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文 献紹介
古代教父とプラトニズムに関する
最近の研究文献
泉

治

典

乙こに紹介するものは， アウグスティヌス以前の護主主家と教父lこ関するものであ
る。

これについては E. P. Meijering の報告がTheologùche Rundschau， NF 36/4

(1 972)S. 303正に寄せられている(Zehn Jahre ForschungzurnTherna Platonisrnus

und Kirchenväter)。本稿はとれに負うとと多かったが ， むろん相当に取捨選択せざ
るを得なかったし， また新たに加えたものも多い。
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<占代教父とプラトニズム>というテーマは教父研究の中では限定さ れ た

テーマでしかないが， 極めて重要である。それは根本的lζ神学的動機によって働か
れている。A. v. Harnack Iこよれば， 教義史叙述の目的は[教義についての 真正な
批判であり， かつ教義の解体を記述すべきもの」であった。 アウグスティヌスとル
ターはく Entdog rnatisierungund Spiritualisierung>の始祖であるとされる。 ノレタ
ーは古い教義を再興したが， それは教義の時代制約性の表明と一体をなしていたと
Harnack 1;1:考える。 彼によってピエティスムスlζ初まる歴史意識とリベラリスム
スとが重なって， < Hellcnisierung> としての教義とイエスのく単純な福音> とが
対日せしめられた。 彼以後の活援な歴史研究は， むろんとのように歴史を切断する
ことを好まないが， 古代教父の自己理解としての教義とプラトニズムとの不一致を
強調する。i'Jr約聖苫を教義史から解放して〈思想、史〉として叙述することに或る程
度成功したプルトマンとその学派においては，

ぐ活動する神>とく存在する神>と

がはっきり区別され， 教父のプラトニズムは価値判断としてだけプラトンを受容し
たもの， とされる。 乙うした状況の中で， w. Pannenberg が歴史を精神化によっ
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ても実存によっても切断することを欲せず， むしろ伝承を丞んじ歴史を終りから見
ることを主張して， 聖書的思考はどこまで存在論を受容し得るかと悶い直し得たこ
とは， 奇妙な印象を受けるほどである (DieA ufnahme des phi losophische n GottcsLegriffes a ls dogmatische n ProL le m der fr üh-christliche n Theologie， Zeitschr. f.
Kiγchengesch. 羽， 1 9�ももむ

の もIC Grundfrag開syste概atischeγTheologie 191切， Göt.

ti nge n I乙収録)。
他方，

中期プラトニズムと新プラトニズムの名称は今世紀になっ て定着し (K.

Praechter， R.Arn o u。 なおH. v. Stei n， Geschichte des Platonismus， 1 864が初めて
く N euplatonis mus>の語を用いた)，その後E. Hoff ma n n， Ph. Mer la n，E. R. Dodds，
W. Thei ler， d eWitt，A. H.Ar mstro n g ら多くの 人々によって 研究は急速に進
展するようになった。しかし， アカデメイアからプロティノスに至る歴史的経過を
プラトニズムの哲学史として把える乙とは今日でも非常に困難である。それは資料
の不足によるだけではない。フォアソクラティカーの場合のような批判的継承の中
核となるものがなく， プラトンの全体が受取られ批判されたのでもなく，伝承される
引用ゃくSchrift beweis>はあっても価値判断は別に与えられる。 とすると，

<教父

とプラトニズム>というテーマは，個々の教父についてその時代のくπAατωνlICO!>
と呼ばれる人々との一致・不一致を論ずるにつきるかどうかが問われなければなら
ない。勿論， 新プラトニズムよりもプラトン白身を教父に近いと考え， しかもプラ
トンについても一種の選択を行うことによって両者を結合しようとする考えもあり
得ょう。E.v . Ivá n ka， Plato Chrùtianus， 1 964 は版本的に言ってこの傾向のもので
ある。 しかし他方， あくまで歴史的研究に即しながら， ハJレナックいらいの大きな
問題lζ答えようとする反省もあり， その点で H. Dörrie，W剖is t"spätan tike r Pla
tonis mus“? (Theol. Runds. NF 36/4， 1 972)の所説をここに紹介しておきたい。
Dörrie によると<-，σμぬ>が名詞に付せられる以前にくíÇôω> が付せられる
のが常であり (xP，q，ほMσμぬ の場合は例外)， これは特定の人物，

