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ギリシア・カトリック教会の叙階式  

―― 三位一体のかたどり：司教・司祭・助祭 ―― 

 

秋山 学  

 

 

 筆者は先に，『ハンガリーのギリシア・カトリック教会 ─伝承と展望─』

（創文社，2010 年）を公にして，中・東欧に篤い信徒層を有するビザンテ

ィン典礼カトリック教会の歴史・教会法・典礼・神学に関して概要を紹介

した．その中でも特に意を用いたのが典礼様式の翻刻であり，これは上掲

拙著の第２部（第６章～第８章）に収められている．そのうち第６章では，

聖バジル典礼の翻刻を通じてビザンティン典礼の神学を浮き彫りにするこ

とに努めた．「十字架上の聖体共同体」を形成することのうちに同教会の存

立基盤が見出されるという認識は，このビザンティン典礼および『ヨハネ

福音書』第 20 章の読解から編み出した見解である 1

 ところで上掲拙著では，教会共同体に仕える身分への叙階式の次第につ

いて多くを述べることができなかった．ギリシア・カトリック教会にあっ

ては，上記のようにその共同体神学が聖体祭義と密接に結びついており，

教会聖務に挺身する聖職者を生むための叙階式にも，深遠な意味が込めら

れている．司教・司祭・助祭の３位階より成る聖職者は，それぞれ固有の

職能と役割を有するが，叙階式は聖体祭義の枠組みの中に，３位階それぞ

れの特性を明らかにするかたちで，言わば「はめ込まれて」いる．すなわ

ち，新司教は使徒書朗読の際に会衆への祝福を与え，新司祭はアナフォラ

において聖変化を執り行い，助祭は聖変化後の懇願連祷を主導することが

できるように，それぞれ各聖務の前に叙階を済ませるのである．  

．  

                                                
1 „A „közösségért saját életet adó Jézus lelke” János Evangéliumában : a bizánci 
rítusú egyházban való biblikus és liturgikus teológia tükrében”, in: „Testben élünk”, 
pp.161-169 (szerkesztette: BENYIK György),  XXII. Szegedi Nemzetközi Biblikus 
Konferencia 2010. szeptember 9-11., JATE Press, Szeged, Hungary, 2011,9. この拙稿

は『古典古代学を基盤とした「東方予型論」による包括的学問体系の構築』（平成

21 年度～平成 23 年度科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）研究成果報告書，課題番号 

21520312，研究代表者秋山学，平成 24 年 3 月）の 67－78 頁に再録されている．  
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幸いにして筆者は，ハンガリー中東部の巡礼地マーリア・ポーチで行わ

れる助祭・司祭の叙階式に関して，2007 年 8 月 2 日に助祭，8 月 6 日に司

祭の叙階式をそれぞれ実見することができた．聖アタナーズ神学院と付設

のセミナーリウムで寝食をともにした神学生たちが，筆者をこの叙階式に

招いてくれたのである．また司教叙階式に関しては，ケレステス・スィラ

ールト司教が 2007 年 7 月に定年（75 歳；1932 年生まれ）を迎え，延長に

よりしばらく司教職に留まっておられたが，その後継者としてコチシュ・

フュルップ修道司祭が 2008 年 5 月 2 日に任命され，2008 年 6 月 30 日，ハ

イドゥードログの司教座聖堂にて新司教の叙階式・着座式が行われた．ち

なみにフュルップ司教も聖アタナーズ神学院の卒業生である．以下の記述

では，まずA）司教叙階式の式次第に関して，その枠組みとなるヨアンネ

ス・クリュソストモスの聖体祭義全文とあわせて翻刻する．続いてB）司

祭叙階式，C）助祭叙階式の順に，先の司教叙階式と異なる部分に関して

訳出をおこなう．これら３種の叙階式に関しては，現教皇庁国際神学委員

会ハンガリー代表委員，イヴァンチョー･イシュトヴァーン神父のご子息で

ある若き司祭，イヴァンチョー・バズィル神父による優れた解説がある 2

なお，すべて聖務の式次第は，その時点での司教の認可のもとに行われ

るのが原則である．筆者が関わった時点でのハンガリーのギリシア・カト

リック教会は，ケレステス・スィラールト司教からコチシュ・フュルップ

司教への移行期にあった．特に司教叙階式は，スィラールト司教が責任者

を務める最後の舞台だったわけであるが，実際にはフュルップ新司教がそ

の式次第決定に参与したと思われる．当日の式次第は，伝統的な司教叙階

式のものとは若干異なっているが，ここでは当日の叙階式テキストを忠実

に翻刻することにする

．  

3

                                                
2  IVANCSÓ Bazil, „A diakónus liturgikus szolgálata a bizánci egyházban”, 
Centralista: Központi Papnevelő Intézet Magyar Egyházirodalmi Iskola, XXXI. évf. 1. 
szám, 2003. Mindenszentek, 25-36; ua., „A püspök jelentősége és liturgikus 
szolgálata a bizánci egyházban”, Centralista, XXXIII . évf. 1. szám, 2005. Karácsony, 
41-56; ua., „A pap jelentősége és liturgikus szolgálata a bizánci egyházban”, 
Centralista, XXXIII. évf. 2. szám, 2006. Húsvét, 10-20. 

．この司教叙階式は 2008 年６月 30 日に行われた

3 „Kocsis Fülöp püspökszentelése: Hajdúdorog, 2008.június 30.”, kiadja: A Hajdúdorogi 
püspöki hivatal, ISBN: 978-963-06-5335-0. 
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が，この日は「12 使徒の記念日」で月曜日にあたっており，平日の式次第

によって進められた．また司教叙階に際しては，主司式司教（以下本文中

の「叙階司教」，スィラールト司教）の他に２名の司教が必要であるが，こ

の日はエペルイェシュ（現スロヴァキア，プレショフ）のヤーン・バブヤ

ック首府大司教，およびムンカーチ（現ウクライナ領カールパートアルヤ，

ムカチェヴォ）のミラン・シャシク司教がこれを務めた 4

では以下，A）司教，B）司祭，C）助祭の順に，叙階式の次第を翻刻す

ることにしよう．  

．  

 

A）司教叙階式  

入堂 5

司式司教が聖堂に着くと，行列は停止し，助祭が司教たちに香を振る．  

 

助祭「主がシオンよりあなたを祝し，あなたがエルサレムの宝を，生涯

を通じて眼にすることができるように．今もいつも世々とこしえに」．  

信徒「アーメン」．  

〔大栄唱〕①「いと高きところには神に栄光，地には平和，人には善き

思いがありますように！ われらはあなたを讃え，祝し，あがめ，ほめ歌

う．われらの主，天の王よ！われらはあなたの大いなる栄光の故にあなた

に感謝を捧げる．全能の父なる神，御一人子，主なるイエス・キリスト，

われらの主なる神である聖霊よ．神の小羊，父の御子よ，世の罪を除きた

もう方よ，われらを憐れみたまえ．世の罪を除きたもう方よ，われらの祈

りを聞き入れたまえ．父の右に座したもう主よ，われらを顧みたまえ．あ

なたのみが聖，あなたのみが主，イエス・キリストよ，父なる神の栄光の

ために．アーメン．日々われらはあなたを祝し，あなたの名を世々とこし

えに讃える」．②「この日，あらゆる罪からわれらを守りたまえ．われらの

主よ，あなたは祝された方，われらの父祖たちの神よ．あなたの名はとこ

                                                
4 拙著『ハンガリーのギリシア･カトリック教会─伝承と展望─』（創文社，2010 年），

47 頁および 22－26 頁を参照．  
5 本文中で詳しく触れられなかった典文中の細部に関しては，前注拙著第６章を参

照されたい．  
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しえに誉れと栄光に満つ．アーメン．主よ，われらがあなたに信を置くと

き，あなたの恵みがわれらの上にありますように．われらの主よ，あなた

は祝された方．あなたの真理に向け，われらを諭したまえ．創造主よ，あ

なたは祝された方，あなたの真理に向け，われらを教えたまえ．聖なる方

よ，あなたは祝された方，あなたの真理をもってわれらを照らしたまえ」．

③「主よ，あなたは世代を越えてわれらの逃れ場．（頭を垂れて）わたしは

言おう，＜わたしは主に対して罪を犯した．主よ，わたしを憐れみ，わが

霊を癒したまえ＞．（頭を上げ）主よ，わたしはあなたに逃れる．わたしを

諭し，あなたの意向を果たさせたまえ，あなたはわたしの神，命の泉はあ

なたのうちにある．われらはあなたの光のうちに光を見る．あなたを知る

者たちに，恵みを注ぎたまえ」．  

司祭「聖なる神，聖なる力，聖なる不死なる者，われらを憐れみたまえ」

（信徒はこれを２度繰り返す）．  

「聖なる使徒たちの導き手よ，全世界の篤き教え手たちよ，万物の治め

主に祈りたまえ，世界に平和を，われらの霊には豊かな恩寵を賜えと」  

「栄光は父と子と聖霊に．今もいつも世々とこしえに．アーメン」．  

「永遠の昔より隠され，なお天使たちの前でさえ知られざる深き秘密が，

神の母よ，あなたによってこの世に明らかなものとなった．混淆なく，変

性もなく肉を受け，自ら十字架にまで高められた神が，われらの師父らを

よみがえらせた．われらの霊をも死より救いたまえ」．  

叙階する司教は列席者たちに挨拶を送る．  

助祭は王門の前で司教たちに香を振る．  

助祭「人々があなたがたの善き行いを見て，あなたがたの天の父をほめ

讃えるようになるために，あなたがたの光を人々の前に輝かせよ．今もい

つも世々とこしえに」．  

司教は二重・三重のロウソクにより祝福を与える．  

司教「主よ，主よ．天より見そなわし，あなたのぶどう園をご覧あれ．

これはあなたの御手が備えたもの．これを力づけたまえ．あなたの御目を，

あなたが強めてこられた人の子らの上に常に注ぎたまえ」．  

助祭は聖堂に香を振る．  



 

27 
 

信徒「天の王，慰め主，真理の霊，すべてに遍在し万物を満たす方，あ

らゆる善の泉，生命の与え主，来たりてわれらのうちに住みたまえ．われ

らをあらゆる穢れから清めたまえ．善き方よ，われらの霊を救いたまえ」． 

 

