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聖霊論と哲学の言葉性
ニッサのグレゴリウス解釈の問題(1)
山

敬

村

「神の御名は認識されるのでなく， 讃嘆される」
『雅歌註解.Jl Greg. Nyss. op VI， p. 35 8， 12
.

I

コンスタンチノポリス信僚とニッサのグレゴリウス， I敬度の準縄」
「私達に熱意 があって御霊は私達を恵みたまう， その御霊の恵みにしたがって

語ること を試みた い。 というのは，

神を崇める と 言うとき，

そのことの意味

(Kaliφν) があなた達にあっては信仰の正しい理解体6yμα) ときっち りと結びつい
ていることを私達はよくよく知っているからである。
すなわち ， あなた達の敬慶はその準縄として福にして永遠なる三位に一つの神
性を置いている。 それらは如何なる仕方でも決して違うととなく， 三つのヒュポ
スタシスにおいて一つの本質， 一つの栄光， 同ーの意志として考えられてそして
拝される(ωω同ν可河 Kaì 1Tp印刷凶υ戸川)。 私主主 が先l乙多くの証しの下にまず
言い表わし，

ミュステリオンの泉の中で私達を洗う御霊によって， 信仰告白 とし

て立てた通りなのである。
乙の敬慶にして過りない信仰告白 があなた達の魂の深みにしっかりと据えられ
ている乙と， そしてまた実践の歩みを通じて善にして福なるものに向って昇る上
昇の衝迫 があなた達の裡にあるとと， そのζ とをあなた達と共!C心に留めた上で，
教えの種子たるべきものを子短かに記そう。
そのさい， 御霊から予め私達!C贈られた果実( ?諸書=旧約)から集 め， また
聖書の言葉そのものをも必要に応じて処々に配したい。 それは信仰に直接に触れ
て語るため，

また信仰に関す る 私達の前提(ú1T6'\η.þ.r;;) がひとの目に露わである

ためである。 私達は， 上からの恵みを捨てて不正の子を生むと思われではならな
い。 何かしらの低い思念 と外からの推論とでもって勝手にある種の敬度の型をつ
くり出し， その虚しい思いを聖書の内容として持ち 込んでいると思われではなら
ないのである。J (op. VIII， 1， p. 42， 4 fol. )

上の引用はN ・グレゴリウスの最晩年の著作『キリスト教徒の生につい
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てJの序説部分の一節である。 乙とでコンスタンチノポリス公会議の決議
の内容が言及され， しかも信僚起草へのグレゴリウスの積極的な参加を十
分に窺わせるような仕方で述べられている。 単l乙信僚の内容に触れられて
いるというばかりではなく， 信係議決にいたるまでの過程をも明らかに反
映している。 引用の中でも， 聖霊の全き神性を含む三ーの神性を「敬慶の
準縄」と言い，

r信仰に関する私達の前提」を言うのは， 大パシリウス以

来戦い抜いてきた異端に対し， 実は人を高める詐りの敬慶とその理論的思
想的根拠に直接に向けて言っているのである。
聖霊の全き神性の主張のかなめは， 人はその意とその知において， 神に
適わしいものではないということである。 他の著作に対応箇所は数多くあ
るが， 特にコンスタンチノポリス公会議に臨んでグレゴリウスが携えてい
たと考えられる二つの著作，

r聖霊論ー マケドニウス派を駁す一』と『対

エウノミウス第二の論」を対照したい。 それぞれ次のように言われている。
「人が神を讃えるとき， 神が嘉納し給うのは， 神御自身に適わしく讃える
からではなく， 寡婦の二レプタのように力を残さないからであって， 人は
ただ ￡年捧げるのみである。 神を讃えるとき人は神の本質を讃えるのでは
ない。 知られ ざる本質を如何にして讃えようかJ，

