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「見えない神」のレトリック

　生きた人間を生き神様、現人神として礼拝する場
合を除けば、あらゆる神は不可視である（神が実在
するかどうかはここでは問わない）。厳密に言えば、
「かつて生きた人間」を神として礼拝する場合、写
真技術以前であれば類

イコン

似記号として神が表象され、
写真以後であれば指

インデクス

標記号として表象される、とい
う差がある。私がこのシンポジウムで議論したかっ
たのは、不可視の神はどのように表象されるか（可
視化されるか）、そして神の不可視性はどのように
表象されるか、という点である。それが時代差、文
化差の中でどのように展開するかということも考え
たかった。神なるものにしても、時代や文化によっ
てそのありようは様々である。一神教の絶対神か
ら、多神教の神々、あるいは神的な存在。それぞれ
の教義において、「見えない」ことが規定されてい
るか、それとも「見るをはばかる」のか（山本論文
参照）。
　私の専門とするキリスト教美術の領域でも、「創
世記」のヤコブは、ペヌエルで神と格闘した。「ヤ
コブは、『私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、
なお生きている』と言って、その場所をペヌエル
（神の顔）⑴と名付けた」（創 32：31）のであるから、
神は顔をもっていたように読める。ただし生きた人

間は、通常それを見ることが許されない。シナイ山
で燃える柴の中から神の声を聴いたモーセは、「神
を見ることを恐れて顔を覆った」（出 3：6）のであ
る。
　キリスト教には「三位一体」という教義があって、
不可視性を論じる際には話がややこしい。第一位格
「父なる神」は不可視、第二位格「子なるイエス・
キリスト」は神性と人性をともに有していたから可
視、第三位格「聖霊」は不可視であり形も規定され
ない⑵。神学の領域においては、神の不可視性に関
する厖大な議論があるが、私が考えたいのは、神が
見えない invisibleことを、どのように可視化 visi-
bleするか、というその具体的な手続きである。
　三角形（あるいはピラミッド）の中（あるいは上
方）に眼を描く「神の眼（プロヴィデンスの眼）」は、
三位一体である神の表象⑶である。非再現的・非写
実的表象によって神を表せば、そこには間接的に不
可視性が言及されていることになるだろう。西洋美
術においては、伝統的に「神の右手」が神の不可視
性の表象であった⑷。神はそこにいるが、見えない、
という訳である。
　十字架は、元来キリストが磔刑に処された際に触
れた、という接触性に基づく換
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ずであるが、「贖罪」という教義が濃厚に付与され
た象徴ともなる。しかし人性を有するがゆえに可視
であるキリストを、あえて十字架によって表す場合
には、神

テオフ ァ ニ ア

性顕現といった含意を読みとらねばならな
い。有名なラヴェンナのガッラ・プラチーディア廟
堂天井モザイクは、終末論的テオファニアの様であ
ると解されよう【図 1】。ビザンティン美術には、
十字架と「神の右手」を組合わせた図像も存在する
【図 2】⑸。
　「日の老いたる者」⑹も、神の不可視性に言及する
レトリカルな図像である【図 3】⑺。旧約ダニエル
書は、終末の際に顕現する神を「なお見ていると、
／王座が据えられ／『日の老いたる者』がそこに座
した。その衣は雪のように白く／その白髪は清らか
な羊の毛のようであった」（ダニ 7：9）と記述する。
白髪白髯のキリスト像が「日の老いたる者」である