被叙階新司教の紹介  

 叙階する司教たちは聖堂身廊に置かれた座席に着席する．叙階される新

司教を，二人の司祭が，鷹を縫い取った絨毯まで同行する．叙階される新

司教は叙階司教に身を屈める．  

 司祭長「崇敬すべき師父たちよ！カトリック教会は，ここに立つフュル

ップ司祭を，いとも責任ある司教位に上げるよう望んでいます」．  

 叙階司教「わが兄弟フュルップよ！われらに何を求めるか？」  

 新司教「司教団による按手です」．  

 叙階司教「指名の文書はありますか？」  

 司祭長「はい，あります」．  

 叙階司教「読み上げよ」．  

 助祭は指名文書を読み上げる．  

叙階司教「神に感謝！」  

叙階司教「母なる聖教会の名において，信の守護者としてあなたに尋ね

る．キリスト教・カトリックの信仰を告白し，キリストの一にして聖，普

遍的にして使徒継承なる教会と，われらの主キリストのこの世における代

理者，教皇ベネディクト XVI 世への従順を進んで受け入れるか？」  

新司教「まったき心・まったき霊をもって」．  

叙階司教「ではあなたの信仰を告白しなさい」．  

新司教「わたくし，被選司教フュルップは信ず，一なる神，全能の父，

天と地と，すべての目に見えるもの見えざるものの創り主を．また一なる

主，キリスト・イエス，神の一人子，父より永遠の昔に生まれた方を信ず．

光よりの光，真なる神よりの真なる神，生まれたのであって創られたので

ない方を．主は父と同一実体であり，万物はこの父によって成った．主は

われらのため，人々のため，われらの救いのために天より降り，聖霊によ

っておとめマリアより肉を受け，人となった．そしてポンティウス・ピラ
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トゥスの許でわれらのために十字架に付けられ，苦しみを受けたのち葬ら

れ，諸書に記された通り三日目に復活し，天に昇って父の右の座に就き，

栄光を帯びて，生ける者と死せる者を裁くために再び来られ，その王国に

は終焉がない．さらに聖霊，われらの主にしてわれらに生命を与える方を

信ず．彼は父と子より生まれ，父と子とともに崇められ，讃め称えられ，

預言者たちによって語られた方．わたくしは信ず，一にして聖，普遍的に

して使徒的なる，母にして聖なる教会を．わたくしは罪の赦しのための一

なる洗礼を信ず．死者たちの復活と来たるべき永遠の生命を信ず．アーメ

ン．  

わたしは約束し，受け入れ，誓う．一にして聖，普遍的にして使徒継承

の母なる聖教会の信仰を．それなくして救いはなく，この信をわたくしは

神の御助けにより，わが生涯の終わりまで欠けることなく守り，告白する．

わが信仰告白を，わたくしは署名により確かなものとし，自由意志により

これをおこなった．そしてこの信を，わたくしは真摯に守ることを望む．  

わたしは約束し，受け入れ，誓う．わが力の限りを尽くしてこの信を守

り，教え，宣べ伝え，これをわたくし自身と，信仰告白のうちにわが法的

傘下に属す人々すべてがおこなうよう，常に心を用いることを．カトリッ

ク教会の法と掟とを自ら守り，他の人々にも守らせることを．  

このようにわたくしを，神と，わたくしが手に触れている聖福音書とが

助けてくださらんことを．アーメン」．  

叙階司教「神とわれらの師父たち，われらの主イエス・キリストと聖霊

の恵みがあなたとともにあらんことを！」  

信徒「主の御名が今よりとこしえに祝されんことを！」（×３）  

 

聖体祭儀〔第１部〕  

助祭「主よ，祝福を与えたまえ」  

司祭は祭壇上に福音書を掲げ，これで十字を切る．その間に司教は歌う： 

司教「父と子と聖霊の王国は，今もいつも世々とこしえに祝せられる」． 

信徒「アーメン」．  

助祭「平安のうちに主に願おう」 信徒「主よ，憐れみたまえ」（以下司
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祭の各導句に続ける） 「天の平和，われらの霊の救いのために主に願お

う」 「全世界の平和，神の聖なる教会の栄え，われらすべての者の一致

のために主に願おう」 「この聖なる家のため，また信と熱意と神への畏

れをもってここに集い来る者すべてのために，主に願おう」 「われらの

聖にして普遍なる牧者の長，～教皇のため，神を愛するわれらの～司教の

ため，浄らかなる司祭職にある者のため，全教会と民のために主に願おう」 

「この町のため，すべての町，共同体，地域，そこに住む信徒たちのため

に主に願おう」 「気候の恵みある温順，大地の作物のあふれる実り，平

和な日々のため，主に願おう」 「航行する者，旅路にある者，病める者，

疲れたる者，飢える者たちのため，またこれらの者の解放のため，主に願

おう」 「主がわれらをあらゆる心労，怒り，危険，欠乏から救って下さ

るよう，主に願おう」 「神よ，あなたの憐れみによって，われらを守り，

救い，憐れみ，強めたまえ」 「いとも聖にして浄らか，いとも祝せられ

し栄えあるわれらの王妃，神の母にして常に処女なるマリアを，すべての

聖人とともに思い起こしつつ，われら自身とお互いを，そしてわれらの生

命すべてを，われらの神なるキリストに献げよう」  

信徒「主よ，あなたに」  

協働司式者たちは，静かに次の祈りを唱える：  

「われらの主，われらの神よ，あなたの力は比べようもなく，その栄光

は捉えがたい．あなたの恵みは計りがたく，人への愛は語り尽せない．わ

れらの主よ，あなたの慈しみによりてわれらを顧み，この幕屋をみそなわ

して，われらの上と，われらとともに願う者たちの上に，あなたのあふれ

る恵みと憐れみを注ぎたまえ」．  

司祭「あらゆる栄光，敬愛，崇拝は，父と子と聖霊よ，あなたにこそふ

さわしい．今もいつも世々とこしえに」．  

信徒「アーメン」．  

信徒はアンティフォンを歌う：  

「主を讃えることはよきこと，いと高き方よ，あなたの名に歌を捧げる

ことはすばらしきこと．神の母の祈りによりて，救い主よ，われらを救い

たまえ！」  
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「主は王として治める，宝石に身を包み，主は力を身に帯び，自らに帯

を締める．あなたの聖なる者たちの祈りによりて，救い主よ，われらを救

いたまえ！」  

「栄光は父と子と聖霊に．今もいつも世々とこしえに．アーメン．神の

ひとり子にしてその御言葉，あなたは不死，われらの救いのため，聖なる

神の母・とこしえに処女なるマリアより肉を受けることを肯われた．あな

たは変わることなく人となり，十字架に架けられた，われらの神キリスト．

あなたは死をもって死に打ち勝った，聖なる三位一体の一，父と聖霊とと

もに讃えられるべき方．われらを救いたまえ」．  

信徒がアンティフォンを歌う間に，司祭たちは行列をおこなう（小聖入）．

協同司式者たちは静かに小聖入の祈りを唱える：  

「治め主なるわれらの神よ，あなたは天にあって天使・大天使の群れと

隊列を，あなたの栄光への奉仕のために整える．いまわれらの聖入も，わ

れらとともにあなたに仕え，あなたの善性を寿ぐ聖なる天使のものとなら

んことを．栄光，敬愛，崇拝はすべてあなたに相応しい．父と子と聖霊よ，

今もいつも世々とこしえに．アーメン．あなたの聖なる者たちの入堂は祝

せられる，永遠の昔より，今もいつも世々とこしえに．アーメン」．  

助祭「叡智，真なる信徒たちよ！」  

司教は二重のロウソクにより祝福を与える．  

司教「キリスト，真なる光，あなたはこの世に来たすべての人を照らす

方．あなたの御顔の光がどうかわれらの上に注がれるように．われらがそ

こに近づきがたき光を認めることができるように．あなたの命を遂げるこ

とができるように，われらの歩みを導きたまえ．染みなきあなたの御母の

祈りを通して．われらの救い主よ，われらを救いたまえ」．続いて歌唱の調

子で「死者の中から復活された神の子よ，われらはあなたに向かって歌う．

アレルヤ！」．  

司教は祭壇と参列者に香を振る．その間にこう歌う：  

司教「神の子よ，われらを救いたまえ．あなたは聖なるものにあって素

晴らしき方，われらはあなたに歌を捧げる．アレルヤ，アレルヤ，アレル

ヤ！」  
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信徒「来たれ，キリストを崇め，その前に伏し拝もう．神の子よ，われ

らを救いたまえ．あなたは肉において割礼を受けた方，われらはあなたに

歌う，アレルヤ，アレルヤ，アレルヤ」．  

「聖なる使徒たちの導き手よ，全世界の篤き教え手たちよ，万物の治め

主に祈りたまえ，世界に平和を，われらの霊には豊かな恩寵を賜えと」  

「栄光は」  

「雄々しく神の言葉を語る信の宣べ伝え手，使徒たちの頭を，天上の宝

の喜びと静穏のために，あなたは歓待される．われらの主よ，彼らの苦し

みと死とを，いかなる生贄にもまさって愛しいものとしてあなたは受け取

る．あなたこそ，心の最もうちなる秘密を唯一知悉しされる方」．  

「今も」  

「祈りにあっては疲れを知らぬまでに篤き神の母，その庇護においてわ

れらの変わらぬ希望なる方を，死と墓とは自らのものとして収めることは

できなかった．彼女を，生命を産んだ母として，その処女なる胎に宿られ

た子なる神が，永遠の生命の栄光へと挙げられた」．  

叙階司教たちは祭壇に赴き，静かにこう唱える：  

「聖なる神よ，あなたは聖なる者たちの間で休らわれる．聖三位の歌を

もって，セラフィムはあなたを讃え，ケルビムはあなたに栄光を帰し，天

のすべての権能はあなたを崇める．あなたは無からすべてを存在へと導か

れた．あなたは人を自らの像また似姿として創造し，あらゆる恵みをもっ

て装われた．求める者には叡智と理解を与えられたが，罪に堕ちる者も蔑

ろにはせず，むしろ救いに向けて赦しを備えられた．あなたはわれら，癒

しく相応しからざる僕らに対し，今このときにもあなたの聖なる祭壇の栄

光の前に立ち，あなたに適わしき崇拝と讃美を捧げることを叶えられた．

われらの治め主よ，われら罪びとの唇からも，聖三位の歌を自ら受け取り

たまえ．そしてわれらをあなたの慈しみをもって顧みたまえ．意図しての

あるいは意図せざるわれらの罪を，すべて赦したまえ．われらの霊と肉と

を聖化し，われらの生涯のすべての日々において，聖性のうちにあなたを

崇拝することを叶えたまえ．聖なる神の母，あなたの御前で世の初めより

愛されしすべての聖人たちの祈りによりて」．  
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司教「われらの神よ，あなたは聖なる方．父と子と聖霊よ，われらはあ

