ユリアヌスの宗教思想における「ヘレニズムJとキリスト教
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はじめに

紀元後四世紀. ローマ帝国では， 国家権力とキリスト教の関係に重大な転機が生じ
た. コンスタンティヌス一世以後， ローマ帝国の宗教政策は急激に親キリスト教路線
へと転じ， テオドシウス一世の時代には長年国家祭記を担ってきた伝統宗教の祭儀は
禁止され， キリスト教が国家祭杷となった . そのなかで， ユリアヌス (在位361-363 )
は， わずか 1年6ヶ月の在位期間のうちに， I伝統宗教Jl) 擁護とキリスト教圧迫の立
場に依拠した宗教政策を行った特異な皇帝であり， その事績は， 没後直後から教派を
問わず幅広い陣営からの議論を呼び， 紀元後5世紀には「ギリシア的学芸の擁護者に
してキリスト教の敵」というユリアヌス像はぬきがたいものとなった2)
多くの研究者や著作家たちに よれば， ユリアヌスは尚古趣味ゆえのギリシア品展と
しての「ヘレニズムjに依拠してキリスト教に対抗する「異教教会の設立jを意図し，
伝統宗教を擁護する一方でキリスト教を圧迫したのだという . この見地は1920年代に
ユリアヌス研究の古典的規範を築いたコッホやビデ以来， パワーソック， アタナシア
ディ， スミスら， 近年盛んに行われている古代末期宗教史の再評価の中でユリアヌス
像の再構築に一石を投じた研究者たちにも継承されている3) 哲学と古典文学を好む
文人でもあったユリアヌスが「哲人皇帝」を標梼していたことは事実だが， 彼の思想、
や宗教復興構想には皇帝としての視座が反映されていることにもまた着目する必要が
ある. 本稿では， ユリアヌスの著作， ことにアンティオキア市民に対する戯作の形を
取った政策提言書『髭嫌い.1 (Misoþogon) と， キリスト教諭駁のために362/3年の冬
にアンティオキアで書かれたとされる『ガリラヤ人駁論.1 (Contr a G alil aeos， 以下
CG )， そして書簡にみられるキリスト教観の枠組みを， 彼が理想化した「へレ ニズ
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ム ・ ローマ的な伝統宗教」像と対比させつつ論じたい4)
2

ユリアヌスの宗教復興構想と「普遍的宗教Jとしての「へッレーニスモス」

先行研究では， ユリアヌスの宗教復興構想は， キリスト教を厭う新プラトン主義者
としてのユリアヌスの思考を反映して， 哲学的な色彩の濃い「ヘレニズム」の復興と
して見なされることが 多かった. I哲人王jユリアヌスの宗教復興の背景に一貫した
新プラトン主義的形而上学の発露を認めるビデ5)も， ユリアヌスの宗教復興構想、は新
プラトン主義的に解釈された帝国の統治を正当化する「ヘレニズム」であると論じる
アタナシアディ6)も， ユリアヌスの反キリスト教的傾向は皇帝としての執務のなかで
段階的に形成されていったとみるパワーソックやスミス7)も， ここに「皇帝としての
ユリアヌスJの思索が介在することに注目する. IヘレニズムJが文化とも宗教とも
分かちがたい概念である， とするアタナシアディの指摘B)や， ユリアヌスが祭儀振興
を都市共同体の存続に貢献する信条として位置づけ， 帝国から重税を課せられたがゆ
えに都市の運営の責務を逃れようとする都市参事会員層や， 実定的な伝統的祭儀を忘
れつつある都市住民の誇りを喚起するために用いようと構想するパックの議論町立示
唆に富んでいる. しかし， ギリシア晶虞， との合意もある「ヘレニズムjという用語
をもって宗教復興構想の性質を概括する議論は， ユリアヌスの宗教復興構想、が彼の個
人的なギリシア愛好に還元されてしまう危険をはらんでいる .
ユリアヌスは確かにみずからの宗教復興構想を「ギリシア振りJを意味する「へツ
レーニスモス」と呼んでいる10)