が、それがキリストに他ならないことは、IC XC（イ
エス・キリスト）との銘と、ニンブスの十字架が担
保する。つまり「日の老いたる者」は、父なる神と

図 1　ラヴェンナ、ガッラ・プラチーディア廟堂、5世紀

図 2　フォキス（ギリシア）、オシオス・ルカス修道院、11世紀

図 3　  カストリア（ギリシア）、聖ステファ
ノス聖堂、13世紀
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イエス・キリストの同一性を表象する図像である。
父なる神を直接描かないことが、神の不可視性を示
している。西欧の中世美術は、そのような迂回戦術
をとらずに、素直に老人の姿として父なる神を描い
た。
　先に触れた「ヤコブと神の格闘」を描いた、6世
紀の写本挿絵⑻を見よう【図 4】。下段中央の白い
衣が神で、茶色い衣のヤコブと戦っている。その後
（向かって左）、体を返すようにして神は立ち去るヤ
コブの頭に手を置き、祝福する。神の顔は、ここで
は明らかに示されない。特に左の神は、プロフィー
ル・ペルデュ（失われた横顔）⑼によって描写され
ている。これも神の顔を描くことを回避する工夫で
あろう。本邦の『源氏物語絵巻』においても、美し
い光源氏の顔が、失われた横顔で描かれる場合があ
るという。聖なるもの、美しいものを直接描くのを
はばかる心性が東西に共通することが興味深い。
　しかし「創世記」のこの箇所を描く図像は、やは
り見えてはならない神の可視化を嫌ったのであろ
う、神に代えて天使を描くやり方が定着した。今日
通常は「ヤコブと天使の格闘」と呼ばれる。神の代
理として天使を描くのも、神の不可視性に触れるも
のと考えることができる。
　中世美術、ビザンティン美術には、「三位一体」
の様々な図像が存在する⑽が、父なる神を直接に描
かないものが少なくない。これも神の不可視性ゆえ
である。「創世記」「アブラハムの饗

フィロクセニア

宴」（創 18：1
－ 15）は、アブラハムの下を訪れた客が三人であっ
たところから、「三位一体」の予型とされる。テク
ストの神学的解釈から「三位一体」が導き出され、

結果的に第一位格の神の造形化が回避される。後期
ビザンティン時代になると、三頭の天使によって
「三位一体」を表象する例も見られる【図 5】⑾。
　イメージの世界では、換

メトニミー

喩的手段、すなわち接触
性、隣接性によって、そこにないものを示唆するこ
とができる。弾痕のあるテンガロンハットは、撃た
れて死んだカウボーイを想起させるし、アスファル
ト道路に記されたチョークの人型は、すでに運ばれ
た遺体を思わせる。ファン・ゴッホの《ゴーギャン
の椅子》（アムステルダム、ゴッホ美術館）から、
私たちはそこにいつも坐っていたゴーギャンの存在
を思う。もちろんそこでは、不在（ゴーギャンはこ
こにいないのだ）と現前（ここにゴーギャンがいる）
が目まぐるしく入れ替わる。
　私たちは、美術や音楽といった非言語芸術につい
て何事か「語る」ために、言語を用いなければなら
ない宿命にある。美術作品の視覚認識において、何
が起きているのかを論じるために、言語における比
喩を、まさに比喩として

4 4 4 4 4

用いるのはそのためであ
る。「白バイに捕まった」という場合、慣用性が高
いこともあって、私たちは「白バイ」＝「（白バイ
に乗った）警官」を想起する。人の乗っていない白
バイをイメージとして認識する者はいない。しかし
視覚芸術において、「椅子」のイメージはきわめて
重い。「椅子」＝「（椅子に坐っていた）人」をメタ
レヴェルで認識することは可能だが、何よりもそこ
には坐る者のない「椅子」のイメージが力強く現前
する。したがって椅子の絵を見て私たちが感じるの
は、ゴーギャンはここにいない／ここにいる、との
両面である。

図 4　「ウィーン創世記」写本、6世紀



266

WASEDA RILAS JOURNAL

　田辺氏が論じるように、初期仏教美術では、足跡
（仏足石）や玉座によって、仏陀の存在を示唆する
図像が見られる。キリスト教美術では、キリストの
足跡の礼拝という習慣は生じなかったが、玉座図像
は「空

エティ マ シ ア

の御座」としてビザンティン美術に定着した
【図 6】⑿。「最後の審判」の際にキリストが坐る座、
という含意であるから、現在キリストはそこにいな
いことになる。しかしこの図像の淵源は、古代ロー
マの裁判における、皇帝の玉座にあるとされるか
ら、皇帝がそこにいると見なされて裁判の権威を保
証したように、初期の「空の御座」もキリストの臨
在を強調する場合があった⒀。椅子は、そこに坐る
人間と密接に結びついているから、椅子によって人
を感じる感受性は普遍性をもっている⒁。
　「言語における比喩を、まさに比喩として

4 4 4 4 4

用いる」
と述べた。この点はシンポジウム当日も若干議論に
なったので、補足をしておこう。キリスト教美術に
は、生ける水の井戸、錆のない鏡、閉ざされた園等、

主として詩篇や雅歌に基づく聖母マリアの隠喩的予
型が無数に存在する。画中に井戸が描かれる場合、
それは井戸を井戸として描いたのだから、隠喩では
ない、との意見があった。しかし言語認識の中で、
マリア＝井戸との隠喩があり、画中に井戸を見た私
たちは、認識の中でマリアを想起する。絵画受容、
絵画解釈の中で、隠喩的結合を用いることになるの
である。換喩に関しても事情は同様であろう。
　アトス山ディオニシウ修道院が所蔵する 11世紀
の写本挿絵は、神の不可視性を興味深いやり方で表
象する【図 7】⒂。「いまだかつて、神を見た者はい
ない。父のふところにいる独り子である神、この方
が神を示されたのである」（ヨハ 1：18）を絵画化

