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府主教フィリップ伝（下）　府主教フィリップへの礼拝の聖歌

　本稿は、『中世ロシア文学図書館』シリーズの第21集として刊行されるものである。

承前：「府主教フィリップ伝（上）」『文学研究科紀要』（2019年度）第65輯311‒325頁

　聖なる府主教フィリップは、自らにたいする嘲弄と汚れきった衣服を見るにつけ、侮辱に耐え

ながら、将来の希望によって強められ、喜んでいた。なぜなら、我らが神、キリストの受難に思

いを馳せながら新しい殉教者になったと思ったからである。聖なる人はヴェートシヌィ（古着）

横丁の我らが主イエス・キリスト顕現修道院（１）に連れて行かれた。人々は泣きながら彼を見送り、

自らの教師との別れを惜しみ、最後の最後の自分たちの破滅を待ち受けていた。聖なる高位聖職

者、神の人フィリップは、実に十字架の徴によって両方向から民衆の盾となり、彼らを祝福し、

聖なる書物から引用された教えの言葉を彼らに語りかけたのである。人々は彼から最後の赦しを

受けると、号泣しながらめいめいの家に戻っていった。というのも、ツァーリへの恐怖が人々を

捉えたからである。もはや隠れる場所はなかった。

　ほどなくしてツァーリは、聖なるフィリップを教会の高位聖職者たちが集まる場所に、嘘の証

人たちのまえに立たせるために連れてくるように命令した。以前と同じように、聖なる人は辱め

で迎えられた。聖なる人がツァーリのまえに立つと、かの嘘つきの讒言者たちが、そのあとに牧

者の弟子でソロフキ修道院の修道院長、パイーシイ、行いにおいて第２のユダ、裏切り者が、こ

の聖なる人についてたくさんの侮辱的な言葉を吐いた。聖なる人はこのパイーシイにこう言った。

「思慮なき者よ、おまえがいま持っている以上の権力を握ろうとあくせく努力しても、不敬虔な

る者よ、そなたはそれを失うであろう。なぜなら、こう書かれているからだ。『蒔いた者は刈り

取る』（２）と。」

　ツァーリの御前で大騒ぎが起こったが、聖なる人は狼のなかにいる悪意のない羊のように立ち、

神のお助けによって彼らに毅然と立ち向かった。聖なるフィリップは一歩も引かずに自らの功業

をやり遂げながら、ツァーリの憤怒を糾弾した。「敬虔なるツァーリよ、こんな不名誉な企ては

止めるがよい。そなたより以前のツァーリたち、善良にこの人生を生ききり、神の教えにしたがっ

て振る舞ったツァーリたちを思い起こすがよい。汚らわしく王国を治めた者たちは、いま少なか

らぬ呪詛をもって人々の心に残っている。」聖なる人はこれと似たそのほかの教え諭しをツァー
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リに述べた。

　ツァーリは憤りと憤怒で爆発寸前となり、何も答えることができなかった。ツァーリは聖なる

人を無慈悲で獰猛な兵士たちに引き渡すように命じた。彼らは聖なる人の身柄を引き受けると、

心のなかでこのように決心した。「この男がどこまで悪意をもたずにいられるかを存分に試して

みよう。醜い死にかたをさせてこいつを裁いてやろう。なぜなら、ツァーリのご命令に反したの

だから。もしもこの者を私たちが殺したならば、誰も我々の無法を非難することはなくなるだろ

う。なぜなら、この者だけがただ一人、片意地を張ってツァーリを非難し、教え導こうとしてい

たのだから。」

　このあと、彼らは聖なる人を激しい悪臭のする小部屋に閉じこめ、その両足に枷を嵌めて絶対

外れないように締めつけた。（３）彼のことをひどい言葉で罵り、この目的のためにわざわざ拵えた

重い鉄の鎖を善良なる受難者の首に巻きつけ、聖なる人の右手を鉄の枷で締めつけた。これらに

加えて、若いころから７日に一回しか食事をとらぬことに慣れていたこの聖なる人を、飢え死に

させようと企てた。

　聖なる人は勇気をもって苦難に耐え、勝利をおさめたことを見せつけた。なぜなら、バビロン

でライオンがダニエルにたいして恥ずかしいと思ったのに、（４）人間たちはこの善良な受難者に容

赦なく振る舞ったが、武器をもたない人々の魂は、この聖なる人の勇気に羞恥の感情を動かした

からである。彼の首と手から、鉄の鎖がひとりでにはずれ、「平和を確かめる足は美しく」、（５）足

それ自体が呪いから解放されたのである。この妙なる奇跡がツァーリに物語られると、ツァーリ

はこれに驚愕した。

　８日後にツァーリは聖なる人を「古い修道院」と呼ばれた聖ニコラの修道院（６）に連れていく

ように命じた。このあと、ツァーリはフィリップの従兄弟であるミハイル・コルィチェフ（７）の

首を切り、それを聖なるフィリップのもとにもっていかせた。聖なるフィリップはうやうやしく

立ち上がり、あらゆる敬意をこめてそれを受け取ると、地に伏すまで深いお辞儀をしてそれを祝

福し、愛をこめて接吻した。そして、こう言った。「主がお選びになり、受け入れてくださった

すべての人々は幸いである。彼らの記憶は代々伝えられる。」そして、首をもってきた者に返した。

　ツァーリは聖なる人の堅固な忍耐を見ると、この人をトヴェーリの町のオトローク修道院に幽

閉するよう宣告し、この聖なる人に無慈悲な監視人をつけるように命じ、ただちにこの者を派遣

した。聖なる人は道すがら多くの責め苦と辱めを受けた。ロバに乗せられ、必要な食事さえ与え

られなかった。簡単にいえば、ありとあらゆる災難を被ったのだが、多くの苦しみを甘受するそ

の魂は、どうやっても貶められることがなかった。

　「何ものも私を神への愛から引き離すことはない」と言った神の使徒パウロの言葉を片時も忘

れることがなかったからである。聖なる人は心のなかでこう言っていた。「善きもの思いの果て

に私はこう希望する。死も、生も、幽閉も、恥辱も、近親者との離別も、位が欲しいという気持
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ちも、そのほかのどんなものも、私を神への愛から引き離すことがありませんように。神がお望

