りl

アレグサンドリアのクレメンスに
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アレクサンドリアのケレ メンスがここで問題にしようとする析学とは， 科学的
ldl識はかりでなく

--般の必n哉をも合めたず;学に共通tdlllVl的，jll育の全体なので

ある。 クレ メンスは科学史 ・析学のðh，についても叙述Lた， .J'<:々は「ストロマテ
イス」第8郎で， こうした学校用科学の叙述に幾度もふれることができる。 例え
ば， かれはプラトン起源の用品を， ストアの用li!?あるいはアリストテレスの明日i
用品と合わせて考える， 学校用析学について述べるのであるο ここでクレ メンス
が用いる色々なJ<fJlの哲学的起源について検討する必要はtn 、であんふ} クレ メ
ンスは史に， かれの怠凶と A致しているところの折!}f_ l:�宝についてもnlfるのであ
る。「析学と云っても， 夜、はストア学派とかブラトン学派とかエビケロス学派と
かアリストテレス学派とか云われるところの各々の学派を指している}，けではな
L、っ かえって， これらの学派のいずれにおいても敬皮t(li.，�識をilう義をI泌く良い
教えがあれば， それの総体こそ弘は科学と呼ぶのであるο |
ところが「ストロマテイス;の他の，'í'15と第8郎を比較検，;.t してみるならば， 他
の却においては表面的にはともかくも

人'際にはかれが科学のu起を汲み取りそ

れを信仰の中に[l{き換えているのがよくわかるのであるつ 既述Lた引用文も， ìrjl
学とのアナロジ7においては大いに関心をいだカ通せるものであるつ ここではいわ
ゆる神学が問題となっているのである。 科学の信仰 の'j�でのlí{l�き換えについて
は， 紀厄前ltlt紀の中期ブ)ラトニズムよりもその}j11、が優れていると A般に忌わ
れている。 我々が「ストロ rテイス」の多くの章1，)をこのêrl8 ，'(1)，こ関迎つけてflj!
解するならば，

2世紀のd、ロ哉の析学におけるその1，12，，:1& IにおL、て， すばらしい

調布lを見出すであろうc 本稿では以ド特にこの点を，;'(述するつもりである。
以上のようにアレクサンドリアのクレ メンスは， f可'芋とìrjl''jtとをはっ竺り|メー別
[ているが， この，�ì'�別lìlN:1こJ、ノヲイ人への子紙に見られる
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になったのは， ハノしナ ソ グがlIltるようにMも悩-(�書とへレニスム文化とのIH会い
による のではないの 神学はMもキリスト教のギ リンャ化ではない。
しかしながら， ヘレニスム文化殊にギリ ンャ析学との山会いは， ユダヤ ・ キリ
スト教�ぷ録の考察とは日IJ の問題にキリスト教 を関係づけることにもなる

!!II

ち， クレ メンスは牧然、たる方11、によって， キ リスト教 のドクマをñに消化するた
めに， ギリンャ析学の専門用品をはじめて活用したのである。 この問題を提起L
たのはユスティノス ・ タティアヌスであるが， クレ メンスにおいてはかれらより
もはるかに傑く咲かな内科が見られる のである。「析学及ひ 叶IJ:(πoÀυμ日IJéæ)文
化は， 最も大切なる信仰 のトグマを， 信表にならんとする者が納得して受け入れ
るよう手助けをし， 洗礼忘願者たちが感動して以手 8êta へと導かれるようにす
る のである � またクレ メンスは「スト ロ rテイス| 第1部で次 のように述べて
いる。

[ Ii'ストロマテイス」は， áÀ制ε叫が諦々の科学の中に織り込 まれてい

るものとLて， そればかりか， それらの科学の中に包み隠されているものとLて
受符Lている のである、

lÎ史的挑 の核11がそ のからの中に包み隠されているよう

に， }(i(1Îにはあらわれていないる。 以上の如き言葉はクレ メンスの願望を伝えて
あ ますところがない) これはまさに信仰のドグマとギリシャ科学との関連性の問
題の提起であり， クレ メンスによる，nü巾i的意図でもあるヘレニズム的表現形式の
有用刊をIIjJぷするためのも のであるとも云える。 この問題は本稿 の主要目的では
ないので以卜ふれないことにするコ
さて夜、は， クレ メンスが析学をWtl:的，vl!育の全体という怠味で理解している点
について既述Lたり しかもそのJlI!科会的，\1[1育は， クレ メンスにとってきわめて重要
なものであるの かれがここでJ;る科学とは， アリストテレスの，意味における科学
的ILZl識によって， 下宙の辰r� :J原珂を打ちたたせた文化 の定成を意味している。

