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第181"1中世科学会大会で「東方グノーシスとキリスト教 神学」という

題でのンムボジゥ ムの提題者として私はあえてキリスト教 とはいわない

が， キリスト教伊11学はその内符上ブロティノスに始まる新プラトン主義か

ら多くのものを受けついでいること， そしてプラトン主義は内容上アリス

トテレスからヘレニスム的存在論の多くを受け伝えているにも拘らず， そ

こにはへレニスムにはみられないインドのアートマン的同一哲学の特性が

極めて顕著で， そこからキリスト教 神学がキリスト教から逸脱し， いわば

グノーシス的汎N'，\命的な観念品的異端にしばしば陥いる傾きが生じてくる

のではないかという問題提起を試みた。 元来， グノーシス的なものとはキ

リスト教 的なもの， 更に糊ってへプライスム的なものとギリシヤ的へレニ

スム的なものとの折哀と考えられてきたのであるが， 私はこれをもっと東

方起源のイント 的なアートマン思怨とへプライスム並びにへレニスムとの

折衷混合思惣と考えるので， あえて東方グノーシスの名 を撰んだのであ

る。 元来， ギリンヤ青学をはぐくんだ小アシアやシンリアの殖民都市自体

がすでに東方起源のオルブィスムに位透されており， それがギリシヤ文化

のいわゆるアポロ的性格を浮彫りにするデュオニュソス的地肌になってい

ることは明白な事実で， その後この東方かわの影響は不断に継続し， へレ
ソレクノヨン

ニスムの時代になってヘプライスムが白らの周辺にある種の歪曲を惹起し

独特の魅力圏を形成したときにも， 幾多の折哀思想、がこの東方からの影響

下に形成されてきたのであった。 11に東方グノーシスの名によって， へブ



ライスムとへレニスムとの混治が常時， 東からの影響にi挺されていたこと

を示したかったのである。
デイアスポラ

必越的一神"命のへプライスムがユダヤ人のJrl;-tW地を通してヘレニ スム世

界に大きな波紋を拡げはじめたとき， ブィロンはその思想!運動の代表者で

あった。 tï然、から神へ， 形而下から形而上へ， 要するにドから上へ向う本

来のへレニスム析学の営みはここで， 大きな変形を宗り， 上からドへ， 神

からn然へ， 形而上から形而下への， 要するにA者から世界が発tflすると

いう今までとは全く逆な， ヘプライスム仲学に固有の方向が第一義的とな

り， へレニスム哲学に従来固有であった卜ーから上への常みはここでは第二

義的な還帰過程に組込まれるにいたる。 ブィロンはず?学的にはピタコラス

的なプラトン主義にたちながらも， 旧約聖書の寓lIí象的解釈を導入し， 極め

てtqJ学的な表現をもってi'lらの立場を展開したのであるが， これから二百

年後プロティノスはこのI.;Jじ発出と還帰の体系を， 表現卜一 極めて析学的

に， すなわちブィロンに顕著であったヘプライスム的特色を」切払拭し，

ヘレニ スム哲学の完全な外装下にこれを再現し， いうところの新プラトン

主義を体系として確立したのである。 丙歴紀元本年前後にYィロンが受け
イムノ守クト

たへフライスムの衝撃と紀元二百f手頃にブJロティノスが受けたキリスト教
イムノ屯クト

を通じてのへプライスムからの衝撃との相違がこの両者の表現上の相違を

決定したと思われる。 これよりのち二百年たってボエティウスはf'Jらキリ

スト教徒となりながら全くキリスト教用請を使用せずに異教的ラテン文体
デコノノラノオネフィロソフィェ

で「析学の慰安」を著わしたが， ゾロティノスはキリスト教的へプライ

スムに対抗してへレニ スムの外装下に， しかもラテン誌の中心地ローマに

臨まりながら， ことさらギリシヤ訴を用いて大符「エンネアデス」をもの

したという， しかもその内特においては本来のギリシヤ科ー学にとうてい見

出しえない， 顕暑なへブライスム的特長を遠くブィロンから受継し、でいる

とみられるのである。

通常， グノーンスといわれるへプライスムとへレニ スムとの折炭諸説に
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は内4伐と形式とのこのような緊張関係 は見/1\されない。 それらは打寄せる

東方思潮の不断の流れの場に海草のように漂う思忽断片の治んど偶然の結

合といってもよいものである。 最近刊行されはじめた「グノーンスJ Die 

Gno sIS
)