風習， 地域に

ならうことを意味するが， オリゲネスがケルソスに対して， またペJレシウムのイシ
ドーJレ(435頃没) がフィロに対して1rÀ.a，ων!Çôω と言って批難し た よ う に， キ
リスト教徒は最初からこの語を批難をとめて口にしたのである。 1 6世紀 の半ばl乙
Plato nis me という 言葉が流行したが， それはキリスト者でありながら プラトン的
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傾向を示す者への批難を意味した。18世紀に入ってプラトニズムとキリスト教は相
容れないという考えが生じ， そこで例えば， ニカイア教父たちが古いロゴス説をか
えてキリストのリアルな先在を語ったのはプラトニズムによる曲解である， という
判断が下される。ハルナックの考えもとうした歴史的背景を持っているのである。
勿論そζにはプラトニズムについての不明瞭な知識しかなかった。その点でハルナ
ックのテーゼも独断に属する。しかし， プラトニズムが直接プラトン自身に帰るも
のでないことが明らかになった今日においても， 教父とプラトニズムの一致という
ことは決して軽々しく弓えない。むしろ新しい意味で根本的な不一致を戸わざるを
仰ない， と D凸rr ic は15�える。それはこうである。 <1l:).a，ωνIIcot><p la to nici>と
は特定のtifドγ的市H!J\において一致している人々である。 彼らは過ぎ行くものと過ぎ
行かぬものとを医別し， くかO!4ωσ1<;>を以て後者を把えようとする。 この橋渡し
が， やがて彼らの形而上学を救済説に作り変え(中期プラトニズム以後， プラトン
の白然学と宇宙論は次第に無損される)，

<教養人の宗教>( それは一定の教団を持

たない) を作り上げた。プラトニズムとは宗教的に規定された超越哲学である， と
言うことができょう。 そこには哲学と宗教との間の断絶はない。 セネカは く d eum
colit qui novit>( ep . 95， 47)と言ったが， このように神認識と神礼拝は一致し， ロ
ゴスとヌースは神的内在 的なものとして把えられているのである。
ζの点でキリスト教とプラトニズムの対立は明らかである。キリスト教では哲学
を信仰の前段併とみなしたり， 村1夜、的深化のために有用なものとみなすととがあっ
ても， 哲学と信仰が般本的!C一致すると考えたことはない。相手の概念や用語をm
いることはあっても， インテンションにおいて無反省に導入することはない。イン
テンションとしてのくキリスト教的プラトニズム>と い う も の は実在 し な い。
Dörri eは， アタナシオスがDe間印rn. Verbi， ca p . 3において，

神が普であるのは

普なる利lのIlínと非人格的な子容の原理(，占&raf)óν)があって神がそれに与ったりそれ
をテロスとしたりするからではない， と述べていることを示す。 神の苦Aが抽象的な
ヒュポスタシスlζl守;きかえられることをアタナシオスは拒否するのであって， これ
は ca p. 4で創造の くalr!a>に関して 述べている場合も 同様である。 世界原因は
事\1の働きの道具とされるのである。そのように， プラトニズムの実体そのものがキ
リスト教の巾に入ってくるととはない。たしかにプラトニズムは古代末期の教養を
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なしており， その点で教父は長い間それに関わっていたが， 両者はそれぞれが限界
を持つという点でだけ共通するのである。しかしプ ラトニズムの神学的内容が実体
的K受容されるととは決してなかった， とDö rrie は断言する。 例えば，

村l性の階

層性， 始まりなき世界， ロゴスの不変的な原啓示， 魂の遍歴と還帰といったプラト
ニズムの重要な教義は，

ófloOÚσ10<;， キリストの救済のわざ， 村1の臼由な恵、み， 復

活などと全く相容れない。新プラトニズムが臼己を体系化したとと は個々 の 教 父
(例えばオリゲネス) に影響を与えたが， 全体の流れの中ではやがて修正を見る。
この点で， 両者の接近はかえって両者ーの相違を切らかにする機会ともなっているO
その対立の結果， プ ラトニズムは次第に最初の内容と矛目するようになるのである。
なおDörrieの所;誌の概安は RGG3の中の “Neupl atonism us" ，“Pl atoni自mus"の
項からも何われる。
. . Meijering はW ie P lat onisiert cn Christ cn?と題する 論文の巾
とれに対し， E P
で反論を行っている (れ:gzl. Chrz"st. 28， 1974. のちに 論文集God Being History，
1975， Northholand Pu ul ish ing Company Iと収録)。 それは 一口にいうと， たしか