又「神がその御業を通

じて恵むのは信仰であって， 本質の知ではない。J
そうとすれば，

r神の讃美Jを言うだけでは敬神を十全に言い表わす乙

とにならない。 人が神をそれと認めて讃美の言葉を神に許すという ζとで
はあり得まい。 そこで先の引用にも「考えられて拝される」と出るように，
「拝するとと」が加わるのである。
「礼拝」が聖霊の問題のかなめである。
「聖霊は主にいましていのちを与え…拝され讃美せられ…語り給う」と
いう信傑第三項聖霊の叙述は主としてグレゴリウスの起草になるものと考
えてよいであろう。
コンスタンチノポリス公会議に臨んでグレゴリウスが携えていたと恩わ
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れる上述の二著， ととに『対エウノミウス第二の論』は公会議lζ向う事態
の緊迫した感じと問題の要約が見られる。 乙の二著には当然内客に緊密な
連脈が見られるが， 晩年の『キリスト教徒の生について』がそとに結ひ9つ
いているとすれば， N ・グレゴリウスの思想の全体的把握の試みはコンス
タンチノポリス公会議をめぐる事情を中心に据えて行わるべきであろう。
しかしそのような解釈の試みはまだ現われていない。
いったい， W ・ イエガーがN ・グレゴリウス ・Jレネサンスと呼ぶ動きが
起ったのは， 漸く今世紀に入ってからである。 とれまでに， 四世紀N ・グ
レゴリウス自身の時代以来， 思想史の少くとも最前面に出たととはなかっ
た。 公会議で主導的な役割りを果した時にも， 背後からこれを支えたらし
いい その後カッパドキアの三師父の一人としても， 教会の動きに正しい
方位を与えた実際家大パシリウスと神学者ナツイアンツのグレゴリウスの
陰に隠れがちであった。
「哲学者J N ・グレゴリウスが前景に浮かび上ろうとしている新しい動
きは， 特別な意味をもった異例の兆しと見なければならない。
一方， 殊に17世紀以来， 常にニカイアの名と並べて呼ばれるコンスタン
チノポリス信僚及び公会議の性格も甚だ微妙である。 殊に19世紀後半に所
謂H ort.Harnackの仮説が出て， 451年にカノレ ケドン公会議でニカイア信
僚と並べて読み上げられた所謂コンスタンチノポリス信僚は， 381 年のコ
ンスタンチノポリス公会議の決議とは別のものだと主張して以来， 乙の公
会議及び信僚の意味は一般に省り見られなくなった。 漸く最近になって事
情が幾分か明かになり， コンスタンチノポリス公会議の決議の信保第三項
聖霊の叙述は主としてN ・グレゴリウスの起草になることを明確にしたの
は イエガーである(1966)。 しかしグレゴリウスの思想の全体を公会議をめ
ぐる事情と照らし合わせるというアプローチは イエガーにもない。
コンスタンチノポリス公会議の最大の問題は聖霊であったし， 聖霊の問
題のかなめが礼拝であるととは上に述べた。 乙のJ点、に関する限り，JN
. .D.
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Kellyの次のような推測は， イエガー以前の段階でグレゴリウスが公会議
で果した役割りを未だ知らないとはいえ， 示唆するところがある。 コンス
タンチノポリス信僚はニカイア信僚の補完の意味をもっているが， それに
しては聖霊の項の附加以外にも単なる附加としては理解出来ない字句上の
改変がある。 ケリーはとの難点を， 二つの信僚をそれぞれ典礼式の礼拝の
場に置いて解決しようとする。 まずコンスタンチノポリス信僚について，
その滑かに響く均整のとれた文体は信仰箇僚のための措辞であるよりは典
礼の礼拝用に適わしいことが注意される。 そこで， 乙の信僚は既にどとか
で典礼の式文として行われていた係文に僅かに手が加わって公会議で採択
されたものと考えるのが自然である。 その遡る起源、は， 当然， それがその
忠実な補完であるところのニカイア信僚でなければならないが， ニカイア
信傑そのものが典礼の式文として働いていた形跡がある。 451年カJレ ケド
ン公会議の記録によれば， 第三会期10月10日先ずニカイア信僚， 次いでコ
ンスタンチノポリス信僚が読み上げられ， そして批准されたが， ニカイア
信僚が本来の字句通りに朗読された時， 参会の主教達が昂奮して「私達は
それによって洗礼を受け， それによって洗礼を授ける」と叫んだという。
ζの事実から， ニカイア信僚がともかく洗礼の式文として流布していたこ
と， しかも字句通りでなく， かなめは踏まえながら幾らか地方的に異った
洗礼式文として行われていたであろうととが推測される。 その一つの形が
コンスタンチノポリス信{傑につながるのであろう。
ケリーの乙の解釈では， 公会議の年も間近に残した大ノマジリウス， どく
短期間公会議の議長を勤めて厳しく退いたナツイアンツのグレゴリウス，
おそらくはその後の公会議を目立たずに支えたN ・グレゴリウス等の努力，
聖霊に逆らう者達との激しい論争及びその意味は考えられていない。 二つ
の信僚が「ど ζかある地方」の成り行きを媒介にしてあまりにも自然につ
なげられている。 しかしその繋帯に洗礼と礼拝を見る視点は鋭く， 重要で
ある。
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何故なら， コンスタンチノポリス信僚はニカ イア信僚に何物をも附加す
るものではなく， ただニカ イア信僚は信仰の内容として告白されるもので
あって， 人間理性の対象として承認すべきものではないというととを重ね
て言い加えるものだからである。 N・グレゴリウスで結実する大ノイシリウ
ス以来の聖霊の神性に関する厳しい論争は， ニカイア信僚が遂に理性の承
認にしかすぎない人々がいたことを証しする。 コンスタンチノポリス信僚
はN・グレゴリウス等の著作と思想、を通してのみ十全に理解されるであろ
う。 その理解は相互的なのである。
たしかに相関関係はすでにイヱガーによって指摘されたのであるが， し
かしN・グレゴリウスの思想の全体をコンスタンチノポリス公会議をめぐ
る事情と照らし合わせるというアプローチは未だ行われていない。 そして，
N ・グレゴリウス解釈の全体像をめぐる論議はその一つ手前のところまで
行って渋滞しているという感じである。
そこを乗り超えるためには， 現代にとっても重大な問題があるので， そ
れは， 西欧的視点、からは間われ難い， 哲学というものは言葉そのものとし
ては如何なるものかという問題である。
正に乙の主題こそ， コンスタンチノポリス公会議の主題そのものなので
あった。
11

哲学的認識の人格性の問題。 「拝され，

讃美せられ」ということに

ついて
ilf'主われらの神を高め』たな ら ば正にその時..6..sμ6y，� If'その承足の下に
拝みまつれ.llJ (Ps. 98， 5)
『聖霊論.ll op. III， 1， p. 107， 25

聖霊は少しも哲学的でないが， 聖霊の問題は哲学的な問題である。 何故
なら「聖霊の中で(lけでなければ何人 も イエス を主と 呼ぶととは出来な
いJ(I Cor . 12， 13) のであって， キリストの認識に関わるからである。 乙
， の意であってはならない。 これは神認識がそこ
このゐは理性認識のôá

42

で始めて生起する照明の問題である。 乙のととを， 詩篇の「光りの中で光
Ps. 35， 10)を， おそらく初めて三位一体論に適用しながら，
りを見るJ (
大パシリウスが言っている。 rr神は重なれば， 拝するものも霊と真との中
でb拝すべきなりJ(Jo hn . 4， 24)と録され， また『汝の光りの中で光り
を見る」と， つまり『世に来りてもろもろの人を照らす真の光りJ (ノ"o hn .
1， 9)を御霊の照明￠ω T t σμÒ" TOÛ nνõVμ町内の中で見る と 録されている。
したがって， 御自身の中で独り子の栄光をお示しになり， そして御自身の
中で真の礼拝者7TpOσKυ叫T�" �乙神の知をお与えになるのである。」大ノイジ
リウスの神認識におけるこの照明の考えはカッパドキア派の全体を貫ぬく
に至るもので，

N ・グレゴ リウスは「御霊の栄光の予めの 照射 7TpOKa T

α
υγασ 8õf"J とも呼ぶ。
コンスタンチノポリス公会議の主要な異端はエウノミウスのアリウス主
義と反聖霊論者逮であった。 アリウス主義の前提にギリシア主義があると
とは一般に認められている。 アリウス主義はキリストの神性を否定はしな
いが制限する。 反聖霊論者達は聖霊の神性を否定はしないが制限する。 神
性の制限において二つは 同じ立場である。 しかし， 神性を如何なる名にお
いて制限するのか。 それは人間理性の名において以外ではあり得ない。 も
しも p hli osop hiaが専ら理性の学であり人間的知の愛であるならば， 哲学
が異端の究極的根拠ð7T6Àηψ宮 である。 たしかにN ・グレゴリウスは『魂
と復活』の中で「神的なものにあっては認識は愛になる。 愛には限りとい
うものがなく， 高 ぶった満足K6po宮 を知らないJ (PG 46， p . 97C) と言
っている。 K6po宮 には飽満と倣慢の二義があり， ζ乙では異端の原因とも
なったオリゲネスのヌースのK6po" (理性の自己充足性=人格的に中性的
性格) が言われている乙とは， この箇所の古註に (ib.) r神に対する愛のあ
り方にK6po宮はない。 オリゲネスが担造したヌースのコロスは……教会の
真理にギリシア的な作り話しを混ぜ込んだJ とあるととからも明かである。
理性の学としての哲学が異端の隠れた前提だとして， 乙乙で注意しなけ
ればならないのは， 反聖霊論者達がニカ イア信僚圏内の人々であったとと
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である。 乙の人達に対しては， 彼等はホモウシオスを理性の名において許
容し， それとして許していることになるのだと言わなければならない。 彼
等は「聖霊の価を裁く人々J(De与r
i z"t . Sanc . op. III， 1， p. 108， 5)で
ある。
信僚の叙述「拝され， 讃美せられ」はそのような態度に対して言われて
いる。