ケ

レ メンスは科学においてこのような意義を確d、しているが， かれはこうした見方
を信仰の吠界にもあてはめる のである。 1!IJち， クレ メンスは洋通の信仰は01吋
πía1:1 S)の中に， きわめて科学的であり(i1l'l σr甲μo νlX争)， 同時にきわめて厳Ll 、
(占XPlß手 S)信仰をうちたてようと勿めるのである。 11日ち， それはいわゆる神学で
ある

それは既述Lた立[Jく， 信仰 のドグrを消化するためにギリシャ析学を活用

寸る左いうこ止を立味L tcい

ケレ メンスにt，; l 、て信仰は， ìjííこi司有 のJlí�JI[!てあ
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るばかりでなく， 証明の特別の形体でもあるけ 以卜述べようとするiP.純な伯{fiJ
(ψ1，1キπfσrtS)に対する思慮深き信仰日[Jちグノーシス( rvwσtS) を， クレ メンスは
析学における科学的d、織とハラレんなイ上方でf解ずるのである) そLて， かれは
信仰をtihるために科学用品を活用するのである〉
さてそのグノーン/スであるが，

グレ メンスは， これは似本的には既にコダヤ

キリスト教黙示録の中で1;liられている点をはっきりがLへてL 、るJ クレ メンスがこ
のグノーンスをif(んじているのを我々は随所で見るのであるハ ところが他方，

グ

レ メンスはこのグノーシスを信仰の刊明干のために析学的IIZl織の用liffでもってlt'/!: !!
換えているように見えるのである乙 黙ぷ(απol<á.1υtþlS)は，ilElljJ (απó8εl�lS) にな
るのであるり 既述した通り. IストロマテイスJ ::+1 8 (íjlは， ili.'.，，/:.， 特に科学史
(科学のlfrt:れ)について叙述されているっ ここでは科学的な政党(日同町宮)が問
題になっているc その表現はプラトン的でありまたアリストテレス的であるが，
実はアンティオコスに特有のものであると云われている。 それはそれとLてこの
日τ甲山宮は， 縫実tr:認識(l<ara.1刊行川yνゐσlS)を[1ざしている

ケレ メンスは

ここでユタヤ ・ キリスト教的響のYνφ町EというIlfiを用いているのであるが.'):
はこの I<arαλqπτ11<キyνゐðlS はストアの用I出である

そLてこのyφ
ν 111S 'U↓

学的証明(imσ T甲μOVll<キ占πó8εl�lS) によってなされるのであるう

グレ メンス は

μ Vl吋)，;IE 1日!と1:0'見の
「ストロ マテイス」第8部で ， 証明を科学的 (È:7r:lI1r甲O
(8o�ασrtl<帝)詰J:lljJとに分げているに、 これはまたアリストテレスのHl，:liである。
般にI imσr手甲
μ は知1斗ーによって保究されたるII際であり， 似1J!i) (vrró.1甲世lS)と
は対立するものなのである。 そして， この止πzσ吋甲
μ l土止π1吋
11
o
μ 1
ν 1<キ企πó8εl�lS
によって獲得せられるのである。 」
さてその証明であるが

もし我々が係dたなるものはurctわから11\発Lて， も

う係%で(πII1rá)ないもののピスティ ス(πÎr
l1 lS)をt{L.fぐすることがII[能である
ようなロ コス
r をf:rすならば， 我々はそれを占πÓ8El�lS と呼ぶであろう。

|クレ

メンスがここで述べていることは. TJ支， アリストテレス科学の丘味における!ÎI王
l別であって， それは三段"命I去を活用することになる

!![Jち ， 倣'人ブζるlìíjJ:足カ‘らIH

発して， 疑わしいものまでの新しい命題の百lCkV[を州"命するのであるり ところ
で， クレ メンスかπJστlS

l:い ) ，，/\.�(qS:ì.�-ufんで)[)い とL、るのに%がつくのであ

f〆 ケ サ ノトリアのクレ メンスにおけるi'í学と神学
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る。 アリスト7レ スl;t， d命nl1:から生ずる確実性のためにはπiaτIS をほとんど用
じていないn

グレ メ /スはアリストテレスの三段論法を幾度も引用するのである

が， アリストテレスのJうえ)jとは最終的には A致していないのである。 しかしな
がら，

クレ メンスがd町げ を後で述べる|寸志(avyxαrá8εalS)と等置したとき

には， その背;itにはアリストチレ ス的概念規定が存在したのである。 したがっ
て，

ケレ メンスか πíarlSを， 感覚によるIIZ識や憶測(iJ1róÀ甲!þIS)， あるいは学

的érrurf骨μ甲にもま主って1\J11'.そのものに迫るもの. あるいは更にそれらの認識
のl試合イi (xplr仰10ν)となるものであるとlIAる場合には， アリス トテレス的(あ
るいはストアi'J'J )なものを縦瓜L， J1つまたこれを 」歩おしすすめたのである。)
さてクレ メンスによれば， すべての悦'l1'tl;t;iIE明からだけでは生じてこない。
何故なら， μJII�Jによる44j fT， 我々l;t無限に証明しつつけなければならなL、からで
ある l

