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はじめに 

 本稿は「日本近代キリスト教思想における合同教会論の超克」という問題意識を前提に、近代日本キリ

スト教思想史において「忘れられた神学者」、つまり名は知られて入るものの、言及論述されることはほと

んどない逢坂元吉郎の神学思想ことにその身体論を読み取りつつ、さらに主体論への展開を企図した序論

的考察である1。くわえて逢坂の主体論を特徴づける聖体が、合同教会論の一背景をなす京都学派の哲学さ

らには吉満義彦を含む「近代の超克」の流れにいかに棹差すのかを探求していきたい。 

 

１ 逢坂元吉郎の人物像 

 「忘れられた神学者」ということもあり、まずは簡単に逢坂元吉郎の人物像を紹介しておきたい。逢坂

は 1880 年（明治 13 年）に石川県江沼郡大聖寺町で旧足軽身分の平塚家に生まれた（『加賀市史料 大聖寺

藩士由緒帳』には平塚家の記述はない）。その後、幼少にして将来医師になる前提で親戚である内科医を家

業とする逢坂家に養子に入る。新設された石川県尋常中学校七尾分校に江沼郡からの唯一の進学者として

入学するが、そこで 25 歳の青年教師で分校主任でもあった西田幾多郎と出会う2。分校廃止後は金沢の本校

（現在の石川県立金沢泉丘高校）、旧制第四高等学校に学ぶが、四高時代には剣道部で活躍するとともに、

西田が指導した三々塾で西田の補佐役を務め、さらに西田とともに卯辰山の雪門玄松禅師のもとに参禅し、

西田よりも早く居士号（聴雪）を与えられたことが知られている。 

四高（第一部英法科）卒業後は東京帝国大学法学部政治学科に学ぶが、禅は孤独でさびしいという思い

などからかねてキリスト教に関心を抱いていた逢坂は、植村正久と出会いを契機にキリスト教に入信し、

東大を中退する（それを機に逢坂家とは協議離縁となる）。この植村との関係は思想的な理由というよりは

むしろ、ともに熱情型の両者は相互に妥協を知らず、ゆえに人間関係の悪化からまもなく断絶する。英米

                                                        
1 現在入手可能な、逢坂の思想を直接知りえる著作は、鵜沼裕子編『逢坂元吉郎――日本の説教７』（日本キリスト教団

出版局、2003 年）のみである。筆者の個人的体験から言っても、逢坂を知る者は神学者はともかくとして、非キリスト

者はもとより、キリスト者さらには司祭・牧師であっても少ない。後述するように逢坂は西田幾多郎と深い関係をもつ

が、現在の京都学派研究者からも「逢坂とはいったい誰か」と尋ねられることがある。 
2 山口和人によれば、石川県尋常中学校は県下全域から志願者を集めたことから、ことに能登地区からの志願者に配慮

すべく、1895 年 4 月に七尾分校が設立されたが、七尾高等小学校を仮校舎として開校したものの、まもなく消失。3 ヶ

寺を間借りして授業を続けたものの校舎新築予算が県会で否決された。その後政争の具に供されたこともあり、本校拡

充と引き換えに七尾分校は廃止が決定。開設わずか一年で廃校となった。この極めて短い期間に逢坂は西田と出会って

いることになる。山口和人「『第一の教育改革』と能登の中等教育――石川県尋常中学校七尾分校と西田幾多郎」（石川

県立鹿西高等学校『紀要』第 4 号、2001 年）48 頁。 
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留学（オーバン神学校〔Auburn Theological Seminary〕およびエディンバラ大学ニュー・カレッジ）から帰

国後は高輪そして大崎で宣教活動を行う。当時の逢坂は福音主義の立場から社会改良運動を唱え、その方

向性でメシア会を設立。政治的な志向性も顕わなカルヴァン主義に立脚していた。やがて四高の後輩であ

った旧知の正力松太郎の招きで讀賣新聞にて宗教欄主筆を務め、西田幾多郎を囲む座談会を企画するなど

活躍するが、擬似宗教団体である財団法人神宮奉斎会を「鵺のような宗教団体」（上・301）と批判したこ

とがもとで殴打され、瀕死の重傷を負う（1934 年）3。 

ここで注目すべきは、奇跡的な病状回復後、逢坂の思想的傾向が従来の外交的社会志向から内面的修道

志向へと一変したことである。それは社会問題からの逃避というものではなく、臨死の窮境において甦り

のキリストを体験したことによる、劇的な回心とされる。それ以降、神学的には古代教父に学んで伝統を

重視し、分裂状態の諸教会を統合しようとする独自の唯一公会運動の理論家として活躍する。具体的には

超教派的な「教会師父研究会」の設立運営であるが、その際、聖公会関係者との協力が目立つ。晩年は夫

人や長男に先立たれ、幕屋を模して茨城県鹿島町郊外に設けた修祷庵で祈りと勉学の日々を送るが、まも

なく病状が悪化。師の西田の死後わずか 3 日である 1945 年 6 月 10 日に死去する。 

総じて逢坂の思想は、上記の殴打事件を契機に前期と後期に分かれ、鵜沼裕子などによる数少ない先行

研究でも後者こそが逢坂の独自性が現われたものと考えられている。本発表でもこの後期逢坂を考察の対

象とする。 

 