なたを讃える．今もいつも」  

助祭「世々とこしえに」  

信徒「アーメン」．  

司教「聖なる神，聖なる力，聖なる不死なる者，われらを憐れみたまえ」

（信徒はこれを２度繰り返す）．  

「栄光は」「今も」  

「聖なる不死の者，われらを憐れみたまえ」  

「聖なる神，聖なる力，聖なる不死なる者，われらを憐れみたまえ」．  

 

─【司教叙階式】─  

 「聖なる神」ののち，叙階する司教たちは祭壇の前に立つ．叙階される

新司教は，二人の協働叙階司教に伴われ，祭壇の周りを３度巡り，祭壇の

４つの角に接吻する．（祭壇の前に置かれた司教席には，叙階司教が司教杖

を手に着席している．被叙階司教は最初の巡回でその右手に，２度目の巡

回で右肩のオモフォルに，３度目にはその頬に接吻する）．その間に次のト

ロパールが歌われる．  

 信徒「栄光を受けた聖なる殉教者たちよ，あなたがたは善く戦い抜き，

天上の栄冠を勝ち取った．主に向かって執りなしたまえ，われらの霊を救

いたまえと」．  

 「神なるキリスト，使徒たちの誉れ，殉教者たちの喜びよ，あなたに栄

光！ 彼らは一なる三位を宣べ伝える」．  

 三度の巡回ののち，叙階する司教が叙階される司教に司教杖を与える．  

 叙階司教「司教杖を受けよ．この杖をもって，あなたに委ねられたキリ

ストの羊の群れを導くがよい．あなたの下に置かれた信徒たちにとって，

この杖は支えまた守りとなろう．不従順な者ども，不平を鳴らす者どもに

は，矯正と処罰の鞭としてこれを用いるがよい」．  

 叙階を受ける司教は叙階する司教の前にひざまずく．叙階する司教は新

司教の頭に福音書を広げて置き，その頭をオモフォルで覆う．協働司教た

ちは福音書を持ち，３人の司教は新司教の頭に手を置く．  
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叙階司教「神の恩寵は，弱き者を力あるものとし，力なき者を完全なも

のとする．その恩寵が，神を畏れる司祭フュルップを司教に聖化する．わ

れらは彼のために祈る．聖霊の恵みが彼に降るように．われらはみな，こ

う述べる．＜主よ，憐れみたまえ＞」．  

信徒「主よ，憐れみたまえ」（×３）  

叙階司教は新司教の頭に３度十字を切る．  

叙階司教「父†と子†と聖霊†の御名において．アーメン．全能なるわ

れらの主，われらの神よ．あなたは自らの聖なる祭壇での，崇敬に値し染

みなき神秘への仕えのため，またその伝達のために，あなたの栄光ある使

徒聖パウロを通して，一連の階梯と秩序を定められた．まずは使徒を，次

いで預言者，最後に教師を定められた．そして万物の治め主よ，あなた自

ら，福音のくびきを担わせるために司教の座に挙げ，それに適う者と見な

されたこのしもべをも，わが罪深きこの手と，わたくしとともに聖化する

司教たちの按手により，あなたの聖なる霊の降臨と力とを通して力づけら

れる．ちょうどあなたが，聖なる使徒たちと預言者たちを力づけ，司教た

ちを聖別されたように．どうか彼の司教職としての務めを，責められるこ

とのないものとし，あらゆる徳をまとわせ，聖性で力づけたまえ．彼があ

なたの民の救いのため，必要なものすべてを願い求めるに適わしきものと

なり，あなたに聞き届けられることを得させたまえ．あなたの御名はいと

も聖，あなたの王国は栄光に満つ．父と子と聖霊よ，今もいつも世々とこ

しえに」．  

信徒「アーメン」．  

叙階司教「平安のうちに主に願おう」 信徒「主よ，憐れみたまえ」（以

下各導句に続ける） 「天の平和，われらの霊の救いのために主に願おう」 

「全世界の平和，神の聖なる教会の栄え，われらすべての者の一致のため

に主に願おう」 「われらの聖にして普遍なる牧者の長，ベネデク・ロー

マ教皇のため，その首長職のためまたそれが保たれるため，彼の長命，平

安，健康，救い，その手の業のために，主に願おう」 「いま司教に叙聖

される神のしもべ・フュルップのため，彼の救いのために主に願おう」 「人

を愛するわれらの神が，われらに，浄らかにして咎なき司教の務めを賜る



 

34 
 

よう，主に願おう」 「主がわれらをあらゆる心労，怒り，危険，欠乏か

ら救って下さるよう，主に願おう」 「神よ，あなたの憐れみによって，

われらを守り，救い，憐れみ，強めたまえ」 「いとも聖にして浄らか，

いとも祝せられし栄えあるわれらの王妃，神の母にして常に処女なるマリ

アを，すべての聖人とともに思い起こしつつ，われら自身とお互いを，そ

してわれらの生命すべてを，われらの神なるキリストに献げよう」  

信徒「主よ，あなたに」  

叙階司教「われらが主，われらの神よ，人間の本性は神性の近づきには

耐えがたいため，あなたは摂理のうちに，われらに似た教師を定め，あな

たの玉座にまで完全に高められた．いけにえと供え物を，あなたの民すべ

てのため，あなたに献げることができるように．われらの主よ，司教の恵

みに仕える者として公けにされたあなたのこのしもべをもまた，群れのた

めにおのが生命を与える善き牧者に倣う者となさしめたまえ．彼をして，

目の見えぬ者の導き手，闇を歩む者の光，無知なる者どもの師，若者らの

育み手，光のなかの光とし，この世での生涯にあって，彼に委ねられた人々

の霊を完全なものとさせ，恥辱なくあなたの裁きの座の前に立たせたまえ．

彼をして，あなたの聖なる福音の告知に専心する者たちに備えられる，偉

大なる報いを受け取らせたまえ．憐れみと救いとはあなたのもの，われら

はあなたに讃美を献げる．父と子と聖霊よ，今もいつも世々とこしえに」． 

信徒「アーメン」．  

福音書が祭壇に戻される．新司教は立ち上がり，フェロンを身に付ける．  

叙階司教はサッコス，オモフォル，パナーギア，司教冠を順に示し，与

え，新司教はそれらを身に付ける．叙階司教はその一つずつについて，歌

う：  

叙階司教「アクシオス！」（「見よ，適えり！」）  

 信徒「アクシオス！アクシオス！アクシオス！」  

 （これが４度繰り返される）  

 

 司祭（永命祈願）「神を愛するわれらの司教フュルップに，われらの主が

平安と健康と祝福とを，いくとせにもわたって与えてくださらんことを」  
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 信徒「生きよ！長く，いくとせにもわたって！健康と平安のうちに，長

く，いくとせにも！」  

新司教は，この永命祈願の間，叙階司教たちと参列の司教たちに接吻を

もって挨拶する．聖体祭儀の間，新司教は叙階司教の右に座を占める．  

 ～聖体祭儀が続けられ，新司教はさっそく，会衆に祝福を与えることに

なる．  

 

聖体祭儀〔第２部〕  

助祭「謹んで聞こう」  

新司教「あなたがたすべてに†平安あれ」  

助祭「叡智，謹んで聞こう」  

主唱者〔プロキメン〕「彼らの宣言は全世界に及び，その言葉は大地の果

てにまで届く」．  

助祭「叡智！」  

朗読者「聖パール使徒『コリントの教会への書簡』の朗読」．  

助祭「謹んで聴こう！」  

朗読者による使徒書朗読〔第１コリント書 4,9－16a〕  

司教「あなたに平安†」  

助祭「叡智！謹んで聴こう！」  

信徒「アレルヤ」（×３）  

司祭は，福音の祈りを静かに唱える：  

「人を愛するわれらの主よ，われらの心に，あなたの神性をめぐる知識

の浄らかな光を燃え立たせたまえ．われらの霊の目を，あなたの福音の教

えを理解するために開かせたまえ．われらのうちに，幸いをもたらすあな

たの掟への畏れを注ぎ，あらゆる肉の欲に打ち克ち，霊的な生を生き，す

べてをあなたの同意のもとに考え行うことができるように．あなたはわれ

らの霊と肉の照らし手，神なるキリストよ，われらはあなたを讃える．初

めなきあなたの御父，いとも聖にして善性に満ち，生命を与える聖霊とと

もに，今もいつも世々とこしえに．アーメン」．  

助祭「主よ，聖マタイ使徒福音記者を告知する者を祝福したまえ」  
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司教の「神が，誉れ高き聖マタイ使徒福音記者の執り成しを通して，福

音の告知者であるあなたに，力ある言葉を授けて下さるように．神の愛し

き御子，キリスト・イエスの福音の告知のために」  

助祭「叡智．真なる信徒たちよ，聖なる福音を聞こう！聖なるマタイ福

音書の朗読」  

信徒「主よ，あなたに栄光！」  

助祭による福音書朗読〔マタイ 9,36；10,1－8〕  

信徒「主よ，あなたに栄光！」  

 

〔説教〕～レオナルド・サンドリ枢機卿～  

 

「三重連祷」  

助祭「われらすべて，まったき心・まったき霊でもって語ろう！」  

信徒「主よ憐れみたまえ」（以下司祭の各導句に続ける）  

「われらが全能の主，われらの師父たちの神，われらはあなたに祈る，

われらに耳を傾け憐れみたまえ」  

「神よ，あなたの大いなる憐れみによって，われらを憐れみたまえ．わ

れらはあなたに請いねがう，われらに耳を傾け，憐れみたまえ」  

信徒「主よ憐れみたまえ」（×３）  

助祭「さらに，神を愛するわれらの枢機卿レオナルド，ペーテル，ラー

スロー，われらの教皇大使ユリウスのため，神を愛するわれらの司教スィ

ラールト，ヤーン，ミラン，そしてフュルップのため，ここに集い神を愛

するわれらの司教たちすべてのため，われらの霊的父のため，そしてキリ

ストにおけるあらゆるわれらの兄弟たちのために願おう」  

「さらに，ここに集いあなたから大いなる豊かな恵みを待ち望む民のた

め，われらの恩人のため，また真なる信仰をもつすべてのキリスト教徒の

ため，主に願おう」  

フュルップ司教「あなたは憐れみ深く人を愛する神，父と子と聖霊よ，

われらはあなたを讃える，今もいつも世々とこしえに」  

信徒「アーメン」．  
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信徒「われらはケルビムを神秘的にかたどり，生命を与える聖三位一体

