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視覚視覚視覚視覚をををを通通通通してしてしてして霊性霊性霊性霊性にににに訴訴訴訴えるイコンえるイコンえるイコンえるイコン    

～「神の国」を認識する手がかり～ 

私たちが聖堂で祈る時、また家庭で祈る時、目をあげればい

つも、そこにイコンがあります。正教会の聖堂の扉を開け、一

歩中に入ると、私たちはイコノスタス（聖障）に配置された主

ハリストス、生神女マリヤ、諸聖人たちにあたかも見つめられ

ているかのような感覚を覚えます。その時、私たちは聖堂の外

の日常的な喧騒が支配する生活から、「神の家」という霊的な

世界へと踏み込んだことを悟ります。  

 目には見えない神を正しく認識するための「手がかり」或は

「ヒント」― 正教会ではそれを「シンボル」と言います。正

教会の聖堂はこの「シンボル」で満たされています。イコンも

その一つです。人間の感覚で捉えられるものを提示し、それに

よって人間の霊性の最も深い部分においてのみ認識できるもの

を指し示す働きを担っています。  

このように人間の感覚で捉えられる「形」や「音」や「色」

を用いていながら、個人的な喜怒哀楽の感情を表現するためで

はなく、奉神礼という祈りの場に奉仕するためにのみ存在する

芸術を「教会芸術」と言います。 イコンの他に、正教会建築

や正教会聖歌も「教会芸術」です。  

 

 

   

 

 

 



 

 

「「「「聖聖聖聖」」」」なるものとはなるものとはなるものとはなるものとは    

イコンは「聖像」とも言います。「聖」という言葉、「聖」

という概念について、正教会はどのように教えているでしょう

か。神学者パウェル・フロレンスキイ神父は、次のように言っ

ています。 

「私たちが聖書、聖機密、聖油、…という時、また聖職など

と言う時、これらのものが、この世のものではないものと関係

していることを前提としている。これらのものは、この世に存

在するが、この世から出たものではない。正教会において

「聖」という言葉が付くものを挙げれば沢山あるが、それらは

いずれもこの世の日常的、通俗的、卑俗的なものと切り離して

認識するべき事柄である」。 

イコン（聖像）に求められている働きは、美しい絵画として

聖堂の壁面を飾ることではありません。「神の家」である聖堂

にイコンが置かれているのは、そこに書かれているものが単な

る描写を越えたもの、神の国に属するものの象りだからです。 

イコンに書かれている聖人たちと出会い続けていけば、イコ

ンを見上げる者たちは、やがてその聖人たちの徳に倣おうと励

まされ、自らを聖なる神の国に属するに相応しいものにしよう

と導かれ始めるのです。     

▲克肖者聖セルギイによって礎石が築かれた「聖三者セルギイ大修道院」（モスクワ）  
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聖神°性の世界においてよく認められることの一つとして

“聖なるものの連鎖”ということがあります。ロシアの聖三者

セルギイ修道院や、オプチナ修道院を例に出すまでもなく、一

人の聖人の生き方を見て、仲間や次世代の修道士がまた聖人と

なっていく、いわゆる聖人を輩出する環境というものがありま

す。聖なるものを見て、聖なる者に触れ、聖なるものを経験す

る環境は、それが生きた人間であれ、その人間を象ったイコン

であれ、私たちの霊の救いのために不可欠です。 

▲聖三者セルギイ大修道院から輩出された衆聖人たちのイコン  
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▲ 「信経」のイコン／「我信ず一つの神・