そ れ は l科学者たちが第

(占νrr
α ó 8e lx)
m と述べ ている

J

-1日〈珂1. (àpxaé)は，ilE �月ィ、"f �ち
' で ある

i子宙のtJEイ点士'I! (企PXがはギリンャ人たちに

は子知lされて(πρOEY'レのσ/Csro)いなL、|のである。 この第 イ京.B1!i;t，

一

方にお

いて感覚によるlî.'�Jfì'iXにせよ， 他方においてJ1jl性によって獲得せられたる論用的真
矧であるにせよ， その人企MíHitとなるものである〈

この*J----原:fl![はπρlÌÍ'raと呼は

れており， すべてのrt允tこ先んじて問越にされるべきであるとクレ メンスは述べ
るのである

IすべてのC手r守山宮において はあらかじめ(πPOYIνωσxóμεν
o
ν)知]

られるべきものがある

j.iJ様にすべての日rTjatS は， 先在せるグノーシスの干

で休必するのである

I この第 -Ilj(J1j!は，

し 、信仰 の 11標 である

I， ;J様に

クレ バンスにとってもまた， 誤りのな

ó 8e l�I S 11，;命i証-1' "f能なる第イ京理に対する
àπ

πíarlSにかかわっているのであるの

ここでまた，

クレ メンスの考えの基礎がア

リストテレスの"向J1i!学にもとずいているのであるu それは説明小可能な第 -I�UI!
の概念であるJ それと|寸時に ， 第 -1忠則に対する確固たるFI!解(ùrróÀ叩世S
I
σ<þ08pá)とLてのπiσrS
l
とL、う:言葉もアリストテレス的である。
我々はまた次の点にiUl Lなければならないハ Jlllち， クレ メンスの tra
é nsと
L、うrilHi， 第 ーIlíU'1!をL、L、あらわすものであれ， あるいは第 イ京理に対する断同
たるii'{1 {，\をm'J�するものて、あれ， 知性のí-，i2 (πpÓÀ甲ゆIS)を怠味するのである、
1-に述べた後おの場合， そのi1葉がアリストテレス的立味をもっているl限りにお

9R

いて， 前者の場合， ピスティスの似(rrT/Y1; rrÎf1rεω S)という}<g，J，は， 言葉のキリ
スト教的意味における信仰 を尚一にほのめかしているように忠われる。
クレ メンスは次のように述べている。 「したが って， 申書を信じて確固たる判
断を持っている人が， 我々に型書 を与えたÞIIの) � iを草IJJ';f;することのない証明
(占πÓ 8êl�1 ν 企να νrÎp p 甲
ro ν ) として保持しているのであるの L た が って rríf1rl S
は

åπó 8ε1� IS によっては確実にされないのであるけ

『見ないで信じる者はさ

いわいである。 J J
さて， I我々が教師( 81 8á σxaÀos) と仰くロ コスに服従するときには， かれを
信じて絶対にさからわないことがfJt要である。 いっf:__ l 、1'111に)又抗するなとという
ことがどうして出来るであろうか。

I

また「ストロマテイスJ第2 fí15で， クレ メンスはrrÎf1rt S について次のように
述べている。 「 ギリνャ人たち(実はエビク ロ ス派の人たち)がL、やしめて根拠
の な い制l野な も の と 呼ん で い る と こ ろ のd σrl S は ，

t'l発 的tI:. í' rif!

(πPÓ À平ψ IS)， 且つ敬神( ElJf1Éβ日 α ) の σ υyxará8εσ IS である。 また 他方におい
て rrí σrt S を， 明らかでない実在に対するJfjl件的 σ υyxará8ê σ ISであると定義
することも可能である。 」
またエピクロスと共に， Iπíf1rl S とは真瑚の先取観念(πPÓ À 甲
tþl S)であり， こ
れが真に実在せるものの観念仏rrÎ ν0 1α )に向わせるものであるとい う風に考える
ならば， この先取観念(πPÓ À 甲
砂 IS) なしには， 我々は保究することも証明するこ
ともあるいは また憶見を抱くことも出来ないであろう。 ， その1'.， IもL rríf1rtS
が先取観念(πPÓ À 甲
ψ IS) 以外のfrrJものでもないとしたならば
かあるもの(μ丘向f1l S) はイr在しないのであるη

rríf1rt S のないÍ"l

|

クレ メン スは次のように結J命をドしている。「 π1aτIS fI百しないだけでなく，
むしろ感覚的必識をも合めてのあらゆるILEJ哉の本礎的前提を挺供するものとな
る。 そればかりか， 実に析学が傑究するところのT宙の第 イ京Jljl，は， árró 8ε1� IS
によって獲得せられるものではなくて， 7rca7:げ