によって私述は間1}2資料というより，む しろ直接資料といってよ

いものな始んど制羅的に手にすることができるようになった。 そして私は

そこに少くとも二つの共通な特色宏見If\すことができると思う。 ・つは人

間的lï我右，f{ちにitl!l的1'1我と同視すること， 他はいづれにも類似な三原理

体系という発展m�があるということである。 IÌÎI者はグノーシスについて

誰でもl出めている精伊11と物質の二元日命に関係 のあることで， 私共{同々人の

精神はいつれも何lである絶対精神の分肢で， それと全 く同質であり， それ

らは物質的iiり織の中の黄金」にたとえられる。 物質的である世界と精神

的な什我との間 には起えることのできない対立がある。 精神は善であり存

在であり， 物nはJEであり.JI'{{在(偽作在)でしかないというのである。

また後者の三原JII!体系とはクtノーメス，il'î派においてまちまちの内界をもっ

ているが， いづれも世界を三 原則の発展構造として捉えようとする点で一

致する。 例えば， 第�)京Jlj!を完全it;とすれば， 第二原理はJ'j発力， 第三原

fljlは物質ないし特妹であるとか， 或いは第」原月を先在， 第二原坪をrJ発

存在， 第三)J;Hlj!を流/Il混沌とすることもあるし， また第一原JIl!を光， 第二
やみ

原Jlj!を時， 第三原JlHを純霊とすることもある。 また三 つにエオンを分け，

各々がさらに十のエオン合以て完成する故， 合計三十のユオンの白己発展

があり， これら三 つは}Jによって異なるが， 本質においては同じ， そして

すべ ては光りであるとするものもある。

このようなグノーンス品派を頑において， 紀元前後にわたるブィロン体

系を考察すると次のことが解る。 旧約の作示する神は父であり， それは世

界の原型たるロ コス宏子として広み， 更に世界ないし世界精神がそれらか

ら発出するというのがそれで、あるが， ここには明らかにグノーシス各派に

共通な三!以Jlj!発展構造がJi取される。 ところがキリスト教の内示では， 子
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たるロゴスを単に世界の原型と規定してt1jlである父より一段低いものとす

る代りに， 世界の原型である前にむ しろ父の等型(概念)であるとしてそ

れを等しく神であるとし， また第三に登場する1吐界の発Hlの代りに父と子

とよりの， 等しく神である聖霊の発出 が主張される。 そLてグノーシスの

三段階原煙が旧約聖書を解説するブィロンにおいて， のちの新プラトン主

義の流出説を予感させる， このような事態が， 当然、キリスト教会に対して

三位一体教 義の確立を促すものであったことは符易に想像できるのであ

る。 何となれば世界の「無からの創造」によってはじめて絶対者としての

神の超越性が保証されるが， 上から下への段階的流出 によって枇界が説明
ノ、ノテイスム

されるとすれば， 結局， 神と世界とは同質となり， そこから汎t1fl，i命以外の

ものを帰'結することは極めて困難になるからである。

世界に属する人間的自我が神的絶対我と問ーというグノーンス請派のも

う一つの特長はブィロンで父なる神からロコスを経て世界が発山するとい

う図式のうちに， またのちになってゾロティノスで�lIから多者が流出す

るという図式のうちに再現される。 「発IJ\J とか!流/1\Jとかの表現は常

に同質何:を意味する。 つまり発出ないし流出するものと， 発/1\ないし流出

されるものとの聞の同質性である。 従ってtillから世界が発出 するブィ ロン

にも， 一者から多者が流出するプロティ ノスにも， 絶対精神ないし神的fÍ

我の相対精神ないし人間的自 我への必 然、的なn己発展， 換言すれば， 両者

の根源的な自己同ーがそこに前提される。 そしてここに東方インドのウェ

ーダ思想の面白が躍如としているではないか。 I党我ー如jという大我と

小我との一如説は， かつて輪廻転生と解脱帰入の教 説を伴いつつオルブェ

ウス的なものに流入し， そして今またこのグノーシス的なものの中に取消

しがたくその姿を露呈する。 私はフィロンに， またブロティノスにおい

て， ，/-t示宗教 としてのへプライスムないしキリスト教がへレニ スム位界に
イ'"τクト アレクンヨン

あたえた衝撃の反響ないし歪曲を視， いわばそこに本来のへプライスムな

いしキリスト教 に随伴並行する一種の擬似現象ともいうべ きものをみいだ
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m 
すのであるが， このfrlJじことが実は右に述べ た東方からの不断の影響の