みになることが実現するのだ。」（８）

　すでに丸一年が経ったが、聖なる人は幽閉されたまま苦しみ多き暮らしを余儀なくされていた。

ちょうどこのとき、ツァーリはヴェリーキイ・ノヴゴロドへの遠征（９）をはじめ、自分の企てを

実行に移そうとしていた。ツァーリが聖なる人が幽閉されていた町に到着するまえに、悪魔のマ

リュータ・スクラトフが突然何の前触れもなく修道院にやって来て、むりやり聖なる人の僧坊に

押し入った。

　聖なる人フィリップは彼が来る３日まえにこう言った。「すでに私の功業が終わるその時が来

た。」彼らは聖なる人がこの世を去るまで、彼の口から発せられた言葉が、彼自身のことを言っ

ているとはわからなかった。この言葉を言うと、彼の身体は輝きはじめ、「私はじきに出ていく

ことになる」と言った。これから旅に出る人のように、いと清らかなるキリストの身体と、命を

創るキリストの血を拝領した。いつにもましてゆたかに聖霊に満たされ、秘密を密かに見る者と

なった。

　はじめ、権力を振り回すことが好きな、狡猾なこの奴隷は、うやうやしく聖なる人に縋りつい

てこう言った。「聖なる位高き聖職者よ、ツァーリがヴェリーキイ・ノヴゴロドに出征するにあ

たり祝福を授けてください。」聖なる人は言った。「どうなりとするがよい。愛すべき者よ、その

ためにおまえが来たそのことを為すがよい。どうしてそなたは私を惑わそうとするのか。神に

よって与えられたものを隠そうとしてはならぬ。」聖なる人は祈った。「ご主人さま、主イエス・

キリストさま、聖なる万物の支配者よ。平安をもってわが魂を受けいれたまえ。いと清らかなる

そなたの誉れの平安の天使をお送りください。天使が私を心をこめて導いてくださいますように。

三位一体の神にいたる入り口が、変節の輩たちの諸力を引き連れた闇の支配者によって、閉ざさ

れることがありませんように。そなたの天使たちのまえで私が辱められることがありませんよう

に。どうか私を、選ばれし者たちの列にお加えください。なぜなら、そなたは永遠に祝福されて

ありますゆえに。アーメン。」（10）

　石の心をもったこの人間、マリュータは、無法を咎めだてしてきた聖なる者の口を枕でふさい

だ。このようにして彼はおのれの魂を神の手に引き渡し、殉教者の桂冠を授けられ、8078年（1569

年）12月23日、生を終え、功業を完成させた。

　忘恩のこの人間、マリュータ・スクラトフは、やろうと思っていたことを成し遂げると、僧坊

から出て、狡猾な考えで修道院長とフィリップにつけられていた監視人に、「おまえたちの不注

意によって府主教フィリップは、僧坊の極度の酸欠で死んだのだ」と言いはじめた。彼らは恐怖

に囚われて何も答えることができなかった。

　マリュータは自分の目の前で深い堀を掘るように命じ、聖なる人の多くの苦しみを耐え抜いた

遺骸を、聖三位一体大教会（11）の至聖所の奥に埋葬し、来たところに帰っていった。
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　この聖なる人について正しくないことを言い立てた者については、ツァーリは、彼らが狡猾に

嘘を並べ立てていたことを知り、真実を究明し、彼らをさまざまな場所に追放するように命じた。

その多くがその途上で惨たらしい死を死ぬことになった。ある者は脳腫の炎症で悪臭を放つ膿を

垂れ流しながら死に、ある者は痴呆症を発した。ソロフキ修道院の修道院長パイーシイは、ヴァ

ルラーム島の修道院（12）に幽閉された。パイーシイと行動を共にした者たちは、さまざまな地方

に流刑にされるよう命令が下された。リャザンのフィロフェイは主教の位を剥奪された。

　ツァーリは自らのすべての軍勢とともにノヴゴロドから帰ると、ノヴゴロド大主教ピーメンを

ニコラ・ヴェネフ修道院（13）に流刑にした。聖なるフィリップにたいして敵対的な行動をしたほ

かに、相応の罪が探し出されて付け加わった。なぜなら、聖なる人にたいして不公平に振る舞っ

たことを、彼は悔いていたからである。

　聖なる人の監視役となり、彼を辱めた人々のことも、神はお赦しにならず、彼らはまもなく、

自分の悪行にたいして報いを受けた。姓をコブィリンといったステファン（14）は、修道士の服を

着せられてカメンヌィ島に流され、ほかの者たちは別のさまざまな場所に流刑にされて、その誰

もが生き延びることができなかった。見るがよい。これが秘密なのだ。太陽よりもまばゆい敬虔

なる師父の言葉がすべての者に明らかになった。なぜなら、聖書にはこう書かれているからだ。

「あらゆる無法は自らの口を隠す」（15）からである。

　このあと、ツァーリにして全ルーシ大公、イワン・ワシーリエヴィチの死後、しばらくの時間

が経って、ツァーリにして全ルーシ大公フョードル・イワノヴィチの治世の７年目、聖なる人の

死後21年目に次のようなことが起こった。（16）8092年（西暦1584年）、ソロフキ修道院の修道士たち、

修道院長ヤコフ（17）と兄弟たちが、ツァーリ、フョードル・イワノヴィチに、ツァーリが聖なる

府主教フィリップの遺骸を彼らに贈ることを命じるように嘆願した。ツァーリは彼らの願いをか

なえ、トヴェーリの町の主教（18）に宛てた文書を発給するように命じ、聖なる人の遺骸を彼らに

引き渡すようにその命を下した。

　彼らはトヴェーリの町の、聖なる人の遺骸が埋葬されている場所に到着した。彼らが地面を掘

り、柩を見つけると、聖なる人の遺骸から聖油が流れ出し、得も言われぬ芳香が立ちのぼり、ト

ヴェーリの町全体が芳香のアロマに包まれた。そして、柩を開けてみると、聖なる人の遺骸がまっ

たくそのままで何の損傷も受けておらず、その衣装も朽ちていないことがわかった。

　人々は、まるで明るく輝く星を見るかのように、聖なる人の遺骸のもとにやって来た。ここに

来た者たちのなかに、町の主教もいた。修道院長ヤコフは聖なる人の遺骸を取り上げると、ソロ

フキ修道院に運んだ。人々は聖堂教会に遺骸を運び入れた。朝課の合図の鐘を鳴らす時間になる

と、修道院長が教会に入った。修道院長は、教会に満ちている、ふつうでは考えられない香しい

匂いを胸いっぱいに吸いこんだ。それはよい匂いのする高価な聖油が聖なる人の遺骸から流れ出

てきているかのようだった。朝課の祈禱が終わると、聖なる人が安らう場所が準備され、人々は



425

府主教フィリップ伝（下）　府主教フィリップへの礼拝の聖歌

しかるべき尊崇の念とともに聖なる人が安らう場所に接吻をし、聖なる人自身が定めたその場所

に、聖なる人を葬った。

　この場所で、彼の心臓は熱を発し、その肉は、あたかも生きて魂をもっているかのごとく喜ん

だ。我らが主、イエス・キリストの名における奇跡の賜物によって、その心臓と肉は神に拠り立っ

て生きている。いまも常に世々永遠に。アーメン。

出典：Житие митрополита Филиппа (Подготовка текста, перевод и комментарии И.А. Лобаковой) 

// Библиотека литературы Древней Руси. Т. 13, СПб., 2000. С.718-741, 846-852.

