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[特集 危機における思想・文化}

スロヴァキアの春

『東方教会法典』の競定と現代の「殉教者Jたち-

序.

筆者は111三年度の本誌に「伝承とi主l際性一ハン

ガリーのギリシア・カトリック教会-Jと題す

る拙稿を掲載した (W比較文化研究j第 3号， 26 

-36頁， 2007.3 ;以下これを拙稿Bとする)。こ

れは， 2005年から2006年にかけて筆者が従事し

た在外研究の成果報告を兼ね，ハンガリーや l=j=l

欧諸留に広がる「ギリシア・カトリック教会J
(以下本稿では適宜 GKと11搭す)の史的111告JZsを

車IlJに，彼らの現代世界への対応のあり方に関し

て，われわれが学ぶべき点を紹介したもので

あった。

この拙稿 Bの発表後 l年も経たないうちに，

現在ハンガリーの隣国であり， 1日大ハンガリー

王国の一部を形成していたスロヴァキアにおい

て， :j:1l¥稿の内容にも関わる新たな国際状況が生

じた。これは歴史を遡れば 本号の特集テーマ

「危機における思想・文化jとも大いに関係す

るトピックとなった。

一方遡って f比較文化研究jの創刊号に，筆

者は rr東方カノン法Jの世界へーポーランド・

クラクフを通しての法比較論的断想と題す

る拠稿を載せた (W比較文化研究j第 l号， 18-

30頁， 2005.3;これを拙稿Aとする)。この拙

稿 Aは， 1990年にヴァティカンより発布された

f東方教会法典jの紹介を兼ねて，ヨーロッパ

における市民法と教会法の関わりの中で展開さ

れてきた教会法典の歴史を概観するものであっ

た。今回生じた「新たな状況Jとは，この「東

方教会法jの規定に沿ってなされた改変であり，

本稿では，この拙稿Aの内容を踏まえ，かつ拙

稿 Bに加筆すべき簡所を参照しつつ，以下の記

述を進めることにする。

秋山 学

1 2008年 1F.l30日の決定

2008年 l丹30日スロヴァキアのギリシア・カ

トリック教会に関して，現教皇ベネディクト 16

i立により，新たな組織変更が発表された。ヴァ

ティカン放送の公式 Webページ(ノ 1ンガリ一語

版)Iには，次のような記事が掲載されている。

1) r教皇ベネディクト 16-1立はスロヴァキアの

ギリシア・カトリック教会の新たな組織整備

に関して，ビザンティン典礼プレショフ市教

立を「管区大弓教J区に昇格させ，ヤーン・

パブヤック・プレショフ司教を管区大司教に

任命した。間11寺に教皇はビザンティン典礼コ

シツェ使徒}11~代牧区を司教IRに昇栴させ，プ

レショフ大司教ほの属教|又とした。 iXj教|又の

初代司教には現在の使HËg~~:代牧者ミラン・ハ

ウトウルが任命された。さらに教室はピザン

ティン典礼カトリック教徒のため，新たにブ

ラティスラヴァ司教区を設立し，これもプレ

ショフ大司教区の属区とした。初代司教に

は，これまでブラティスラヴァ型十字架称賛

教会主任司祭であったペテル・ルスナックが

任命された。この決定に伴い，スロヴァキア

のギリシア・カトリック教会は「管区大司教

自治教区Jの地位を獲得したJ。

同ハンガリ一部局Webページは，あわせて教

会法上の規定に関わる以下のような解説を付し

ている。

r(上記の)r管豆大司教自治教会jとは，同

じように「管区大司教jと呼ばれるラテン典

礼教会のものとは，組織・活動上の観点にお

いて異なっている。「管区大司教自治教会j
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は，司教i玄・司祭図・修道士・一般信徒の総

体により自治教会を構成し，独自の典礼-神

学・霊性-教義上の伝承と典礼形態とを有す

る。その頂上にはローマ教皇によって指名さ

れた管区大司教が立ち 彼は自らの管区の域

内では，教会法によって規定された権限を，

司教・司祭i支1.修道士・一般信徒に対して有

する。管区大司教の職務においては，聖職者

による諮問会議がこれを補助し，この会議は

一定の問題を的経に決議するために. 11寺室に

応じて大司教が召集する。現在，管区大司教

自治教会としては 3つが数えられ，エティオ

ピア・ jレテニア・スロヴァキアが該当するj。

向じくルーマニア部局 Webページは同国

の GK教会の現勢について「信徒350000人，司

祭374人.254小教IR.フレショフのセミナリウ

ムには75人の神学生が学ぶjと伝えている。

さて，上掲の記事 1)には，当然のことなが

ら教会法，それも東方典礼教会法の専門用語が

頻wしている。その典拠となっている「東方教

会法典jの紹介を筆者が試みたのが，上の「序J
でも記したように拙稿Aである。本稿では後ほ

ど，この「東方教会法典Jから条文を引きなが

ら，新しい決定の意義を問うことにする。

スロヴァキアは.1918年10月にオーストリ

ア・ハンガリ一二重君主国が第 l次世界大戦で

の降伏宣言をおこなったことに伴い，ハンガ

リーからの独立を架たした。この際には「チェ

コ・スロヴァキア共和国Jとして独立している。

その後第 2次|立界大戦をはさんで微細な国境変

動を経験し，カールパートアルヤについては第

2次位界大戦後にソヴィエト連邦に割譲してい

るが，基本的には第 1次大戦以降チェコとの連

邦fljljを男女いてきた O だが1993年 l月にチェコか

ら分離独立し，史上ぬはじめて単独で、の国家と

なった。われわれには「チェコ・スロヴァキアJ
とpうイメージが強引、が /¥ンガリーが10iJJ:キ己

ごろ 1:1:11t¥にilli進して定住した際に，スロヴァキ

アはすっぽりと大ハンガリー王国の領地に組み

込まれてしまった O したがって，元来言ー語もほ

とんど異ならなかったであろうチェコとは以降

学

の歩みを異にする。スロヴァキアの各都市はハ

ンガリ一語による|日来の名を有し(プレショフ

はエペルイェシュ コシツェはカッシャ，ブラ

ティスラヴァはポジョニ，など)• ~FJすにはハン

ガリ一人が南部を中心に居住する。国民総人口

約500万人の l部はハンガリ一人である。筆者

が籍を置いたハンガリー・ニーレジハーザ市の

神学技研究所にも スロヴァキアのハンガリ一

人がやって来ていた。!日大ハンガリー留のなか

にスロヴァキアを置いてみることは，学問的に

は十分な意義があると考えられよう。

今回の件を，スロヴァキア GKのサイトは 3一

様に喜びとともに報じている。~、下にその一部

を紹介しよう。

2) r新たに設立されたブラティスラヴァ司教

区は，スロヴァキアの西部およびl令部を管轄

亙とする。新司教豆は 実際には10小教区を

含む。それはブラティスラヴァ， トレンチー

ン，ニトラ j¥'ンスカー・ビストリッツァ，

ブレズノ，ス、、ヴオレン，テ)L--ガ-)レト，シュ

ミアッツ，ズィリナ，マルティンである。ピ

ザンティン典礼に拠る型{本礼儀は，他の都市

すなわちトゥルナヴァ，ピエシュチャニ，コ

マーjレノ，フ。リエヴィジャ. )レジョンベロク

それにリプトフスキー・ミクラーシュでも執

り行われている o 2001年の国勢調査では，こ

の区域で14641人が自らを「ビザンティン・カ

トリックjだとしている。しかし公的には，

東部スロヴァキアに居住しながらTLEj部および

中部スロヴァキアで働いたり学んだりしてい

る多くの人々や，誤って自らをローマン・カ

トリックだとしているビザンティン典ネしカト

リックの信徒たちは この 1:1:1には合まれてい

ない。新司教座は ブラティスラヴァの型卜

字架称賛教会 (I司市東部 r8月29日」通り)

に震かれるJ。

ここで再びスロヴァキアに関する概説を加え

るならば¥fJI在スロヴァキアには 8つの州が

設けられている。それらは，東部 コシツェ，

プレショブ 中 f~l) / '¥ンスカー・ピストリ
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ツァ，ズィリナ 西部 ブラティスラヴア，ト