にキリスト教の根本教義とプラトン主義の根本教義とが教父たちの中で結合すると
とはなかった， しかし， 彼らの体系的合理的な神学的解釈の中では， ただ形式的中
立的な意味でプラトニズムの用語や論理が導入されただけでなく， 実質的な影響も
受けているのであり， とのととまで否定するなら， 原史としての付1乍史の叙述は不
可能になる， というのである。
実はとの主張は， 教父の神学をケリュグマにもとづく型芥神学として規定しよう
とするオランダの新正統派を意識してのととなのであるが， それはともかく， 具体
的に彼が提示するのは， 教父のプラトニズムへの関わりは両義的であって， 決して
単純な対立ではない， という点である。プラトンのイデア界の不変'VI:という考えが
教会のク レドーと結合しないのは当然だとしても， 教父の神学的解釈の中で， 創造
や受肉などの照史的行為をどう説明するかは， 決して周辺的問題ではなかった。例
えばアウグスティヌスは， 神は創造以前IC何をしていたかの問いに対し， 神の本質
と意志の不変性を強調しつつ， 創造者における〈永遠の今>を沼ったが， それは明
らかにプラトン的理解と言えるものである。だが彼は同時に， プラトンが質料から
の創造を話って無からの創造を活らなかったととを強く批難した。さらに， アタナ
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シオスにおける創造者のi毒性!C関する D凸rrie の所説については， Meijeri刊はそ
れが中期プラトニズムと矛盾しないととを指摘し，

ζこにアレクサンド リア派ーア

リウスーカノfドキア派の系列とアタナシオスとの相違を見ている(後述201ページ
も参照)。 従って確かに，

アリウス論争をフ。ラトニズムとキリスト教の対立として

だけ見ることはできないのである。
しかし上に見た Dö rrieと Meijering との解釈の相違は， 実質的にはそれほど大
きいとは言えないであろう。 日下の所， 教父について一面的にくケリュグマの神学
>を古うととはできない(Dürrieもそれを主張してはいない) が， 他方 <キリス
ト教的フ。 ラトニズトム>を大肌に主張できる人もいないはずである。そして， グノー
シスの介杭がキ リスト教とプラトニズムの対立を鋭くさせたという事実は， やはり
教交/1手代におけるf，1�1守の不一致引慣史的判断としても3い得る材料であろう。

11

C.And resen， Justin un d d er m ittIerePlato n ismus(Z. f. d. ntl. Wiss. 19521

3， S. 159伍)は，

教父とプラトニズム!C関する最近の研究にとって記録されるべき

ものとなっている。An d rcsen はユスティノスの哲学史的位置づけについて従来の
対立する見解に挑戦して， プラトニズムでもなくストア哲学でもなく， 中期プラト
ニズムK源泉が求められるとする。すなわち， ユスティノスにおける神学と宇宙論
の結合や).6ro"σπEPμ白'1"11，6"の倫理的解釈は， プノレタルコス，アッテイコス， アル
ビノスに見られるものであるとする。ζの点は， N. H y ld ah l ， Philosophie und Chris
tentum. Eine Interp何tation der Einlet"tung zum Dialog Jus#;町(1966， Kop enh a-

g cn)や， J.H.W aszin k，Bem erk ungen zumEi nfluß d es Plato nism us im f rüh en
Ch risten tum (以igil. Chri・st. 1965， S. 129丘)によって継承されるが，

いずれもAn

d resen ほどに確信をもって哲学史的位置づけを決定しては い な い。 ユスティノス
がDial.

c.

T;ヮ I I 3ff !乙記す回心前の哲学者遍歴はフィクションだとされる(H y l.

d ahl)。 いずれにせよ， 個々の哲学者が評価されて折衷的K取り入れられる乙とは，
ユスティノスにはなかったのであろう。 これはソク ラテスに対する彼の積極的な評
価(1 Apol. 5， 11 Apol. 10)についても言える乙とで，

ソク ラテスが真の哲学 の原

型であるとか， 哲学そのものの休現であるという見方は生じていない。く原哲学>
が天から下ったのはキリストにおいてだけである。ソク ラテスは彼にとって|日約の
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イザヤと同じように， 真の神認識へ向かう探究の途上にある。しかしこの探究の道
は信仰と悪霊の戦いにほかならず， そ乙l乙ユスティノスと， アテナゴラスやクレメ
. Barnar
.
dJ
， ustin Martyグ. His Lile and Thought (19 66)
ンスとの区別がある。LW
(
zur hist . The o1. 47， 1972 ， Tübi ng cn) と
と E . F. Osbo rn，Justin Martyr Beiträge
はその点見解が若干異なっている。前者は ソクラテス

