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著者コメン卜

坂口ふみ

奇妙な本をとりあげていただいて， 恐縮しております.

学術的な本でで、はなし、φカかミらと

御辞退申上け
いしは息ぬきのため泊か冶と，

その趣旨でお引きうけいたしました.

なら人間も場ちがし、という感じで，

しかし本も場ちがい

学会などは20年ぐらい出たこともありません.

これはべつにことさら忌避したわけではなし

ただ物理的な健康上の理由からで，

の奇妙な本の成立ちもまた， 同じ理由からなのです. 10年来， 外出，

こ

社交等がほと

んで出来なかったので， ぜめてもの気晴らしのために書いたものです.
したがってこれは，
て書いた本ではなし

学術論文のようにはじめからあるテーマについて論じようとし
多くの偶然と成りゆきに依存したカジュアノレな本です.

学会にはおよそ場ちがし、と思いますが，
だき， 次に，
でその2，

書いている途中で，

そこで，

まずその成りゆきについてお話しさせていた

残っている重要な問題のかずかずに気づきましたの

3に触れさせていただきたし、と思います.

山村先生と宮内先生から御質問，

御意見をいただいております. 山村先生からの御

質問・御批判の要旨は， 失礼をかえりみずあえて極度に短縮すれば，

4�6世紀のヒ

ュポスタシス論と近代のく個〉の聞には800年にわたる東西中世の発展・変化があっ
て，

ヒュポスタシス概念の内実は，

とくに東方において，

ものなったで、あろうということかと思います.

より充実し，

ポジティブな

宮内先生の御意見は，

個の概念を現代

にアピーノレするためには， キリスト論をそのまま提示してもむりで，

むしろトマスの

distincito realis， アウグスチヌスの思想，
のがよいのではないか，
いと思いますが，

アリストテレスのフィリア論等の線に沿う

というものかと存じます.

御質問にはあとでもう一度触れた

この本のできたカジュアノレで、非学問的ないきさつをお話しすること

が， 同時にお答えの一部ともなるかと存じます.
上に申しましたように， 根をつめる研究などはできませんでしたので，

気散じに，

記憶と手持ちの材料だけを使って何か「お話」といった性格のものを書いてみょうか
と思っていました頃，

たまたま親友を亡くしました. 彼女のことを書きたいという気

持が， 最初に筆をとらせたきっかけです.

出版社からは中世思想、，

とくに12， 13世
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紀について何か書かないかということでしたが， 12， 13世紀は一般向けにはあまり
面白くなし、から，

ボエチウスではどうかと申してみました.

私のように13世紀あたりからキリスト教や中世や一般にヨーロッパの伝統を覗き
見はじめた者にとっては，

アウグスチヌスはあまり違和感なくつながるのですが，

エチウスははじめいとも奇異な像と思われました.
ですが， 俗人で政府高官でありながら，
論文を書き，

ボ

大逆罪での獄死とL、う生涯も劇的

西方中世で些か不当なまでに評価された神学

しかも最も彼の心情を吐露した筈の獄中の名作『哲学の慰め』には，

リスト教の痕跡がほとんど見当たらないのですから.

キ

しかしこの困惑は， 彼の時代，

ティンネフェノレトが初期ビザンツと呼んだ時代をよく見ると消え失せます. 彼はその
時代のまさに典型的な人物で， 彼より100年前のアウグスチヌスの方が，
非典型的かもしれないことがわかって来ました.
混じり合い，

争いながら融合し，

という時代でした.

ある意味で

それは古典古代文化とキリスト教が

抽象的神学が理論が政治にとって死活の問題になる

ボエチウスはそのような二つの文化 (古典とキリスト教)，

また

現実に対処するこつの基本手段 (理論と政治) が融け合って一つになろうとする過程
の苦渋を，

身をもって体現した人々の一人であることがわかり， 彼を通してキリスト

教文化のかかえるいわゆるギリシア寄り， 東方寄りのパースベクティプが見えて来ま
し7こ.
そこでボエチウスを書くことになりましたが，

書き出してハタと闘ったのは，

この

人はキリスト論についての論争が終りかけ， ユスチニアヌスによる帝国と教義の統ー
がなしとげられる前夜の人ですから， 教義にまつわる論争と政争の知識を前提にしな
くては書けません.
に気づきました.