ルナヴア，ニトラ， トレンチーン のように分

類される。 GKによる新しい教区区分では，プ

レショフ大司教乏がプレショ 71'1-1，コシツェ司

教区がコシツェ州を管轄する一方，新しく建て

られたブラティスラヴァ司教区がそれ以外の 6

つの州を統括するということになる。スロヴア

キアのギリシア・カトリック教徒の居住地が東

部に集'i:tしている実情を反映・配慮、したものと

いえよう。

スロヴァキアのサイトは おむすてブラティス

ラヴァ新司教の横顔を次のように紹介する O

3) I新しく司教に任命されたペテル・ルスナッ

ク神父は， 1950年 9月6Elにフメンネーで，

ビザンティン典礼カトリックの司祭の家に生

まれた。一家は社会主義政権の下で、激烈!な迫

害を受けた O 彼はブラティスラヴァにあるコ

メニウス大学のローマ・カトリック神学部一

社会主義政権下のスロヴァキアにあってlIif~-

認可されていたカトリック大学ーに学んだ。

1987年 6月14日に司祭に叙階され，いくつか

の小教区，すなわちカピショヴァー，プレ

ショフ，ヴラノフ・ナド・トプルー，ペトロ

ヴァー，パルデヨフで教立管理者として活動

した。 2003年からはブラティスラヴァの主任

司祭であった。 1990-1993年にはプレショフ

の神学院の霊的指導者 1994-1995年には司

教庁秘書， 1995-1998年には司教代理， 1990 

年から2003王子にかけてはプレショフ大学ギリ

シア・カトリック神学部にて司牧村i学と説教

学を担当した。長らく典礼委員会のメンバー

を務めているj。

この 3)に現れる「プレショフ大学ギリシア・

カトリック神学部Jは 1880年に当時のプレ

ショフ司教トート・ミクローシュ(1833/1876

-1882)により同市に設立された 5。この神学

院は，後に述べる体制のもとで1950年に正教会

の管理下に置かれたが， 1990年社会主義政権の

崩壊とともにギリシア・カトリックの神学院と

して復活し，コシツェのノfヴォル・ヨゼブ・サ

ファリク大学に併合された。 1997i~三 l 丹，スロ

ヴァキア政府による布告により新しくプレショ

フ大学が設立されることとなり，コシツェの神

学校はここに入ることになった。 2005年から

は，プレショフ大学ギワシア・カトリック神学

部として知られている。聖書学-教会史・教会

法・哲学・実践者11学・教育学・組織神学の 7専

攻より成る。

上の 2)および 3)の記事にも，教会法 1:の

語釈が必要な館所が散見される。先の~'/1l稿A で

は，ラテン誌で記された「東方教会法典」の条

文そのものには踏み込むことができなかった

が，本稿では，ラテン訴から条文の訳出を試み

つつ説明を加える。以下条文体のものは，特記

しない líJ~ り「束 }j教会法典j の条文である。ま

た，1)と 2)はおもに組織上の変改を{ぷえる‘ a

プ'J，3)の前半部には，新日j教がこれまで総てき

た~~~: 9m~の道のりを組合する J文が認められる。

本稿で以|ごに記すのはこの 2つの内符に|却して

であり，それはすなわち，今11:11 ①何がどう変

わったのか ②なぜそのように変わったのか

というーてつの向いへの11:11答となるものである。

rr r東方典礼カトリック教会」の分類

で、は上の記事に関して，必要な説明を加えて

ゆくことにしよう O まず「ギリシア・カトリッ

クjという組織については，拙稿 Bの序部にお

いて紹介し，次のような分類表にまとめた(訳

語に関しては!日稿から適宜修正を加えである

が，一々注記することはしなp)o

1 .総司教 (patriarcha)による組織 ;aアルメ

ニア bカルデア Cコプト dマロン e 

メjレキト， fシリア

2.大大司教 (archiepiscopusmaior)による組

織 ;aシリア・マラノりレ， bウクライナ， c 

シリア・マランカラ d)レーマニア

3.管i玄大司教 (metropolita)による組織;a 

エティオピア， b)レテニア

4 .自治教会 (ecclesiasui iuris);aアルパニア，

bブルガリア， cギリシア， dノ1ンガリー， e

イタロ・アjレ)¥ニナ， fクロアティア， gマ

ケドニア， hロシア， 1スロヴァキア
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ここで最後に記した「スロヴァキアjが，今

回の決定に伴い，グループ 4. からグループ

3. に昇格したわけである 上記の表における

分類は， 1990年に完成した新しい f東方教会法

典j(Codex Cω20num Ecclesiarum Orientalium ; 

CCEO) 6に沿ったものであった。本稿では今回

のスロヴァキアの出来事を理解するため，これ

までスロヴァキアと同様 4.のグループに分類

されていた 4dハンガリーの GKの状況を適宜

参照することにする。

さて「東方教会法典jは 全部で30部より成

る。前半の10部に関して あらためて項目だけ

をここに掲げておく。

序 (cc.l-6) 1.全キリスト信徒の権利と義

務について(cc.7-26) 2. 自治 (suiiuris)教会

とその典礼 (cc.27-41) 3.教会の至高権威

(cc.42・54) 4.総司教教会(cc.55-150) 5.大

大司教教会(cc.l51-154) 6.管区大司教教会と

他の自主教会(cc.155-176) 7. 司教i玄と沼教

(cc.l77-310) 8.代牧区と代牧者 (cc.31l-321)

9. 自治教会の位|詩集会 (cc.322) 10.教役

者(cc.323伶398)

ローマ教皇を首長とするカトリック教会に

あっては，東方典礼カトリック教会は基本的に

「自治教会jとなり さらに典礼の様式によっ

て下位分類がなされる O このことは!司法典の第

27条から第28条にかけて次のように説明され

ている。

Can.27 1""キリスト信徒の交わりは，教会の至

高権威が「自治的Jと明言しあるいは暗黙のう

ちに了解する位Iq~ffjlJのうちに，法規定によって

結ばれている O この交わりは，本法典では「自

治教会」と 11乎ばれるJ。
Can. 288 1 1""典礼とは，聖務執行，神学，霊

性および教義上の，また民族の文化および涯史

的に付随した出来事により規定された伝承で、あ

る。これは，個々の自治教会がもっ生ける信の

固有のあり方により表現されるJ。
Can. 288 2 1""この法典で扱われる典礼とは，

f守記しないかぎり，アレクサンドリア，アン

ティオキア，アルメニア，カルデアおよびコン

スタンティノポリスの伝承より発する典礼を意

学

昧するj。

この第28条第 2項に現れる諸伝承に順次ナン

バリングを施し，①アレクサンドリア②アン

ティオキア③アルメニア④カルデア①コンス

タンティノポリス とするならば，上記分類表

のなかで，1.はそれぞれ a③， b ④， c ①， d 

②， e ①， f② 2. はそれぞれ a④， b ①， c 

②， d① 3. はそれぞれa①， b①， c① 4. は

すべて① となる。①として分類されるもの

が，いわゆる「ピザンティン・カトリックjな

いし「ギリシア・カトリックJ教会と呼ばれる

ものに該当する。

今回のスロヴァキアのような上{立のグループ

への「昇格jがしばしば行われることについて

は， ~:m稿 B の中でも触れた。その実例として

は， 2005年 2月10日付けでのシリア・マランカ

ラ教会，および2005年12月168付けでのルーマ

ニア教会をめぐっての いず、れもグループ 3.

からグループ 2.への昇格を挙げておいた。

本稿において「管区大司教Jの訳語で表され

る位Iq~ は，ラテン典干し教会法w!でも第435条以

下に現れ弱者の原語は metropolitaである。

ラテン典礼教会では，これは「大司教jと一致

する場合が多いが東方Øl!礼教会の位Iq~では，

上記分類表のなかで 2. と3. とが「大司教J
(区)に該当する。一方 4. 自立教会 (ecc1esia

sui iuris)の首長は「司教Jである。現ハンガリー

のギリシア・カトリック教会はこの分類に属し，

同国エステルゴム(・ブダペシュト)のラテン

典礼首座大司教を「管区大司教J(metropolita)と

して，その下部組織となっている。この現状は

いささかいびつではあるがラテン典礼教会

法が「大可教jに対して「管区大司教Jの語を

も充当しているために ハンガリーのような

ケースにあっても東西をつなぐ紳として有効な

規定となっている。

m I東方教会法典」の条文に沿って

「東方教会法典Jの前半部では，東方教会に国

有な教会位階制のシステムが)1原に解説されてい

る。今回のスロヴァキアでの組織改変は，おも

にこの位|籍出Ijに関わる o f立階市IJについては，上
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に掲げた「法典jの第 3部から第 7部にかけて