２ 健全なアマチュア主義 

 さて、アカデミックな神学者でなかった逢坂の思索は、司牧を前提とし、聴衆の耳目を開かしめる、と

きに論理飛躍をいとわない、いささか難解で強烈な言述の反復によって形成されている。さらに後期逢坂

の主張はことに近代日本キリスト教思想の領域において自身以外の誰とも響き合わない独一無比のもので

あり、その主張の激しさは既存の神学史全体を把握して自己を位置づける視点を持たない。公刊された本

格的な著作は『聖餐論』（1939 年）ただ一冊であり、それも「純粋な学術研究というより、逢坂自身のユニ

ークな諸経験、とりわけ深い宗教的経験と修道を神学的に反省した」ものである4。また後期逢坂の思索を

支えた教父研究に用いられた基礎文献も、公私に渡り逢坂の追随者であり、かつ支援者であった二瓶要蔵

から借り受けた英語版の全集（Ante-Nicene Fathers, Nicene and Post-Nicene Fathers, Edinburgh: T. & T. Clark, 

1867-1873）であり、ギリシア語・ラテン語原典を直接参照しているわけではない5。こうした点で逢坂の神

学は神学思想と呼ばれるほうがふさわしいであろう。 

がしかし、そこには「ゲルマン捕囚」と揶揄されるまでにドイツ神学によって席巻されたいわば職業的

「講壇神学」がその理性主義や決断主義ゆえに開きえなかった地平、つまり視野が格段に広く大状況性に

                                                        
3 神宮奉斎会の本部は飯田橋大神宮（現在の東京大神宮――縁結びの神社としてとくに若い女性の間で人気が高い）で、

逢坂が殴打された現場でもある。また、同会は皇典講究所および大日本神祇会とともに神社本庁の中心的起源をなして

いる。なお引用元表記、たとえば「（上・301）」は「『逢坂元吉郎著作集・上巻』301 頁」を指す。以下同様。逢坂の著

作集は次の通り。石黒美種編『逢坂元吉郎著作集』上巻（前期の著作・後期の説教、逢坂元吉郎著作刊行会〔新教出版

社発売〕、1971 年）。同中巻（後期の著作：その 1、1971 年）、同下巻（後期の著作：その 2、付 逢坂元吉郎小伝、1972
年）。 
4 神田健次『現代の聖餐論――エキュメニカル運動の軌跡から』（日本基督教団出版局、1997 年）80 頁。 
5 二瓶は同志社出身の牧師で、英米の留学先も逢坂と同じ学校を選んでいる。また先述の修祷庵も二瓶の所有地から分

譲されて設けられたものである。しかし二瓶自選の著作集（全三巻、河出書房新社、1985 年）に逢坂への言及はまった

くない。 
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配慮した健全なアマチュア主義による洞察力が見て取れる6。 

 