ところがそれを素人向けに書いた本が日本語では一冊もないこと

そこで仕方なく，

キリスト教教義の成立史を書くことになってしま

いました.
これはしかし，

とりかかってみると， 私の年来の疑問，

ことに不可解な宗教が，
人々を説伏し，
いう作業の，

つまりキリスト教というま

なせやこれほとー広範囲に， 長期にわたって人々の心を動かし，

文化と社会を支ええたのかとし、う疑問への答えを自分自身に与えると

一つの基礎的スケッチとなったと思います.

ですからはじめはボエチウスの時代までの経緯ということで，
をやめるつもりでした.

しかし編集者が，

レオンチオスで叙述

インディヴィデュアノレの話だから，

近現代の個とむすび、つけてくれというので， 非常に困ったあげし

何とか

あのような終章を

書

評
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つけくわえました. 従って中世がすっぽり脱けおちたわけで，

そこにはかなりのむり

があります.
しかし結果としては，
うよりは，

とい

はからずもそれがある効果を生んだように思います

もう少しうまく書いたら，

効果を生みうる構成だったと思います.

ヨーロッパ近現代というものの核を生み出した腔芽を，
ぶせてしまうことによって，

つまり，

いきなり成長形・終末形にか

何が核であったのかを見せる効果を.

もともと， 若い頃の私がキリスト教に関心を持つことになったのは， 近代ヨーロツ
パ文化への関心からでした.

当時はまだ近代西欧文化の輝かしい成果の残光が， 十分

なきらめきを持っていました.

第2次大戦の結果は，

近代科学技術の勝利と理解され，
時代で，

物理学を代表とする自然科学もまだ素粒子論の曙の

前途はかぎりなく開けるかにみえていました.

パ文学の，

古めかしい日本精神論に対する

どこかに無限の開けを持つ，

それにも増して近代ヨーロッ

人間性の賛歌と肯定が， 私たちの心をとらえ

ました.

さらにヨーロツパで出会った多くの友人たちの，

私への，

関わりも，

その背後に，

どこか一味ちがう人間への，

意識されないある伝統の分厚さを感じさせました.

したがってこの構成自体には， 私自身の動機とL、う点からも，
た.

しかし中世800年が，

ある必然性はありまし

ジグゾーパズノレのまん中の空白のようにぬけおちているこ

とは事実です.
山村先生の御質問はまさに，

そこが脱けおちているではないか，

ということで，

れは仰せのとおりでございます. 私に時間と体力でもありましたら，
マクシモスからグレゴリオス・パラマスへ，
スキー，

一方では表信者

さらにロシアの思想家たち，

ドストエフ

ソロヴィヨフ， ベノレジャーエフ， パフチーンたちへ， f也方ではボエチウスか

らトマス・アクイナスベ，
ものですが，
ただ，

こ

そしてデカルトへという流れについてのお話も，

書きたい

とてもむりだと思います.

強いてこの構成の弁護をさせていただくとすれば， 私は， 2000年にわたる

キリスト教文化・社会を支えたキリスト教思想の，

もっとも重要な仕事はすでにこの

4世紀から 6世紀にかけての教義論争の聞になされていたのではなし、かと思うのです.
つまりそれはヒュポスタシス二ベノレソナという概念をとり出して同定したということ
です. 山村先生はここではヒュポスタシスはいわばピュシスやウシアではないものと
して， 否定的にしかとらえられていないではなし、かという御批判をされているかと思
いますが， 私はこの「区別ととり出しと同定」こそは画期的で，

しかもきわめてポジ
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ティブな仕事だったと思います. 他と区別し，

名を与えることは，

かな内容の直観に支えられてのみ可能であり，

またその内容のさらなる探究や分析を

支える土台だと思います.

その豊かな内容とは，

形をとった )との出会いであったでしょう.
第 1ニカイアから，

も，

かけがえない個 (イエスという人の

カルケドンから，

レオンチオスあたりに至る仕事は，

の第 1 歩を画したものと思います.

その意味で，

そのものの持つ豊

あるいはさらに言えば

それ以後のキリスト教存在論

これを近代と結び、つけて論じること

不 可能ではないと思います.

また，

これと関連して宮内先生の御意見の，

キリスト論を現代では前面に出すべき

ではないだろうという御意見には， 私はむしろ反対でございます.
ctio realis にせよ， アウグスチヌスの思索にせよ.

