
聖イグナチイ・ブリャンチャニーノフ

「死について」

「爾はエギペトの国より出づる日を一生思い起こすべし」

（申命記１６：３）

死は人間にとって不可解である

死は、大いなる神秘である。死は、人が暫時の現世を去り、永世に生まれることであ

る。死ぬ人は、霊魂のうつせみである肉体を脱ぎ捨て、別の世界に移住する。その世界

には、霊魂と同類の造物が住んでいる。我々は、現世の肉体の五官では死後の世界を捉

えることができない。目に見えない霊界の諸々の造物と同様、肉体を離れた霊魂は目に

見えないし、感覚では知覚できないものである。

人の死に立ち会う者が目にするのは、ただ人の息が絶え、身体の生命が突然なくなる

ことだけである。その後、肉体が腐敗し始め、速やかに土の中に埋葬される。葬られた

肉体は腐乱し、蛆に食われ、他の人々に忘れ去られてしまう。このようにして、無数の

人の世代が死に逝き、忘れ去られてきた。

さて、肉体を離れた霊魂はいったいどうなるのか。これは、我々が有する知恵のみで

は答えられない質問である。

死は、まさに悟り難い神秘である。ハリストス教の光によって照らされる以前の人類

は、霊魂の不死について、たいてい極めて拙劣な、誤った認識をもっていた。古代、異

教の賢哲さえ、それについて推論・憶測しかできなかった。だが、罪に陥って堕落した

人間の心は、いくら暗く鈍いとはいえ、自分が永遠の存在であることをいつも感じてい

た。あらゆる偶像崇拝の宗教が、それを如実に物語っている。それらのすべては死後の

生命を説き、生前の功罪に応じて、幸福ないし不幸の死後を約束しているからである。

短い期間だけ地上を旅している我々は、永世に移ってからどうなるかについて知って

おく必要がある。地上の人生という短い旅の途上でも、できる限り辛いことを避け、楽

しく過ごそうと努めることが人の常なら、まして自分の永遠の運命に心を砕くことは当

然のことではないだろうか。死後、我々はいったいどうなるのか。霊魂が物質界と霊界

の境目を越えた後、それを待ち受けるものは何か。人がこの世で行なってきた善悪に対

し、果たしてあの世では報いがないのだろうか。現世では悪がたいてい成功したり勝っ

たりする一方で、善はとかく迫害され犠牲になりがちであるにもかかわらず、果たして

その報いは存在しないのだろうか。我々は、ぜひ死の神秘を解き明かし、肉眼には見え



ない人間の死後を見極める必要がある。

  死は神によって解き明かされる

我々に死の神秘を解き明かしてくれるのは、神の言葉である。また、聖神 の゚働きに

よって死の神秘を悟ることができるのは、恩寵によって清められた感覚をもっている聖

なる人たちである。なぜなら、聖使徒パウェルがいうように、聖神 ぱ人間の神秘はお

ろか、「神の深きをも察する」（コリンフ前書２：１０）からである。

死とは、霊魂と身体が別離することである。神の旨によって一体となった霊魂と身体

が、神の旨によって再び別々になるわけである。霊魂と身体が別離することとなった死

は、我々の陥罪の結果である。造物主が不朽のものとして創造した身体は、陥罪の故に

不朽でなくなったのである。死は、不死の人間が神に背いたために処せられた罰である。

死によって人間は痛ましくも二つに切り裂かれ、死後、人間というものはもはや存在し

ない。というのは、霊魂が別に存在し、身体が別に存在するようになるからである。

身体は死後どうなるか

塵から造られた身体は腐敗し、やがて塵に化してしまう。が、それでも身体の存在が

終わるわけではない。身体は腐敗してしまっても存在しつづける。というのは、土の中

にある種のように、再び霊魂と合一することを待機する形で、腐敗していながらも存在

しつづけるわけである。再び霊魂と合一したときには、身体はこの目に見える死には不

可侵になるであろう。特別に神に選ばれた人の遺体（正教会では「不朽体」と呼ばれる）

は、豊かに神の恩寵を含んでいるから、腐敗には負けず、死の蔭にありながら不朽のま

ま、光栄なる来世の復活の先ぶれを呈している。聖人の不朽体は、死臭のかわりに芳香