説明がなされる。第 3部の「教会の至高権威j

とは，事実上ローマ教皇たるローマ湾教を指

し，以下順次「総沼教教会J(第 4部)， r大大司

教教会J(第 5部)， r管区大司教教会jおよび

rf也の自治教会J(第 6部)と続く。第 6部にお

ける「他の自治教会jの内実を構成するのが

「奇教区と司教J(第 7部)である。

第 3部「教会の至高権威j第42条以下では次

のように記されている。

Can.42 r主が定められた通り，聖ペトロと彼

以外の使徒たちが一つの使徒i主を形成したよう

に，これと同じ原則により，ペトロの後継者で

あるローマ教室と，使徒たちの後継者である司

教たちは，互いに結ばれているj。

Can.43 rローマ教会の司教には，使徒たちの

筆頭であるペトロだけに主が委ね，またその後

継者たちに伝えられるべき職務が留まってい

る。彼ローマ司教は司教団の頭であり，キリス

トの代理であり，地上における普遍教会の牧者

である。それゆえ彼は 自らの職務に対する至

高にして完全かつ直接的な力と，普遍教会にお

ける恒常的な権限を享受しており，彼はこれを

つねに自由に行使することができるj。

次に第 4部「総司教教会jには次のような規

定がある。

Can.55 r古代に遡り，すでに初期の公会議に

よって認められていた教会の伝承にしたがい，

教会のうちには総司教の制度が有効で、ある。そ

れゆえ東方諸教会の総話教には特別の栄誉が付ー

与されねばならない。彼らは各々の総司教教会

に対し，いわば父そして頭のように，これを統

べるJ。
Can. 578 1 r総司教教会の設立，再建，改変

および解消に関しては，教会の至高権威がその

権限を保有する」。

そしてi向司音部1)第 l章「総司教の選l出j

記される O

Can.63 r総司教は，教会法上，総司教教会の

奇数総会において選i出されるj。

Can. 768 1 r総高教教会の司教総会は，総会

書簡を通じ，総司教選出と着座とが法規約に執

り行われ，信仰の告白と，自らの職務を忠実に

果たすことの公約が，新総司教によって総会の

場で定められた定式に則って行われたというこ

とを，できるだけ早くローマ教室に通知せねば

ならない。選出lが執り行われたということに関

する総会警簡は，他の東方総司教教会の総司教

たちにも送付されねばならなしリ。

8 2 r新総司教は 自らの手で署名した審絡

を通じ，ローマ教室より，できるだけ半く教会

としての交わりを要求せねばならなLリ。

歴史的に見ると，総沼教は古代地中海tll:界の

五大司教区制に由来し，ローマと他の司教}]Eと

は対等でありかつ相互に一致していた。後に

ローマ司教が首都司教としてその筆頭性を強く

主張するようになる。現在の D#:)j典礼カト

リック教会」は，古代における，--ー致性Jを顧

みてこれを最重視し，ローマ司教の首位権を認

めている。「総誌教jが持つ特別のJillf立と， ":011寺

にローマへの恭j駁とは 総司教がその教|丘の6]

教総会において選t'JI，されるという自治椛を認め

つつも(第63条)，ローマ教皇への詩的1による報

告を必須とし(第76条) かつ設立等の椛絞は教

室が持つ(第57条)という尚lui牲を備えた規定

において明らかにされている。

総沼教教会内には， ド部組織として「管区大

司教教会Jが霞かれうる。同部第 6章[総司教

教会の管区大司教jから引いてみる。

Can. 1338 1 r総司教教会の亙域内のある鼠

区を管轄する管i豆大誌教は この属区の司教区

内に，共通の権利により彼に付与されている事

柄のほかに，次の職能を有する。すなわち，

1 0 属区の司教を 正当に定められた期間の

'1=1で，第86条第 1項第 2に基づき指名し着座さ

せること。

2
0

管区大司教総会を 総司教教会の司教総

会により定められた|時期に召集し，そこで扱わ

れるべき議題を適宜定め，総会を主宰し，これ

を移動させ延期し 中断し解散させることj。

そして第 5部「大大司教の教会Jには次のよ

うに記されている。

Can. 151 ，-大大司教とは，教会の至高権威に

よって定められ認められた教座の管区大司教で
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あり，彼は総司教涯の地位を授けられていない

東方自治教会の域内すべてを管轄するJ。
Can. 153 S 1 r大大沼教は 63条から74条の規

定に沿って選，tされるん

S 2 r被選出者の受諾後，大大南教教会の司

教総会は，総会書簡を通じて，選出が法規約に

執り行われたことについてローマ教室に報告せ

ねばならない。被選出者本人は，自らの子で署

名した欝簡を通じて，ローマ教皇から，自らの

選出の追認を要求せねばならなpJ。

この第153条第 2項の内容は先の第76条と同

様であり，大大司教は総司教に速なるものであ

る。そのことは次の第154条に見える。

Can. 154 r大大司教は，総主j教に直接次いで，

自らが管轄する教会が大大南教教会として建て

られた順序に従い，栄誉の卓越性を有するJ。
つまり大大司教は総司教と伺様，教区内の市

教総会によって選出され(第63条)，歴史的な差

異のみが両教区の相違であると理!解される。次

に第 6者1)r管区大司教自治教会とそれ以外の自

治教会jの第 l主主「管区大司教自治教会jには

こう記されている。

Can. 155 S 1 r管区大司教自治教会は，定め

られた教鹿にあって ローマ教室によって任命

され，高位聖戦者の協議会により教会法に則っ

て支持された管i豆大司教がこれを管轄するj。

S 2 r管区大司教自治教会を設立し，変改し，

解消させ，またその管轄区域を一定の境界線に

よって規定する権1浪は，ひとり教会の至高権威

に属するJ。
この[管区大司教jに関しては，上掲の「総

司教jあるいは f大大言j教Jとは異なり，その

任命はローマ教皇が行うわけである。次の第

156条には，古代に遡る rJ ¥ッリウムJ，すなわ

ち大司教以上に授けられる肩衣についての規定

がある O

Can. 156 S 1 r司教叙Iq~ より 3 ヶ月以内に，

あるいはすでに市教として叙Iq~ されている場合

には着座から計算して 3ヶ月以内に，管区大司

教は，ローマ教皇にパッリウムを求める義務に

よって拘束されている O パッリウムとは，彼の

管区大司教としての権能の微であり，また管区

学

大苛教自治教会がローマ教室とまったき交わり

を有していることの徴だからであるJ。
S 2 rJ ¥ッリウムをまとう以前には，管区大

向教は高位聖職者会議を招集したり，司教を叙

階したりすることはできなしリ。

第159条には，同じく管i豆大司教が司教と異

なって持つ権限が規定されている。

Can. 159 S 1 r自らが管轄する管区大司教自

治教会において，管区大司教は，ローマ教皇に

より定められた共通の権利あるいは悶有の権利

により彼に付与されている事柄のほかに，次の

職能を有する。すなわち，

1 0 1司じ教会の需教を 正当に定められた期

間の中で，叙階し着座させることj。

すなわち管豆大司教は 自ら司教を叙階する

ことができるのである O 一方ハンガリーを含

め， r管区大言教教会j以上の地位を与えられて

いない東方典礼カトリック教会は，基本的に

「第 2章 それ以外の自治教会についてjに含

まれることになる。

Can.174 r総司教教会・大大司教教会・管豆

大苛教教会のいずれでもない自治教会は，ロー

マ教皇によって定められた共通の権利・国有の

権不iJの規定に沿ってこれを管轄する高位型職者

に委ねられるj。

Can.175 rこれらの教会は，使徒産に直接依

存する。しかるに第159条の第 3項より第 8J真

に定められた権利と義務とは，使徒住より派遣

される高位聖職者がこれを行使するj。

彼らの首長すなわち苛教の指名は，すべて

ローマ教皇によるわけである O 司教と司教区を

めぐっては，次の「第 7部 弓教区と可教につ

いてjでも続けて説明される。

Can. 177 S 1 r司教区とは，神の民の一部分

であり，司祭の協力により可牧されるべきもの

として，牧者lこ{寸き|鰭い，福音と感謝の典干しの

ために聖霊のうちに集められ，個別の教会を形

成するよう司教に委ねられたものである。その

うちには，ーにして聖 公にして使徒約なるキ

リストの教会が真に内在し，機能するJo
S 2 r司教区の設立 変改および解消に|捺し

ては，総司教教会の区域内にあっては第85条第
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1項が遵守されなければならない。それ以外の