「場」で行われていたことをここに特記しておきたいのである。

確かに*方グノーシスはゾィロンに関係 し， キリスト教はその最初の異

端をこの東方グノーシスとの関係に見出すことになるが， またプロティノ

スによって体系化された新プラトン主義との聞にも烈しい対決の場面を繰

返し展開する。 しかしグノーンスがキリスト教の中に神学的思考を定着さ

せ， そこにクレメンス， オリゲネスなとの東方教父達のいわゆる正統派グ

ノーシスが生じてきたように， 新フ}ラトン主義もまたアウグスティヌスな

どのラテン教父Jiに多大の影響を及ぼしている。 '/!f示信仰 としてのキリス

ト教は「信仰 の規則 regu laf id e iとして定式化されるにしても， キリ

スト教 的思想文化は内存的にみれば， 実際はクノーンス的なもの， 新プラ

トン主義的なもので満ちている。 そしてそういう内容のものが信仰 の定式

に反することがでてきた， その場合場合に異端として非議されるのであ

る。 東方グノーγスとその影響ドにあったフィロンを通じフロティノスに

結実した一大観念IIÎ命の体系は実はイント のアートマン的同一哲学に発する

もので， そのtuは深い。 キリスト教 的中世思:慢を辿ってゆくと， スコート

ウース・ エリウゲナやェyクハルトが異端ときめつけられるとき， それは潜

在していたものが， たまたま顕在化してきたからに他ならない。 ルージュ

モンは完全にキリスト教 的な中世思潮のなかにグノーンス的なものがなお
附

顕著であったことを指摘したが， 私はブロティノスを通して絶対日我のア

ートマン哲学がアウグスティヌスの意識論， アヴィセンナの空中人間， デ
コギト

カントの思惟， カントの先験的1'1我， そしてブィヒテ・シェリング・ へー

ゲルのドイツ観念論 に連綿として受けつがれていることを指嫡したい。

ブロティノスが一者を説くとき， それはフィロンの説く神の不可捉性と

同義であり， ff:に符定神学的のものであるから， それは不可捉ながら絶対

他者であって持示神学の対処すべき汝性を欠いていないとも主張できる。

縫かにそのように解釈しなくてはこの絶対観念諭をキリスト教 的作示神学
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に適用することは不可能であったろう。 しかしこの」者から流iれするヌ←

ス(思惟)において本来的にノエマ(思惟対象)とノエシス (思惟作用)

とは同一であり， いわばfJ己意識によるn己同一であるけ つまり主観的11

我性が先験的に意識されるという， いわゆる先験的11覚がヌース(思惟)

の恨源現象である。 そして不可捉の」者とは実はこのような先験的11覚が

そこから流出するところの， いわば主観的n我J般の， 底なき奥底ともい

うべ き保主主である。 従ってそれは内らをことさらに作示する「汝」である

ような客観的絶対者ではなく， おのずから露呈された限りでの「我」であ

るような主観的絶対者といってよいであろう。 そしてこのような絶対者か

らーの発11\体系は世界の奥底に深く内在する不nJ捉の宇宙的n我のn己展開

ともいうべ きで， アートマン的I'J己同」をどこまでも貫徹する「党我 a

如」のインド有論哲学と決して無縁とはL火、がたい。 ソロティノスの「ヱ

ンネアデスjには， n然哲学の実在論的客観主義的性格をどこまでも貫い

てゆくギリシヤ青学と全く異質の， 観念命的1:観主義的なl，iJ-析学の性格

が顕著で， これは曽ってオノL.-7ィスムが東方から持込んできたヒタコラス

派的宗教性格， また東方グノーシスの折衷宗教的性格にJill央していたもの

と同種であり， それがここで発11\諭珂!の壮大な体系とLて紡'k Lた点て、，

のちのちのキリスト教 的思想伝統の全般に絶大な影響力をもちえたのであ

る。 結局， キリスト教的思弁 神学はどの時代においても， この穐のグノ

シス起源の新プラトン主義的汎神論との絶えざるB藤のうちにあり， ただ

それぞれの時代に固有の条件の下で繰返Lそれとの対決を迫られていると

いってよいであろう。

H 

この論文の題名は「絶対他者と絶対n己の川念的対決|であるが， これ

は非常に体系命的な発想である。 およそ析学的思惟において相対者に対し

て何らかの意味での絶対者の登場を避けることはできないが， この絶対者
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を，wA益者として他者とする限り， MI1題に掲げたキリスト教的実在論が基礎