その点で， 彼の宗教復興構想を「ヘレニズム」と呼

ぶことには妥当性はあろう . しかし， 彼がヘレニズム・ ローマ的な伝統宗教を「正し
く高貴な敬神のありかた」のモデルとして採用した動機は， 単にギリシア文化愛好に
由来するものではなかった . 確かにユリアヌスの宗教復興構想はヘレニズム諸王朝の
東 地 中海への進出とギリシア文化を尊重した ローマ帝国の地 中海制覇を歴史的背景と
して， 地 中海全域の地方宗教と様々な形で習合するに至ったヘレニズム ・ ローマ的な
伝統的祭式や， 中上流層に共有された教養としてのパイデイアを支柱としている11)
しかし， 彼は皇帝として 多種 多様な宗教的習慣を抱える ローマ帝国を統治する立場に
あり， 帝国を支える無数の支柱である都市共同体の活性化をはかり， 一般市民をも巻
き込んだキリスト教勢力内での党派闘争に適切な処置をとる必要があった. そのため
には， 帝国全域に説得力をもっ社会倫理の根拠が必要となり， ユリアヌスは政治的な
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必要上からも文化と不可分な「ギリシア人」とその友邦の民である「ローマ人 (ロー
マイオイ)J2' )の宗教を重んじることとなったのである.
しかし， Iギリシア人」の宗教も「ローマ人Jの宗教も， ユリアヌスにとっては帝
国領内の様々な宗教のひとつにすぎなかった . 彼は少なくとも治世当初は多宗教の共
存を希求し， 帝国領内の全宗教の平和共存を命じた勅令を発布しており1ヘまた，
『ガリラヤ人駁論』でも， ギリシア宗教はエジプト人の宗教やシリア人の宗教などと
並 ぶさまざまな地方宗教のひとつであり， どの宗教にも独自の神を奉じ， 神の恩恵を
受ける権利がある， さまざまな民族には， その民族'性に合った神々が派遣されるので
あり， その民族ごとの神々の尊崇は尊重されるべきである， と議論している14) さら
に， ユリアヌスはキリスト教をもひとつの「地方宗教jとして扱おうとする. 彼は，
キ リ ス ト 教 徒 を「ク リ ス テ ィ アノイ (Christianoi)J で は な く， Iガ リ ラ ヤ 人
(Galilaioi)Jとの名で呼ぶ15) この呼称には， イエスがユダヤの一地方であるガリ
ラヤ出身であることと， キリスト教がユダヤ教出自の地方宗教であることを強く意識
させる効果がある .
とはいえ， IへツレーニスモスJがキリスト教と対置されるに至るには必然的な理
由がある . ここでユリアヌスにとっての「へツレーニスモス」とキリスト教に対する
言及の特徴を対置してみ よう. ユリアヌスは宗教復興構想の理念を神官の生活規範に
照らして提供する「神官宛書簡断片J (Julianus， Ep. 8gb) でも論じている ように，
「正しく高貴な敬神」を他者との交わりのなかに生きるべき「社会的/共同体的な生
物 (zδon politikon)Jにして「人聞を愛する (philanthrδpios) 生物」川としての人聞
が， 人間に遍き恩恵、と模倣すべき倫理の規範をもたらす神々17)を模倣しつつ， I神と
人間の交流Jを 具象化する行為としての日常的な奉献儀礼を通じて， 神々の恩恵に報
いて生きる18)営みとして定義する . そして， アレクサンドリアやアン ティオキアなど
の市民にあてた文書で， ヘレニズム諸王朝以来の伝統をもっ都市の市民に古典期のア
テーナイ人たちを範とする「ギリシア人jとしての普遍的で高潔な倫理性を想起する
ように喚起し19)， 実際にギリシア本土あるいはヘレニズム諸王朝の故地の出身ではな
くとも， パイデイアを学び， その普遍的な価値を理解する者を「ギリシア人」の心を
もっ者である， と主張する20) しかし， キリスト教にも教徒の共同体があり， I神々
との交流の場」や高潔な倫理性への志向があり， 古典や哲学の知識を基礎としてギリ
シア語やラテン 語を用いて思索する思想家たちが存在するにもかかわらず， ユリアヌ
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スはあえてその ような側面を看過し， キリスト教徒をあくまでも， 党派闘争という他
者との争いのうちに明け暮れ， 帝国領内の 多様な宗教の平和共存を脅かす存在として
論じている . それでは， どの ような点でキリスト教徒は「へツレーニスモスJに抵触
する存在となったのだろうか.
3

r妬む神Jか， 或いは「恩恵、を与える神Jか

一一ユリアヌスのキリスト教思想批判と「ヘレニズム」
ユリアヌスのキリスト教批判は， 思想的な側面と実践的な側面に 分けて論じる必要
があるが， 先行研究では， あくまでも思想的な側面に関心が集 中している. ビデはユ
リアヌスの「神学」のキリスト教との類似性を指摘し， アタナシアディ， パワーソッ
ク， メレディス， スミスらは共通して， プラトン『ティマイオス』に登場する造物主
を旧約の神とみなした上で， r妬む神」を備える旧約の神話のプラトン主義に対する
劣等性を論じる傾向を指摘する21)