３ 実体的身体論 

 さて逢坂の身体論は徹底的に秘義性に彩られたものであり、霊肉一如や霊体を根拠付ける「受肉のキリ

スト」へと収斂する一元的ビジョンである。さらに逢坂にとってそもそも人とは神意の「徴」として最も

根源的な意味を担う、身体性を備えた「原義の人」であった。ここでの身体は神に奉げられる「潔き活け

る供物」（中・68）として肯定され、そこでは体験が特に注目される。もちろんこの身体性は唯物論的なも

のとは異なり、むしろ心身一如的なものとして人間の本質を形成し、それをパウロが復活後の身体として

認めた「霊体」と同定される。その意味で人はこの世にあって本質的に復活後の生を予覚していることに

なる。 

 このように逢坂の身体論は根源的回帰に基づく希望の言説であり、その肯定性は贖罪観にまで及んでい

る。つまり「贖罪の目的は積極的に三一神の形成にまで至らしめる人の完成にあって、消極的な罪の解放

のみとはしない」のであり、そこでの「人の新生」は「受肉神による上昇をもってキリストの完全のごと

く人を完全に至らしめること」（下・107）だというように、罪の否定による回復というよりも完成という

創造の言説として語られる。その際、神学的論拠としては、キリストの「受洗はわれら受洗者がキリスト

化されんため」であり、「それゆえにキリスト者とはすなわち受膏者の別名であるとともに、その実である」

というアレクサンドリアのキュリロスや、キリストの受肉は「その神性をもって人性を取り、その人性を

もって腐敗の人の人性を変え、人をして神々たらしめることであるとする」アタナシオスの神化説が強力

に援用される（下・127-128）。 

しかも逢坂はその成就について、物に限定されないが、まぎれもなく物である現実的根拠を主張する。

そもそも逢坂にとって「福音というものは非常に素朴なもの」であり、「不死の生命を持つ」ことだとされ

るが、さらにそれは単なる理念的な教えではなく「体得」と不可分である（下・345）。その体験において

人を霊体の成就へと導く根拠となるのが生ける表徴、つまりたんなる記号を超えた秘義を体現する、サク

ラメントとしての聖体である。ここでの聖体は「生きる霊」である霊体に向けて、キリストの「生かす霊」

を与え、一層の成就へ向けて導く実体的存在である（上・324）。 

この聖体は祭壇上の聖体顕示台に囚われた形で荘厳され、遠くから仰ぎ見られるような外在的対象に留

らない。たとえば「キリスト降誕節修道覚書」（1938 年）において逢坂は救いの確証を「ヨハネの手紙一」

冒頭から敷衍した「見る」「知る」「触れる」という順で高度化する感覚によって遂行するよう主張するが、

ことさら聖体については触覚の重要性に言及している7。復活のイエスがその槍痕に「触れよ」と命じたこ

                                                        
6 「健全なアマチュア主義」に関しては以下の拙稿を参照のこと。「アーノルド・トインビーの宗教観――現代神学的再

考」（『聖書と宗教』第 1 号、2011 年）10 頁。同稿で言及したエドワード・サイードによれば、「知識人は専門家ではな

くアマチュアでなければならない」。その「アマチュアリズムとは、……愛好精神と抑えがたい興味によって衝き動か

され、より大きな俯瞰図を手に入れたり、境界や障害を乗り越えてさまざまなつながりをつけたり、……専門職という

制限から自由になって観念や価値を追及すること」、さらには「憂慮とか愛着によって動機づけられる活動」であり、

その担い手であるアマチュアとは「社会のなかで思考し憂慮する人間」である（『知識人について』平凡社、1998 年、

127・136 頁）。さらにジェームズ・W・ハイジックは、対話の時代において「健全な常識」はすっかり使いふるされた

「理性」に代わらないまでも、必須の指標として重要視されるべきであると語っている。J.W.ハイジック「オリエンテ

ーション」（南山宗教文化研究所編『カトリックと創価学会――信仰・制度・社会的実践』第三文明社、1996 年）18 頁。 
7 視覚と触覚の重視は、プロテスタントの聴覚志向（聞）と比較してもカトリック的感性（観）に近いといえよう。な

お、西田は逢坂から送られた同文書を読み、「お送りいただいたパンフレット一読厳粛の気に打たれました」と書き送

っている（1938 年 11 月 30 日付）。『西田幾多郎全集』第 22 巻（岩波書店、2007 年）196 頁。また、ヨハネの手紙一の
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とが使徒たちにとっては師の復活を感得する至福の体験であったように、「聖体への触覚は至純の喜悦」で

あり、「永恒の自己の身体の保障はここで約束され」、「十字架のキリストと接触していることをさとる」

（中・94）と最高度に評価されている。 

 

４ プロテスタント・カトリック・カトリカ 

こうした実体的な発想的視点から逢坂は、プロテスタト諸教派にはひとしく主観主義が支配的であると

する批判を行う。古代教父わけてもアウグスティヌスに依拠した逢坂のプロテスタンティズム批判の構図

は、聖体制定に際して「これは我が体なり」という祈りが祝福の浸透つまり「在」の徹底である「成る」

という原在性に立ち返るにあたって、肯定と否定が対比されるかたちになっている（中・296）。つまり、

逢坂がみずからの思想的根拠として肯定するアウグスティヌスが客観の三一神によるサクラメントにおけ

る化体つまり聖礼典的実在としての実体変化をこそ重んじたのに対して、まずルターがサクラメントの化

質を見据えることなく、むしろその場で内的感謝という良心主義を発動することによって主観へと逸脱し

（よって「コミュニオン」も「心の交わり」と解した）（中・236-7、251）、キリスト自身よりも十字架の功

績を重視する転倒に至ったと批判されている。つづいてその内在主義をカルヴァンがさらに強め、ルター

にはまだしも残っていた食らうべきキリストの肉という実体性を完全に欠落させ、昇天した霊的存在とし

ての霊在のみを重視し、その結果、聖体を記号へと貶めてしまったとして否定されるのである（下・445、

459）。 

容易に推察されるように、このような後期逢坂の神学思想はカトリック的な性格が強く、ときにカトリ

ックへの改宗が噂されたこともあったようだ。たしかに逢坂は化質論つまり実体変化説を肯定するのみな

らず、原罪によって人間の本質的原義が滅すことはないと断言する8。また死後生は確実に存在し、しかも

その状態を「煉獄」と規定している（上・336-7）。 

しかしながら、プロテスタントを批判すると同時に、カトリックのローマ首位権、教皇無謬説、スコラ

神学の機械的硬直性、当時の日本教会における司教職の外国人独占状態等を批判する逢坂は、「プロテスタ

ントとカトリックの中間道（via media）を最も健全な調子で歩まんとする……『カトリカ』すなわち公会」

（上・439）を求める。そこでは「身体的存在」（中・460）である教会が、魂と身体という「両者の中間的

な不思議な身体」である霊体と呼応協同し、「あらゆる現世的なものに打ち克つ」（上・346）とされること

から、この公会は現世のただなかで、あらゆる世俗的な存在に対して批判的に向かいあう存在である。以

上のような「中間」的本質主義はイエスの受難を現代に媒介することで、自己同一性に安住するというよ

りもむしろ中間の視点から極端に対して批判原理となり、全体性を回復する点に意義をもつといえよう。 

 

