神の憐れみを

受ける条件が具わり、その基ができあがる。自負心を持っていれば、それだけで必然的

に祈りの上達の可能性がなくなる。故に、神は「心の
おも

意いの
おご

驕れる者を散らせり、権あ

る者を
くらい

位より
しりぞ

黜け、
いや

卑しき者を挙げ、飢うる者を善き物に飽かしめ、富める者を空し

く返らしめたり」（ルカ１：５１―５３）と、聖書は言う。おごり高ぶる人たちの祈り

は、注意が散漫になることによって台無しになる。彼らは己を制する力さえなく、その

思いとその心は思い通りにならない。彼らの知は、痛悔と傷感の情を生ぜしめる内省に

集中することができない。石の上に種をまく者は、何の実を刈ることもない。同様に、

傷感を伴わず、無関心に祈る者は、属神 の゚実と無縁なまま、神との交わりを許されな

かったまま、祈りの場を後にする。神がその交わりに与らせてくださるのは、ただ謙遜

の者のみなのである。

祈りの行にほとんど手をつけず、ただそれについて空想するだけの人たちと、丹念に

祈りの行を修め、体験によってそれを知った人たちとは、その行を見る目はまったく違

う。前者はこの行をいとも簡単なもの、完全に人の思い通りにできるものと受け止め、

しようと思えば直ぐにでもものにすることができると思っている。彼らは、生活上の煩

いを後にし、静寂に入ると、途端にこの上なく豊かな属神 の゚悦楽に浸ることができる

と信じて疑わない。「私たちは絶えず神と対話するようになる」と彼らは言い、預知・

預言をしたり、奇蹟を行ったり、病を癒したりするような、高度な属神 の゚境地を自分

にあてはめようとする。このように空想してさまようのは、気づかれない虚栄の慾によ

って指揮される無知である。これに対し、体験はまったく違うことを教えてくれる。

真の祈りの行に着手した者を教導するのは、神ご自身である。この教導には、その奥

義を教わっていない者にとっては悟り難い叡智がある。「祈りには専用の教師がいる。

その教師とは、祈りのことを人に悟らせ、『祈る者に祈りを与え、義なる者の年に福を

降す』神である」4と、階梯者聖イオアンは言っている。神の叡智が決定した順序によ

って、祈りの行に着手したての者は当初、祈りによる慰めを味わうこととなる5。たと

えば、
しゅくあ

宿痾6を治療する薬を的確に選ぶと、薬が病気の表面に触れて、２・３回それを

                                               
4 「階梯」第２８章、６４節。
5 「フィロカリア」第４巻、師父フィリモンについての講話。
6 訳注）「身体に奥深く入り込んで、長く治らない病気」の意。



服用しただけで直ちに身体が楽になる。服用を続ければ、薬は身体に浸透しはじめ、病

気を刺激し、それを根絶していくうちに痛みを激化させ、ときには病人を苦しい状態に

させることもある。このような現象に出会って、経験の浅い病人ほど、この薬は本当に

ためになるかが疑いたくなるが、腕のある医者はこうした現象があってこそ、薬の効き

目を認めるのである。祈りの場合も同じことが言える。ハリスティアニンが常に、且つ

丹念に祈りに励むようになると、祈りはやがて、今まで己の内にそのようなものが潜ん

でいるなどと思ってもみなかった、様々な慾を発見させてくれるようになる。祈りは、

ハリスティアニンの心眼に、鮮やかに人の性7の恐ろしい堕落と隷属状態を顕わにして

くれる。そして、ハリスティアニンが堕落から立ち上がり、隷属から自由になりたいと

思い立つと、我々をその奴隷にした悪霊たちがやってきて、ハリスティアニンに属神゜

の自由を得させてくれる祈りをしつこく妨害するようになる。これこそ、祈りの効き目

を証拠立てることである。「祈りがどれほど有益であるかについて結論するのは祈りを

行うときに出会う悪鬼の対抗をみた上であるが、祈りがどのような実を結ぶかについて

結論するのは敵に対し勝利を収めた上である」8と、先ほど引用した偉大なる修道の導

師が言った通りである。神聖なる摂理は、かなり長期間にわたって、行者が否応なく己

の堕落を見せつけられていなければならない状態、己の諸慾と悪霊と戦わなければなら

