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伝承と国際性

ーハンガリーのギリシア@カトリック教会一

序

筆者は2005年 8月より2006年 1月まで，筑波

大学国際連携フ。ロジェクト(長期派遣)により，

ハンガリー・ニーレジハーザ市の型アタナーズ

研究所で在外研究に従事した i。問所はギリシ

ア・カトリック教会の研究所であり，典干し学・

教父学-教会法・ピザンツ学などの諸分野で世

界をリードする著名な研究者を擁している。こ

こには，アジア系のハンガリー誌をl童話としな

がら，ギリシア・カトリック教会という，一致

と普遍性を尊重しつつ現代にピザンツ文化を継

承する共同体が形成されている。彼らは，自ら

の伝承を保持しつつ国際レベルの研究水準を維

持してゆくために いかなる工夫と努力を続け

ているだろうか。本稿ではその次第について，

ハンガリーのギリシア・カトリック教会全体に

関する歴史的説明を交えながら，少しく紹介し

てみたい。なお本稿における地名・人名の表記

はノ¥ンガリー名をJ基準としている。

1. rギリシア・カトリック教会j

まず「ギリシア・カトワックJというお封裁に

ついて紹介しておかなければならない。これは

「東方典子しカトリック教会jという，より広い

グループの中の一組織名である。「カトリック

教会jという名称からは，普通ローマ典礼(西

方典礼)を奉ずる「ローマ・カトリック教会j

が想起されるが，ヴァティカン型座の首座性を

認め，ローマと一致した交わりを持ち，独自の

典礼に従う東方の諸教会は「東方典礼カトリッ

ク教会Jの名で総称される(問ーの典礼に拠り

つつ，ローマと一致していない教会は f東方正

教会Jと11乎ばれる)01990年に完成した新しい

f東方教会法典j(Codex Canonum Ecclesiarum 

秋山 学

01匂ntalium; CCEO)によれば，この名称の下

に数えられるのは次の共同体単位である (2003

年の出版物で、も踏襲)20 

1 .総主教 (patriarcha)を首長とする組織;

aアjレメニア bカjレデア C コプト

dマロン eメjレキト fシ1)アO

2.主大司教 (archiepiscopusmaior)を首長

とする組織，

aシリ 7 ・マラ J¥)レ bウクライナ cシ

リア・マランカラ d)レーマニア。

3.首府大司教 (metropolita)を首長とする

組織;

aエティオピア， bルテニア 0

4. 自立教会 (ecclesiasui iuris) 0 

aアjレj¥'ニア， bブルガリア， cギリシア，

dノ1ンガ 1)ー eイタロ・ア jレノfニア

fクロアティア， gマケドニア， hロシア，

iスロヴァキア。

これらの分類は，各共同体の歴史的出自，な

いし現時点での教勢の大きさ等を勘案してなさ

れており，下位i豆分から上位区分への昇格も行

われる O たとえば 2cのシリア・マランカラ教

会， 2 dのルーマニア教会については，それぞ

れ2005.2.10および2005.12.16にそれぞれ 3.から

2.への昇格が行われた。

もっとも，上記分類の基礎となっている 4

f自立教会Jの規定についてはいまだに定説が

ない。上掲の表からうかがわれるとおり，教会

教区は現行のi主i家・国境にしたがうという基準

が貰かれている。それゆえ，上記の分類に従う

限り総~-I・「東方典礼カトリック教会J を構成す

る共同体成員の数は総計21となるが，分類の仕

方によっては 1~ 2の増減がありうる O たとえ

ば!日ユーゴスラビア領内のギリシア・カトリッ
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ク教徒に関しては，ユーゴスラビアの統一が維

持されていた|習はクロアティアのクリジェフ

ツィ南教座がー括して管轄していたが (4f).各

小留が連邦から分離独立するに及んで、それぞれ

に司教座を設置する動きが進んでいる。すなわ

ち. 1991年に独立したマケドニアには2001年 l

月に新たな司教庄が設立され，これは上表に盛

り込まれている。ただしマケドニアには19世紀

末より 20世紀初頭にかけて，マケドニア正教会

を母体とするマケドニア・カトリックのための

司教庄が設立されたことがあり，これが復活し

た格好となっている。また上記統計の発表後，

セjレピアにも2003年 jレスキ・クルストゥルを

司教座とする司教区が設立された。さらに2006

年 6月にセルピアから分離する形で行われたモ

ンテネグロの独立を受け 新たな司教底設置の

動きが起こることも予想される。これらを算入

するならば.2111富からさらにグループの数は増

大することになる。

これら「東方典干しカトリック教会jのうち，

最大の信徒数を要するのが ピザンティン典礼

に従うカトリック教会である。 J二記分類の中で

は.1 e. 2b. 2d. 3b. 4 がここに含まれる o rギ
リシア・カトリックjと11手ばれるのは，このビ

ザンティン典礼・カトリック教会の中で「教会

合同J(東方典礼教会がヴァティカンの首座性を

認めて交わりを回復すること)の結果成立した

教会を指す。したがって現在「ギリシア・カト

リックjと呼ばれている教会は，主として 1) 

中東に展開するメルキト教会 2 )イタリア南

部の東方典礼教会 3 )ウクライナ教会 4 ) 