父全能者」から「我望む死者の復活並びに来

世の生命を」までの各祈祷文がイコンで表さ

れている。 

教導教導教導教導するイコンするイコンするイコンするイコン    

イコンは絵による描写ですが、「描く」とは言わずに「書く」

（ロシア語で писать／「文章を書く」という時の「書く」と

同じ単語）と言います。イコンは「色彩による神学」と言わ

れ、色彩を用いた描写でありながら、あたかも文字で書かれた

神学書のように正教の教義を伝えます。 

私たちが聖堂の中で数々のイコンを目の前にする時、イコン

は私たちに神の子である主ハリストスがこの世に人間として生

まれたこと、生神女マリヤは主ハリストスの母であること、主

ハリストスが十字架に釘せられたこと、そして復活したことを

語りかけます。聖人の生涯について、教会の諸祭日について私

たちを教えます。 

                イコンは、聖書に書かれ               

               ている事柄の単なる情景描           

               写やイラストとは異なりま 

               す。イコン作家（ロシア語 

               では иконописец／「イコ 

               ンを書く者」の意）自らが  

               祈り、斎（節制）を行うこ        

               とによって「主の顕栄」、  

               「主の復活」、「最後の審 

               判」など、凡そ人間の知恵 

               では計り知れない神聖な世 

               界のリアリティーを霊の目 

               で見て、絵具を用いて表現 

               します。そこに表現される 

               ものは、私たちが日常目に 

               しているこの世の論理や価 

               値観ではなく、神の国の秩  

               序であり、神・聖神°の恩 

               寵であります。 
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 従ってイコンの前で祈る者にも、祈りと読解力が要求されま

す。聖書に記されている出来事、教会の伝承、諸聖人の生涯な

どについて知識や理解があれば、そこに表現されていることの

真の意味をより深く受けとめることができるのです。教会芸術

が奉神礼に奉仕し、神を讃美することを目的としている証とし

て、イコン作家は原則として普通の絵画のようにイコンの表面

にサインを入れることはありません。もしサインの入ったイコ

ンが目の前に在ったとしたら、それは祈る者の集中力を著しく

妨げることでしょう。 

▼「ミラ・リキヤの奇蹟者聖ニコラ

イのイコン（聖伝付き）」／聖ニコ

ライの周りに聖伝の中の出来事が表

されている。 

▲ 「大斎」のイコン／第一週主日「正教勝利の主日」から聖枝週土曜日「ラザリの

スボタ」まで、大斎中の各主日に記憶すべきことがイコンで表されている。そして

イコンの中心には聖神°的な意味において大斎の中核となる第三主日「十字架叩拝

の主日」が配置されている。 
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イコンにはイコンのイコンにはイコンのイコンにはイコンのイコンにはイコンの在在在在るべきるべきるべきるべき場所場所場所場所があるがあるがあるがある  

前述したように、神を讃美する奉神礼に仕えることを至上の

目的とする教会芸術としてイコン、教会建築、教会聖歌があり

ます。 

神学者パウェル・フロレンスキイ神父は、奉神礼を構成する

芸術として、煙の芸術（香炉）、神品が香炉を振る動作や歩き

方などの動作の芸術、聖パンを焼く芸術、唇で福音経や十字架

を接吻する触感の芸術などを挙げています。 

つまりこれらすべてが、神を讃美する要素となっている（＝

神を讃美する役割を担っている）というわけです。 

そしてフロレンスキイ神父は、これらの全ての要素は、聖堂

の空間の中にばらばらに存在するのではなく、一つの側面が他

の全ての側面と結び付き、これらの諸芸術（教会芸術）を統合

する奉神礼という有機的な統一体を作り上げていると言ってい

ます。 

 

 

▼明るい電灯で照らされた美術館

内に無機的に展示されたイコン 

▲展示会場に並べられたイコン 

※パウェル・アレクサンドロヴィチ・フロレンスキイ（1882-1937） 

 ロシア正教会の司祭であり神学者。20世紀ロシアの代表的思想家で、はじめ数学

を学んだが、モスクワ神学大学で神学、宗教哲学を学び、その研究は多岐に渡っ

た。フロレンスキイは信仰と理性、直観と論証、神学と哲学、芸術と科学、それぞ

れ同士を統合する全一的な世界観の形成を目指した。革命後も研究は続けられた

が、反革命罪で投獄され、1937年ソロヴェツキイ収容所で銃殺された。  
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このような理解は、教会に参祷することに慣れ親しんでいる

信徒であれば、どこか潜在的な奥深い部分で感じ取っているも

のです。 

例えば「聖堂に来ると心が休まる」、「正教会の聖堂には言

い表せない奥深さがある」、「ここは神さまが居る場所だとい

うことを感ずる」、…このような感想を私たちはよく聞きます

が、これはまさに正教会聖堂が、上記のような教会芸術が有機

的に結び付いた統一体であるからなのです。これはまた別の言

い方をすれば、正教会二千年の伝統が醸し出す聖神°的な豊か

さであるとも言えます。 

そしてイコンもまた、聖堂内の全ての奉神礼的要素と一体と

なって存在する時、初めてイコン本来の存在意義において生き

ることができると言えます。 

つまりイコンの在るべき場所―それは、聖堂であれ、家庭で

あれ、神を讃美する目的のために造られた空間の中なのです。 

▲信徒家庭の祭壇 
▲乳香の香りが漂い、シャンデリ

ヤとランパーダが灯る聖堂内 
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イコンにおけるカノンイコンにおけるカノンイコンにおけるカノンイコンにおけるカノン（（（（規則規則規則規則））））  