５ 京都学派の主体論 

さて本稿は逢坂の神学思想をより広汎な日本思想の枠組みのなかにおくことで、神学的アポロギアを超

えた視圏を獲得しようとするものである。こうした地平の拡大と融合は、筆者のたんなる恣意的な試行で

はなく、当時すでにアジア太平洋戦争の予兆、勃発、拡大という時代のなかで歴史的に知的営為の総動員

                                                                                                                                                                             
冒頭（1:1）は以下の通り。「初めからあったもの、わたしたちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て、手で触れたも

のを伝えます」。 
8 実体変化はトリエント公会議で教理宣言され、現代でも前教皇ヨハネ・パウロ二世がトリエント公会議で決定された

聖別における実体変化説は永遠に有効であると主張している。教皇ヨハネ・パウロ二世回勅『教会にいのちを与える聖

体』（〔Ecclesia de Eucharistia, 2003 年〕カトリック中央協議会、2003 年）第 15 条。 
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体制が進展し、たとえば神学に精通したカトリック信徒でキリスト教哲学者の吉満義彦が「文化綜合会議

〔知的協力会議〕」の名のもと「近代の超克」論議に絡め取られていった思想史的流れを反映している。 

ここに当時の国家体制および直接ないし間接にそれを支える諸思想とのあいだで、微妙な関係が成立す

ることになるが、特に注目に値するのは当時の代表的な思潮であり、宗教への親近性を示す京都学派の哲

学であろう。顧みるに、逢坂は西田のきわめて初期の弟子であり、かつその交友は終生続いている。 

西田は心理主義とみずから呼んだ、『善の研究』に見られるような前期の主観概念からヘーゲル弁証法へ

傾倒に発した後期の主体概念へと発想を転じているが、小林敏明が近年明らかにしたように、この転換の

背景には西田の弟子であり、マルクス主義に関心を寄せた三木清の影響が強くみられる9。じつは逢坂も三

木とは神田 YMCA の宗教講演会（1932 年）でとともに講師を務めて以来旧知の間柄であった。 

さて、三木の『歴史哲学』（1932 年）によれば、ロゴス以前の、動的で、闇である基礎経験は、作られた

歴史である「存在としての歴史」から区別された「歴史を作る行為そのもの」としての「事実としての歴

史」へと改訂されるのだが、そこにはたらく「対象化不可能な直接性そのもの」つまり「事実としての主

体」こそが、本来あくまで個人が歴史と出会う場面で登場してくる「主体」である。この主体性に発する

「事実としての歴史」は、「存在としての歴史」から必然性を奪い取るという意味で偶然的であり、因果的

必然性を超えた深い内的な必然性としては運命的ある。またたえず「存在としての歴史」を断ち切るとい

う点で瞬間的であり、そしてその破壊力においては無であって、「最も近い現代の『出来事』を過去として

葬ることもでき、最も遠い過去の『出来事』をも現代として生かすこともできる」ものである10。 

ところで三木はヘーゲルに同意して「凡ては、真なるものを実体 Substanz としてではなく、却て恰もま

さに主体 Subjekt として把握しそして表現する、ことにかかつてゐる」（『歴史哲学』）11として、実体を事実

ならぬ存在に託するかたちで主体から弁別する。それは本来、主体を実体との混同から救い出すための思

想つまり個人と歴史との出会いにおいて個人の優越性を確保する発想であったはずである。 

しかしやがて文化実体的なナショナリズムの津波に飲み込まれるなかで、本来対抗言説として機能する

はずだった京都学派の哲学はいわば作用・反作用的に権力に絡め取られていく12。こうした転向劇の主犯格

はやはり田辺元であろう。田辺は身体の存在論的構造において個の分立と全体への帰入という双方向的媒

介を見出し、それはやがて「具体的生命の基体たる」種の論理へと展開する13。師の西田はそもそもこうし

た二区分に批判的だったが、やがて三木や田辺によって影響されるなかで受け入れるようになり、さらに

弟子の西谷啓治、高坂正顕、高山岩男らにいたって京都学派の哲学は個から離れていく。そこでは国家、

民族、共同体、原始自然といったすべての母胎的起源にして媒介である特権的実体つまり「基体」（ことに

根源的な文化的基体としての種）が無際限に肥大するなかで、個としての主体は名目的なものへと成り下

がり、最終的に血と地において体現される国体という実体へと（本来身体は媒介的存在として実体性を持

                                                        
9 『〈主体〉のゆくえ――日本近代思想史への一視角』〔講談社、2010 年〕第 4 章「先駆ける歴史的人間学」。 
10 田中久文『日本の「哲学」を読み解く――「無」の時代を生きぬくために』（筑摩書房、2000 年）188-189 頁。 
11 『三木清全集』第 6 巻、岩波書店、1967 年、69 頁。 
12 組織という視点から権力の対称性つまり権力的に対抗するシステムは相同的な内実をもつに至ることを明らかにし

た文献として、J・K・ガルブレイス（山本七平訳）『権力の解剖――「条件づけ」の論理』（日本経済新聞社、1984 年〔原

著：John Kenneth Galbraith, The Anatomy of Power, 1983〕）。 
13 「種は我々の身体が個人の分界であるのに対し、其半面に此分界を否定して個を貫き、種的生命として之を包容し、

