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ポエティウス(以下 B.と略記〉のいわゆる 第V神学論文は， ((Opuscu

l U1η de dua hus naturi s con t ra E ut yche n e t  Ne sto ri um ))のタ イトルの下

に流布 ・ 伝承され， またトマスの((Summa The ol ogi a e )) 第I部第29聞が
(1) 

示すように， 後代に多大 の影響を及ぼすに至っ たものである。 このタ イト

ルにみられるネストリウス( ob. 451) ， ならびにエウチュケス( c. 378-

454 ) の両者は， グリストにおける divi nitasと humanitas の関連をめぐ

って， B. の本論文第 四章後半にみられるぐin christo…duae naturae sint 

duaeque personae )， くuna persona unaque natura) (ll . 81 sqq.)という簡

潔な要約が示すように， そ れ ぞ れ二性二位格 ・ ー性一位格を主張した廉

で， 前者は431年エペソスの公会 議， 後者は451年 カルケドンの公会議に

おいて断罪され， また両者の観点が異端として否定されることを通して，

二性一位格という カルケドンにおいて採択をみる正統信仰の立 場 が確立さ

れることは， 教理史の教えるとこ ろ で あ る。 しかし B . の第V神学論文

は ， 単に カルケドンの線にのみ立脚し， 改めてネストリウスとエウチュケ

スとを論駁することを目的として書かれたものではない。 この論文の冒頭

の叙述からすると， 黒海西岸の東ローマ帝国領に居住していたある司祭た

ちが， 51 2年， もしくは513年頃， 当時の教皇シュンマクス(494� 514) に
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宛てた一書簡の内容をどう理解すべきかに， その成立の機縁が 求 め ら れ

る。 同書簡は， ミーニュ版ラテン教父著作集第LXII巻(5 6�65 ) に所収さ

れているものがそれに相当すると考えられるが， その主旨と意 図 に お い

て， B. の当該論文との聞には， 以下にふれるように著しい符合がみ ら れ
( 3) 

るのである。

同書簡においては， ネストリウス， エウチュケスの観点 が， お の お の

<ad imita tionem Sabellii>， くad imita tionem A rii> とみなされ， na tura と

substantia との混 同， ならびに persona と substantia の分離に両者それ

ぞれの誤謬の原因が帰せられ， 真理はこれら両者のくvia media> に 存 す

るといわれる (P L.， LXII， 60B)。 そしてこのく via media> とは， くdua -

rum substantiarum a ut na turarum unitas in  una eademque persona> を説

く カ ノレケドン的正統信仰と， これら両異端， とりわけエウチュケス派にみ

られる monophysit問n 的傾向とを調停するような観点なのであっ て， 具

体的には， 受肉後において( post adunctionem)， グリストがく ex duabus 

na turis> であると同時にくin dua bus naturis> でもあるとする彼らの主張

こそがそうだといわれているのである (60D- 61A)。 このくex> と くin>

との 結 合は， 今 日教会史家が くneuchalkedonisch> と称しているものにほ
(4) 

かならない。

B. の本論文は， この書簡にみられるくvia media> が序章( l.5 8 ) なら

びに第四章( l. 74 ) にく り返し用いられ， この方途に正統 と異端のメルク

マー ノレが求められていることが示すように(序章 ll. 10 sq. )， ネストリウ

スとエウチュケスとを論駁しつつ， 受肉後のクリストにおける humanitas

と divinitas とのくduae na turae> をくin> においてもまたく 巴x> におい

ても同時に成立させうる理論的根拠をまさしく求めようとしたものなので

ある。 その場 合， 第I 章においてはまずna tura をめぐる在来の諸見解の

検討がなされ， くna tura est unam q uamque rem informans specifica dif-

f erentia> ( ll. 5 7  sq. )とLヴ最終的定義からクリストにおける二性の 存在が
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確 認される。 さらに第n� m章 では， naturaとの関連において personaの

意味が議論され， 第E章の初めの部分において くnaturae rationabilis in-
( 5 )  

dividua substantia)というその定義が提示されてくる (ll. 4 sq.)。 こう

した手順は， 彼が先のシュンマクス宛書簡と軌をーにし， ネストリウスな

らびにエウチュケス 両派の異論が， naturaと persona とを明確に規 定せ

ず混用していることに 起因するものとみていることを示している。 ただし

彼の場合， 第I� m章 では， ネストリウス， エウチュケス双方の観点が 具

体的に述べられ， 直接名 ざして批判がなされているわけではない。 第E章

の先の persona の定義を導く前提として， 第 E章では， natura に対しい
( 6) 