しかし， ユリアヌスのキリスト教批判の論点の一

つは， 党派闘争を暫助する暴力性の介在にもある ように思われる.
『ガリラヤ人駁論』では， 旧約の「妬む神 (theos baskanos) Jがキリスト教の至
高神とみなされているがゆえに， キリスト教は教義面に「パルパ ロイ的な性質」を秘
めている (106de) とされる. さらにここでは， この「妬む神jの教説が超越的で恩
恵溢れる神々の存在を否定する「無神論 (atheotes)J とみなされている . キリスト
教はユタヤ
。 教の教説のなかからモーセの「十戒jにみられる高潔な倫理ではなしあ
えて「妬む神」の教説を選択し， 実定的に存在するヘレニズム ・ ローマ的な神話 ・ 伝
説にみられる情念に溢れる人間的で「類廃したj神々観を選んで， 人間の模範となる
べき全能の存在であるはずの至高神を人間的な感情をあらわす有限な人聞に近い「野
蛮 (barbarikos)Jな存在として描く ようになった . その例証は， エヴァの堕罪に始
まる旧約聖書の神罰の挿話や， 至高神みずからが他の神の礼拝を 禁じたり， モーゼと
ア ロンやカインとアベルの挿話の ように報恩の犠牲をひとしく受け取らぬ態度， そし
て信仰のための破壊や暴力を肯定する態度に表れる， とユリアヌスは論じている22)
さらに， 新約聖書の叙述に対しでも， あえて媛小化した解釈を用いる. r懐胎した結
婚以前の女性は処女ではない」ために処女懐胎の教説は否定されて， 預言者たちゃイ
スラエルの王たちに連なるイエスの血統にまつわる伝説も否定される. 受肉した言に
して仲介者としてのイエスは， 福音書記者や使徒たちがイエスを神とみなしていない
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こと， I言」と神が同一の位格ではないことを根拠に， 有限なる人間と仲介者たる天
使と「唯一の至高神」のはずの神と同一視可能な存在ではないとされる23)
ユリアヌスがこの暴力的な情念を肯定する「妬む神」に対置するのは， 全能の神ゼ
ウス， 学芸と陽の神アポッローン， ムーサイや治癒神アスクレーピオスなどの， 尽き
せぬ光の ような恩恵をあまねく人々に与える超越性を備えた「正しい敬神の念」を喚
起する神々としての「へツレーニスモスJの神々である24) さらに， 彼は民俗宗教レ
ヴェルでの救済の可能性に注目し， I病気癒しの宗教Jとしての初期キリスト教の伝
統と， 帝国全域で広く支持されてきたアスクレーピオス祭杷を対比する. 日く， キリ
スト教は確かに「誰もが神の恩恵に与れるjと説き， 病気癒しと救済を司互いながらも
「癒され， 救済される」対象は信徒集団内部に限られるが， アスクレーピオス祭犯の
場合には， 少なくともヘレニズム=ローマ的治癒神であるアスクレーピオスと何らか
の地方的治癒神が習合した祭杷が存在している地域には有効となる2九
『ガリラヤ人駁論Jでのユリアヌスは， 同時代のキリスト教著作家たち， たとえば
フィルミクス ・ マーテルヌスが『異教の誤謬について』で， アウグスティヌスが『神
の国』の第一巻から第十巻に至る異教徒論駁の各所で， 伝統宗教に指摘した情念と非
合理を， そのままキリスト教に転嫁して， 恩恵溢れる神の像を見失わせる「無神論」
として論難する. アタナシアディらが指摘する ように， 尽きせぬ光をもたらす超越的
な神々のイ メージは， 新プラトン主義や， その影響を受けたキリスト教思想にもみら
れる超越的な至高の存在や， 太陽神としての性質も備えたミトラスとも共通する側面
を備えているが26)， 彼は， 当時のキリスト教の教義解釈にも新プラトン主義の成果が
援用されており， 同時代の教父たちの思索にも「恩恵をもたらす至高神Jとしての神
が登場するという事実を故意に看過する. しかし， 彼のキリスト教批判は暴力的な情
念を肯定するキリスト教が平和的な「へツレーニスモス」の特色である「普遍」を名
乗ることへの懐疑に根ざしている. それゆえに， 宮廷の神学者としてコンスタンティ
ヌスに仕えたカイ サレイアのエウセビオスは， Iへツレーネス」の学芸の予型をユダ
ヤ教の伝統にも見 出 すこ と で キ リ ス ト教 の 普 遍性を倦称 す る 存 在 と さ れ (CG，
222a)， I神はユダヤ人だけのものではなくユダヤ教からキリスト教への改宗者のも
のでもあるJと説きながらも旧約の神を同時に支持するパウロ (CG， l06bc) は矛盾
した存在として捉えられている.
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4