jレテニア人の教会 5 )ルーマニア(西北部エ

ルデーイ)の教会 6 )南スラブ(北部)の教

会の 6種となる。このうち 3)から 6)の諸

教会は. IEIオーストリア・ハンガリ一二重帝国

内に含まれ，さらにそのうち 4) 5) 6) は，

1920年トリアノン条約以前の旧ハンガリー王国

領に属する o 1日ハンガリー王国の領土を基準と

して「ギリシア・カトリック教会jのあり方を

辿ることには，歴史的にも十分な妥当性がある

と言えるだろう

第 2次l立界大戦以後ソビエト連邦・共産主義

政権の勢力下に入った11:"1・東欧域では，総じて

厳しい宗教上の弾圧が行われた。|司家単位を越

えた共同体を襟拐するカトリック教会の指導

者-司祭・信徒たちが その弾正の探的となっ

た。ロシアほかの正教会とl可じ典礼様式-慣行

を有しつつ口一マと..-3設するギリシア・カト

リック教会は，とくに激しい追宮の対象とな

り，司教-司祭たちはIE教への「帰教Jを追ら

れた。これを拒否すれば強制労働や投獄に処せ

られ，極方1]やi暗殺さえ稀で、はなかった。第]次

大戦終了11寺，すなわち1920年のトリアノン条約

以前には. 8つの司教区に2，025，508人を数えた

!日大ハンガリ一国内ギリシア・カトリック教徒

の数 ií 4 • 1989年の社会主義体jjjl]のj前決までに

大きな打撃を受け'た O ただしその rl-lで新しい

(小)ハンガリーの教会は，宗教性の希静化を

余儀なくされたものの，実質的な「迫害jと11予

ばれるものは平L吋本忠実せずに済んだといわれ

るO

東方教会とローマ・カトリック教会の合Ir.iJの

試みは，古くは第二リヨン公会議(1274)など

に始まるが，本格的なものとしては，近Ill:f)J似

のパーゼル公会議(1431-37).それをポけた

フェララ=フィレンツェ公会議(14~巡-39) が

挙げられる。フェララ・フィレンツェ公会議1m

催11寺のローマ教皇はエウゲニウス百世(在1431

-1447) .一方当時のピザンツ皇帝はヨハネス

四世ノfライオロゴス({王1425-1448)であった O

ベッサリオン(1403-72)やキエフのイシドー

ロス(1385-1463)など教会合同に賛成する人々

の活躍と当時の状況については，後述の第 3

節，およびすでに発表した別稿に談りた li 50 

Iフェララ・フィレンツェ公会議j以後，ロシ

ア教会をはじめ主流派の合同反対派は教会合同

を破棄し，これが今日の「正教会」の起源とな

る。もっとも Illi散の影響 jてにあった 1:1:11玖j或で

は，その後ロシアの歩みとは別個にローマ教会

との合同を批准しようとする動きが起こる O

1596年に成立した「ブレスト・リトフスクの合

宿lJはその端緒であった。これに基づき.第 l

次世界大戦終了時までの「オーストリア・ハン

ガリ一二重帝国Jのオーストリア領内からは
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「ウクライナ・カトリック教会Jが成立する O こ

れはよ記グループではあに該当する。した

がって「ウクライナ・カトリック教会jとは，

!日オーストリア領内・現ウクライナ領 (pわゆ

るガリツィア地方)のピザンティン・カトリッ

ク教徒であると言える。

一方11ヨノ¥ンガリー領内からは， )レテニア人た

ちにより 1646年に「ウングヴアール(現ウクラ

イナ領ウジュホロド)の合同jが成立する。ウ

ジュホロドは，現在の領土区分で、はスロヴァキ

アとの国境近くの西部ウクライナに位置する。

もっとも，オーストリア・ハンガリ一二重帝国

下における襖洪の境界は自然思境であった。こ

のi翠境は，遡っては896年にアーノレバード (850

-907)が「ヴェレツケイ・ハーゴ-J (“~峠")
を越えて中央アジアからヨーロッパに到来した

とき以来， 1000年における聖イシュトヴァーン

の|翠土統一を経て 第 l次世界大戦での敗戦に

より思土を委設するまで，一資してハンガリー

領の東北部国境を形成していた場所である

かくしてこのカルパート山脈の稜線より西南側

は，現在のウクライナ領内でも「カールパート

アルヤJ外!として自治地区的な性格を有してい

る。この州に住む住民は「ウクライナ人jとは

自らを区別し， rルテニア人J()レーシ)との自

覚を強く持つ。この諮繋が「ロシアJの語源で

あることからもうかがえるように，彼らは， P

にしえのスラブ人の記憶を担うのは，このカー

ルパートアルヤの住民であり，したがって自分

たちこそ生粋の「スラブ人jの末誌である，と

の誇り高き粉持を保ち，今日に至っている。

2. キリスト教国ハンガリーの出発 (1000)7 

現在のハンガリーは 国民の 6割以上をロー

マ・カトリック教徒が占める(首座はエステル

ゴム大司教座8)0 これは， 1000年にキリスト教

王国としての基礎を敷いた型イシュトヴァーン

初代田王(在位 -1038)による面が大きい。こ

の10001:1三という年号は 1054年の東西教会分裂

よりも遡る。ここからギリシア・カトリックの

信徒たちは，型人である初代包王の精神性に倣

うことで， 1車内に二つの典礼のカトリック教会

学

が並立する現状はその神学的意味を増す，と理

解している O またこの精神性は，聖イシュト

ヴァーンからさらに遡り 東西が一致を保って

いた教父時代の理想にもつながる，と彼らは考

える。このためギリシア・カトリックの精神性

は「純粋に教父時代-初代教会の神学と典礼を

伝承するjというあり方に集約されるに

ハンガリー建国11寺における当地とビザンティ

ンとの関係に関しては，史家ヨハンネス・ス

キュリツェス (11世紀後半)がギリシア語で記

した文献に，次のような記述が認められる。

「トルコ人たち(=ハンガリ一人たち)は絶え

間なくビザンツ領を侵略してきたが，彼らの指

導者ブルチュー(? -955)はキリスト教に傾い

た。彼は皇帝コンスタンティノス(四!立，在913

-959)を代父として受洗した。それから程なく

ジュラ(彼もハンガリ一人の指導者であった)

も帝都にやってきて洗礼を受けた10。彼は高名

な神学者であるオルトドクスの修道士ヒエロテ

オスをともなって帰国し 彼を(コンスタン

ティノポリス総司教)テオフュラクトス(在933

-956) がノ 1 ンガリーの司教として叙I~~ した。

ジュラは{言1fPから離れることがなかったが，ブ

ルチューはその後も侵略をやめなかった。ブル

チューはオットーによってお‘ち{政らオ1たj。

ブルチューとジュラの洗干しは948年のことだ

とされる。ジュラの洗礼名はイシュトヴァーン

であった。ジュラの娘であるシャロルタはゲザ

公 (945-997)に嫁し 聖イシュトヴァーンの

Ef}:となった。シャロルタに洗礼を授けたのはヒ

エロテオスであろうと考えられている。医!父と

して崇められる型イシュトヴァーンの1i):方の系

統は，ビザンティン典干しに属する家系であった

ことが知られるのである。

ノ1ンガリーには， 131主主己におけるモンゴjレ

の襲来以前に，ビザンツ典子しに拠る数多くの

修道院があった。たとえばオロスラーモシュ

(1029) ，ヴェスプレームの谷(1109)，ティハ

ニィ i語、修士洞窟(アンドラーシュ I位1176/在

1205-35のヒ頁)，ノfーストー(1191)，ヴィシェグ

ラード(1221)，サヴァセントデメテール(1218)

などである。ところがローマ教室インノケン
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ティウス m-j立(第176代;在1198-1216)に対

