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「三密」と「三位一体」

一密教とビザンツ神学における「言葉」の位置と意義

序

筆者は2005年 8月より約半年間，筑波大学問

捺連携プロジェクト(長期派遣)により在外研

究に従事し，ハンガリー東北部の中心部市，

ニーレジノ、ーザ市のアタナーズ研究所に滞在し

たi。この間，ピザンツ学に研究の対象を絞り.

ギリシアーカトリック教会のビザンツ典子しなど

にも日々参加したが そこで意識に去来したの

は，ビザンツ神学の精華として執り行われるピ

ザンツ典礼と，仏教特に密教の勤行式との相違

点と類似性であった。

今沼，本誌の特集テーマは「文化比較と言語J
である O 今日，正教会やギリシア・カトリック

教会で行われているピザンツ典干しの原テキスト

は，ほぽ紀元後 8世紀ごろ現在の様式に整えら

れたと考えられ，中古ギリシア諮で記されてい

るO 一方密教は，インドに淵源を有する仏教の

最終的発展形態として 紀元後 7世紀ごろ最盛

期を迎えたその後インド本国で仏教は衰退

するが， J吾 (618-907)の時{吃の中国にもたらさ

れ， 804年に入唐した空海弘法大部 (774-835) 

が恵果 (746-805)より相承し日本にもたらした

ものが，現在の真言宗として継承される密教形

態である真言とは元来サンスクリット語で

記された陀羅尼 (dharani)を意味し，真言宗の

勤行でも非常に多くの陀羅尼がi唱えられる

サンスクリットとギリシア語とは問ーのイン

ド・ヨーロッパ語族に属するため，ときに，密

教の陀羅尼に用いられているサンスクリットの

原語や漢字に音写された仏教用語で，語漉上ギ

リシア語(ある L川まラテン語その他)と者韻上

過底するものが見出される。分かりやすい例と

しては，たとえば「亘書I)J(r樋那J)はサンス

クリットの da:na(くda:“与える")に発し，寄進

をする

秋山 学

が原意である一方，ギリシア誌で

didomIあるし汁まラテン誌の dareも動詞「与え

るjの意で.d同音に関して通iほするに

このように，吉代ギリシア在学あるいはギリ

シア教父神学をはじめ ギリシア語(あるいは

ラテン語)を用いる哲学思怒は，日詰の上で共

通するインドの思想ないし仏教と，諮;fl~の J~で

共通する語会をj苦いる場合がありうる。今この

点を意議しつつ，本稿ではギリシア教父文献・

ピザンツtJl!:学における{ロゴス J(H葉)論の射

程，またそれが{父Jr子Jr堅議jという形で

交わりのうちに間かれた「三位:一体jの論と，

密教における!諮J('--1)の位抗，さらには(身

口意jすなわち「ーベ密jの論をめぐって，比較

考察をおこなってみた~ lo 
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し，翌型j二i曜日夜半よりキリストの復活を寿ぐ