今まで見てきたように、イコンという教会芸術が個人の喜怒

哀楽や感情を表現するものではなく、奉神礼の場に奉仕するこ

とを目的としたものであるならば、イコン作家は自分の感性に

任せて、創作意欲に導かれるまま、何をどのように描いても良

いということにはならないでしょう。 

「正教会」とは「神を正しく讃美する教会（Православная 

Церковь）」という意味です。何をもって「正しい」とするの

かと言えば、その一つの大きな拠り所が聖師父の教えです。聖

師父は、主ハリストスが死より復活し、天に昇った後、人々に

主ハリストスについての正しい理解を説き、正教会の教義を確

立した人たちです。「イコンとはどのようなものであるべき

か」という課題も当然聖師父たちの配慮の中に在りました。 

イコンは、イコン作家にとって必ず守らなければならない特

別な規則に沿って書かれます。この規則は「イコン制作のため

のカノン」と呼ばれます。もともとギリシャ語で「カノン」と

は、建築現場で壁が垂直に立っているかどうかを調べる測量器

のことですが、広い意味では、何かを新しく制作する場合に準

拠すべき模範（ひな型）のことを言います。 

通常、人間は自分を取り巻く世界についての情報の80パーセ

ントを視覚によって得ます。従って、宣教において視覚に訴え

るものの重要性は古くから認識されていました。イコン制作の

ためのカノンは一夜にして作られたものではなく、また直接筆

を執るイコン作家たちだけで作ったものでもなく、長い年月を

かけて、聖師父たちがイコン神学を築きあげる中で確立された

ものです。 

 なぜならば当時まだ、人々が主ハリストスや正教のことを理

解できず、さまざまな異端が横行している時代において、教会

の正しい教えの中に異端の教えが入り込まないように、教会に

とってイコンは、異端に対する楯となり鎧となる役割も担って

いたのです。 
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                そしてついに第七回全地   

               公会（787年）において、  

               イコンは教会における奉神 

               礼の中であるべき位置を占 

               めることになります。この 

               時、イコン尊崇の教義（神 

               学的正当性）が認められた 

               のです。 

                正教神学の中に確固たる          

               位置を占めたイコンは、そ 

               の後、その技術的な面にお 

               いて発展していきます。具 

               体的にイコンを書く場合に 

               どのように線を引かなけれ 

               ばならないのか、色を塗ら 

               なければならないのか、実 

               践的な指南書の類が現われ 

               るようになります。 

 

993年に書かれたと見られる「聖師父の容貌」には、聖金口

イオアンについて次のように記されています。 

「アンテオケヤのイオアンは背がかなり低く、肩の上に大き

な頭があり、痩せている。鼻筋は長く、…額は広く大きく、た

くさんのしわが刻まれている。耳は大きく、ひげは白髪交じ

り…」。 

このようなマニュアルは何種類も編纂されていたようです

が、今日私たちが見るイコンにも、その聖人の聖神°性だけで

なく、彼等のこの世での容貌の何らかの特徴が反映されている

のです。このことは、聖人の姿が写真に残されるようになった

以降の時代の聖人たちのイコンを見るとよくわかります。 

 

▲「第七回全地公会」のイコン／この公会

に参集した聖師父たちの姿が書かれてい

る。中央にこの公会のテーマであった「イ

コン」が配置されている。 
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このように写真とイコンを並べて見て判ることは、イコンは

写実的であればあるほど良いというものではないということで

す。写実的な画像が目の前にあると、人は祈りに集中すること

が難しくなります。注意散漫になる要素が多すぎるからです。

しかし、イコンはそのような誘いになる部分を削ぎ落とし、

「原型」（そこに書かれているものの聖神°性）に集中できる

ようにできているのです。 

イコンはどのような筆致（スタイル）で書かれていても、そ

の「原型」に相応しくあるべきで、まさにそこにイコン作家の

“仕事”の誠実さと責任感が試されていると言えます。 

一つの画像をイコンとして成聖し得るものとみなすか、そう

でないかの判断の最大の基準はここにあると言っても過言では

ありません。 

▲
 

ペルミの神品致命者 

聖アンドロニク 

 