に，三度歌を捧げ，いまあらゆる世の思いを打ち棄てよう」．  

 

協働司式者たちは静かに次の祈りを唱える：  

11）Ch：「繰り返しまた幾たびも，われらはあなたの前にひざまずき，

あなたにこいねがう．善性に満ち人を愛する方よ，われらの願いを聞き届

けたまえ．われらの霊と肉とを，あらゆる肉と心の穢れから浄めたまえ．

裁きを受けることなく，また咎なくあなたの聖なる祭壇でわれらが仕える

ことを叶わせたまえ．神よ，われらとともに願う人々にも，聖なる生涯，

信仰，そして霊的叡智のうちなる進捗を賜わりたまえ．常に畏れと愛とを

もってあなたに仕える人々も，罪と裁きなく，聖なるあなたの神秘に与か

り，あなたの天上の王国をかち得るに値する者となさしめたまえ．あなた

の力のもとに守られつつ，われらはあなたを讃える．父と子と聖霊よ，今

もいつも世々とこしえに．アーメン」．  

協働司式者たちは大聖入の祈りを静かに唱える：  

12）「肉の欲や喜びが束縛している者は，あなたのもとに赴きまた近づき，

あるいはあなたに仕えることは相応しくない．栄光の王よ．あなたに仕え

ることは，天の諸力にとってさえ，偉大にして怖ろしきこと．しかしあな

たは，言葉に尽くせず計りがたき人への愛により，まごうことなく人とな

りわれらの大司祭という名を帯び，万物の主として，さらにこの務めと血

を流さぬ奉献の執り行いをわれらに委ねられた．われらの主にしてわれら

の神よ，天と地にあるものに対し，あなたのみが治め，ケルビムの座に運

ばれ，セラフィムの主，イスラエルの王として，あなたのみが聖にして，

聖なるもののうちに安らわれる．唯一善き方よ，あなたに願う，慈しみを

もって耳を傾け，この罪びとにしてあなたに適しからざる僕のわたくしを

顧みたまえ．わが霊とわが心を，悪しき咎めから浄めたまえ．あなたの聖

なる霊の力によりて，司祭職の恵みのうちにその衣を身に付けたわたくし

を，この聖なるあなたの祭壇の前に立ち，聖性に満ち，染みなきあなたの

体と尊いあなたの血を献げるに相応しき者となさしめたまえ．わたくしは

傾けた頭をもってあなたのもとに参じ，あなたに願う．どうかあなたの御
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顔をわたくしから逸らしたもうな．あなたの子らがこれを妨げることなく，

この罪びとにして値せぬあなたの僕なるこのわたくしをして，この奉納を

あなたに献げるに適う者となさしめたまえ．あなたは犠牲を捧げかつ犠牲

として捧げられ，それを受け入れかつ分かち与えられる方，われらの神な

るキリストよ，われらはあなたを讃える．初めなきあなたの御父，いとも

聖にして善性に満ち，生命を与えるあなたの霊とともに，今もいつも世々

とこしえに．アーメン」．  

司教は「ケルビムの歌」を静かに唱える：  

司教「われらはケルビムを神秘的にかたどり，生命を与える聖三位一体

に，三度歌を捧げ，いまあらゆる世の思いを打ち棄てよう．われらは万物

の王を抱く，天使の群れが目に見えぬあり方で運ぶその方を．アレルヤ，

アレルヤ，アレルヤ」  

司教は協働司式者たちとともに大聖入を行う：  

助祭「真なる信もつキリスト教徒たちよ，主なる神がその国において，

常にあなた方すべてのことを想い起こしてくださるように．」今もいつも

世々とこしえに」．  

司祭「神を畏れるわれらの司教フュルップを，主なる神がその王国で思

い起こしてくださらんことを．常に，今もいつも世々とこしえに」．  

司教「聖なる，われわれの首たる牧者，教皇ベネディクト，神を愛する

われらの～司教，全司祭団，全教会の組織，この聖なる家の幸いにして永

遠に記憶さるべき創設者と善業者たち，そして，真なる信を持つキリスト

教徒たちよ，あなた方すべてのことを，主なる神がその王国において常に

思い起こして下さるように，今もいつも世々とこしえに」．  

信徒「アーメン」．  

 

★（下記 53 頁参照）  

「われらは万物の王を抱く，天使の群れが目に見えぬあり方で運ぶその

方を．アレルヤ，アレルヤ，アレルヤ」．  

協働司式者たちは静かに祈る：  

14）Ch：「全能にして，唯一聖なる方である神なる主よ，あなたは讃美
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のいけにえを，まったき心もてあなたに助けを呼び求める者どもすべてか

らお受けになる．われら罪びとからも，この懇願を受け，あなたの聖なる

祭壇に取り上げたまえ．われらをして，この賜物といけにえを，われらの

罪のため，民の過ちのため，あなたに献げるに相応しき者となさせたまえ．

われらをしてあなたの恵みに適わしき者とし，われらのいけにえがあなた

の前に親しきものとなり，あなたの恵みなる善き霊がわれらと，あなたの

前にあるこの賜物，そしてあなたのすべての民のうちに住まうようになさ

せたまえ」．  

司教「あなたの御一人子の憐れみにより，そのゆえにあなたは祝される，

いとも聖にして善性に満ち，生命を与えるあなたの霊とともに，今もいつ

も世々とこしえに」  

信徒「アーメン」．  

以下次のように「平和の接吻・挨拶」が続く．  

司教「あなた方皆に†平和があらんことを」．  

信徒「あなたの霊にも」  

助祭「われらが一致のうちに，告白できるよう，互いに愛し合おう」  

信徒「父と子と聖霊を．一にして分かれざる聖三位一体を」  

司教たちは王門を通り，至聖所に赴く．新たに叙階された司教は協働司

式者たちと平和の接吻を交わす．  

助祭「扉，扉！ 叡智のうちに身をつつしもう」．  

ここで信徒は「使徒信条」を唱える．  

「わたくしは信ず，一なる神，全能の父，天と地と，すべての目に見え

るもの見えざるものの創り主を．また一なる主，キリスト・イエス，神の

一人子，父より永遠の昔に生まれた方を信ず．光よりの光，真なる神より

の真なる神，生まれたのであって創られたのでない方を．主は父と同一実

体であり，万物はこの父によって成った．主はわれらのため，人々のため，

われらの救いのために天より降り，聖霊によっておとめマリアより肉を受

け，人となった．そしてポンティウス・ピラトゥスの許でわれらのために

十字架に付けられ，苦しみを受けたのち葬られ，諸書に記された通り三日

目に復活し，天に昇って父の右の座に就き，栄光を帯びて，生ける者と死
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せる者を裁くために再び来られ，その王国には終焉がない．さらに聖霊，

われらの主にしてわれらに生命を与える方を信ず．彼は父と子より生まれ，

父と子とともに崇められ，讃め称えられ，預言者たちによって語られた方．

わたくしは信ず，一にして聖，普遍的にして使徒的なる，母にして聖なる

教会を．わたくしは罪の赦しのための一なる洗礼を信ず．死者たちの復活

と来たるべき永遠の生命を信ず．アーメン」．  

助祭「憂いなく立ち，畏れをもって立ち，聖なる犠牲を平和のうちに捧

げることができるよう，身をつつしもう」  

信徒「平和の憐れみを，誉れの犠牲を」  

司教「われらの主イエス・キリストの憐れみ，父なる神の愛，聖霊の交

わりがあなた方皆とともに」  

信徒「あなたの霊とも」．  

 

─これ以降，聖体祭儀の中核部「アナフォラ」（奉献文）部─  

司教「われらの心を挙げよう」  

信徒「主に向けて挙げよう」  

司教「主に感謝を捧げよう」  

信徒「父と子と聖霊を，一にして分れざる聖三位一体を崇めることは，

相応しく正しきこと」．  

協働司式者たちは腕を広げ，静かに次の祈りを唱える：  

16）Ch：「あなたを讃え，あなたを寿ぎ，あなたを誉め歌い，あなたに

感謝を捧げ，あなたの支配の場すべてにおいてあなたに跪拝することは，

相応しく正しきこと．あなたは神，言葉に尽くせず，人の考えも及ばず，

目に見えず，把握できず，常に在り，常に同一である方．それはあなたと

あなたのひとり子，そしてあなたの聖なる霊．あなたは私たちを無から存

在へと導き，倒れていた者たちを再び立ちあがらせ，すべてをなし遂げる

までは見捨て置かなかった．私たちを天に導き，来たるべきあなたの御国

をたまわるまで．これらすべてのことのゆえに，私たちはあなたと，あな

たのひとり子，そしてあなたの聖なる霊に感謝を捧げる．私たちが知りえ

たもの，知りえていないもの，私たちのものとなった目に見える恵み，見
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えざる恵みのゆえに．私たちはこの聖体祭儀のためにもあなたに感謝を捧

げる．あなたはこれを，私たちの手から受け取るに値するものとされまし

た．あなたの傍らには幾千の大天使，幾万の天使，六翼，多眼，宙舞，有

翼のケルビムとセラフィムらが立ち」  

（声を挙げ，その間にディスコスにチッラグ（星）で十字を切る）  

司教「勝利の歌を歌い，叫び，呼ばわって述べる」．  

信徒「聖なるかな，聖なるかな，聖なるかな，万軍の主，天と地はあな

たの栄光に満つ．いと高きところには栄光，主の名によりて来たる者は祝

される，いと高きところには栄光」．  

協働司式者たちは腕を広げ，静かに次の祈りを唱える：  

17）Ch：「人への愛に満ちたわれらの治め主よ，われらもまた，これら

の幸いなる諸権能とともに，叫びを上げて述べる．あなたは聖にして至聖

なる方，そしてあなたのひとり子，あなたの聖なる霊も．あなたは聖にし

て至聖なる方，あなたの栄光は偉大．あなたは，御ひとり子を与えるまで

にこの世を愛された．それはそのひとり子を信ずる者がすべて，滅びに至

ることなく永遠の生命を持つようになるため．あなたは，私たちのための

救いの歴史（経綸）をすべて成就させるために来られ，裏切られる夜，い

な世のいのちのためにすすんで自らを裏切りに委ねられた夜」，  

（司祭は左手にディスコスを取り，聖パンとともに，少し捧げ持ち，静か

に祈りを続ける）「聖にしてけがれも染みもなきその手でパンを取り，感謝

を捧げ，祝福し†，聖化し†，割き†，聖なる弟子の使徒たちに与えてこう言

われた」，  

司教は協働司式者たちとともに謳う：  

協働司式者「取りて，食べよ．これはわたしの体，あなた方のため，罪

の赦しのために裂かれるもの」  

信徒「アーメン」．  

こののち聖杯の上に十字を切り，こう唱える：  

18）（深く身をかがめ，杯を覆い，静かに）「食事の後，杯も同じように

して†，こう言われた」，  

司教は協働司式者たちとともに謳う：  



 

