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アキナスになける“PER SE POTES
TATIVUM"

と

エメサのネメシオス

の “TO AUTEXOUSION"
Vincent-M. Pouliot， o.p.

P e r s e pote stativum という珍らしい用語を，トマス・アキナスは S umma
T h eologia e， 1 a II a e の Prologus において唯一度だけ用いているのであ
るが， この用語によって彼は一体何を言おうとしたのあろうかまた， この
用語はアキナスが新たに造り 出した用語であろうか， それとも彼はこの用
語を何処から借用してきたのであろうか。 中 世思想研究の一つの課題とし
て私はかかる問題を追求したのであるが， その結果をここにとりまとめて
みたいと思う。
実を言うと私は偶然にこの興味ある問題に遭遇したのであり， この用語
の歴史的な由来は未だ何人によ っても確認されていないので， 只， 私見を
開陳するに過ぎないが， 諸賢の御批判と御教示を賜われば幸いである。
この問題を次のようにして，
1)

先ずアキナスの原文と， 彼によって引用されているギリシャ文のラ

テン訳を対比し，
2)

次にアキナスによって引用されているギリシャ文は， 誰の文章であ

り， どこから入って来たかを調べ ，
3)

最 後に， この引用された用語がアキナスの思想、に特別の影響を与え

ているかどうかを解するという順序で， 究明することにしよう。
〈ー〉
アキナスの原文と彼によって引用されたJohnnes
Damascenusのギリジャ文のラテン駅
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アキナスの原文と， 彼によって引用されたダマスケヌスのラテン訳を吟
味する前に， 先ず次のことを注意しなければならない。 即ちアキナスはヨ
ハンネス・ダマスケヌスの De Fid e Orthod ox a を， 中 世の他の神学者達
土
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と同様に， ギリシャ語ではなくラテン訳で読んだのであるが， その時代に
ピサの Burgund io のラテン訳であ

アキナスが使用しているこの per sepotestativum

という用語の由来を正確に跡づける為には， 当然， �皮の読んだラテン訳を
吟味 しなければならないのである。 ところで 不思議にも 10世紀時代におい
では，

stand ard tex t であったブルグンヂオのラテ ン 訳 は印制時代 に 入

ってから一度も印刷されなかった。 勿論， 幾つかの写本は残存して い る
;0'，

一般にそれを使用することはでき なかった。 それ故， 中 世哲学史家達

は， アキナスによって引用されているダマスケヌスの言葉を原文と対比し
て見 ょうとすると， Migne の Patrologia Graecaにのせられているギリ
シャ文と， そのラテン訳を見るより他に方法がなかったので、ある。 ところ
カ2このミーニュにのせられている ラ テ ン 訳 は
(2)
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2 年に発 刊 さ れ た

Lequienのラテン訳で， アキナス が使用している ブルグンヂオの訳とは非
常に異っている。 それ故 そこにはアキナスの使 用 し て い る こ の per se
potesta ti vum という用語は当然見 出されないのである。 両者を特 色づける
と， Lequienのラテン訳はルネッサンスの風潮に従って古典ラテン文を綴
ることに専心 した結果， 原文の意味が柔かく表現されているが， これに対
してフ.ルグンヂオのラテン訳においては， 中世時代の習慣に従っ七原文の
意味を正確に伝えることに努力 し， ギリシャ語をとりまぜた遂語訳がなさ
れている。 それ故 プルグンヂオの訳は非常に読みずらい訳であるが， しカ、
し， 原文と対照 してみる時， 原文の意味が非常にはっきり してくるのであ
る。
幸にも 19 55年ニューヨーグの Franc iscan Instituteから， Buytaert 師
の手によって， 中世時代に一般に用いられたこの ブルグンヂオの訳文が発
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刊された。 これによって 我々は， アキナスがどのよ うなラテン語を通して
ダマスケヌスの思想、を研究し， そこから どのよ うな 用 訳を 選んで自分自身
の言葉としたか， 更に per se potestativm の用語となった言葉に， どのよ
うなギリシャ語があったのかを確めて みることができるよ うになった。
丁度私がアキナスの per se potestativum に関して 色々と問題を抱いて
いた時に， このプルグンヂオの手になるダマスケヌスの De Fid e Ortho(3)