r拝されJと「讃美せられ」というこつの言葉は， 一見類語を修辞

的に重ねているかに見える。 ことに第三項全体の叙述が詩のように歌う響
きの美iしさをもっていて， そのために殊にそう見える。 その全体が歌うの
は理由のある乙とである。 しかし， 気が付いて見れば当然なように， そ乙
lζ含まれる個々の語のそのような文学的修辞は信僚の措辞としては考えら
れない。 実は類語ど乙ろか逆に， この二つの語は魂の相反する方向をもっ
た運動の錯綜を言い表わすものである。
N・グレゴリウスは詩篇98， 5を次のような形で引用する。 rr主われらの
神を高め』たならば正にその時μ吋…r6 Tê 凶γt宮『その承足の下に拝み
まつれJJ。 乙の附加が際立てる鋭い対応の意味は明かであろう。 また彼は
哲学的異端エウノミウスに対して，

r真にその名に価するキリスト教徒と

は， …拝することその乙とによって 告白す る人のこ とであるJ と言って
いる(Cont. Eun. II op. 1， p. 231)。
要するにこれらの句は， 神の言葉はその愛が審判を伴って語りかけるも
のであるのに応じて， 信仰者の言葉は神への愛をおそれをもって語り返え
すものであるということ， つまり言葉を本来の語るという人格的行為にま
で引き来たす意図をもって記されているのである。 我々はこのことをグレ
ゴリウスの著作の全体から学ぶことが出来る。 それは N・グレゴリウスの
思想の中核であり， 同時にコンスタンチノポリス信僚の精神そのものであ
っfこ。
コンスタンチノポリス公会議の主題は， 聖霊に関する論争の主題が哲学
であったという意 味において哲学であったと言い得るが， アリウス派と反
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聖霊論者達に共通の根拠であるそのような哲学を摺み出す作業は， すでに
大パシリウスが道づけしている。 それは大いなる闘いであった。 そしてN
・グレゴリウスが，

r対エウノミウス第二の論」の序文に明かに告げてい

るように， I御霊の偉大な重装歩兵ノtシリウスの言論の力を楯lこ」戦い続
け， 公会議を勝利lζ導いた。
その際， N・グレゴリウス自身が， 処女作『貞潔について』に明かなよ
うに， もともと哲学的傾向をもっていたことを考え合わせるならば， 公会
議の勝利は同時にグレゴリウス自身の， 自らの哲学的傾向に対する勝利で
もあった。 さらに進めて言うならば， N・グレゴリウスにおいて， 哲学が
哲学自身を克服したのだとも言い得ょう。
と乙l乙， パシリウスとは違った， ないしパシリウスの戴冠としてのグレ
ゴリウスの意味がある。
近年(1965)E ・ミューレンベ、ルクやが， 哲学を克服させるものとしてIN
・グレゴリウスにおける神の無限性Jの概念を初めて明かにし， グレゴリ
ウス解釈に急を要する課題を掲起したが， 現在lと至るまでひとがこの問題
に気付かなかったのは，

I N・グレゴリウスの思想、がギリシア哲学と十分

に対置されたことがないからである。」哲学によって 表わされる ギリシア
的異教的世界の全体が， N.グレゴリウスによって一度超えられた上で，
初めてキリスト教の語りかけ得る世界として立てられた。
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ニッサのグレゴリウス解釈の現況。 三つの全体像とその問題

とれまでに幾っか出ている N・グレゴリウス解釈の試みを振返ってみる
と， そとに一つの顕著な特徴があるととに気づく。 それは， それぞれの解
釈者が， グレゴリウスの著作の中の特定のものを特に解釈の基準に据えて
いるという点である。 E. v. イワンカは 『雅歌註解J，

J・夕、、ニエルーは

『モーセの生涯J， W・イエガーは修道的著作群， そして E ・ミューレン
ベノレク、、が『対エウノミウス論J である。 それぞれ ζれらを踏まえた上で，

45

聖霊論と哲学の言葉性

グレゴリウス解釈の全体像は三つ数えられる。 イワンカと夕、、ニエル一等に
よるミスチクとしての解釈像， イエガーによるパイデ イアの戴冠としての
それ， ミューレンベjレグによる無限性の哲学への解消の試みである。
乙のうち先のごつは既に安定した評価を得ているが， ミューレンベjレグ
の試みは改めてそれに対立し， 主としてダニエルーのミスチクとしての解
釈に向けた根本的に新しい問題提起である。 非常に特徴のある発想で， グ
レゴリウスの思想、の全体をアリストテレス論理の克服という動機， しかも
それ自身純粋に哲学的な関心に解消しようとするものである。 ひとの意表
を衝くこの主張の趣旨は次のようなととである。 グレゴリウスは彼に先立
つ時代の神学の限界を突き抜けようとする。 その神学の基礎は哲学であっ
た。 そこで古い神学の克服は哲学の克服， それも哲学自身による哲学の解
消でなければならなかった。 古い神学の基礎にある哲学の根本前提はアリ
ストテレスの論理学に究極的な表現を見出す。 それを乗り超えさせたもの
は， N・グレゴリウスにおいてはじめて現われる神の無限性という概念で
あった。
なお少しく言葉を加えてみる。 íアリストテレス論理学の中にある思考
r ndungとい う こと が グレゴリウスに至るまで
の自 己根拠 性S elbs tb egü
のあらゆる神学の基礎であった。J(s. 27) アリストテレスの論理学はギリ
シア思想、の基本的な前提に理論的な形を与えたものである。 グレゴリウス
においては， それが主としてオリゲネスを通じて見られている。 この思考
の自己根拠牲は論理の直接の形式としては無限遡行の拒否として現われ，
三段論法の理論とも結びついている。 それに対して， N .グレゴリウスは
t Oν の概念を，
無限&7rôp

アリストテレス自身から取り出し，

それを神の

概念として立てる。 つまり 「その外に常に何かがあるととJ(P.かS. III .
6， 207

a

1) である。 乙のような無限性はアリストテレスの体系的枠組み

を食み出すものであるが， それを最高の概念として立てることによって，
アリストテレスをアリストテレス自身で克服した。 つまり哲学を哲学自身
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によって克服した。 それは純粋に哲学的な手続きであって， 聖書引用つま
り啓示は二義的な役割りしか果していないとミューレンベルグは主張する。
ともかく， このようにして神の無限性という概念が思想史上初めて成立
した。 神の本質は知り得ないのだから， 無限も神の本質ではない。 しかし
最も本質的な概念である。 何故なら， この概念は正しい仕方で神に向かわ
せるからである。 無限という概念は概念の止揚であって， 何処まで行って
b egrefe
i n する思考
i
もb egreif e n 出来ない乙とを言うB egrffであるから，
の働きと共にでなければ考えることが出来ない。 それによって我々は思考
の運動そのものにまで引き戻される。 ミューレンベルグはそ乙から，