を放ち、死の病毒のかわりに人々に諸病の癒しと生命をもたらす。そういった遺体は死

んでいながら生きている。すなわち、人間としては死んでいるが、聖神 が゚それらに内

在することとしては生きているのである。聖人の不朽体は、人間がいかに偉大にして聖

なるものとして神に造られたかを物語り、また、その偉大さと聖性が主イイスス・ハリ

ストスの贖罪によって再び人間のものとなったことを証しするものである。

  霊魂は死後どうなるか

身体が死の眠りに就いたとき、霊魂には何が起こるのか。神の言葉が解き明かすとこ

ろによると、身体を離脱した後、魂は生前に獲得した性質の善悪によって、聖天使の仲

間に加わるか、もしくは堕天使の仲間に加わるという。魂は、その本性として天使と同

類の存在であり、天使と同様にその性質として善き者と悪しき者の二種類に分けられる。

どちらの仲間に入るかは、各自が生前に己の自由意志によって心の中に植え付けた性質

の善悪によって決定される。その実例として、聖書と聖師父の著作が語っていることに



耳を傾けてみよう。

主は、悔い改めた盗賊に「我誠に爾に語ぐ、爾今日我と偕に楽園に在らん」（ルカ２

３：４３）と言い、盗賊の魂が十字架から直ちに天国に移ることを約束された。

苦しみのうちに人生を過ごした貧しいラザリは、死後、天使に携えられて「アウラア

ムの懐」と呼ばれた楽園の域に送られた。それに対し、生前に「日々奢り楽しみ」、遊

びに明け暮れていた、心の冷たい金持ちは、死んで地獄に落とされた（ルカ１６：１９

―３１）。

奥義を極めた神学者聖イオアンによると、身体を離れた義人の魂は身体の復活を待ち

ながら、天上の福楽を享受している（黙示録６：１０―１１）。一方、罪人は地獄にあ

ってひどく苦しみつつ、復活を待っているという（黙示録２０：１３）。復活の喇叭が

鳴ると、楽園は天に住まう者をその身体との光栄なる結合のために送り出し、その身体

は神の子イイスス・ハリストスの声を聞いて生き返るであろう（イオアン５：２５）。

４日間も墓に入って既に臭くなっていたラザリがその声を聞いて生き返ったのと同じ

である。また、地獄にある死者は、最後の審判と最終的な判決のために送り出されるで

あろう。判決が言い渡されて実行された後、義人の福楽は倍増し、罪人は地獄に戻って

数倍の苦しみを味わうこととなるであろう（聖詠９：１８）。

復活後の義人の状態について、主は「彼等は天使等と等しく、神の使い等の如く天に

在るなり」（マトフェイ２２：３０、ルカ２０：３６）と言っている。主の再臨と最後

の審判を予告するに当たって、主は、その時に主の右に立つ義人に「我が父に祝福せら

れし者よ、来りて、創世以来爾等の為に備えられたる国を嗣げ」と言い、左に立つ罪人

に「詛われし者よ、我を離れて、悪魔及びその使い等の為に備えられたる永遠の火に往

け」（マトフェイ２５：３４―４１）と告げるという。

さらに、義人が受ける
むくい

賞にも、罪人が受ける
むくい

罰にも、度合いの差があることも確か

である。神の義なる審判は各人に「その行いに依りて」（黙示録２２：１２）報いると

いう。救世主のことばによると、天の住み処が無数に多いばかりでなく、地獄にも様々

な種類の牢や責苦があって、知っていながら罪を犯した者は「多く打たれ」、知らずに

罪を犯した者は「少なく打たれん」（ルカ１２：４７―４８）という。

ただ正教のハリスティアニンのみ、それも生前を敬虔に過ごし、または心から罪を悔

い、神父の前にそれを告白し、生き方を改めることによって己を罪から清めた人のみが、

聖天使と共に永遠の福楽を受け継ぐであろう。反対に、ハリストスを信じない者、異端

者、また正教のハリスティアニンのうち、罪に溺れて人生を過ごし、または死罪（大罪）

を犯して痛悔によって癒されようとしなかった者は、堕天使と共に永遠の苦しみを受け

継ぐであろう。

「東方総主教等の教書」には、次のように記されている。

「死罪に堕ちたものの、臨終に際して失望せず、この世に別れる前に痛悔したが、た



だ、正教会が最初から神に喜ばれ有益であると認めること、すなわち祈祷をする、涙を