し，イムレ王(在1196-1204)は「ビザンツ典

礼の修道士の中から司教を一人立ててほしい

彼らには指導者がいなpJと懇請している O こ

れは， 1054年の東西教会分裂以降もハンガリ一

人は東西教会の分裂を知らず，第 4次十字軍

(1202-1204)の頃になってこれを知ったもの

と推測させる記事である。

3. r教会合同」前夜 (15世紀)11

ハンガリーでは，アールバード朝期における

これらピザンツ典礼修道士たちの消息はインノ

ケンティウス由世の死後途絶えている。だが王

国の東部には， 1360年頃より聖パジリオの修道

士規定に従うグループが住み着くようになる。

このあたりの一帯 すなわちカールパートアル

ヤの地は，ナジ・ラヨシュ王(在1342-82)が

抗リトアニアのための前d京としてんーマニア公

に与えている O だが公は1359年に突如モルド

ヴァに移住， 11=1心j也ムンカーチ(J克ウクライナ

鍛ムカチェヴォ)は虚村と化した。折しもんテ

ニア人たちは， 1396年頃コリャートヴィッツ・

ト一ドル(ウクライナ名フェディル -1414)

の指揮の下，民40000人を率い大挙してこのカ

ルパートアールヤ近辺に移動してきた。ラヨ

シュ王はこの地を彼らに与えた。 トードルは，

もとポドレ公であり ポドレとは現ウクライナ

中西部にあたる。彼の行動は，叔父のリトアニ

ア公ウィトルト(1352-1430)から逃れること

が目的であった。次pでト一ドルはジギスモン

ト王(在1387-1437)からムンカーチ城を受け，

広範囲に及ぶ所領と森を手にした。その11jJ，彼

は15世紀初頭，ムンカーチ近郊のチェルネック

へジに東方典干しの型ミクローシュ修道院を建て

ている(一説では1360年 3月81:1とも伝えられ

る)。これは，移住してきたjレテニア人たちの

11=1に修道士がいたためだと思われる。この聖ミ

クローシコー修道院に関して庇史 i二確認される最

初の言及は，マーチャーシュ王(在1458-90)

が1458年 8月比日付けで発布した認可状であ

る。それはjレカーチを修道院の長老と認めると

いう内容を含むもので，ルカーチの後任ヤーノ

シュはムンカーチの司教と認められている

(1491-1498)。この修道院は，その後長らく，

大ハンガリーに住むjレテニア人にとって，教会

組織jこのまた精神的意味での魂となった。回世

紀末には，すでにルテニア人のための叶教がこ

のj易所ーにいたことになる。

4. 17世紀における教会合間

17世紀に入り， }レテニア人たちは， rブレス

ト・ 1) トフスクの教会合同J(1596)に従ったガ

リツィア人たちの{列に{政った。ますヘムンカー

チの正教会司教であった①タラソヴィッツ・パ

ジルは， 16421fにカトリックの{えiillを表明し

た。イエズス会による働きかけもあり，宅~164J

年にはパジリオ会修道士パjレテン・ペーテ jレ

(1651-64)がこれに賛同した。こうして1646

年 4月241=1，63人のピザンティン典礼i=TJ~誌が，

ウングヴアールのローマ・カトリック教会にお

いて，エゲルのローマ典礼 11]教ヤクシッチ・

ジュルジュ(在1642-47)のi誌で、カトリック1，t

仰を表明している。これが「ウングヴアールの

教会合同Jと11手ばれるものである。タラゾ

ヴィッツの死後，②ノ¥}レテーン・ぺーテルが

1651年に司教に選ばれ彼がドn教陀にあった

1651年から6411:'の間に 合同派は400人に及ん

だ。ローマは1655年にこれを認可している。コ

ロニッチ・リポート(ヱステルゴム大雨教)と

デ・カメリス・ヨージェフ(次節参照)の働き

により合i司は固められ新教徒であったエ jレ

デーイ公ラーコーツィ・ジュルジュ 11立(在{立

1630-48)の妨害にもかかわらず，合同はマラ

マロシュ j也方(J見ルーマニア北部)にまで広

まった O その後1664年には全ムンカーチ司教区

が合同に賛意を表した(これが「ムンカーチの

教会合i司jと呼ばれることもある)016521:1三の文

書が残存しており，ここには，1)ビザンツ典礼

を奉ずること。 2)可祭!主が司教を選ぶこと。

3 )司祭聞はローマ典礼の司祭たちと等しい法

的扱いを受けること。が明記されている。この

1'1司，エゲルの司教，およびエステルゴムの大司

教リッパイ・ジュルジュが支援した。

現ハンガリー領内のギリシア・カトリック教
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徒たちは，主に東北部を i争心に展開するが，そ

の理由は161立紀から17世紀にかけての「ノ 1イ

ドゥ -Jの入槌活動にもよる。その次第を顧み

てみよう 12。エルデーイのプロテスタント指導

者ボチカイ・イシュトヴァーン(1557-1606 ; 

エ ル デ ー イ 公 在位1604-1606)は， )レード

ヴィッヒ立控(J¥ンガ 1)一回王在位1572-1608)

によるハンガリ一再カトリック化の企てに抗す

るエルデーイの抵抗を指導した。ボチカイは，

自箪にて戦うハイドゥーたちに特権を付与し，

入植者として各地に派遣したことで知られる。

彼の計溺には，ドログ(後のハイドゥードログ)

の地も含まれていた。しかし，彼の死(1606)

がその計画の完遂を妨げた。かくしてハイ

ドゥードログは， 1616年になってようやくハイ

ドゥー諸都市のうちに組み込まれることになっ

た。これは， トゥルゾー・ジュルジュ(1567~1ミ，

ナ一ドル在1609-1616)による贈与と認可に

従った兵士たちによって行われることになる。

ナ一ドルとはハンガリーにおける王の直直にあ

たる。彼らは「ラーツjと|呼ばれ，これはおそ

らく南方スラブ・バルカン系の一民族を指す名

称であった(現在でもハイドゥードログの別名

は「ラーツJである)。この入槌は1631年までに

完了した。彼らはその起源が示すとおり，元来

東方典礼の正教徒たちであったが，その後こ

そ?ってギリシア・カトリックとなる。この-1立!