42 
 

協働司式者「みなここから飲むがよい，これはわたしの血，新しい契約

の血，あなた方と多くの人々のため，罪の赦しのために注がれるもの」  

信徒「アーメン」．  

 

協働司式者たちは腕を広げ，静かに次の祈りを唱える：  

19）Ch：「いまわれらは，救い主のおきて，われらのために為されたす

べてのこと，十字架，埋葬，三日目の復活，昇天，父の右への着座，栄光

を帯びての再度の到来を想い起こす」  

司祭は右手にディスコスを，左手に杯を取り，両腕を交差させてその聖

パン・聖杯をささげ持ち，こう宣べる  

司教「われらはあなたのものをあなたのものからあなたに捧げる．われ

らすべてのため，すべてのもののために」．  

信徒「われらの主よ，あなたをほめ歌い，あなたを祝し，あなたに感謝

を捧げ，われらの神よ，あなたを崇める」．  

 

「エピクレーシス」（聖霊降臨祈願）部  

協働司式者たちは腕を広げ，静かに次の祈りを唱える：  

20）Ch：「さらにわれらは，あなたに向かってこの知と霊による奉仕を

献げ，あなたを呼び求め，あなたに請い願う．あなたの聖なる霊を，私た

ちと，ここに献げる捧げものの上に遣わしたまえ」．  

協働司式者たちは３度身をかがめる：  

「このパンを†，あなたの子キリストの尊い体に」，「この杯のうちにある

ものを†，あなたの子キリストの尊い血に」，「あなたの聖なる霊によって†

変容させたまえ」  

改めて身をかがめ，次いで腕を拡げて続ける：  

「これに与かる者たちに，霊魂の目覚め，罪の赦し，あなたの聖なる霊

の共有，天の御国の成就が実現し，裁きや断罪ではなく，あなたとの自由

な語らいが叶わんことを」．  

 

（続いて「聖人の記憶」部に入る）．  
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「さらにあなたに，知によるこの奉仕を献げる．信仰のうちに眠りに就

いた者たち，先祖，父祖，族長，預言者，使徒，告知者，福音記者，殉教

者，証聖者，修道者，そして信仰のうちに生を全うしたすべての正しき霊

のため」  

司教は聖なる奉献物に香を振る：  

司教「とりわけいとも聖にして，いとも浄らか，いとも祝せられし誉れ

あるわれらが王妃のため，神の母にして常世に処女なるマリアのため」  

信徒（Ch：）「まことにふさわしきかな，神の母よ，あなたを讃えるこ

とは．いとも幸いにして咎なき方，われらの神の御母よ，ケルビムよりも

尊く，セラフィムよりも類いようもなく栄えある方，あなたは神を，御言

葉を，陣痛なく産んだ．真なる神の母よ，われらはあなたを誉め歌う」．  

 

協働司式者たちは腕を広げ，静かに次の祈りを唱える：  

21）「洗礼者にして預言者なる聖ヨハネのため，聖にして栄えある，いと

も誉れにみちた使徒たちのため，またあなたの全聖人たちのため，彼らの

とりなしによって恵み深くわれらをみそなわしたまえ，われらの神よ」．  

 

次に「死者の追憶」に移る．  

「そして永遠なる生命への復活の希望のうちに亡くなった者たちを，す

べて御心に留めたまえ」．  

（亡くなった者をその意向・意思に従って思い起こす）．  

 

次に「生者の追憶」に移る．  

「主よ，われらはさらに願う．真なる信仰を保ち，あなたの真理の御言

葉をふさわしく教える全司教たち，全司祭たちを心に留めたまえ．キリス

トにおける司祭団を，教会の全組織を」．  

「さらにわれらはあなたに向かい，この知による奉仕を，全世界のため，

聖にして普遍，使徒継承の教会のため，また清く浄らかな生のうちにその

日々を送る人々のために献げる．われらを治める人々のため，民間の権威

のために，彼らの平安のうちに，われらも静穏にして安らかな生活を生き，
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まったき敬虔と浄らかさのうちにあることができるように」．  

 

声を挙げて  

司祭「まず初めに，われらの主よ，神を愛するわれらの司教フュルップ

を，思い起こしたまえ．彼を聖なるあなたの教会で，平和，安寧，品位，

健康そして長命のうちに，あなたの真理の言葉を相応しく述べ伝えられる

よう，守りたまえ」．  

「まず初めに，われらの主よ，聖なる，われわれの首たる牧者ベネディ

クト教皇，神を愛するわれらのレオナルド，ペーテル，ラースローわれら

の枢機卿たち，ユリウスわれらの大使，神を愛するスィラールト，ヤーン，

ミランわれらの司教たち，神を愛するわれらの大司教ｎ，神を愛するわれ

らの司教ｎ．を思い起こしたまえ．そして彼らを聖なるあなたの教会で，

平和，安寧，品位，健康そして長命のうちに，あなたの真理の言葉を相応

しく述べ伝えられるよう，守りたまえ」．  

信徒「われら皆をも，すべての者をも」．  

 

協働司式者たちは静かに次の祈りを唱える：  

22）Ch：「われらの主よ，われらが住むこの町，全ての町，共同体，村，

そしてそこに住む信徒たちを御心に留めたまえ．われらの主よ，船に乗る

者，旅する者，病める者，疲れし者，囚われし者らを，そして彼らの解放

を心に留めたまえ．われらの主よ，あなたの聖なる教会に献げ物を携え，

慈善をなし，貧しき者たちを助ける者たちを御心に留め，またわれらすべ

てにあなたの恵みを遣わしたまえ」．  

司教「そして一つの口，一つの心で，父と子と聖霊よ，われらがあなた

のいとも尊く高貴なる名を讃え，ほめ歌うことの叶わんことを，今もいつ

も世々とこしえに」  

信徒「アーメン」．  

─以上で「アナフォラ」部は終了する．  

 

エルドゥー・ペーテル枢機卿「われらの偉大なる神にして救い主，われ
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らのイエス・キリストの恵みが†あなた方皆とともに」．  

信徒「あなたの霊とも」．  

 

◎（下記 57 頁参照）  

以下「懇願連祷」．  

助祭「全聖人を思い起こしつつ，今一度繰り返して平和のうちに主に願

おう」 信徒「主よ憐れみたまえ」（以下同じく） 「奉納され聖化された

尊い供え物のため，主に願おう」 「われらの憐れみ深き神が，いとしき

霊の芳香を通して，これらを天の霊的な祭壇へと受け取り，われらに神の

恵みと聖霊の賜物を贈りたもうよう，主に願おう」 「主がわれらをあら

ゆる心労，怒り，欠乏から救いたもうよう，主に願おう」．  

協働司式者たちは静かに次の祈りを唱える：  

23）Ch：「人を愛するわれらの主よ，われらは自らの生命と希望のすべ

てを，あなたに献げる．われらは願い，懇い，求める．われらをして，こ

の聖にして霊的なる食卓から，浄らかなる霊的良心をもって，天上なるあ

なたの畏れ多き秘密に与かるのに適わしき者となさしめたまえ．罪の赦し，

咎の免除，聖霊の近づき，天国の獲得，あなたのうちにあることの確信を

得て，裁きや断罪にさらされることがないように」．  

助祭「神よ，あなたの憐れみによりて，われらを守り，救い，憐れみ，

強めたまえ」 信徒「主よ憐れみたまえ」 「この日一日を，完徳のうち

に，聖にして平安に咎なく満たせるよう，主に願おう」 信徒「主よ，叶

えたまえ」（以下同様に） 司祭「平和の天使，信篤き導き手，われらの霊

と肉の守り手を，主に求めよう」 「われらの罪と過ちの，赦しと寛容を

主に求めよう」 「われらの霊に善と益を，世には平和を主に求めよう」 

「われらの生の残りの期間を平安と痛悔のうちに過ごすことができるよう，

主に求めよう」 司祭「われらの生を，キリスト教徒としてのあり方で苦

悩と恥なく送れるよう，そしてキリストの畏れ多き裁きの座の前で，善き

答えができるよう，主に求めよう」 「信仰の一致，聖霊の交わりを求め

つつ，われら自身とお互いを，そしてわれらの生命すべてを，われらの神

なるキリストに献げよう」 信徒「主よ，あなたに」  
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フュルップ司教「天の父よ，われわれが畏れなく咎なくあなたを敢えて

父と呼び，こう語るに相応しきものとなるよう，われらをして適わしめた

まえ」．  

協働司祭たちおよび信徒：「主の祈り」～「われらの父よ，天にいます方

よ，あなたの名が聖とされんことを．あなたの国が来たらんことを．あな

たの望みが天におけると同じく，地にも行われんことを．日ごとのわれら

のパンを今日われらに与えたまえ．またわれらの過ちを赦したまえ，われ

らも，われらに対して過ちある人々を赦したのと同じく．われらを誘惑へ

といざなわず，悪より解放したまえ」．  

司教「国と力と栄光は，父と子と聖霊よ，あなたのもの，今もいつも世々

とこしえに」．  

信徒「アーメン」．  

フュルップ司教「あなたがたすべてに†平安があるように」  

信徒「あなたの霊にも」  

助祭「主に頭を垂れよう」  

信徒「主よ，あなたに」  

協働司式者たちは静かに次の祈りを唱える：  

24）Ch：「目には見えぬ王よ，われらはあなたに感謝を献げる．あなた

は計り知れぬ力もてすべてを備え，憐れみの豊かさをもって，無からの創

造を行われた．われらの主よ，どうかあなた自ら天上より，あなたの前に

頭を垂れる者どもを見そなわしたまえ．彼らが頭を垂れるのは，肉や血で

はなく，おそれ多き神なるあなた．われらの主よ，どうかあなた自ら，あ

なたの前に置かれたこの賜物を，われらすべての益へと，各々の者それぞ

れの必要に応じて転じたまえ．船で行く者とは共に船で行き，旅する者と

は共に旅をし，病める者を癒したまえ．あなたはわれらの霊と肉の癒し手

なれば」．  

司教「あなたの御一人子の恵み，憐れみ，人への愛を通して，あなたは

その故に祝せられる，いとも聖にして善き方，生命を与えるあなたの霊と

ともに，今もいつも世々とこしえに」  

信徒「アーメン」  
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協働司式者たちは静かに次の祈りを唱える：  