d ox aのラ テン訳が， 刊行された。 早速この版を利用 して，

アキナ ス の

S um m a T heologiaeの 1 a II aeのPrologus を吟味した次第である。 次
にその結果をこの場所を借りて 報告させて いただくこと にする。 アキナス
のPro logusを見ると次のよ うに 記されて いる。 即ち
のS um m aの1 aIIae
(4)

Q uia， sicut Dam ascenus d icit， hom o factus ad im aginem Dei d icitur，
secund um quod per im aginem signif icatur i n t e11 e c t u a le e t
itrio l iberum

e t per

se po t e s t a t i v um;

a r b

pωtquam

praed ictum est d e ex emplari， scilicetd e Deo， et d e his quae processerunt
ex d ivina potestate secund um ejus voluntatem ;

restat ut consid erem us

d e ejus im agine， id est d e hom ine， secund um quod et p
i se est suorum
operum principium ， quasi liberum arbitrium habens et suorum operum
potestatem .
ここで Prologus から 引 用されて いるのは 一一一明 らかに 補われてはいる
が一一一 intellectuale et arbitrio liberum et per s e potestativum に他なら
な い。 これがこの小論の中心 問題となる言葉である。
然しながら この問題に 立 入る前に， 先ずダマスケヌスの原文のBurgun
d io'訳と L equien訳とを対比して提示しよ う。
アキナスによって引 用されて いるダマスケヌスの De E id e Orthodox a
の中のDe Hom ineの原 文と， Burgund io及び L equienのラ テン訳を対
比して みると ， 次の知くである。
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BURGUNDIO(11 5 3 - 54 )
(Buytae口-1955 -p.11 3 � 2 )
Capitulum2 6 -De Homine

1

L E Q U 1 E N (1712 )

I (MigneP.G，. t.94 . co1 .919 - 9 20)
L ib. U， cap. XII-De Homine

Quia vero haec ita se habebant， I
ex invisibili et invisibili natura I
cond it hominem， propriis manibus， I
secund um suam imaginem et simili- 1
tud inem: ex terra quid em corpus I

Haec ergo cum ita se haberent，
hominem ex visibili et invisibili
natura suis Deum manibus ad ima
ginem et similitud inem suam cond it:
sic nempe， ut efficto d e terra

plasmans， animam autem rationa1em : corpore， animam rati one et intelli
et intelligibilem per familiarem 1 gentia praed itam

i泊ns乱ぱ1

qu問e d iv吋inam imaginem d ic凶clmu凶2おs.

1 quod d ivinam imaginem appellamus.
N am quod quid em“secund um imagi- I Quod enim d icitur， “ad imaginem， "
arbitriique
nemパ附llectuale significat et arbi. i hoc vis intel1igend ，i
trio liberum * et*( ad d . BG) *per se i libertas si gnificatur:
potestativum* (ABDEFG
MN
PR )
quod autem “secund um similitud i- 1 quod autem“ ad similitud inem， "
nem" virtutis secund um quod homi- I virtutis， quantum fieri potest，
ni possibile est similitud inem5( }.

I expressa similitud o notatur.

さて， アキナスによって引用されている言葉を Burgund ioの訳と L e
quien の訳とに比較して みると， どのように似ており， またどのように異
っているかが明らかである。

一ーと

-.-一一土---__-

C

出品
弘H

Aquinas のラテン語で 1 Burgund ioのラテン訳
L equi enのラテン訳(8)
引用されている
と
|
Damascenusの言葉(6) I Damascenus の原文(7)
significatur I

ròωfpÒIJ
i ntellectuale - 一一一ー一 i ntellectuale 一一ー一ー- I vi s in telli gen d i， - - - 一一一一一ー一一ーー- - et
arbitrio liberum et
per se potestativum.