府主教フィリップへの礼拝の聖歌

〈解説〉

　1591年から1652年にかけて３度その安寧の場所を替えた彼の遺骸の移葬に伴って、フィリップ

のために行われる奉事のいくつかのテクストが創作された。二つの祈りの勤めが、1646年の５月

30日、もしくは、31日のソロフキ修道院で行われた、聖人の遺骸の移葬にさいして創られている。

聖フィリップの遺骸を納めた柩は、主の変容聖堂の階段下で開けられ、遺骸は、彼がまだ修道院

長をしていたころに建てられた聖堂に運びこまれた。この事件に捧げられた祈りの勤めのうち、

一方はソロフキ修道院の修道士、ゲラシム・フィルソフによって創作され、もう一方はやはりソ

ロフキの修道士、セルギイ・シェロニンによって創作された。セルギイ・シェロニンの祈りの勤

めは、修道院で定着した地方聖人としての祝いのために作成されたが、遺骸移葬のこの祝日は、

全教会のものとはならなかった。

　このときまで、奉神礼の実践においては、おそらくは1636年ころに創られた、別の祈りの勤め

が用いられていた。たぶんこのころ、聖者の遺骸がソロフキ修道院からモスクワに移葬され、そ

こで聖職者フィリップのための祝いの儀が確立したと思われる。この祈りの勤めには、モスクワ

のことが何度も言及されている。「ツァーリの君臨するモスクワに、偉大なる善とロシアの力の

承認がありますように。」「我らが町モスクワに、輝く光る星のようにそなたはそなたの教え導く

言葉によって輝いていた。」さらにそのうえ、殉教者フィリップは迫害された者たちだけではなく、

モスクワの民のために死を受け入れたのである。すでに1652年に総主教ニーコンによって実現さ

れた、聖フィリップの遺骸のモスクワへの移葬のずっとまえに、1636年ころに創られた祈りの勤

めでは、彼が安らかに眠る場所は、モスクワのクレムリの神の御母就寝聖堂であると定められて

いた（「神はそなたによって自らの御母を飾られた」）。そして、「聖なる神の御母の聖なる聖堂教

会を構成する者たちの物語」によれば、まさにこの聖堂において、この聖職者の記憶を祝うこと

が決定された。
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　したがって、1636年に、府主教フィリップの遺骸をソロフキ修道院からモスクワに移葬するた

めの手はずはすべて整えられたのである。この主聖堂教会において、その安寧の場所が定められ、

祈りの勤めのテクストが制作され、記念日を祝うことが決定された。これを機に作成された祈り

の勤めのテクストは、フィリップのために創られたあらゆるテクストのなかで唯一、時間の試練

を生き抜き、それ以後の時代の写本においても、刊本においても、最小限の編集の改変しか被ら

なかった。

　フィリップへの祈りの勤めは、ほかのあらゆるテクストと同じように、この聖人の聖者伝と結

びついているが、それをそのまま引き写すこともしていない。そのなかには、この聖職者の禁欲

主義を讃えるときに「情欲をねじ伏せ、肉体を魂に仕えさせた」（感謝祈祷のためのスチヒラ）、

牧者の勤めを讃えるときに「魂の牧草地で自らの群れを牧された」（大晩祷での「我、主を呼ばう」

のためのスチヒラ）、「みなが神を誉め讃えるなかで、修道士として生きる者たちの救済のために、

まばゆき聖堂をお建てになった」（感謝祈祷のためのスチヒラ）、彼が起こした奇跡を讃えるとき

に「触っただけで目の病気を治され、歯の痛みを軽くした」（カノン第７歌、８歌）のように、

断片的なモチーフが響いているだけである。祈りの勤めのテクストにおいて、フィリップは、聖

職者にして殉教者として讃えられている。「聖職者にして殉難者として真なり」（小晩祷での「我、

主を呼ばう」へのスチヒラ）、「殉教者にして説教者として神に似たり」（大晩祷での「我、主を

呼ばう」のためのスチヒラ）、「賢き者よ、そなたの血は、土のなかより叫ぶ」（セダレン）、「殉

難の桂冠をかぶり、血の滴を浴びて斑なる」（カノン第７歌）。しかしながら、何よりも祈りの勤

めの制作者の心を占めていたのは、ツァーリとの葛藤というテーマである。「祈りによってツァー

リを説得し、大胆にも帝国は割ってはならぬと教えし」（小晩祷での「我、主を呼ばう」へのス

チヒラ）、「その心の性質は金口ヨハンネスに似て、傲慢な、知恵浅い者たちを辱めた」（大晩祷

での「我、主を呼ばう」のためのスチヒラ）、「そなたは大胆にも不正義の振る舞いを正当に打ち

砕かれる。ツァーリと人々に使徒の伝えに従うことを教えられる。人々の仲間割れと邪悪なる振

る舞いから離れるようにお命じになる」（感謝祈祷のためのスチヒラ）。

　フィリップの振る舞いについてのこれらの記述には、この聖職者の柔和さの痕跡がない。彼は

「大胆不敵に命じ」、「教え導き」、「辱める」し、彼の舌は「鋭い諸刃の剣」である（カノン第８歌）。

しかし、それと同時に、「賢く、上に立つ者たちの悪を暴く」この聖なる人は、神の玉座のまえ

に立ち、「神に向かい、正教のツァーリのために祈りを捧げる勇気をもつ」権利を得たのである。

時間と永遠にかんする概念にしたがうところで、この「正教のツァーリのための」祈りは、「不

正義の」イワン雷帝のための祈りともなるし、その治世下にこの祈りの勤めが創作され、それが

向けられたところのツァーリのための祈りともなるのである。

　すべての祈りの勤めの祈祷歌のなかからこの刊本のために選んだのは、二つの基本的なジャン

ル、スラヴニクとカノンである。このことは、二つのジャンルの内容と実践の性格にかかわって
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いる。それらは、それが含む情報のタイプによって著しく異なっている。カノンでは、概念的な