わゆる「ポルプュリオスの樹」の発想を適用しつつ， persona が acciden-

tes ではなく substantiaについてのみいいうることが主張さ れ る (ll . 13 

sqq.)。 また第E章においては， persona と substantiaとの関連づけから，

essentia (oùaéα)， subsistentia (oùσ f ω σ's)， substantia ( úπ dστασ's)， per-

sona (πpó，σOYlCO))) 聞の微妙なニュアンスの区別がなされ (ll . 60 sqq.) ， さ

らにこれらのそれぞれを神ならびに人聞に適用しうる根拠の検討がなされ

ている( ll. 79 sqq.)。 議論のこうした 展開からうかがえる ように， 第1........ 

E章における彼の意図は， persona と natura の混 同という先のシュンマ

クス宛書簡では単に指摘に止まった両派の異端の原因を， ギリシア哲学の

存在論上のタームを駆使して引扶し， 両派の主張をその前提から論理的に

くずすことにあったといえる。 そして， この議論の過程を通してえられた

naturaならびに persona それぞれの定義を 介して， 彼は， この論文の本

来の目的である ， クリストにおける二性の関係が くin) におい て も ま た

くex) においても成立しうる根拠を提示し ようとしたと考えられるのであ

る。 さらに， W章以下において， はじめて よ り 具体的に両異端のそれぞれ

の主張が再現され， 論駁されてL、く。

しかしその際， 依拠される観点と論法とは， persona の規 定は一貫して

おり批判の中心におかれているとはし、え， かならずし も第 1-1H章と同一
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ではなく， アリストテレスの混合論という新しい見地が援用されてくるの

である。 以下の小論は， ギリシア的混合論の伝統 が， クリストロギーの展

開に対しポジティーフ， ネガティーフの両面にわたってどのような問題性

をはらむにいたったか， それを B. の第 w-唖章の議論を手がか りとして

検討もこころみるものである。

11 

第 百章においては， 先ず くduae personae)を説くネストリウス の観 点

が姐上に昇らされている。 そ の場 合， 批判の焦点は， 第I- m章で明ら

かにされた ように本来異なる persona と natura とをネストリウスが区

別せず， 両者を誤っていわばシノニムのように用いたことに向け ら れ る

( cf. ll . 101 sqq. )。 つま り B. にしたがえば， ネストリウス は， す べ て の

naturae について persona がいいうるとみなし， クリストにおける くduae

naturae)の存在に即応して persona もまた duplexだとする誤謬におち入

ったことになるのである。 しかし先の B. の両語の定義からうかがえる よ

うに， persona はあくまでも く ind ividua substantia)にのみかかわる。 こ

れに対し natura は， くspec泊cata proprietas) (l. 7 ) である以上， またE

章においていわゆる「ポルブュリオスの樹」が適用されたことが示す よう

に， substantiaeについてであれ， accidentesについてであれいいうるもの

である。 さらに substantiae について限ってみても， natura は， i ncorpo-

ralia・corporalia， あるいは universales• particulares のいか んを間わず，

いずれの d ivisio の 段階であれ成立する。 natura は， このように， くquae ・

libet substatiae)にかかわるのであり， し た がって そ れ は， く ind ividua

substantia)である personaとは置換不可能であり， たいていは くduae na

turae)から くduae personae) は帰 結 されえないことになってくるのであ

る。 このようにみた 場合， ネストリウス が い う よ う に も しクリストが

くduae personae)であるならば， persona は く ind ividua substantiのである
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からして， クリストは homoと deusというそれぞれ別箇の存在に分離す