の記憶を重んじ，現在でもハンガリーのギリシ

ア・カトリック教会は 事実上の司教座をニー

レジハーザに誼きながらも，なお「ノ 1イドゥー

ドログjの名をもって白らの司教区の名として

いる。

ハプスブjレグ家の下にカトリックが勢力を

三守ったハンガ 1)ー官民内では，マリア・テレジア

(1717/40-80)の尽力をはじめとして，国内の

東方典礼教会をローマに一致させる運動がI~伝統

的に行われた。上述した|ブレスト・ 1) トフス

クの教会合j司J(1596) . rウングヴアールの教会

合同J(1646)のほか，エルデーイにおける 1698

年「ジュラフェへールヴアール(J克ルーマニア

領アルパ・ユーリア)の教会合IpJJ.あるいは

これらに先立ち1611年「ケレシュ(現クロア

学

ティア領クリジェフツィ)の教会合同jが，そ

れらの原点として位置づけられる。現ルーマニ

ア領内では，ギリシア・カトリック教区は大司

教区 1. i=司教区 4を数える一方，クロアティア

鎮のクリジェフツィ司教区も健在である。新大

|詮では，アメリカ・オハイオ州のカントン・セ

ントジョージスにルーマニア典礼の司教座が

1987年に設立されている。

5. ムンカーチ(ムカチェヴォ)司教区 (1771

1771年，ウングヴアールの合同(1646)から

125年後にムンカーチ・ギリシア・カトリック

司教座が正式に設立される。パルテーン・ぺー

テル司教の死 (1664)の後 司教座は25年関空

位であった。 1623年以降 ムンカーチの司教は

すでにわレテニア人の司教jではなく， rギリシ

ア典干し教会の司教jと呼ばれていた。これはjレ

テニア人，スロヴァキア人，ルーマニア人，ハ

ンガリ一人がムンカーチの司教区に属している

と自認していたことを物語る。

この|習，③デ・カメリス・ヨージェフ(1641/1689

-1703/1706)， GDビザンツィ・ジュルジュ

(Gennadius) (1713-1767)が司教区の実質的

管理に当たり，それに続いて①オルシャフス

キィ・エンマーヌエル(1743-1767) も大きな

功績を残した。ムンカーチ奇教区は，教皇クレ

メンス 141立(安~249代;在1769-1774) が1771

年 9月19EIに発布した勅書 Eximiaregaliumに

より正式に設置されることになる。それは，

他の司教区と同様，その長は王が任命し，司祭

i立!がこれを追認するという内容であり，上位に

はエステルゴム大司教が置かれた O 司教区の

正式な初代司教は⑤ブラダーチ・ヤーノシュ

(1767/1771 -1772 ;オルシャブスキィの甥)

であった。彼は1772年に亡くなり，実質的な執

務期間は I年I出足らずであった。

これを次いで司教となったのは，ハイドゥー

ドロク、、の号祭⑦パチンスキィ・アンドラーシュ

(1732/1772-1809)であった O 彼はハンガ

リーにあって，修道士で、ない身分から(教区高

祭から)はじめて司教になった人物である O 彼
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は1772年から1809年まで司教を務め，司教座は

1778年までムンカーチにあり，それ以降はウン

グヴアールに移った(もっとも教区名として

は，それ以降も「ムンカーチjの名を継いでい

る)01806年，ムンカーチ高教区には724の母教

会， 1660の娘教会， 541，963人の信徒のほか， 7 

つの修道続に86人の修道士がいた。 1809~1816 

1三の間には，クトカ・ヤーノシュ，ブラダッチ・

ミハーイ (1808-1815絹江主)，タ jレコヴィッツ・

ゲルゲィ (1779-1818司祭)の 3人が職務を引

き継pでいる o 1816年にタルコヴィッツがエペ

ルイェシュ司教に指名され(1818年より正式，

下記第 6節参照)， 1912年にはハイドゥードロ

グ司教区が分立する(第 7節参照)01816年には

③ポーチ・エレク(1816-1831)が話教となり，

⑨ポポヴィッチ・ヴァズル(1837-1864)のと

きにハンガリー独立戦争が勃発する O さらに⑬

)¥ンコヴィッチ・イシュトヴァーン(1866-

1874) ，⑪パーステーィ・ヤーノシュ(1875-

1891) ，⑫フィルチャーク・ジュラ(1891-1912) 

へと司教位は継承された。⑬パップ0 ・ァンタル

(1912補佐司教-1924)は1916.6.24に，ローマ

典干し教会と一致するかたちでグレゴリウス清を

採用し，後述するハイドゥードログ司教区(第

7節)でも向日グレゴリウス麿に改められた。

⑪ピエトロ・ゲべ(1924-1931)，⑬アレクサン

デル・ストイカ(1932-1943) と司教の系譜は

続くが，第 2次監界大戦そしてソビエト政権の

成立により， 1949年 2月171ヨ，同教|玄は強制的

に解体させられた。司教区の活動は禁止，信

徒・聖堂は正教会に移管されることになる O そ

の時点で、は256の小教区があり，信徒数は45万

人であったとされる O このうち多数はルテニア

人，ハンガリ一人は 2)J8千人であった o 350 

人の司祭のうち， 112人がローマへの忠誠を崩

さず，生命を賭して信の証し人となった。彼ら

は母国の地から追放され はるか遠方に送られ

て，最大で25年間の強制労働に従事させられ

た。

社会主義政権下において 司教・司祭・信徒

たちの中には殉教の道を選ぶ者も少なくなく，

彼らは211立紀に入り次々と列福-ヲIJ聖されてい

る。たとえば⑬ロムジャ・ティヴァダール司教

(1944-1947)は， 1947年に軍用車により白昼

に公道で聴かれ，病院に運ばれる。治療の途

中，何者かに襲われ翌日遺体で発見された。次

代の⑪オロス・ペーテルは秘密樫に司教に叙I~~

されたが，村をめぐって非合法的に活動してい

る最 1:1:1，1953年 8丹28日兵隊により連行され

る。その途上十字架にぬかずくことを願い，そ

の直後銃殺された。セメディ・ヤーノシュ

(1978/1983/2002)は，この111難の11寺代にあっ

て「恐れるな! 私がともにいるjとのキリス

トの言葉をもって討祭問・信徒たちを激励し続

けた。補佐司教をその間務めたのはジュラ・

ジュジャールである (2001-2003)0 t皮は2003

年，第 l節に述べたセルピア・モンテネグロの

新司教として着任，現在に去っている。セメ

ディの後は，ミラン・シャシク (2002-- )へ

と司教位が継承された。こうして社会主義体制

の J~)1撲とともに，凍てつき生命を失ったかに見

えたカールパートアルヤのルテニア人教会は，

いま復活の途上.にある。

現在，ムカチェヴォ司教IXは使i走路 u~rll~J!ll と

してウジュホロドに i:{J教胞を持ち，教i足I{J祭

173人，修道IlJ祭 9 人，修道 t~19人，修道 !x:i7

人， 333小教i玄，信徒320，000人を数える 1.1

なおルテニア人は 新大陸に向けて積極的に

移住を行った。この結果 現在では米患に 4教

区が置かれている。ピッツパーグ大司教区

(1924-; 84小教亙信徒60100人)を首座と

し，パルマ司教区(1969-; 37小教区，信徒

12401人)，パッサイック司教区(1963-; 89小

教区，信徒24031人)，ファン・ニュイス司教区

(1981-; 19小教区， 2849人)，計229小教区が

設けられ，信徒総計99，381人を数える O

6. エペルイェシュ(プレショフ)司教区

(1818-) 