が，そのI'IJJ，すなわち死から復活までの問に，

キリストは冥府に降り，冥界にIIJとっていたfEI約

の人組アダムとエヴァを手ずから助け起こし，

彼らを蘇らせるとともにキリスト自身も復活し

た，と{云える o Jこのイコンでは，キリストの

足元に冥府のjJrlが砕かれ，右手でアダムの，ま

たj王子でエヴァの子を引き上げるキリストの姿

が力強くあ古かれている

ここで注目すべきは，キリストによる「冥府

降引を描いたこのイコンが「復活Jを表すも

のとして捉えられていることであろう。つま

り，世界の最深部に位;置する「冥時Jからの帰

還こそ「復活」である という点が強調されて

いる O そして「復活Jに際してキリストが，ア

ダムとエヴァに代表されるi日約の時代-人物・

そのすべてをともに;包って立ち上がるという点

にも注 u した~'0この!捺「アダム・エヴァ」と

は， 1日約に登場する人物としてのアダム・エ

ヴァに限られるものではなp。ビザンツ神学の

伝統的な解釈では 彼らのぞlはおよそ地上のど

の地域であれ，キリスト到来以吉前i立?の文化.文

献.人物にi関刻して

えられる O たとえば初期ギリシア教父の一人と

して，それ以降のピザンツ神学の基礎を築いた

教父の一人，アレクサンドリアのクレメンス

(150-215)は次のように諮っている O

「教えの宣べ伝えがn寺宜に適って届いたのと

ちょうど同じように， 11寺宜に適った形で，へブ

ライ人には律法と顔言者が与えられ，ギリシア

人には哲学がヲーえられた。哲学は彼らの耳を，

べ伝えに適うように慣らしたのであるj

(StT.VI.6.44-.1 ;他に Str・.1.5.28.1-3など)。

このようにクレメンスは キリストによる福

斉の意義を，ヘブライズム.I日約の文脈に!浪定

せず，広くギリシア哲学文学・ヘレニズム文化

にまで拡大し，総じてキリスト到来以前の IIEI

約的文化jを翠化し意識づけるものとして福音

を捉えている O 上掲のイコン{こ1[~かれた「アダ

ムとエヴァjは人抱たる存在であり，過去の存

在であった彼らを活かすべくキリストの「冥府

降下jが行われたとするイコンの神学は，クレ

叫
ヴ
ナ

メンスの叙述と通j底する。

このクレメンスは「ロゴスJ(言葉)をキリス

ト教神学の基軸に据えた教父としても記憶され

るO 現存する彼の著作の中で，三部作的トリア

スを構成する fギリシア人への勧告j問Ii導者j

fストロマテイスjのうち，最初期の『勧告J
(プロトレプテイコス)にあって，クレメンス

は非合理的で不道徳な偶像崇拝からの離反を促

す。そしてキ 1)ストという「真理の言葉(ロゴ

ス)，不滅性の言-葉，人間を再生させ，真理すな

わち救いの端緒へと導き，破滅を駆逐し，死を

追放し，人のうちに神を据えるために人のうち

に神殿を築く方J(Prot.11.117.4)への聴従をi呼

びかけている。さらにクレメンスは，ホメロス

fオデュッセイアj第12巻に現れる魅惑的なセ

イレーネスの歌を f異教の歌jの除えに引き，

耳栓をし帆柱に身を縛ってその傍らを無事航行

したオデュッセウスを 十字架上のキリストに

なぞらえてもいる (Prot.11.118.4)80 

再度イコンを観ながら要約するならば，I日約

聖書における片付が「父Jとしてキリスト教

三位-i本論に組み入れられる中で，地上には第

三位格たる「聖霊jが子に代わって遣わされる

一方 uヨノ、ネj十四15-十五27)，1子jたる

「ロゴスJすなわち言葉は 復活を遂げるもの

として絶えず!日約の地平を刷新する働きを持

つ。この「ロゴスjたる子・キリストが冥府か

らの復活を果たすi祭 彼は人祖をも再生させう

る位置，すなわち時間・空間の原点へと遡源し

ている O この復活の神学は， 1初めに言葉が

あったJ(ヨハネ-1)という，福音書における

原初論と通底する O

2.密教の勤行式次第

次に，本稿における比較の対-項である密教，

特に「即身成仏」を呂指す真言密教の世界に11畏

を転ずることにしよう O もっとも， I可宗の路揺

空海 (774-835)に関しては次節で扱うものと

し，その前に導入の意味を兼ねて，現在行われ

ている密教の勤行式次第を見てみることにしよ

う。現行の高野山真言宗檀信徒勤行は「恭しく

街i仏を礼拝し奉るJという合掌諮拝に始まる
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続いて「無始よりこのかた童顔痴の煩悩にまつ