ることになら ざるをえない。 くduaepersonae>が くunum quiddam >をなす

ことは ， ありえないのである。

B . Ll: ， 以上のよ う にネストリウスの矛盾をつき ， ネストリウスの観点、

は ， ギリシア人が conjunctio のー形態として ， 二つ の 物 体 が く tantum

loc is juncta>している 場合 ， παpá8sσ&S と称しているものにほかならな

いと述べている (ll . 24 sqq.)。 παpá8sσ&Sとは ， あくまでも二個のものの

併 存にすぎない。 これに対し「クリスト」という名称は ， その singulari-

tasゆえに ， くunum quiddam >を表示する(ll . 30 sqq.)。 ネストリウスの

いうように くduaepersonae>の 存在を考えるならば， クリストに お け る

くduae naturae>もまた παpá8印&S の関係にあるものとみなさ ざ る を え

ず ， くunum ex duabus e伍ci>は不可能であるからして， クリストは unum

ではないことになってくるのである。 B . は ， ここ でさらに ， くesse atque 

unum convertitur et quodcumque unum est est )  (ll . 38 sqq.)というアク

シオムをかかげ ， ネストリウスの観点からすればクリストは unumではな

いどころか nihilということになってしまうと主張し ， 一種の帰謬法を 展

開して くduae persona>を否定するのである。 たしかにこ うしたネストリ

ウス反論の根底には ， 先の persona 定義が一貫しであるのであって， ク

リストが一個の存在である以上 ， persona もまた必然的に ーでなければな

らないということに要がおかれているといえる( cf. ll . 44 sqq.)。 だがこ

の場合 ， 後にふれる混合論との関連上 ， 彼 が ， 一面におい て は くhominis

deique conjunctio> (l . 23)といいながら ， その少し 後 で は くhumanitas

divinitati conjuncta est >  ( l. 28) と述べ ， 論駁の便宜上からとはいえ ，

本来 本性を異にする homo• deus • humanitas • deitas が同列にお旨かれ ，

混用されているとすら思われることは注目を要する。 さらに ， この点と共

に ， παpá8sσ&S をひきあいに出すに先だっ て ， 彼は くQuae… conjunctio>

( l . 23)といい， παpá8印&Sを conjunctio を類とする種のようにみなして
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いることは ， 以下の ヱウチュケス批判の場合と同様 ， 彼がアリストテレス

の混合論をかなりの 程度知悉 していたことをうかがわせるのであっ て， や

はり注目に 値 する。

ついで ， エウチュケスの論駁には y--百の二章が 充当 され ， ネストリワ

スよりも比 重がおかれている。 これは ， 彼が V章においてエウチュケス 派

の一性一位格という観点を ， く duas se confi te ri in Christo naturas ante 

adjunctione m， unam ve ro post adjunctione m) (ll . 22 sq. cf. cap. VII， ll. 

83 sqq.) と敷宿 していることからもうかがえるように ， この 派 の見地は ，

クリストの くduae naturae)が く post adjunctione m) においても く in)か

っ くex ) である 場 を求めようとする彼の 意図に ， より抵触することになる

からであろう。 事実彼のエウチュケス批判の 焦点は ， く post adjunctione m> 

において divinitasと humanitas との区別が保持されていないことにし ぼ

られている。 そして第 百章においては ， アリストテレスの 「 生成消滅論』

第I巻第10章にきわめて忠実に依拠しつつ， 混合論の見地からその批判が

以下のように 具体的に 展開されているのである。

エウチュケスの場合 ， <ante adjunctione m)においては く duae naturae) 

の 存在が 認められていながらも ， くpos t adjunctione m) においてはそれが

否定され ， クリストは く una natura)だとされている。 したがっ て ， B. に

よれば ， 受肉後 二性の区別が 保持されていない以上 ， そこには両性聞にお

けるなんらかの 転化 ， もしくは混合が ， 次 の 三通りの modus のうちの い

ずれかにより生 起したと考え ざるをえないことにある。 そ し て 彼 は ， (1) 

くdivinitas in humanitate m translata est.)， (2) くhumanitas in di vinitate m 

translata est. )， (惚3) くu凶1此t raqu巴 in s鈴巴 i託ta temperatae atqu巴 commixtae ut 

n配 巴u凶tra s釦ubs t旬an凶lt ia prop戸n包 a m fおo rmam t悦ene児e tο〉 の 三つの modus をあげ(lμl.

5 sq明q応.ふ これらの可能性の否定を 介してエウチユケスの観点点、 を {信言仰， 理性

の両面から論駁しようとするのである。 まずは)について ， 彼 は ， そのよう

なことは く quod cre di ne fas est) (ll. 9 sq.) であるとし ， 論外において し
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まう。 ついで(2) ， (3)について， いわば理性的面から批判が加えられていく