によってのみ到i土IlJ能なるもの

である。 J また， I imó 8êl� IS に 先んじてのr'I発的な σvyxará8ê σ'l S は， 応、出IJ
ψ ISではなくて， 堅[古!なる(if1xυ'PÓ S)ものに止すする σvyxará8ê σ IS であ
(ùrró À 甲
るω 神 以外に堅固なるものがありえようか

砂 IS)は不信
[ff定的な惚íWJ (吋Ó À 甲

fレ ゲ Pン1: "Jア円クレ メ ノ ノ、、二fパナる1J1芋とfl'学
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t )であり， 且つ また充分
(å 7rt
σría lに通じる rrÎans はi'I発的な舷1i3 (ùrró À 甲 <Þs
なるJjJ!角� ("αrá)'甲山s) .こ先んじ て のi'I発的な)，' [.2C πρdλ甲 <Þts) である。 」こ の
x αrá
À1J<þcs については最後に詳述するつもりである。
また， i-日[1: �ijjに よって生じる状態 (占 πo8"cxnxキ'i�cs)であるirrcar 手μ甲 は，
rrÎarcsからtU発 して実現される のである。 し かも そ の πf
σ口宮 で あ り， 質料
ü
À 甲 と共にある のでもなければ ， それn身(u
À 甲でもなく，
)
また'ú
À 可に依存し
て存するのでもなL、u それは証明不i可能であること(占 ν απó 8εcxra ) からH1発し
て の忠みCXáp cslであるの J'支際， キリスト教信仰は以上の， また以卜 の如き
特徴をあらわしている。 「ロ ゴスがH唯一 4 の 8c(JáσxaÀ os である敬神((jεOt1ißECCt')
の他にIrだなる状態がはたしてありうるであろうか。 私はそれについて怨像する
ことがlH米ない) テオブラストスは， 感覚による認識はみ 8 甲山宮) が πÎarcs の
111発点(叩x母 )であると云っている。 さて従凶たる判 断をもって聖書を信じてい
るところの人は， "命倣11\米ない企ó庁 8εぽぽ の如くに聖書をりえた者の言葉を受
け入れるのであるω

J

クレ メンスのテキストを読んでいくにしたがって， 科学特に三段論法による証
Î rc S に適用されるも のではないことがわ か っ てくる のである。 実際，
明は， rra
論説 の基礎は常に A切の èrrcar�μovcxキårró 8"c�cs に まさつて のロ コス の権威に
あるのであるけ

[我々は我々の立場から の証明によって のみ交えられているので

はいけないυ しかしながら， 我々は探究せられたるものを信じており， !lIJち主の
言葉に まず交えられているの
のである。

主は�\;IJ の 占 πó 8εc�cs にとって のすぐれた保証な

， ストア派にとって』証明 の!京.FtJであったロ ゴスは， クレメンスにおい

てはロ コスそのも のとなる。
さて私は， 科学 の出発点が�� r1Jt1I S であるという点について語った。 ところ
で1 fi.学の発端として何 r1Jt1I Sが干U:正するとするならば， こ の 日r1Jacsは また
キりスト教徒にとってもイバ正するのである。 クレ メンスがれarcs の問題にこの
“問acsを用いよう としているそ のれき換えを， 今や見ることが出米る のであ
るp ニ の点を維lbtするために， クレメンスはマテオ福音書第7章7節を次のよう
に'J I用Lている" r tlj1v主信者たちが真理に対して無気力で{ロjもしないでいること
を明 まない1 だ際， 1は， 探しなさい(日r甲σcs)， そうすれば 見いだすであろう，
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と云っておられる。 」クレメンスが， rストロマテイス」第8 !W;のはじめの方に，
この聖書の句を引用していることは注目に値する。 また次の如く述べることによ
って， マテオ福音書第7章7節の聖句を注釈するのである" r探究せられている
oy"á，)日 T甲町Eの方法によ
にYjTOÚ/1Eνoν)ところのもの， あるいは真に知性的( À.
って与えられたるグノ

シスという贈物は， 求めてくる者に対して与えられるの

である。 」ここで述べられていることは， r�T7Jt1IS の前提となるものを， 信者
たちが未だに見出していないということではなL 、。 ギリシャ人の知恵であるとこ
ろの哲学に対して， 信仰は既に ε 'úp ε t1IS なのである。「哲学はr� T甲σ'IS であるが
信仰はõ'úp ε σ'IS 8íaYlO Ðである」とクレメンスは述べている。 しかしながら， そ
の信仰の内部において， 日r甲 山E のための場所がのこされているのである。 そ
れは即ち， 主体的信仰の認識， 主体的信仰の理解(intellectus fidei)である。 そL
てそれは， グノーシスであるところの真の哲学なのである。
学， 即ち神学の基礎なのである。