われて 身と口と意とに造るところのもろもろ

のつみとがを みな悉く繊悔したてまつるjと

いう「犠博文」が唱えられる(，我昔所造諸悪業

皆由無始食棋痴従身語意之所生 一切我今

皆機'1奪J)。このあと「三i席J，三党J，十善戒j

が続く O

その次に読まれる「発菩提心jの末尾には，

いわゆる「真言jが伴う。「白浄の信心を発して

無上の菩提を求む 願わくは自他もろともに

仏の道を悟りて 生死の海を渡り すみやか

に解脱の彼岸に到らん おんぼうじ しった

ぽだはだやみん末尾の真言は，漢文では戸奄菅

地質多母担波期日野明Jと記されるが，原文の楚

語はombodhi-cittam utpadayamiとなる o omは

真言の最初に{すく聖語であり， bodhiーは

提J，cittamは f心をJ，utpadayamiは， ut (くud

“上方づ-pad(“行くつニ今 utpad..生ずる H か

ら， utpadaya“生ぜしめる"つまり使役法の語

幹を造り，さらに一人称単数人称語尾町I訟を付

けたものであり 10 1オーンc われ菩提心を起こ

さしめんJとなる。その後に続く「三麻耶戒j

にも真言が現れ， 1関経{昌jに次いでf般若心経j

などの経典が読まれた後 「十三梯真言J1光明

真言jと真言が続くは般若心経j末尾にも真言

がある)110 

上掲の[織悔文」は， 1身(行動)，口(真言)， 

意(心)Jをもって f即身成仏jを自指す「三密

行Jに先立ち，小宇宙(ミクロコスモス)たる

自己を清めんとする勤めと考えられる O 以下や

や詳しく，開祖空海の記述を中心に，この f三

密行jについて考察を進めよう。

3.空海における三密行と即身成仏論

弘法大師空海は，真言宗あるいは日本仏教の

みならず，日本の芸術・文学等あらゆる分野に

多大な影響を及ぼした巨人として位置づけられ

よう 12 空海は，他の仏教思想家たちと向様，

教相(教義的側面)と事棺(儀礼・実践的側面)

によって自らの教説を展開したが，そのうち教

相をめぐっては，存在論・環象論・行為論に関

してそれぞれ六大(地水火風空識)，回受(1m種

の斐茶羅)，三密(身口意)の論を!実関した。こ

の中で「言葉jに深く関わるのが最後の「三密j

論である。この理論は，衆生の三密(子にi印=1弔JJ.

口に真言.心に仏の観想)と法身(法 dh剖訂-ma

(いくdhl

，音声型)とが互いに感応、しあい(三密

相応、)，仏が慈悲により衆生の行に応え(加)• 

行者が信心により仏の顕現を!護持する(持)際

に(三密接i持)，衆生と仏との会ーすなわち「入

我我入J(f.ムは我に入り，我は仏に入る)の境地

が現i出され「即身成仏jが完遂される，とする

ものである。

もとよりほp身成仏J は空海の教説の核心

部分を成すものであり これは主として n~l]身

成仏義iに説かれるが.この著作とともに

そして 111午字義jは，全体として三

部作を構成するものである O とれらは，それぞ

れが「身 .n.窓jを主たる論題とし， 1民p・

声・Il牛の L部を身.r1?:1 .芯;の li密に配したJと

も考えられよう¥:lもっとも，空海の L密論の

詳細な解析のためにはさらに{弁鎖溜;教諭j

f秘蔵宝錦 r般若心経秘鍵jを合めたいわゆる

「十巻卒J.また大野である街位当主総卜11:心
などをもひも解かねばならな~ ¥ 14" 

このうち f声字実棺義jは，真言が真実の語

であることを説く 法身説法の思想を明らかに

した著書である。声は音声・言語，字は文字，

実相とは真理の意であり，真実の仏(法身)は

自らのはたらき(身・口・意の三密)として言

語と文字を示すため 真実の仏の声・字そのも

のが真理を表す(声字良1]実相)とされる。

一方 rlヰ字義iは I1件J(hum)という字を字

相と字義の 2方面から解明した書であり，本邦

最初のう主語(サンスクリット)学者としての空

海の本領を示す書である。まず字棺に隠して

は，11ヰJ(h百m)は詞(賀， h)，河 (a)，汗 (u). 

腔 (m)の1m字合成の語であり， )1民に悶 (hetu). 

本初u(五di).損減 (una)，増益(<吾我 mama)