情報、つまり、文学的テクストが前景化する。ここで伝えられるのは、祝祭の主人公の身に起こっ

た基本的な事件であり、彼を聖人として称賛する主要なモチーフが形成される。さらにそのうえ、

聖フィリップへのカノンにおいては、しばしば散文的作品においてもそうであるように、はじま

りと終わりを標しづける定型表現がある。それは、作者が神に呼びかけ、自分にフィリップを讃

えるため直感をあたえるように願う祈りによってはじまり（「ご自身がお選びになり、受け入れ

られた方、聖なるフィリップの受難の極を讃えるために、言葉を吹きこんでください」）、聖なる

人へのこの賞賛が子供の片言と比較される、謙譲の言葉によって終わる（「子供にとって片言の

言葉は、生まれてから懸命に習い覚えたものでありますが、それにふさわしいものではない私た

ちからの、いまのこの感謝の言葉をお受取りください、殉難者よ」）。スラヴニクにとって、具体

的な振る舞いや行動の路線はそれほど重要ではない。そのなかでは、共通の聖性の理想が讃えら

れるだけではなく、音楽テクストのなかで表現された感情の情報が、優越的な意味をもつ。

　しかもそのうえ、この祈りの勤めにおいては、大多数の史料のなかで、音楽テクストがスラヴ

ニクと『詩篇』50（日本語訳では51）篇にもとづくスチヒラのためだけに採録されている。ポド

ベンの朗詠の指示をもっている残りのスチヒラはすべて、ある一つの写本（РГБ, ф.379, №64）

によるものである。このことは、朗唱の実践のために朗唱部分が短縮されることが、17世紀後半

の共通の傾向だったことと関係している。聖フィリップの祈りの勤めの写字生にとって、スチヒ

ラの音符テクストを書き留めることは必須ではなかった。スチヒラは、規則として、歌われるも

のではなく、読まれるものであり、まったく朗唱されない場合もあり、必要な場合には、手本に

したがって歌うことも可能であった。カノンにかんしては、音楽テクストは鍵音符の写本には、

書き留められなかった。音符のある写本にカノンが書き留められることはまれだった。それらは

歌われるよりも読まれることのほうが多く、歌われたとしても、各々の歌の最初に指示された、

イルモスの手本にしたがっておこわなれた。

　音符のある祈りの勤めのテクストは、現存する写本のもとに推論することができるとおり、府

主教の遺骸が1652年にモスクワに移葬されるのにさいして、17世紀中葉に現れる。遺骸の移葬は、

周知のとおり、ソロフキ修道院でも首都でも、奉神礼を伴って行われた。この聖人府主教を全教

会の聖者に列聖し、その記念日を遺骸移葬の日である７月３日と、その悲劇的な死の日12月23日

と定めるにさいして、祈りの勤めが見直され、音楽資料が記述された。この資料は現在の採譜法

に翻案されて『写本資料 Рукописные памятники』において公刊されている。

　本稿で公刊されているのは、スラヴニク、内容も実践もスラヴニクに近い、『詩篇』50（51）

にもとづくスチヒラ、いわゆる間奏、つまり、カノンの歌（セダレン、コンダク、イコス、スヴェ

ティレン）のあいだに歌われる声楽部分をともなうカノンである。これらは、17世紀の第３四半

世紀の写本、РНБ, Соловецкое собр., №191/191, л.24-29にもとづいている。祈りの勤めのテクス
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トは、聖職者フィリップの聖者伝の短縮編纂本のあとに置かれている。

〈翻訳〉

　モスクワならびに全ルーシ府主教、新説教者の。

　小晩祷で。（19）賞賛。（20）第６声。（21）

　聖職者たちの粋、師父たちの美。（22）ルーシの地の偉大なる祈り手の祝日を祝う者たちよ、今日

ここに集い来て、褒め称えの歌をこのような言葉で歌おう。喜ぶがよい、聖職者フィリップ、魂

の堅固なる者よ、恩寵と真実において聖なる者よ。このゆえにそなたは、聖霊の安らう住み処と

なった。そして、いま、最初の聖職者たちとともにキリストの玉座のまえに立ちながら、私たち

の魂のために祈れ。

　大晩祷で。（23）賞賛。第８声。

　喜ぶがよい、歓喜するがよい、（24）聖なる修道士の共同体よ、明るく祝うがよい、キリストの教

会よ、一つに集まり歓喜せよ。神によって呼び集められた群れよ、いまこの高位聖職者の祝典が、

私たちを呼び集める。来るがよい。明るく喜び祝おう。彼の人の記憶のために歓喜の叫びをあげ

て。喜ぶがよい。敬虔さの守り手よ、霊のめでたさを衣服のように身にまとった者よ。唯一なる

神よりそなたにあたえられし力により、残忍さによって勝ち誇る者を投げ下ろしたる者よ。喜ぶ

がよい、魂にて悲しむ者たちに神からあたえられた慰めよ。迫害された者たちの擁護者よ、すべ

ての真実のキリスト教徒の静けさに満ちた船着き場よ。そなたのこの柩に歩み寄り、愛をこめて

接吻しよう。聖職者フィリップよ、我らはそなたの助けを乞い求める。我らが神の愛を見出すこ

とが出来ますように。そなたの祈りによって、神がこの世界に平安をあたえ、我らの魂に高き慈

悲をくださいますように。

　熱祷で。（25）賞賛。第４声。

　ツァーリの君臨する都、モスクワは、高位聖職者フィリップをツァーリの象徴であり、盗まれ

ることのない宝であると認めるべきである。この方は、すべての者たちに救済という富をおあた

えになり、信仰を説くことによってすべての者たちを、神にふさわしい朗唱を創るためにお集め

になる。この方へ歌い上げよう。聖職者にして説教者よ、我らが魂のことをキリストに祈りたま

え。

　『詩篇』50のあとに。（26）スチヒラ。（27）第８声。

　使徒を真似たる者、至福のフィリップよ、師父にして教師よ、いっしょに集まり我らはそなた

を誉め讃えて叫びます。喜ぶがよい、聖職者よ、魂堅固なる者よ、恩寵と真実によって聖なる者
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とされた人よ。このゆえに、そなたは聖霊の住処となられた。最初の聖職者たちとともにキリス