1818年，教皇ピウス四世(第251代;在1800

-1823)はエペルイェシュ(現スロヴァキア領

プレショフ)にギリシア・カトリックの市教座

を設立した。その初代司教は①タルコヴイツ

ツ・ゲルゲィ(1744/1818-41)であった。翠
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座ヴァティカンは 首座としてエステルゴムを

置いた。次いで②ガガネッツ・ヨージェフ

(1817/1842-1875) ，③トート・ミクローシュ

(1833/1876-1882) ④ヴァーィ・ヤーノシュ

(1837/1882-1911)と続き，教区の整備のため

の努力が継続される。当地は生活が厳しく，こ

乙から北米に移住する者が後を絶たなかった。

教区内のハンガ 1)一入居住地区では，典干しに

おけるハンガリ一語使用が認められず，使用の

認可をヴァティカンに申議した。しかし，認可

は最終的に1965年まで認められず，それまでの

公式典礼用語は教会スラブ諮ないしギリシア語

であった。①ノヴアーク・イシュトヴァーン可

教 (1879/1913-1918/32)は，ムンカーチ芯教

パップ・アンタル (1912-24)およびミクロー

シィ・イシュトヴァーン(後述ハイドゥードロ

グ初代司教)とともに努力を続けた。ノヴアー

ク・イシュトヴァーンは 第 l次大戦終了にと

もなう国境改変の過程で1918年ブダペシュトに

移り， 1922年最終的に辞任した。聖座は，ケレ

シュ司教のニャーラーディ・デネシュをこの教

区の使徒座代牧者に指名した。

第二次世界大戦が終了すると，チェコ・スロ

ヴァキア共和国では1950年 4月28日にギリシ

ア・カトリック教会が禁止されて苦難のi時代を

迎える。この間の司教⑤コ守イディッチ・パール

(1926-60) ，およびその補佐司教ホプコー・パ

ズィル (1946-76) その他多くの号祭は投獄さ

れた。 1968年にこの迫害は終わりを告げ， 1969 

年には新司教としてヤン・ヒルカが指名される

(1969-2002)。次いで現ヤン・パブヤック

(2002-)が司教職に就き，現在に至っている。

プレショフ司教区(使徒座直轄区)の現勢は，

教区司祭 221人，修道司祭22人，修道士24人，修

道女80人， 201小教思，信徒136，593人を数える。

一方1997年にはコシツェ(ノ 1ンガリ一語名

カッシャ)に使徒!主宰f理毘が設立された。その

目的の一つに，スロヴァキア南一部ハンガリーと

の|翠境近くに住むハンガリ一人ギリシア・カト

リック教徒たちの心情を汲むということがあっ

たものと思われる 15 現在 同教区の統計上の

教勢は，教区司祭146人，修道司祭13人，修道

学

土24人，修道女43人， 91小教区，信徒83，776人

である。

なお1993年にはスロヴァキアとチェコとが連

邦を解消し，それぞれが独立国となった。これ

を承け，チェコ思内(プラノ¥)にギリシア・カ

トリック教会が分立することになる。チェコは

!日オーストリア全員でもハンガリ一世買でもない

が， I日チェコ・スロヴァキア共和国時代にスロ

ヴァキアから国民の移動が行われ，現在のチェ

コ領内にギリシア・カトリック信徒が移{主した

ものと推定される。 1996ii三に使徒座管理区とし

て立てられた高教区は プラハに司教座をも

ち，教区司祭36人，修道司祭 2人，修道士 2人，

25小教|玄，信徒177，704人の教勢を数える。ただ

し第 1節に述べた教会法上の分類で、は，スロ

ヴァキア人教会としてではなく，ルテニア人の

教会として扱われている。たとえ実質的に彼ら

がスロヴァキアから移住した人々であったにせ

よ，チェコ領内での彼らのアイデンティティが

「スロヴァキア人jでなく「ルテニア人Jとな

るのは容易に納得がゆく。

新大陸では，カナダにスロヴァキア人のため

の 1司教区，すなわちトロントに高教座をもっ

「シリル・メトディウス・トロント司教区」が

1980i~三に設立された。現在 7 小教区， 5000人の

信徒を数える。

7. ハイドウードログ弓教区 (1912ー)

前節にも述べたように ハンガリーのギリシ

ア・カトリック教徒にとって，ビザンティン典

礼を執行する!擦に ハンガリ一語でこれを行う

ことは永らく不可能であった。ローマ・カト

リック教会の典礼言語が 第 2ヴァティカン公

会議(1962-65)以前にはラテン語であったこ

とはよく知られているが 東方典礼教会にも同

様の拘束が諜せられていたのである。「ヨハネ

ス・クリュソストモスの聖体礼儀jに関しては，

1793i:1三にク jレチャイ・ミノ¥ーイが ，95i~三にクリ

ップアルシィ・ジュルジュがハンガリ一語に全

訳し，ハンガリ一語を典礼言語とする試みが始

まっている 160 1=11秘の認可が下りず，百祭たち

は手書きの訳文を用いて聖体礼儀を執行した。



伝承と国際性ーハンガリーのギリシア・カトリック教会一 33 

ハンガリ一語版典書公fljの件は，ポジョニ(現

スロヴァキアの首都ブラティスラヴァ)の議会

でも議題となったが 19-1立紀前半の独立戦争が

その実現を妨げた。ハイドゥードロクゃで、行われ

た1863年の集会でも 聖体礼儀でのハンガリ一

語使用を認可するようにとの要請が行われた

が，エステルゴム大司教はこれを認めなかっ

た。ロシュコヴィッチ・イグナーツ(1822-

1895)の祈祷文集・聖歌集はこの期間に編纂さ

れ， 1868年にはすでにおの教会共同体で用いら

れていた。

彼らは王と国家議会に対し，ハンガリ一人ギ

リシア・カトリック司教区の設立を要請した。

|嘆願の結果，ムンカーチ司教区の管理区をハイ

ドゥードログに置くことが決議された。ダニロ

ヴィッチ・ヤーノシュ司教代理(1836-1895)