ない状態に行者をつなぎとめておくことがしばしばある。これは、本当に行者のために

なることだからである。己の内に絶えず慾が湧き起こったり、悪霊にもたらされる罪の

思いや夢想が絶えず己を支配していることを見て、行者は福音書が命ずる心の貧しさを

得、世に対して死し、霊的な意味で真の寡となり、孤独な寡、寄る辺のない
みなしご

孤児のよう

な心境を深く味わうが故に、「神を畏れず、人に恥じざる」裁判官に向かって、疲れを

知らぬ方を疲れさせようと、恥も外聞もかなぐりすてて、執拗に、涙を流しつつ祈るよ

うになる。この裁判官は、神である以上、神を畏れることができないにもかかわらず、

罪と堕落が故に彼に対して寡となった魂が彼を「煩わすに因りて」、その「仇」（肉体）

とその敵（悪霊）「より援ける」であろう9。この「援け」はどのようにして行われる

のか。祈りの行に疲れ果てている行者に聖神 が゚賜わることによってである。「求めよ、

然らば爾等に与えられん、尋ねよ、然らば遇わん、門を叩けよ、然らば爾等の為に
ひら

啓か

れん。蓋し凡そ求むる者は得、尋ぬる者は遇い、門を叩く者には啓かれん。
いわん

況や天に

在す父は、之に求むる者に、聖神 を゚与えざらんや」（ルカ１１：９―１３）と、主は

教えられる。賜を受けるためには、求め、尋ね、神の憐れみという属神 の゚門を叩くこ

とが命じられているのである。

労せずして、いきなり属神 の゚富を得ることは、我々にとって有益なことではなく、

                                               
7 訳注）「本性」の意。
8 「階梯」第２８章、６１節。
9 「階梯」第２８章、２８節。



むしろ有害なことである10。簡単にそれを手に入れた我々は、それを失わないように大

切に守ることができないであろう。その富は、見栄を張ったり、隣人を軽蔑したり、非

難したりするきっかけとなりかねない。やがて、それは行者が大罪に陥ってしまう結果

となる。なぜなら、大罪に陥ることはふだん誇りの後についてくることであり、堕天使

を天から落としたこの極悪なる慾に心を奪われた行者を罰し、正気にもどす役割を果た

すことだからである。この故に神は、長い間、諸慾と悪霊との戦いが解決されないまま、

望みを得たり失ったり、たびたび勝ったり負けたりする状態に祈りの行者をとどめてお

く。「若し爾責めを以て人をその罪の為に罰せば、その美麗は
むしばみ

蠧蝕の如くに散らん」（聖

詠３８：１２）と、大いなる祈りの行者は言う。この困難な時期に、行者は体験から多

種多様な慾と悪鬼の姦計をしっかりと知り、福音書の誡めをしっかりと学ぶ。長い期間

にわたって丹念にその誡めを学ぶことから、それらは行者の所有となる。この困難な時

期に、行者は神聖なる恩寵を受け入れ、それを守るためにしっかりと己を備える。「神

は昼夜彼に呼ぶ所のその選びたる者を、久しく忍ぶとも、
つい

終に援けざらんや。我爾等に
つ

語ぐ、速やかに彼等を援けん」（ルカ１８：７―８）と、福音書の譬えは締めくくられ

る。神が「久しく忍ぶ」とは、他ならぬ神ご自身の黙認によって、神に選ばれた者が長

期間にわたって罪と戦わなければならないことを指している。「速やかに彼等を援け

る」と言っているのは、戦いの最中にも神がその選ばれた者を絶えず支えているし、戦

いが過ぎ去り、人が聖神 に゚よって一新せられた後は人の心に至福が注がれるからであ

る。その至福はこの上なく強く、人が今までの戦いの苦痛をすっかり忘れるほどである。

戦いは非常に短い期間で終わったように思えさえする。「
つと

夙に爾の憐みを以て我等に飽

かしめよ、然せば我等生涯歓び楽しまん。爾我等を
う

撲ちし日、我等が禍に遭いし年に代

えて、我等を楽しましめ給え」（聖詠８９：１３―１５）という祈りが聞き届けられ、

人は夜の暗闇の後に属神 の゚朝を心に迎え、主を讃美する。だが、その戦いもまたこの

上なく苦しく、選ばれた者の祈りの叫びは絶えず強くなっていき、昼夜とどまることを