r野蛮Jなる宗教実践か， あるいは「都雅」なる宗教実践か

ユリアヌスのキリスト教的宗教実践への批判と「ヘレニズムJ
ユリアヌスのキリスト教教義観は， キリスト教勢力が他宗教に対して表明した態度
や宗教実践が誘発した社会的問題に対する憂慮から生まれた. ビデ， メレデイス， ア
夕ナシアデイ-1， スミスらの先行研究はこの点を看過している2刊7η)
ユリアヌスがキリスト教の宗教実践を批判するとき， 格好の対象となったのはやは
り党派闘争や， キリスト教徒がかかわる聖域破壊の頻発であった. アラビア ・ エウ フ
ラテンシス州総督宛の書簡では， キリスト教徒に よる暴動の頻発に関連して「神々の
名のもとに平和はすべての人に分け与えられるべきであるのに， rガリラヤ人』たち
がそれをだいなしにした」とする言及も見える28)

アレクサンドリアの 場合には， 市

民および駐在のエジプト総督に宛てた書簡で， キリスト教徒共同体内部の内紛の主導
者である司教アタナシオスにたいする厳格な措置の是非が論じられている29)

同じ至

高神を戴きながら潰末な差異のゆえに内紛に傾き， それでも神々の恩恵を受ける権利
はキリスト教徒のみにある， と主張する 彼らの態度は， 多宗教の平和共存をむねとす
るユリアヌスにはキリスト教を「野蛮」な宗教とみなすに十 分な根拠となった. また，
さきにも述べた ように， ユリアヌスの「へツレーニスモスJの基盤が都市共同体の運
営のなかで行われる「ひととひととの交わり」のなかからつむぎだされる「正しい敬
神の念jであり， 聖職者や修道者たちは神(々)と人間との仲介者として社会に貢献す
るべき存在とされる以上は， キリスト教徒の共同体の中に存在する隠修士たちもまた
批判の対象となる. つまり， 隠修士たちは， 悪霊に惣かれて都市共同体の中に生きな
が ら 完 徳 を目指す努力を， そ し て 社 会 的 人 間 と し て の 義務 を 放 棄 し た 人 間嫌い
(misanthröpia) を体現する存在とされ， 世俗的な共同体との関わりを拒絶して修道
共同体の内部に隠遁して完徳に至ろうと試みる存在とみなされる30) こうした姿勢は，
ユリアヌスにとってはまさしく聖職者が社会の中で担うべき責任と役割の放棄であり，
「正しい敬神の念」を失わせる「無神論(atheotes)J の現われに他ならなかった.
確かに， キリスト教の教義の中に示される万人に降る神の恩、恵や共同体内での完徳
の可能性から推測されるものと， 実際の信者たちの行動は矛盾するのだが， ユリアヌ
スはキリスト教勢力の宗教実践の中核となる礼拝の挙行を否定しているわ けではない.
また， 万人に神々の恩恵が共有される可能性を示す行為としての慈 善事業には高い評
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価が加えられており， Iへツレーニスモスjへの導入も構想された ほどであった31)
「神(々)の恩恵」の教説を人々に説くのであれば， 宗教実践もまた「恩恵、Jをもたら
す神(々)を規範として行われるべきである . ，神々の恩恵、が万人に共有されうるに相
応しい 場」としての祝祭 ・ 祭 場そして儀礼は重んじられるべきである. この ような宗
教実践観に立つユリアヌスからすれば， キリスト教独自の祭儀や慈善事業の隆盛は批
判される対象にはあたらなかった.
むしろ， 批判されるべき行為， 社会倫理復興の際の障害となるべき行為は， 万人に
神々の恩恵が共有される可能性を低め， ，敬神の念」を喪失させ， 人聞を神(々)のま
ねびから引き剥がして官能と情念を喚起する行為だった. こうした行為に関しては，
キリスト教勢力に対しでも， 実定的な伝統宗教に対しても， 容赦なく批判が加えられ
た. たとえば， 在アレクサンドリアエジプト総督宛ての書簡では， アレクサンドリア
の記念建造物の周辺に集まる浮浪僧たちが， 記念建造物周辺の美観を損ない， 本来社
会的に「清らかなものjとして共有されるべき「聖なるもの」に対するイ メージを破
壊するものとみなされる32)