プラトンとの連続引を強I凋

し， 後者は旧約重視に由来する独自の歴史神学の形成l己主限をおいている。ユステ
ィノスとアテナゴラスとの違いについてはBar na rd， Ath円'zagurαs: A Stuψin
Second C印tUlァApo!ogetic (1972 ， Paris)を参照。
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アレクサンドリアのクレメンス につい ては， E. F. 051的r n. Thc P!til.

osophy 01 Clement 01 Alexandria (19 57， Cambrid ge )が，

プラトン『パjレメニデス』

におけるーと多の問題が彼の神rmのrþに入っているととを明らかにした。との問題
.
は JWhittaker
， 'E1rilCê/νa t;OÛ /Cat oùσ!a<;; (れ:gμ Ch門'st. 19 69 ， S. 91 ff .) �と受け継
がれるが， それは最高のく有るものゆゐ>はイデアと同一視されるか， それとも
イデアをも越えるか， という問題である。中期プラトニズムに特徴的な神性の段附
説一一ニカイア以後の教父においてはほとんど斥けられたもの

ーー

がクレメンスに

あるととは確かであって， 彼はそれを発出によって表そうとしたのである。S.R.C.
Lilla， Clemens 01 Alexa:吋γia. A Study 0/ Christian Platonz's概 and Gnosticis机
(1971， Oxfo rd )は， Cleme nsがプラトン， アリストテレス， ストア祈'γを訂版源泉
から取り出したのではなく， フィロと中期プラトニズムから導入したととの一つの
証拠として， くà1CáOε/a>と<óμofωσ/<;; Oeψ>が同一視されている乙とを挙げる。
聖書解釈に哲学を用いるととはフィロから学んだのだ、とされる。そう すると， 従来
言われていたようにクレメンスを折衷主義者と規定するととは， 少くとも積極的な
意味では主張されないであろう。またv. Ivánk a (上抱11 S. 97ののように， クレ
メンスの独創牲と正統キリスト教の伝統を強調して， そのへレニジールンクを存定
するというとともできないであろう。むしろユダヤ教の折J、?とL!，JVj7" :7トニズムと
の影響が強いのである。 Lilla はクレメンスの今一つのiJt夜なソースとしてグノー
シス主義を挙げる。それはくπfσrtC;; > と くTIJWlT/C;; >の関係についてである。クレ
メンスはキリスト教信仰の基礎は前者にあり， 前1'1ーからしてだけ後者!L二1�り得ると
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考えたが， それは， グノーシス派がこの両者をはっきり分断するのに対して， 単純
な信仰と照明による信仰とは決してくantipa thy >をなすのではない， と考えた か
らである。文化としてのギリシア哲学とキリスト教との関係は， クレメンスにあっ
てはピスティス グノーシスのとの関係認識から把えられたのであろう。 彼 はユス
ティノスと違って， ギリシア人が!日約聖書から真理認識を学んだのは剰窃であると
は考えない。 それはむしろ神の摂理によるものである。ギリシア哲学はキリスト教
信仰の完全な真理認識を準備するのであり， キリスト自身人類の医者， 教師である。
乙れは， ユスティノスがロゴスの受肉以前と以後を区別して， その聞にきびしい緊
張を置いているのと異なっている。 クレメンスのキリスト教的グノーシスがのちの
. . F loyd，
す[プラトニズムlC与えた影響は無視されないように思われる。なお，W.E G
Clement 0/ Alexandria's Treatment 0/ the P;仰blem 0/ Eψil (19 71， Oxford) は， 108

nの小著ながら， クレメンスの惑と自由意志の問題をグノーシス派のそれと対比し
て扱った好論文である。
オリゲネスのプラトニズムについて十分に包括的な研究はまだ現れていないよう
である (Cro uzel， Origène et la þhi・'Iosoþhie， 1962 は筆者未見である)。 ケルソスに
関しては， C. Andresen， Logos und Nomos. J)t"e Polemik des Kelsos削d
・' er das
Christentum (Arbeiten z ur Kirchengesch. 30，1955， 13erlin) が， 博識であったケル