8守.M

si gnificat一一一ー一一一et I一一一ー一ーーーー一ーーー
*V..dJfhpoIJ*
arbitrio liberum * e♂1 arbitrii que libertas
αùnçoúσ'(OIJ
本per se potestativum事.1 - 一ーーー- significatur.
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との考えから A欄とB欄がいかに似ているか， また B欄のところでラテ
ン訳の下に附加えられているダマスケヌスのギリシャ文が， 意味において
いかにA欄とB欄に近いかは明らかである。 これに対してC欄の L equien
の訳はB欄の Burgun d ioの訳よりも， c1 ass icではあるが， 意味において，
タ.マスケヌスの原文からはるかにへだた っている。
そこでC欄の L equi en のラテン訳を， 除外し ， B欄の Burgunllio の
ラテン訳と， ダマスケヌスのギリシャ原文とを比較し， これをA欄のアキ
ナスによって引用されている文章と対比してみよう。
先ず， B欄のプルグンヂオのラテン訳の中の星印のついている言葉につ
いて述べると， 第ーに，

* et* の 接続詞は BGの写本に 現 われている。

(Buy taert-版においては P.11 3， 25行の註参照〉。 次に 本p er sep otesta
MN
PR に現われている。 従ってプ
t vum*
i
は， 殆ど全ての写本ABDEFG
ルグンヂオのテキストの中に当然入れられなければならぬ。
更に B欄中のギリシャ文において， 下から二行自に!;).fúfhpoν のいう語
がある筈であるが， ダマスケヌスのテキスト は ミーニュのP.G .しかなく，
校定本(原本批評研究版〉 が未だ刊行されていないので， 確めることがで
きない。
然しながら， このように推測することには充分な根拠がある。 なぜなら
ミーニュの P.G.においては欠けている用語以dJ8fpOlJ は， A欄， B欄，
C欄においてラテン訳されているのみならず， 後に明らかにされるように
ギリシャ系の教父達の書物には， 文字通り挿入されていることがあるから。
以上によってアキナスは， フルグンヂオのラテン訳を通して， ダマスケ
ヌスの De Fid e Orthodox a， De Homine より正確に引用したことが明ら
かである。 また， この S ummaT heol 唱iae 1 a Il aeP rologus に現れてい
るp er se potest a tivum はプルグンヂオの訳語であり，ダマスケヌスのr:ò
αÚ'rfeOúueOlJをラテン訳したものに他ならないことも明らかである。
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(二〉
アキナスによって引用されているダ
マスケヌスのギリジャ文は， いかに
して， また何処から伝えられたか。

この問題を究明する為めには， 8 世紀のダマスケヌス時代より，

3世紀

(2 世紀末〉 のアレキサンドリアのグレメンスの時代まで遡ってみなけれ
ばならぬが， 尚， ここにストア主義の影響を考ー慮に入れるならば， 紀元前
1 世紀のポセイドニオスの時代まで研究しなければならぬよう に 思 わ れ
る。 私はかかる研究を 手がけてきたのであるが， 未だ材料も充分に整わな
いので研究し尽したわけではない。 従って， 只， 現在までに到達し得た結
論だけを述べさせていただくこととする。 ヨハンネス・ダマスケヌスは"ò
aòuçoúaeolJ という言葉の意味を， 主に De Fid e Orthodox a の第二巻にお
いて説明している。 特に第 12章から始まる De Homine の全体にわたっ
て， 殊に22章から28 章において詳論している。 また同じ DeFid eOrtho咽
d ox a の第三巻においては， キリストの自由意志について 語る 第 14章に
おいて αòueoúaW'，;の意味を詳しく説明している。
ここで注意すべきことは ， ブルグンヂオがキリストの場合にαÒuçoúauJ')
に完全にあてはまるラテン語はあり得ないと考えてか， ラテン語のなかに
a utex usios をそのままラテン文字で書き， それにあたるラテン語を括弧の
なかに入れてしまっていることである。 かかるプルグシヂオの凡帳面な訳
し方によって， αÒuçouat{rrηE乃至はαòuçoúa(Or;;を ， 正確に訳すのは， い
かに困難であるかがわかるのである。 実際， liberum a rbitr iumでも， liberi
arbitrii potesta s をもってしでも吋αòueoúa(OlJ の深い意味は完全に云い
現わすことはできない。 語源的にも， また， 哲学的神学的な意味でも per
sepotestati vumというラテン訳が一番近く， 且つ正確であるように思われ
(9)