Iお

そらくB ewußts e inと解釈さるべき希望èm8uμゐ のJ， それのみが正しい
仕方で神に向かわせる無限で人格的な運動を取り出す。 そしてそれしか取
り出さない。 何らかレアノレに神lと属するようなものは一切認めない。
乙の非常に鋭い， と共に明かに偏ったN ・グレゴリウス解釈は， ミスチ
クとしての解釈を唱えるダニエルーを目指して主張されている。 一度神の
無限性が立てられれば， アナロギアは不可能になる。 同時に， ミスチクの
解釈が主張する神とのレアノレな合ーという考えも成立しなくなる。 この主
張lとは当然， ダニエノレー及び彼に近い人々からの反論があって現在に至っ
ている。
その論争に立入る前に， イエガーのパイデイアの視点、を一瞥したい。 ミ
ューレンベソレグはその論をイエガーに向けてはいないが， イエガーの立場
を一種の背景に見立ててこの論争を重ね合わせると， N・グレゴリウス解
釈をめぐる問題の所在と展望がより明かに浮かび上がるからである。

1)

W.イエガーのパイデイアの視点
「神はあらゆる 思考の運動を超え，

名によって囲み取ろうとしてもÒIJO同

TIK合同pf>，ψωなお彼方lとある。J
『対エウノミウス第二の論.!I p. 397， 28

聖霊論と留学の言葉性
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「よく知られた定義にしたがうと， 宗教は『神を認識し神を崇める仕方』
である。 このギリシア教会の大いなる師の敬度の全体像は， ギリシア教会
が聖霊の信仰の上に立っかぎり，

乙の本質規定にそう であろう。」乙のイ

エガーの言葉を本稿の冒頭に掲げたグレゴリウスの句「神の御名は認識さ
れるのでなく讃嘆される」と比べてみるとその違いは明かであろう。 もっ
とも， イエガーは上の句をグレゴリウスの聖霊論の半面として， 即ち教会
の ドクー マとして働く客観的表現と公けの典礼の礼拝に関わる限りのことと
して述べ， それによって「その認識の光りの中における人閣の生」の半面
を強調しようとしているのではある。 しかし， 認識の場の中で生が理解さ
れるのでなく， 生が照明された時にはじめて神の認識が生起するのである。
イエガーのパイデイアの視点、は， ギリシアとキリスト教とを一つの展望
に納めることを可能にした巨大なルネサンス的視点である。 そこでほ哲学
と神学の枠組みを一度取り除く乙とが目指されていると理解してよいであ
ろう。 具体的な個々の問題に関して， イエガーによる解釈は時に物足りな
く感ぜられるととがあるが， それは初めから承知なので， イエガー自身は
問題の所在を可能なかぎり広い諸関連と共に予め囲み取っておく乙とを意
図しているのだと私には思われる。 そうしてみるとイエガーという人は甚
だアリストテレス的な人であると言ってよい。
しかしN・グレゴリウス的とは言えない。 何故なら， グレゴリウスは神
の無限性を立てて， 神性は囲み得ない(&問〆p
y α宵T O'.;， DSS

p. 94)という

面から問題lζ近づくからである。 諸々の関連のアナロゴンにおいてー箇所
に阻み取られるものは， r雅歌註解J の比喰によると香油そのものでなく，
空の香油壷と其処に幽かに残る残香にしかすぎない(o p. VI，
さらに又，

p. 37， 10)。

r囲みとる」という仕方は， アリストテレスにおいても， 本

来が自然学の方法である。 r数学は抽象によって論ぜられ， 自然学は附加
宵p6σOεσL宮 によって論ぜられる (De cael o 229a)J。 それに対してN・グレ
ゴリウスにおいては「外部の哲学は附加によって汚れている。 それが取り
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除かれた時にはじめて 神を正しく告白するに至る。 (
De vit a Moysis op.
VII， 1， p. 44， 20)Jグレゴリウスの 方法は 附加でも抽象でもない。 附加
によって囲み取るのは形相の場に囲み取るのであるし， 数学的抽象はプ ラ
トンに明かなように イデア的本質論と結びついている。 グレゴリウスにつ
いて方法論を言うならば， それは形相論ないし本質論に対する人格論とで
も言うべきであろう。

(神の名の人格論について後述)。

イエガーがギリシアとキリスト教とをパイデ イアという一つの視点、に同
時に覆おうとするのは形相的把握である。 乙の形相的把握の中ではコンス
タンチノポリス公会議をめぐる事情及び 同信僚の意味は隠れてしまう。 こ
れらは人格的意味をもっ。 それに先駆する大ノイシリウスの『聖霊論J は，
時を支配し給う神に依り頼みながら， 神lζ逆う反聖霊論者を見据えつつし
かもその救いへの配慮を失わず， 言葉を語り得る対話者lζ向けて語る， 生
きて語る対話の構造をもっていたし， そこに潜む祈りの成就としての信僚
は， 客観的公式的な言葉などでは決してなし真実な告白であり， 正に語
ることその乙とである人格的な言葉であった。 N.グレゴリウスはその信
僚を『キリスト教徒の生について』の冒頭に「敬農の準縄」として据えた
のであった。
とζろが イエガーは彼が晩年の著と見倣すとの著を， 公会議lζ遥かに先
立ち哲学的傾向の明かな処女作『貞潔について』と並べ， そこに「敬慶の
プ ラトン的タイ プ」の復活を見る。 聖霊の強調によって公式的でない個人
的敬愛が強く出ているという理由をあげている。 しかし実のと乙ろ， それ
は個人的敬慶ではなく人格的敬Eきである。 この書の官頭の句(本稿冒頭の
引用) は正に「勝手な敬慶のタイ プ」を戒めるものであった。 イエガーが
見ていないのは信僚の人格性である。
以上から明かなように， イエガーのN・グレゴリウス理解のかなめはプ
ラトン的ノfイデ イアである。 キリスト教の内部でなおもパ イデ イアを言う
ならばそれは一度「敬度の準縄J に照らした上ででなければなるまい。 事
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実グレゴリウスは『モーセの生涯J の中で， 外部の哲学による「外部のパ
イデイア」は無割礼ではあるがキリスト教の真実に対して一つ軒σú�uo
y S'
であると，

つまり 宣教の 人格論的立場から言われている (o p. VII， 1，

p.

36 ， 15)。
外部のパイデイアの原力は人間本性に自然で内発的なエロスであり， イ
エガーはN・グレゴリウスの中にもこれを立てるが， グレゴリウスのアス
ケーシスの原力は恩寵に起因する享受d 宵dλω σぼであって， 乙れは無限論
と結びついている。 尋ね求める渇きが単に先行するのではない。 すでに渇
きの内lζ秘かな享受があり， 享受はいよいよ渇きを励まして， 無限に完全
性に近づくというように， 対異端の論争を通じて得られた無限なる神の照
明の論がエロス論の中でも働いているのである。
N・グレゴリウスの中にある神の無限性という概念を指摘し，

í囲み得

ぬとと」というその論理的構造を明かにしたのはミューレンベノレク守である。
その視点、をギリシアとキリスト教をノfイデイアという観念で囲もうとする
イエガーに適用してみて， イエガーの中では隠れている二つの点， 人格性
の視点とエロス論にある享受の視点、を浮彫りにした。 もっとも， ミューレ
ンベルグ自身は， 思考が自らを超え出て正しく神に向かおうとする無限の
運動を， いわば坐折の無限性として言うのであるから， 殊に享受の視点は
全く欠いている。
享受ということは恩寵の所有ということで， これはミューレンベノレグの
排し， そしてダニエル一等ミスチクとしての解釈者の強調するところであ
る。 現在グレゴリウス解釈の問題はζの点をめぐって論争が続いている。
2)