それらの根底にあるのはイエス・

キリストとし、う神人・受肉した神との出会いの直観であり，
化・理論化の努力にほかならないので，

トマスの disitn

かれらの思索はその概念

その直観を抜き去ってしまっては，

思索は中

核を失って空疎なものになるような気がします. distn
i cito realis もあきらかに4
�6世紀の思考の努力につながっており，

そのつながりを見失っては，

味とインパクトが見失われるように思います.
者との橋で、あるかどうかについては，
が，

ただ，

イエスが唯一の，

その本当の意
神ないし無限

不信者としてはある留保を感じざるをえません

ひとつのすぐれた橋で、あったことは疑いないと思います.

ただし， 読みかえしてみて，

レオンチオスを論じた箇所に「新しい存在論の完成

形jとし、う題をつけているのに気がつき，

これは誤解を招きうる言い方だったと思い

ました. 正確には完成形というより， 最初の土台というべきでしょう.

はじめてそれ

と同定され， 他と切り離してそれとみとめられるに至ったことを「完成jと表現した
ので，

誤解を招いたかもしれないと思います.

この場合の完成とは， ["基礎を据え終

えたjとし、う意味だったので‘す.
いま一つ，

まずい表現であったと思うのは「ピザンツ的インパグトJとし、う言葉で

す. ベ ックの「ピザンツ的構造jにひかれて作った言葉ですが，
ンツ的Jというのは，

一般の了解で「ビザ

政治的・社会的にはチエザロパピズムとかきびしい階層牲とか，

また文化的には独特の東方性とか「豪華で内容空疎」とかし、うことを含意する場合が
多いと思います.

これは私が本来表現しようとしたこと， つまり「精微な概念世界と，

それを破るより強い力との抗争」とはむしろ逆の印象を与える可能性があります. 何と
表現するのが適切かわかりませんが，

このたびの言葉の選択はまずかったと思います.
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以上がほぼ，
ちに，

なぜこんな本を書いたかのいきさつですが， 次に，

書いておりますう

残っている問題がますますはっきりしてまいりましたので，

それに触れておき

たいと思います.
1 ，

書いていて， 構成上どうもうまくし、かなかったことが二つありました.

さきに申しました中世を省いたこと， 近代の叙述も不十分なことですが，

第1は

第2には，

始めと終りの具体的な話の部分と， 真中のやや抽象的・歴史的な部分の継ぎ白がうま
くいかないことでした. 私はだいたし、，

抽象的なことを書くときでもたいてい，

些細で具体的なことから話をはじめます.
深味を示すという，

強いてこじつければ， 偶有性こそが存在の

ヒュポスタシス的な書き方とでも申しましょうか.

こじつけで， 好みの問題にすぎないと思います.
くいかない，

て，

しかしこれは

しかしその聞の継ぎ目がどうもうま

文体があまりにひどく変わってしまうのです.

手際によりますし，

ごく

これはもちろん， 私の不

テーマが変ると文体も変ってふしぎはないのですが，

ひょっとし

日本の翻訳文化の未成熟ということもあるのではないかという気がし、たしました.

抽象語はだいたいここ100年ほどの，

ヨーロ ッパからの翻訳語が多いわけで，

それが

まだ本当の日本語になりきっていないのではないかという疑問をこのたび強く持ちま
した.

これは，

日本語としてたぶん未消化な翻訳語を，

人々が， 周到な用意なしに使いつづければ，

学者といわれるグループの

日本文化の中に，

ある亀裂が生じて， 私

たちが�jl国やヨーロ ッパから学んだはずの思想的成果が， 人々の心から遠いものにな
ってゆく可能性もあるのではないかという危倶へとつながります.
2， 次に，

この本はキリストという第2のヒュポスタシスの話だけで、 終って，

それ

につづく第 3のヒュポスタシスである聖霊の話に手をつけられなかったというのも大
きな課題を残したことになります.
私の理解しましたかぎりて、は，

ヒ ュポスタシス二ベノレソナという概念は，

単一性

(n
i dv
i d
i uali tyと申しますかsn
i gulari tyと申しますか)と， 交流性・関係性とを併
ぜたような概念だと思います

したがってこれは， 元来，

が矛盾であるような概念だと思います.
でもなく，

本来，

概念というものは， アリストテレスを引くま

流動する現実を静的に固定してとらえるものですから.

てそれを一つの概念で、名づけるとして，
は，

概念化するということ自体

その概念の含む二回のうち，

その場合，

しかしあえ

第2のヒュポスタシス=ベノレソナ

どちらかといえば単一者性の比重を強く持ち，

第3
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のベノレソナは交流性と関係性の比重がより大 きし
ます.