る 。T占αòueoúa(OlJ を始めてラテン語に訳したのはテルトリアヌス

である

と云われている。 ところでテルトリアヌスは De Anima の21章におい

per se potestatlvumとto autcXQUSI0n
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て， このαúnçoúmoli は li bera m a r bitrii pote sta tem であると云い， li beri
a r bitrii pote sta temであるとは云わないのである。
ヨハンネス ・ダマスケヌスは， 8 世紀の中頃 (7 4 9年〉に没したギリシ
ャ教父最 後の偉大な神学者で、あ って， 彼の全集のなかにはギリシヤ系のキ
リスト教の伝統が綜合されている。 特にそ こにはカパドキアの教父達， 即
ちパシリオス， ナヂアンズスのグレゴリオス， 及びニッサのグ レ ゴ リ オ
ス， またアレキサンドリアのグレメンスとオリゲネス等に特有な神秘主義
の 影響が顕著に現われている。
勿論 7 世紀の Ma x imu sCon fe ssorの 影響もヨハンネス ・ダマスケヌスの
著作のうちに見受けられる。 意志の働きとその 自由性， 判断， 選択， 決定
(10)

等の 自由に関する論説において， 両者の聞に同様の見解が多く見出される
のである。

然しながら不思議なことにそこでは Ma x imu s Con fe ssor は

αúnçoúmoli とし、う用語を使用しない。

寧ろこの用語を避けているようで

ある 。 しかして只， fÇO叩何という用語を用いているのみである。 その理由
は未だ明らかではない。 しかしそれにも拘らず， 彼はカパドキアの教父達
やアレキサンドリアの神学者達を 引用する時には αúnçoúaeos，αÚ'40Kpα'4f]s
αbθαIpf'4o宮， αúnçouaelTrYjS等の如き， ニッサのグレゴリオス， アレキ サ
ンドリアのグレメンス， アタナシオス， 或はまた， リオンのエイレナイオ
スにおいてさえ見出される用語を蒔賠なく使用している。
(2)

これに対して， 4 世紀のニッ サのグレゴリオスの用いた用語は， ヨハン
ネス ・ダマスケヌスの全著作のなかによく取入れられている。 それがアキ
ナスの体系， 特に， その倫理学に伝えられていると思われる。 とにかく，
ヨハンネス ・ダマスケネスは， ニッサのグレゴリオスの真正の書物のみな
らず， 非常に有名になった偽著 De Na tura Homin i s_- 少くとも De
(14)

An ima という表題でグレゴリオスの全集のう ち に 含ま れ て い る De
N a tura Homin i sの第二 章と第三章一ーをも， グレゴリオスの真正の書物
として受入れている。
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ヨハンネス・ダマスケヌスの権威によって， ニッサ乃至はエメサのグレ
ゴリオスの著作と言われた De An ima は， 中世時代の神学者達に非常に
尊崇され， よく用いられた。 然しながら， この書物は， ニッサのグレゴリ
オスの著書ではなく，

5世紀の始め頃のエメサのネメシオスの著書である
(15)