哲学への解消(ミューレンペルグ)対Epektasis (ダニヱルー)
「われは既に捉えたりと思わず ， ただこの一事を務む， 即ち
後のものを忘れ…一
前のものに向かいて励み(ep・ek-teinomenos) … …

ミューレンベJレグ
ダニエ1レー」
Phil. 3， 13
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E ・ミューレンベノレグの『ニッサのグレゴリウスにおける神の無限性ー
グレゴリウスによる古典形而上学の神概念の批判一J(1965)は， W・ フェ
ノレカーの書(1955)のミスチクとしてのグレゴリウス解釈に対するH・ ラン
ゲノレベックの書評(1957)に動機づけられている。 ランゲJレベックはそこで，
キリスト教的哲学というものは可能かという問題と， 又 プロテスタントの
視点、からするグレゴリウス解釈像の試みという二つの問題を提起している。
ミューレンベルグの書はその要請に答えたものである。 第一の問題には，
キリスト教的哲学は哲学の自己解消としてのみ可能と答え， 第二の問題に
は，

rグレゴリウスの神学は神の無限性の哲学そのものである」と答えた

わけである。
ミューレンベルグはその主張を直接にはダニエルーにおけるアナロギア
の批判という形で述べている。 神認識におけるアナロギアと， その倫理的
側面キワスト教的生におけるアナロギア論である合ーのリアルな体験の問
題である。
ミューレンベjレグの書が出てから二年目 (1967) にダニエルーに近いC
・カネンジセルが書評を書き， 翌68年にはダニエルーがそれと言わずに対
ミューレンベJレグの意 図をもっ小論を書き， さらに翌69年には新しい気運
にそうでミューレンベルグ自身を混じえて， N・グレゴリウスをめぐるコ
ロキウムがもたれた。
カネンジセJレ書評は友好的なアプローチのもので， ミューレンベノレグの
提題を引受け， その上でアナロギアを再考する必要があると言い， なおそ
の際あらゆるアナロギアの基礎として無限なる神の受肉に関するグレゴリ
ウスの神学を展開するととが急がれるという重大な提案をしている。
コロキウムでは， ミューレンベノレグは先の主張を繰り返したまま立って
おり， 対立者側にも大きな動きはない。 ただやや積極的な主張として， M
・ ファンパリスがミューレンベルグの哲学の提題に神学の提題を対置しよ
うとする試みが目立つ。 ミューレンベノレクーが『対エウノミウス論Jの分析
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を通して， グレゴリウスの思索の中で聖書的ないし神学的論議は二義的な
役割りしか果していないと主張するのに対して， ファ ンパリスは 同じ書の
分析によって， グレゴリウスが聖書解釈を深めつつ神学形成の努力にそれ
をつないでゆく， その手続きの独創性を指摘し対立させる。 エウノミウス
の旧新約の聖書引用の目録を作ってみると， 彼はアリウス派の論争の起っ
た初期の引用の枠内でしか思考を働かせないことに気がつく。 グレゴリウ
スの場合は当然， その後の論争が依拠した箇所をも取り上げそれを深めて
ゆくが， その際彼の特別な独創性は， 単にそうした聖書解釈の面にあるの
ではなく， むしろその「聖書的」神学を異端との論争に強いられながら形
成されてゆく「思弁的」神学につないでゆく点に， そとに一つの連脈を見
出そうとする努力の ラショナルな性格にある。
哲学的思弁に神学的思弁を対置する ファンパリスの 乙の試みは， しかし，
一切を哲学の動機に解消しようとする， つまり思弁というととの意味その
ものを問うているミ ューレンベルグとの争点には未だ触れてとない。
アプローチの新しい視点が必要であるが， ここで， ファンパリスが言う
速脈 & KOÀ OU{}ÎUということにおける「時」の契機， 及び哲学神学の区別の
問題に注意したい。 c認識ないし理論的区別か， 裁き分けの審判の区別か。
N・グレゴリウスではこれらは不可分である。 cf . TÒ {}ε ωpηTLKÓν Tê Kuì
Ôtα
KptTLKÓV， De

an ima et res u?官0・One PG 46，

ファンパリスは言う，

p. 89B]

íN・グレゴリウスの聖書解釈の努力を貫ぬくも

のは， オイコノミア(キリストの救済の業) の神学的関連の漸進的解明で
ある。 神の対 我等であるオイコノミアがエウノミウスの 理性主義的な神
学との論争に強いられながら， 神の即自であるOεoÀoγεfν (三位一体) を，
つまり神の内的存在を僅かに聞く。J (p. 193)
ここに， グレゴリウスの思索を決定する二つの焦点が並べられている。
キリストの救済の業とコンスタンチノポリス信僚に結実する時代の情況で
ある。 乙の二つの焦点を結ぶ連脈を， ファンパリスは ラショナJレだと言う
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のである。 実は， 救済の業が貫ぬくオイコノミアの連脈である。 ファンパ
リスには「神の即自としての神学」という句からも窺われる本性論の傾き
があって，

r異端との論争に強いられ」の情況としての意味が見失われる

のである。 しかし， 信僚の「拝され讃美せられJは， 8wÀoγsんが即自と
してはあり得ない 乙とをとそ言うのである。
N.グレゴリウスは， 主として旧約聖書の， 私達の救いに関する連脈を
読みとる解釈を哲学と呼ぶ。 乙の哲学は時を貫ぬいて彼の時代の情況をも
支配するであろう。 大ノイシリウス以来その時代の情況に対する特別な自覚
があったととは明かなのである。 パシリウスはその「聖霊論』の中で， r神
はその豊かな知恵の奥底で人の弱さを惜しみ給い， ìl\IJり知れぬ聡き裁きで
導き給う J(XIV 33 ， 36) と言い，

r残されたことは，

私達を通じてか別

の誰れかを通じてか， ともかく御霊がそれに価する者に与え給う知によっ
て， 主が満たし給うであろう」という言葉でとの書を結び， 間もなく残す
る。 それを果したのは N・グレゴリウスであった。
乙の関連から推して，

本稿冒頭 に引用した 『キリスト 教徒の生につい

て』の句， 信僚を「私達が御霊によって立てた」に続く，

r御霊から予め

私達l乙贈られた果実」は， 読みが不確定であるが， 一般に旧約に関わらせ
(20)

るのとも， イエガーがグレゴリウスの個人的権威に関わらせるのとも違っ
て， 大パシリウスを含めてN・グレゴリウスの御霊の器としての自覚に関
わらせる解釈がおそらく妥当であろう。
ファンパリス に欠け ているのは，

