の場合， ポルフュリオスにおける(俳句ザ〉をそのまま〈θεà�' Aóro�') と等寵し
てはいな�\o むしろそこでは， 134� 135 (M.)にみられるくいuxr;)を<dr:áOwり
であるとするポルフユリオスの霊魂鋭は否定され， 妙味のと(θ'ôà，イóro �')とは
明確に医別されている。主らに， 霊魂と肉体 との (ルω σI�')は， いれば<�ゆd σI�'
αèré(x)によるものであり， これに対しクリストにおける神性と人性との(rν ωac�'>
は神の (εôòOK{a) によるものであるとされ， 両者の区別と後者の場合における
神の意志的契機が強調されているのである(cf. 144， 2 M.)。彼のこのような観
点は， クリスト教によるギリシア哲学に みられる諸発想の受mと援Fflとが， 決
して一方的な摂取の関係ではなく， 彼我の異質性の自覚に立脚し， むしろギリ
シア哲予との断絶点を積極的に利用し， 再解釈していった過程であることを示
唆し， またそのような態度の一つの具体的な現われとしてみることができる。
Dörrieの本書も， 単に新プラトン主義の起源・系譜の問題にとどまらず， それ
とクリスト教との古代末期における関係を解明する資料として， 今後おおいに
活用すべきように考えられるのである。
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まfDö rriesについて話らないわけにゆかなし、。 Dörriesの ;t} li， Jaegerが聖霊
諭研究の 要石と評した画期的な書であって，Jaege rの遺稿 G rego r vo n N yssa s
Lehre vom Hei ligen Geist， 1966は ，秘かに意識したその 継承であろうと私は
思う。Jaege rの 遺稿を編纂したのは，文通はあるが近 くはない Dörriesその人で，
し:かもその 構成は， Dörries 叙述するところの Basilius の t* De S piritu
Sa ncto(略DSS)の事情と不思議によく似ている(DSS 第庇章が Jaegerでは
第V humanitasの 章に当たる )。
Dörriesの 書は ，

般にはーfllこニケア・コンスタンチノポリス 公会議と呼び

慣わされる二つの 公会議の 聞に， 聖霊の神性の "r;p υrμα のために教会が知った
痛烈な体験， 及ぶかぎ りの 三葉が沈黙とならぶほど重みを憎し， その 時教会は
本源的な三葉を体現したかとも思わせる ， そのような事情の解明の 子がかりを
与えた。 かなめは，

Basil. の 主著DSS の 論争fl'�議論が372 年の Sebastia の

Eusta tius と の 会談 の 議事録を逐語 的に反映することをíf.証した点にある。 聖
霊の神性をめぐるこの 会談で Basil. は ， かつての 協働者 E ustatius と�H寺かろ
う じ て和解にこぎ つけ. そして決裂した(P ne umatomacho i )