図 7　  アトス山ディオニシウ修道院写本 587番、
11世紀

図 6　パレルモ（シチリア）、宮廷礼拝堂、12世紀

図 5　オフリド（マケドニア）、パナギア・ペリブレプトス聖堂、1294／95年
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した挿絵は、イニシャルΘの中にいる、日の老い
たる者と幼子イエスを描き、その下方にΘを指さ
す福音書記者ヨハネを加えている。不可視である
「父」を絵画化する矛盾は、「日の老いたる者として
のキリスト」というレトリックによって回避され、
ニンブスの十字が、父と子の同一性を保証する。さ
らにはイニシャルΘ（神ΘΕΟΣの頭文字）その
ものが、神の不可視性に言及する。この場を語るヨ
ハネが顔を背けるのも、不可視の神に関わる。モー
セが「顔を覆った」（出 3：6）ことを思い出そう。

＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊

　以上私の専門であるビザンティン美術の例を挙げ
つつ、神の不可視性のいくつかの側面を概観した。
続く諸氏の議論に先立って、少し論理上のことがら
を整理しておこう。神を描いた絵画があるとする。
絵に描けるからには、その神は可視であるが、テク
ストや教義によって、その神が不可視であることを
保証することはできる。不可視の神を絵画化するこ
との可否については、ビザンティン世界ではイコノ
クラスム（聖像破壊運動／聖像論争、726～843年）
の期間中、生命を賭して議論がなされた⒃。この場
合、神が可視であるか不可視であるかは、イメージ
の問題ではなく、思想上文献上の問題となる。見え
ない神は、絵に描くことができないから、私たちは
それを絵の中に認めることができない。
　しかし象徴や記号によって、不可視の神を観者が
想起することができる。また予型論によって、神を
直接描かずに想起させることも可能である。いずれ
も、絵画には神そのものでない何かを描きつつ、観
者がもつ文化的コードによって神を指示することに
なる。イメージ世界特有の現象として、換喩的表象
によって、不在のものを想起させる例が洋の東西に
見られた。十字架によって神を思うには、キリスト
教の知識が必要だし、「アブラハムの饗宴」によっ
て「三位一体」を解するためには、高度な神学的知
識が要求される。それに対して、椅子によってそこ
に坐っていた人を、足跡によってそこに立っていた
人を思い起こすには、高度な文化的コードはいらな
い。
　オリンピアのゼウス神殿メトープ【長田論文　図
3】では、ヘラクレスがアトラスに代わって天空を
担っている。背後でそれを助けるのがアテナ女神で
あるが、ヘラクレスはアテナの存在に気づいていな

い。ヘラクレスもアテナも、表現の様態はまったく
等しいにもかかわらず、前者は可視の存在で、後者
は不可視である。この差は作品外にある物語によっ
て保証されている【図 8】。
　私は適当な作例を挙げることができないが、上記
の例から、以下のような場合を仮定することができ
よう【図 9】。つまり、神と相対する人間は描かれ
ているが、神そのものは描かれていない。しかし人
間は神の存在に気づいている素振りである。人間の
仕種に工夫をすれば、物語を前提としなくても、不
可視の神が存在するという状況を表出できるかも知
れない。しかし多くの場合、神話というテクストが
必要であろう。
　長田氏が挙げるケンブリッジ大学所蔵の黒像式陶
器画は、私には衝撃的であった【長田論文　図 2】。
アイアスの手がカッサンドラの髪にかかった瞬間、
女予言者は救いを求めてアテナ女神の彫像にとりす
がる。その左方には、アテナの実体（？）が立って、
右手をカッサンドラに伸ばすのである。ここでは神
そのものと、その表象とが描き分けられている。後
者は厳格な正面観をもち、直立不動の姿で描かれる
が、それと対照的に実体には動きがあり、衣の襞も
柔らかく揺れ動いているかのようである。カッサン
ドラに女神は見えていないから、絶体絶命の危機に
あって彼女は、女神の彫像にとりすがる。先の例に
おいて、「人間の仕種に工夫をすれば」と書いたが、
まさにこれはそれに相応しい。危機において神の実
体にすがらず、表象にすがっていることから、人間
に神は見えていないことが推測される【図 10】。た
だしここでも作品外の物語は必要である。マグリッ
トなら、カッサンドラに「これはアテナではない」
と言っただろうか⒄。
　長田論文の後半【長田論文　図 5～10】は、奉納
浮彫の分析に捧げられている。人間と神々は、その
大きさの違いによってヒエラルキーが明らかにされ
る。これら奉納浮彫を見る私たちに、神々は見えて
いる。しかし浮彫に表された人間は、神々を見てい
るのだろうか。視線は、神々に向かっている場合も
認められるし、ぼんやりと他方を見る人間もいるよ
うだ。彩色によって、神々の不可視性が表象されて
いた可能性もあるが、現状では、浮彫中の人間に神
が見えていたかどうか、判断できない。他人の痛み
を理解することが原理的に不可能であるように、他
者の視覚を推測することはできないのである【図
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11】。しかも浮彫の人間（二次元と三次元のあわい）
は、三次元世界に生きる私たちとは異なる次元を有
している。次元を超えてのコミュニケーションは、
不可能である。