付けられ， この絶対者を内在者として真の自 己とする限り， そこにイント

起源のアートマン的観念論が基礎付けられるといえる。 私達が相対的t'1 己

相亙の日常の共同経験からtll発し， 絶対者を経験を無限に超えた他者とし

てしか認めないという経験Ii命'1， .�方， n然哲学ph y sica に発し， やが

て科学の母胎ともなったギリンヤ形而上学metaphy s ica の経験的実在論

とも通じ， また他方， V干示という非日常的(超自然的奇蹟的予言者的)経

験以外にはìJとして1'1らをJjîわすことなく， また語りかけもしないへプライ

スムの必越的他1't， いわゆる絶対的汝件の ー神論的伝統とも相即する。 そ

してこのことが13世紀のキリスト教においてギリシヤ哲学とキリスト教

神学とがスゴラ学的に綜合されることの則念的背景になるのである。 私が

キリスト教的安佐;ぬというときトマス・ アクイナスにおいて頂点に述し

た， この結合を意味している。

これに対して私述に日常的な外的経験を遮断し， n己に深く沈潜し， 白

己の無|浪の奥底にある真のn我を絶対者とする， いわゆる根源的経験から

出発するところの先験，論は， 経験される相対的外界に一切の客観的実在性

を拒否L， それらはいまだ絶対者たる真我の自覚に達していない， 主観的

迷妄の投l映に過ぎないと主張する。 先験論は日常経験の否定であるけれど

も， 経験→般の抗� ffiではなく， 絶対者たる真我のn 覚経験からの出発を意

図するものである。 けだし絶対者は他者の経験によってnらを充足する必

要なく， それが経験するとすればnらの経験， 即ち， 自 覚以外のなにもの

をも経験しえ1;( \， 、からである。 絶対者の経験から出発するとは相対的円 己

に日常的な外的経験はもちろん， その内的経験をも含め， いわば相対的経

験のー切をi'ti.-rfすることである。 従って「天上天下唯我独尊」という， 絶

対者に固有のIÏ 覚経験は相対的n 己にとっては， 所設， よ馬依にとどまるほ

かないのではなかろうか。 少くとも真我fl覚を理念、的な出発点とする一切

の先験諭は， そのいかにね健なものにあっても， 相対的n 己の外的経験は
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もちろん， 相対的白己の内的経験についてすら常になんらかの虚妄化を要

求するもので， それらを色槌せさせ， ついにはそれらを括孤に入れてしま

うのである。 相対的向己が， 白覚が一切に先だって本性 的に成立している

というかの絶対的白我と自らを同一化するところに |先験的t'I覚の思想」

が成立する。 そして「焚我一如」のアートマン析学からクノーシスの自 己

思想， ブロティノスのヌース， アヴィセンナの雫中人間 "7カノLトのコギ

ト， カントの先験的自我の統覚， ドイツ観念品の純粋i'I我・絶対精神そし

てブッサールの先験的自意識としての純粋意識にいたるまで明らかにこの

ような「先験的向覚」の観念論的経譜を辿れると考える。

アートマン思想、から近代の観念論哲学にいたる思想のおi近性を体系論的

に表現すると同一哲学Id entitätsphilosophieと呼ぶことができる。 それは

思考の根本原理である同一律を， 経験される外界の事物とは全く無関係

に， それから独立という意味で先験的であるところのn我のn覚ないしt'l

意識に基礎付けようとする共通の特長をもち， およそ析学的な主観主義の

いかなるものの背後にも子想される前提である。 -切の事物がそれH身と

同一であることが， 丁度， I昨日の私は今日の私である」ということと全

く同様に先験的白我の統一ないし「意識一般」の先験的n覚に基礎をおい

ているというのである。 つまり「昨日の私は今日の私である|ということ

は経験的基礎をもった知識で、なく， 先験的n意識にぞくする知l識というべ

きで， 正にこういうものに同一律もまた基礎付けられていると主張する。

しかし「昨日の私は今日の私である」という生ll，識の成立は実際にはきわ

めて経験論的に説明できる。 昨日私の前になにものかがあって， 私はその

ものについて記憶をつくる。 そして夜、は眠り， 今日覚めたとする。 すると

そこに昨日のものがまた目の前にある。 換言すれば， 記憶されたものと今

日の前にあるものとが同一であると判断される。 そしてこのことによって

昨日の私は実は今日の私であることが確認される。 経験命的に考えると記

憶内界となった外界対象の同一性の意識の方から， 昨日の弘が今日の私で
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あったことが矧解され係litされるのである。 例えば記憶喪失症の人は某年

某月Jt:日にあなたはこういうことをしたといわれでも， そういうことをし

た人は私でないと答えるに違いない。 昨日目の前にみたものの記憶をもた

ないものは， I昨日の私は今日の私でない」と主張するに違いないからで

ある。 もちろんこのような記憶が成立するためにはそのまえに「昨日の私

が今日の私であるjという存在の則自的な継続がなくてはならないことは

いうまでもないが， I昨日の私は今日の私である」という白 意識， すなわ

ちそのことの対日的な舷I訟のためには記憶された外界の事物の同一性の意

識がlえって先行する。 経験"命的に考えると， fnJかの事物の意識が成立する

ためには儲かにその事物と意，i�との日Ilt'l的な存在が先行しなくてはならな

いが， そのことのためになにも対什 的な意識の意識， すなわち白 意識まで

成立する必要はない。)えって対fi的なt'1意識は意識の即自的存在によって

獲得された事物の意I織の成立ののちに， それを媒介としてはじめて成立し

うるのである。

こういうわけで「昨日の私は今日の私である」という意識存在の.t!IJ白的

な継続性とは別に， I昨日の私は今日の私である」ことを白 覚的に確認す

る正i意識成立はきわめて対n的で， 完全 にアポステリオリである。 つまり

同一律が1'1我へ意I識的に適用されるはるか以前に， それは事物に適用され

てなくてはならないので， この意味でMらかの外界事物の同一性 の意識

(存在の意識)こそ内的n我の同一性 の意識(意識の意識)の手掛りとな

り， それの尺度となるのである。 そしてこういうところにへプライスムに

ltJ来するキリスト教の内示神学に沿って実在論的なギリシャ哲学を体系化

したところのスコラ新学固有の客観主義のポイン卜があると思われる。 そ

こでは客観的な外界の事物 naturaが規準mensuraであり， 任意性の支

配する主観的な内界は逆に被規準mensuratumとなる。 外的自然の本性

は， それが変化するにしても， 不安定な主観の内容に対してあくまで客観

的な尺度である。 外界の4:1'1は究極的には絶対者に基礎をおくものである
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がゆえに， 任意性によって不安定な内科しかもちえないt観に対してはあ