が ， その際先に第E章において persona を くindividuasubstantia> として

位置づけるにあたって援用された ， いわ ゆ る ， rポルプュリオスの 樹」に

よる substantiaの corporaliaと incorpora lia の二分( cap. 1I ， 18 sqq. )が

出発点となっている。 そしてこれら本性を異にする実体聞にあっては， 相

互の聞に 転化なり混合の生じ えないこと， ならびに後者に属する実体につ

いても forma の相互転換のありえないことが， 先に示したアリストテレ

スの著書からうかがえる混合成立の要件主基に主張され， (1)""'(3)が理性の

観点にも背馳することが指摘され， 否定されていくのである。 そして， ア

リストテレスの同書への着目は， ギリシア的混合論とクリストロギーとの

かかわりの系譜上， きわめて特異な位置を占めるものなのである。

f皮は， 第四章において， 二 つのもの相互間に くmutari transformarique> 

の関係が生じうるためには， 両者聞に同ーの質料が くcommunesubjectum > 

として存在し， しかもこれら双方が くfacere et pati> の関係になければな

らないことをくり返し強調する( ll. 24 sqq. ; 43 sqq. ; 58 sqq. ; 80 sqq.)。 彼

は， さらに， 共通な質料を分 有している 場合においても ， 質の面で適度な

混合が生じるためには， 構成要素聞に ， や はり量質両面にわたる適度な均

衡もしくは類似がなければならないというのである(ll . 43 sqq.)。 そして

これら 二要件は， アリストテレスが『生成消滅論』 第I巻第10章において

く μî�C � > が 成立するための条件としてそれぞれあげているものにほかなら

ない。 彼は， 後者の条件も不可欠であることの例証として， 水と酒とを混

合する 場合をあげ， もしその際酒を海水の中に注ぎこむならば両者は混合

(misceretur)せず ， 酒は海水の量の多大 さゆえに消滅してしまうと述べて

いる。 これは， アリストテレスが， 混合とは， 構成要素聞に均衡がとれ，

構成要素のいずれか一方の性質ではなく ， 中間の性 質を帯びるものが生じ

ることだといい ， 酒を数万オークスの海水の中に入れてもそれは混合とは

いえず ， 酒の形相の消滅を意味すると述べていることと著しく符 合してい
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(10) 

る。 こ うして彼は， 以上の条件に照 合した場合 ， エウチュケスの観点が全

く不合理であることを力説 してやまない。 換言するな ら ば， di vi ni tas な

らびに humani tas は， materi a を欠いている以上， 両者聞に混合なり 転

化 といった現象は起りえないことになるのである( ll. 66 sqq. ; 103 sqq. ) 。

さらにエウチュケスの観点がカ トリックの 正統信仰に反す る の は( ll.

100sqq.)， 彼にしたが え ば ， 受肉したロゴス ， つ ま り クリスト が， くex

duabus naturis consistere> は 認めても， くi n duabus naturis consistere> す

ることは否定しているから であって， これを彼は mel と aquaを confundi

する 場合になぞらえ ， 次 のように説 明している(87 sqq.)。 つまりこの場合，

結果的には mel と aquaのいずれも 存続 ( manere) せず ， 混 合 に よ り

corruptum した構成要素の一方が 他方と 結合( copulati o) する こ と に よ

り， 双方のいずれ でもない くqui ddam tertium> が生じることになってし

まう。 そしてこのような混合物に対しては， 構成要素を問題と す る 限 り

くex>とはいえても， 結果的にはそれらが消滅している以上 くi n>は適用さ

れえないことになるというわけ である( ll. 96 sqq.)。 したがってこのよう

な観点をとるならば， 彼がこの論文が意図する く巴x> と くi n> とが同時に

成立しうる 場とは， mel と aqu aの例とは異なり， 結果においても構成要

素がそのまま存続 している局面を意味することになる。 彼はその実例とし

て， 第四章において， くcorona ex auro g emnisque composi ta>をあげるの

である( ll. 12 sqq.)。 つまりこのような corona においては， 構成要素は

な んら 変容することなくそのまま 存続 しており， したがってそれは， 構成

要素においてもある(i n his consistere)， ということも同時に可能だとい

うわけ である。 そして彼は， カトリック信仰において， くi n utrisque na

turis Christum 巴t utrisque consistere> といわれているのに ， まさにこの

coronaの事例 が相当すると主張するのである。

彼の観点にしたがえば， クリストにおいては di vi ni tasと humani tasと

が perfecta に persistere し m anere しているからして， それは くi n ut-
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risque (sc. naturis) consistere>といえるのであり， またさらに， 両性が