7rít1TlS は真の哲

π ít1TISは真の認識の出発点なのである。 クレ

メンスは次のように述べている。「哲学における真理は， 色々なものの本性につ
いてのr�T甲t1ISの内に存在するが， この真理は， 主力主私は真烈であると語った
のと同じものを問題にしているのである。 」同様に， その真理は信仰において与
えられている。 そしてこの真理ーはキリストであって， 他の何者をも「探究する」
必要はないのである。 しかしながら， 我々に常に働きかけているこのá À.(J寺 õ
ca
を理解し認識することが必要である。r r� T甲σ'IS は， 信仰の基礎(Jõμ éÀ.IOSの上
にきづかれたる信仰に， 真 理の気高いグノーシスをむすびつけるのである。 」こ
の 8ε μ éÀ.IOSという用語は聖パウロから引用されており， 聖書的な色彩を有して
いるのである。 なるほど仰Aキdσ口gだけでも救いは確実である。 しかしなが
ら， r文字を知らな・くてもその人はキリスト教徒であることが可能であるのと同
様に， 学的欲求( μ 付加IS)がなければ信仰の中で語られている事柄を知解
(σÚVõt1lS)することは不可能であるとも云えよう。 」グノーシスについて簡単に
述べるならば， それはキリストであるとこ ろの目標を界一解 しようとつとめる
π Ît1TISの運動とさえ呼ふ、ことが出来ょう。 あるいは， グノーシスとは， 未だか
つて人数に存示されなかったけれども， ロゴスであるキリストにおいてはじめて
完全に最終的に内示された仰を真に品殺することである。

7rédTlfをn覚的に確

アレクサントリアのクレ メンスにおける析学と神学

立する主町στ手μ甲 としてのグノ
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シスこそ， クレメンスの目ざしたものである。

しかしながら， クレメンスを暗にほのめかしているように見えるテルトゥリアヌ
スの「異端者たちへの抗弁J (Praescript.， 9)におけるマテオ福音書第7章7節
の注解は， このグノーンスのd意味を珂解していないようである。 しかしながら，
m町ISにおける型ーなる進歩(πρOKOπαのが可能であるという点を除けば， クレメ
ンスはテルトゥリアヌスとほぼ同じことを述べているのである。
さて またこの�'Íτ甲 山宮は， ìì'-に許されているといったようなものではなくて，
それはキリスト教徒にとって 」つの重要なる義務なのである。 この点において我
々はクレメンスのすべての持作の意味にふれることが出来る。 クレメンスによれ
ば， 文化の本質は白河t1ISにある。 クレメンスがキリスト教信仰の中で置き換
え活用しているのは， πacoúaのこの煎;慢なのである。 クレメγスは， 文化に
培かわれたキリスト教徒が多く生まれることを望むのである。 しかしながら， こ
の文化は何もヘレニズム文化と同一視されるべきではない。 それはグノーシスに
おける信仰の展開のうちに存するのである。 ここでは， ギリシャ的 παIOõ仰 を
キリスト教的完成のために償き換えて活用しているのであるが， クレメンスはこ
の π日10ε仰を不n然、に剰窃じたわけで‘はない 。
また， クレメンスは道徳的な心的傾向の例を取り上げている。 即ち， 人聞は生
れながらにして多かれ少かれ神から恵みを授けられている。 しかしながら， かな
り多くの忠みを授けられている人は， うっかりして恵に向い， それほとー恵みを授
けられていない人は， かなりの π出品faのおかげて、誠実な人間となりうるので
ある。「これは ψÚt1IS によらないで， 学問 - 教育( μ d向σ'IS)のおかげで誠実と
なるのである。 」同様に， 1-11当な仕方で語られていることを支持し， そうでな
い場合には身を，} Iくことが出来るのは，

tþlλキ π ít1TlS によるのではなくて， 教

養ある ( μ d向田宮)信仰によるのである。 教育が欠如し 仲間li3êυt1Ía )学識が欠
如(α μα8ía ) している信仰には， 神的且つ人間的なるものに対してのÊm訂作申
が加わらなければならない。 」私は， 教父学思想， 即ち

1r:ali3ê α
í ・μ á8'1Jt1IS'

t π lt1
r 手μ甲とし 、った思;恨の中に， グノーシスにとってもきわめて下主要なる概念が
あらわれているように見るのである。 クレメンスが， こうしたギリシャ思想( ギ
リンャ精神)を， 科学的j立姥として吊:要悦したのと同様に， 信仰に生れたる新し
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L、人間を云いあらわすためにも， これらをかれがはじめて取り入れたのである。
他方

1ríðrtS

を培うこの吋r叩ðlS という義務が， 既iliLた通り， fH�的な!京

J1f!にむすばれているのは勿論のことである。 マテオ悩音書第7章7i前についてク
レ メyスが， I神は信者たちが真J11'に対して無気力であることを守1まないコ とこ
ろが，