0

Basil. はt尤黙し ，

この 論争fl'�なlt�を esoterisch に ， 言葉 が語 り得る身近 な弟子イコニオンの アム
フィロキウスに向けて，ヰいた。 Dörries は DSS を全体 として， 失われたひとの
魂の 配慮をも失わぬ「告(lJと見倣 す。( S.92 )私は ， この 「告白」を私の 書評の
基盤に据えておきたい。 ただし，告白の意味を十分に広くとったkで。Dörries
が， そこだけは性急に原罪論をかざしてA u gustinus と比べようとし， またBasil.
が 「宣教」に触れていないと言う結語には， 私は不満なのである。 Dörrie sが
DSS を告白と見倣すとき， すでに自らそれを認めているはずなのである。 (現
代にむける宣教の 問題が， 秘かに Dörriesの 念頭にある。 )
さで，このeso terischlこして』論争 的な芹の H住中lこ， あるひと( E.A. de Mendie ta:
はtf-'t占的と，Dörriesは イ'fI1 hym ne nartig と呼ぶ立さしいjド"命争(I'�な， そしてf?主
的な�主
l があって ， 'IJ�l，ミから退いて静かに息づ、いているJ (Dörrie s，3. 5 4 )。この
DSS 箔庇IRの 聖霊の叙述は， f也の 辛がまたBasil.が ー般にそう であるような比
較的強い 聖書依拠の連脈から外ずれていて，すでにはやくPlo ti n. の 附界霊との
平行がLZわれている。 しかしDörriesは ， この f互の 符学(1')な関連について， 長
い註をうえている以外には( S.53)，深く江入ろうとしない。
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Jaegerの評はここに向けられる。当然予想される二面からの評である。 一つ
は広く humanitasの見地から， 一つはとくにrCreg. Nyss. の一種のルネサンス」
(書評)の推進者の立場から。 Dörries は ， Eustatius との関わりの中で黙し語
るBasil.の oÌlwνoμfα の経緯を， 聖霊の神性が確定するコンスタンチノポリス公
会議の前史として叙述するけれども ， ニケア以前， ことにオリゲネスを中心と
するより広範な前史へ の問題の位置づ けが考えられていない。 また， 公会議で、
信条起草の実質的な役割りを果し(その論証がJaeger 遺稿の主テーマ)， ある意
味で，Basil.の戴冠ともいうべきGreg. Nyss. への道づけが行われていない。Jaeger
はDSSIXをすでにその歩みと見るので、ある。
DehnhardはDSSIXの哲学的関連をJaegerの評の二方向に向けて追う。 しか
しそのための文献学的分析においては， 分析の基準の選び方において Dörries
の誌に依拠するところが大きしミ。 Dörries はそこで， 哲学と神学の関連にかな
めともなる重要な布石をしている。DörriesはPlotin.をDSSIX の直按の源泉と見
るが (Dehn hardはそれを否定)， しかし「哲学的言語の共通の財 Gemeingutには，
相異なる精神 がそこにあずかりながら， しかも特定のシステムに魂を売ってし
まわないようなものがある」と言っている。 書評の Jaegerが ， DSSIXの哲学的
内容を r __群のプラトン的存在論のカテゴリー」と表現するのに比べるとr共
通の財」の内容が明らか でないまま ， 神学哲学のより緊密な交錯を考えさせる。
Dehnhardはこの「共通の財」
に「哲学のモチーフをもっJGregorius Thaumaturgus
の信仰告白の定式を置くのである。 DörriesはGemeingutという語によって図ら
ずも DSSIX の主題IWCνα't l:ννocac を言ったわけであるが， Basil そのひとの
KOCναì ò;νocacの解釈としてはそこに青学を含めない。そこに， Dörriesも承知の
註に示された洞察に満ちた破綻があるのである。 そのさいなお，ここで哲学的言
語が一種の中性的性 格をもってそこに置かれていて ， キリスト教の 「言葉」で
ある告白や宣教のモメントとしての必然的な関連から抽象されている点十分で
ないと思われる。 その方向は後に西欧の学問の方法になるけれども， Basil. 的
ではない。 以kで， この書が動く問題の範囲と，課題が如何なるものであるか，
ほぼ明らかになったと思う。
Basil. の主著DSSの匝章の Plotin. 源泉をはじめて「発見」したのは1838年 ，