adunatio することにより く una persona>をなしているからして， それは

くex utrisque (sc. naturis) consistere>. といえることになる( cap.唖， ll. 25 

sqq.)。 エウチユケスの観点は， これに反し， 先の melと aqua の混合に

比 せられていることが示すように， くconj unctio ex utraq ue natura>は認

めても， くin utrisque naturis manere>は否定されることになり， したが

ってクリストは くin utrisq ue naturis consistere>ではないことになるので

ある( ll. 35 sqq.)。 つまり彼は， 自己の立 場とエウチュケスのそれと比較

しつつ， く巴x>に， 構成要素が permanereする 場合といずれか一方が cor

ruptumしてしまう 場合の二 つの局面を 区別し， そうすることによりやx>

と くin>とが同時に成立しうる 場 を提示しようとしたのである。 しかし，

クリストという くindividuasubstantia>としての 一つ の personaにおい

て， 両性が くin>と くex>との関係において同時に成立することが， 彼の

以上の論法によりはたして十分に説明されているか， 問題は残る。 たしか

に彼のあげる coronaの例 は， 二性の personaのいわば構成要素としての

くex>と くin>の関係における併存を形式的には例証するものではある。 だ

が， 彼が第 百章においてエウチュケス批判のまさしく中心においた問題，

つまり くante adunationem >において くex>であったものが くpost aduna

tionem >において， いかにして くin>となりうるかのデュナミーク， しか

もそれはエウチュケス批判で用いたのとは異なった視点 でなければならな

いが， ここ でもそれは解明されてはいなし、。 これがなされていない以上，

彼に対しては， エウチュケスと同様の批判が可能となる。 彼の あ げ る 例

は， くex>と くin>とが並立しうる 場 は提示していても， 本来彼の意図であ

るはずのそれがいかにして成立しうるか， その根拠は明らかにされている

とはいいがたいのである。 しかもこの corona の例 は， 彼が第 百章 で批判

の対象としたネストリウスの παρá8EσCS にまさに該当するものともいえ

なくはない。 こうした点について， 彼自身自覚していないわけではなく，
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第 咽章末尾では， くNunc q uaerendum est quom od o..・ut duae naturae in 

unam substantiam misceretur> といわれてはいる。 しかし第 唖章冒頭 で

はく Verumtamen est etiam nunc alia q uaesti o>と述べられ， この問題に

立 ち入った論及はついになされることのないままこの第V神学論文は閉じ

られているのである。 彼の以上のような行論は， プラト ンが『ソピステー

スJ(245 A sqq.) で展開している ， 部分からならないながら「一」 である

ことをめぐるディレンマにおち入っているといって よ い。 また彼は， r生

成消滅論』第I巻第10章のアリストテレスの観点に 忠実に依拠している。

だが， 彼の観点には， まさにアリストラレスが「形而上学」において， 後

にもふれるプラトン的な卯対とσâJ μα の関連に対しなした批判 ， つまり

そこにおいては部分をもつものが部分とはことなった「ー」を どのように

してなすのか ， その原因の説明がなされていないという批判がそのまま妥
く11)

当するようにも思われるのである。

111 

ところで， divinitasと human itasとの一体化としての persona が問題

となる 場合 ， B. のその定義と共に通例しばしば言及される の は， 異教徒

側の受肉批判に答 えたアウグスティヌスの書簡CXXX VII であろう。 そこ

においてはく…p ersona h ominis mixtura est animae 巴t c orporis， persona 
(12) 

autem christi mixtura dei et h ominis > といわれ， クリストならびに人間

の pers ona が， それぞれ deusと h om o， animaと c orpusの mixturaと

して把握され， 両者が対 応関係におかれている。 人聞における amma と

corpusとの一体化を混合の観点からと ら え ， このようにクリストロギー
(13) 

に適用する発想、自体は ， オリグネスに端を発するといわれるが， 以来一つ

のトポスとして定着化し， カルケドン イ言条の 核心をなすくゐωσ ，�&σúrxu 

τO� > はその 結 実とみることが できる。 この場合 ， 混合論の 観点 が， ギリ

シア哲学の内部においてゆux�と σGμα との一体化の問題にまず適用さ
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れ， さらに， クリスト教内部において Incarnat io の問題に対するその有

効性が着目され， この問題が論及される際， ほとんど例外なくこの視点の

援用がみられるといって よ い。 ところが B . の 場合， この第V神学論文に

は，必ずしも明纏な区別はなされていないとはL、え ， adunati o・ con junct io・

temperare・ t rans f巴rr巴・componere• misceri といった混合にかか わ る 諸

用語が用いられ， persona が問題となっているにもかかわらず， ani maと

corpusとの一体化のアナロジーは全くみられないのである。 この欠落は，

彼が personaをめぐる肝心の問題を未解決のまま残したことと無関係では

ない ように思われる。 だが， 以下に みる ように ， ギリシア哲学の内部にお

いて， an imaと corpusとの一体化の問題と混合論とが交叉する 起点は ，

先のアリストテレスの「 生成消滅論」第I巻第10章 ， ことにその末尾にみ

られる， μî� ，S � [ l)ωσほと規定する見地に遡求さ れ う る。 そして， B . 

