
終章

対話・等価性@虚無の天空

稲賀繁美

本論文集にまとめられた国際研究集会の討論で司会を拝命した門外淡と

して、若干の感想めいた備忘録を記し、もってあとがきに替えたい。いず

れも、研究会や国際研究集会を通じて得た貴震な教訓である。記して、研

究代表者、共同研究員の皆様に{附」申し上げる。

ー‘

「文化問宗教対話j の経桔

まず、文化問の対話、とりわけ宗教関の対話について。 般にここには

多くの問題が含まれている。その必要が喧伝される一方、不毛な長吉果を招

くのは、なぜなのだろうか。

① 対話といいながら、実際には護教諭問士の論争となり、互いに自派

の優位を主張するばかりで、 dialogとはなり難い。教現上の学殖の諮綴の

競い合い、あるいはどちらがより弁舌が立ち、聴衆を捻らせるかの国際競

技になる。優劣を争い、勝敗を決することと、襟を開き、他者一に耳傾ける

のとは別のはずだが、容易にそうはならない。両陣営の見解の違いをi手き

彫りにし、かえって自己主張に固執する結巣を招く。論敵を論破すれば意

気揚々と増長するし、反対に論破されると、そのことを根にもって捻くれ

る。雄弁なる論戦の前では、弁舌による議論を拒絶する頑なな沈黙が、意

外な効力を発探したりもする。対話は dialogである以上、相手方にも logic
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を要求するが、宗教とは logicを超湿した世界である。

②ここには使用言語、土俵となる文化鴎が関係する。欧米諸と日本語あ

るいは中国語、韓国詩等、どれを作業言語に選ぶかによって、議論の様絡

は著しく呉なる。沈黙すれば存在を無視される文化もあれば、 f巧言令色す

くなし仁Jという価伎観もある。母語の学会の流儀が外屈でも通用すると

は盟、わないほうがよい。通用した幻想に浸るのは、招I陣された賓客扱いの

大先生ばかり。無論、外国語で議論や喧嘩ができる手練れも存夜寸る。だ

が仏教にも通じた神父様・牧師様には、やl'様とし、う無敵の後ろ盾が十jし、て

居るロ祭壇からの聖書のお説教が、布教先の現地話習1得には無上の手段。

逆に自己を疑う議は、相手側の作法に洗脳される。先方向けの「良心の阿

賀J表明は、母:語殴の学会では白根視される。寝返りあるいは無節操とし

て。両刀使いも稀には存在するが、ウチとソトとで別人格に変態したり「

る。しかも綴態や二重人格の岳党がない。ために事態はさらに紛糾する。

時折、舌を巻くほど優秀な通訳に救われもする。だが有能すぎる通訳や情

報提供者は、定義からして doublecross。得てして二枚舌を疑われ、二重ス

パイの嫌疑を受ける。少々の誤訳は決裂回避のための必要悪。科書を異に

する外交交渉は doubledealerでなければ務まらない。下手は京知で相手側

からお手合わせを許される程度が、誠実と不誠実との borderline。だがこ

れも若輩では経験不足の足下を掬われ、馬齢""'重ねると老警の馬脚を晒す

こととなる。

③哲学や宗教が話題となると、これにさらに571理的な困難が加わる。そ

もそも西洋で発達した哲学が東洋あるいは非西洋の「他者jに求めるのは、

へブライ・ギリシアそしてローマ以来の「自分たちの伝統j には欠如した

「未知の発見」。ところが西洋の伝統に類似物が見つからないとなると、却

これは「哲学Jではない、と範!ill{j論的に除外される。その結果、東洋に見

つかる材料は、「西洋の亜流jか、さもなければ凶洋の留学では議論の対象
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として扱えない「規格外品Jかに二分される。それでも規格外品を学術的