Hans Dehnhard
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A.Jahn( Basil. Magn.Plotinizans)という一人のphilologus plotinizans(Dörries)
であった。Jahnはこの章に Plotin. の平行を見て，そして直ちに寄細工にしかす
ぎないと結論した。 二つの思想のこのような短絡は， 一部ではその不毛さに気
づきはじめたとはいえ，この領域では一般で ある。Dehnhard の表題ミAbhängigkeit�
はその問題意識である。
この問題のためのDehnhardの手 続きのかなめは， Basil.の神学とPlotin.の哲
学との聞に Greg. Thauma.の信仰告白の定式を介在させることである。DSSIX
の具体的な依拠関係については，Plotin. との直結をしりぞけ， そこの哲学的な
内容はBasil.自身の初期の小論 De Spiritu (略DS)の利用を介して入ると主張
する。 DS は Plotin. との平行が極めて顕著であるが， 同時にそこにはGreg.
Thauma. の告白文の定式がかなめとして置かれている。 Basil. 神学の全体が，
Greg. の告白を「種子」とした展開である(Basil書簡223)0 DSは信煙、性が争わ
れているが， Greg.を据えた分析そのものから証明される。
本書の冒頭に DS の全文と， Plotin. Enn. V，1 πεp ì T，φν T p t φν & px tlCφν
úrroUTá aêω..1-4の対応、箇所が，平行が見え易いように頁をはさんで、並べられ
ている。こう並べられてみると，その逐語的な平行は衝撃的である。 いったい何
の児戯(W. Theil er) あろう。 若いキリスト 教徒が Plotin. を下敷にした不味
い習作ででもあろうかと，そう見える。 ところが. Dehnhard の分析に従って見
てゆくうち， この文章が， 神学的哲学的教委もなみなみならぬ信仰 者 の子にな
るもの， 習作どころか. Plotin. の添削とでもいうべきものであることがわかっ
てくる。 Plotin.が魂の本来あるはずの自己の認識へと呼びかける可能性の探求
の姿勢と言葉とを， そのまま返して， より深い希求者の現実に向け変え， いの
りの言葉に変えるからである。 序言で，εl Cr;T，εfνーεú pεtν という Plotin.の条件
文は捨てられ，μεT àπ{(J7:芭ω> C1jTIεfν- oùæÎlJ，つまり信仰のいのりの中で神との
関わりの中に留まりrf主 む」ことに変えられる。 Basil. のプロチノス的文章は，
この配慮から十分に言葉が選ばれていて， Plotin.!こ流されてはいない。 本文で
は聖霊の本性がPlotin.の世界霊の叙述にそうで叙述されるが， ここでも基準に
なるのは， Plotin.の言葉そのものではなし また Basil.自身の自由な想念でも
なく，Greg. Thauma.の信仰告白の定式で、ある。 それが参照語として基盤に据え
られた上でPlotin.が展開する。 展開しているのは， 実は告白文の定式なのであ
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る。 私は， Dehnhard の分析を通じて， ラlj時の人々が信条の定式化に賭けた情熱
が幾らかわかり( Kザρυrμα) 一、Ij時の神学の動きをドグマ形成( 否 ) のためにや
や枝葉に外れたものと見る時に考えられているような言葉の問定化とは逆のも
のであるーまた教父の文章の読み 方を改めて教わった気がする。
Basil.の基盤にあるGreg.の定式のうち，この書評が触れ得る範閥 で重要なの
，φ日ων αlr:f a， 向付 árí.α árc ór-"'ì'> árcαaf10û

li， Cω�

xop r，rÓ古，

lJ.) cþ

ヂ日比ρoûr-ac 0，ε丸、6πα�p … である。 明らかに， Greg.の表現がすでに新プラト
ン的である。 前半の CφνTων αlT，仰向riJ…は世界霊 の 創造を思わせる。 し
かしGreg.の意味は， 師Origenesとの人格的な関わりに照して読まるべきであ
る。 ことにBasil.にとってはそうであって， DSの序言と結尾には， 己れを哲学
の探求に放つことなし いのりに留まれという OrigenesのGr・eg.あての手紙の
誠めの共鳴が見出され ，それがDSの全体を支えているのである。そのOrigenes
神学では， çωoπ01èÎ:ν は聖化を意味している (別に論証)。またここの町げは， 湧
き出る「物」のイメィジュリではなく，渇きに恵むイメイジユリである。後半のb

(þ cpανεpoûr-ac の受動形も問題で， 聖霊を神認識の媒体にしてしまうアリウス主
義( Eunomius，結局E ustatiusも) の線で読めなくはない。 Basil.にとってここ
は問題のかなめ であるから， 誤解を避けて常に能動形lこ変えられるoGreg.の定
式はこのように解釈された上で、P l otin.に適用され， 世界霊の創造と魂の自己認
識とは， それぞれ聖化と聖霊の賜としての神認識に置き換えられる。
次にDSSIXにおけるこの関 連の平行を (Dehnhard S. 50にいくらか補って )
示し， 続いてDehnhardの理路を追うことにする。

DSSIX ，22

Greg. T hauma.