流す、徹夜祈祷のときに伏拝をする、痛悔の心を起こす、貧しい人をめぐむ、行いによ

って神と隣人への愛をあらわす、といった悔改の実を結ぶ暇がなかった者の魂は地獄に

降り、犯した罪の罰を受けることになる。もっとも、そういった者は罰が軽減される望

みがある。限りなき慈しみによってその者が軽減を受けるのは、神品の祈祷によってで

あり、また死者に代わって行う慈善によってであり、そして特に、神品がひとひとりの

ハリスティアニンのためにその家族・親族の記憶を行い、公の使徒の教会が衆人を記憶

して捧げる無血祭の力によってである」（『東方正教会の総主教等の教書』第１８章）。

「罪人の死は恐ろしい」（聖詠３３：２２）と聖書は言っているが、敬虔な人と聖者

にとって死はこの世の煩雑から揺るぎなき平安へと、絶えない苦しみから終わりなき福

楽へと移ることであり、地から天に移って聖なる天使と聖なる人の無数の群に加わるこ

とである。飽きることなく神を見つづけ、絶えず神への愛に燃えつづけることが、天に

住まう者の至高の悦楽である。

聖大マカリイは、これについて次のように論ずる。

「人の魂が身体を離れるとき、一種の大いなる秘儀が行われる。魂が罪を犯したなら

ば、悪鬼の大軍、敵の使い、暗闇の軍が魂を迎え、彼らの領域に連れ去っていく。しか

し、このことを今更のように驚いてはならない。もし人は、生前から悪鬼に降伏・服従

し、その奴隷となったならば、この世を去るときには、必然的に悪鬼に囚われ、その奴

隷にされるであろう。また逆に、よき状態については次のことを知るべきである。すな

わち、神の聖僕の傍には生前にも神使がおり、彼らは聖なる霊たちに守られ、囲まれて

いる。そして、身体を離れた後、天使の群が彼らの魂を迎え、その聖なる国に携え行き、

主のもとに連れていく」（第２２講話）。

人の魂のために天使と同じ住み処、同じ福楽、同じ処罰が定められている。これだけ

でも、魂が天使と全く同じ存在であることが分かる。このことは、復活後の義人が天使

のようであり、天使と等しいという、上記の主のことばをみても明らかである。アウラ

アム、ロート、イアコフ等、古代の義人に天使は人間の姿で現れたりしたが、義人たち

は、現れたのが人ではなく無形の天使なのだと悟るのは直ぐではなく、多少時間が経っ

てからであった。ハリストスの復活後、天使は輝く白衣を着た人の姿で携香女に現れた

（ルカ福音２４：４、イオアン福音２２：１２）。また、ハリストスの昇天のとき、天

使は同様に白衣を着た人の姿で使徒に現れた（使徒行実１：１０）。聖師父は何度も天

使を輝く白衣者として、また悪鬼を醜い黒者として見ている。

主はご自分の復活後、突然、一緒に家にいた使徒の前に立たれた。使徒は霊（神、し

ん）を見ていると思って恐れたが、主は、霊の現れとご自分の光栄なる身体での現れの

違いを次のように説明して使徒たちをなだめた。



「何ぞ懼れ惑う、胡為れぞ此の意は爾等の心に起れる。我が手我が足を視よ、是我自

なり、我に捫りて視よ、蓋神（しん）には骨肉なし、其我に有るを見るが如し」（ルカ

福音２４：３８、３９）。

霊（神、しん）に何の形もないとは言っていない。そればかりか、霊たち、すなわち

天使たちと魂たちに形があることを認めざるをえない。霊には、ハリストスの身体がそ

の光栄なる状態で保った骨肉がないとだけ言っている。

婢（しもめ）ロダが奇蹟的に牢屋から救われた使徒ペトルを見たとき、エルサレムの

信徒たちは彼を霊と思い、「是れ即彼の天使なり」（使徒行実１２：１３―１５）と言

って、霊に形があるという見解を示した。

聖大マカリイによれば、天使には姿と形があり、同様に魂にも姿と形がある。天使と

魂の姿・容貌は身体をまとった人間の姿・容貌と同じである。聖大マカリイが教えると

ころによると、天使と魂はその性質上非常に軽いが、しかし軽くはあるが体（たい）で

ある。我々の地上の身体が非常に重く物質的であるのに対して、天使と魂はエーテルの

ような軽い体である。重い人体は魂の「軽体」にとって衣服の役割を果たしている。魂