の主宰により，典書，儀式書，歌の本などがキ13

次いで整備され印刷された 17。建国1000年祭

(1896)の|擦には，ブダペシュトでハンガリ一

語による聖体礼儀が行われたが，その結果教皇

もハンガ 1)一語使用を禁じることになった。教

養あるハンガリーのギリシア・カトリック教徒

の中には，ローマ典礼に転じたり，新教徒に

なったりする者もあった。これはjレテニア人あ

るいはルーマニア人だと思われないための苦渋

の選択であった。

1900i:!三の基~ i~三に，ローマをギリシア・カト

リック巡礼団が訪れ 聖体礼儀におけるハンガ

リ一語使用を申詰したが，教皇レオ XIII世(第

256代;在1878-1903)はこれを認可しなかった。

教皇聖ピウス101立(第257代;在1903-1914)

は， 1912年 6丹8日に勅書 Chris泊delesGraeci 

をもってハイドゥードログ司教区の設置を認可

した。第 2空白で紹介したヒエロテオスの働き

が， 1000年経って実ったのである。こうして

1912年，ハイドゥードログにハンガリ一人のた

めの司教座が設立された。

最初の司教はミクローシィ・イシュトヴァー

ン(-1937)であった。この!l寺はまだ，ハンガ

リ一人のギリシア・カトリック教徒のうち 4割

がハイドゥードログ司教区に編入されていな

かった。司教は1913年 デブレツェンに司教座

聖堂を移したが，翌年 2月にチェルノヴイッツ

(現ウクライナ領チェルニフツィ)から痛いた

小包が爆発し，ヤチコヴィッチ・ミハーイ司教

代理，セプコフスキィ・ヤーノシュ司教秘警の

ほか，チャット・シャーンドルが4護担:になると

いう痛ましい事件が起きた。これはルーマニア

の愛国主義者によるテロだと推測されている。

この爆発事件ののち 1914年 9月23日以、降，司

教庄はニーレジハーザに移され，今日に至って

いる。

なお現)レーマニア領ハルギタ!奈は，人口の 8

~9 害Ijがハンガリ一人であることで知られる。

彼らのうちにもギリシア・カトリック教徒を数

えることができた。しかしたとえば，チークの

ラーザーjレファルヴァ(J克ルーマニア符iラザレ

シュティ)のギリシア・カトリック教徒たちは、

ルーマニア人だと思われることを避けるために

ローマ典ネしに転じた。このように， トリアノン

条約によってハンガリー凶外に取り残されたハ

ンガ 1)一人たちの中には 自らのアイデンティ

ティを守るためにローマ典礼にil民ずる者も多

かった。

現在，ハイドゥードログ司教区はニーレジ

ハーザに市教座聖堂をもち，教!:>(司祭 204人，

修道司祭 6人，修道士 8人，修道女13人， 147小

教区，信徒248 ，987人を数える。 î~f座として，エ

ステルゴム=ブダペシュト・ローマ典礼大沼教

座が置かれている。

8. ミシュコルツ使徒座管理区 (1924-) 

第 l次世界大戦ののち ハイドゥードログ司

教区のかなりの領域が国境線の外に出てしまっ

た。その一方で，それまでハイドゥードログ司

教区内ではなくエペルェシュ司教区内にあった

21個の小教区が，新しいハンガリーの国土内に

含まれることになった。これらは，教区再編成

の|捺にハイドゥードログ教区内に統合されず，

新たに「ミシュコルツ使徒座管理~[RJ (1924-) 

が立てられることになる。この間，ハンガリー

領に入った小教区は，ムーチョニの長司祭

(esperes) ヴァシュコヴィッチ・アンタルが

1925年まで管理した。教室ピウス XI世(第259
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代在1922-1939)は ムンカーチの元南教で

名義大雨教となっていたパッ 7
0

.アンタルを

使徒座代牧者とし 司教権限を与えた。サン

タイ・セーマン首司祭 (fdesperes)は1934年

1月「東方教会jなる出版社を設立している。

ハンガリーのギリシア・カトリック教会で現在

もなお用いられている司式者用の Dicseげetek

az Ur nevet! ( r主の名をほめたたえよ!J，

Nyiregyhaza 1993)の原版はこの時期に遡る。

この管理区は「ミシュコルツjを名乗っては

いるものの，同市j或を含んではおらず，首座教

会はムーチョニにある。現勢は教区南祭35人事

修道司祭 2人，修道士 2人， 31小教丞，信徒

19，948人である。

現在， I司管理!区に関わる司祭養成はニーレジ

ノ¥ーザの神学院が引き受けている。また司祭の

定期的小教i玄関異動に際しでも，ハイドゥード

ログ司教区とミシュコルツ管理!区とは区別なく

任地候補とされる O パップ・アンタルの死後，

ハイドゥードログ両教がミシュコルツ使徒座管

理者にも任命される慣例となっている。この同

教区を管轄するのは 1988年以降ケレステス・

スィラールト司教(在1932-)である(次節参

l~(:î )。

9姐聖アタナーズ研究所 (1950-)をめぐって

さて，筆者が在外研究期間中滞在していた聖

アタナーズのf究所は1950王子の設立になるが，そ

の創設者は，上述のミクローシィ司教を継pだ

第 2代司教ドゥダーシュ・ミクローシュ(1939

-1972)である O まだ若かった司教は，世界的

巡礼地マーリアポーチ18に巡礼者用の指泊施設

を建て，ハイドゥードログに歌唱者養成施設を

つくり，ニーレジハーザに司教館を建てた。研

究所は当初司教館内に 神学校・司祭養成機関

の複合施設として創設された。また彼は，第 2

ヴァティカン公会議の閉会の折1965年11月19日

に，サン・ピエトロ大型堂において，司教たち

が参列する，:1:1，全第ハンガリ一語でヨハネス・

クリュソストモスの盟主{本干し{義を捧げている 19

次いでティムコ・イムレ(-1988)は，司教

位着座と同時に，手iIi佐市教としてケレステス・

~ 
づ」

スィラールトを任じた。ティムコは神学院を改

築し，館内に小聖堂を建てて1981年に献堂式を

行っている。 1980年 ハ イ ド ゥ ー ド ロ グ 百 教

は，その教会法上の権限がミシュコルツ使徒座

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ぶことになり，名実ともに

ハンガリーのギリシア・カトリック教徒たちに

とっての「司教jとなった。

現在では，ロマ族(ツィガーニィ)のギリシ

ア・カトリック信徒のための教会がホダスおよ

びカントルヤーノシにあり 彼らの総計はほぼ

数百人である。ロマ族出身の司祭が近い将来に

も誕生する見込みであり，すでにロマ語による

典書と新約聖書が完成している。ロマ族のため

の霊的司牧に関しては 日本の元横浜司教で枢

機卿に挙げられ，ローマ教室庁移住移動者司牧

評議会議長を務めた演尾文部師(1930-)の尽

力もあった。

ハンガリーのギリシア・カトリック信徒が集

中しているのは，主に東北部のサボjレチ・サ

トゥマール・ベレグ燥である。首都ブダペシュ

トの北部に位置するセンテンドレ郊外のシュカ

ンゼン(自然民家|認)には ハンガリー東北部

辺境の村マンドークに由来する古いギリシア・

カトリックの木造聖堂を移築したものがあり，

往時の姿をしのばせる O

10.聖アタナーズ研究所の新たな出発(1995ー)