πpòdπdνr-al:π正ar-pαπT α'1r-à
árcασ μOÛπpoσ 8ε ópενα・OÚπdνrα

Cω� ç.φνT ων αída，

lcpíó!"aC r-à Kαr-' àpε�νCφ町α，
oloνtπapò ópενατ??tπrπνÓtq:. . .，

π可I苛αrca，

r-ól.óCω'1"I KOν ... "ωr;'> Xop ちroν，

白rcor-町宮αrcαa!10υχOp ザrO，>，

「

.

、

-

árcασ μOÛ riνε σ r宮rpφ宮 νo可r-oJ.)，

•

πd勾7ò υ νápεc }.orC Kt rr:pò宮

2ν信仰νεpoûr-ac ()，εb宮drαT 7:
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'"νn;" â).y/JôÍ<α v ε ÜpWIν 0[0ν

・・・ICaì 0，ε òs，' óυíò" .

て附Eατα付νêIω 8♂tαuτ'OÛ
DS

π apôXO/1 ε ν oν .
d πpó，σI'roντt cpúaêl
・
xωp可-ròνÒI' âra O órr;-r，α πdνT α
l .
ptν1rÀ可poûv rt 0υ ν'fi/lô，

2. 23 πpOσケ ω òè r;aúxcpτT，IC αT ασT自民
2.26 . . . IC αJν Oôl乍 ω rà πdν T α πち
A poú/lôν α. . .

r:pò�' 8 πd日αir:ia-rpα r:-r， α 1 r
- àárcα σμOÛ πpOσ&ó，μ ε ν α と 015 πdν -ra icpfëml
-rà ICa -r' àpε rr;ν Cφν T α は同じ内容のくり返しで，

聖霊の本質が渇仰する 者

( icpα'På� με ν α)の側から言われている。 希求者の姿勢が Greg .の定 式 及びDS よ
り強いといえる。 ここで， いのちの希求 Cφ ν T ω ν α hla，町げが聖化の希求 -rà
árlασ μOÛ πpoaOôópε ν α に言い換えらるているが， 続く筒所でもこ ω rj" xopr;róv
とárcα'a/lOû r'正ν ε σ'1" ( orig o sanc tficationi s) とが， それそ*れGreg .のárc ασ μOÛ
χOpr;r ó"とÇoíν Tω ν α lr éaと応じている。 問問にir:ápòω( 渇きに与うる) を使っ
ている意味は前述。 この稀な動詞は， E usebius およびそれに依拠する Basil.自
身の詩篇註解の用語だということは重要で、あるo cpφvν Or;-ró v以下は Greg. の
聖霊による神認識の部分を， n由な形で叙述する。 ￠ α ν ôp o û-rmの受動形は避けら
れている。 引用は切ったが， 続く箇所は， 単なる媒体ではない聖霊の意味を説
明する日の光の比喰の箇所で ， これも DSと逐語的な平行を示す。 ( 015πdνTα
f.cp fôml は重要だが， これは本稿の結語に利したい。)
このようにして， DSとDSSIXとの， 単なる字句の平行でなくGreg . T ha uma.
の信仰告白の定式を踏まえた手続きの平行が，Tí訂正されてゆく。 ごの作業によっ
て， DSの{言Ì，!;R、性とDSSIXのDS利用が明らかになり， 同時に， DSSIXのPlotin.
哲学への直接依拠という ， D örriesも Ja巴g er (書評) も共に含まれる ・般の見
方が排除されることになる。
ここで， DSのBasil.がPlotin.と真向から取組んでいることを考えると， これ
は重大な帰結に導くと私は思う。 Basil. の神学から哲学との外的な関連を断っ
とともに， 哲学を神学そのものの本質的モメン卜として認めることである。 著
者Dehnhardが最終的な結 論として言おうとすること も ， iEにそのことである。
ただし， その意味を最後まで汲み尽くしてはいない。
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Dehnhard はDSSIX冒頭のrrepèroûrrνd μαro， al IWCναJ和 φνゐνocm， rà ，
T革 命T φν rpαvφν πεp èαùroûσ u ν αχ0εfUj的手pÎレ"