トの玉座のまえに立ちながら、自らの下僕たちについてつねに祈りたまえ。

　聖職者へのカノン。（28）第８声。

　第１歌。イルモス。（29）迫害されし者が迫害者を止める。（30）

　神の子羊にしてロゴスよ。そなたの聖なる霊のまばゆき光をもって、わが暗き魂に光あふれる

光線をあたえたまえ。そなたご自身がお選びになり、受け取られしその方、殉難の極み、聖なる

フィリップを讃えるために、私に言葉をお与えください。

　正しい人よ、神の恩寵を自らの僕にお与えください。喜びで私の魂を満たしてください。フィ

リップよ、そなたの生涯を歌い上げることができるように。その生涯をもってそなたはすべての

人々を快活にさせ、功業を行いながら、主に賛歌をお捧げになる。主なるあなたは栄えをもって

讃えられた。

　偉大なる善行の功業をもって、そなたは光まばゆく輝いておられる、神に似たる者よ。ツァー

リたちは、主なるそなたの霊の堅固さに恥じ入った。そなたの言葉は揺るぎなく主を讃える。主

なるあなたは栄えをもって讃えられた。（31）

　神の御母の讃え。（32）神の御母よ、そなたに依りて神の声響かせたる預言は実現した。なぜなら、

乙女よ、そなたは、古のアダムより年かさで、自らの父と食卓をともにされる小さき幼子を生

み、（33）全世界に救済と腐敗からの解放を贈られたからである。

　第３歌。（34）イルモス。わが心は主にあって堅まった。

　聖職者フィリップよ、そなたは善行の頂上に登り、認識の闇に入り、真実の光に満たされて、

父よ、神の恩寵を受け、人性によって到達し得ないいかほどのものを、主が住まわせることがで

きたかを認識された。

　善行を重ねることで唯一なる神を探しつつ、あの方ただ御一方の誉れを受けることを望みなが

ら、地上の存在の誉れと名誉を、儚く過ぎゆくものとして退けながら、至福の者よ、そなたは、

万人の主、キリストのお気に入りの者として輝いた。

　そなたは霊の欲求によって肉の欲求を鎮めた。至福の者よ、そなたは自らの種を、自らの配偶

者である清らかさに与え、その清らかさから、そなたのすべての子どもたち、そなたを非物質世

界の子とする、永遠に栄えある善行者たちが生まれた。

　神の御母の讃え。そなたは、楽園のアダムを死すべき者とし、母の母たるエバに悲しみをもた

らした蛇を殺し、生命を生みなした、清らかなる乙女よ。そなたは腐敗から私たちを救い出され

た。なぜなら、神がそなたの子宮から触れられずして生まれ出たからである。（35）
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　セダレン。（36）第８声。ポドベン。（37）叡智。

　選ばれたる使徒と同じ名前のお方、父よ、模倣者よ、（38）そなたは災厄と迫害を耐えられた。エ

リヤと洗礼者の功業（39）を真似て、勇気をもって法を破る者たちの悪を暴き、府主教の玉座を敬

虔に守られた。そなたが生の流れを終えたとき、そなたは慈悲を残すかのように、芳香を放つ自

らの身体を地上に残し、霊の雨を降らせて我らの心の犂道をひそかに満たした。聖職者フィリッ

プよ、愛をもってそなたの聖なる記憶を敬う者たちに、罪の赦しを与えますよう、神キリストに

祈りたまえ。

　第４歌。イルモス。霊父たちによる預言者ハバクク。（40）

　悪に生きる者たちは、まるで野獣のように、柔和な子羊であるそなたに襲いかかる。彼らは、

そなたの言葉を、鋭い針に耐えられないように、耐えることができず、羨望に突き動かされてい

る。神から知恵を授かった聖職者よ。

　全世界がそなたを戦いにおける擁護者、助け手として、信仰のために戦う人として、神の御前

で執り成す人として敬っている。なぜなら、そなたの牧場に近づく者たちを不幸と災厄から、自

らの聖なる祈りによって救われるからである。

　使徒と同じ名前の方よ、神に叡智を与えられた方、そなたは善行の功業をなしたまい、キリス

トよ、そなたの力に栄えあれ、そなたの到来に栄えあれと叫びながら、喜びをもってそなたが勝

利の桂冠を見出すとき、そなたは、腐ることのない不死にふさわしい者となるのだ。

　神の御母の讃え。神の御母よ、そなたを讃える者たちを侮辱する、すべての敵たちの力を打ち

砕いてください。そなたの牧場を、邪悪なる災厄から無傷でお守りください。このゆえにわれら、

そなたをつねに讃え奉る。

　第５歌。イルモス。わが魂の闇を追い払いたまえ。（41）

　聖職者フィリップよ、迫りくる災厄の黒雲を吹き払いながら、正義の太陽の光線となって、善

行の光となって、そなたの庇護は世界に現れた。世界でそなたを讃える者たちを守りたまえ。美

で彼らを栄光あるものとしたまえ。照らしたまえ。（42）

　至福の人よ、そなたの舌は、両刃の剣、そなたはキリストへの畏れで武装し、キリストが、あ

らゆるツァーリの見ているまえで、賢く権力者たちの悪を暴き、（43）キリストの神々しき弟子たち

の真ん中に咎ある者たちを引き出す。

　そなたは新しい神の仕え人、第２のモーセに似たる人、恐ろしき徴によっても動ぜぬ人、神の

教説の言葉で教え導く人、不正なるエジプトから新しいイスラエルを静かな船着き場に導く人。

　神の御母の讃え。そなたを霊の雲と名づけよう。なぜなら、キリストはそなたから生まれ出て

輝いたのだから。咎なき方よ。キリストはそなたを天上の果てなき方として顕し、清らかなる者
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よ、そなたは、得も言われぬ慈悲の心で肉を見出したる男を知らずに、かの方を生んだ。

　第６歌。イルモス。主よ、ヨナをたった一人クジラのなかに残された。（44）

　みながいっしょに事を行っていたが、そなたの魂と心は一つの突風となって、キリストの信仰

にある者たちに呼びかけ、異教の教えを祖国の民から切り離し、賢くも分裂を避けるように教え

られた。（45）

　キリストを熱望する心によって自らの雄心を研ぎ澄ましながら、そなたはそのような者たちの

ことを耳にしながら、使徒と預言者たちの言葉に拠り立ち、より高き啓示を宣べ伝えられる、キ

リストの誡めの実践者よ。

　聖職者フィリップよ、そなたは、暮らしの闇に生きる者たちのために、光あふれる光線となっ

た。我らはそなたを消えることのないろうそくを見るように見る。なぜなら、すべての境界と残

酷な敵対者たちの無法を照らしだす光で、そなたは物質ならざるものと対話するからである。

　神の御母の讃え。かつて預言者モーセはそなたを、すべての規範となる石板と名づけた。そな

たはろうそくであり、霊の守りであり、花開く杖である。（46）まったく咎なき者よ。そなたはマン

ナを保存する器（47）であり、そなたによって我らは地から天に引き上げられる。

　コンダク。（48）第３声。ポドベン。乙女はいま。（49）

　正教の教師にして、真実を守る者、雄弁なる神の奉仕者、ロシアの巨星、賢きフィリップよ、

我らはそなたを讃える。舌で称賛を唱えながら、神の恩寵の秘密に捧げられた者として、口で朗

誦のうちに予言しながら、自らの教えという糧で自らの霊の子供たちを養う者よ。

　イコス。（50）殉教者を敬う者たちよ、謙遜と愛をもって来たれ。朗誦と霊の歌で記憶しながら、

神々しく喜び祝おう。ますます栄える我らの喜びの時、祝祭の日が近づいた。救済の賜物を受け

取る日が。なぜなら、敬虔ならざる者たちの頭を焼きながら、信仰ある者たちには、神の叡智に

達するために魂を照らし出しつつ、神の都、天のエルサレムに、神の恩寵を受け取る者としての

イスラエルの新しい民を導きいれるかのように、新しい炎の円柱が現れたからである。（51）

　第７歌。イルモス。（52）祈りの野にあるとき。

　善行の功業に美しく飾られて、そなたは主の御前に進み出る。そなたは、苦患の桂冠をまとい、

血のしずくで斑模様を帯びた、聖職者フィリップよ。そのゆえに、光あふれるそなたの記憶を祝

い歌う者たちを覚えよ。我らが師父たちの神よ、そなたは称賛に値する。（53）

　ファラオの攻撃にも似る、悪魔の攻撃を、至福なる者よ、そなたは免れた。そなたは軽々と空

に昇り、そこに留まり、忍耐ゆえに誉れと名誉を得る。義人たちの世界で、聖人たちと喜びなが

ら歌う。我らが師父たちの神よ、そなたは称賛に値する。
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　愛をもって讃えながら、そなたの柩のまえに身を投げ出して、至福の者よ、そなたを讃える。