くまでその規定性 を失わなL、。 数において多数であり， 内科において任意

的不定性をもっ{同々の相対的な主観に対して， 一切の相対的自然的事物を

基礎付け， その背後にあってこれを主える第一原|刈は， 実は数において唯

一， 本性において絶対である必越的他者にほ かならないのであるから， け

だしこのことは当然、といえよう。 実にこういった経験ぬ的実在"命的な考え

方が作示神学に111来するキリスト教的スコラ科学に日I有のものであったの

である。

相対者を自我とし絶対者を他我(汝)とするへフライスムにおいて， 外

的n然はそれ自身相対他者であるにしても， 絶対他者によって設定された

本性被造物として絶対他者に依拠する故に， IriJじく相対者でありながら1'1

111意志の任意性によって絶対他者に背反もしうる不安定な相対的日我に対

して神的規制力をもつものでありえたし， それはまた神的栄光をも表出す

るものであった。 人聞は相対的(I然によって仰を畏れることもできたし，

またそれによって神を讃えることもできたのである。 要するに相対的自 然

たる外界は絶対他者に属するものとして相対的1'1我たる人間に対して「独

立的J I規準的」であり， それらが仮りに人間 の交配下に円かれた場合で

も， あくまで絶対他者によって与えられたものとしてあり， 委ねられたも

のとしてであるに過ぎない。 内示1(111学に山来するこのようなキリスト教的

ttt界像と神話的な擬人観から解放されたギリンャ的な実在命科学とが十三

世紀にスコラ学として体系的に綜合されるずっと以前から， すなわちキリ

スト教官学はその当初から， 例えばクレ メンス， オリゲネス， パシリウス

などにおいてすでに外界についての実在諭的な見方を充分前提していたも

のとみられる。 けだしキリスト教の内示に属するt1l1人Jrl命(よIPt'l:と人性との

位格的結合治)， 受肉， 復活， 奇蹟， 秘蹟の各諭など， そのどれひとつと

ってみても外的i'l然の実在を前提しており， 従ってそれの成妄性を厳に排

除しているからであるの
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相対的n我の ・切の思考以JljIである同-1[tを思考の対象になる思考内行

の['iJーからぶ礎イ、lけることは外界の事物が思考ないし意識に対して規準

mens ura的であることを示「ことになる。 ところがこの外的日然、 そのも

のが， 相士、t 1;'として， いわば実体変化するものであってみれば， 思考原理

としての同-fttの絶対的妥当性の基礎付はどうしても， 相対的什然および

相対的n我の究極の!京|刈， fH拠としての超他的な絶対他者たる神のn 己同

一にまで糊らなくてはならないことになる。 そしてへフライスムもキリス

ト教もこの点きわめて'た庄治的でーあって思考の究極的対象となる絶対他者

のうちに)えって」切思考原Jljlの似拠をもみし、だしているのであるの すなわ

ち意l識がイ(ιを決定Lているのではなく， {f庄が意Jt設を決定しているので

ある。

ところが同一作を対象の同ーからでなく， 主観的白我の同ーから訓りだ

してこようとすると， どうしても意i識が存在を決定し， 主観が客観を定立

することになる。 さきに同イItを先験的li 覚に基礎付けようとする同-1"1-

学が新プラトンl:，i宝， グノー レス， 更にインドのアートマン思想に見lHさ

れることを述べたが， この*方からの観念論的な系譜は丙方の精神的伝統

を扱う場合どうLても明瞭に指摘， 析山されるべ きであって， このことが

アウグスティヌスの意，;i�，j命， アヴィセンナの雫中人間 ， デカルトのコギト

をうみ， ついにカントの「今までは意識が存在の周囲を1"]転していたが，

これからは作ιが意1識の周聞を1"1転する， これはコベルニクス的転1"]であ

る|とのl:観i義γ「言にまで\[ちいたる。 そしてドイソ観念論ブ ヅサ ル

の現象学へ引献がれる析学の似源的に主観主義的な性格は私にはどうして

もキリスト教思，11l伝統に終始からみついてきた東方グノーシス， 糊ってイ

ント的な汎tll'，;i命のば11央としてしか石られないのである。 しかしへプライス

ムとへレニスムとを水本的な要素とする凶汗の思想伝統の正統は何といっ

ても客観，j:義的実{Iê，ií命的であるから， 科学の近代的な主観主義性格も所

詑， 挿話的脇役IY'ltcものにとどまるのではないかと思われる。
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E 