コンスタンチノ ポリス公会議という

「主の満たし給うた」時の特別な意 味の理解なのである。
乙の時主が満たし給うたのは， 神学と哲学という二つの理論学の対立の
問題などではない。 理性そのものの裁きと導きの成就である。 乙の時哲学
は「人の弱さを惜しみ給う豊かな知恵の聡き裁き」で語りかけられた。
しかし， 哲学そのものはその語りかけに答え得るものであるかどうか，
つまり神との対話の中に立って語る言葉であり得るかという疑問がなお提

聖霊論と哲学の言葉性

53

起きれ得る。 しかし実のところ， 乙の問題提起の発想は逆きであって， 正
しくは， 哲学はたとえ一般的な神概念にもせよ， 神からの語りかけなしに
形成可能かである。 との間いは， グレゴリウスの全体を哲学に解消し， グ
レゴリウスの神学は神の無限性の哲学そのものであると主張するミューレ
ンベルグとの争点、に触れてくる。
ダニエノレー自身の反論はそ乙を狙っている。 1968年の論文『ニッサのグ
レゴリウスにおける洗礼前の塗油式と聖霊の神性について』は， それと言
わず、ミューレンベルグの根本的批判になっている。 との儀式の意味は， 聖
霊の神性の証しであると 同時に， 信仰告白そのものが既に予め神に照明さ
れていなければあり得ない乙との証しである。 そしてパシリウスとN・グ
レゴリウスにおいては， それが広く解され， 一般的(哲学的) 神認識を含
んで神認識のあらゆる段階に神の照明が必要とされているというととを夕、、
ニエルーは論証している。 つまり夕、、ニエルーは， I Cor . 12， 3 í聖霊の中
ででなければイエスを主と呼ぶことは出来ない」と， Ps.35 ， 10 の「光り
を見るのは光りの中においてである」を， 即ちパシリウスとN・グレゴリ
ウスがアリウス派と反聖霊論者に突き付けたものをミューレンベ Jレグに対
して向けたわけである。
現在ミューレンベルグとダニエルーの論争は， 突き詰めたところ， ピリ
ピ 3 の13の解釈の問題として争われている。

íわれは既に捉えたりと思わ

ず， ただとの一事を務む， 即ち後のものを忘れ， 前のものに向いて励みJ
である。 双方ともとの句が N ・ グレゴリウスのL
e it moti v であることを
認める。 しかしミューレンベルグは前半「既に捉えたりと思わず」を強調
して， 神の何ものかを捉えると主張するミスチクの合ーを批判する。 ダニ
エルーは後半を強調する。 その際「励みJS7TêKT自凶μεν0<;;が重要で， 乙の
語の二つの前綴りs7Tf とふとは， それぞれ所有と前進の意 味が寵められ
ている。s1Téは神の内面性の何ものかを既にリアルに 捉えているというこ
と， 々はそれにも拘らず神の 無限性の 故に魂は絶え ず自らを超え出てゆ
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くことを 表示 する。 つまり 享受と 渇きとが 同時に 言い 表わされている
と解する。 ダニエルー をめぐる人々にとって，

N・グレゴ リウス解釈の

e pe kt asi sという考えは， ミューレンベノレグとの対決の結果，

いよいよ重

要なものらしく， しばしば繰り返され， 又最近カネンジセル等が枢機卿ダ
ニエルーに捧げた論文集の表題が“E pe tk asi s" である。
ミューレンベルグの「既に捉えたりと思わず」に対しては.1にも拘らず
既に照明されている」と既に答えてある。 しかしながら， ζの照明の視点，
つまり神からの語りかけの視点、を， ミスチクの体験の面では強調しながら，
その方位を全体として哲学そのものの根底に向けて貫ぬくというアプロー
チを， ダニエルーは決して採らないであろうという 乙と， これも又確かな
乙とである。 その限りミューレンベルグの対夕、、ニエルーの提題は依然とし
てその効力を失わない。
このことは， 1970年の夕、、ニエルーの著『ニッサのグレゴリウスにおける
存在と時間』からも明らかである。 乙の書の趣旨は， グレゴリウスの著作
の基本的用語を選び出し， 哲学的視点の枠内で予備的な検討をするという
ものである。 しかし繰り返し述べたように， N・グレゴリウスには神学と
区別された哲学の固有な領域というものは存在しない。
ダニエルーにおいては， 神認識の体験つまり倫理的側面とその認識論上
の問題の聞にずれがある。 N・グレゴリウスでは二つの面は不可分で， 審
判Kpf，σ刊の意味を帯びない判断叩f a，<;はない。 ミューレンベルグが要求
しているものは「正しく神に向う」人格性の問題である。 ダニエノレーの立
場から， 全体としてこれに答えるには， 神認識におけるアナロギアの人格
性を言わなければなるまい。 アナロギアの人格性の問題は， 大パシリウス
と N・グレゴリウスでは， アリウス派エウノミウスの神の本質の可知性の
主張に向ける神の名のエピノイアの論になる。
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IV

N.グレゴリウスの著作群の構成とその思想的適脈
「まず， 内容理解のため のアプローチの方法lrpoíl6宮TLÇ TEXIJLK�を序説 と
して立てて全体を総観しなければならない。 そこから連脈が出てきて各篤の
ロゴスが明かになる。」
『詩篇総観.Jl Op. V， p. 24

以上の三つの N・グレゴリウス解釈像はそれぞれ特定の著作を中心に据
えている 乙とは先に述べた。 いずれも全体としてのアプローチの方法を欠
いているように私には思われる。 全体的アプローチのかなめは， N・グレ
ゴリウスに解決を迫った問題そのものから出発し， その努力の結実から照
らすことである。 すなわち， グレゴリウスの個々の著作でなく， コンスタ
ンチノポリス公会議に至る事情及びその信僚を中心に据えることである。
そこに横たわる問題は， キリストを如何なる言葉として告白するかとい
う， 言葉の問題であった。 N・グレゴリウスにはTEXIJOÀOYεんその他テク
ネーに関連の諮が目立つが， それは根本において言葉の業の自覚につなが
るのである。
そとに至る道筋をつけたのは大パシリウスであった。 パシリウスは ケー
リュグマ (外的言語) ドク唄マ (内的言語) の相互貫入を言って， 言葉Il:生
きた働きの構造を与えようとしたが， それはコンスタンチノポリス公会議
にいたる思想的動乱の真中にあって， 外には異端ばかりでなく内にも言葉
が通らない， そのような情況の中にあって正しい方向を見つめつつ， 言葉
を沈黙と深く錯綜した関わりの中に据え， それによって言葉が正しく通る
語りかけの方位を手探りしたのであった。
とのような言葉の語りかけの方位の構造， すなわち生きた対話の構造 乙
そN・グレゴリウスの全著作を貫ぬく際立った特徴なのである。
乙の視点から N・グレゴリウスの全著作を次のように四大別する乙とが
出来よう。 (1) 聖書の語りかけ， すなわちキリストの福音を明かにする聖
書註解， (2) それを拒む文化的時代的情況に対する対異端論争， (3) そこ
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を踏まえた教会の内的活動の言葉としての宣教的牧会的著作群， (4) その
他書簡類。
(1) は旧約を中心とするが， その註解を通じてキリストに焦点、を結ぶ神
のオイコノミアの連脈を追う。 (2)，(3) は結局は(1)につながるための 同
時代の一つの言葉であるが， それを一つの言葉たらしめるかなめは神の名
の告白の仕方の問題である。 (2) は神の名の「認識」の仕方の問題である
し， (3) は自らもそれを冠して呼ばれる神の呼び名を己れのものとすべき
信仰者の「倫理」の問題である。
1)