が第V論文， ことにその第 百章においてアリストテレスの同書同章にきわ

めて忠実に依拠しており， しかも彼の神学的観点がカルケドンの 正統信仰

に立脚していることを勘考するならば， ani ma と corpusとの一体化の問

題とクトストロギーとの関連づけの欠如は， きわめて奇妙なことといわ ざ

るをえない。 彼がこの発想に無知であったとは， 五つの神学論文全体を通

してうかがわれる， 哲学・神学両面にわたる知見・教養からして考えられ

ないのである。 さらに，この第V神学論文が書かれるに至った歴史的背景 ，

ことにその背後にある神学論争を念頭におくならば， 一層この疑問は深ま

ってくるのである。

彼は， 第V神学論文の第 百章において，く… ut cum human itas passa s it， 

deus tamen passus esse d icatur) Cll . 54  sqq. )， と述べている。 これは，こ

の論文が著わされる機縁となったシュ ンマ グス宛書簡の筆者と密接に関連

するいわゆる くSc yth ian Monks)のとった<unus ex tri n itate passus 巴st. )
(14) 

というTheopasch it巴 の観点にほかならない。 そしてこの指導者の一人で

あり， B. と同時代に生き， 彼のこの論文ときわめて類似した((Libri tres 
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con t ra E ut yc he n  e t  N e sto ri um))を著わしたピザンツのレオンチィウスの

場合も， 受肉に関し， Ø uX�と σG μαの一体化が援用され， 重要な論点、を

なしていたのである。 しかもこのTheopasch ite( 8印n: á8 êC α) の是非をめ

ぐる問題は， ネストリウスとその最も有力 な論敵アレクサンドリアのキュ

リロス閣の争点の一つでもあり， さらに双方 がそれぞれ地盤とするアンテ

ィオキア神学とアレクサンドリア神学問では， クリストロギーにゆU Xザと

σ áì μαの一体化のアナロジーを適用することの当否をめぐって， 対立があ

ったのである。

B . は， 先にもふれたように， 第V神学論文第 百章において， ネストリウ

スの受肉理解をπαpá8êσC Sにすぎないと批判するが， この批判はキュリロ

スがネストリウスの観点を σuv仰êC αとして批判していることと軌をーに

する。 キュリロスのネストリウス批判の一つの 焦点は， 後者が両性のく[v.

ωσC S  Ií: α8' Úπdστ ασ ω>， もしくは くゐωσC S rþuσCIí: �> を 認めないことに向け

られている。 異端として断罪されたネストリウスの実像再構成はエウチュ

ケスの場合と同様困難をきわめ， 彼を敵視する側の告発資料に大幅に依拠

せざるをえない危険性をともなう。 当面の問題に関していえば， アウグス

ティヌスとも親交があり， ペラギウス派やネストリウス派の異端資料のラ

テン訳を残したマリウス ・メル カ ー ト ル( ミーニュ版ラテン教父著作集

第 XLVIII巻所収〉が， ことに後者の((Se rmon e s )) を 伝存して い る意味

で貴重な 存在だといえよう。 ((Se rmon e s )) によると， ネストリウスは， ク

リストにおける両性を 区別し， さらに両性の一体化を混合の観点からとら
く22)

えようとはしていない。 これは， 。εon: á8 ê仰を説く危険性を回避しようと

する意図によるものと考えられる。 そしてネストリウスは， マリウス ・ メ

ル カ ートルの訳出にしたがえば， 受肉したクリストにおける両性を，((Se r

mo )) ( VIII)において， (1)神殿とそこに住みたも う 神， (2)紫衣(purpura)

とそれをまとう王， (3)道具とそれを使用する人の関係になぞらえて説明し
(23) 

ていることになる。 こ うした比喰は， 例えば(1)と(2)とはそれぞれ聖書に典
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拠が求められるものであり ， また(2)と(3)とは後に検討するネメシオスにも

プラトンにおけるゆU X�の aw仰に対する位置づけとの関連においてみ
(24) 

られるものである。 さらに ， Chadwickの指摘に よると， アレクサンドリ

アのキュリロスの忠実な弟子の一人 ， アンティオキアのセウェ ルスは， ネ

ストリウスのヒエ ラポリスのアレクサンドロス宛の書簡の断片を 伝存して

いるが， それに よると， 受肉は， 十字架上のロゴスとの関連上， rþ ux�と
(25) 