を指す。次に字義であるが これに別釈と合釈

があり，別釈では空思想からの解釈が述べら

れ， I羽，本初，損減，増益はすべて不可得であ

るとされるヘ合釈では，この間字は各々法身



16 秋山

(!i可)，報身(詞)，応身(汗)，化身(腰)もし

くは理，教，行，果，また図，根，究克を指す

ものとされ，これらの密号・蜜義を知るものは

正党をなす，と説かれる。ちなみにそのくだり

で「凶に駿(マ)字の義とは，党には恒産品(ト

マ)と pう。これに籾じて我となすjと語られ

るが，ここで「恒般Jと当てられているのは，

言うまでもなく「アートマンjであり，空海は

すでにこの概念を党語に沿って埋解していたこ

とが察せられる。なお互tman1""我」は，ギリシ

ア誌の aytme“恵、"く aemi(1吹く)と連関する。

また[弁顕密二教諭jは，真言密教に言う

「言説jが，立D接言説(知る働きと，知られる

ものとが分かれずに一体のまま発する言語)で

あることを説く脅である。ここで空海は，顕教

ではき説は仮~;1:1 を表現するのみで，真如実椙を

表現することは不可能であるが，真言密教は言

説閃l実相の立場を取るとの立場を明らかにして

pるO

そして空海は，主著の一つ限]身成仏義jの

'1=1で， Iヨら「即身成仏の頒jを記し，その第三

句「三密江i持速疾鎖Jに注釈を付してこう述べ

ている o

1-若し真i当行人有って 此の義を観察して

子に印契を作し 口に真言を請し 心三摩地に

住すれば三密キI~Jおして加持するが故に 早く

大悉地(己解脱の境地)を得j。漢文では「若有

真言行人観察此義手作i弔契口論真言心住三

摩地 三密相応加持故早得大悉地」となる O

意味はおのずと明らかであろう O 大意を訳出

するなら「行においては 身体のはたらきとし

て子に1=11契 (mudr引を結び言葉のはたらきと

して口に真言 (mantra)ないし陀羅尼 (dharani)

を唱え，心のはたらきとして精神集中を意味す

る三摩地 (sam吾dhi)に没入することにより，い

ち早く解脱の境地に達するjとでもなろうか。

行者が印を結ぶとき それは真理の一間そのも

のと化すのであり また真言・陀羅尼の類は宇

宙の真理を集約したものと考えられる O こうし

て密教の行にあっては，まず、宇宙の創造力その

ものの根源たる大B如来との一致が呂擦として

立てられるのである O

学

4. ウパニシャツド哲学と「禁我一如j

さて，密教の基本的な要素をなす儀礼におい

ては，古代インドのヴェーダの宗教との共通性

が指掃される。密教は確かに仏教の一種であ

り，また仏教の展開の中で最終段階に属するも

のであるが，成立期の仏教がそこからの離脱に

努めた同時代のバラモン教(後のヒンドゥー

教)における呪術信仰的な要因をも，多く取り

入れることになった16

fヴェーダJとは「知るJを意味する語根vid-

から作られたものであり， veda 1""宗教的知識j

と次節で述べる「イデアJ(idea)とは語源的に

も通底する o 1""ヴェーダ」は，共時的に 4種に分

類され〔①リグ・ヴェーダ(Rig-veda);神々に

対する讃歌 ②サーマ・ヴェーダ (Sama-漏出); 

歌詠 ③ヤジュjレ・ヴェーダ (Yajur-veda) 祭

詞 ④アタルヴァ・ウ、、エーダ (Atharva-漏出); 

吉祥増益・呪認調伏の呪詞〕 また通時的にも 4

部門に分割される〔①サンヒター (Samhita:); 

中核的部分としての「本集j ②ブラーフマナ

(Bra:hmana) 散文による祭式次第規定の[祭

儀書」 ③アーラニヤカ(互ranyaka) 森林の中

で教授されるべき秘儀の「森林書j ④ウパニ

シャツド (Upanishad);秘説集成の「奥義書JJo

fウパニシャツド」とは B.C.7陸紀に遡る哲

学書の総称であり，一連のヴェーダ文献の最後

に位置するため fウ守エーダンタjとも称される。

この「ウパニシャツド」が目的として立てる

のは，個々の魂が，正しい知識によって宇宙霊

魂に合一し，業 (karman)による輪廻の桂枯の

下にある地上的存在から解放されることである

(輪廻 samsa:raは sam-srI-1""随伴するjに発し，

sri-"~ 

どと同源)九O その過程で，大宇1宙韮(自然界)の本

体と小宇宙(げ{個酉人)の本f体木とは同一であり (けう楚芝

我一如)，この真理を悟って生死の繋縛(けば

く)から離れて解脱すべし と説かれる O この

輪廻の鎖は，人が自らの内面にアートマンを見

出したときに絶たれる。

言i・14編を数えるウパニシャツドは，さらに内

容・言語から古期・中期・新期に分かたれ，韻
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文-散文の区別を加えて次の 3種に分類され