その根源的媒介となる。それは個的分立の背後に基体的媒介として否定せられながら保存せられるのである。身体は先

づ斯かる基体の連続を含むものとして種的に理解せられなければならぬ。然らざれば種といふも抽象的にして、具体的

なる生命の基体たる意味を有することは出来ない」（『田辺元全集』第 6 巻〔筑摩書房、1963 年〕306 頁）。なお引用に

あたり漢字は新字体に変更した。 
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たなかったにもかかわらず）回収されてしまった、つまり個人は歴史に従属してしまったといえるだろう14。 

 

６ 逢坂の主体論 

逢坂は旧知の間柄であった西田に対しては、西田の名声が高まったのちも親しみを忘れない率直な態度

をみせている。回心以前の前期においても、たとえば自身が司会者を務めた「西田博士に聴く座談会――

宗教、哲学、文化の諸問題について」（1932 年）において、媒介の話題に関して「媒介といふやうなものな

しに違つたものが互いに結び付くことはできないやうにも思へるし、その間の関係として連続的なものゝ

存在といふやうなものが必要に思へる」とキリストを念頭に置いたと推定される発言を西田にぶつけ、さ

らには西田の言葉に「何んとなく論理の範囲を出ないやうにも感ぜられます」と丁寧ながらも不満を表し、

また、「『環境的に在る』の問題はマルクシズムに交渉をもつ問題と思ひますが、過日も法政大学の演説で

述べられた点はそれであつたと感じたのですが、もう少し詳しくあれをお話を願へませんか」と、誰より

も先んじてマルクス主義を持ち出し、それに対する態度表明を西田自身の口から引き出そうとしている15。 

逢坂が後期に入ったのちも、また時局も押し迫って、前述のように京都学派の哲学もナショナリズムに

迎合するような思想状況においてもなお、逢坂は師の西田に向けてつねに敬意の念を表している。たとえ

ば弟子の石黒美種16に宛てた書簡（1943 年 6 月 11 日付）において、西田の最新論考「自覚について」（1943

年）を、逢坂がルターと同様の主観主義と考える「従来のドイツ認識論に一撃を与えたのです」と高く評

価している。しかし同時に「やはりキリスト教に成りきれていず、教会というものが思想に加わっていま

せん」と批判してもいる。 

このいわば意図的誤読ともいえる発言の背景には、逢坂もまた主体への強い共感を抱いていた事情があ

る。戦時期政府の宗教統制に呼応するかたちでプロテスタント諸教派は合同教会の成立を模索し、1941 年

6 月に「皇国に忠誠を尽くすを以って第一とす」という宣言文をもって日本基督教団が成立するが、「プロ

テスタントは反動です……教会は病気しています」として長らく批判的であった逢坂にとり日本基督教団

は「箸にも棒にもかからぬもの……幼稚極まるもの」にすぎず、公会形成という理想を共有していた逢坂

においては危機感が嵩じざるをえなかった17。よって逢坂は独自のカトリカ的視点からこの潮流を批判する。

なぜなら日本基督教団設立にあたっては教派主義を密かに温存させた主観的妥協とサクラメントの軽視に

                                                        
14 こうした身体論のいわば頽落を〈日本的「身体論」〉から〈「日本的身体」論〉への変質とみる横山太郎の見解は首肯

できるものである。横山太郎「日本的身体論の形成――『京都学派』を中心として」（『UTCP 研究論集』第 2 号、2005
年）37-39 頁。 
15 『西田幾多郎全集』第 24 巻（岩波書店、2009 年）19・23・25 頁。 
16 石黒美種（いしぐろ・よしたね：1907-1990）は徳島県出身の電気工学者で、徳島大学教授、徳島市立工芸青年学校

初代校長を務めた。1931 年に前期時代の逢坂を知り、感化を受ける。殴打事件以後の逢坂と再会した際には師の回心に

疑問を抱いたが、やがてその思想や生き方に強い共感をおぼえ、それ以後終生逢坂の弟子でありつづけた。石黒は自身

のことを「逢坂先生に憑かれた者である」と語っている（熊野義孝・赤木善光・石黒美種著『受肉のキリスト――逢坂

元吉郎の人と神学』〔新教出版社、1975 年〕210 頁）。逢坂生前はその説教の筆録作成などを手がけ、没後は詳細な評伝

（「逢坂元吉郎小伝」、下・491-541）を残した。 
17 逢坂の石黒宛、1939 年 12 月 13 日付および 1943 年 3 月 6 日付書簡。熊野・赤木・石黒著『受肉のキリスト』247・
258 頁。もっとも、教会合同運動は近代日本におけるプロテスタント教会成立以降つねにエキュメニズムの観点から理

想視されており、この意味で教会側にも時勢を借りて宿願成就を願う機運が密かに高まっていた点を見逃してはならな

いだろう。なお日本基督教団の信条決定にあたっては、田辺元が教団信条委員だった松村克己（当時は京都帝国大学文

学部宗教学第二講座基督教学助教授で、波多野精一の後継者とみなされていたが、占領政策により休職さらには退職し

たため教授には就任しなかった）に対して、信条というものは戦い取るべきもので、温泉宿で決めるものではないと強

く詰問したという逸話が残されている。高坂正顕他『近代日本とキリスト教――大正・昭和篇』（基督教学徒兄弟団、

1956 年）336 頁の久山康の発言。 
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よって主体が忘却されていたからである。 