ソスの思怨的統一像を求めている。Andresen は， ケルソスの書“'A).布。於).óro<;;"
がその名を挙げてはいないがほぼ同時代のユスティノスに対する批判であったとす
る。 乙の表題はいわゆるくphi losophi a perennis>を志向するものであって，

歴史

的伝承の優位の原則を意味し， 従ってそれは， 与えられた伝習としてのノモスに近
いのである。ケルソスによれば， ユダヤ人はエジプト人の伝習に反逆し， さらにキ
リスト教徒は一層強くユダヤ教徒の伝習に反逆したが， 彼らの誤りは正11:そとにあ
る。真なるロゴスはく太陽の下K新しきことなし>と言うのである。そ乙でケルソ
スは， キリスト教徒の歴史意識ー一一特lζ終末意識と復活思想ーーを批判すると共IC，
中期プラトニズムがプラトンから離れて哲学の関心をもっぱら宗教的なものへと転
じたととをも批判する。ケルソスが本当にプラトンへの復帰を意図したかどうかは
断言できない。 歴史的思考を拒否することは“Ti・maf・'os"の世界生成の起始iζ関す
る解釈とも重なって， 中期プラトニズムの特徴と見られるからである(“N omoi"は
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世界の歴史的発展に関心を持っていたはずである)。 しかし彼の意図が， ギリシア
哲学とキリスト教との本質的差異に気付かせるものであったことは確かである。
オリゲネスはとのくål布。於Mro宮>IC対してくOsto宮Mro� >をもって防戦した
(c. Cels. IV. 36)。 それは彼をして， v.lvá nka 上掲書が言うようにクレメンスより

も一層真正のプラトニストたらしめるのだろうか。 H. Dörrie とJ.Waszink の上
掲論文はとれに否定的である。オリゲネスは神的ロゴスについて， その歴史的啓示
的性格を強調することによってケルソスに対立したのではない。むしろその不変性
を前面に押し出している。しかし創造の問題に関して， 一方では神的ロゴスの永遠
の発出( generati o) と， 他方ではその歴史的活動としての時間的創造( creat i o) とを
同時に語らなければならなかったのである。との重要な， しかし過渡的な矛盾をわ
れわれは歴史的にどう判断するか， 問題は未解決のままになっているように思われ
る。

IV

4 世紀fC入るとキリスト教内部での教義論争が活発になる。G. Stea d，
The

Pla tonis m ofArius (ノourn. 01 Theol. Studies 1964， p. 16丘)は， アリウスの神観，
乙とに万物の起源としてのくμ仙台>の理解が中期プラトニズムIC由来 す る と と
を明らかにした。従って， ζの異端派と正統神学の相違を， 従来のように単純にア
リストテレスとプラトンの相違として図式的に示すととはできなくなったと言える。
. . Bar nard， TheAntecedents of Arius (Vigi/. Christリ1970， p. 172 任)，
さらにLW
およびWha t wasArius' Philosophy? (Stud. theologica， 1974， p. 110ff.) は， 中期プ
ラトニズムと言っても， 直接にはフィロ， アテナゴラス， クレメンス， オリゲネス
から採られたもので， それ故アリウスはそれらを聖書的神の属性とみなしていたの
だ， と言う。 Bar nard は後期のアリウスが新プラトニズムIC近づいて行く乙とを見
ているが， アリウスの哲学のソースを特定の学派IC求めるととは誤りだとする。 ζ
うしたととは， 異端説が正統派の全く外部から起とったのではないという問題lζ目
を向けさせてくれるであろう。
アタナシオスIC関しては1973年が没後1600年記念、であったので， かなり多くの論
文が提出されている 。論文集の一つに. Politique et Théologie chez Athanase d'Ale'
xandrie， éd. Ch. Kannengiesser (1974， Par is)カあ
f る。 アタナシオスのTheodizee
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を論じた Mühlenber gのものなど興味ある論文が多いようであるが， 未見である。
E. P. Meijering， Orthodo砂and Platonism in Athanasius:かzthesis or Antithesisl
(1968，Leiden) は， アタナシオスとプラトニズムの関係を再検討したものである。
Meijering はそれをアルビノスの Epitom e にさぐり， それとプロティノスやポルフ
ュリオスとの相違を明らかにする。すなわち， アタナシオスは存在と思惟を越えた
最高原理という新プラトニズムの教説を知らないし， たとい知っていても用いては
いない。 むしろ神をく&/Ca"l"á)'加"1"0<; oùu[a>と呼ぶが， 乙れは神を無規定な存在
と考えるζとではなく(そういう意味でなら， 新プラトニズムlとも見出さ れ る)，
むしろアリウスの神性段階説とく年OOÚUIO宮>否定に対立して， 神性の不変性と三
位一体的6μ000σ10<;を主張するために言われるのである。 こうした点でアタナシオ
スとプラトニズムとの関係は両義的であるとされる。Meijer ingがアタナシオス と
新プラトニズムとをはっきり区別する今一つの理由は， <ó Osò<; ràp &ra06s èuu
. . ... > (Tim. 29E) が De incarn. Verbi 3 で最高存在としての神について言われて
おり(乙れはAttikos，Frag. 3， 2 でもそうである)， 決してEnn. V， 1，8 のように
第二のヒュポスタシスたるヌースについてではない， という点で あ る。 なお， J .
R oldanus，Le Christ et l' homme dans la theologie d'Athanase d'Alexandrie (Studies
in t h e Hist. ofChristia n Thought 4，1968，Leiden) は救済論を扱った神学論文で，
哲学的背景については余り言及はないが， 非常にすぐれたものである。神と人間の
質的差異を強調するアタナシオスが個々人の救済をどのように扱ったかという点で
創見に満ちている。