る。 1)初期散文ウパニシャツド ①チャン

ドーギヤ ②ブ 1)ハッド・アーラニヤカ ③ア

イタレーヤ ④タイティ 1)ーヤ ①カウシータ

キ ⑥ケーナ 2 )中期韻文ウパニシャツド

⑦イーシャー ③カータカ(カタ) ③シュ

ヴェーターシュヴァタラ ⑬ムンダカ ⑪マ

ハーナーラーヤナ 3 )後期散文ウパニシャツ

ド ⑫プラシュナ⑬マイトリ ⑪マーン

ドゥーキヤ。このうち①チャンドーギヤ と

②ブリハッド・アーラニヤカが最古の二大雄編

とされ， I究我一如J説に関しては，これら 2つ

の雄篇に各々「大格言JMahavakyaが残る O

1) Iこの一切(=宇宙)はこれを本性とする状

態である。それは真実である。それは我

(アートマン)である。汝はそれである (tat

tvam asi) J (fチャンドーギヤ・ウパニシャツ

ド V18.7)0 

2) I太初には，この症は実にブラフマンのみ

であった。それは自己自身をくわれはプラフ

マンなり>(aham brahmasmU と自覚したJ
(rブリハット・アーラニヤカ・ウノfニシャツ

ドJ1.4.10) 0 

こうしてウノTニシャツドでは， Iブラフマン」

(荒)とは宇宙を遍満させる宇宙原理を表し，

「アートマンJ(我)とは人間に顕現する霊魂原

理を表す。「楚我一如jを説くウパニシャツドの

哲学教説を， I入我我入Jを通しての「即身成仏」

を説く密教が継承しているのは明らかであろ

う。ただウパニシャツドでの「楚我」の二項関

係に対し，密教ではその各々が三面から捉えら

れた上で，その「身口意」各々が宇富原理立法

身の三密へと一致を遂げる と理解されている

ことに注目したい。そして 空海が特に柁羅尼

あるいは声字，また日午字などに関して深い解釈

を施していたことからも察しうるように， I真

言Jを唱えることは，この「一如j実現の上で，

極めて能動的な行為を構成すると考えられるの

で、ある O

5幽プラトンの霊魂論

今度は古代ギリシア哲学に自を転ずることに

しよう。前述のインド哲学とプラトン哲学の通

底性は，特にインド哲学に携わる欧米の研究者

たちには早くから意識され，ある者は存在論の

観点に (e.g.ドイツセン)，またある者は神秘主

義の視点に (e.g.オjレデンベルク)，それぞれ類

縁性を克出している 17 もとより彼らは制.究の

端緒として，幼少の頃よりなじみ親しんだプラ

トン哲学の視座を活かし，これをインド哲学研

究のエネルギーとしていると苦えるだろうへ

プラトン (B.C.427-347)は，活動の仁1=1矧にお

いて[イデア論jを確立したことで知られる。

この「イデア論jは.I宣言魂不滅の論jをもって

はじめて成立しうるものであった。そして

{ブァイドロス r民家ファイドンi など I~~

期の代表的著作においては，謹魂の不滅すなわ

ち霊魂の先立・後在，謹魂の三部分説， íliお~な

どさまざまな税引面から が展開されてい

る。

まず謹魂の先在に関しては， rメノンj総にお

ける「想起説jが前提となる O この[想起islJ
は，少年との幾何学をめぐる対話から，人には

総じて先天的な知識内容が備わっており.これ

はわれわれの地上での生活経験だけ'からは結論

づけられず，したがって霊魂の先在が不可欠と

なる，との主張をもって立証される (81B-86B)。

この論は?ファイドンj篇において， I霊魂不滅

論jとして敷約され詳述される (70C4-107B10)。

また「霊魂の三部分説」は f国家篇j第 9巻に

詳しく (580D司583A) 輪廻の説は，たとえば

fファイドロスj篇 (248C“249B)に描かれる o

fファイドロスj篇におけるその直前の部分で

は，美しく高揚した文体のうちに霊魂の不死性

が高らかに認われる (245C-248C)。その際「肉

体とは霊魂の墓場であるJとするピュタゴラス

の教説が継承される (WファイドロスJ250C ; 

他に『クラチュロスJ400C， Wゴjレギアスj

493A) 0 

ここでプラトンの著作のうち後期著作に分類

され，またイデア論の宇宙論的展開を画した作

品ともいいうる fティマイオスiをヲIpてみよ

つ。

「われわれのもとにある霊魂の， )J券義的な種
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(理性)については こう考えるべきである。