というのは、そなたに接吻しながら、我らは惜しみなく恩寵を得るからである。というのは、柩

に触れることで、そなたは視力を回復させた。創造主を讃える歌を歌う者たちのために、歯の痛

みを軽快させた。我らが師父たちの神よ、そなたは称賛に値する。（54）

　神の御母の讃え。魂の愛から、私はそなたを讃える。女主人様、光輝く太陽の雲よ、救済への

扉よ、天の門よ、霊の階梯よ。すべてのキリスト教徒から祈りを受けたまえ。そなた、我らの魂

の希望を崇め、そなたの息子の名を呼ぶ者たちの祈りを。我らが師父たちの神よ、そなたは称賛

に値する。

　第８歌。イルモス。水で高みを覆う者。（55）

　そなたは、信仰をもってそなたの名前を呼ぶ者たちを惜しみなく治癒させる。病人のまえに立

ち、その病人を治した方のように。病人の肝臓を手に触れてそなたは治し、倦怠のなかにいる者

を自らが現れることで喜びに導き、至福の者よ、すべての者たちを永遠に助ける。（56）

　そなたの頭に被せられた限りなく価値のある賜物。苦患の桂冠。創造主は、生命を生みなすそ

の手で、勝利者に被せるように、惜しみなくそなたに被せられ、そなたの身体を土のなかで損傷

させずに、芳香を放つものとなされた。功業をなされる方は、いついかなるときも、そなたを讃

えた。

　内紛の敵意の波立ちを和らがせたまえ。たけり狂う狼たちを、至福の者よ、そなたの群れから、

自らの指一本で遠ざけたまえ。我らのツァーリの国家権力を堅固になしたまえ。蜂起する諸民族

を謙抑へと導きたまえ。神の御前で私たちを擁護してくれる者であるそなたを、我らは永遠に歌

い讃えます。

　神の御母の讃え。神の御母なる乙女よ、信仰の盾となってそなたの聖なる神殿をお守りくださ

い。そのなかにあってそなたを讃える者たちをお守りください。自らの誉れをお与えください。

野蛮人たちの攻撃と彼らの迫害からお守りください。我らの心の動揺を自らの慈悲の心によって

鎮めたまえ、栄えある方よ。

　第９歌。（57）イルモス。主なるイスラエルの神は称賛に値する。

　三位一体の唯一の本性よ、そなたは限りなき力を祝福した。知恵深き者よ、そなたは、むだな

苦労を重ねる者たちの悪を大胆に暴いた。神の教えによってそなたはよしとされた。聖職者フィ

リップよ、天使たちと生きるそなたは、そなたの記念日を平安のうちに祝う者たちを守りたまえ。

　子供にとって片言の言葉は、生まれてから懸命に習い覚えたものでありますが、それにふさわ

しい者ではない私たちからの、いまのこの感謝の言葉をお受け取りください、殉難者よ。この業

は私たちのものではなく、天使たちのものであり、拙いなかでも、そなたを讃えます。我ら、我
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らの心の熱にしたがって、私たちができた限り、大胆に誉め讃えを行ってきました。

　天使たちとともに君臨し、殉教者の列に加えられた者として、聖職者たちと等しく敬われる者

よ、殉難者フィリップさま、そなたの庇護によって平和のなかで歌う者たちを守り、正教の我ら

がツァーリの力を高め、異教徒たちの騒乱を打ち砕きたまえ。我ら、喜びつつ、そなたの偉大さ

を歌いあげ奉る。

　神の御母の讃え。光の住処、神の恩寵によって喜びをあたえられし女主人よ、聖職者たちの真

実の支えよ、神に似たるあらゆる者たちへの賞讃よ、我ら、そなたを讃える者らをも、災厄、あ

やかし、敵の攻撃から救いたまえ。

　光り輝く。（58）ポドベン。我らを訪れたもうた。

　童貞と同じ名前の、若きより神に召されたる者、聖職者フィリップよ、そなたは一所懸命に生

きられたがゆえに、真実のために罵られ、迫害される者となり、受難の死を受け容れた。いまも

天上にあって、聖なる三位一体の玉座のまえに立ち、信仰と愛をもってそなたを敬う我らのこと

を、永遠に祈りたまえ。

　讃えに拠って。栄えあれ、第６声。

　そなたはよき牧者にして暖かき師である。（59）聖職者フィリップよ。つねにそなたを讃えながら、

我らは叫ぶ。神はそなたによって自らの母の教会を飾られた。（60）長い年月、そなたは、地中に隠

されたそなたの遺骸を、自らの人々に、朽ちざるものとして顕した。我らの魂から罪を除き、そ

の救済を求めながら、そなたの記憶を讃え敬う我らのことを、つねに祈ってください。

出典：Песнопения службы митрополиту Филиппу (Подготовка текста, перевода и комментарии 

Н.В. Рамазановой) // Библиотека литературы Древней Руси Т. 13. С. 742-753, 852-858.