V

E. Mühlenberg， Die Unendlichkeü Gottes bei Gregor von Nyssa (1966，

Göttingen)はニッサのグレゴリオスと新プラトニズムとの相違を明らかにする。 ζ
れは H. Merki， '0/10[，ωσ勾θsijì，Von der Platonischen Angleichung an Gott zur
Gottähnli・chkeit bei Gregorψon Nyssa (1952) と異なる結論となっているが， Müh・

lenberg はまずグレゴリオス以前のくli7r:51poν >の概念を検討して， それが神の属
性となり得ないととを明らかlとする。プラトンにおいて神は形成原理であり， 他方
質料とそ無限定， 無形態であるとされている。アリストテレスもまたアルケーの無
限性を拒否した。プロティノスにおいてもそれは質料1<::帰せられ絶対悪とみなされ
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る。しかしグレゴリオスは， 神は有限な人間的精神には絶対に近づ き が た い も の
( fìnitum non capax in fìniti!)として， これに無限性を帰したのである(これは， 神
の可知性を強調するアリウス派エウノミウスの合理性i乙対する 反論と も な っ て い
る)0 Mühlen be rgはさらに， グレゴリオスの神秘主義が， 神をよりよく知ろうと
して無限に神に近づ ζうとする努力であって， 乙れはプロティノスのヌースにおけ
る永遠の知的観想、と， ヌースlζ高められた精神の一者との合一( unio mystica)とは
異なるものであると考える。乙れら二つの点で， Müh len berg ICよればグレゴリオ
スはプラトン主義者とも神秘主義者とも規定されないととになる。 と れ に 対 す る
J. Daniélou の批判とその後持たれたコロキウムについては， 山村敬f聖霊論と哲
学の言葉性J (中世思想研究16号)を参照。Daniélou はさらに， L' Etre et le temþs
chez Cregoire de Nyssa (19 70， Lei den)において身体，

死， 復活IC関する諸問題を

取り上げ， その 中でグレゴリオスの哲学的思索と神都主義を明らかにする。すなわ
ち， 神の無限性と人間の善への無限の前進というグレゴリオスの思想、を， Daniélou
は Mühlenberg と違ってフィロやオリゲネスを通して知られたストア派と中期プ
ラトニズムに帰着させ， さらにプロティノスとの一致をも示す(例えば神について
。 釘IÍIt.aσI�>
の無限の喜びを述べるDe beat. 4 とEnn. Vl， 7， 32， 24 ff.の類似)く
の概念がアウグスティヌスConf. XI， 2 0ff におけるくはten sio>と共にストア派の
認識論IC起源、のある乙とも示されている。乙れらは非常に興味深いのであるが， そ
の豊富な引用が果たしてグレゴリオス自身のコンテキストの中で十分な一貫性を持
って言われているかどうかとなると， 判定にむづかしいのではなかろうか。グレゴ
リオスの場合， 特にその点が問題である。中期プラトニズムが創造の永続性を主張
するのに対して， グレゴリオスもまた他の教父と同 じように神の意志契機を全面IC
出し， とれと神の知恵との同一視を語るのであるが， それはあくまで神の知恵であ
って人間の知恵ではないのである。山村前掲論文はグレゴリオスの思想の 中心を言
葉の受肉IC見るが， 乙れは質料の無限性と， そ乙からして世界の永続性をも主張す
るプロティノスの考え一一Daniélou は ζ の点には訴えるーーとは決して 同 一 視 さ
れないものであろう。 M. B . v . Stri zky， Zum Problem der Erkenntnis bei Cregor
vo匁 Nyssa (Mün ster . B eitr äge z urTheo lo gi e 37， 19 73) は， Müh lenbe rg のようlζ