ことが， 現在全ての学者によって認められている。 然しながら， たとえ，
この書物が変っても， その中に伝えられている教説と用語には 変り が な
い。 そこでこの書物を詳しく吟味して， そこからどのような教説と， どの
ような用語がヨハンネス・ダマスケヌスに受入れられ， トマス・アキナス
に伝えられたかを究明しなければならぬ。 然しながら今 は， 只， 一つのこ
とだけ， 即ちアキナスの per sepotestativum はターマスケヌスの De Fid e
Orthodox aを通して， ニッサのグレゴリオスの書と考えられ， エメサのネ
メシオスの De N atura Homin is から伝えられた， ということを述べた
し、。

この 小論の主題となっている in tel1ec tua le et arbitrio liberum etp er se
p otestativum と言うアキナスの S umma， Ia II aeの P rol ogus に用いら
れている言葉が， エメサのネメシオスの DeN atura Homin isに書かれて
いる言葉と全く同じ言葉であることを明示せんがために， このアキナスが
引用している言葉の横に， ネメシオスのギリシャ文と， それの三つの有名
なラテン訳を提示して比較してみることとしよう。 三つの有名なラテン訳
とは次の三人の学者の 手になるラテン訳である。
即ち，

(16)

A -l 1世紀の A lfan us

(17)

B -17 世紀の Morel1e

(18)

C-19世紀の Matthaei

(19)

この三つのラテン訳と共に， ピサのプルグンヂオのラテン訳 も 提示 し
て， 比較してみたいのであるが， プルグンヂオの 手になるネメシオスの遂
語訳は 手に入らなかったので， 残念、ながら比較してみることができなかっ
た。 実際アキナスもベトロス・ロンパルドスも， プルグンヂオのラテン訳
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を通して ネメシオスの 著作に接し， その 思想と 用語を利用したのである。
これに対して アルベルトス・マグヌス は Alfan us の ラテン訳を使った。
さて ネメシオスの原文と， その三 つのラテン訳の次に， ヨハンネス・ダ
マスケヌスの原文， 及びフ.ルグンヂオによって アキナスに伝えられている
遂語 訳をの せて 図示すると， 次の 知くである。
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この 図の E 欄のところ， HPちダマスケヌスのところに星印が つけ ら れ
て， 匂Àf.úOf.pO日という言葉が出ているが ， この言葉はミ{ニュの不完全
なテキストには出ていない。 然しながら 他のギリシャ文やその ラテン訳か
らしても， またこの 命題の意味からも， 更に文 法的に言っても 捕われるべ
き言葉であると 思われる。
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更にこの図を見ると， A 欄， B欄， D欄においては主語が終りの方に来
ているが， C欄， E 欄， F欄では最初に置かれている。 然しながら主語の
場所によって， 文章全体の意味は変らない。 そこで並置されている六つの
文章の意味が， ど んなによく似かよっているかがこの図によって明らかで
あろう。 特にF欄のヨハンネス ・ダマスケヌスから， アキナスが引用して
いる文章 は， A欄のネメシオスの原文と殆ど同じであるように思われる。
ここでは只， 一つの言葉だけ， 即ち Àor'''óllという言葉だけ変化してい
る。 ヨハンネス ・ダマスケネスが新プラトン学派の影響を受けた為で、 あ る
かどうかはここで論じないが， とにかくダマスケヌスは， ネメシオスがえo
r'''óllという言葉を用いているのに，

(26)

ν'OfPÓIIという言葉を使用した。 そこ

でアキナスはフ守ルゲンヂオの遂語訳を通して ra ti onaleという言葉 の 代り
に，

in tellectua le という言葉を 自分のテキストの中に入れてしまったので

ある。
以上によってアキナスが S ummaの1 a II ae， P rologus で引用してい
るヨハンネス・ダマスケヌスの言葉は， 5世紀のネメシオスの DeNa tura
Homi n is第2章にある言葉と， 殆 んど同じであることが， 明らかであるよ
うに思われる。

最 後にもう一歩進んで， ネメシオスからストア学派まで遡ると， アキナ
(27)