知らず、祈祷と祈祷のあいだの間隔がなくなり、神の僕は絶え間ない祈りと涙によって

神に叫ぶようになるほどである。なお、その祈りと涙の原因は、己の罪深さを見ること

によって生まれる、謙った自己観である。「我
かが

屈まりて
たお

仆れんとし、終日憂いて行く、

蓋し我が腰は熱に悩まされ、我が肉に傷まざる所なし。（己の諸慾と悪霊とによって）

我力衰えて痛く
つか

憊れ、我が心の裂くるによりて
さけ

号ぶ」（聖詠３７：７―９）と聖預言者

ダウィドは言う。「主よ、我を全く忘るること
いず

何れの時に至るか、爾の
おもて

面を我に隠す

こと何れの時に至るか、（久しく忍ぶこと何れの時に至るか、我が仇より援けざること

何れの時に至るか）、（途方に暮れて）我が己の
たましい

霊 の
うち

中に（空しく）謀り、心の中に

日夜憂いを懐くこと何れの時に至るか、我が敵の我に高ぶること何れの時に至るか」（聖

詠１２：２―３）。「我を攻むる不虔者の面、我を
めぐ

環る我が霊の敵より我を覆い給え。

                                               
10 聖大マカリイ、第４章、第１９節。



彼等は獲物を貪る
しし

獅の如く、
ひそ

隠かなる処に
うずくま

蹲 る
こじし

小獅の如し。主よ、起きよ、彼等に先

だちて彼等を
たお

殪し、爾の
つるぎ

剣を以て我が霊を不虔者より救え」（聖詠１６：９、１２、

１３）。「
わ

吾が神よ、爾を
たの

恃む、我に世々
はじ

愧なからしめよ、我が敵を我に勝ちて喜ばし

むる
なか

毋れ」（聖詠２４：２）。

  昼夜神に祈り続けて呼ぶ者を速やかに援けるという約束によって譬えを締めくくる
にあたって、主は「然れども人の子来りて、信を地に見んや」（ルカ１８：８）と言わ

れた。このことばはいったい何のために付け加えられているのか。聖師父の解釈によれ

ば、主がこのことを言った所以は次の通りである11。主の再臨に先立つ兆候を列挙した

後、主はその哀れな時代に特に必要な祈りについて教えを説かれた。また、他の機会に

同じことに関して語るとき、次のようにその教えを述べた。「故に常に警醒して祈れ、

此等来らんとする事を悉く
のが

遁れて、人の子の前に立つに堪えん為なり」（ルカ２１：３

６）。「然れども人の子来りて、信を地に見んや」。これは次ぎのことを意味する。地

に再臨した主は、真に信ずる者、行いによって信を裏づける者をはたして見出すのだろ

うか。なお、その行いの一つは、信を土台とする本当の祈りの行である。問題の聖書の

言い方を次のように言い換えることができる12。すなわち、地に来た神の子は、真の信

と、それと密接な関係にある祈りの上達を持っている者をほとんど見出さないというの

である。その時代こそ、祈りの上達が必要となってくるというのに！ 「一切の終りは
近づけり、故に謹慎し、且つ警醒して祈祷せよ」（ペトル前公書４：７）と聖使徒ペト

ルは言っている。祈りの上達も、真の祈りの行もなくなるであろう。全ての人は物質的

な発展にいそしみ、焼却の運命にある地を楽園と化することに努め、己を欺いて暫時の

人生を永遠のものと信じ込み、永世のために己を備える努力をあざ笑って拒否するであ

ろう。一心に地に向かい、地上のことしか思わない者にとって、神は存在しない。清い

祈りをもって頻繁に神に向かう者は神への生きた信を得、それによって神を見、鳥のご

とく飛んで、地上の人生のあらゆる転変や禍を乗り越えるであろう。彼は「その仇より

援けられて」、己の罪を赦していただくだけでなく、罪なる諸慾から己を清めることも

喜びとするであろう。聖師父は、この状態を聖人の状態、福たる無慾、完全なハリステ

ィアニンの状態と呼んでいる。この状態に達した彼は「来らんとする事（様々な災難）

を悉く
のが

遁れて」、生者と死者を神の子の審判に集める喇叭と死とによって呼び出された

とき「人の子の前に立つに堪えん」。アミン。

                                               
11 福フェオフィラクトの注解。
12 福フェオフィラクトによる。