すなわち神が，これを桝i霊(ダイモーン)とし

て各人に与えたのであり，これはまさしく，わ

れわれの身体のてっぺんに住み，われわれが，

地上のではなく天上的な植物であるかのよう

に，われわれを天の類縁者 syngeneiaに向け，

大地から直立させて持ち上げているものなのだ

と主張したい。というのもわれわれの中の神的

なるものは， ii霊魂の最初の誕生がそこに芽生え

た場所(天)に，われわれの頭そして根でもあ

るものをl弔るし，身体全体を直立させているの

だからJ(rティマイオスj90a2-9) 0 

こうして，プラトンにおけるイデア論・霊魂

論の展開にあっては 人間の霊魂と世界宣言魂の

類比が頻繁に行われる O プラトンが「普のイデ

アJを初めとする fイヂアJの認識を説く以上，

I~.述したインドの「うま我._.~IJ説J との類似性を

ここに認めることは 比較的容易であろう。ま

たプラトンがピュタゴラスから引き継いだ輪廻

転生説に|期しでも ここに同じくインド哲学と

の平行性を看取することができる O

6. ギリシア教父たち19

初期ギリシア教父の一人として，本稿前半に

アレクサンドリアのクレメンスをヲれりと。 彼に

続くのがオリゲネス(185-254)である。オリ

ゲネスはプラトンの影響の 1'"，霊魂先在説や輪

~ilii生的な教説を唱え また終末においては

f悪魔も救済される」との fTJ物救済説J(アポ

カタスタシス)を主張したとされたために，後

6世紀の教会会議において異端判決を下されて

pる290

オリゲネスに続くギリシア教父たちは，オリ

ゲネスにあってまだプラトン的な色彩が濃かっ

たこれら様々な概念を キリスト教的に純化す

べく努力を傾けた。たとえば後 4世紀のギリシ

ア教父ニュッサのグレゴリオス (335-394)は，

プラトンの fファイドンjを模した作品 f霊魂

と復活についてjにおいて， I臨終の床にある姉

マクリナと自らのi習で議論がなされたという仮

定の下に終末論を展関する。その中で「復活と

は，われわれの本牲の原初への帰還(アポカタ

学'

スタシス)に他ならな~ ~J (PG46.148A;156C) 

といった形で「アポカタスタシスJ論にも言及

がなされる O もっともその内実は，オリゲネス

におけるよりもはるかに錨的-内面的なものへ

と変貌を遂げており， f悪魔救済説jのような神

話的側面は完全に捨象されている。またグレゴ

1)オスは，霊魂先在の説 および「人鰐は前世

において ~8 した罪のゆえに I}~f本をまとってい

る」という説を，次のように誤謬として退ける。

f霊魂がいつ，その存在の端緒を有するのか

(=pつ誕生するのか)という問題に関して探

求したい。まず，霊魂が肉体よりも先に，何ら

か固有のあり方で生命を有することが可能だと

しよう。すると必然的に 霊魂は悪のゆえに肉

{本のうちに住まうようになったという I愚かな

教説が有効性を持つと考えねばならない。しか

しながら，霊魂が誕生に関して遅れたり，肉体

の形成に先んじたりするということは，知躍、あ

る人なら誰一人考えないであろう。なぜなら，

霊魂を持たないものが 何ーっとして自らのう

ちに運動あるいは成長の能力を有しない，とい

うことは，すべての者に明らかだからである。

さらに，母飴の中で育まれるものの成長あるい

は運動に関しでは なんら疑いの余地はない。

したがって，霊魂とi苅体の存立の起源はーにし

てi司じであると考えねばならなt~J (PG46.125A-

C)。

グレゴリオスにあっては 肉体を患の要因と

し，そこからの霊魂の離脱を目指すプラトン哲

学およびその後詣であるオリゲネスに対して，

批判的に霊魂と肉体との同時・同一起源性を唱

えることにより，成熟した人間論による正しい

方向性を示したと言える。

7. ピザンツ典礼の祈祷

古代ギリシア哲学からキリスト教化され，ギ

リシア教父神学者たちに伝えられた霊魂論は，

その神学を直接に継承するピザンツ典礼教会に

おいて，現代でも体験することができる O ここ

では，中東欧に根強く広がるギリシア・カト

リック教会の祈祷文を参照することにしよ

うヘ次の典文は，聖体礼儀挽課，時諜などほ
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とんどあらゆる祈祷の冒頭に唱えられるもので