スが言及しているネメシオスの言葉は， ストア学派のポセイドニオスの言
葉ではないかという 問題が起って来る。
今 世紀に入ってからネメシオスとポセイドニオスの関係に関する非常に
注目すべき資料が発見され， 発表された。 かかる資料を吟味していかなる
程度までネメジオスがポセイドニオスの影響を受けたか， また， ネメシオ
ス が DeNa tura Homin is において述べている言葉はポセイドニオスの言
葉ではないか， という 問題を究明しなければならぬ。
エメサのネメシオスが， 如何にして， またいかなる程度までポセイドニ

per se potestatlvumと印刷lteXQlISlOn

149

オスの影響を受けたかという点に関しては，色々な研究があり， また，色々
な見解が生れた。 それらのなかで最も注目すべきものは， W erner J aeger
の Nemesios v on E mesa である。 これは， 丁度第一次大戦の始まる前，
1914年にベルリンで発刊されたので、あるが， この書でイエーガーは新プラ
トン学派の起源とその資料を探求し， ポセイドニオスが新プラトン学派の
先駆者であることを初めて明らかにした。
イエーガーが到達した結論にたって， 単に新プラトン学派の歴史を専門
にしている学者達ばかりでなく， キリスト教の教父時代の専門家達も非常
に動かされ， ネメシオスとポセイドニオスの関係を明らかにする資料を熱
(29)

心に蒐集し， その研究成果を次々と発表した。 そのなかで R ei nha rd t の
(30)
，
PC町i d oniω， Hei nemann の Posei d oni回 meta
p hysi sc he Sc hri ften， Ma x
Pohlenzの Ti eri sche und mensc hli c he I n telli genz bei Posei d oni os 等が
一般に知られているが， ここで、 それらの一つ一つについて評論する必要は
ないであろう。
只， 簡単に述べると， これらの研究によって次のようなことが明らかに
された。 即ちストア学派の Panetiω の弟子であったボセイドニオスは，
チマイオスの “自己" の解釈によって， プラトンの影響を受け， 次第に宗
教的神秘的になり， 特殊な体系を作り上げて新しい運動を起した。 ポセイ
ドニオスは哲学者であると共に， 地理学者でもあった。 それ故， 地中海の
全ての凶を探ね歩き， 多くの人々にあって教を受けた。 特に 自分自身がエ
ーゲ海の中のロドス島に住 んでいた関係から， その附近の有名な人々に会
うことができた。 キケロとも親しい交りを結 んだ。 このようなことによっ
てポセイドニオスの見識がど んなに広く豊かになったかが想像されるので
ある。
然しながら， これらの研究によって教えられることのなかで最も大切な
ことは， 殆 んど消失したポセイドニオスの書物の中に含まれている思想、を
他の書物から拾い出して再構成していく方 法である。 即ち， これらの研究
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はポセイドニオスの教えを受けたキケロの書物から， どのようにしてポセ
イドニオスの思想を見出すべきであるかを， また， セネカやカイロニアの
プルタルコスや， アレキサンドリアのグレメンスや， オリゲネスや， ニッ
サのグレゴリオス， 特にエメサのネメシオスの書物のなかから， いかにし
て， またどの程度までポセイドニオスの思想を汲取るべきかを教えてくれ
るのである。
例えば， ラインハルトとハイネマンの研究に従って， キケロとセネカを
批判的に分析すれば， ポセイドニオスから伝えられている教えを見出すこ
とカ2できる。 同f菜にしてボーレンツとイエーガーにf走えtま， キケロとセネ
カの書物からばかりではなく， キリスト教の教父達の書物からも， 或る程
度までポセイドニオスの思想、を再構成することができるのである。
従って， この小論の中心問題となっている， エメサのネメシオスの De
Natura Hominis のなかに， アレキサンドリアの新プラトン学派の思想、と
共に， ポセイドニオスの思想、が或る程度まで含まれていることは明らかで
ある。 然 しこれらポセイドニオスの思想と新プラトン学派の思想、がどの程
度まで， またどのような意味でネメシオスによって活用されているか， と
いう問題が残されている。
ここでは然しながらこのよう な問題には触れないで， 只， アキナスによ
って， S ummaの