に属する目、耳、手足に、それに相当する人体の器官が着せられているのである。臨終

に魂が身体を離れるとき、魂は身体を衣服のように脱ぎ捨てる。聖マカリイによると、

ハリスティアニンの中で最も完全で、聖神によって清められ照らされた人が魂の姿を見

ることができるが、こういった完全さと透視に達成する聖人は極めてまれである。この

偉大な聖師父によると、聖神の祈りをもって祈っている者の魂が、聖神の測り知れない

特別な働きによって祈りの時に身体を離れることがある。（聖大マカリイは、祈りの時

に起こる神の恩寵の超自然的な働きを説明し、こう語る。「この時、人の口から祈りが

出ると共にその人の中から魂が抜け出るのである」。おそらく、これは聖マカリイ自身

が体験したことであろう。）

聖大マカリイがエジプトの荒野のスキートで輝いていた時代、高度な修道生活の時代

でさえ、聖なる修道者の中で魂の姿を見ることを賜った人はかなりまれであった。それ

だけに、今の時代はそういう人はもっとまれである。しかし、大いなる神の慈愛と、主

の忠信なる門徒とともに世の終末までいることを約束した主イイススの偽りなき約束

とによって、そういう人は現在もいる。そういう神に選ばれた人で、祈りの豊かな恩寵

的働きによって、突然、自分の魂が身体を離れて空中に立っているのを見た本人の証言

によると、魂はエーテルのような、きわめて軽い、飛ぶ霊体であり、その形が我々の重

い肉体とそっくりである。霊体は肉体の肢体・髪型・顔立ちとそっくりの肢体・髪型・

顔立ちまで具えており、要するに肉体の容貌と完全に一致している。しかも、その時、

魂にあったのは知力と心力だけでなく、視覚、聴覚、触覚などの五官も具わっていた。

すなわち、全生命が魂にあり、肉体は死んだように動かずに椅子に座っていた。この状

態は、神の命令によって、肉体を離れる時と同じような不可知なすべをもって魂が肉体

に戻るまで続いた。（この『講話』の著者が知っている限り、今世紀（訳注、１９世紀）、



祈祷の時に自分の魂が身体を離れたのを見ることを賜った修道士は２人いる。すなわち、

１８２５年に永眠したシベリアの隠遁修道士ワシリスクと、１８５２年に永眠した聖ニ

キーフォル修道院のスヒマ修道士イグナチイである。筆者は後者から直接その体験談を

聞いた。また、前者についてはその親しい弟子たちと一緒に住む機会があり、主にある

友人関係にあった。）

天使は魂に似ている。すなわち、肢体・頭・目・口・胸・手・足・髪を持っており、

一言でいうと、目に見える肉体の人間に完全に似ている。聖なる天使の顔には徳の美し

さと神の恩寵が輝いている。際立って敬虔なハリスティアニンの顔にもそれと同じ性質

が印されている。逆に、堕天使の性質は飽くなき悪意であり、その顔は人間の悪人や犯

罪者の醜い顔に似ている。それを証言しているのは、光の使い（神使）と暗闇の使い（悪

鬼）を見た人たちである。天使と魂が無形（無体）なるものと呼ばれるのは、我々が持

っているような肉体を持っていないからである。また、霊（プネウマ、神（しん））と

呼ばれるのは、物質界を構成する物体と全く異なる軽体だからである。「霊」という呼

び方は、普通の日常語としても、聖書と聖師父の著作の用語としても定着している。（知

られているように、属神の士と属神の書は、聖神の御考えをいとも正確に伝え述べるが、

そのとき皆に分かりやすいものとして同時代の社会の語彙を使い、人間の学問がその考

えをどういう形で受け止めているかを少しも気にかけない。たとえば、イイスス・ナヴ

ィンが「日よ、とどまれ」（ヨシュア記１０：１２）と言って、一日が普通より長く続

いた。常識的に考えれば適確ではなかったが信仰に満ちたその属神の言葉には、神の力

が応えた。超自然的な出来事を起こした言葉が物理上正確でなかったと批判する人間の

学問の訴えは何と空しいことか。聖師父の著作を探究すれば、当時「プネウマ」（霊、

気、神（しん）等）ということばはいつも気体、特に空気、風、人間の息を意味してい

たことが分かる。「プネウマ」がこの意味で使われなくなったのは、つい最近の時代で