あり，正教会においても同様の典文が用いられ

る。この式文をハンガリ一語テキストからヲlii

てみよう。

Mennyei 1むraly，Vigasztalo， igazsagnak Lelke， 

ki mindenutt jelen vagy es mindeneket betりltesz，

minden jonak kutieje es az eletnek megadoja， 

jojj el es 1誌oz訪1mibennunk， es tisztits meg 

minket minden szennytol， es註dvりzitsd，] osagos， 

amilelkunket. I天の王，慰め主，真理の霊，い

たるところに存在し，万物を満たす方、あらゆ

る善きものの泉にして生命の与え主，来たりて

われらのうちに住みたまえ。そしてわれらをあ

らゆる譲れから清めたまえ。善き方よ，われら

の箪を救いたまえん

上に下線を引いた二つの語奨の原形は lelek

であり共通している O もっとも前出の諮は大文

字，後出の諮は小文字で記されている。ギリシ

ア諮j京典では，前者は Pneuma(謹)，後者は

psykhe (霊魂)である。つまりこの祈持文は，

星空三位一体の第三位格・型箪に対し，その型謹

が住まうべき場所としての霊魂の清めを殿うも

のなのである。なお，原文で「霊JI霊魂Jと巽

なる ，単に大文字と小文字の差となるの

は，教会スラブ語訳典文においてである 22 さ

らに，同じく「常なる初め」と呼ばれる祈祷に

は聖三位一体への祈願が含まれる。

「聖なる三位一体よ，われらを憐れみたまえ O

われらが主よ，われらの罪から清めたまえ。治

め主よ，われらの径を赦したまえ。聖なる方

よ，あなたの名前により，われらの病を顧み，

癒したまえj。

ここで「主jとは子たるキリストを指し，続

いて「治め主jとは「父Jを， I聖なる方jとは

[聖霊」を指すi呼称である。 f子JI父JI聖霊j

というJiI員序によるこのような三対ーの射祷は，

まったく同様に f主JI治め主JI聖なる者」と

いう呼称を通して 詞じく聖体拝領前の11品匂の

中にも次のように現れる O

「わが主よ，あなたが御毘に来られるとき，わ

たしのことを思い起こしてくださ t) 0 治め主

よ，あなたが御国に来られるとき，わたしのこ

とを思い起こしてください。聖なる方よ，あな

たが御留に来られるとき，わたしのことを思い

起こしてくださ pJ。

これは，イエスとともに十字架に付けられた

二人の犯罪人のうち，改心した者の汗葉(rル

カi三三42) を引いたものであり，それが三位

一{本への呼びかけとして数約され，共i可{本の折

持匂となっている o

先にグレゴリオスは 議魂とi均体のIfiJ11寺起源

性を嶋えていた。これは，その!議魂に型認が住

まうことが実現すれば i同時に肉体も型化され

るということを意味しよう。そして礎控の現

存・降臨への離京ーを支えるのは，二伎のうちで

最初日二呼びかけられるロゴスじ;梁jの復活と

いう，ヰ;稿臼 ~1~でイコンにも ìilíL悲した事実であ

るO つまりこれらの射持を支えているのは「子J
たるロゴス・キリストの復活，その.ij~{{へのれ

だということができる。

結

本稿で)I[震に検証してきたが， 1聖教とピザンツ

神学とは，追求する FH内はrLいに少しく呉なっ

ている。すなわち1WI需は I".持~hJ による r UfJ 

身成仏jの成就であり，後Jj;は 抱 へ のP¥山長

の訪れを実現し，肉体を聖化し!日pものを絶え

ず刷新すべく， Iロゴス・言葉の復活」への信を

新たにする地平の実現であった。もっとも両者

の共通点としては 双方にあって「言葉jがア

クティヴな動|翠として新たに導入されていると

いう点を挙げうるであろう。すなわち前者で

は，ウパニシャツド哲学において呂指されてい

た「焚我一如jのプロセスをめぐり，とくに

Ir~Ë羅尼J の発話が組み込まれることが，積極

的な要 I~I を形成していた。また後者に|鳴して

は，プラトンでは「イデア論」との関連で霊魂

の神的側面が強調されるに留まっていたのに対

し，霊魂に住まうべき聖霊への祈!頗と，それを

支える[子jたる「言葉jの復活，という事実

への信がその棋幹に据えられ際立っていた。

現実的な意味で，サンスクリットで記された

w立羅)"E.真言(さらにはヴェーダの言語)は，

インド・ヨーロッパ語の最古!習に位置するた
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め，言語史学的にも，後出するギリシア語・ラ