左が写真／右がイコン 

▲
 

義なるクロンシュタットの 

聖イオアン 

 

左が写真／右がイコン 

10 



 

 

イコンのイコンのイコンのイコンの歴史歴史歴史歴史    

        正教会の聖伝は、主ハリストスがご自分の   

       顔を布に当て、その面影を移されたものが最 

       初のイコンであったと伝えています。手で書 

       いたイコンではないことから「自印聖像」と 

       呼ばれます。エデッサのアウガリ公がこの聖 

       像によって病が癒され、多くの奇蹟が行われ   

       たことが4世紀の教会史に記されています。 

主ハリストスの七十門徒のひとり聖使徒ルカ 

は画家であり、最初の生神女マリヤのイコンを 

書いたと伝えられています。その画法は、古代 

ローマでよく使われていたエンカウストという 

もので、蠟に絵の具を混ぜて熱によって色を固 

定させるものでした。 
 

迫害時代には、公けに聖像を書くことができず、錨、魚、子

羊などの図に信仰の意味をシンボライズしていました。その

後、4世紀にコンスタンチノープルにおいて信仰の自由が認め

られると、多くの人々が洗礼を受けたことから、民衆の教義理

解を援けるため、“目で見て解る聖書”、或は“目で見て解る

教会祭日”という性格がイコンに求められるようになりまし

た。8世紀には聖像破壊運動（イコノクラスム）が起きました

が、第七全地公会（787年）において聖像尊崇の神学的正当性

が認められ、今日に至っています。 

         10世紀、ロシアに正教が伝えられると、 

        イコンはそれを書く者の祈りの具現である 

        ことから、主に修道院で書かれました。有   

        名な「聖三者」を書いた聖アンドレイ・ 

        ルブリョフ（15世紀）は、克肖者（祈祷と 

        節制に依り主ハリストスの御旨に適った修 

        道者）として列聖されています。 

生神女の聖像を書く聖使徒ルカ 
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▲主の自印聖像 

▲
 

▲「聖三者」聖アンドレイ・リュブリョフ 



 

 

イコンのイコンのイコンのイコンの記憶日記憶日記憶日記憶日    

イコンがイコン作家個人の感性や独創性で書かれるものでは

ないことについて先に触れましたが、各イコンにはそれぞれ記

憶日があることについても触れておきましょう。 

一番判りやすい例は、聖人のイコンです。聖人のイコンは、

そこに書かれている聖人の記憶日に記憶されます。聖人の記憶

日は、通常その聖人の永眠日です。例えば「亜使徒日本の大主

教聖ニコライ」の場合は、聖ニコライが永眠した2月16日が、

聖人としての聖ニコライの記憶日となります。 

ある人が新たに聖人として列聖される時、列聖式においてこ

の新しい聖人の称号（例えば「亜使徒」、「致命者」、「奇蹟

者」など）、トロパリ、コンダク、そしてイコンがお披露目さ

れます。（聖人として列聖するか否かという判断は、生前のそ

の人の生涯が聖人としての諸条件を満たすかどうか調査した上

で、ロシア正教会の「列聖委員会」が行います）。 

           ここで特に取り上げたいのは、生神 

          女マリヤのイコンの記憶日です。実は 

          生神女マリヤのイコンの種類は教会暦 

          の中に記録されているだけで280種類 

          以上にも上り、それぞれに構図が決 

          まっており、“いわれ”があり、名称 

          があり、記憶日が定められているので 

          す。例えば7月21日に記憶される「カ 

          ザンの生神女」のイコンは、1579年7 

          月21日にカザンというロシアの南方の 

          町に生神女の奇蹟のイコンが現われた 

          ことを記憶するものです。 

           例外としてイコノスタスの王門の左 

          右に配置される主ハリストスと生神女 

          マリヤのイコンは名称や記憶日が限定 

          されません。   

▲「カザンの生神女」のイコン    

     （記憶日7月21日） 

 

主ハリストスは生神女の右側に

おり、右手を揚げて祝福してい

る構図 
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このリーフレットは、平成26年11月22日に開催された「北海道ブロック

信徒学びの会」の資料を加筆・修正し、セラフィム大主教座下の祝福を

得て刊行されたものである。 
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