ある。『フィロカリア』第１部、シナイの聖グリゴリイの「沈黙と祈祷の二種類につい

ての１５章」第１章参照）

つまり、天使と魂の体質は、我々が目にする地上物体の体質より比べ物にならぬほど

軽薄である。我々の普段の陥罪状態では、我々は霊たちを見ることができないが、注意

深い敬虔な生活を送っているならば、霊たちが我々に与える影響を感じ取ることはでき

る。心の中で恩寵的に生き生きと霊たちを感じ取ることは、すなわち霊たちを属神的に

見ること（心眼による霊視）である。

（恩寵に満ちた清らかな心眼をもって属神的に霊たちを見ることは、霊たちの外面だ

けを見る

風、空気、様々な気体や蒸気は、聖書と聖師父の著作の中でも普通「プネウマ」と称

されている。例えば、主は聖神の働きを風の吹くことに喩えておられる。その福音書の

個所で風は「プネウマ」と呼ばれている。



（「風は欲する所に吹く」

来世における魂たちの住いは、魂の性質（エテル性）に相応したものである。楽園（エ

デム）がその性質に相応していれば、地獄もそれに相応している。聖なる魂は、現世で

自らを清めるにつれて霊的な楽しみと心中の天国を味わうのみならず、神の慈しみによ

って永遠の福楽を賜り、それにふさわしい国に住み処を与えられる。神に拒否された罪

なる魂は、良心に苛まれ、拒否された状態に苦しむのみならず、「地獄」、「タルタル」、

「ゲエンナ」と呼ばれる恐ろしい地下の牢に入れられ、エーテル性の魂を苦しめるにふ

さわしい苛酷な責苦を受けることになる。これらのことは全て聖書に語られており、ま

た聖神によって選ばれたふさわしい人に啓示される。その啓示は霊益に富んでいる。

目に見える世界の物体を詳しく観察したいとき、最も観察しやすい場所を選ぶのが常

である。そのようにするのは、物体がそれを必要としているからではなく、我々が視野

が限られ、それを補助する必要があるからである。下記、楽園と地獄について見ていく

が、その観察にふさわしい知の場所を選ぶとしよう。我々が巨大な宇宙の中でいかに微

小であるか、新しい知識を得るための手段がいかに限られているか、現在まで得られた

知識がいかに僅少であるか、己を知るためにさえいかに神からの啓示を必要としている

かを悟れば、その場所は自然に見つかるであろう。楽園も地獄も肉眼で見ることができ

ない。だが、肉眼で何を視ることができるのか。霊界はさておき、自信をもって可視的

世界と呼んでいるこの物質界では、肉眼で何を視ることができるというのか。我々はご

く一部の物体しか視ることができないではないか。全宇宙からみれば、何も視ることが

できないも同然である。望遠鏡と顕微鏡がそれを証明し、肉眼には見えない気体を嗅覚

と触覚が知覚しその存在を明らかにすることがそれを証明している。地平線によって視

野が限られていることもその証拠である。

    楽園と天

創世記で天地創造をしるす見神者モイセイは、そのとき主が東のかた「楽園」を植え、

人類の原祖である二人の人間をそこに置いた（創世記２：８）と言っている。「主・神

は造りたる人をとりて、彼を楽園に置きたり、之を理（おさ）め、之を守らん為なり」

（創世記２：１５）。主は、天国が創世から人間のために用意されていることを証言し
1、創世記の物語を裏づけている。楽園で神の誡命を犯した原祖は、突如として魂と身

体に異変が起こり、聖なる楽園にいられなくなった。そうすると、神は「」（創世記３：

２３、２４）

                                                  
1 「我が父に祝福せられし者よ、来りて、創世以来爾等の為に備えられたる国を嗣（つ）

げ」（マトフェイ２５：３４）。



地上の自然はその美しさで楽園を彷彿とさせ、陥罪した人間に楽園を思わせる？？？

我々の追放の場である地上の美しさを見るとき、思わず「ここは楽園だ」と言いたく

なる。堕落する以前のソドムについても、聖書はその沃土の地を楽園と称している（創

世記１３：２４）。見神者モイセイは、優美にして広大なる園として楽園を描いている