Ia IIae の Prolog us に 引用されているネメシオスの言

葉が， ポセイドニオスの言葉であるかどうかを確めて みたい。

(32)

筆者は19 55年にハイデルベルグで刊行された Max Pohlen zの Griechische Freiheit という優れた研究書を読み， そこでV.eú8εpO'li ráp 'rC Kaè
αkdobmoνrò ÀorC"Ó'liという 言葉はポセイドニオスの言葉であると言われ

ているのを見て， これがアキナスの S umma の Ia IIaeの Prol ogus の言
葉 in tellect uale et arbitrio liber um et per se potestativumと全く一致し
ていることが解って， 非常な感銘を受けた。 それから筆者の研 究 が 始 ま
り， アキナスの言葉が実際にポセイドニオスの言葉であるかどうかを， ヰl
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世 より古代まで 1底的 年 を遡って吟味してきたのである。
ボーレンツは，

Griech ische Freiheit のなかで， 先に挙げた言葉をポセ

イドニオスの言葉として引用しているのであるが， そこではその出所をあ
げていない。 これはボーレンツの書き落しであると思って， 了直， ニッサ
(33)

のグレゴリオスの De Anima を読んでいる時， 偶然に全く同じ言葉に遭
遇した。 やはり上述した如く， このDeAnima はグレゴリオスの著作では
なく， ネメシオスの DeN at ura Hominis の第二章であることがわかった
ので， ニッサのグレゴリオスという偽名で書かれている言葉は， ネメシオ
スの言葉であることが認めら れたので、ある。
そこでボーレンツによって引用されている言葉がネメシオスの言葉であ
るとすると， どうしてボーレンツがこの言葉をポセイドニオスの言葉であ
るというのかを疑問に思っていたが， 丁度その時 ， 194 1年の第一文にのっ
ている， ポーレシツの， T ierische und menschliche Intell igenz beiPoseidoniosを見ることができて， ポーレンツの推測の理由を知ることができた
のである。
ここでボーレンツはセネカの第 121書簡の1 0項を通して， ポセイドニオ
スの ).órosの学説を確かめ， これらがネメシオスの De N at ura Hominis
にも書きしるされていることから， ネメシオスはこの考をポセイドニオス
から受けたと推論している。 しかしてここでは， ボーレンツはこの V.fÚ・
8fpOli ráp " Kaì aÚ'L(çoúotoν吋).OrtKÓliという言葉がネメシオスの言葉で
あることを明らかにした上， その出所をも正確に挙げている。
然しながら， ボーレンツによってネメシオスが).óro宮の学説をポセイ ド
ニオスの体系から借用し来ったことを認めるとしても， ネメシオスによっ
て使用されている言葉が全てポセイドニオスの言葉であるとは認め難い。
勿論， 新プラトン学派的であるという点でのポセイドニオスとネメシオス
の関係は事実として認めなければならぬが ， かかかる関係を誇張すること
は， 無意識のうちに原本批評研究の規則にはずれる危険をまねくと思われ

1包

る。
とにかく， ネメシオスがポセイド、ニオスから， ストア学ìlitと新プラトン
学派の学説を学びと ったことは明らかである。 然しながら， 原本批評研究
によって， ròαúuçoúacolJ という用語は， ネメシオスが， ポセイドニオス
から借用し来った用語であると言えるであろうか。 それは非常に疑わしい
と思われる。 筆者はこのことをふしんに思うが故に， 筆者の研究の結果を
述べて中世哲学の専門家諸兄の御意見をうかがし、たいと思うのである。
私が調べたところでは， r占αÚUÇOÚQlOν という用語が一番最初に現われ
ているのは， Septuagintaのマカベオ書の第4巻2章21節である 。 ここで
この言葉は αúuçoualórr;'i:という女性形で、用られている。 言うまでもなく
70のマカペオ書第4巻は，キリスト教の真正の経典として認められていな
い偽作であるが， それにも拘らず， これは紀元後 1 世紀に書かれた重要な
書物である。 この書物の別の標題はπfpèαúrO/cp針。pO'i: À.ort叩OÛであるの
で， キリスト教の初期の時代の人々は， その著者は紀元後 1世紀のヨセフ
(34)