lCaèåç-

lK

nj宮d: rp ál{!ou

παpaoó，σω， r，φν πατ中ων oæoε�áμε0α. という，いわゆる「文字によらぬ 伝承」
に関する微妙な句の中の間ωαjゐνocacの解釈をもって結論とする。 この /CoclXXè
bνocm の解釈を， Dörries はやや狭く， allgemei ne Begriff e， d. h. doch wohl
die kirchliche Gernei nüberzeugung という表現で， Jaeger (書評) は「聖書と
共にBasi l.の思考の複線性DoppelgleisigkeitをなすところのJ/COωuèswocm der
philosophi schen V er・nunftという表現で， それぞれ示している。言の神学とhumani
tasと立場は違うが， いずれも心にいだく「おもい」の合意が感じ られて，一概な
訳を許さない。 Dehnhard はJaeger寄りで はあるが， lCotlJaè{).)νocmとは聖書と教
会の伝承と 哲学的伝統の三つが共通にもつ， L ehreであると言う。 DSは/Cocναj
bνocαrの叙述の最初の試みである。 哲学を Basil.の本質的モメント とみること
は明らかである。 本書の序文冒頭には 'Basil.が Plotin.に対する関係の問題は，
全体としてそのまま， Basi l.による聖霊論の形成の向題圏に属する」とある。
しかし， ここに， Basil. の聖霊論つまりその神学が哲学をその本質的なモメ
ントとするということは何を意味するのか。 最後のこの間に対しではDehnhard
は俄に明断さを失う。 Basi l.と Plotin.の関係は と中内roù，ν白内ミ や書簡223
の「比喰」 以上に明確には把握出来ないと。(ここに比喰とは何であろう。Basil.
に無いものこそ 「説明」の意図である。 )書簡の比喰 「種子」をDehnhard は「ギ
リシア哲学のモチーフを〔本質的に〕もつJ Greg. Thauma. の信仰告白の定式
と解するが， 結局Dehnhard は神学における哲学の問題を， Basi l. から Greg.
Thauma.まで押しゃったにすぎない。 た しかにBasi l.の思想のいわば枠組みに，
哲学のカテゴリーでなく信仰告白の定式を据えたのは卓抜な発想、であると思う。
しかしそこからさらに， それが正に信仰告白であるということの意味が貫ぬか
かれていない。 本書の理解がこれ以上進まないことは， DSとDSSIXの関係及び，
DSSIX とGreg. Nyss.との関係の把握からもわかる。 DSとDSSIXの関係につ
いては ( S. 67)， Greg. Thauma.の信仰告白を発端(d: px af， 07rφμα)とする連続
的展開とみ た上， その相異をテーマの範囲Umfang der Themen の違いとのみ言
う。 しかし信仰の告白のさまざまな象面の意味こそ重要なのである。 DSSIXと
Greg. Nyss. の関係については， Jaeger の示唆を進めて， Greg. Nyss.ミde
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vírginitateミの利用を主張する。 ごの兄弟にはあり得るが，し か しそれを強まっ
たSpiritualismusというとき，Basil.全体の中でどのような意味をもつのであろ
う。Jaegerと同じくGreg Nyss.をBasil.の戴冠とみるのであろうか。Spiritualismus
はJaeger にそうた意味と思うが，Jaegerではギリシアのπα，&í.αとキリスト 教 的
πmoε ゐの
‘ 関係は かならずしも明ら かでなく， したがって神学と哲学の関係も明
確でない。 二つのπα'0ε /αを一つのπm&f1αたらしめるもの ( 神の obwνoμ ゐ) が
必要と思う。 先に Dehn hard の分析がDörries の註を基礎としていることを指摘
したが，D örriesとJaeger の綜合の意味を持ち得ながら成就していない。

実は

簡潔のために DSS では庇章のみ取上げたが， Dehnhard はいわば医章群とでも
呼ぴ得る諸章をDSSの中に区別してい。 これと， Dörriesのいわば対エウス
タチウス群との関連をさらに問うべきなのである。