主観主義的な同一析学の系譜はインドの党我」如のアートマン思想に発

する。 それは絶対告を什己とし， 相対者を他者とする考え方で， 外界の事

物がこの他者にあたる。 我今人間 の11，司々の主観は， それが真にn覚的であ

る限り， 実は絶対者たる真我に他ならない。 外界の1議事物はこの真我とそ

れに発する(同我の投映する現象に過ぎず， この現象を実体とみるとき， そ

れは迷いである。 外界たる諸事物を世界とすれば， これを現象する実体で

あるところの絶対我は精神で， これを世界精神といってよL、。 このように

絶対者を世界に内在する世界のn我と考える限り， それは真に汎神11命の名

に値いする。

ここで私は大胆な仮説を立ててみたい。 この同じインドの有命科学思想、

が東に向って影響を及ぼして仏教の大乗思怨が， 同に波及して東方グノー

ンス新プラトン主義が生じたとする。 大采思Jt1は外的世界を迷妄として骨子

定することによって内在的白我， J:!1lち真我に目覚めるアートマン的な絶対

内在思想をもう一度否定しなおして， 世界(事物)でもなく， 精神(真

我)でもない， この両者を無差別化する絶対超越に赴く， そしてこの意味

でそれは絶対他者への志向を含みうると私は解釈しているが， なんといっ

てもその出発点はイントの有論思想であり， その限り「天上天ド唯我独

尊JとL、う主観主義の表象がどこまでもそれにつきまといやすい。 ところ

が同に向った東方グノーシスや新プラトン主義はやはり強力仕ア トマン

的同一思想を伝搬しながらも， 上述したようにへプライスムやキリスト教

の伴示思忽から少くとも外形的には激しい変形を蒙っている。 しかしこの

変形の底に脈々と流れる， 1岡我を絶対我からの発Itlとみるアートマン的汎

神思想の執搬な生命力もまた軽視しえないのである。

神を絶対他者たる汝とし， 自己を相対的なものと観ずるんキ示宗教は信仰

fid es を中心とする。 それはn己作示する絶対他缶との聞の契約関係 であ
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り， これが旧約としてのへプライスムであったり， 新約としてのキリスト

教であったりするのである。 1，年示宗教では絶対者;と相対者との本性的融合

はなく， あくまでも1'1他のい:5JIJのもとに結ばれた契約への忠実さf id e lita s
ナトウラ

に基いて両者の→致がありうるのみである。 それは本性で、はなく， 愛とい
ハピトゥス

う適性における」致であり， その最尚の肢において霊的結婚と呼ばれ， 11: 

にその請の示す如く， それは契約でしかない。 件示宗教における神と人と
デイアロ グ

の関係 はあくまで対話的である。 これに対し絶対者をn 己とし， それを相

対的内己の奥底にある真のn 己とするアートマン思想で、は， 先験的自覚の

想起においてーたび 発tf\したn 己が絶対n 己に還帰するとされ， これは本
ノゼトウス(lり

性的融合である。 それは迷妄とし寸分離の適性が除去されることによって

本社が実現することを意味L， この還帰はlEに迷妄の除去， すなわち↑ft得

に他ならない。 従ってこれを的得の宗教といってよいであろう。 十万りをひ
モノロ グ

らくということは本米の我れに還るということを意味し， そこには独語が

あるのみであるの

以上絶対者を超越他者ーとするか内在i'J 己とするかによって「作示の宗

教」と「帆得の宗教 」とをこときらに対照させたが， 実際にはこの相得

g nos lsそのものが内示宗教たる初代キリスト教においてすでに重大なf宣

言IJを果していたのである。 東方グノーシスは救いは相得にあるとし， この

帆得なしに救いの証拠はないとした。 しかしキリスト教会は救いは「信仰

の規則J re g ula f id e iにこそあるので， これを信ずることは新約という

この救いの契約を守ることであるとする。 そうした上である人は日得を得

て信仰 の内'伐を一層深く生[J解することもあり， これは思誕の賜として尊む

べ きであり， キリスト教者として是非明むべ きことではあるが， しかしそ

のことが救いの条件になることはない。 救いの条件はあくまでも神との新

しい契約である「信仰 の規則J， すなわち， Iイエスを活ける神の子キリス

トと信ずる」ことである。 それゆえ聖アウグスティヌスも「知らんがため

に信ぜんJ Cre d o u t inte lligamといって知解を信仰 の前提条件とはしな
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かったのである。 このように救いの条件としてではなく， 紋いの結果の