注
⑴　ビザンティン人が読んだ旧約のギリシア語訳七十人訳
（セプトゥアギンタ）では、ペヌエルを eidos theouと訳し
ている（32：30）。eidosは多義的な語であるが、この場
合は「神の姿」、「神の形」であろうか。
⑵　「イエスは、神の霊が鳩のように御自分の上に降って来
るのを御覧になった」（マタ 3：16他）が、白鳩として聖
霊を描く根拠である。
⑶　これを「記号」、「象徴」、「寓意」等と呼ぶことも可能
であろうが、本稿では議論しない。
⑷　K. Wessel, “Hand Gottes,” Reallexikon zur byzantinischern 

Kunst (=RbK), vol.2, Stuttgart 1971, cols.950-62.
⑸　N. Chatzidakis, Hosios Loukas, Athens 1997; C.L. Connor, 

Art and Miracles in Medieval Byzantium: the crypt at Hosios 
Loukas and its frescoes, Princeton 1991.

⑹　K. Wessel, “Alte der Tage,” RbK, vol.1, cols.1028-29.
⑺　S. Pelekanidis, M. Chatzidakis, Kastoria, Athens 1984.
⑻　O. Mazal (ed.), Wiener Genesis: Purpurpergamenthand-

schrift aus dem 6. Jahrhundert: vollständiges Faksimile des 
Codex theol. Gr. 31 der Österreichischen Nationalbibliothek 
in Wien, Frankfurt am Main 1980; F. Wickhoff, Römische 
Kunst: die Wiener Genesis, Berlin 1912; K・クラウスベル
ク、加藤哲弘訳『ウィーン創世記 : 絵で読む聖書の物語』
三元社、2000年。

⑼　斜め後ろから顔を見た様。目や鼻が見えないところか
らそう呼ばれる。四分の三正面の逆。
⑽　中世美術における「三位一体」全般に関しては以下参
照。W. Braunfels, “Dreifaltigkeit,” Lexikon der christlichen 
Ikonographie, vol.1, Freiburg im Breisgau 1968 (1994), cols. 
525-37.
⑾　「ネブカドネツァルの夢」（ダニ 2）。パナギア・ペリブ
レプトス聖堂ナルテクスに関しては、ほとんど文献がな
い。当面以下参照のこと。R.B. Roussanova, Painted Mes-
sages of Salvation: Monumental Programs of the Subsidiary 
Spaces of Late Byzantine Monastic Churches in Macedonia, 
diss., University of Maryland 2005.
⑿　ビザンティン美術における「空の御座」については以
下参照。Th. von Bogyay, “Zur Geschichte der Hetoimasie,” 
Akten des 11. internationalen Byzantinistenkongress, 
München 1958, pp.58-61; id., “Hetoimasia,” RbK, vol.2, 
cols.1190ff.. 古典古代に遡って「空の御座」を包括的に論
じるのが、『初めに玉座があった』と題する以下の研究で
ある。これによって、「空の玉座」の欧亜の影響関係に光
が当たると思われる。C. Vollmer, Im Anfang war der 
Thron. Studien zum leeren Thron in der griechischen, 
römischen und frühchristlichen Ikonographie, Rahden/ 
Westf. 2014. 
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