さらに， 殉教者の遺骸を崇敬の対象とする殉教者崇敬が

都市の市壁内で行われる 場合には， 本来は市壁外の墓苑に埋葬されるべき死者の遺骨
たる死の械れを市壁内に導入するがゆえに， 都市内の聖性の秩序を撹乱する行為とみ
なされた33). r髭嫌い』では， キリスト教の神を信じると表明しながらも饗宴や舞踏
などの伝統宗教に由来する祝祭時の催事を楽しむアンティオキアのキリスト教徒の享
楽的傾向と信仰の一貫性の欠如という矛盾が指摘されている3ぺ実定的な伝統宗教の
祭儀実践にも同様の批判が見える. たとえば， 帝室に対する忠誠表明のための歓呼は，
有限な人間に過ぎない皇帝を神のごとく崇める行為として非難され35)， 有力者の一般
市民への施与として大衆的人気をかちえていた演劇や催事の類や， 神々の祭杷に伴う
宴席や舞踏の類は， 超越的な神々に対する観想から人聞を遠ざけ， 快楽と情念を喚起
する装置として蔑視された制 . 宗教復興の実施にあたっても， 発布された「祭儀を復
活せよ」という内容の勅令に従って各地で実施されたのは， 神官が中心になって行う
季節ごとの祭儀であり， 誰もがユリアヌスの要求した ように「神々を観想し， 交流す
る手段」としての日常的な奉献儀礼を行ったわけではなししかも一般市民の関心は
祝祭に伴う饗宴と催事にあった37)

すでに廃れた聖域もまた， その 場所に記られた

神々の祭犯が廃れたために用いられなくなったのであり， ユリアヌスの欲した ように
は聖域の再建は行われなかった3へ つまり， I正しい敬神の念」に照らせば， 実定的
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な伝統宗教を支持する勢力の宗教実践もまた 場 合に よっては， 恩恵を垂れたもう神々
との交流の 場をふさわしく設置せず， 全知全能の超越的至高神の像を見失わせる行為
とみなされることもあったのである.

おわりに

5

ユリアヌスにとっての「へツレーニスモス」は， ヘレニズム・ ローマ的伝統祭1記が
帝国に遍在し， パイデイアが 中上流層の教養として共有されている， という既成事実
の上に形成された， 宗教と文化全般にわたる平和の希求であった. 多様な宗教の共存
をうたう一方で， 彼にとっては， 帝国の平和を脅かす党派闘争や聖域破壊に明け暮れ，
教団内部に限られた救済の可能性を追求して， ついには都市共同体の成員としての生
を捨てて修道生活までも展開する勢力を秘めたキリスト教は， まさに社会倫理復興の
敵のひとつとしての「野蛮」として， 恩恵、溢れる神の像を見失わせる「無神論jとし
て見なされている.
しかし， ユリアヌスの宗教復興は， 超越的な存在である神々と人間の相互恩恵授受
関係にもとづく「普遍的なj恩恵の溢れる世界の構築をめざすものであり， 選ばれた
人々のみの覚知とは異なって， キリスト教の教説にも通じる「神々の下の平等」を射
程に含んでおり， 必ずしも「キリスト教」に対抗する装置ではない ように思われる.
当時の社会の中で， この ような思想はいかなる影響力を持ちえたのか. そして， 宗教
の「普遍一般性」と「地方性J， 都市や宗教的共同体のなかでの個人の存在意義や，
個人と共同体と超越を結ぶ祭儀の存在意義はどの ようなものだったのだろうか . これ
らの 問題は， 本稿では扱えなかった新プラトン主義を 中心 とする同時代の思潮との相
互関係をめぐる研究とあわせて， 今後の課題としたい.
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