場合には.PJ教区の設立，変改および解消は，

nit-使徒座のみがこれをなしうるj。

第179条は「名義高教jについての条項である。

Can. 179 ，111m人の名において管轄されるべき

司教区が委ねられていない場合，教会において

その司教が別のいかなる職務を現在ないし過去

に果たしていようとも，そのような司教はく名

義可教〉と呼ばれるj。

基本的に「司教jの指名は，総司教区内，な

いしそれに順ずる大大司教区内での選出を除

き，ローマ教皇によってなされる O

Can. 181 ei 1 ，総司教区教会の域内で、は，空位

となった司教座ないしその他の職務を満たすた

め，司教は，他に共通の法によるj!JIJ約がない限

り，第947条から第957条の規定に照らし，法的

選出によって任命されるj。

ei 2 ，それ以外の話教は，第149条および第

168条に貿iJり，ローマ教皇によって指名され

るJ。
Can. 181 ei 2 ，総可教亙教会以外の司教は，第

149条および第168条に員Ijり ローマ教皇によっ

て指名されるJ。
ここに挙がる第149条および第168条とは，司

教の選U~I に際しての以下のような規定である。

Can. 149 ，総司教区教会による直結領域の外

の司教区司教，協働司教ないし締佐司教の職務

を満たすため，総司教区教会の司教総会は，司

教選 lj~1 に関する教会法規定にEl?:l らして少なくと

も3人の司教候補者を選出し，総司教を通じて

ローマ教皇に，指名を委ねるために提出する O

その撚には，いかなる仕方によってであれ，こ

の候補選出の結果を知っている者すべてによっ

て，秘密が守られねばならな~ ) 0 これは候補者

たちのためにも行われるものであるj。

Can. 168 ，管区大司教と司教の指名に関して

は，高位聖戦者協議会が各々の場合について，

少なくとも 3人のふさわしい候補者の名簿を作

成し，これを使徒}主に送付せねばならない。そ

の際には候補者のためにも 秘密を守らねばな

らな p。この名簿を作成するに当たっては，高

位聖職者協議会の構成員が，もし有益であると

判断したならば，教会の必要性と候補者の司教

職への特別な天分について，ある司祭ないし学

知に長じた他の信徒たちの意見を求めることが

できるj。

以上を総括すると、東方典干しカトリック教会

では，古代に由来する総雨教区fljlJが尊重され，

それに連なるものとして大大司教教会という区

分が定められている。総司教と大大科教は司教

総会で、選出され，それらの域内の司教は当該教

i玄の司教総会で、選l出iされるが10 これに次ぐ管

区大司教区以下の組織にあっては，域内での司

教は教皇によって指名され，管区大司教も教皇

が指名する O 管IX大司教教会および「その他の

自治教会J域内の司教候補者としては，斗河i可j該教

i底玄の高位型i戦賊者会議が 3名の候宇布謝補il市n子者高詫-名簿を;提l提楚i

する1権?在五利を有するが ロ一マ教阜には，そこに

挙がつていない人物をJ指告名する椛不利!リjがi椛i前能G住似:討{保栄され

ている 11

では「管医大司教jと，p・!救」のえそうヰはどこ

に存するのであろうか これはおう論からパえ

ば.，(単独で)司教の叙備をなしうるかどうかJ
という典礼学 i二の相違ということになろう。行;

区大市教以上が司教の叙情を行うことができる

という点については 七つの秘跡をおもに扱っ

た[法典j第16部にその記載がある O

Can. 744 ，ただ司教のみが，その両手による

按手と，教会によって定められた祈祷によっ

て，聖なる叙Iq~ を有効に執り行うことができ

るj。

Can. 745 ，可教の叙Iq~は，ローマ教皇，総司

教，ないし管医大司教の権限の規範に留められ

ている O すなわち 誰かを司教として叙Iq~する

ことは，事前に法的な命令として定められてい

ない限り，いかなる司教にも詐されなpJ。

市教が可教の叙!15に携わることは，司教 31=1

によってはじめて可告Eとなる。

Can. 746 ei 1 ，特別の必要性がある場合を除

き，司教は 3名の司教によって叙階されねばな

らなpJ。

ei 2 ，第二-第三の司教は，叙Iq~ を行う第一

司教と!司ーの自治教会に属す司教の臨席がutわ
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ない場合，他の自治教会の者であってもかまわ

ないj。

すなわち，第二・第三の司教は東方典礼でな

いラテン典礼の誌教でも差し支えない。このこ

とはハンガリーのハイドゥードログ司教区で実

際に行われてきた。ハンガリーの教会は第174

条から第176条に規定された「その他の自治教

会Jに属するが，現在 1司教座(ノ1イドゥード

ログ)および 1使徒座管理区(ミシュコjレツ)

より成る。 i弓国では1980年以降，ハイドゥード

ログの GK司教による教会法上の管斡:権が，ミ

シュコルツ使徒産管理区を除くハンガリ一国内

全域のギリシア・カトリック教徒に及んでいる。

ミシュコルツ使徒座管理者はハイドゥードログ

司教が兼務してきたため，事実上，国内の GK

教徒たちはハイドゥードログ司教の下に一体と

なった共同体を形成している。それゆえハンガ

リーでは，たとえば司教が75歳の定年を迎えて

退任した場合(第210条) 次代の新司教を叙I~き

するためには，同じくビザンティン典礼を奉ず

る他国の司教による司式を仰がざるを得ない。

たとえばドゥダーシュ・ミクローシュ司教

(1902/1939--1972) 亡き後を縦~Pだティムコ・

イムレ司教 (1920/1975--1988)の場合，隣国

クロアティアのピザンティン典礼クリジェフ

ツィ認教区セゲディ・ヨアヒム補佐司教

(1904/1963--1984/2004)が，カロチャ大司教

およびエゲル大司教 (pずれもラテン典礼)の

1:議席のもと， 1975年 2 月 4 日に叙I~~式を執り

行っている。

ν 「列聖・安IJ福」について

ところで，ハンガリーとスロヴァキアのギリ

シア・カトリック教会は 統計資料で見る限り

信徒数等規模の上で、それほど差があるとは考え

られず，スロヴァキアの教会がやや上回るか，

という程度である。どちらも総信徒数はほぼそ

オ1 そ~~1-2575-3575で、あろう。これまでどちらも

1司教座を持ち，またどちらも-今回スロヴア

キアがいち早く実現したように-3教区の設置

による 1管区大司教区の設誼(昇格)を希望し，

それに向けての準備を進めてきたといわれる。

学

ただハンガリーは 初代キリスト教聖王のイ

シュトヴァーン (977/997 --1 038)が， 1038ii三

の死没直前に，国土全体を聖母に奉献したとい

う史的事実を持つ。したがって，上で、も触れた

ようにエステルゴム(・ブダペシュト)のラテ

ン典礼首座大司教が国内の GKをも管轄してい

るという点こそ，逆にハンガ 1)ーの特性とも言

えるわけで，このような構造は今後も変わらな

いのかもしれない。これに対して， 2008年 1月

30B以前のスロヴァキアの GKでは，プレショ

フ司教丞は上部管区大司教区をもたず，使徒座

直轄であった。今回，スロヴァキアがハンガ

リーに先駆けて昇格を果たした背景には，この

ような制度上の相違が確かにあった。

けれども，この二つの留の GKの組織が今回

のような差異を生じることになった背景には，

もう一つ加の次元での歴史的問題が横たわって

いると思われる。両国とも社会主義時代，カト

リック教会が大きな苦難を被った国であり，ま

た国家単位でも，ハンガリーは1956年の「ノ1ン

ガリー動乱J，チェコ・スロヴァキアは1968年

「プラハの春jの挫折と，ソヴィエト連邦軍の

分入を招いた点で，共通するように見える。

もっともハンガリーのカトリック教会は， 1948 

年にカトリック教会付設の学校が留の管理下に

置かれたこと， 1950年には修道統の解散が命じ

られ，それまでハンガリーのカトリック教育の

中心として伝統ある役割を果たしてきたパーズ

マニ・ぺーテル大学神学部がわ1ンガリー神学

アカデミ -Jと改名させられたこと，などを除

けば，決定的な「迫害jという様相を帯びるこ

とはなかった。ミンドセンティ枢機卿(1892--

1975)の逮捕(1948)が大きな話題となったと

しても，結果的に彼は殉教の道を辿ることには

ならなかったのである。それに対してチェコと

の連邦を敷いたスロヴァキアでは，以下に記す

ように1950ii三4月28日の「ソボルj以i年， GK 

聖戦者の正教会への移籍勧告と，それに従わな

p場合の禁固}lIJなどの厳罰が徹底して行われ

た。この「カ jレヴァリオの道jのi時期は， 1968 

年「プラハの春jに伴う帰還許可が出されるま

で， 18年間にわたって果てしなく長く続いたの
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で、ある。