スではないかと考えた。 この偽マカペオ書である第4巻は非常にきれいな
ギリシャ語で書かれていて， 新プラトン学派の学説の影響を受けている。
その著者はヨセフスではないで、あろうが， アレキサンドリア乃至は小アジ
アのギリシャ語を常用するユダヤ人であったことは確かである。
それ故にαÚuçOUQlórrl'i:という用語の源泉は ，紀元後 1 世紀のユダヤ教と
新プラトン学派の学説が混合しているマカペオ書であるとすれば， この用
語は哲学的な雰囲気においての みなら ず， 宗教的な雰囲気において創造さ
(35)

れた新造語であるということになる。 従って αúrcçouta órr;'i: 乃至は αbr←
ÇOÚ，σtOIJという新造語は，原本批判研究の見地からも， また思想研究の見地
からも紀元後 1世紀の新造語であると思われるのである。
ともかく， 極めて明白になったことは， この新造語が紀元 1世紀の項か
ら益々ひんぱんに使われだすということである。 最初は上述したヨセフス
の偽作に現れるが， 次にはヨセフス 自身の真正 な 著 作 で あ る Bellum
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(36)

(37)

Judaicumと Antiquitates Judaicaeに， r占αònçOÚU101I としても， また
αÒTEçouul叫という形でも現れている。

(38)

次に2世紀に入るとこの新造語は，エピグテートスの弟子なるArrianus
のDissertationes に現われている。

3世紀に入ると，

(39)

Aphrodisias の

Alexandros のπEpl Eéμαp片町宮の14章に現われる。
更に， この語は， 2世紀から8世紀までの， キリスト教の初期時代の教
(40)

(41)

父達によっては， 即ちエイレナイオスとか， ヒ ッポリトスとか， アレキサ
(42)

(43)

(44)

ンドリアのクレメンスとか .オリゲネスとか， テルトリアヌスとかによっ
て事々用いられている。
新プラトン学派に属する8世紀のプロチノスは， rò αÒUÇOÚUIOν という
用語を特によく使っている。 ボルピリオスによって編纂されたプロチノス
(45)

のEnneadesには，この新造語が何回も現われている。 特に第VIEnneade
の第VDl章の第1項から第8項までにおいては， この語が rò

αÒTEÇOÚUIOν

などの言葉によって説明されている。
その後4世紀に入ってからキリスト教の教父達， 特にギリシャ系の教父
達は殆んど全て， 人聞は神(Oéor;)の似姿にかたどられてかαr' dKÓIlα〉
造られているが故に， 自由性， 或は自己権力， 即ち吋αùnçoúueollという
特権を生れながらにして所有している， と教えている。 やはりアレキサン
(46)

(47)

ドリアの影響を受けたカパドキアのパシリオスとニッサのグレゴリオスと

の書物のなかには， r占αùnçoúσlOlIという用語は， 非常に屡々用いられて
いるが， ここには一つ一つ引用することができないのでそのままにしてお
ど。
これまでのところでポセイドニオスからユッサのグレ ゴ リ オ スに 到達
し， そこからこの名前をその著作につけられたエメサのネメシオスに戻っ
てきたが， ここからヨハンネス ・ダマスケヌスを通してトマス ・アキナス
に帰ってくることは， この小論の第ーに述べたことをふりかえってみると
容易である。
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(三〉
結

諭

(48)

この小論の第三部において Klibanskyのすすめに従って， アキナスの
思想のうちに， 新プラトン派の伝統と共にピザンチンの伝統が， いかなる
程度まで影響していたかを論究するつもりであったが， これは後の機会に
ゆずることとしたい。
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