25）「主なるイエス・キリスト，われらの神よ，あなたの聖なる住まい，

あなたの御国の栄光の玉座より，われらを見そなわしたまえ．来たりてわ

れらを聖化したまえ．いと高きところにあって父とともに座せる方よ，あ

なたはわれらとともに，目に見えずとも今ここに臨まれる．力強きその御

手もて，あなたのいとも浄き御体と尊き御血を献げることを，われらのた

めまたわれらを通してすべての民のために，適わしきこととなさせたまえ」 

協働司式者たちは三度身をかがめる：  

「神よ，罪びとなるわたくしに憐れみ深くあらせたまえ」（×３）．  

 

助祭「身を謹もう」  

司教「聖なるものは聖なる者に」  

信徒「聖なるものは一，主は一，イエス・キリスト，父なる神の栄光の

ために．アーメン」．  

司教は聖パンを４部分に分かつ：  

26）「神の小羊，父の御子は引き裂かれ，分かたれる．裂かれ得る方にし

て，しかし分かたれえぬ方よ，あなたは常に食物として仕え，しかし決し

て尽きることがない．あなたは，そこに与かる者たちを聖化する」．  

司教は IC の文が記された部分を取り，これでもってカリスの上に十字を

切りつつ，カリスの中に落とし，こう述べる：  

「聖霊こそ信の完成」．  

協働司式者と信徒は拝領の祈りを唱える：  

「私は主を信じ，あなたが真に救い主，生ける神の子であることを信じ

る．あなたは罪びとたちを救うために世に来られ，わたくしはその中で第

一の罪びと．神の子よ，わたくしをあなたの神秘の宴に与るものとして受

け入れたまえ．わたくしはこの神秘をあなたに逆らう敵には口外しない．

またユダのようにあなたに接吻することもしない．むしろ，あの罪びとの

ようにあなたに告白する．わが主よ，あなたが御国に来られるとき，わた

しのことを思い起こしたまえ．治め主よ，あなたが御国に来られるとき，

わたしのことを思い起こしたまえ．聖なる方よ，あなたが御国に来られる
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とき，わたしのことを思い起こしたまえ．わが主よ，あなたの聖なる神秘

への与りが，わたしの裁きや断罪に転ずることなく，わが霊と肉体の癒し

とならんことを．わが主よ，いま私が与るこのものが，あなたの真なるい

とも浄らかな肉であり，あなたの真なる生命を与える血であるということ

を，私は信じる．わたしがこれらをふさわしく身に受けることができるよ

うに，そしてわが罪の赦しまた永遠の生命となるように祈る．アーメン」． 

司教は身を屈め，聖なるパンを拝領する：  

27）「わたくし，神の適わしからざる僕 N は，主なるわれらの神，そし

てわれらの救い主なるイエス・キリストの，尊くいとも聖にしていとも浄

らかなる御体に与かる．わが罪の赦しと，永遠の生命のため．アーメン」． 

ふたたび深く拝礼したのち，杯から拝領する．  

「わたくし，神の適わしからざる僕 N は，主なるわれらの神，そしてわ

れらの救い主なるイエス・キリストの，尊くいとも聖にしていとも浄らか

なる御血に与かる．わが罪の赦しと，永遠の生命のため．アーメン」．  

杯から拝領したのち，静かに次の言葉を唱える：  

「見よ，これがわが唇に適い，わが悪は取り除かれ，わが罪は浄められ

た」（イザヤ 6.7）．  

司教たちは同じような次第で拝領を行い，次いで王門を通って座席に戻

り，着席する．  

司教は協働司式者たちに聖なるパンを廻し，ついで彼らも杯から拝領す

る．  

助祭「神への畏れと信と愛をもって近づくがよい」  

信徒「主の名によりて来たる者は祝される．われらに現れた主こそ神」． 

信徒たちの拝領．拝領ののち，司教は杯をもって祝福を与える．  

 

司教「神よ，あなたの民を救い，あなたが遺されたものを祝福したまえ」．  

信徒「わが主よ，幾とせにもわたって！われらは真の光を見た．天の聖

なる霊を受けた．真の信仰を見出した．分かれざる聖三位一体を崇めよう．

彼こそわれらを救われた方」．  

司祭黙祷 29）：「神よ，あなたは天上にあって讃えられ，あなたの栄光は
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全地に満つ」（詩篇 56.6）  

司教「（われらの神は祝せられる，）永遠の昔より今もいつも世々とこし

えに」．  

信徒「アーメン．われらの唇があなたへの讃辞で満ちんことを，あなた

の栄光を歌わんがために．あなたはわれらが，不死にして生命を与え聖な

る天上の神秘に与ることを許された．あなたの秘跡により，われらを強め

たまえ．この一日，あなたの真理を観想することができるように．アレル

ヤ！」．  

 

「感謝連祷」  

助祭「真なる信徒たちよ，キリストの聖なる，いとも浄らかにして不死，

天上の生命を与えおそれ多き神秘に与り，ふさわしく主に感謝を捧げよう」 

信徒「主よ，憐れみたまえ」（以下同様） 「神よ，あなたの憐れみによっ

て，われらを守り，救い，憐れみ，強めたまえ」 「この日一日の，完全

な，聖性のうちなる，平安にして罪なき生活を求めつつ，われら自身とお

互いを，そしてわれらの生命すべてを，われらの神なるキリストに献げよ

う」 信徒「主よ，あなたに」  

協働司式者たちは静かに感謝の祈りを唱える：  

 30）Ch：「人を愛するわれらの主，われらの霊に恵みを垂れる方よ，わ

れらはあなたに感謝を献げる．あなたは今日この日にも，われらをして，

天上的かつ死せざるあなたの神秘に適うものとされた．われらの足取りを

正したまえ．あなたへの畏れのうちに，われらを力づけたまえ．われらの

生命を守りたまえ．われらの歩みを，栄光ある神の母にして常世に処女な

るマーリアと，すべてのあなたの聖人たちの祈りと執り成しとによりて確

かなものとさせたまえ」．  

 司教「あなたはわれらの聖性，われらはあなたを讃える，父と子と聖霊

よ，今もいつも世々とこしえに」．  

信徒「アーメン」．  

 

助祭「平和のうちに散会しよう」  
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信徒「主の名によりて」  

司祭「主に願おう」  

信徒「主よ憐れみたまえ」  

司祭「主よあなたは，あなたを祝す者を祝し，あなたにより頼む者を聖

化される．あなたの民を救い，あなたの遺産を祝し，あなたの教会の完全

性を強めたまえ．あなたの家の装いを愛する者たちを，聖化したまえ．彼

らを神の力により讃え，あなたにより頼むわれらを打ち棄てたもうな．あ

なたの世界，あなたの教会，あなたの司祭，真なる信もつわれらの使徒的

王～，軍隊，そしてあらゆる民に平和を与えたまえ．すべて善き賜物とす

べて完全な贈り物は上より来たり，あなたから，真理の父より下る．われ

らはあなたを讃え，崇め，あなたに感謝を捧げる．父と子と聖霊よ，今も

いつも世々とこしえに」．  

信徒「アーメン．主の御名が今よりとこしえに祝されんことを」（×３）． 

31）Ch：  

助祭「叡智！」  

信徒「ケルビムよりも尊く，セラフィムよりも類いようもなく栄えある

方，あなたは神を，御言葉を，陣痛なくお産みになった．真なる神の母よ，

われらはあなたを誉め歌う」．  

フュルップ司教「あなたに栄光あれ，キリスト・われらの神よ，われら

の希望よ，あなたに栄光あれ」  

信徒「栄光は父と子と聖霊に．今もいつも世々とこしえに．アーメン．

主よ，憐れみたまえ（×３）．主よ，祝福を与えたまえ」  

フュルップ司教  Ch：「キリスト，真なるわれらの神よ，そのいとも浄ら

かなる母，聖にして誉れあり万物にまさって讃えられるべき使徒たち，金

口の聖ヨハネ・コンスタンティノポリスの首座司教，聖にして神の息吹を

受けたわれらの師父たち，それにすべての聖人たちの執り成しにより，わ

れらを憐れみ，われらを救いたまえ，あなたは善き方にして人を愛する神

なれば」．  

信徒「アーメン」．  

スィラールトおよびフュルップ司教「主の祝福が†，その恵みと人への
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愛とともにあなた方にあらんことを．今もいつも世々とこしえに」．  

信徒「アーメン」．  

  

マンディアースの授与  

新司教は典礼のための衣を身にまとい，叙階司教の前に立つ．叙階司教

は彼にマンディアースを授与する．  

スィラールト司教「フュルップ司教をして，真理の衣をまとわせる．父

†と子†と聖霊†の御名において」．  

信徒「アーメン」．  

 

教区司教の着座  

新司教がマンディアースを身にまとった後，レオナルド・サンドリ枢機

卿は司教座より，聖堂身廊に置かれた座席に赴く．新たに叙階された司教

は司教冠を付け，司教杖を携え，二人の司祭を伴って枢機卿の前に立つ．  

司祭長「レオナルド・サンドリ枢機卿睨下，東方教会聖省長官殿．神の

恵みのゆえに，ローマの使徒聖座の祝福によりその決定に従い，枢機卿殿

の前には，ただいま聖別を受けたばかりのフュルップ司教が立っておりま

す．どうか彼を，枢機卿睨下より，ハイドゥードログ教区の司教座に着座

させて下さいますように」．  

レオナルド・サンドリ枢機卿「われらの主なるイエス・キリスト，われ

らの神よ，あなたは，尽きることなきその善性に向け，慰め主なるあなた

の聖霊を，聖なるあなたの弟子たち・使徒たちに遣わされ，彼らを通じて

あなたの教会を全世界に建て，強められた．憐れみ深きわれらの主よ，わ

れらはあなたに請い願う．天上より，あなたのしもべフュルップ司教を見

そなわしたまえ．われらはきょう，彼をハイドゥードログ教区の司教とし

て認めます．彼に知恵と理解の霊を与え，彼に神を畏れる聖なる霊，叡智

とあなたの名ゆえの熱意の霊を賜い，あなたの聖なる教会に仕えることが

できるようにさせたまえ．あなたは憐れみ深く人を愛する神，われらはあ

なたを讃めたたえる．父と子と聖霊よ，今もいつも世々とこしえに」．  

信徒「アーメン」．  
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レオナルド・サンドリ枢機卿「ローマの使徒聖座より受けた認可に基づ