<五nitum non capax in fìniti>をグレゴリオスの中心問題とは 考えない。 グレゴリ
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オスにおいては， く神の似像>1立神によって人聞に植えられた神への願望であり，
その中には無限に神を求める能力があると考えられている， という。 Str i zk yの小
著は， との考えに比せられるものをプラトンとプロティノスの中IC見出しているO
その引用は面白いが， 全体として D a niélou の線上にあり，

ひとしく人間学的関心

からのアプローチである。 しかしカパドキアの教父たちの場合， 神学と人間学との
関係が新しい問題となったのであるから， その点で創造や受肉の問題を基礎におく
ことが主要なのだと恩われる。 そうすれば D a niélou の豊富な例証(ただしそれは
オリゲネスに訴えるとと多いのに注意) も， やや異なるコンテキストからの解釈を
受け取ることになろう。

VI

ヴィクトリヌスlζ関しては P. Hadot のすぐれた研究が二つある。 Por.

phyre et Vi・'c/orinus， 2 v o ls (1968， P a ris )と ， Marius VtCtortnus. Recherches sur Sa
vie et ses oeuvres(1971， P a ris)である。ヴィクトリヌスは西方教会の雰囲気の中に

ありつつ， アリウス反駁において中期および新プラトニズムに接し， またギリシア
教父の影響を受けてく ópooúσco宮 〉の問題に取り組んだのである。 P . Hadot は第
ーの著作で， ポリフュリオスからの影響が彼の 中lこ見出 されるととを明らかにした。
すなわち， ヴィクトリヌスはプラトニズムにおける存在を越える絶対的なものに存
在の窓味を与えて，

その一義的な超越を拒否したのであるが，

その際 <rrpúoν>

と <ゐ>の絶対的な区別に代えてく p ri nc ip a le t"占ゐ〉とくp rimum OIJ>， あるい
はくesse>とく ゐ>の区別を置き， そして後者を前者のうっしとして考えた。 そ
のうつしはく a bs cond iti i m a ni fest a t io>である。このように絶対的なものと存在と
を関係づけ， それによって存在のイデア的理解がしだいに失われていく乙とは， プ
ロティノ スにはないがポルフュリオスにあることを Hadot は指摘し， またヴィ ク
トリヌスの持つLibe rPla tonicorum (A ugus ti nus， Conf. v ii 9， 13) が何であった か
を幾分明らかにする(乙れは十分明らかでない。 H a dot の第二の書 p. 201ff.およ
び The Ca:隅br. History of Later Greek伝Early Medi，四al Philoso持，y， ch a p . 2(むの

R.A. Ma rkus の見解も参照)。ヴィクトリヌスはさらに， キリスト教の 創造信仰か
らしても， 超越的な神がロゴスと一つのものとして霊なる存在であることを語る。
霊なる存在は自己関係性において持つ内的力を啓示し， それによって存在の多をあ
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らしめる。かかる創造はあくまで信仰の対象であると共に， 霊のうつしたる精神か
らの類比的認識という間接的な神認識を開くととになる。P. Hadot の第二の著は，
ヴィ クトリヌスの関心や修辞学と哲学との結合一一それは西方の知的伝統をあらわ
すーーについて， またヤムプリコスとポJレフュリオスの相違についてなどの興味あ
る問題を十分に扱っている。
アウグスティヌスが教父とプラトニズムの伝承をどの程度受け取り， どのように
理解したかの問題は， 中世初期の思想、図形成に大きな意味を持つので， 改めて論じ
なければならない。その際， われわれのテーマにとって霊要な問題は， グノーシス
的なものの除去の程度と， それが両者の関係、をどのように新しく規定するかという
ととである。