型アタナーズ研究所は1995年，イエズス会が

運営する教皇JT立東方研究所 (PontificioIstituto 

Orientale ; IH各称 PIO;在ローマ)と姉妹校提携

を結び，学術活動・運営に隠してi罰則主を帯び

ることになった。大ハンガリーの時代には，ギ

リシア・カトリックの神学生は主としてウング

ヴアールの神学校で判l学教育を受けたが，新ハ

ンガリーの発足以降は，主としてブダペシュト

のローマ神学アカデミー(社会主義体制下)，す

なわち現在のパーズマニ・ペーテル大学でや11学

教育を受けるのが慣例となっていた。今iヨニー

レジハーザのギリシア・カトリック神学院は，

ハンガリ一国内111[:-のギリシア・カトリック祈i

学院として大きな意義を持つ。それだけでな
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く，昨今ではカールパートアルヤ，スロヴァキ

ア，エルデーイのハンガリ一人ギリシア・カト

リック信徒たちの霊的指導のために，当地のハ

ンガリ一人神学生たちが国境を越えて「留学j

してくる O

1989年の社会主義崩壊以降，一般にも開かれ

た f大学jとしての設備と実質を鍛えるべく関

イ系者が努力を続け. 1994年には神学生でない一

般の学生受け入れが開始された。 1995i:1三にはセ

ミナリウム(可祭養成機関)と神学院(1川:究所・

大学)とを分離させるとともに.PIOとの

affiliationも発効し，ヴァティカンから「大学jレ

ベルに相当する認可を得て，型アタナーズ研究

所は再生を果たす。 2003年春には分離した神学

大学部の新校舎が落成し，新しい教室・広い講

堂等を備えることになる。間来ここでは，様々

な国際会議，学会等が行われている O 筆者も在

外研究期間1*.同大講堂にてハンガリ一語によ

る講演の機会を与えられた20 新たに作成され

た同研究所の紹介パンフレットには“Orokseg

es k註ldetes"(r遺産と宣教J)というモットーが

掲げられている。さらに2007年春には，ハンガ

1)一国家からの「大学j認可が正式に降りる見

込みだと開く O それに続き，関係者はioi士号授

与機関へのさらなる昇格をめざして鋭意努力す

るという。 2005年の時点で、は，卒業生たちで学

位取得を I~I 指す者は パーズマニ・ぺーテル大

学に進学するか，もしくは姉妹校提携を結んだ

ローマの東方研究所に留学するのが慣例となっ

ていた。

ニーレジノ1ーザには，この研究所，沼教座型

をはじめ，セミナリウム，司教館などが中心

部に隣接して位置し，言わば複合施設の様相を

呈している O 研究所のイヴアンチョー・イシュ

トヴァーン教授(後述)によれば，ニーレジ

ノ1ーザは「ギリシア・カトリックのヴァティカ

ン」なのだそうである O

筆者の在外研究にi捺して大いにご尽力下さっ

たのは，主としてプレグン・イシュトヴァーンi涜

長(教義学;1943-2006)およびイヴアンチョー・

イシュトヴアーン教授は!日し学;1953一)のお

二人である。プレグン教授が2006年12月日日に

帰天されたことは，まことに残念であった。同

教授はケレステス・スィラールト現;:Ij教のr=rJ教

代理を務められたが，社会主義体制からの変革

期には国会議員としても活躍され，教会H1'i衰の

復帰，出家から教会関係教育機関への平等な援

助などを主張し法令化させた方でもあった。ま

たイヴアンチョー教授は 2003年以降ローマ教

皇庁間l祭神学委員会委員をも務める国際的な典

礼者13学者である。ローマの東/了研究所との問に

締結された提携校関係に関して，イヴアン

チョ一昨士はこの提携の ~);l~整役 (moderator)

を務める O そのほか"T¥:(iは 者名な教父学fi?と

して長1Iられるオロス・アタナーズ教父苧救筏

(1960-) .サボー・ペーテjレ教会法教段(1965

-)とも親交を持つことができた21

型アタナーズ研究所・から発FlIされているn山t
物は，いず、れもその極めて高い水準をもって11rl

こえる。右葉、!謁;主は王v.2nlj- ]~1 J:のAthanαsianaで

あり(l995~ ; J法1:1]24¥11D.ここにはハンガリ一

語論文が収録される。 編集 f:1;咋は卜.1むのイヴア

ンチョー教授である。 上述したノ官者の Ifl~:泌は，

その活字J:-J~が掲 il返されることになった ("G白色g

Patrologia Jelentose俳句Lehet6segeJapanban-

oneletrajzi emlekirat -"， Athanasiana 22 (2005)， 

91-107，2006.2) 0 ・jj.W-・仏-独 .lJi: I~~f で iむ

された論文を収録する年 1I豆l刊行の Folia

Athanasiana (1999 ~ ;既1IJ8111t)も西欧各国に

配布され，注 I~l を集めている。筆者はイヴアン

チョ一教授の依頼により，“Soteriological

Dimension in the Anaphora of the Liturgy of St. 

Basi1 - in Light of the Eschatology of St. 

Gregory of Nyssa -"と題する拙稿を|可誌のた

めに宅j己~I した。これは同誌第 8 号に掲載される

(Folia Athanasiana 8(2006)， 97-112) 0 向じく

イヴアンチョー教授による最新の大著(Istvan

Ivancso， Gorog katolikus liturgihus luadvanyainh 

dohumentacioj，α よ f“Corpus 01 the liturgical 

仰 blications01 the Hungarian Greeh Catholic 

Church")， Nyiregyhaza 2006， XXXlI + 1020 pp.) 