聖書解釈の方法ないし一般的序説としての哲学。 方位σ席。π付と連

脈à"oÀ.OrJ8éa
「聖書の言葉はそれ自身の意味にとどまるのであるから， 神が共lζ働き給
うて， 何かーっきっち りとそれに即した連脈のある見方が出来ますように
theorian epinoesaiJ
「六日間の御業註解JJ PG 44， p. 68D cf. p. 21D

N ・グレゴリウスは聖書註解においても兄ノイシリウスの忠実な弟子であ
る。 Iもし私の論議に正鵠を射るところありとすれば， それは師の知恵に
つながるものとしてなのである。 J (Hexaem. PG 44， p. 89C)しかしそれ
は直接の方法が同じだというととでは決してない。 グレゴリウスは彼以前
の比町議的解釈や所謂字義的解釈とは異なる独自の聖書解釈の方法を「名称
はどうでもよいとしてJ(id. p. 5) 明瞭にもっていた。 上の引用からも明
かなように， グレゴリウスは聖書の一見矛盾と見える内容を一つの連脈で
貫 乙うとするが， その際彼は明かにパシリウスとも違ったアプローチを意
図しているのである。
問題は連脈というととの意味である。 との語は一般に理性の連脈と解さ
れがちであるが， そうではなし根本はオイコノミアのないし敬慶の連脈
であって， その収飲するととろはパシリウスの精神なのである。 そして又
そのような連脈を貫ぬくととがグレゴリウスにおいては「哲学」と呼ばれ
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ている。
最も困難でアイニグマに満ちた「雅歌』の註解序文に次のように言われ
ている。 rもしもとれらのアイニグマを通じて語る神のオイコノミアを庇
なきものと示し得たならば，

r儀文は殺し， 霊は活すJ (II Cor. 3， 6)と

いう使徒の言葉が示し得た 乙とになろうJ (p. 17， 10)。 神のオイコノミア
の生ける言葉の連脈を辿る 乙の作業， すなわち「神の御業を明かにするロ
ゴス」 乙れが「もし哲学によるのでなかったならば， 聖書は首尾の揃わ ぬ
ものと(字義的解釈)あるいはミュトス的と(比喰的解釈)見えるであろ
う。 (id. p. 11， 4)J r雅歌』は人の情動の言葉を，

ソロモンの口を通じて

御言葉御自身が諮り給う， その人格的関わりの深さにおいて最高の哲学と
呼ばれている (i・d. p. 17)っ
N・グレゴリウスの聖書註解は一般的方法論の叙述を伴い， それが彼の
理性的哲学的傾向の証しとされるけれども， そとで言われる連脈は上のよ
うな人格的関連の連脈なのである。
そのような連脈は， r聖書そのものの眼差しである正しい方位σK 07T6�J
を見つめるとき， 聖書の中に「自然に巧まれた救いへのメトドス」として
自ずから明かになってゆく (n
I Psal.

p.26)。 しかし， このような人格性

の連脈は別として， 個々の箇所の具体的な聖書解釈の定形を考えるととは
時に困難である。 グレゴリウスは屡々別の解釈の可能性をロlとする。 聖書
解釈というものはいわば常に新たな試みなのであって， その意味で「学校
風な一種の訓練として供されるものJ (Hexaem. PG 44， p. 68C)である。
もともと，

真実のレアリテ 宵páyμαTα というものは 「神の智恵の諾い給

うもの， そして人が祈りによって 己れに引き寄せるものJ (
De þeゲ. o p.
VIII， 1，

p. 183) であって定形に固定されるものではあるまい。

『六日間の御業註解』の結びの句「私の叙述に不足があれば， あなたの
敬慶の意識が， 又読者各人が不備を補って下さってよいのである。 寡婦の
捧げる二レプタは富者の寄進を禁ずるものではないのだから」に幾分かの
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修辞があるとしても， それは神に対するものではなく， この句は聖書解釈
の原員1]1ζ添うて言われているのである。
寡婦の二レ プタの比輸は，
て言われる( o p. III， 1，

r聖霊論Jでは持しつつ讃える神の名に関し

p. 114， 10)。 この節に掲げた引用「何か一つ…連

脈のある見方が出来ますように t he ori an e p n
i oe sa ijのエピノエーサイは
聖書解釈のそのような意を表わすために選ばれている。 聖書解釈も信仰の
行為に基づくのであって， 神の名のエピノイア説と平行な意味をもつはず
である。
2)

神の名の問題。 エピノイア説ないしアナロギアの人格性(対異端論
争)および祈りとミメシス(修道的著作群)
「如何なる名で讃えようとも， 神の本性を讃えたことにはならない。 …真実
に見ることは閉ざされているその栄光の高みを望むとき， 人は己れの罪を認
めるであろう叫叩yνφσôTα• éαυTOÛ， …尊貴を求めず身を引き， 己れの力の
裡にあって優ると見えるものはすべて万物の神に俸げ， 尊貴栄光と礼拝とを
きっぱりとo.η凶KW�救いの権ある者に帰す。 御父と御了‘と聖ZE:とが救うの
である。J
『聖霊論』結語(op. III， 1， p. 114 ， 22 p. 115， 10， 16)
コンスタンチノポリス公会議前夜

大パシリウスにおいて， 言葉の語りかけの方位の錯綜が露わになるのは，
対異端論争においてであった。 対異端論争の視点、は， 異端を見据えつつも，
単なる論難ではあり得ない。 N・グレゴリウスはζの点、でもパシリウスに
倣う。 はじめて『対エウノミウス第一の論」の筆を起しつつ，

I独りパシ

リウスのみは溢れるばかりの愛からエウノミウスに対して書いた Jことを
怒りを耐えつつ思い起こしている。
そして又， コンスタンチノポリス公会議に携えていた『対エウノミウス
第二の論』の終りに近く， 突然視野を転じて， 神に捧げる名lζ関するアナ
ロギアの人格論とでも言うべきエピノイアの論の一般的叙述に移っている。
これは， 言葉が方位を失っているã'TO νO� エウノミウスに直接向ける論で

59

聖霊論と哲学の言葉性

はなく， 代って「信ずると 乙ろlK(Jεσほをそのまま， 気持の真直な人々に
委ねるμETa(JiμεOαJ言葉である (o p. 1，

p. 398， 2)。 対異端の論争は， 言

葉のとのような方位に据えられた時にはじめて力をもっ。 光りの中でこそ
正しく裁かれるからである。
ミューレンベJレク占が， 哲学の自己克服とだけ言って， 論議を専ら論争の
視野に限るとき， とのように屈折した言葉の方位を見ないのである。
エウノミウスは神について言われる名を本質の表示と見倣し，

r生まれ

α によって独り子μoνoγενおの神性を奪う。 既
ざる」神の本性dγEννη σf
lζパシリウスが， 神の名はエピノイアとしてのみ可能とこれに応じた。 エ
(23)