今回，規模的にそれほど変わらない二留の

GK組織のうち，スロヴァキアの昇格が優先的

に行われた背景には，第 2次大戦後にスロヴア

キアの GKが経験した苦難の重さを顧みる意味

があると考えられる。そしてこの事柄は，両国

が聖人，ないしその前段階としての福者を輩出

しているかどうかにほぼ比例すると言ってよい

だろう。本稿ではその具体例として，新たにス

ロヴァキアの GKから誕生した 3人の福者を，

後ほど伝記的に紹介する。

このような「列聖・列福運動jという件に関

しては，日本でも身近なかたちで行われる。

2008年11月24日には長崎で、「ペトロ岐部と187

殉教者jのヲIJ福が行われることが教皇JTにより

正式に発表された12。また上述のように，苦難

の度合いが相対的に低かったかに見えるハンガ

リーでも，上述のミンドセンティ枢機卿の列福

運動などが現在大いに盛んである。ただ現実に

は，ハンガリーよりもスロヴァキアから，殉教・

~iE聖の道を辿る者が多数生まれることになっ

た。

なお2007年11月2313. 24日の両日， 19世紀末

から20世紀初頭にかけて東方教会学振興のため

に尽力したイエズス会土ニコラウス・ニッレス

0828-1907)の没後100年を記念して，彼をめ

ぐる国際学会がハンガリー・ニーレジハーザの

ギリシア・カトリック神学院にて行われ，筆者

もi認識に参加した。二日目の大会では，スロ

ヴァキアのプレショフ大学ギリシア・カトリッ

ク神学部の学部長-司牧村1学講座教授を務める

ボハーチ・ベーラ前iにより， 1プレショフ司教区

における20世紀の証聖者および彼らへの典礼上

の崇敬jと題するハンガリー誌の口頭発表がお

こなわれたが，ボハーチ師のテーマはやはり，

福者ゴイディッチ・パーjしをめぐるものであっ

た13。次章では， (序部を除き)このボハーチ師

の主著J.1からほほと訳出する形で，スロヴァキア

の GKの歩みを辿ってみたい。ハンガリー側か

ら記した拙稿 Bとは異なり 本稿はスロヴァキ

ア側の視点、から記すため 現代スロヴァキアの

地名・人名はスロヴァキア諮表記を旨とする。

ただし，スロヴァキア内のハンガ 1)一人に関し

てはハンガリ一語表記とする。

V スロヴァキアのギリシア・カトリック教会

の歴史 1 )受難

1646年「ウジホロドの和約jにより，ルテニ

ア人 (1ルーシJ)たちはローマとの一致を宣言

した。今 13のス口ヴァキアならびにハンガリー

のギリシア・カトリック教徒たちは，事実上か

つてのjレテニア人たちに発している O ハンガ

リー王国下にあっては，ハンガリ一人・スロ

ヴァキア人-ルテニア人などの部分教会はな

かった O ルテニア人たちの民族意識は18・19世

紀にはすでに強くなく，スロヴァキア化・ハン

ガリー化が進んでいた。そして1818年 9p=j 22 

EI，教皇ピウス 7iit (第251代;在1800-1823)に

よりプレショフ司教庄が設立された。

彼らの教会に絡む問題は，第]次世界大戦が

もたらした。ルテニアの GKのi"iJ~数}~-~: (ムカ

チェヴォとプレショフ)はi刊行去，ハンガリ -1浜
からチェコ・スロヴァキア全員内に入った O チェ

コ・スロヴァキア共和国は カトリック教徒た

ちの生活を次第にi手|維なものに追い込んだ。ノ

ヴアーク・イシュトヴァーンjjJ教(1879/1914

-1918/1932)は，他の多くのラテン典礼司教た

ちと何様に迫害を受けた。代わって1927年，新

たに司教ゴイディッチ・ペーテル・パールが指

名された。それまではルスナック・ミクロー

シュ(1878-1954)とディオニーズ・ニャラディ

(後のクリジェフツィ司教;1874/1915-1940) 

が可教代理i.代牧者としての任務を果たした。

チェコ・スロヴァキア政府は正教会と良好な

関係にあったため，ギリシア・カトリック教徒

たちに対し，ローマとの|鶏係を絶つよう勧告し

た。こうして最初の試練がこの11寺期に訪れた O

第 2次世界大戦後ムカチェヴォ司教亙はソヴイ

エト連邦下に入り，チェコ・スロヴァキア領内

にはプレショフ号教区のみが残された。チェ

コ・スロヴァキアでは 主として i段 m~R が非常に

激しかった東スロヴァキア地域で，生活環境が

非常に厳しいものとなっていた(今日，この地

域はギリシア・カトリック教徒の大半が居住す
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る地域である)。彼らの住まい・聖堂の極めて

多くが破壊されていた。 1945年に，チェコ・ス

ロヴァキア政府・はカトリック教会に対し，これ

を弾圧する政策を取り始めた。その中心はチェ

コ・スロヴァキア社会党 CSKPであり， 1948年

以降その活動を活発化させ， 1950年には新たな

l主i家法に基づき，教会を完全に国家権力の下に

置いた。こうして恐怖政治のH寺代が始まり，社

会主義政府はギリシア・カトリック教会をすべ

てモスクワの正教会総主教下に誼く方針を決定

した。

1950年 4月28日， rプレショフのソボル(総

会)Jが召集された。参加者のほとんどは，いっ

たいそれが何の集会であるかを知らされずに，

ある者は，単なる村落の平和アピール大会だと

言われて強制的に呼び出された。「黒い鷲J(チ

エルニ・オロjレ)レストランの大志「自に入った

人々は，霊れ幕を見てこれが教会に反対-する集

会であることを察したが 出口が閉ざされてい

たため立ち去ることができなかった。この「ソ

ボルJに参加した者は「ウジホロドの教会合同J
(1646)の無効性と 正教会への復帰を合唱し

て受諾した。さらに人々は ロシア正教会に連

なること，ロシア正教会とチェコ・スロヴァキ

ア国家，ロシアの社会主義指導体ffjljへのエール

を送った。終了後 彼らは11fTを横切って司教館

へ進み，代表団はゴイディッチ司教に司教座の

鍵を要求した。司教は鍵を渡すことを拒んだた

め直ちに捕らえられ。裏口に連れて行かれた。

その矧に新しい教会の信徒らが，自分たちの主

教を先頭に立て，壊された扉から可教座聖堂に

入って来た。数日後，ヴァズィ jレ・ホプコー補

佐司教がliliらえられた。それ以外の GK司祭

は，正教会の司祭となるか，すべてを失うかの

選択を迫られた。このとき正教会への移籍に署

名したのは， 320名の司祭のうち30ijのみであ

り，それ以外の者は家族とともに18年間に及ぶ

苦難を選んだ。信徒の多くややI1学生，修道会も

同様であった。修道会に対しては，すでに 4月

13日から 14日にかけての深夜，f~何本が済まされ

ていた。布告により フレショフ司教区の資産

は法的にも新たな正教会に移管された。

学

「プレショフのソボルjは， GKの信徒たちを

して，初期キリスト教の信徒たちと同じ運命を

辿らせることになった。迫害・投獄・審問-拷

!謁，不当にして不正な一連の裁判がその内実で

ある。司教，需祭，信徒，学生，さらには嬰児

が苦難の道を選んだ。カトリック教会と，自に

克えるその首長に対して忠誠なまま留まった者ー

たちは，容赦なく大逆者の焔1=11を押された。投

獄されていたプレショブ司教の見せしめ裁判

が，他の二人のラテン典礼司教，すなわちスピ

シュ司教ヤーン・ヴォイタッシャーク

(1877/1921--1965)およびトルナヴァ補佐司

教ミハル・ブザルカ (1885/1938--1961)の裁

判とともに， 1951年の 1月10日から13日にかけ

てブラティスラヴァで関かれた。判決は，終身

禁I1illJfljであった。司教は牢獄から牢獄へと引き

ずり IfIlされ，レオポルドブで1960年 7月1713に

亡くなった。ホフコー補佐司教はお年の禁i歪IJflj

に処せられ， 1968年に釈放されたが， 1976年に

没した。

正教会への移籍に同意しない司祭たちは，ス

ロヴァキアを去らねばならなかった。チェコに

向かった第一のグループは まず投獄され，そ

の後出獄を許されたものの 481時間以、内にスロ

ヴァキアを去るようにとの命令を受け，チェコ

では定められた場所に住まわせられた。第 2の

グループは，祭義のj誌などで捕らえられ真i直ぐ

に引き立てられた者たちであった。 PJ祭たちの

支えはその妻たちであった。当局側は，もし妻

たちを説得すれば，司祭もi年参するだろう，と

踏んで、いた。しかし妻たちは夫との連座を恐れ

ず，買収に身を委ねることもなかった。移住を

強制された司祭たちは60年代にスロヴァキアへ

の帰還を試み，何人かは成功した。この時期，

司祭たちは密かに信徒たちの求めに応じ，秘密

の|揺れ場，すなわち屋根裏ー部屋や森の中で秘跡

を授けた。司祭たちが拘束されただけでなく，

神学生たちもセミナリウムから引きずり I~:} され

た。この期間を通じて セミナリウムの建物は

破j表され，その場所には劇場が建てられた O

牧者を失った信徒たちは 脅迫の拷問に挫け

ていった。勇敢だった者たちは強1Il1j労働を諜せ
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られ，あるいは捕らえられて当局の前に立たさ