っとして悦得(知解)をI認めた， いわゆる11�統グノ ンスは新約宗教とし

てのキリスト教の内面化のために大きな貢献をしたのであって， 11 にこの

ことによって修道修徳a sc etlca と観立! tリ1fJ:l、 my s tlca とがキリスト教の中

にそのI[当な地位を確立したといえるのである。

絶対他者としてのむi越神観に立つヘプライスムはflr法と子言苫による契

約信仰 の宗教で， この点新約にもとづくキリスト教も全く同じ基盤に立つ

ものであるが， イiに述べ たように絶対n己の内在till観にtつIt/}得の宗教性

格が正統グノーシスの形でキリスト教を内[(!j化L， 非常に'Jiり豊かなもの

にしたのは実はキリスト教がqJ.に追わされた壬言おの宗教ではなく， tlll íI 

らが人となり， いわば， 超越者が受|勾して位界に内作化Lたという伊11人口命

を合む宗教であったことにけ!米する。 このことによって契約は主義(神

秘)へと推移するのである。 無から世界を創造し， 世界を無限に，w，l迭する

ことをn己内示した「絶対他者たる汝」が受内降誕することによって1'1ら

創った枇界に深く内在化し， いわば「世界の我れJになったということ

が， キリスト教の福音であって， これによって相対的n己もその復活の体

に永遠の生命を得， いわば世界そのものが救われ担!tL1S!化するというのであ

る。 絶対者を世界の内己とすることが汎何J，ií命であるとすれば， キリスト教

はItにキリストにおいての汎神rll命である。 キリス寸が勾!ハウロのいったよ
インカJl---J"f';オ

うに「一切において一切である」のはlEにこの受内によってであろう。 宇

宙的絶対我を併得するアートマン的宗教は旧約の予言必の示教によってで

はなく， 新約の福音的宗教によってその特別な地位'i:" Í'ff(:j 0れていたとも

いえるのである。
ナトゥラ

しかしこれは無から創造された世界が始めから， 本1"1の上で絶対者とし

ての自己をもっていたからでなく， I判11が人となったlという何1 愛の奇蹟
グラチア

においてそうなったので， 全 く無償な思'ìf�の賜である。 もともと|止界が絶

対名ーとしてのL'J己であった筈はなく， ，wJ主的絶対他者がその本性をそのま
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まにして， その適性上無償に相対世界のn己になったというのが， キリス

ト教 的1<'11入品の宇宙命的意義である。 アートマン思想のもつ汎t'll品がキリ

スト教の前提する起j越t'P，泌をおびやかす限りキリスト教 内での東方グノー

ンスや新プJラトン主義への非議はいつの時代でも繰返されてきた。 例え

ば， スコートゥ ス・ エリウゲナやエッ クハルトに対する非難ばかりでな

く， 初期の公会"義における三位一体11命議もキリストrll命にもこの種の護教性

格は濃厚である。 要 はm他的絶対他者は， 無から創造された相対的自己や

相対的世界のあるなLかかかわらず， その本性上どこまでもそれれ身であ

る超越者であって， それが相対的世界の1I己として内在化L， いわば「桝l

が人となった」のは全く， I不合J'!l二なるが故にわれ信ず credo qui a 

absurdum es tとのテルトゥリアヌスの言明にのみ対応しうる思誕の事実

なのである。 けだし本1"1上当然でないことは， いわば不合f'!lで， それはま

た極めて「有りにくL、!こと， すなわち「有難L、」ところの恩)括的事態に

他ならないのである。
アントロボーセン!リス

近代凶作の人問中心主義は恩出によって「仰が人となった」キリスト教

の神人諭を逆転させたもので， キリスト教 の反立として皮肉にも定立であ

るところのキリスト教 なしには生まれてこなかったものである。 それは人

聞が本件一上はtljl であるが故になにも他者であるところの神なくして白ら神

になりうるのだと1:張するところの人神論である。 ブォイエルパ、ノハ， ニ

ーチェなとの無担Il，:í加工グノ一、/ス的なドイY観念，i命， 就中へーゲル的な弁

証法的図式的観念品がキリスト教 との対決:においてあえてnらを肉化じ実

在化したものと考えられる。 キリスト教において絶対的な超越的他者
ウニオ・ヒユポスタテイカ

(tljl)が相対的な内在的i'I己(人)と位格的J致するのはもともと内 然の
ノ、プ

ことではなく， 全く有りうるべからざる奇蹟のこと， それこそ無償'愛の出
ニング

来事として信仰 の対象にのみなりうる思寵以外のMものでもなかったので

ある。 にも拘らず恩'ìll1を忘れql_なる人間 の営みに形骸化したキリスト教に

おいては恩出はいつの間 にか習慣化L， やがて人は「もともとありしとこ
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ろのものJ rO r I カν ε;ν山 ， quod erat ess e においてtlj'であると考える

ようになってくることは誠に避けがたい。 人神"加工JFにキリスト教文化そ

のものの自家中lil-と云うべきであろう。

しかし相対的なものを他者とし， n 己をもともと絶対的のものとするア

ートマン的同一析学が東方グノーシス， 新プラトン主義を通じて絶えずキ

リスト教に纏わりついてきた事実を見極わめると確かここにもそういうも

ののかげりをdZめないわけにゆかないのである。 (1971 ・ 5 ・ 1 ) 