ピノイアは感覚起源の観念をめぐって行われる思考の働きであるから， こ
れは神の名の被造からするアナロギアと， 同時に又神の名に関する限りの
一種のノミナリズムの主張になる。
N・グレゴリウスによると， エピノイアは「未知のものの手探りの手続
P Tι吋J (
C . Eun . II p. 277， 21)である。 これは神に関して
き毎 015 0宮EÚε
私達の裡lと潜む予感ないし予測岬dν0叫を露わにする手続き (p. 395， 2)
である。 だから神の名は「神の本性l乙関する 乙ちら側の思いを別にしては
言われ得ないJ ( p. 397， 7)。
グレゴリウスはこのエピノイアの論を， rあらゆる言葉は，少くも真実に
言葉であるならば， ひとの思いの何らかの運動を記す声であるσημal.l'TL吋
ψων手J (p. 393， 14)という句で説き始めている。 とこからも明かなように，
エピノイアの論は， 異端の哲学的認識の立場に添うたまま， それを人格性
の場に置く試みである。 精神のこの人格的な運動を抜きにして考えるとき
に， エピノイアの意味するノミナリズムに対するエウノミウスの非難「名
を実叩γa μα に先立てるJが出る ( p. 398， 6)。
しかし， 神の本質は知り得ず「神にぴったりした名はないといっても，
それは神の栄光を損ねるものではない。 ……神〔キリスト〕はあらゆる思
考の運動を超え， 名で囲みとろうとしてもなお彼方にある。 このことが私
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遠の本性の貧しさを見せ， 神の栄光のより大いなる証しをなす。j r対エウ
ノミウス第二の論』 のこの筒所 (o p. 1，
『聖霊論

p. 397， 21) は， 乙の節lζ掲げた

マケドニウス派を駁す』の引用と全く平行である。 乙の二つの

対異端の論は， N・グレゴリウスがコンスタンチノポリス公会議を控えて
書いたものであり， とれらの句が信僚に凝縮するのである。 r聖霊論」の
「尊貴栄光と拝礼とをきっぱりと救いの権あるものに帰す」は即ち「拝さ
れ讃美せられJである。 神の諸々の名は， 乙のような信仰の行為によって，
哲学的認識の対象であることから決定的に超えられる。 I神御自身にぴっ
たりした名はただ『あらゆる名にまさる名J Ph il . 2，9 であると信ずるこ
とj (Cont . Eun . II . o p. I， p. 397，26)， その名に価いするキリスト教徒と
は， そのことを「拝する乙とそのととによって告白する者の乙とである。
(id. p. 231， 4)j
神の名の問題は， 宣教的牧会的著作群においても重要な課題であるu と
e û)修道的著
れはことに神キリストの名を己れのものとすべきがμo/，ωσバ()o
作群の主要課題であって，

r如何なる名において自らをキリスト教徒と呼

ぶかJ De Pr ofess i・'one Chr ist i・0仰といった目立つ標題が端的にとれを示
し， 一連の修道的著作群はその課題の漸進的な解明なのである。
エピノイアは人格的なアナロギア論であるが， 修道的著作群ではそとに
プラトン的なミメシスが適用される。 その際エピノイアはイデアの実有を
持たず， しかも被造からのアナロギアだとすれば， ミメシスの関係は実は
逆ないし相互的なのである。 『祈りについてJ (PG 44) に次のように言わ
Tα を己れの生のう
れている。 Iひとは， 神の本性に認めるもの γνωpé，σμα
ちに真似るとき， ある仕方でそのものになる(p. 1177B)， …しかしある意
味で秩序は逆なので， 私が神を真似， それによって善が成るように， 神が
私達を貫似給うように敢えて希望するのである。( p. 1180C)j
乙のような相互的なミメシスが成立するのは祈りの中においてである。
「雅歌註解』の口づけの比喰，人の言うことを神が言い給う(o p.VI， p. 264，
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9) というとともこのような関連であり， これらは究極的には受肉の信仰に
基づくであろう。
ミメシスと祈りとのこの関連は， しかし， N・グレゴリウスにおいても
始めから十分に気附かれていたものではないa 修道的著作群 (op. VIII， 1)
の展開1<::， そこに焦点、が集ってゆく過程を可成りよく読み取ることが出来
る。 この人格的な関連は， 本性論的視点の枠内では浮かび上りょうがない
ので， それを破る無限性の視点の展開が一つの目安になる。 処女作『貞潔
について』では終りに近く，

r心の清きものとして神を見る」乙とがその

生の目標であり「限り」であると言われ，

r未だ神を見しものなし」の契

機が全体として十分に働いていないので， 例えば『雅歌註解J (op . VI， p .
356) におけるような神を見る欲求がいよいよ募る 無限性は 考えられず，
イデア的な本性論の視点を拭い切れない。 それが既に『完全性について』
では， 結びの句に「栄光から栄光に転生しつつ完全性の限りを先取りしな
いとと…， 真の完全性はそれを限りで限らないことにあるJとあって無限
性の視点、が明かである。 修道的生は単なる理念的行為ではないのである。
同じく最後の『キリスト教徒の生について」では「主はただ限りを見出す
ことの出来ない栄光を求めるように命じ給う。 私達自身その栄光によって
のみ御父と御子と聖霊とを讃美する乙とが出来るのであるJが結びの句で
ある。
本性論的視点を破る乙のような場の上に， ミメシスと祈りの関連も展開
する。

r貞潔について」に続く『如何なる名において自らをキリスト教徒

と呼ぶか』では単に「キリスト教的生の定義を言うとしたら， それは神的
本性のミメシスであるJ (p . 136， 6) とある。 それが『完全性について』
では単にミメシスでなく，

rミメシスと礼拝」と並べられ， 最後に『キリ

スト教の生について』では， 諸々の徳は相互的であるうち，
の先導J (p. 78， 10) として，

r祈りは諸徳

ミメシスは祈りの一つのモメントと解され

るにいたる。 諸々の徳は祈りによって神との直接の， そして相互的な関わ

62

りに立つ。 乙の書はMa tt h . 25， 40 Iいと小さきものの一人!C為したるは，
即ち我に為したるなり」で結ぼれている。
しかし， 祈りにおいてミメシスは神と人とで相互的であるといっても，
それは神の絶対的な思寵の基礎の上に成り立つ相互性であって， 先ずその
かなめを言うために， 本稿初めに引用したように，

rキリスト教徒の生に

ついて』の冒頭には， コンスタンチノポリス信僚が「敬度の準縄」として
据えられているのである。 ζの相互的なミメシスと絶対的な恩寵とを考え
合わせるとき， N ・グレゴリウスの思想の根本が受肉の信仰であることが
知られる。
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