（創世記２：９）。新約の教会に属する神の聖者の多くも、そのような楽園を見た。実

際、楽園はそういうものである。ただ、そこに住まう霊たちの性質に合せて、楽園の性

質は希薄であり、故に陥罪によって鈍くなった我々の五官で捕らえ難い。初め楽園の守

り手であった人間が楽園から追放されたとき、楽園を守る任務はヘルヴィムに任せられ

た（創世記３：２４）。十字架上で主を表信した盗賊の魂は楽園に送られた（ルカ２３：

４３）。救いを賜ったハリストス教徒の多くの魂もそこに送られた。このような例で、

楽園はどういった性質を持っているかが分かる。

聖大マカリイは、天上の富を手に入れた人々についてこう言っている。

「その同国民、すなわち聖人と天使の霊は『地上にいる我が兄弟は大いなる富を得た。

彼等（天人の地上の兄弟）は、この世を去ったとき、主に伴われ、大いに喜んで天の住

者のところに行く。主と共に住む天人は彼等を受け入れ、予め用意された邸宅（家と園、

ギリシャ語で「園」、「楽園」の複数形）に連れて行き、高貴なる衣を着せてくれる』

と驚きと共に言う」。

シナイの克肖者グリゴリイは楽園について次のことを書いている。楽園を見てその体

験を語った人たちによると、楽園は天の下層であり、神によって植えられた芳香の園々

に満ちている。園にある樹は常に花が咲き、実がなっている。楽園の真中には、四つの

支流に分れ、楽園を潤す川が流れている（作者が収蔵している、モルダヴィアのニャメ

ツキー修道院で作成され、シナイの克肖者聖グリゴリイの伝記と著作を収めたスラブ語

の写本）。

その川については、聖書も言及している。「河はエデムより出でて園を潤し、彼処よ

り分れて四つと為れり」（創世記２：１０）。聖預言者ダヴィドも「天より上なる水」

（聖詠１１８：４）について書いている。

聖書によると、楽園の所在地は「東の方」であるという。これは、地に対してみた楽

園の方角である。克肖女フェオドラは、身体を離れた後、天使に伴われ天の住いを目指

して東に向ったと言っている。偉大な神の聖者シメオン妙山者は、東に楽園を見た。ス

ーズダリの克肖女エウフロシニヤは、その神妙な異象の中で、やはり東に楽園を見た。

正教の聖堂は、東に向って建立される。正教のハリスティアニンは、祈るとき東に向う。

永眠者の遺体は東に向って安置される。聖書が楽園の所在地を「東の方」と定義するこ

とに納得しきれないという人には、シナイの聖グリゴリイのことばでこうお答えしよう。

「聖書は、悟り難い事柄に関して簡単に語ることが普通である」。



「神の仁慈に依り人に入りて霊魂を生命にみちびく第一の意思は此の人性の出発に関し

て心中に落ちる意思なり。この思想に従い自然に世を軽んずべくして、人を生命にみち

びく種々様々なる善き行動は之により始まらん。人に伴う神聖なる力の人に生命を顕わ

さんと欲するときは、此を人に置くこと、恰も或る基礎の如くなるべし。ゆえに人は我

が述べたるこの意思を浮世の関係又は空論を以て之を己れに消滅せずして静黙を以て

之を成長せしめ、直覚を以て之を守りて、

地獄について

「尊きイオシフは爾の潔き身を木より下し、浄き布に
つつ

裏み、香料にて覆い、新たなる墓

に
おさ

蔵めたり」「死せざる
いのち

生命よ、爾死に降りし時、神の性の光にて地獄を殺せり、死せ

し者を地下より復活せしめし時、天軍皆呼びて曰えり、生命を賜う主ハリストス吾が神

よ、光栄は爾に帰す」

讃美詞

「爾義の光は地の下に入り、地獄に在る
くらやみ

黒暗を悉く逐い払いて、寝りより起すが如く死

せし者を起せり」「手にて地を保つ者は肉体殺されて、今地の下に
とざ

鎖され、死者を地獄

の鎖しより免れしむ」「主宰よ、爾はアダムを救わん為に地に降り、地には彼を求め得

ずして、彼を尋ねて地獄にまで降れり」「嗚呼彼の喜び、嗚呼多くの楽しみや、爾は暗

き淵に光を輝かして、此等を地獄に
み

充て給えり」「救世主よ、爾は甘んじて地の下に降

り、殺されし人々を生かして、之を父の光栄の
うち

中に升せ給えり」「言よ、爾は父の命に

従いて、畏るべき地獄にまで降り、人類を復活せしめ給えり」「爾手を以て人を造りし