れた。彼らの子供たちは中学校や高等学校へ行

くことができなくなった。しかし， 18年間にわ

たり正教会の司祭を受け入れなかった村々も

あった。 GKの信徒たちは，自ら聖体ネu義をfJl

り行い，司祭が声を挙げて祈りをl唱えるべき部

分では深く沈黙し，また再び信徒の祈祷句をi唱

えるのであった O 多くの家庭では，正教会に移

籍した司祭らが持ち去らなかった家族簿やミサ

nI~ ，他の型呉類を，この時期大切に保管してい

た。一部の信徒が正教会の可祭を受け入れた多

くの地区では，墓地，あるいは十字架のある場

所や個人宅などで 隠れて I~分たちの聖体礼儀

を行っていた。信徒たちは，この「粛清jの11寺

期，ほとんど一日じゅう 徹底した見張りのも

とに置かれた。 IH~獄や強制労働場あるいは家庭

でさえ，このようなj減しい圧政の下にあって，

司祭も{言徒もその多くが等しく命を落として

いった。だが奇祭も信徒たちも，この試練のl時

期は遅かれ早かれ終わりを迎えると確信してい

た。

そして彼らの希望と期待とは，現実のものと

なったのである。

VI 2 )復活

1968年は， Iプラハの春Jの年として広く知ら

れている O この年の 1月にアレクサンデル・ド

ブチェク(1921-1992)がCSKPの指導者となっ

た。彼は「人間の顔をした社会主義jのn品導者

として，政治的・社会的そして宗教的な領域で，

大きな改革を行った。その中には，なかんずく

「ギリシア・カトリックの法的回復jが掲げら

れていた。以前のギリシア・カトリックの小教

区は，もし望むならカトリックに戻ることが認

められた。 292個の小教区のうち， 205fllilがロー

マとの一致をIfi:I1夏した。これは， ドブチェクが

行った改革のうち，同じ1968年にソヴィエトが

侵入しでも存続した数少ない改革の一つであ

る。

4月101:1iこはコシツェで133人の司祭と64人

の信徒がヴァズィ jレ・ホプコー可教と再会を果

たし，ここで1950年におけるプレショフ総会に

よる決定と，それに伴う結果の無効性が公的に

発表された。さらに1968年 6月13日には，ギリ

シア・カトリック教会の解ー放が公的に認可され

た。 GK教会は1968年の初頭より，依然として

彼らに対し，いくつかの行動の実現を踏んでい

た重圧から，傾次解放されていっていた。こう

して 6月を迎え，ついに公的認可となったので

ある。司祭たちは自らの小教民にj実り，活動を

再開し，信徒たちも共に11干び反そうと努めた。

一世代の若者が，この18年間にJE教徒として育

ち，両親の教会や典礼についてはほとんど知ら

ないというがくかEになって tミたのである。また

者1$の若者は，ラテン典礼の信徒として育ち，彼

らにとっては逆ーに ピザンティン典礼のJiji-iiベぷ
言語(教会スラヴ話)は矢1-1られざるもの・ 1ft刊誌

なものであった。ラテン典礼教会はすでに，第

2ヴァティカン公会議 0962-65)の後， (IIEI 

語でミサを行っていたのである。かくして-!f

に復帰することがJll安であったが，これは必ず

しも}戎J;J]しなかった O

当時の社会的状況は，おのずから GKにも 1'1

然的解決をもたらした。信徒たちは再びJW'l;ぐに

赴き，司祭を11宇び戻した。これはちょうど復活

祭の頃に起こった。彼らは， 1:-1分たちの itJ祭と

ともに聖堂に反れるという JJ~実を桝iからの!場物

として受け止めた。村iに対する彼らの喜びと感

謝は，極めて大きかった。期待とは異なり，彼

らの牧者としては，それまでの補佐司教である

ヴァズィル・ホプコーではなく，ヤーン・ヒル

カ (1923/1969・1989-2002/ ) が{史j走!五百六~~女

者として着任した (1969i]三4)=J21:1)。ヴァズィ

ル・ホプコーはその補佐司教となった。

ヤーン・ヒルカの指名は かつてのワルシャ

ワ条約機構の加盟国が 民主化運動の進展を阻

むためにチェコ・スロヴァキアを i当官民していた

頃，平くも行われた。正常化に向けてのl時期が

白台まり，これは80i4三代の中ごろまであれ 1たO こ

のi時期には，わずか制限された数の神学生がブ

ラティスラヴァの神学部に受け入れられた O

教区長はこの後22年間にわたり，自らが管轄

している教会が，組織としては望ましくないと

いうことを知った。小教区や聖堂は，いまだな
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お正教会の資産を形成していた。極めて多くの

地域では，聖堂に関してもRJ祭館についても，

正教会と共用されるという状況が通常化してい

た。国家の指令で行われていることが，信徒た

ちの|習には単に緊張を増すだけであったc 復活

は起こリ，それは間違いなく神の賜物だったの

であるが，新たな生活の状況はまだ長らく，教

区を生かしつつもあえぐままにさせていた。し

かし80年代は新たな機運を生み，信徒も司祭た

ちも，あらゆる場で勇敢に立ちよがり始めたの

である。

「プラハの春jの概念と内容とが広く世に知

られているように 「ビロード革命jという概念

も世に知られるものとなった。これは1989年11

月17日にプラハで学生のデモと共に始まっ

た。これを国家権力は残忍に鎮圧したが，始

まった一連の流れ・社会の真の民主化を圧する

ことは，もはやできなかった。その進展は，教

会生活の自然な展開をもたらした。その一つの

頂点は，空位となっていた司教位を埋めること

であり，そのうちにプレショフ司教も含まれて

いた。 12月21日にこれに指名されたヤーン・ヒ

jレカは， 1990王子 2月17日にヨーゼフ・トムコ枢

機卿(1924/1979- )によってプレショフで

叙I~~ された。 2 年後にレデンプトール会士ミラ

ン・/¥ウトウ jレ(1957/1992・1997- )が補

佐司教に任命され ヤーン・ヒルカ・プレショ

フ司教自身が1992年 2月初日に司教に叙|話し

た。司教には司教館が返還されたが，それは恐

ろしい状態にあった。正教徒たちは，退去の|捺

に電気回線を壁から取り外して行ったのであ

る。沼教は，それまでそこでは正教会神学続が

活動していたかつての司教区孤児院も取り戻し

たO そして|習もなく その場所では GKの神学

院が活動を再開し，後にここにはセミナリウム

だけが残り，や[1学院は別の建物に移った。修道

会は，男子も女子も，新たな活力を得た。学校

では再び通常の宗教教育が始まった。 GKのい

くつかの小学校や中学校でも同綴であった。

チェコ・スロヴァキア|翠家は1993年 1月 1Iヨ
をもって終克を迎え，後継の二つの国家が誕生

した。チェコ共和国とスロヴァキア共和!I~Iであ

学

る。それゆえ聖産はチェコ領内に，当地の信徒

たちの便宜に適うよう プラハ使徒座代牧区を

設立した。その後まもなく 1997年 1月27日に

は，ピザンティン典礼カトリック教徒のより良

き南牧上の便宜を[z!って コシツェにコシツェ

使徒座代牧匿を設置し プレショフの補佐高教

で、あったミラン・ノ1ウトウノレ(1957/1992・1997

- )が代牧者に任命された。スロヴァキアの

教区にとって，一致して最大の出来事は， 1995 

年 7丹2Bに教皇ヨハネ・パウロ 2世がプレ

ショフを訪れ，このように試練の火をくぐり抜

けた共同体に対して敬愛の言葉を述べたことで

あった。翌自にはレヴォチャにおいて，教室は

当地のかつての司教たち すなわちゴイディッ

チとヴォイタッシャークを福者に挙げる手続き

中であることを公にした。プレショフ教亙では

ゴイディッチ・パール司教とレデンプトール会

管区長メトディク・ドミニク・トルチュカが，

2001年11月4日にローマにて列福された。さら

に2003年 9月14日にはヴァズィル・ホプコ一司

教が列福された。

なお旧稿 Bにも記したことであるが，新大陸

では，カナダにスロヴァキア人のための 1司教

区，すなわちオンタリオ州のユニオンヴィルに

司教座をもっ「シリル・メトディウス・トロン

ト奇教区jが1980年に設立され，現在その信徒

数は約25000人と推定される O 一方米国ではス

ロヴァキア人とルテニア人の区別はなされてお

らず，ルテニア典礼の教区として設置されてい

る。その結果， )レテニア典礼に関しては，本来

のカールパートアルヤではなく米国に主たる管

区大司教座が霊かれ ピッツパーグ管区大司教

区(1924-; 84小教区信徒60100人)を首座と

して，ノ¥)レマ}¥ッサイック，ファン・ニュイ

スという 3つの高教区がその属区となってい

る。信徒数は，ほぼ約10万人であろう。

四現代の「殉教者jたちー 1)福者ゴイ

ディッチ・パール(1888 -1960) 

前章に記したように 旧社会主義密では戦後

に行われた宗教的弾圧によって，数多くの信徒

が殉教の道を辿っている。大ハンガリー王留に
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おける GKの展開を概観した拙稿Bでは，現ウ