(1) ブ ロティ ノスとイント 的精神 の;#!近性につい て は Heinlich Dumoulin 

Ostliche Meditation und christliche Mystik 1966;München S.1l2-1l:l参照。 特

に百十三頁の"1:百三十ーの中にう|用され指摘され ている0. Lacombe， E 

Bréhier， H. de Lul:旧c 等の意見に注目されたL 、。

(2) 無限[111帰と輪廻， IÁJ果応報(ディケ )思必のうちにそれの点方1"1格をJl取で

きる。

(:3) iìíにへレニスムというときはへプライスムというときと同様にギリンヤ固有

の思;智内容を示す。 しかしヘレニスムIL'i1ï:とかヘレニス ム世界というときは回

有にギリシヤ的のものを多くの民族が悦倣した， ローマ以前のギリシヤ文化t�

倣時代ないし模倣世界を意味している。

(4) Artemis Verlag， Zürich u.Stuttgart 1969 

(5) 神が脳越者であれば世界はもちろん世界の原型に対しでも神は超越者である

から， I世界の原型」としてのロ コスは当然， ìlJlたる父より a段低くなる。 子
イマゴ

たるロゴスがまず父の等型(肖像)であって， 第二次的に世界のロ ゴスである

ときのみ， それは父と等しく神である。 そしてこの両位から発tHした聖霊もま

た等しく神である。 キリスト教では三位十a休は起越者の本1"1'(ìll'件)の事柄で
ウニオ・ヒユポスタテイカ

ある。 キリス「は神件ーと人十世との位格的結合て、ある故に伊IWIにおいて三位一体

の第二位として等位(必越者)であっても， その人件のゆえに劣位(内在者)
メデイアト ル 〆ユノデヌモス

であるから， キリストは仲介者(中間者)として機能できるのである。 位格的

結合は起腿者の本性というよりはそのt'I己拡散di古田10 SUlとしての適性を前
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提し， 恩、't'fti的事実以外のなにものでもないとされる。

(6) ギリシヤ科学に先きだっ東方的なものの影響をオルフェウス思想、に， ギリν

ヤilf学以後での東方的なものの影響をグノーシス思想、と名付けることができょ

う。 グ ノ シス思怨の特長については上述したが， そのうち白覚する精神の絶

対的n我性核は特に両告に共通であって， このことがオルフェウス思想におい
グノ ァイ ー セアウト ン

て「己れn身を知れ」を最r�':î智とすることを結果したと思われる。 けだし[己

れi'l身iとしてのn我が究極的に絶対者でなければ， それを知ることが最!有で

あることにはならないからである。 このようなオルブィスムが既にへラグレイ

トスの断)1にも現われていること， また[']覚するそのような精神がそこでも黄

金に嘗えられていることなど， いづれも上記したクノーシス思想の特長と符号

するもので， これはギリンヤ哲学以前と以後の両思怨がその起源と性格とを共

有していることを証拠立てていると考える。 この点について第22 [，，)丙洋内典

学会大会での澄回公氏「ヘラケレイトスの自己保究」の発表から示唆されると

ころが多かったの

(7) 拙稿， 凶作科学史(I"�代・中世)慶応義塾大学通信教育教材205 -206頁参

日召

(8) Denis de Rougemont L'Amour et ]'Occident， ノレーシュモン� r愛につい

てj岩波書)占U

(9) えすれあってのl!l1nでなく， 1!1Ii'lあっての対nであるから， 即日から対白への

方向はイ.; I1J逆である。 従って対i'I的であることはl!11J'J的であることに対してア

ポステリオリであるとI認められる。

帥 アウグスティ ヌスが志向を外の位界から哀なる世界へ転1"]ーすることを説き，

その形而上学を意!滋n命的にした|浪りではブロティ ノスの影響下にあるが， 彼が

n己よりも更に内I([j的ts:.中心に突如として絶対他者たる神、(汝)に遭遇する点

で， 彼は完全にキリスト教的である。

(11) へーゲんの東方思危!に対する関心とン ョーベン ・ ハウヱノレの仏教思想とはド

イヅ観念Ilhのこの穏の性格の反映である。 インドのアートマン的な有論哲学が

大乗仏教思念!の素材であったように， ドイツ観念E論が大乗仏教思想の影響下に

あった両国科学にとって恰好な素材となりえたのも， トイソ観念論のこの種の
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性格にfl1来するとd思われるの

同 キリスト教神秘思想の中に繰返しあらわれる絶対者との本性的融合の異端思

想、がこのことを物語っている。 キリスト教では相対者と絶対者とのfI他のいjlfJ

を喪失した本性的同一ではなく， あくまでも愛における適性上の一致が主張さ

れる。 そしてこれが超越神と形而上学的女件一件一格とされるところの人間霊魂と

の聞の霊的結婚として説明されるのである。
F、ピトウス プラス マイナヌ

帥 適性には正と負の二種があるとみる。 それは{耐'friに価似と以仙i仙とがあるこ

とと同意である。

同 これは信じて而して知解せんとの意。 或いは知解を求める信{fP fides quae

rens intellectumの意で， 救いの条件たる信仰あっての知l解を意味している。

帥 ベノレジャエ7は神人論たる キリスト教に対して人間中心主総の近代無神品を

人神論と名付けている。