に対して英語による書評を{衣頼され，こちらも

|可号に収録されている (FoliaAthanasiana 8 

(2006)，127-130) 0 
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結

ハンガリーのギリシア・カトリック教会は，

キリスト教吉代の記J憶を伝えるビザンティンの

伝承を受け継ぎつつ 西欧・欧米へと世界の中

心が移る中で，国際的な発信にも鋭意尽力して

きた。それは，新たな出発を遂げた聖アタナー

ズ研究所のモットー，あるいはハンガリ一語お

よび西欧諸語の二極類よりなる紀要の刊行と

いった活動にも顕著に現れている。 1646年，大

ハンガリ -1室内jレテニア人の教会合向に遡るこ

の共向体は，その後二度の世界大戦をはさみ，

その居住領域を現ウクライナ，スロヴァキア，

ハンガリー，そして北アメリカをはじめとする

新大陸にまで拡大することになった。 新大陸に

展開するギリシア・カトリック教徒たちは，

日々の典干しもほぼ完全に英語使用を原則jとし，

新しいあり方での文化遺産の継承を目指してい

る22 一方，国境の改変にともないハンガ 1)一

語を r'lI)語jとして意識するようになったルテ

ニア人たちは， !14礼言語が教会スラブ語であり

続けたことに抗し ハンガリ一語をして典礼言

語の地位を獲得させるべく「ゴルゴタの道Jを

歩んできた。いま 約30万人を数えるハンガ

リーのギリシア・カトリック教徒たちは，ハン

ガリ一語による伝承の継承をもってこれまでの

歩みの記憶を伝え続けつつ 西倣各国語による

発信にも意を注ぎ， rグローパリゼーションjの

波に対して「中欧Jにおける独創的対!あのあり

方を模索している。

l 公式の報告としてわ 1 ンガリーにおけるさï{-~学の展

開と宗教牲の関係をめぐる研究上筑波大学国際連

携室ホームページ 11tゆ://khki 11.sec.tsukuba.ac.jp/ 

i10/pro] 710n叫1tm，2006.1を参照。

2 G. Nedungatt (ed.)， A Guide to the Eastern Code， Rome 

2002， 70-71. CCEOに|恕する概説は， JHl稿 II東方カ

ノン法Jのiせ界へーポーランド・クラクフを通して

の法比較論的l:tJi想-j，筑波大学第二学群比較文化

学類学術誌 f比較文化研究j第 l号， 18-30， 2005.3 

を参!問。

3 近llHII¥若 rJ、ンガリーのギリシア・カトリック教会j

(糾文社， 2008年刊行予定)を参J!日。

4. Pirigyi [slvan， A nzagyarorszagi go・rogkatolikusoktortenete 

II， Nyiregyhaza 1990， 123. 

学

5 1マーチャーシュ王とコルヴィナ文庫-15世紀/、ン

ガリーの栄華-j，筑波大学大学院人文社会科学研

究科文芸・言語専攻紀要 f文謹言語研究 文襲篇}

4.7，ト21，2005.3を参照。

6 ハンガリーの歴史については， Lazar Istvan， Kis 

magyar tortenelem， Budapest 1998を参照。

7 以下の記述に関しては， Dudas Bertalan/Legeza 

Laszlo/Szacsvay Peter (szerkよBazilital?，Budapest 

1993， 14-18. 

8 1'/1l稿 IIコルヴィナ文庫jから型イシュトヴァー

ンへ ハンガリーの歴史を遡る旅-j，筑波大学

附属図書館報 fつくばねJvoL31 no.2， 2005.9 ; 

http:/ /www.tulips.tsukuba.ac.jp/pub/tsukubane/31 

2/1.htmlを参照。

9 llll稿「型ノfジjレ典礼における奉献文の神学的地平

ーニュッサのグレゴリオス f人間創造論j解釈に向

けて-j，エイコーンー東方キリスト教研究-J第

34号，新世社， 44.-64.， 2006.12を参照。

10 この間の経緯については パムレーニ・エルヴィン

編(国代文雄/鹿島正裕訳)rノ¥ンガリ一史J(全 2
巻)，恒文社， 1980，第 l巻57頁以下。

11 Pirigyi Istvan， op.cit.I， Nyiregyhaza 1990， 98ft. 
12 以下， Sasvari Laszlo， Keleti keresztenyel? Magyarorszagon， 

Budapest 2005. 

13 以下の記述については MosolygoMarcell， Krisztus 

tovabb el Egyhazaban， Nyiregyhaza 1992， 104ft 

14. 統計数値に関しては，以下 CatholicHierarchyの数

字に従う o http:/ /www.catholic七ierarchy.ol又/参照。

15 この間の消息については， Bohacs Bela， "A ma幻rar

liturgikus nyelv jelentosege az eperjesi egyhむmegyeben"，

in: Litugi!?附 0・ro・ksegunk立 :A Krucsay-fele liturgiaforditas 

fakszimileje kiadasanak alkalmabol 2003. ol?tober 30-

an rendezett szimpozionαnyaga， Nyiregyhaza 2003， 

33-38 

16 cf. Ivancso Istv加 ，Krucsαy Mihaly munkacs megyei 

kanonol? 1793-ban l?eszu!t munl?aj弘 Nyiregyhaza

2003. 

17 cf. Ivancso lstvan， Az 1879-es hajdudorogi liturgikus 

fordito bizottsag es tevekenysege， Nyiregyhaza 1999. 

18 詳しくは1'11¥稿「聖母の涙一地中海を越えて-j，(1地
rj:l海学会月報j284.， p.6， 2005.11 h佼p://wwwsoc. 

豆回日p/mediterr/ geppo/284.htm1)を参照。

19 cf. Veghseり Daniel，"Egyhazamert kesz vagyok 

meghalni": P. Dr. Dudas Miluos szerzetes-puspo・h

emlel?ere， Bazilitak sorozat L 1凶tet，2005. 

20 "GorりgPatrologia ]elentosege es Lehetosege Japanbanー

りneletrajziemlekiratーへ GorりgKatolikus Hittudomanyi 

Foiskola， Nyregyhaza， Hungary 2005.10.27.論文と

して機関誌に収録されたものに関しては後述。

21 411¥稿「ノ、ンガリーにおける教父学研究j，rj:l出官学会

r I千1世思想研究j 氾~VIII ， 166-170 (，研究動向j欄)， 

2006.9をも参照。

22 たとえば彼らによる典礼学研究の成果は，ピッツ

パーグ大司教座付設の !14干し研究所サイト

http:/ /metropolitancantOl・institute.ol又/によく表れ

ている。
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