クライナ領カーjレパートアルヤ・ルテニア典礼

ムカチェヴォ使徒代牧区・司教であったトドー

ル・ロムジャ (1911/1944--1947)およびぺー

テル・オロス(--1953)について，その殉教の

次第を紹介した。 トドールは2001年 6月2713列

福され，オロスも現在列福調査l=i:tである。スロ

ヴァキアでは，直接に手を下されることはな

かったにしても，やはりギリシア・カトリック

教会が非合法化されるなかで唯一残された正

教会への転籍の道を選ばず 投獄される道を選

んだ司祭たちは少なくなかった。本稿ではこの

うち， 2人の誇教と 1人の修道司祭について紹

介することにしたい。上掲の教会史とは，重複

しつつも相補う箇所ーがあろう。

まずゴイディッチ・パール・ペーテル司教15

は， 1888年 7月17日にルスケー・ペクラニで生

まれた。父親のゴイディッチ・イシュトヴァー

ンは当地でギリシア・カトリック教会の司祭と

して活動していた。母殺のアンナは，著名なゲ

ルベリ家の生まれであった。後の司教は生地に

て1888年 7丹23EI(こぺーテルという洗礼名で受

洗する。初等教育をツィゲルカ，パルデヨフ，

プレショフにて受け 1907j:~三にプレショフにて

優秀な成績でその諜程を終えている。卒業Il寺の

援秀な成績以外に，そのすぐれた人格も，後に

高位聖職者となることを予感させるものであっ

た。やlJの召命に応え，彼はプレショフのセミナ

リウムに入る道を選んだ。長上たちは，このf憂

秀な神学生に勉学を続けさせるため，彼をブダ

ペシュトの神学院に送り i司!l寺に奇祭としての

養成のために首都セミナリウムに住まわせた O

彼は神学の勉学を1911年ブダペシュトで終え，

19日年 8 月 27 日プレショブにて司祭に叙I~g され

た。叙!若したのはヴァーィ・ヤーノシュ・プレ

ショフ司教 (1837/1883--1911)であった O 司

祭叙階以降，彼はツィゲルカにて父親を助ける

司祭として活動し，後に短期間，隣村ペトロ

ヴァーの主任司祭となった。 1912年 9月1日か

らはプレショフの学生寮の監守役 (prefektus)

となり，同時に GKの中学校で宗教を教え，さ

らに奇教館で数多くの公的職務に携わった。

こうして教区南祭としての前途を保証されて

いるかに見えたゴイディッチであったが，さら

に貧しさと謙遜，自己否定のうちに奉仕を全う

したいという大きな望みを抱き， 1922年 7)守20

日にチェ jレネックへジ(現ウクライナ領カール

J¥ートアノレヤ，ムカチェヴォ近交1))のパジリオ

修道会修道院に入った。しかしこの後，彼は

1926年 9月比日，プレショフ使徒康代牧者とし

ての職務に呼ばれることになる。新しい代牧者

の最初の公的な活動は 製キュリロス (826--

869)誕生1100年を記念して認めた討牧審熊で

あった。このスラブ人の使徒に似た護性のうち

に，彼は自らの活動を始めた。それは，常に

ローマに対して忠誠のうちにとどまり，ピザン

ティン典礼を愛すること，であった。 1927年 3

月7日にはハルパシュの名義沼教に妊命され，

司教叙階式は1927年 3汚251:1，ローマのML!クレ

メンス型堂で、行われた。

ローマから戻ると 彼はプレショフの教|又内

で，典子し・聖体礼儀そして準的指導の充実を

図った。信心の活動を支援し，男子・女子の修

道院を建てた。印刷物に大きな汀:意を払い，カ

テキズムに注意深く取り組んだ。学校や学生寮

を建て，プレショフには教区孤児院をかjり，彼

は万人の父親となった。

ゴイディッチは，平くからそして的確に，匡l

民の間に広がり行く危険な愛国主義的イデオロ

ギーを察知していた。司教はつねに，苦しむjレ

テニア人の側に立ち それゆえしばしば不信感

と無理解の犠牲となっていった。こうして彼

は，自らがスロヴァキア政府と教区の関係に

とっての障害とならぬよう その地位を辞そう

と決意したのである。彼は1939年11月22日，辞

意をローマに伝え 同様に首相に対しでも，

ローマへの辞意表明を支持してくれるように依

頼した。しかしローマからの返答は逆であっ

た。ゴイディッチは使徒座代牧者から， 1940年

7月19日付ーけでプレショフ教i玄司教に任命され

たのである。 1946年 l月1513には，彼はチェ

コ・スロヴァキア全土のギリシア・カトリック

教徒の統括者となった。共産主義者が政権の座

に就くと，ゴイディッチ司教は1948i:j:.，国家の
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政治方針を認めず，ギリシア・カトリック教会

を正教会に統合しようとする政府の勧告を拒否

した。

教会が1950年 4月28日の「ソボルjにより強

制的に解散させられると ゴイディッチは教会

に忠実に踏みとどまった。教会と教皇のため

に，当時!翠で最も厳しい監獄で生命をも犠牲に

することを望んだのである。それらとは，プラ

ハ， )レズィン，ヴァルディツェ，イラヴア，そ

してレオポルドフであった。 1950年，国家権力

はギリシア・カトリック教会を非合法化した。

このとき教会と教室に対する忠誠を否定してい

れば，釈放されていたかもしれな ~\o 1951年 l

月21日に結審した裁判で， 63歳の司教は，社会

主義への敵対とヴァティカンのスパイ容疑で25

年に及ぶ禁個別に処せられ， 20万コ jレナの罰

金，あらゆる市民権の剥奪を言い渡された。補

佐司教ヴァズィ jレ・ホフコーによれば rJ¥'-)レ

司教は最も過酷な扱いを受け，数え切れぬほど

度々独房に入れられ つねに卑しい仕事が与え

られでも，どんな仕事も決して投げ出さなかっ

たO それが神に近づく道であるということを

知っていたため，彼は自ら進んで卑しい仕事を

求めていたj。

監禁':1=1も，牢獄の，*，でゴイディッチ司教はミ

サを欠かさず捧げていたという。同室のペリッ

チ・レオポルトによれば パール司教は限られ

た信頼できる人だけの前で 干からびた一片の

パンと，干しブドウで奉献の式を行った。椅子

に}1ì~ったまま援に向かい 祈りをもってミサを

始め，その後立ち上がり，その様子はあたかも

至聖所にいるかのようであった。いつしか聖変

化を迎え，そのことは，その後司教が再び座席

に座り，祈ったことでわかった。信頼できる囚

人たちはベッドに座ったまま，静かにこの盟事

を追っていた。これが済むと司教はまた E:I常の

仕事lこ就くのだった。

1958年 7月， 70裁の誕生日に，教皇ピウス 12

世 (1876/1939--1958)は イラヴァの 12¥1人に

祝電を送った。それは 教皇が忠実な怠子を忘

れていないということを確証するものであっ

た。パール司教にとって，この日は牢獄の中で

学

最も美しい日の一つであった。教皇は，司教が

ローマで治療を受けられるようにと申し i出た

が，チェコ・スロヴァキア政府はこれを拒絶し

た。その結果，司教はイラヴァからレオポルド

フに移されることになった。

ここでの 2ヶ月間の拘留生活により，彼の健

康状態はきわめて悪化し さらに彼は監獄病院

に移された。ゴイディッチには大きな望みが二

つあった。一つは秘跡を受けずには死なないと

いうこと，もう一つは，白分の誕生日に永遠の

国へと召されることであった。そしてこの二つ

は叶えられたのである。

司教が収容されていた病続には，ヴラーナ・

アラヨシュという司祭も入院していて，この司

祭が司教に秘跡を授けた。彼の生涯の最後の瞬

間については，オンドゥルスカ・フェレンツと

いう看護婦が託人となった。彼女が証言するに

は，司教は自らの誕生日，すなわち1960年 7月

17日， 72歳で，レオポルドフの監獄病院におい

て亡くなった。何ら埋葬の{義も受けぬまま，彼

は r681番Jという lEI人番号札の立つ墓に埋めら

れた。

1968年，チェコ・スロヴァキアに起こった改

革により，同年10丹29日にゴイディッチ・パー

ルの遺骸は掘り H=，されることになった。さらに

「正常化Jの過程で，彼の遺骸はプレショブ司

教疫の地下墓所に移されることが決まった。

1990年 5月15日，彼の遺骸は司教座教会の小聖

堂に戻ったのである O

1990年 9月27日，ゴイディッチ・パール苛教

は政府の決定に基づき，完全な復権を獲得し

た。さらにローマ教皇ヨハネ・パウロ E世は，

その1995王子におけるスロヴァキア訪問の際，プ

レショブを訪れて司教座にあるゴイディッチの

墓の傍らで祈っている。さらに彼の殉教にいた

るローマへの忠誠に対しては，レヴォチャでこ

う強調している。「わたしはレヴォチャ訪問に

来ました。この地では長い困難な時代があった

ことがしのばれます。年長の方々は，ヤーン・

ヴォイタッシャークとゴイディッチ・パール司

教の崇敬に値する像を思い浮かべるでしょう O

彼らに関しては，いま安IJ福の運動が進んでいま
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すj。教皇の発言は教区に大いなるカを与える