テン話の理解を照らす働きをなす。これに対し

てピザンツ神学に慨しては，その実効性を問う

ことは難しいかもしれな p。ただ「復活jをめ

ぐる信の立場に立つ限り， rロゴスJは，いかな

る!日い文物よりもそれに先立つ位置に溜り，新

たにそれを刷新し活性化するよで，常にエネjレ

ギーの源となりうる。この点は，本稿において

確認しえたものと考えたt

l 出 ryJ~ に関する報告訴は，本学部 i際連携室の HP

ld /khki11.sec.tsukuba.ac.jp/ilo/pro171ong.htm 
を参照。

2 1ンドの思想史的展開については，中村元 fインド

思想史第 2版j(岩波書j苫， 1968年)。

3 松長有j蜜[密教 インドから日本への伝承j(中公

文庫， 1989i:!三)， 1司f密教J(岩波新書.1991年)な

ど。

4 r常j召陀線Jf.と諸真言J(真言宗智山派宗務庁， 2000 

:if:.改訂j首相}版)に群し p。

5 仏教結に関しては，岩本祐{日常仏教諮J(中公事rr書，
1972年)，宮J反宥JJ努f暮らしのなかの仏教語小事tI4-J
(ちくま学芸文J1li'.， 1995年)などを参照。

6 型週間の典子しと神学についてはH.U.フォン・パルタ

ザーjレf過，1認のやI1秘j(九里彰訳，サンパウロ.2000 

年)。

{ 1 コンヒ悩手配1~'NanむsbTrstVan，目前Vtな(，Tlmmh1Ifrαl1ifa

10)， Nyiregyhaza 1998. 

8 ~'Ill著 f教父と古典解釈一予型論の射程 j (おj文社，

2001fJ三)。

9 CD.解説は f真言宗j童館徒動行j(高野山金制峯

寺教学部監修・読誠， 1989年)， r真言宗のお経J(双

葉社， 2000年)などo

10 サンスクリット文法については辻直四郎 fサンス

ク1)ット文法.1(岩社HJ守j苫， 1974年)，ヴェーダ語お

よび動詞諮根に関してはA.A.Macdonell，A防dic

Crammar lor Studeηts，いndon1916. 

11 坂田光全 f真言宗在家勤行講義(東方出版， 1995 

王i三)， J長内龍雄{奨u陀羅尼J(平河出版社， 1981年)。

学

12 空海に関しては『岩波 哲学・思想事典J(岩波書

}J5， 1998年)中の項iヨ(頼住光子)のほか，宮坂宥

勝 f空海J(ちくま学芸文庫， 2003年)を参照。

13 那須政i窪 f声字実相義の解説J(成田111仏教研究所，

1982年)， 1-3真。

14 著作テキストはI1券又俊教編修 f弘法大部i著作全集j

(全 3巻， iJJ喜関1911書林， 1968-73年)。以下の解説

書としては，那須政隆 f郎身成仏義の解説J(成田

111仏教研究所， 1980年)，r{件字義〉の解説J(同1985

年)， n常黒目密二教論の解説j(向19871'1三)0 r秘蔵宝

鏑jに関しては宮坂宥JJ持f密教世界の構造j(ちく

ま学芸文庫， 1994年)0

15 なお空思想に関しては梶山雄-r般若経空の世

界j(中公文庫， 2002年)をも参照。

16 ヴェーダある pはウパニシャツドに関して，邦訳テ

キストは辻直四郎編 fウ守エーダ・アヴェスターj(筑

摩書房「世界古典文学全集 3J，1967i:f:.)。解説は辻

直四郎 fウパニシャツドJ(講談社学摘文庫， 1990 

年)。

17 服部正明 f古代インドのや11秘思想J(講談社学術文

!車， 2005年)， 24-39真。

18 以下，プラトンおよび古代哲学に関してはP.-M

シュル fプラトン 作品への案内J(花田圭介訳，

岩波書庖， 1985fJ三)，および荻野弘之?哲学の原風

景J(NHK 出版， 1999年)，同{哲学の饗宴J(同

2003年)。

19 プラトン主義の展開については，A.ラウス『キリス

ト教科1秘思想の源流J(水落健治訳，教文館， 1988 

年)。

20 オリゲネスおよびオリゲネス主義と教父たちに関

しで~~，吉本久協:~較λヒ蚤制 r(百五言!jゼ出品販，統

世社， 1990年)，小高毅{オリゲネスJ(創文11，1984

年)。

21 テキストは Dicseη・etekaz Urat!， Nyiregyhaza 1994. 

22 To proseukhetari mou， Thessalonike (出版年記載なし)

およびMolitvennikSpasi Dusu Svoj弘Presov2000. 

23 なお本稿と同様，ビザンツ神学から仏教を扱った論

考として，拙稿 rr神化jと「即身成仏j一東方キ

リスト教判1学から見た密教思想-J(rエイコーン』

第25号， 67-83頁，新世社 2002年)および「ギ 1)シア

教父と般若思想、J(筑波大学文芸・言語学系紀要[文

塾言語研究 文欝篇J44， 1-19，2003年)を参照。
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