き，その決定に従い，わたくしはあなたをハイドゥードログ教区の司教位

に批准する．わたくしはあなたに，霊的ならびにこの世の件に関する教会

法的権限を付与し，キリストの群れをあなたの世話に委ねる．われらの主，

イエス・キリストの模範に倣い，この群れを導くがよい．キリストはおの

が生命を自らの羊たちのために捧げた．こうしてあなたが，最後の審判の

日に，自らの奉仕についてキリスト・イエスに申し開きができるように」． 

枢機卿は司教を祝福する．  

レオナルド・サンドリ枢機卿「父†と子†と聖霊†の御名において．ア

ーメン」．  

枢機卿はハイドゥードログ司教を司教座に導き，次いで聖堂中央に位置

する玉座に着席する．挨拶の後，新司教は着座の説教をおこなう．  

 

永命祈願  

 フュルップ司教「いとも聖なるわれらの司教の長，教皇ベネディクトに，

われらの主よ，平安・健康そして祝福を与えたまえ，いくとせにも幸いな

る歳月を通して！」  

 信徒「聖ペトロが墓に眠り，ローマの心が鼓動するところ，幾千の唇，

千の言葉のうちに，篤き祈りが歌い，まどろむところ．神よ，われらの聖

なる師父を守りたまえ，キリストの代理者を！」  

 フュルップ司教「愛されしハンガリー，われらの家に，われらが主よ，

平安・健康そして祝福を与えたまえ，いくとせにも幸いなる歳月を通じ

て！」  

 信徒「神よ，ハンガリーを祝福したまえ．善きはからいもて，溢れんば

かりに！ 敵勢と戦えるおりには，その頭上に，守りの腕を差し伸べたま

え，かつて不幸の襲いかかることがあったとしても，栄えのいくとせをも

たらしたまえ．この民は，過去と未来とを，すでに償えるからには」．  

 フュルップ司教「神を愛するわれらの枢機卿，われらの大司教・司教た

ちに，われらの主よ，平安・健康そして祝福を与えたまえ，いくとせにも

幸いなる歳月を通して！」  
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 信徒「生きよ！長く，いくとせにもわたって！健康と平安のうちに，長

く，いくとせにも！」  

 スィラールト司教「神を愛するわれらの司教フュルップに，われらの主

よ，平安・健康そして祝福を与えたまえ，いくとせにも幸いなる歳月を通

して！」  

 信徒「生きよ！長く，いくとせにもわたって！健康と平安のうちに，長

く，いくとせにも！」  

 

い．司祭叙階式  

 大聖入の後，奉献物を祭壇に移置したのち（ケルビムの歌後半の前）に，

司祭叙階式が挿入される（上掲★印，38 頁参照）．以下，司教叙階式と異

なるこの部分に関してのみテキストの翻刻をおこなう．  

 

 叙階を受ける者は聖体祭儀の前半では，司教のあとに続き，まだ助祭衣

のまま，聖堂に入る．叙階を受ける助祭は，ケルビムの歌の間，大聖入の

前に，至聖所の外側に上がり，イコノスタシオンの前に整列する．大聖入

の後，司教が祭壇の左側の最初の角に腰掛け，補助の司祭長が，信徒たち

に対して叙階を受ける者たちの名を読み上げる．  

司祭長「神の聖なる意向により，生命を与え至聖なる霊の協働をもって，

またいとも威厳をもち，尊く神を愛する〔スィラールト〕司教が，われら

の主の祝福をもって臨み，ここに立てる n，神を畏れる助祭は，司祭の位

に挙げられる．聖なるわれらの師父よ，彼に命じたまえ」  

司教；「主の命が諸天を力づけ，彼の口の息吹が，そのすべての力を呼び

起こすように」  

叙階を受ける者たちは，この言葉に，王門のほうへ一歩前に進み出て，

一度深く拝礼し，十字を切る．司祭長が司教に願う．  

司祭長「聖なるわれらの師父よ，彼を祝福したまえ」  

司教「主がシオンからあなたを祝し，あなたがエルサレムの栄えを，生

涯のすべての日々において目にできるように」  

叙階を受ける者たちは，ふたたび王門のほうへ近く歩み出て，あらたに
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十字を切り，もう一度深く拝礼する．司祭長が再び司教に願う．  

司祭長「わが主よ，彼を記憶に留めたまえ」  

司教「聖霊が彼に宿り，いと高き方の力が彼を覆うように」．  

叙階を受ける者たちは，王門を通って一人ずつ司教と祭壇の前に出る．

そののち，祭壇をめぐりつつ，その４つの角すべてに接吻し，その後司教

の手にも接吻する．もう一度祭壇をめぐり，その角に接吻し，司教の右肩

（オモフォル）に接吻する．三度目も祭壇の角に接吻し，司教のヒュポゴ

ナティオンに接吻する．これは菱形の典礼衣で，司教位を表すものであり，

右側を留めてある．剣をかたどったもので，これでもってキリストの教会

を悪の抵抗から防ぐ．司教は３度とも，その度ごとに「キリストわれらの

うちにあり！」と言葉を掛け，新司祭は「今も将来も」と応える．これら

は司教，教区，そして教会に対する応答である．  

司教は司教冠を脱ぎ，司教杖とともに補助者に渡す．新司祭は一人ずつ

ひざまずいて祭壇の右側の角に，両手を十字状に交差させて置き，その上

に頭を傾ける．司教は祭壇の傍らに立ち，オモフォルを新司祭の頭に載せ，

さらに両手を重ねて置き，親指で十字を象り，次のように叙階の言葉を歌

う．  

司祭長「謹んで聴こう」  

司教「神の恩寵は，力なき者を力あるものとし，弱き者を完全なものと

する．その恩寵が，神を畏れる助祭 n を司祭に聖化する．われらは彼のた

めに祈る．聖霊の恵みが彼に降るように．われらはみな，こう述べる．＜

主よ，憐れみたまえ＞」  

信徒「主よ，憐れみたまえ」（×３）．  

司教は新司祭の頭に３度十字を切り，叙階の祈りを続ける．  

司教「父†と子†と聖霊†の御名において．アーメン．始めなく終わり

もなき神，あなたはいかなる被造物よりも古きかた．あなたは，位階制の

なかであなたの真理の言葉に仕えるために聖化された者が，＜司祭＞とい

う名を伴うようにされた．万物の支配者よ，この僕を嘉したまえ．聖化さ

れる恵みを与えられた彼を，染みなき生と揺らぐことなき信のうちに守り

たまえ．そして彼が，叙階というこの偉大なる恵みに適うべく公にされる
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ことを嘉したまえ．あなたの僕を，あらゆる点において御旨にかなう者，

御旨に相応しく生きる者となしたまえ．そしてあなたの神意の力により，

彼への賜物とされた司祭というこの偉大な誉れを，ふさわしく満たすに適

う者とされよ．力，国，威光と栄光はあなたのもの，今もいつも世々とこ

しえに」．  

信徒「アーメン」．  

新司祭はその後，祭壇の前に両手を広げて横たわり，顔を伏せる．司祭

長は彼らのために連祷を述べる．その最後に司教が下のような祈りを唱え

る．  

司祭長「平安のうちに主に願おう」 信徒「主よ，憐れみたまえ」（以下

各導句に続ける） 「天の平和，われらの霊の救いのために主に願おう」 

「全世界の平和，神の聖なる教会の栄え，われらすべての者の一致のため

に主に願おう」 「われらの聖にして普遍なる牧者の長，ベネディクト教

皇のため，神を愛するスィラールトわれらの司教のため，誉れある司祭た

ちのため，またそれらが保たれるため，彼らの長命，平安，健康，救い，

その手の業のために，主に願おう」 「いま司祭に叙聖される×のため，

彼の救いのために主に願おう」 「人を愛するわれらの神が，彼らに，浄

らかにして咎なき司祭の務めを賜るよう，主に願おう」 「主がわれらを

あらゆる心労，怒り，危険，欠乏から救って下さるよう，主に願おう」 「い

とも聖にして浄らか，いとも祝せられし栄えあるわれらの王妃，神の母に

して常に処女なるマリアを，すべての聖人とともに思い起こしつつ，われ

ら自身とお互いを，そしてわれらの生命すべてを，われらの神なるキリス

トに献げよう」  

信徒「主よ，あなたに」  

司祭「あらゆる栄光，敬愛，崇拝は，父と子と聖霊よ，あなたにこそふ

さわしい．今もいつも世々とこしえに」．  

信徒「アーメン」．  

司祭長「主に願おう」．  

信徒「主よ，憐れみたまえ」．  

司教「われらの神よ，あなたの権威は計りがたく，その叡智は並ぶもの
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がない．あなたは人の子らの上に注がれる賢慮において驚くべき方．われ