逢坂の徹底本質主義的な主体論からみれば、政府主導された諸教派の合同は本質ならぬ「気質」（中・492）

に依存し、「空疎な観念の運動」（中・467）にともなう「魔的感情の感激」（中・466）における「社交的教

会」（中・472）の成立すぎない。それに対して逢坂は、まず聖書に記されていない使徒伝承としての「奥

義」（下・300）つまり「伝統」（いわゆる聖伝）を核心としながら、さらにこの伝統を受肉のキリストに向

かう「敬虔の体験」の「連鎖」（中・472）とみなして歴史的視圏を確保し、さらにベルクソンの記憶論と

協調するアウグスティヌスの「記憶体」、つまり「創造者の太古から持てる体」である「霊体」（『続 受肉

のキリスト』・220）として聖体の結実を見て取る。それは逢坂にとってあらゆる歴史を超克する「主の体」

すなわち「主体」（一コリ 11：24,27）そのものであり、「神に造られた主体的人はこの原体に近づけば近づ

くほど溌剌さと喜悦が覚えられる」（下・369）のである18。 

このように聖体に収斂する徹底的主体論には、京都学派の哲学が時局に押し流される要因となった主体

と実体との分裂がない。京都学派では主体が実体に先んずるはずであったのに、その構図はやがて逆転し、

実体の肥大に引きずられるかたちで主体が競りあがり、膨張していった。しかし逢坂においてはいかなる

基体も主体即実体の聖体、そしてその似姿としてのわれわれの霊体の前には比較以前の絶対的極小存在に

すぎない。つまり、人間感情のあらゆる面に通じるがゆえに体制補完に利用されてしまう聖書への主観的

反応よりも、たんたんと反復されるサクラメントによる物言わぬ客体的聖体のほうが、近代化のもと身体

性を忘却して精神主義のインフレーションに陥った国家を超克する主体的根拠たりうるのである。 

この聖体における主体即実体の「実体」には、まずは物質としてのパンがある。信仰の目から見れば生

けるキリストのからだであるが、思索の対象としては歴史的社会的存在としてのパンである。この完全沈

黙の卑小にして被傷的（vulnerable）な日常的物質が国家、民族、さらには宗教をも超えた主体そのもので

あるという落差と逆説が、類比と順接に長けるがゆえに理性（しかし逢坂に言わせればプロテスタンティ

ズムの骨の髄まで浸透した主観）的にして饒舌に主体をからめとるような肥大する諸実体から、キリスト

および身体的に聖体につらなるキリスト者を防衛するのである。 

 

７ 地平融合の予覚 

たしかにこうした極北の思想を歴史的存亡の危機に瀕していた特殊な時代に咲いた徒花とみなすことも

できよう。また一人のアマチュア神学者の沸騰する脳髄に宿った夢想にすぎないとみることも可能だろう。 

しかし、逢坂は孤独な地下室生活者ではなかった。殴打事件以降、たしかに孤独な修道生活を理想とし、

ときにその顔貌に「他界的感触」19を顕わとした逢坂であるが、自身の発想に合致した公会建設の願いは保

ち続けた。たとえば、「師父会〔教会師父研究会〕はますます真剣となり、同会が中保となって聖公会の残

留組とニコライの正教会とが一となり、オーソドックスの一つの教会が出来る運びとなっています」と語

り、また「東京の伝道も力を入れます」と証言している20。 

                                                        
18 さらに「記憶の主体というのは五感と心（マインド）を二つの対立と見ないで、むしろ心を主とし、五感を率い、別

の記憶の体の形成に進む」のであり、この記憶の蓄積に合致する真実の像だけが選ばれるという。またこの文脈から「讃

美歌は音楽にだまされる」や「雑音的な感覚」という言辞が生まれるのであろう。石黒美種編『続 受肉のキリスト―

―逢坂元吉郎研究と新資料「教会論」』（新教出版社、1978 年）236・240 頁。ともあれ、逢坂によればこうした感覚の

鍛錬純化はすべて聖体をめぐって起こるといってよい。 
19 熊野・赤木・石黒著『受肉のキリスト』221 頁。 
20 石黒への書簡（1943 年 5 月 17 日付、1944 年 4 月 10 日付）にて。熊野・赤木・石黒著『受肉のキリスト』261・277
頁。 
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もちろん史実において逢坂の願いは実らなかった。しかし大言壮語しつつ理念体系の相違を抱え込んだ