注
（１）　1567年９月４日（他史料では８日）、フィリップは「市場の向こうにある（古着横丁の向こうにある）」主

の顕現修道院に送還された。1296年ダニール・アレクサンドロヴィチによって創建されたこの修道院は、キ
タイゴロドのニコラ通りとイリヤ通りとのあいだにあり、のちにモスクワ府主教となるアレクセイが1312年
に剃髪を受けた場所としても名高い。

（２）　『ガラテアの信徒への手紙』６章７節。
（３）　このことについての言及は、アンドレイ・クルプスキイの書簡にもある。
（４）　聖書の預言者ダニエルは、メディア人の王ダレイオスの命令によりライオンのいる穴のなかに放りこまれ

たが、獣たちはダニエルに危害をあたえようとしなかった。『ダニエル書』６章23‒27節。
（５）　『ローマの信徒への手紙』10章15節を踏まえた表現。
（６）　聖ニコラの古い修道院、ペルヴィンスキイ修道院は、モスクワから７ヴェルスタの距離にあるペレルヴァ

郷の川の左岸にある。おそらくは、15世紀末に創建された。年代記の記すところにしたがえば、フィリップ
は1567年７月28日のノヴォジェヴィチ修道院での事件のすぐあとに、府主教位を辞してこの修道院に退去した。

（７）　フィリップの７親等の従兄弟ミハイルとその息子たち、ブラト、シメオン、ミナは、1568年９月に処刑さ
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れた。この処刑は、イワン・フョードロフ、アンドレイ・カトィレフ、フョードル・トロエクロフ、ミハイル・
ルィコフの処刑と同時におこなわれた。おそらくフィリップのもとに届けられた首は、彼と血のつながりの
ある甥、イワン・ボリソヴィチのものではないか。イワン・ボリソヴィチは、1568年末に厳しい拷問のあと
処刑された。

（８）　『ローマの信徒への手紙』８章35節。
（９）　ノヴゴロド遠征は1570年１月におこなわれた。この遠征によってルーシでもっとも裕福だった町は完全に

破壊され、多くの市民が死んだ。
（10）　聖者伝文学の伝統に沿った、功業者の死をまえにした祈りである。
（11）　ウスペンスキイ修道院には、三位一体に捧げられた教会はなかった。三位一体に捧げられた教会があった

のは、トヴェーリの町のなかである。最初にフィリップが埋葬されたのは、修道院のなかであったことが知
られている。

（12）　ラドガ湖のヴァルラーム島のヴァルラーム・プレオブラジェンスキイ（主の変容）修道院は、1415年以降
に創建された。

（13）　ニコラエフの神の御母就寝ヴェネフ修道院はトゥーラからほど遠くないオセストラ川の川畔に建っている。
14世紀にはすでに知られていた。

（14）　ステファン・コブィリンは、トヴェーリ幽囚時代のフィリップの監視人の一人で、のちにシメオンの名で
剃髪を受けた。『フィリップ伝』のコルィチェフ版の作者は、シメオンにかんして、フィリップの生涯につい
ての自分の情報の一部は、このシメオン・コブィリンから得たものであると述べている。

（15）　『箴言』10篇６節。
（16）　フィリップの移葬は、1591年のことである。移葬の嘆願は1584年にすでに出されていたと理解すべきであ

ろう。
（17）　パレオオストロフ・ロジェストヴェンスキイ修道院から移って、1581年から1597年までソロフキ修道院の

修道院長であった。そのあと、コストロマーのイパーチイ修道院の修道院長となった。
（18）　1590年のこのとき、トヴェーリ主教はザハリヤである。
（19）　この朗唱が、晩の奉神礼で行われるべきものであるという指示。小晩祷とは、祝日の前日の徹夜祈祷のまえ、

教会の規則によれば、それは日没まえに行われる。
（20）　この賞讃（スラヴァ）は、「父、子、聖霊に栄えあれ」の朗唱のあとに行われる。ここに、朗唱の名称「ス

ラヴニク」が由来する。
（21）　８声構成のなかでこの朗唱が占める位置。
（22）　スラヴニク第６声は、ミラのニコラオス、府主教アレクシイ（記念日、遺骸移葬の日とも）、ロストフのレ

オンチイへの祈りの勤めと同じ言葉ではじまっている。それらの定型は、しばしば同じ言葉、同じメロディー
で朗唱されるものの、異なったコンテクストに置かれるため、それらの朗唱はおのおので異なって来る。

（23）　日没後すぐに行われる、晩の祈りで朗唱されるようにという指示。
（24）　同じ言葉ではじまる８声のスラヴニクは、フトゥイニのヴァルラーム、ロストフのレオンチイ、ムーロム

のピョートルとフェヴローニヤの祈りの勤めにもある。しかし、おのおのの祈りの勤めには、別々の論理が
あるので、同一視することは出来ない。

（25）　リチヤ、ギリシア語で「熱心な祈り」を意味する。死者への連祷につづき、「主のための晩祷をはじめます」
という言葉にはじまる、徹夜祈祷の一部。聖堂の副祭壇、または、階段で行われることもあれば、聖堂の外
で行われることもある。熱祷のおりには、聖堂へのスチヒラ、もしくは、暦の祝日へのスチヒラが歌われる。

（26）　朗唱のときの指示。『詩篇』50の朗唱のあとの朝祷で歌われる。
（27）　ギリシア語で「多行にわたる詩」の意。『詩篇』のあとで朗唱される祈祷歌。
（28）　ギリシア語で「規則」。いくつかの祈祷歌を結合させ、定められた規則に則って作成された、一連の祈祷朗

唱歌。朝祷のときに歌われる。教会がその日に回想する記念日、あるいは、聖人のことを歌う。カノンは、
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９つの祈祷歌からなり、それぞれの祈祷歌は、イルモスとトロパリで出来ている。
（29）　ギリシア語で「結びつき、順番」。その内容がいわゆる聖書の歌にもとづく祈祷歌。イルモスのメロディー

とテクストのなかにある基本的な思想は、そのあとに来る、聖人を歌うトロパリの手本となっている。この
ようにして、旧約聖書の原像と預言と、祝われる事件とのあいだの「結びつき」が実現される。カノンの第
１歌のイルモスは、イスラエル人が紅海を無事にわたることを指導したモーセの勝利の歌である。

（30）　この言葉ではじまるイルモスのテクストでは、イスラエル人たちが「通ることが出来ない」が、彼らのま
えで道を開いた紅海の水を無事に通ったこと、彼らに迫るエジプト人たちがその水の下に閉じ込められて滅
んだことが語られている。

（31）　この部分は、フィリップがツァーリを諌める次の言葉に拠っている。「『敬虔なるツァーリよ、そなたは嘘
偽りを言う者を罰し、腐りきった肢体を切り離すように、そのような者を自らから遠ざけなければなりませ
ん。』ツァーリはたちまち沈思黙考に耽りながら自らの部屋に退いたが、聖なる府主教フィリップにたいして
心底憤っていた。」

（32）　神の御母に捧げる歌。
（33）　生まれたキリストは、神の地上における受肉であるから、人類の祖であるアダムより年かさである。もし

もアダムが罪と死の原因になる者であったとしたら、第２のアダムであるキリストは、生と不死をもたらす
者である。『ローマの信徒への手紙』５章14節；『コリントの信徒への手紙』15章22節。