σwpaとの一体化にではなく， 皇帝とその像になぞらえられている。 こ う

した観点は， 先にもふれた ように ， 8éOπá8éCαを回避し ようとする意図に

基づくものといえるが， そこから ， 両性の関係が7Capá8éσC'I:なり aU lJ á

ψéCαにしかとらえられていないという批判がなされてくる の も， 形式的
(26) 

にはあながち不当だとはいえない。 こ うしてみるとB . とネストリウス の

両者は， 批判者と被批判者という立 場 を異にし， しか も 一方 は 8c.o πá8・

u αを 認め， 他方はむしろそれを否定するという全く相反した意図にあり

ながら， 受肉理解において等しく混合論の適用に対し否定的である ように

うかがえるのは， はなはだ興味深いものといわなければ な ら な い。 ここ

で， ネストリウス ， B . とは異 な り， 神人 両性の一体化の問題に対し， ギ

リシア的混合論を再解釈し， 積極的に援用し ようとした観点をみることに

したい。 そうすることに より， persona 理解に あ たって， B . が， なぜト

ボス化したといってよい ammaと corpus との一体化のアナロジーを援

用せず不問に付したのか ， その疑問を解く鍵が求められうる ように考えら

れるからである。 そしてこの場合 ， まず念頭にうか んでくるのは， 4世紀

後半のエメサの司教ネメシオスの『人聞の本性について� ， ことに そ の第
(27) 

三章であろう。

IV 

ネメシオスのこの章の主題は， それがかé p ? τ�'I: élJ φσ E ωEψ U X号'1: Kaè 

σφ ματOS))と題されていることからも明らかだ と い え る が， 彼は， さら
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に，くπ W� 01))) 号付叫仰が ω μé)) o)) 7:fj if;uxfj lτc μé)) s c σGμα，号耐え c))ザ

。ux�， åσφ p.aτo� 01)σα zα? O ÙσωSザ� 1>α0'tαU7:�))， l )) oD ταc σφ ματC 1>αJ 

μé p o� r f)) s 7:a c τoü �<ÍJ ou，同�ouσ α τ加!tJfαυ oùafα)) àσúrxu τ0)) I>a? åðcá-

<p8 0 ρ 0)) ; > (592 A) と述べ， 一層問題を限定し明確に し て い る。 つまり

φ対と σ φμαという本質を全く異にする 両者が， どのようにしてそれぞ

れの固有性を 保持したまま一体化するのかという問題 である。 この場合，

両者の一体化に対し用いられている ゐωσほ は， カ ルケドン信条において

クリストにおける神人 両性の一体化を表わすものであり， またそこで付さ

れている白砂 χU7: 0)) という要件は， やは り 同信 条 に お い てくg))αI>a?

τÒ)) αÙ7:Ò)) X p ca τò)) ...è ))δú o ψdσ Eσ c)) åσu rxúτ ω�， à τρ tπ τω �，…〉として，エ

ウチュケス派の異端を目していわれているのであっ て， いずれも後のクリ

ストロギーの展開に際し重要な意義をになうことになるものである。 ネメ

シオスの本章の主題も， 単にゆ 口が と a wμαのg)) ω 百円 につきるもので

はなく， 彼の本 来の意図も， この章の末尾(6 05 A sqq.) に示されている

ように，θεÒ� Aóro� の受肉をくzατà où aíαυ〉においてではなく， それと

σGμαそれぞれのが仰向E聞の一体化とみるエウノ ミウス派の 論駁 に あ

り， やはりクリストロギーと深くかかわ りを持つものなのである。 しかし

小論においては， 直接エウノ ミウス派の問題に立ち入ることはさけ， クリ

ストロギーと混合論の関連を中心に， 以下ネメシオスのん ωσ c� の所論を

分析することにしたい。

g)) ωσ c� それ自体は， 歴史的にみるならば， 先にもふれた「μ宅ほとは，

混合要素が質的変化を受 けることによっ て生じた一体化であるJ (De ge

nerat. et corruρt. 1， 10， 328 B 22) というアリストテレスの規定にみら

れるように， 広く混合 一般に対し用いられた概念である。 そしてこうした

混合観をφMと ゆμαとの一体化の問題に最初に適用し， それを μig c�

として把握したのは， アフロディシアスのアレクサンドロスによれば(De

Mixt.， m， 217， 33 B runs， CAG Suppl. 1I， 2)，古ストアが最初だという
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ことになる。 プロティノスも， ((T é rò ç(jjOlJ ))と題された 「 エンネアデス』