似Aキ πiσrtS に固執していたい人たちは， のっけからすぐにブトウの実

をつみとって， ブドウの木を何ら大切に培わないのであるの 」かように11:釈した
ことについては既述した通りであるJ 信仰であるブドウの木を揃えたのは神であ
る。 しかしながら， 人間にはそれを育てる義務があるわ クレメンスはプトウの木
についてのこのイメーシを愛するのである。 クレメンスは， 析学特に弁証法が ，
Mの如く壁の如くこのフトウの木を機議するのに有用なものである点を繰り返し
て述べている。

Lかしながらそれだけて、は充分であるとは云えないJ

ゲノーシス

の突をもたらすためには， またそのプドウの木を宿わなければならないの

グレ メ

ンスはこの点においても特に弁，iIEì.tの役�Iiljを強調するのであるη 信仰によってえ
られるものは解明される必要があるのであって， íかように 解 I�l(dlゆかεほ)さ
れることによって， 真理の伝統に対して， あるいはまた突然起るかもしれない邪
教に陥らぬように， 弁祉法的に協力する

のであるの 」またクレメン

スは次のように述べている。 救い1 ・ キリストは全能であり，

f1っ1''11の生11忠であ

るからには， かれの教育が完全であり充分なものであるのは全く椛'たなことであ
るの ギリνャ哲学特に弁証法は， この教育に加わ りたがら， I完全なå)'�8εzα
を提供してはくれないが， å)'村ε悶‘ に対するノブィ ス卜の攻幣を不"í能にL，
またå)'�8êWに対する詐欺的攻聖書ーを排斥することによって，

11当にもブドウの

木のJ:E[または墜と呼ばれうるのである。 」弁証ì.tは内示の内科を解 11]]， )1[解
1 させ
るためになくてはならぬ道具であると同時に， 内ノJミは弁，itlì.tの助けによって， 外
部からの攻撃， 且つまた内部の誤謬からものがれることがIH米るのである。 テノレ
トゥリアヌスも， 三位 ー体を擁護するために弁ciiW、をいたるところで活用したの
である。
さて， 以上述べてきた��TTJðlS の目的とは簡単に述べるならHと云えばよい
であろ う かο 既述した 通り， そ れ は ま ずεπCI1T卯可で あり， 併l' l�;Jた る}III解
であり，

εmσT� 甲
μ であるの クレ メンスIì. これもU;{;ili

アレ ク け ントリフのクレ メ ンスにおける科学とÞI'学

した通り，
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πiσロg の日i([域に充て る の で あ る 。 !![J ち ， 以前抱い てい たf認

(1rpÓ À 甲 卯 S)なβEβ αía K αrá À平ψl S . È1rlσr�μ甲 へとかえるゴとである。
さてこの， I確同たるàlσr母μ甲 はロ コスによって主えられており， 推論によ
って重I;t;ì'; をうける(å με改訂ωros) ことは決してない」 のである。 こ の定義はク
レメンスのキリスト教的グノーシスにおいて全く明白にあらわされている のであ
るの「引書は我々に対して， きわめて向度な観氾\ (()εωρía)

・ 見神(É1r Oπr吋
)・
t

真 のJLZIj識(申τ ゃんrl É1rlI1r1ÍfL 甲 )を珂解する(rIYVφ何日ν)よ うに指示するのであ
る。 そしてこれらは抑日命によって動指されるほ με raπrωros)ことは決してない
のであるの 何故なら， これらは単独で知恵のグノーンスであるから。 」我々は，
yνwσl Sがクレ メンスにおいては貞の，îÆ"t�であり， 真理であるキリストの真の芯
識であることを指ノ示している点に11目するのであるつ「グノーシスは存在そのも
の のε市町手μ甲 である」との 同様に， グノーシスは本来的にはê1rlσ吋 μ甲 であ
る。
さてこ の真のグノーγスはいかなる方法によって可能となるのであろうか。 既
述した通り， ク レ メンス は 「ス ト ロ rテイ ス 」 第8 部で