者は地の下に入りたり、全能の権を以て人々の群れを堕落より起さん為なり」「アダム

は神が地堂に歩みし時に畏れ、地獄に降りし時に歓ぶ、蓋し彼の時は陥り、今は起さる」

「慈憐なるハリストスよ、爾は父の懐を離れずして、甘んじて人となり、地獄に降り給

えり」「起きよ、慈憐の主、我等を地獄の淵より起す者よ」「イイススよ、爾は甘んじ

て死者として地の下に降り、天より墜ちし者を復地より升せ給う」「イイススよ、爾は

死者として顕れたれども、神なるにより、生ける者として、天より墜ちし者を復地より

升せ給う」



聖師父は、霊魂が肉体を出離する方法と様子まで、我々の教訓と救いのために記して

いる。聖フェオドル・ストゥディトは、『啓蒙教話、その三』で次のように述べる。

「兄弟よ、我々は何時までもここに留まるのだろうか。否！ 否！ 兄弟よ、悲しいか

な、死という奥義は何と恐ろしいことであろうか。我々は目前に死を控え、魂が肉体を

離れ、神使等が迎えにくる（悪鬼が魂の前に立つことは言わずもがなである）ことを思

い起こし、常にどれほど痛悔の心を深め、注意深く、思慮深く振る舞わなければならな

いだろうか。諸慾に心を奪われた者には、悪鬼等も迎えにくるのである。恐ろしい彼等

を目にし、『魂よ、出でよ』という命令を耳にするとき、何という苦悩と苦痛を味わう

ことになるかについて考えるがよい。その際、肉体を離れる人にとって大いなる手助け、

慰め、喜びとなるのは善き行いと清き良心である。その際、従順は大いに勇気づけ、謙

遜は大いなる慰めをもたらし、涙は手を貸し、善行は悪鬼を追い払い、忍耐は助けるの

で、敵はまったく得るところなく去り、魂は大いに喜びながら神使等と共に救世主のと

ころに行くであろう。ところが、諸慾に従うことが習慣となり、罪に負かされた魂は大

いなる恐怖に包まれるであろう。その場合、悪鬼が勝ち、この汚された魂を捕らえ、責

苦のために自分と共に下なる地獄、暗闇とタルタルに落とす」

ある日、聖大マカリイと時代と苦行を同じゅうし、聖神゜の恩賜を数多く賜わったア

レキサンドリヤの聖マカリイの前にふたりの天使が姿を現わし、彼と対話した。この対

話の際、ひとりの天使は言った。

「マカリイよ、信者・未信者を問わず、人の魂がどのように身体を離脱し、連れて行

かれるかを聞くがよい。なお、この世で行われる事柄を雛形に、天上の事柄を推量しな

ければならないことを知るがよい。この世の王様が誰かを逮捕しに遣わした兵隊はその

者がいくら反対しようが否応なく彼を捕らえ、捕らえられた人は恐怖のあまり、容赦な

く彼を連れ去ろうとする兵隊の存在に慄く。同様に、敬虔な人であろうが、不敬虔な人

であろうが、神使等が誰かの魂を身体から取り出すために遣わされれば、魂は驚き、恐

るべき神使等の臨席を恐れる。その時になって、ついに富の豊かさ、友人知人の多さが

どれほどはかなく、何の役にも立たないかに気づくのだ。周りにいる人々の涙と号泣は

聞こえるが、一言も声に出すことはできない。今までこのような出離の命令を受ける経

験が一度もないからである。これからの旅路が測り知れないほど長いことも、生活様式



が一変したことも、恐怖を抱かせる。また、すでに自分のすべてを握っていて、何の同

情も憐れみも示さない天使等の存在を畏怖し、身体への執着の故に嘆き苦しむ。本然と

して共住の相手であった身体と離別したことを痛く悲しむわけである。魂は、自分が善

行を積んだことを知っている場合を除いて、良心にもたらされる慰めを味わうことも、

手助けとすることもできない。このように、上なる審判者の判決を言い渡される前から、

魂は己の良心によって裁かれるのだ」(Bibliotheka veterum patrum Gallandii T.VII,

Macarii Alexandrini sermo de excessu justorum et peccatorum)

アレキサンドリヤの総主教聖キリルは、その『霊魂出離に因んで』に、死に伴う諸状

況について詳しく述べている。『霊魂出離に因んで』から短い抜粋を引用しよう。

「