に扱おうとする専門家が出現する。東洋学者という貴重な人材である。だ

が東洋学者は、一般には哲学者の仲間には迎え入れられない。宗教学者の

場合にも、キリスト教神学者、ユダヤ教研究者と、仏教や儒教その他の研

究者とでは、①に循環逆戻りして、教義論争・面従腹背となる。

④それに加えて、ここで次の方法論上の問題も発生する。すなわち、イ

スラームも含め、「非西洋の宗教j とし、った乱暴な区分けが可能だとして、

それらを研究する場合の方法論としては、文献研究ならば、厳密な西洋文

猷学の手法を踏まえることが至上命令となる。アリストテレス論理学、三

段論法からの逸脱は、 il-logicalや paralogiqueと糾弾される。文化人類学的

なアプローチならば、西{洋の理論的枠組みにそった調査が要求される。ど

ちらも、この原加を遵守しなければ、宗教実践や布教活動との区~IJが峻l床

になり、学術的営為どしその独立性が侵犯されかねない、との危怯ゆえだ

ろうか。仏教の場合も、教学と学術研究との境界設定はむつかしい。これ

は酒井直樹たちの弁じた hurnanitasとanthroposの区分である。理論的枠組

みを設定する権限は欧米側の学会に内服する学者の占有物であり、非西洋

閣には、欧米学会に人類学的な素材を提供する権利しか与えられない。そ

れが非西欧側出身者の僻みに過ぎなかったにせよ、逆に欧米朝iの学会から

見れば、この公準が守れなし刈 f究者は、欧米出自の人物でも、{容に言う gone

native で、相手にされなくなる。この反動ゆえだろうか、!日植民地出身者

が!日家主蔚の{!lIi値観の代弁者となったり、反対に、催民地為政者側で自ら

drop outの生涯を選ぶ f落伍者Jが出現したりする。だがそもそも人格変

容すら伴わない比較思想・宗教研究とは、ご当人の人生にとって何なのだ

ろうかワ
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翻訳問題と「等価性JEquivalcllz 

Karl Lowithに、日本社会の二階建てという有名な地口があった。東北帝

国大学で教鞭をとったこのドイツ出身のユダヤ系哲学者の阪には、日本の

学生が奇異に映った。かれらはたしかに昼間は二般の教場でプラトンから

ノ、イデガーまでを学んでいる。だがかれらは、夕方になると 階という純

然たる日本の社会に降りていってしまう。斑流 vs規格外。レーヴィットに

は両者を然ぐ階段が見当たらなかった。これには下村寅太郎に代表される

感情的反論も知られるが、今は摘こう。思うにこの二階を聖書く階段とは翻

訳ではなかったか。

番苦訳には等価性に濁する議論がある。だがこれは突き詰めると妙なこと

になる。発信組tと受信仰jとでは異なった言語媒体が用いられるが、意味内

容には等術性が婆求される。規約として或る概念の原訴には翻訳では云々

の訳詩を与えると決定したとしよう。構文上の論現においても等価性が保

障されるなら、原、結から翻訳語へと等価性のある架橋がなされる理腐とな

る。だがそもそもこの規約とは、 AにAならざるものを充てると規定した

うえで、この Aは非Aと間 であると宣言するに等しい。翻訳は定義から

して排中律に反している。またこの主主主には、統辞法や範列において異質な

言語聞であっても、意味作用において等価な情報交換が保障される、との

無理な前提に立っている。つまり語録形態や論理形式が異なっていて、相

互に共約性がない集合問主に等価i性が成り立っとする議論である。

この前提にそった遣り取りの末に支障が発現しなかった場合には、等価

性が成立したと事後的に承認することはできょうか。とすれば「等術性J

は、支隊が発覚して初めて「欠如Jとして認識されるに過ぎず、「等{llliJで

あることのま誌は、定義からして不可能となる。形態や論理においてもは

や河 でない生産物のあいだの「等価性Jとは、従って、それが市場で消

費された場合に、「等価j の効果を発隠することへの「期待J価値である。
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これはもはや事実確認の次元のrp~Jl!1íではなく、認知・認証という承認の批

准を含む判断となる。

なぜこうした事態となったのか。理由は比較的簡単であり、商/'1三jjt界で

その起源は聖書の七十人訳などに求められるようである。 す史的に宗教的

言説にあっては、聖典や啓示の内容や意味作用が翻訳の結果変質を来して

は、布教活動に支障をきたす。信仰共同体が分裂・崩壊するからである。

翻訳を通しても原典が忠実に線持されていなければならない、という格率

がここで要話される。へブライ認からギザシア語への置き換えで、{可ら教

義上、変質が発生してはならなかった。だが原誌に忠実すぎると、翻訳は

読解不能となる。逆に読解容易な翻訳は、原典の裏切りとなる。冒頭に見

た Traduttoretradito問であって、米!京万里はこれを『不実な美女か貞淑な

醜女(ブス)か』と巧みに翻訳した。 LawrenceVenutiの f手なづけ翻訳j

dom田 tt印 tJOnと「異化翻訳Jforeignizationの対も、この焼き直しに過ぎま

い。いずれにせよ務訳等似性の要請は、元来、こうした宗教上の必要を反

映した教条であり、「忠実さj と「逸脱j、f白書むと「不自然Jのあいだを

永遠に動揺し続ける f妥協形成Jの遊物でしかない。カトリックとプロテ

スタントの聖書解釈学上の論争をみてもお分かりの通り、「忠実さjそのも

のの基準も、受容共同体の倒値観によってiL右される。

一神教の伝統では、意IJi主主である絶対神の牒示をいかに忠実に伝達する

かが、死命を制した。「ノミベノレの熔jを巡る逸話にも幾多の解釈が知られる。

Jacques Derridaは有名な論文で、やl'の啓示は諸言語に綴訳される八き使命

を背負っているが、それは実燃の翻訳不可能性と管中合わせだと述べてい

る。この袋綾の関係、を象徴するのが、無限なる神の高みを目指しながら、

それゆえに完成がままならない搭だが、ここで「搭jはわざと複数に複製・

1国殖されている。各国語という篠の群れは、いずれも未完成であり、欠陥

品であることを巡命づけられているが、その欠陥、不完全さを伎に、それ
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らは上空に磁まれる到達不可能にして不在なる[神j を讃仰することとな