È π{11τ可μoν(I(キ

d πóðεl�l S に よってI可能て、あるとした。 クレメンスは「ストロマテイス」第2部
で， こ の訴をj!fび取り1:げているの|信仰( πMτ呼)にふさわしいrν&前官は， 真
の析学にもとずいて伝.ìiされるも の のt πll1rr;fL OV l刊占 πÓðêl�ぼ である。 」すべ
ての出発点は伝承( πapáðodl S) ， 以[Jち， 教会の伝承( πapáðodl SÈKK À 甲 山 ασrlK 手 )
であり， この π αpáð Ot1l S は真 のず?学を含んでおり， 現実における最終 の真理で
ある。 人々は信仰することによりこ の{ムソ誌にそっているのであり， その信仰は神
の言葉の権威によって基礎づけられている のである〈 しかしながら他方， 科学的
(È π{"r可μ可)状態にある信仰をうちたてなければならないのであるn そしてこれ
はå1róðêl�l宮 の目標なのである今
根本的な点は占 πóðεl�l S と明書と の関係である。 以卜ここには{mÓðê{�{Sの
キリスト教的変形が治られている。 グレメンスは次 のように述べている。 「 我々
の有するl唯一 の真の占 πóðεl �l S は， 神的書物， !![Jち， 聖書から与えられたもの
であるο あるいは また， 使徒がnfjる叩11 からl白:緩教授された』知恵から与えられ
たものである

Iここで11';11:1引 の前提であるところ の弔書に関する命題は， 絶対
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に兵であり， 神雫であるとrH再られているわ

L たがって， そこから引きIH 0れてく

る結論(álCoÀoúf)印s)は， この/0'111ニケるのであるハ「グノーンスはqllAを論拠と
している以上明らかなるdπó8ôc�ぼ であるJと云われるし|占πó8εz令官カゐある
ということから��r甲町宮 を試みていくということが必要となり， 咋1Aによって
論説の(áπo8ôcICrcICφs)仕方の生n口i品川町v{}tiνεrν)を子に人れることも必要であ
(58)

る

ここでクレ メンスは次のようにまとめている， I我々は，jll育(ocoaσKaÀÎa)の
第 ー原理(å仰がと して，

子言者， tr� -�-i書， あるいは

!'tの覚千'1' {'í- (Ò ovrωg

yνωσ口ICÓS)である数多き使徒たちによって導かれるiを釘Lているのである。
そLて， その第 手原煙!の他にj"lらかのものが必要であるという風に考える人は，
実際その第 争原理をn覚していないのである

rríl1rcS

によ り，;11 町 J.1、l可能な

(åvaπoδε(/("('CKÓν)第 一!原則をとらえることによって、 !だにそのI � ， その第 ー!HI
.PJl. n身か ら原ÐJl.の諭長rE を挺得する こ と によぺて， 我々は!\Nのゾ己全なる
(-，q
(επíyν曲目S)グノーγスのために， 1二の):;によって教育されているのである
Yvwσcs

'i→つのd、識であり， それは説明から生ずる係'kなるlIL識である。 こ

の証明のIH発点は聖書である。 あるいはまた， ロ品dι1I正1.1ゆ明ザ列Hは土最終的にiは工IÎI正l
!原泉F照担に(休木必せざるをえないのである! このciJJIリH、"f能なるl，í(J1j'は， 感覚(J'Jにもl'Il
1"1，的にも第→のlií命拠であるの
象である

さてまた

1型E号はwlE l]Jjの対象ではなくて， 信仰 の対

クレ メンスの勿}Jは次の点を特に強調することにあるようであるの 日1I

ち， キリスト教的l論社においては ， 第 A原.PJl.は『tl it:であるとの
また同時に， ，論出Eは， 既述したIiIJくクレ メンスによれば，1，;仰によって与えら
れたるものの民間であるともぷい得るのである |さて， ある人たちは咋!弁のみ，
型書の文字のみを問題にすることによって信お(π悶刊のであり， また他の人た
ちは， これをし台にしてもっと前進していくことによりtU'j!の11， lい(àlCpcßêiS)
兆一識者， J![Jち

Ó ovrωS yvωσロKÓS

と な る の で あ るr

こ れ は学的 l出"，品

(É:mσ吋μ甲)の機能によるのであるい それは， 咋川家(rεX"Ir山)が行j画 会般の人
i主より多くのものを保持しており， また共通の観念(Kocvaì Ëvν0国c)を越えて
更にliEい観念を持つにいたるようなものであるη あるいはまた次のようにもええ
る。 我々は司U号そのものから11\発して， {，\-仰泊、らH: Jè Lての完全たるαπó8εC�CS

f
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を実現することにより， 我々は断固たる係信をもつにいたるのである。 」
単純なる信者 に対してÓ OJ，lTωs yνωar:tXÓS は， 聖書からより多く導き出され
たる，i.21�(æを保持しているのであり， かれは既に知られたるものをより深く研究
L， 既に{�
J 'kであるものをより深く研究するのである。 何故ならば， グノーシス
を保持しているということは， ロゴスの権威を知ることによって
ーシスを保持Lているのと同様であるからである。 かくして

1I: iar:tSのグノ

1I:íar:tS とグノー

ンスとの s体を強調するクレ メンスの説明がIYJらかになってくるのである。 目[J
ち

グノ←ンス的信有[J (yνωar:txキπíar:ts)は，

ß.βa[a xαr:áÀ甲砂tS を伴つての

tfi凶的認，ii�(imaτ手μων)とi可j極的.fl[!解(πεptÀ何r:txoν)で ある。 Jあ るい は ま
た ， r j�徒たちが二つの1I:íar:tS