まま擬似的合同を実現したところで、戦後まさにそうなったように、日本基督教団のごとき統合は破綻し

てしまうと予想されるのに対して、逢坂の極小の実体において主体が完全沈黙のなかに相即するという思

考は、歴史的社会的存在態としては永続しえずとも、瞬間的極限において合同の原記憶を想起させる事実

性において力動性を秘めているように思われる。 

その現実化（それは原点思考からすれば不備が免れない逸脱だろうが）がわれわれのなすべき課題とな

るだろうが、狭く神学的にみるにせよ、広く思想的に考えるにせよ、なんらかの地平融合に向けた解釈を

行わねばならないだろう。この課題は筆者にとっては将来的な宿題である。しかしここではあえて予覚的

に二人の思想家の名前を挙げておきたい。 

まず狭い神学的領域においては吉満義彦である。すでに述べたように吉満は「近代の超克」論議に参加

するなど、鋭敏な歴史的感性の持ち主であった。しかし事前提出論文「近代超克の神学的根拠」は難解に

して術語的にもかなり特殊であり、また討議における吉満の発言も他の参加者とのあいだでかみ合ってい

るとは言いがたく、かえって孤絶的といえるまでに浮き上がっている21。たしかにジャック・マリタンの新

トマス主義に大きく影響された吉満は日本文化への考察を欠いたヨーロッパ至上主義者ということができ、

その意味でも逢坂とは相容れない。また師である岩下壮一を継承してカトリック神学への忠誠が濃厚であ

る点でも逢坂との違いは否めない22。 

しかし吉満は史実としての特殊的中世（三木の言葉を転用すれば存在としての中世）を前提としつつも、

それを特権化することは慎重に避け、ヨーロッパ的特殊性を超越する普遍的「永遠の中世」（事実としての

中世）をそのなかに読み込んだが、その姿勢は主体から切り離された実体の肥大化を許さない一種の原点

思考であり、カトリシズムとカトリカの違いを超えて逢坂に通じるところがある。実際逢坂も、協働する

聖公会高教会の集会において「先週吉満氏が講演したのですが、日本におけるカトリックの将来も何かわ

れらの方向をもって示唆なりとするように見えます」として、地平の重なりを予期している23。両者ともに

思考の求心性が著しいが、歴史的社会的存在への異議申し立てという点で共鳴するだろう。 

つづいてより広い思想的視野に立てば、多くの思想家が念頭に上るだろうが、意外な人物も浮かび上が

ってくる。その一人に日本浪曼派の指導的思想家である保田與重郎がいる。筆者はいまだ保田自身による

著作にはさほど触れていないため、二次的な情報に頼らざるをえないのだが、たとえば柄谷行人は保田に

よって典型的に体現される「ロマンティッシェ・イロニー」は「現実的なインタレストの拒否」つまり「何

かを積極的に実現するという考えへの敵対」を最大の特徴とし、それゆえに保田は「近代の超克」会議を

欠席したと語る。また竹内好の保田評を引き、「保田の果たした思想的役割は、あらゆるカテゴリーを破壊

                                                        
21 吉満については以下の拙稿を参照願いたい。「『近代の超克』論議における道徳的緊張――吉満義彦と西谷啓治」（『比

較文明』第 24 号、2009 年）。 
22 吉満は敗戦直後の 1945 年 10 月 23 日に死去するが、生前もし健康が回復したならば司祭職を目指す意志を見舞いに

訪れた土井辰雄東京大司教に告白している。吉満には結婚歴があったが、この妻とは死別していた。西田、三木、逢坂、

吉満らが敗戦前後に相次いで亡くなり、戦後の思想界に貢献できなかったこと（さらには田辺や西谷らが沈黙を守った

こと）は、歴史に「もしも」を問うことが禁忌であることを知りつつも、残念でならない。戦後の日本人の知的主体性

の構築において多大な欠損といえるだろう。 
23 石黒への書簡（1943 年 3 月 6 日付）にて。熊野・赤木・石黒著『受肉のキリスト』259 頁。博士論文執筆当時の筆者

は吉満のヨーロッパ至上主義とカトリシズムへの過剰な傾斜に宗教的多元主義の立場から嫌悪を覚えたが、近年は思想

史のリアリティを求めるなかで、かつての排拒は偏向したものであり、加藤周一や小野寺功が戦中の極限状況下や戦後

の混乱期に吉満を積極的に受容した経緯を慎重にたどることを通じて、吉満の潜勢的可能性を解釈学的に現勢化する必

要があると考えるようになっている。 
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することによって思想を絶滅することにあった」という24。これはまさしく逢坂がプロテスタンティズムに

顕在化した日本キリスト教さらには日本社会の近代化に顕わな主観性や政治性へ向けた批判を連想させる。

また逢坂が主体および実体を語る際の徹底性や相即性は、保田の「大和」をめぐるイロニーに似て、何か

を現実に達成しようとして競りあがる弁証法の過程性からは程遠い。 

また、大峯顕は保田の反近代的構図の根底には「詩」の原理があり、その詩は自我の表現を超えた事件

として他界を荘厳し、さらに神話となって言葉の根源的な機能を因果律から防衛すると語る25。逢坂もその

神学思想の表現は冗長であるものの、主張の極点である聖体論はまさしく受肉し復活したキリストの荘厳

であり、また諸教派の自己正当化、端的には聖書の権威に依拠した恣意的な教義化に対する拒否である。

まさしく逢坂の思想は神と人とがともにそのままで主体たりえる始原的な〈インマヌエル〉へと回帰して

いく内実をもつといえるだろう。 

 