る。そこに WalterBenjaminのいう[翻訳者の使命jがある、というわけだ。

Boris Groysはこうした思考に、始原における啓示を喪失したユダヤ教と、

教世主の再臨:を待ち望むキリスト教と、換言すれば原点復帰を祈i顧する神

学と、実現を未来に引き伸ばす哲学との務藤を見出している。ここで f等

価性jとは、失われた起源と未完たるほかない達成との情jに深う f欠如態J、

不在のさ苦娘、つまりは f虚無」となる。

無・空・天

ケノーシス Kev曲σ月， kenosisというギリシア諾がある。英語では普通

emptt即時と訳す。カトリック的な解釈であれば、イエズス・クリストが自

らの神性を放棄して現世に降臨する自己犠牲により、世界の罪を嫡う行為

を指す。プロテスタント的な解釈ならば、己を空しくして神の意思に従う

恭j顧の態度という解釈がより強識されょうか。ドイツ語では Gelassenheit

の訳語が与えられ、 MeisterEむkhartや JacobBohmeの文脈で検討されてき

た。近代哲学では MartinHeideggerもエックハノレトとの関連で扱っている

のは周知のとおり。そしてこのハイデガー経由の Gelassenheitは近代日本

で、禅語を受けて f放下jとも訳された。この概念をめぐる「宗教罰対話j

の実地演習は、本論文集でも読みどころのひをつだろう。ここでそれには

直接関わらず、その前・後に残された論点を取り上げたい。

まず KevωσlC= Gelassenheit = r放下jという等号が妥当するか否か、瓦

いに等価性があるか否かの議論には立ち入らない。その理由は前述のとお

り。むしろ教義論争や宗教問対話に通弊の紛糾を伴いつつも、この概念が

翻訳を通じて世界を旅したその f渡り Jmlgratlonの事実が貴重だろう。次

に、どうしてこの語が注百を浴びたのかにも留A官したい。そもそも二十世

紀前半の極東でなぜ7 イスター・エックハノレトがあれほどまでに流行した
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のか。その神秘思想に、持iを留った東亜の表い知識人たちは、なにか親し

いものを感じたのではなかったか。傍証だが、大正年間に明米m初の南部I

の雄、石主蓄の再評価が日・中両国で進む。そこではエックハノレトの説教と

石擦の『画語録』との近さが注目を惹いた形跡が濃厚である。のちに『源

氏物語』の訳者となる景子憶は、エックハノレトの言葉を PaulCezanneの言

葉と意閥的に混同・置換し、西洋神秘主義と中国の禅思想との「等~lfiJ を

根拠に、一九三0年代の上海で、中国美学優位論を展開する。そもそも絵

画表現を介した自然と精神との f等価性」という議論自体、舶来流行のセ

ザンヌ美学を、「胸中山水Jという「等倣物j へと再翻訳したものだった。

K町 ωσlCと f空Jとの[等価性jとは言わぬまでも、類縁性は安定しが

たい。だが中層語の「空jはまた、仏教の渓訳ではサンスクリット訟の[シ

ューニャターJsiinyata 宅F司司Tを受けたものだった。形容詞の「膨れ上が

って、中は空っぽj に怯決する。 方、名前の「空」に該当するアーカー

シャ(サンスクリット誇.訓開閉， aka白，渓音では f阿迦者J)は「地水火

風空j の五輪塔の r~J に相当するが、サンスクリットの原語では Iシュ

ーニヤターJと「アーカーシヤJとには、見てのとおり、概念上なんら繋

がりはない。漢語表記でも、もちろん文脈によって緩典のうえで前者は厳

密に区別できる。だが「空つぼなIと「天空j という、サンスグリット語

では相容れないふたつの概念が、漢詩の「空j のうちに重合したことは否

定できまい。その背景には、用言と体言をそれとしては区別しないという

漢字の特性も控えている。こうして渓訳のなかで「空j はサンスクリット

原典にはなかった語義の拡がりを獲得した。さらに「空j は概念上、文脈

によって「無」とも互換性を持つ。 1斑年の西谷啓治は、それまで西田幾多

郎経由で用いてきた「無Jを意図的に f空Jに置き換えることで、臆せず

して自らの留学の可能性を拡げる実験を敢行している。

K四ωσlç=Gelassenh目t~ r放下Jの連鎖は、 ZE無と充足、無と有とが相補
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約、裏表の関係にあることも仮託された翻訳実践だった。 B.Pascalの徴片