らの主よ，司祭職に挙げるに相応しいものとされたあなたのこのしもべを，

あなた自ら，あなたの聖なる霊の賜物で満たしたまえ．あなたの聖なる祭

壇の前に立ち，あなたの御国の福音を告げ知らせ，あなたの真理の御言葉

に仕え，あなたに献げものと霊的いけにえとを奉献し，あなたの民を，新

生の水を通して新たにするに適わしきものとなさせたまえ．われらの偉大

なる神にして救い主，イエス・キリストの二度目の到来の際，あなたの御

一人子に，彼らもまたまみえることを叶え，この位階の務めを信篤く満た

すことを通じて，あなたの善性により，彼らが善く忠実な管理人としての

報いをかち取ることができるように．崇敬に値し，いと高きあなたの名は

祝せられ，讃美に適うもの，父と子と聖霊よ，今もいつも世々とこしえに」．  

信徒「アーメン」．  

新たに叙階された司祭たちは，舗床から立ち上がり，司祭の位階を表す

諸々の衣を司教より渡される．衣が渡されるたびごとに，彼らは司教の手

と，司祭の権能を表す衣に接吻する．まずエピトラヘリオン，これは司祭

職の最も重要な象徴である．これなしには，公的典礼は何一つ挙行するこ

とができない．司教はこう述べる．  

司教「あなたがたは主のくびきを自らに負うがよい．主のくびきは甘く，

その重荷は軽い．アクシオス！」  

信徒「アクシオス！アクシオス！アクシオス！」  

続いて腕巻を授与される際，司教はこう述べる．  

司教「あなたがたは手に穢れなく，心浄らかにして，あなた方の生涯の

すべての日において，主の御前に染みなく歩み，主より祝福を得て，われ

らの救い主なる神より，憐れみを受けるがよい．アクシオス！」  

信徒「アクシオス！アクシオス！アクシオス！」  

最後の衣はフェロン（司祭衣）である．  

司教「司祭のための衣を受けるがよい．これをもってあなた方のうちな

る神の恩寵が知られるところとなる．主は力ある方，あなた方のうちに，

その恩寵と，完徳の行いが豊かに宿るものとされる．アクシオス！」  

信徒「アクシオス！アクシオス！アクシオス！」  
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杯とディスコスを授与される際には，司教はこう述べる．  

司教「神に，いけにえを捧げ，聖体祭儀を生ける者たち・死せる者たち

のために献げるための力を受けよ．アクシオス！」  

信徒「アクシオス！アクシオス！アクシオス！」  

最後にリトゥルギコンが授与される．  

司教「リトゥルギコンを受けるがよい．これにより，まったき謹みと神

への畏れをもって，神の前に親しく受け入れられるいけにえを，主に献げ

ることができるように．アクシオス！」  

信徒「アクシオス！アクシオス！アクシオス！」  

 

～このあと★の部分（38 頁参照），すなわち「ケルビムの歌」の後半「わ

れらは万物の王を抱く，．．．」へと戻って聖体祭儀が続けられる．新司祭は

さっそく，奉納物の聖変化を執り行うことになる．  

 

う．助祭叙階式  

 「主の祈り」の前の懇願連祷（「すべての聖人たちを思い起こし．．．」）

の前に，助祭叙階式が挿入される（上掲◎印，45 頁参照）．司祭叙階式の

場合と同様，司教叙階式と異なるこの部分に関してのみ，テキストの翻刻

をおこなう．  

  

 叙階を受ける者は聖体祭儀の当初より，聖変化の後まで至聖所の前に立

つ．聖体奉献のまえに，聖体祭儀の次第が分割され，助祭叙階式がここに

置かれる．司教は典礼のための完全な盛装をし，祭壇の左側に置かれた座

席に座り，叙階を受ける者の入場を待つ．イコノスタシオンの前で３度の

拝礼を行い，その間に司教の補助者が信徒たちに告げる．  

司祭長「神の聖なる意向により，生命を与え至聖なる霊の協働をもって，

またいとも威厳をもち，尊く神を愛する〔スィラールト〕司教が，われら

の主の祝福をもって臨み，ここに立てる n，神を畏れる副助祭は，助祭の

位に挙げられる．聖なるわれらの師父よ，彼に命じたまえ」  

司教「主の命が諸天を力づけ，彼の口の息吹が，そのすべての力を呼び
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起こすように」  

司祭「聖なるわれらの師父よ，彼を祝福したまえ」  

司教「主がシオンからあなたを祝し，あなたがエルサレムの栄えを，生

涯のすべての日々において目にできるように」  

司祭「わが主よ，彼を記憶に留めたまえ」  

司教「聖霊が彼に宿り，いと高き方の力が彼を覆うように」  

叙階を受ける者は，王門を通って至聖所に入る．  

入場ののち，祭壇をめぐりつつ，その４つの角すべてに接吻し，その後

司教の手にも接吻する．もう一度祭壇をめぐり，その角に接吻し，司教の

右肩に接吻する．三度目も祭壇の角に接吻し，司教のヒュポゴナティオン

に接吻する．これは菱形の典礼衣で，司教位を表すものであり，右側を付

けられている．剣をかたどったもので，これでもってキリストの教会を悪

の抵抗から防ぐ．司教は３度とも，その度ごとに「キリストわれらのうち

にあり！」と言葉を掛け，新司祭は「今も将来も」と応える．これらは司

教，教区，そして教会に対する応答である．  

司教は司教冠を脱ぎ，司教杖とともに補助者に渡す．新司祭は一人ずつ

ひざまずいて祭壇の右側の角に，両手を十字状に交差させて置き，その上

に頭を傾ける．司教は祭壇の傍らに立ち，オモフォルを新司祭の頭に載せ，

さらに両手を重ねて置き，親指で十字を象り，次のように叙階の言葉を歌

う．  

司祭長「謹んで聞こう」．  

司教「神の恩寵は，弱き者を力あるものとし，力なき者を完全なものと

する．その恩寵が，神を畏れる副助祭 n を助祭に聖化する．われらは彼の

ために祈る．聖霊の恵みが彼に降るように．われらはみな，こう述べる．

＜主よ，憐れみたまえ＞」．  

信徒「主よ，憐れみたまえ」（×３）．  

司教「父†と子†と聖霊†の御名において．アーメン．われらの主，わ

れらの神よ，あなたは摂理により，あなたの聖霊の息吹を．打ち勝つこと

のできないあなたの力をもって，選び出された人々すべてに遣わされた．

彼らが，あなたに仕え，あなたの染みなき神秘に奉仕する者たちとなるた
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めに．われらの治め主よ，あなた自ら，わたくしを通して，助祭の奉仕へ

と聖別するに適わしいものとされた，あなたのこのしもべをも，まったき

祈りをもって，信の神秘の浄らかなる意識により保つことができるように

させたまえ．あなたの最初の殉教者であるステファノに，あなたが賜った

恵みを彼に与えたまえ．あなたはステファノを，助祭の奉仕にも最初に招

かれたのだから．このしもべをして，あなたの慈愛を通して委ねられた，

あなたの御前に親しき位階に適うものとなさせたまえ．相応しく奉仕する

者は，あなたのうちに限りない報いを見出し，その者をあなたは完全なし

もべとしてお示しになる．国，権威，栄光はあなたのもの，父と子と聖霊

よ，今もいつも世々とこしえに．アーメン」．  

助祭は腕を広げ，祭壇の前にうつぶせとなる．その間に連祷が行われる．  

司祭長「平安のうちに主に願おう」 信徒「主よ，憐れみたまえ」（以下

各導句に続ける） 「天の平和，われらの霊の救いのために主に願おう」 

「全世界の平和，神の聖なる教会の栄え，われらすべての者の一致のため

に主に願おう」 「われらの聖にして普遍なる牧者の長，ベネディクト教

皇のため，神を愛するスィラールトわれらの司教のため，誉れある司祭た

ちのため，またそれらが保たれるため，彼らの長命，平安，健康，救い，

その手の業のために，主に願おう」 「いま助祭に叙聖される×のため，

彼の救いのために主に願おう」 「人を愛するわれらの神が，彼らに，浄

らかにして咎なき助祭の務めを賜るよう，主に願おう」 「主がわれらを

あらゆる心労，怒り，危険，欠乏から救って下さるよう，主に願おう」 「い

とも聖にして浄らか，いとも祝せられし栄えあるわれらの王妃，神の母に

して常に処女なるマリアを，すべての聖人とともに思い起こしつつ，われ

ら自身とお互いを，そしてわれらの生命すべてを，われらの神なるキリス

トに献げよう」  

信徒「主よ，あなたに」  

司祭「あらゆる栄光，敬愛，崇拝は，父と子と聖霊よ，あなたにこそふ

さわしい．今もいつも世々とこしえに」．  

信徒「アーメン」．  

司祭長「主に願おう」．  
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信徒「主よ，憐れみたまえ」．  

司教「救い主なるわれらの神よ，あなたは朽ちることのない御言葉を通

して，使徒たちのために奉仕の掟を定め，あなたの最初の助祭として殉教

者ステファノを選ばれた．そしてあなたは，福音書に記されているとおり，

＜あなた方のうちで第一の者となりたい者は，すべての者に仕える者とな

るがよい＞と告げた際に，まず自ら助祭の務めを果たされた．われらの治

め主・万物の主よ，あなた自らが，助祭職に選ばれるに適わしいとされた

このしもべをも，どうかあなた自ら，生命を与えるあなたの聖霊の降臨を

通し，まったき信・愛・力と聖性でもって満たさせたまえ，わたくしが自

らの手を置くことをもってではなく，あなたの溢れる憐れみをもって．そ

の憐れみとは，あらゆる罪から解放されたまま，裁きの畏れ多き日に，咎

なくあなたの前に立ち，善く忠実なしもべとしての報いをかち取るに相応

しき者とされた者に恵みを注ぐもの．あなたはわれらの神，われらはあな

たに讃美を述べる，父と子と聖霊よ，今もいつも世々とこしえに．アーメ

ン」．  

司教は司教冠をかぶり，助祭たちに聖なる位階を表す諸々の衣を与える．

まずスティハーリオンである．  

司教「主が完全性の着衣と喜びの衣であなたを包み，主の名において真

理の衣があなたを覆うように．アクシオス！」  

信徒「アクシオス！アクシオス！アクシオス！」  

次はオラーリオンである．  

司教「主の御手より，この浄らかなるオラーリオンを受け取り，信篤く

あなたの奉仕の務めを満たすがよい．神は力ある方，あなたのうちにその

恵みを増し高められる．アクシオス！」  

信徒「アクシオス！アクシオス！アクシオス！」  

続いて福音書が与えられる．．  

司教「神の教会において，主の名により，生ける者たち死せるものたち

のために福音書を読む権能を受け取るがよい．アクシオス！」  

信徒「アクシオス！アクシオス！アクシオス！」  

最後は香振りの器である．  
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司教「この器を受けよ．これをもて，キリスト・われらの神に，霊的な

善き香気として香を献げるがよい．アクシオス！」  

信徒「アクシオス！アクシオス！アクシオス！」  

 

～このあと◎の部分（45 頁参照），すなわち懇願連祷（「すべての聖人た

ちを思い起こし．．．」）から，聖体祭儀の次第に戻る．新助祭はさっそく，

この懇願連祷を主導することになる．  