おわりに 

「感傷の共同体」としての戦時期国家翼賛体制に発するナショナリズムの高揚に対して、逢坂の神学思

想は〈凍結の思想〉として機能するといえるだろう。「文明論的転移」の成功者としての優越感に酔いしれ

た凡百のキリスト者とは異なるとはいえ、カトリシズムに立脚する吉満が西洋世界への過剰な紐帯を連想

させる「新しい中世」を謳ったのに対して、逢坂はカトリカを念頭にいっそう強く西洋世界の歩みを全批

判し、〈新しい古代〉とでもいうべき原点思考によっていわば主体から分離した実体（存在）の歴史を実体

に即した主体（事実）の歴史へと超克しようとする26。その思索は、実践的にはいわば流産したものの、日

本基督教団の成立をめぐる近代日本キリスト教思想研究（さらには「近代の超克」にまつわる宗教思想研

究）において、プロテスタンティズムの懊悩、つまり当時の決断として「あれ以外にはなかったのか」と

いうプロテスタントが抱える受苦的疎外態を描き出し、さらにはローマ主義的な体制によって自閉してい

たがゆえに不在に等しかったカトリシズムの近しい代行者を想像するにあたって、きわめて重要な異議を

持つと思われるのである。 

思えば、現代の日本は「３・１１」以降、久しく経験したことのない危機的状況にある。東日本大震災

がもたらした困難、わけても福島の原子力発電所の爆発による放射能汚染は、学術研究の場をも巻き込む

形で、日本人がいままで自明のものとしていた常識的な時間・空間を一挙に異化してしまった。しかもそ

こには多数の被災者の苦難の記憶が現在進行形で刻み込まれている。 

こうした〈臨戦状態〉の下、さまざまな言説がメディアのなかで飛び交い、ながらくコモンセンスの領

域から追い出されようとしていた宗教もまた「社会貢献」的活動に邁進し、さらにはその活動が研究対象

とされるまでに至っている。しかしながら人間、国家、社会、自然への形而上学的深みまで視野を延ばし

た批判的言説が現われたとも思えない。むしろ資本主義の豊かな消費生活への渇望こそが執拗低音として

聞こえてくる。 

この状況において神学思想研究をさらに前進させるには、象徴的な思考経験が不可欠であろう。そこで

                                                        
24 柄谷行人『〈戦前〉の思考』（文藝春秋、1994 年）110-111 頁。 
25 大峯顕『花月のコスモロジー――哲学の仕事部屋から』（法蔵館、2002 年）215 頁。 
26 酒井直樹によれば、「文明論的転移」（civilizational transference）は「非西洋人が西洋人として自己画定する者の欲望を

先取りして、西洋人に期待される非西洋人を演じること」を特徴とする。酒井直樹「東洋共同体論と普遍性をめぐって

――主体的技術論序説」（酒井直樹・磯前順一編『「近代の超克」と京都学派――近代性・帝国・普遍性』〔以文社、2010
年〕）162 頁。 
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筆者は身近な神学界においてことあるごとに「聖体が放射能に冒されたら」という限界的問題提起を行い、

恥ずかしげもなく蟷螂の斧を振りかざしている。目下のところほぼ無反応ではあるが、それはともかくと

して、語るべきは聖体の放射能汚染である。これは決して仮論ではなく、いまの福島では現実である。 

死をも顕わとなった緊迫した限界状況下で、学術研究の倫理性を念頭に置きつつ、いかに思索するのか。

具体的に言えば、思索以前いな以後に、つまり膨大な諸言説が破綻をきたしたとき、人はいったいどのよ

うな「もの」にすがって生き抜くことができるのだろうか。「他者の発見」を契機に奥村一郎や宮本久雄ら

によって「関係の神学」が説得力をもって展開しつつある昨今の神学界の現状に敬意と賛意を表しつつも、

逢坂の聖体に徹した求心的〈引きこもり〉は、身動きの取れない極限的現場においていまだ有効性を失わ

ないのではないか。その意味で「実体の神学」を主体に即したかたちで再興する必要性があると筆者は考

えている27。 

この難題に目覚めた神学徒であり宗教思想研究者である筆者にとって、一見取るに足りない聖体にいわ

ば全信仰を賭けた「忘れられた神学者」逢坂元吉郎が、あらためて大きな存在になりつつあるのである。 

 

 

本稿作成にあたって、科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）「近代日本における『神』の比較宗教史的研究――戦前から戦

後までの制度と思想」（共同研究――研究代表者は奥山倫明〔南山大学人文学部教授〕）から研究助成を得た。 

                                                        
27 逢坂の主体即実体という発想は、霊肉二元論に立脚するギリシア的存在論を批判し、その超克をもたらすのではない

かとかつて以上に現在期待されているヘブライ的脱在論を連想させる。そこから近年宮本が主張する、静態的オントロ

ギア（存在論）ではない動態的ハヤトロギア（生成論）が思考の対象に上ってこよう。しかし、ハヤトロギアが過程性

と不可分であるため時間性を強く帯びるのに対して、聖体の完全沈黙と鎮座はむしろ無時間性を特徴とする永遠を思い

おこさせる。人間の生存を賭けた「いま・ここ」の極限的瞬間（無時間である永遠が世俗的時間へ介入する瞬間）は将

来的希望に甘えられない事態であることから、聖体の静態性が直視される必要があろう。 