にLesi1ence etemel de ces田 pacesm五回目 m'e町alreとし、う有名な語句がある。

jl\~限の32聞の永遠の沈黙に畏布を感じるという文句だが、ここには無であ

り無限である神への畏怖が極小の f我Jm'のうちに表現されている。我

lTIeは「無Jに通じる。 1/¥¥1浪 infiniつまり Unendlichkeitとは「限定の揺れ、こ

とJEndlosigkeitに等しい。これはへーゲノレの術語を援用して九鬼修造がフ

ランス諾の講演で述へた事態でもある。漢詩では無と無限とは、迭語のう

えでも融通する。晩年の回辺元には「絶対無即愛j という定式化が知られ

るが、これも以上の議論を経由すれば、無理なく納得されるだろう。己を

「従jずることがキリストの愛の奥義であり、そこで得られる f無j は無

線の穏となりえたのだから。たしかに「メメント・モリ j にしても「禅源

私解」にしても(ともに一九五八年)、妻を失ったあとの悶辺晩年の f死の

哲学」は、キリスト教神学を「生の古r学」と捉えて f菩薩道j と士Jfd:し、

有定神学をも恐;能*Iiiとの主主異において扱おうとする傾向が強い。このため、

キリスト教教理に悶辺が認める f絶対無即愛Jにも、さらなる掘り下げは

なされていない。実存主義のI時代を生きた田辺のこうした比較思想の対決

姿勢にも、本稿冒頭で触れた I宗教対話j の性癖と、 i時代の締約とが如実

に感知される。だが比較考察のうえで差異を強調する議論は、その出発点

に等価への欲[YJを隠している。%

r}!~J = rs~J = r夫j といった概念、の融通無民}7注文化|間の流通から、

いかなる教訓を汲む八きなのか。一方で f宗教問対話jの欺闘の轍を避け、

他方では翻訳を通じた「等価性jの認知的要誌を避けるような f比較足、怨」

は、我々をどこに導くのか。ここでいわゆる f典礼j論争を取り上げよう。

儒教の「天j はキリスト教の創造主と f等五IfiJなのかという、有名な教義

論争である。その詳細には今踏みjさまない。商郷隆盛の言葉として知られ

る「敬天愛人Jの受容に議論を限定する。王陽IJfjに由来寸るとも言われる
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この四文字熟語は、隣国の斡i雪ではキリスト教の教えに変貌した。大統領

を務めた金大中の場合が典担だが、 f事l'を敬い、隣人を愛するJという意味

で解釈されたからである。さてバチカンの法王庁は、十八世紀以来、儒教

の夫をキリスト教の天閏と「等価j とみる解釈を異端としてきた。だが

九三九年に至って、教長 PiusXlI世l土、カトリック信者が儒教の典礼に参

列「ることを容認した。しかしこの教舎の「寛容Jは、かえって面倒な問

題を悲き起こす。

はたしてこの条例のもとで、敬度なるカトリック教徒が楽教して儒教に

帰依することはできょうか。儒教の「天」がキリスト教の夫悶と f等住れ

であるならば、この楽教は不可能という思屈になる。ただ窃かに心内に棄

教の意思を留める場合のみ、その人はカトリックの教えから離脱できる。

なぜなら基怪教の heavenや Godと儒教の[天j とは泣ーうという彼の人の

[異端j な解釈は、それを公然と告知したり告解したりはせずに、 11、秘に

保つ限りにおいてのみ前される f信仰の自由j だからである。これだけな

ら罪のない f机上の水線」だろう。だが実際の信仰が社会倫理に結びつく

と、もはや笑い話では済まされまい。場合によっては流血の惨事を沼く。

比較思想から宗教を論ずることには、油断ならない「パンドラの箱」が

隠されている。仏教を話題とする本論集から、こうした民に囚われぬ叡智

への途が拓かれることを祈りたい。待国の国民詩人、J1東柱の絶"昌[序詩J

冒頭には「死ぬる日まで天をあふぎJ(小企紀蔵訳)とある。はたしてこの

「天J(ハヌノレ)は、総教にも、キリスト教にも、韓国の天空宇l'(ハムニム)、

そして仏教の f空j にも閃かれた、虚ZRへの讃仰I、詩人が r-}誌の恥ずか

しさもなしリ「希望1Jを託寸 「無の場所Jだったのだろうか。

二0一五年八月二!日

(国際吾本文化研究センター)
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