より動的なものという気がし、たし

この第3のベノレソナへの理解と評価は， 東方思想の方ではるかに大 きいと思い

ます.
3，

さらに，

書き残した一番重大 な問題は， 教義論争時代のヒュポスタシスニベル

ソナ概念の示すものと， 近現代の人間の個我概念との問のずれです.
6世紀のこの時期に明確になってきたヒュポスタシス=ベノレソナは，

いわば2人称

存在です. Iイエス・キリストとは何ものかjという問いに対して出て来た概念的な
答えですから，
です.

その内容は，

イエスの内に，

かれを信ずる人々が見た「あなた」なの

それはけっして， 人間や私や自我などではありません.

他方， 近代のインディヴィデュアノレはもちろん被造者で， 主として1人称で出て来
ますし，

ラテン語の「ベノレソナ」 はもともとキケロぐらいですでに個々の人間という

意味を持っていますので， アウグスチヌスも「ベノレソナは神と被造物と双方に用いら
れるほど類的な概念であるjなどと言って，
滑りゆかせております.

しかし，

比較的やすやすとこの概念を1人称へと

4世紀から 6世紀の議論を辿れば，

ているヒュポスタシスニベルソナが，

イエスに向きあって，

ここで追求され

その人を神と信ずる者の

目に見えてきた「あなたjの深淵であることは明らかでありましょう.

その2人称の

深淵を， 苦心の末に3人称化したものがヒュポスタシス=ベルソナ概念であります.
これは言葉はネオプラトニズムやキケロから借りておりますが，
プラトニズムのヒュポスタシスでもなく，

じつはもはやネオ

キケロのベルソナでもなし、，

まったく独自

の新しい特質と深味を持った概念であります.

ネオプラトニズムのヒュポスタシスに

は形而上学的宇宙原理のおもかげはあっても，

ひとの個性・人間の顔の意味はありま

せん.

キケロのベルソナは社会の内に生きる人間の相貌を持ちますが，

神的・形而上

学的な深さは持ちません. 教義論争の中で姿をあらわして来たヒュポスタシスニベノレ
ソナはその両者を併 せ持つものです.
来はロゴスたる神でしょうが，

エノレサレムのレオンチオス風に言えばそれは本

しかしやはり受肉した神で、す.

有限者と「ヒュポスタシス的にj一つであり，

有限者の脊りを持ち，

有限者と無限者を橋わたしする無限者

です.
この橋の存在によってはじめて，

こんどはいわば有限者の内に無限者の香りが見出

され， IあなたJとアナロジカノレな深淵が， 隣人であるあなたの内にも， 私の内にも
見られてゆきます.

このような仕方でヒュポスタシス二ベルソナは中世を経て人間の
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内へと移され， 近代へとひきつがれていっていると思います.
中世から近代，

神から人，

いわば2人称から3人称・1人称というこの推移は，

か

なり複雑な経路を経ていると思います.

中世800年間の，

の思弁が，

信仰という関係に秘められた神と人の他性と

ここには横たわっています.

同一性の問題， imago Deiの問題，

神と人との関わりについて

パウロが「私が生きているのではなく，

キリス

トが私のうちに生きておられるJ (ガラテア 2 ， 20)と語る事態の解析， 等々がこの
経路の一端を示すと思います. 人の神へ至る上昇の道の思弁と実践，
範型のまねびの修練なども，

キリストという

ここにかかわって来ることでしょう. r中世思想研究』

39号での谷先生の御批判はこの点についてだと思います.
4， 最後に書き残したこと，
があります.

それは，

当時，

あるし、はここからあらたな問題として出て来ること，

どうしてこれほどに強い理論化の要求があったかという

ことです. 私たちにはほとんど異様とも思われる， 全ローマ世界を席捲した動きです.
国家統ーのために必要だったということはありましょう.
テン語闘では理論化要求が，

しかし同じローマでも，

ラ

さほど顕著でなかったことを考えると， ギリシア古代に

成立した理論性・ロゴス性というものの強力さに，
す.

これは鉄のごとき強制力を持ち，

て，

おどろくべき普遍化の力を持っておりました.

あらためて目をみはる思いがしま

対話と教育とし、う伝達手段・制度と一体になっ

みでそれと手をたずさえて支え合いながら，

その力にあるいみで抗い，

あるい

個としての個の主張が自らを貫いていっ

たのが， 教義形式の時代の動きだったと思います.

このギリシア的理論性というもの

も，

その本質を，

それほど単純なものではないように思えます.

みたいと思います.

もう一度考え直して