ものであった。教区としての列福運動は公式に

は1998年 7月17日に始まった。そして2001年11

丹4日に教皇ヨハネ・パウロ 2-1立により，ゴイ

ディッチ・パールはローマの聖ペトロ広場にて

列福された。福者の遺骸は2001年11月17日，プ

レショフの司教座聖堂での祝祭の式において，

教界と俗界の主要な人々が列席し，信徒たちの

巨大な群れが見守るなかを移送され，福者の石

棺はプレショフの脇聖堂祭壇に移された。そこ

には今，人々が，判Iの前で福者が執り成してく

れるよう祈るため 絶えることなく歩みを進め

ている。

VIII 2)福者メトド・ドミニク・トルチュカ (1886

-1959) 16 

次にドミニク・トルチュカも，ビザンティン

典礼カトリックの福者となった。彼はゴイ

ディッチ・パールとともに2001年11月4日，ヲIj

福されている。 トルチュカは1886年 7月6El， 

モラヴィア国(耳2チェコ)のフリードラントに

生まれた。 1902年にレデンプトール修道会に入

会し， 2年後に修道誉願を行う。プラハで1910

年に司祭に叙階される。司牧活動，ついで若い

レデンプトール会士の育成に携わる。 1919年に

はスロヴァキア東部からウクライナ西部に居住

するピザンティン典礼の信徒たちのために，長

上からリヴィウ(現ウクライナ)に派遣され，

その担T ラテン tllJ;干しからビザンティン>>~干しに t~tL

を変えている。またスラブ人のための使徒，聖

メトディウス (815-885;先のキュリロスと兄

弟)の名を受けたのもこの時期である。

1921年には東スロヴァキアのストロプコフ

(プレショフ東北部)に送られ，ここでラテン

典礼・ピザンティン典礼をあわせたレデンプ

トール会の共同体をつくり，その長となる。そ

の後プレショブ，ウジホロド，クリジェフツィ

の GK各司教区をめぐり 熱心な司牧活動に掠

わる。ミノ¥ロフツェ(コシツェ東部)には，ビ

ザンティン典干しによるレデンプトール会の修道

院を新たにつくる。その後1932年にはストロプ

コフに， 1935年には再びミハロフツェに戻り，

ここでヴァティカンの東方教会省より，プレ

ショフおよびウジホロドにあるパジリオ女子修

道会のための派遣者に任命される。 1936年より

1942年まで，ミハロフツェで二度自の院長織に

就く。第二次世界大戦中 民族主義的な傾向を

辿ったスロヴァキア政府は レデンプトール会

に対して， )レテニア人による反政府運動を支援

しているのではないかとの嫌疑を掛け，そのた

めにトルチュカは院長職を追われる。 1945年の

戦争終了とともに，レデンプトール会がミハロ

ブツェに準管区を設置したのに伴い，その初代

管区長となる。彼は共産主義が政権を学揺する

まで，ストロプコフにも修道院を復興しようと

努めた。

1950年 4月13日，修道会に対-する解散命令が

出されると， トルチュカは捕らえられ，強flilJ11文

容所に送られる。 1952年 4月121::1，ゴイデイツ

チ司教の司牧的誓簡を流布させたという共犯

IDli，およびプラハのi司会修道士を通じてローマ

と密通していたとのスパイ・大逆罪により，彼

は共産主義政椛から 12年間におよぶ禁limjf-IJを百

p渡される O 拘留li:'tこ過酷な扱いを受け， 1958 

年 4月にはレオポjレドフの位獄に移される。同

年のi年誕節には，クリスマスの:歓を:歌ったとい

う理由で極寒の「矯正房Jに収監され，ここで

重い肺炎に擢る。 i可室の医師であったIEJ人か

ら，病院に送られるべきだとの進言があったも

のの，彼は単に独房に移されただけであった。

ここでトルチュカは1959年 3月23EI，迫害者た

ちを赦した後亡くなった。

1969年10月16EI ，彼の遺骸はIEI人墓から掘り

起こされた。遺族により IEI人番号が確認されて

いたことと，金の義国が決め手になったとい

う。翌日葬礼が執り行われ その後彼の遺骸

は，ミハロフツェにあるレデンプトール修道会

の聖霊教会へと移され 現在もi司教会の墓地に

11民っている O

lX 3)福者ヴァズィル・ホプコー (1904-

1976) 17 

ヴァズィル・ホプコー・プレショフ補佐司教

は， 1904年 4月21日にノ'i')レデヨフ県ノアラブス
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ケに生まれた。プレショフのギリシア・カト

リック神学続で神学を修め， 1929年 2月3尽に

南祭叙階 2 パストコフの小教区司祭となった

後，ゴイディッチ・ぺーテノレ・パール司教が彼

をプラハの新小教区の初代PJ祭に任命した。こ

れに続き， 1936年 9月15日から1941年 8丹31日

までプレショフのセミナリウムで霊的指導者

(スピリトゥアリス CCEO第339条 S1参照)

を務めた。 1940年 5月に神学博士号を取得，

1941年 9月より司教秘書を務め，プレショフの

神学部にて1943年から司牧神学と倫理神学の教

授を務めた。そして1947年 5丹11日にプレショ

フ補佐司教に叙階された。

1950ゴf:-4月28EIにおける「プレショブ・ソボ

jレjにともない，ヴァズィ jレ・ホプコ一司教は

自宅監禁にされ，次いでシャモリーン近郊パー

チの修道院に監禁され，さらにフロホヴェツの

フランシスコ会修道院に移された。ここで1950

年10月18日に逮捕され ]年以上に及ぶ極めて

過酷な聴取を受けた後 1951年10月24日にブラ

ティスラヴァにて留家による判決を下された。

それにより， 15年の拘留， 2 Jjコjレナに及ぶ罰

金，市民権行伎の10年間禁止，および全財産の

没収を諜せられた。こうして司教にとって，牢

獄における，非道にして非人道的な拘留を通し

ての十字架の道行きが始まり，ブラティスラ

ヴァ，イラヴァ，レオポノレドフ，プラノ¥ ミー

ロフ，ヴァ jレディツヱで拘留生活を送った。次

第に健康状態を悪化させ また牢獄内での行状

が模範的であったため ヴァルディツェにて

1964年 5丹12日に釈放され さらに 3年間の監

視下に置かれた。彼は13年 6か月2413におよぶ

拘留の|首，困難かつ物的圧迫を伴う環境，倫理

的苦悩，不十分な食事，健康への不十分な配慮、

と極寒とを耐え忍んだ。これらの要因がすべて

あいまって，彼の身体は決定的にむしばまれ

た。釈放後， 1968年初旬まではプラハ北西部オ

セクの療養所にて軟禁の身であったが，国家秘

密警察の絶えざる監視のもとに震かれた。その

後ギリシア・カトリック教会は1968年 6月に活

動許可を再取得し，ホプコ一司教も復権を十分

に果たしていない身で補佐司教としての活動を

学

再開した。けれども拘留による健康悪化がたた

り， 1976年 7月23日に死去した。墓地を掘り起

こし，毒物検査を行った結果，骨に継続的毒物

投与の跡があることが確認された。枇素が，少

量ずつではあるが継続的に 長期間にわたり彼

を死へと追いやっていたという。

ホフ。コ一司教は，責任感と，勇敢で、力強い信

を通して，あらゆる拘留とすべての物的精神的

苦痛を受け入れた。こうして彼は，その信ゆえ

に殉教者となり，生命をなげうって永遠への道

に旅立ったのである。

X 結.

本稿では，スロヴァキアのギリシア・カト

リック教会をめぐって2008年 1月30日に行われ

た教皇庁による組織改変を中心に，ハンガリー

のギリシア・カトリック教会との比較を通して，

両者に教会法上生じた差異を明らかにするとと

もに，その背後に潜む歴史的な道のりの遠いを

明確化することに務めてきた。そこで浮き彫り

になったのは，戦後の共産主義体制のもと，理

不尽としか言いようのない毘家の判決を沈黙の

うちに受け入れ，死に至る獄中での長い旅を通

してローマへの忠誠をl蔓pた殉教者ーたちの生き

方であった。本稿で取り上げた 3人の「殉教者J
たちの影にも，矢口られざるままに亡くなって

pった無数の信徒たちがいる。その人々の証し

を礎に，社会主義を脱したスロヴァキアの教会

は，いま新たな復活のときを迎えている。彼ら

にとって， 2008年初春はまさしく「春Jとなっ

た。厳しい社会主義の体制下にあって，従容と

して禁1m刑に耐えた人々の記憶は，現代におけ

る「殉教者Jr証聖者jの存在を改めてわれわれ

に知らしめてくれるものであり，今回の決定は

これを公的に証明する出来事となったのであ

る。
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