こうしてみると， 問題は Basil.における正和υrμα とOónμα の関連，Basil. の
obwνoμ ttz， 神の obcoνoμ {aをめぐることになる。Basilの用語法は特別で、スザ'pur f1α
は対外的な言葉，Oór.μαは esoterisch に諮られる内 的な言葉である。いわゆるド
ク恭マではない。言葉は，言葉自身の安全を求める動機からでなく， すべて信仰の
・いのりとして語られるというのがBasil.の鉄則である ( DS序言)。外に向けて宣
教， 内に向けて告白讃美として。 いのりつつ唯一の信仰の言葉を沈黙しまた語
るのがBasil.の obwνoμ ゐ であり，これはまた， ひとを惜しみ忍耐をもって許し
給う神の愛cpcÀαν8 pωπ {a の中，その obw'j) oμ {a の中を動く ( Origenes) o DSSIX
(;1:， Eustatius に対して， 今は黙し， esoterisch にいのりの中で展開する論争
(Kザ p ur f1α) の中で，いよいよ高まる讃美の告白と解し得る(ð6r f1α)0 DSSの論
争がはじ め からDo xologieの問題で、あることを思うべきである。Plotin.の言葉を
逐一辿る DSはどう か。 ドグマの動機がないことこそBasil. における哲学の意
味を考える上に重要なのであるが， それはPlotin.tこ対しでも同様でら な ければな
らない。 DSに二人称で誠め呼び かける一行 (Z.87) がある。 この二人称は不
明だが， Plotirしでもある。 私は先にDSをPlotin.の添削と呼んだが， さらにあ
えて言えば， 哲学という文化の言葉への宣教である。 Kザ p υrμα か Oór.μα か以外
に言葉がないとすれば当然そうなる。DSの基盤に確認されたのが正に信仰告白
の定式であり，Basil.にとって信条は吋'pur f1αの典型であることを考えるべきで
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ある。
Dehnh ardの理解が帰結を最後ま で導か ず\中途で切れていると評したが， そ
・ ónμα の関連
れは， 先lこDörriesの註にふれて述べたように， 哲学を 吋purfl α ð
か ら外 れた中性的な言として立てる西欧の抽象の理性によるアプローチが「原
ビザンチン人JBasil .lこ合わせないためである。Basil.では理性が神との関わり
か ら外 れることはなく， 理性が進めばひとは， 神との人格的な関わりを深くし
て， いよいよ身を 低める (de f ide)。
しかし，Dehnhard の分析には，上述の方向づけの助けが多く含まれている。こ
とに重要なのはBasil.と詩篇との関連を強く示していることである。DS， DSSIX
その他の句にはEusebiusの詩篇註解およびそれに大きく依拠する Basil.自身の
詩篇註解の痕跡が認められる。先に 引用して平行を示したDSSIXの箇所odπdν叩
ùpéórm もそう である。 この源泉をDörriesもJaeg er (書評) もPlotin. 1こ帰して
いるが， Dehnhardは前後の収まりか ら ， むしろArist . Ethica Nicom.のものと
し，直接の源泉はEuseb.と見る。Euseb.およびBasil.の詩篇註解が Arist. E. N.
に負うところがあることはJaeg erがすで、lこ言恋めている("Earl y Christ. and g r.
Paideia 1961)0 Basil.の骨格lこ， Greg. Thauma.を通したOrig enesとな らんで
詩篇を置くことには重要な意 味がある。 Basil. の思想の全体が信仰のいのり で
あることを示すのが一つ ， また M. PolenzがPhilonでは詩篇が殆んど扱われない
と指f高しているが (Klemens von Alescandreia und sein hellenisches Chri stentum. 1943)，そうとすると， Basil.及び教父遠の思想をPhilonとの連続で考
えるのには危険があると考え ら れることが一つである。 なお， 詩篇註解を通 C
て， Arist. が問題になるが， 認識論的でなく， E. N. から照したArist.研究は
実り多 いことであろう。