いやむしろ成長と完成とを許科するほ'ú�7Jatν

xat uÀεiωσtνim8E:Xoμtν甲ν)ただ一つの 1I:iar:ts を伝えていることは明らかであ
る》 というのは

xOtν詰1I:í，σロ・
5 は云わば十一台となるの であるが，

(だからtはい

やされたいと似っといる人たちに丸JLて， かわしらが信仰 によって (mσrゐS感
)
動
したH、'j:，

r1"あなたの πiar:ts があなたを絞った』と云われたのである。) よりす

ぐれた信作[J(付αipεr:osπゐロs)は， その上に建てられ， 信じる者とJUこ完成せ
しめられ， 学内 によって得られた πiσr:tsと共に完全なものとなる。 」人は信仰
のlúîにおいて I 1I:iσ口♀から/1\発して， i'r!'の
長L， III米るだけi'iI'vこ関するグノ
グノーゾメl土， したがって

XáptS によって 1I:íar:ts の中で成

シスを獲得することが必要である。 」
XOtν詰 πiσr:ts に対しての

��aipεr:osπ'iar:tsで

あるn しかし{(カ、わ， グノーンスは mσ口官の発展でしかないの で， もしもグノ
ーγスが πiστtSと呼ばれうるならは ， πiσr:ts はグノーγスの素地であるから，
1I:Ia口宮もまたグノーンスと呼はれ ることが出来る。 クレ メンスは， こうした表
羽を版々ハラレノし に丹j，、るのである。「ロ ゴスに服従した時， 一種の神的な作
用・ 以作用の関係に よ っ て

yνWð tS は 信 じ ら れ る も のは町
t ザ)と な り，

πiar:tSはう、1I的なもの(yνωσT可)となる。
る。I

YVWðtSのtn 、

あるいはまた

Jあるいはまた次のようにも語ってい

dσnsもなければ ，

πiar:tS のない

YνWðtSもない」と。

πíar:tSは， はじめて信者になった者にとっては， 云わば要約

されたるはúvroμOS) yvwatsであり

YvwσtS は

rÍl
r σr:tSによって獲得された

とこんのものの，;，�[，1;[なる(iσxupa)付凶たる (β正F山OS)占πó8E:t�tSで為る。 」
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結局のところ， πiστtS は主体的なものであり， yvゐf1tS はl休的且つ平年体的
なものであるの

ロ コスの権威に支えられて， はじめは n:íl1rtS が優位をしめる。

ところが結局は， それは， "命えrE特に弁正rEì.tにもとずいてのl沼lぬなのであるの とこ
ろが， "命証特に弁証法の第 4原fll!は， 我々に，，'キ示されているのである， !![J ち，

ク

レ メンスが特に強調しているように， それは聖書以外にfJt拠が考えられないので
ある。 日仏;旧工聖書の十1�本思忽!の呈示(παpáf)eσtS)のドにあるの そのl�r� �号から"命
，;T
I の縫実性( l<aráA甲ψtS)が生じてくるのである。 既述した通り，

グレ メンスは

παpáðoσtS に'kに忠実である。 しかしながら， 弁ロIEit
í rtSの
. の活用は， この πl1
l治，iIEに対して非常な厳裕さを与えるのである。 これは クレ メンスによってはじめ
てなされたのである。 これはまた同川に，伊l' 学を発燥させるきっかけにもなった
と云えると思う。 析 学に対して

ìれに その方法ばかりでなく内科をも併用するこ

とによって， ともすれば危険な方向に進みが ちの神 学を保証することにもなった
のである。 7レ クサンドリアのn主独立的なカテケ

ンスのための 学校ゆrOù

IC{K切れルðtαTρd可)の課題は， まさにかようなキリスト教的作ゐσtSを講ずる
ところに{{したのである。
なお，

クレ メンスのグノ

νスについての実践的倫則的l古i. アカrへ一的向ーにつ

いては， 紙而の都合土省時させていただいたη
(1)

Strom.， V1J， 3

(2)

Strom.，

1， 14

やStrom.， V1J， 1，2，2

またG. Andresen， Logos und

Nomos， Die Polemik des Kelsos wider das Christentum， 1955， s . 1l3�B2
も参照。
(:l)

E F臼born， The Philosophy of Clement of Alexandria， 1957

に， この

点に関する色々な記述が見られる。
1， 6， 37， 6

(4)

Strom.，

(5)

E. F . Osborn. op . cit.， p. 148

(6)第5章1 1 � 12節目
1， 2， 19， 4

Strom.，

1， 1， 18， 1

(7)

Strom.，

(リ)

J Moingt， La gnose de Clément d'Alexandrie dans son rapport avec la
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