（34）　第１歌に続けてくるのは、第２歌はなく、第３歌である。それは、第２歌（イスラエルの民が荒野をさま
よい歩いているときのモーセの歌）は、改悛の性格を負っているので、祝日の歌としてふさわしくないから
である。第２歌をもつカノンは、斎戒のときに歌われる。第３歌は、その内容から言うと、預言者サムエル
の母、アンナに捧げる感謝の歌である。子供が産めなかったアンナにその祈りによってあたえられた息子は、
神に仕えるために捧げられた。サムエルのように、聖職者フィリップも神に仕える道を選んだ。彼は地上の
誉れと肉の欲望を拒絶し、神の世界に親しんだ。

（35）　神の御母がキリストを生んだことは、最初に生まれた者たちの罪の贖罪であった。人間の祖の堕罪のあと、
この世に入ってきた罪と死は、彼らのあらゆる子孫に影響力を振るった。アダムは罪深き種族の祖となった。
しかし、第２のアダム、義人たちの祖となったイエス・キリストの誕生とともに、エバを誘惑した蛇は打ち
負かされ、神の意志によって、女の種は蛇の頭を砕くことになる。

（36）　奉神礼のあいだこれを歌うときには、座ることが許される。
（37）　セダレンが歌われるさいの定型の指示。
（38）　聖フィリップは修道士への剃髪のさいに、イエス・キリストによって呼び集められた使徒たちの一人（フィ

リップ、フィリポ）の名前を受けた。ある史料によれば、フィリポは福音を説きながら、逆さ磔にされたと
される。

（39）　旧約聖書の預言者エリヤ（『列王記上』17-19章 ;『列王記下』１‒２節）とイエス・キリストの先行者（洗礼
者ヨハネ）の功業のことを指している。彼ら二人は激しく敬虔さを求める者たちであり、二人とも王の悪を
暴き、王と対決した（『列王記上』18章18節 ;『マタイによる福音書』）。ユダヤ人たちが考えたところでは、
預言者エリヤは救世主（キリスト）が到来するまえに地上に現れるはずであった。そして、洗礼者ヨハネが
ヨルダン川の岸辺でかくも熱狂的で威嚇的に教えを説いたときに、彼らはヨハネをエリヤとして受け入れた
（『ヨハネによる福音書』１章21節）。ここでは、そのようなツァーリの悪を暴く者として、聖フィリップは現
れている。

（40）　神の到来を予見した、預言者ハバククの歌。第４歌のトロパリは、イルモスの内容と一字一句、対応して
いるわけではない。第３トロパリのなかで、イルモス「そのことによって叫んでもいる。南から神が来る。
そなたの降下に栄えあれ」と歌われている。

（41）　乙女からの救世主（インマヌエル）の生誕を宣言する、預言者イザヤの歌。
（42）　カノンのこの歌のイルモスに含まれるテーマの一つは、霊の闇と、この世に送られた霊の光の対立である。
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カノンのトロパリでキリストは理性の光として現れ、フィリップはこの光の光線として現れる。彼の言葉は
論難であり、キリストの教えという光への呼びかけである。

（43）　『府主教フィリップ伝』によれば、フィリップはツァーリに敬虔になるよう、流血をやめるよう呼びかけ、
地上のツァーリである彼に、天のツァーリの裁きを思い起こさせようとした。

（44）　３日間クジラの腹の中にいた預言者ヨナの歌。このあいだじゅうずっと、ヨナは主に呼びかけていたが（『ヨ
ナ書』２章）、自らの祈りによって陸地に投げ出された。トロパリのなかで、フィリップの信仰はヨナの信仰
と比較されている。

（45）　『フィリップ伝』では、ネブカドネザル王時代の異教徒たちを思い起こさせる帽子を、オプリチニキが被っ
ていて、フィリップがこれを難じたことが語られているが、ここはおそらく『フィリップ伝』のこの箇所を
念頭に置いていると考えられる。

（46）　神の御母はここでは、ろうそく、神の誡めにしたがってモーセによって建立された神殿、一夜のうちに花
開いた、アーロンの杖に起こった奇跡と等しいものとされている。

（47）　キリストを生んだ神の御母は、ここでは、イスラエルの民が40日間荒野を放浪したとき、神がイスラエル
の民を養った、天のマンナの運び手と等しいものとされている。新約聖書では、マンナは「命のパン」であ
るイエス・キリストの原型である。

（48）　ギリシア語で「短い」の意。短いかたちで、祝われるべき出来事の本質を表現した祈禱歌。
（49）　フィリップへのコンダクの元として選ばれた、キリスト生誕に寄せる祈りの勤め、「乙女はいまほんとうの

真なる方をお生みになった」の最初の言葉である。
（50）　コンダクのあとにつづき、コンダクのテーマを発展させる祈禱歌。
（51）　イスラエル人たちが紅海を越えるとき、主がそこからエジプト軍を見下ろした、火と雲の柱を想起してい

る（『出エジプト記』14章24節）。この部分と、イコスのその先のテクストは、ふたたびフィリップを、自ら
の民を約束の地へと導こうとするモーセと等しいものと捉えている。

（52）　燃え盛る炉のなかに投げこまれて無傷であった３人の少年についての祈禱歌。「バビロン州のドラという平
野」に建てられた、黄金の異教偶像に礼拝することを拒絶したために、３人の少年は、バビロン王ネブカド
ネザルの命令で燃えさかる炉のなかに投げこまれた（『ダニエル書』３章）。

（53）　「我らが師父たちの神よ、そなたは称賛に値する」という言葉は、炉に投げこまれた３人の少年が神を讃え
るさいに発した言葉。この言葉は、フィリップを讃える第７歌の個々のトロパリの最後で繰り返される。また、
この言葉は、トロパリのあとに来る神の御母の讃えをも締めくくる。

（54）　聖フィリップの遺骸を開けたのちに起こった奇跡について言っている。
（55）　カノン第８歌のイルモスの内容は、第７歌と同様に、燃えさかる炉のなかで神を讃えた３人の少年につい

てであるが、少年らの火のなかでの祈りに次のような文言がある。「天のうえのすべての水よ、主を賛美し、
世々に讃え、あがめよ。」（『ダニエル書補遺』37節。）

（56）　A. H. ムラヴィヨフによれば、建築師ワシーリイ、ソロフキ修道院の修道士イサイヤが衰弱の病から回復し、
商人イオアンの「内なる病」が治ったことが念頭に置かれている。

（57）　主の洗礼者である息子ヨハネの誕生についてのザカリヤの祈禱歌。
（58）　祈禱歌のこの名前は、朝禱の終わりにこの歌が歌われるのが、夜明け前であることに由来している。
（59）　ロストフのイザイヤへのスチヒラも、この言葉ではじまる。
（60）　モスクワのクレムリにある、神の御母就寝聖堂（ウスペンスキイ聖堂）が念頭に置かれている。1652年、

聖フィリップの遺骸はソロフキ修道院からここに移された。この祈りの勤めが制作されたときには、遺骸が
モスクワの神の御母就寝聖堂に移されることは、まだ予定されているだけであった。