1， 1， 3 において， <þuX�とσ@μαとの一体化に関する在 来の説明 方式を

四つに分類し， そのーっとして叩伽CSをあげているが， これ は や は り

古ストアを念頭においたものといえよう。 ただしここで， 同じ古ストアの

観点が， μî�CS， /C p â(J cSと い う異なった用語が用いられて表わされている

ことは注目を要する。 アリストテレスにおいては， μl� ts が 類 と み な さ

れ， /C ρâ(J ts， (JúlJ {)eσCS (先にB . のネストリウス批判に用いられていた πα-
(28) 

pá.eeσCS に相当〉が種として考えられているが， こうした分類は後代にそ

のまま受 容され， 一貫して用いられたわけではない。 例えば， ストパ イオ

スの所 伝(Ec l og.， 1， p. 153， 24 W.ニSVF n， no. 471) によれば，

クリュシッポスは， 混合を， παpá{)EσlS・ μî�CS• /C p âσlS • (JúrχU(J tsの四つ

に分類したというが， そこにはもはや分類上， 先のアリストテレス的な観

点はみられず， また (Jú rxuacs というアリストテレスにはない新しい見地
(29) 

が導入されている。 そしてネメシオスの本章は，<þuX�とσ φμαとの一体化

を混合の観点からとらえるストアの批判が議論の出発点となっているが，

ここにも用語上， ストパ イオスの報告とは微妙なずれがみられ る の で あ

る。 いずれにせよ， '1!:lJ EÛ仰 が万物に貫流し摘漫しているとする物質一元
(30) 

論を基礎に， 万物聞の σuμ1Cá{)e tα を説くストアにとって， 混合論が重要

な位置を占め， 特にそのゆが とσ向mとの一体化に対する適用が， その批

判を通して， ネメシオスの本章に紹介 されているようなこの問題に対する

ネオプラトニズム的な新しい局面を 展開させ契機となったことはいなめな

いように思われる。 ただし， ストアの場合， その物質的一元論からして，

σ向仰とゆux�との一体化も， あくまでも物体聞の関係としてとらえられ

ていたのであって， まさにこの点に， 混合論が援用される根拠 と あ わせ

て， それに対し批判が向けられてくる理由もまた求められるのである。

ネメシオスは， まず同書第E章を<þux�の本質探 究 に あ て， <þuX�は

釘φ ματOSかつ oùσω初tであると 結 論づけているが(589B)， これは，
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それぞれストアとアリストテレスの霊魂観の批判をふまえたものだといえ
(31) 
る。 ストアについては， 同じく第E章においては， テルトゥリアヌス(D e

A nima 5， 5 )， アフロディシアスのアレクサンドロス(De A nima M anti

ssa， 117， 9 )， カルキディウス(I n Tim， 221 ) 等の後代の著作家に よ っ

てもしばしば批判的観点、から紹介 されクレアンテスに帰せられている， 混

合が物体聞においてのみ成立するというこの派の原則への言及がなされて

いる。 そして第E章において， この原則をゆ VX�と σGμα との一体化に

適用することがいかに不適切であり， それが両者がそれぞれの特性を喪失

することなく一体化するという彼の見地と抵触することになるか， その根

本的な理由が提示されてくるが， それは， 一言 でいえば， スト ア が仰が

を物体的なものとみなす誤謬を犯していることに帰着するのである。

ストア， ことにクレアンテスは， 先に言及した所 伝 に よ れ ば， 混合と

は， 物体聞においてのみ成立し， 物体と非物体的なもの相E聞には生じえ

ないという見地をとる。 この限りにおいてストアの見地は， 先のB . に よ

る ヱウチュケス批判にみられた混合による一体化に対し， 質料の存在を不

可欠とするアリストテレス的観点と一見類似しているように思われる。 だ

がストアの場合， ネメシオスの第E章によれば(548 A)， この原則を楯に，

恥辱を感じた時赤面し， 恐怖におそわれた際蒼白になるといった， 日常卑

近な<þ vx�と σGμαとの影響関係を示す事例をあげ， こうし た 事実があ

る以上。 UX�もσ@μαと同様物体でなければならないと主張されているの

である。 しかしこうした事例 は， ネメシオス， ひいてはその背景にいるネ

オプラトニストたちにと って，<þuX �が隈なく σ φμα に渉透し拡散してい

ていることを示すものであり， こうした事態はゆ VX �が&σ φματOSである

からこそ可能だと考えられ，。 υ併の本性に関しむ しろストアとは全く逆
(32) 

の 結 論を帰 結 するために用いられているのである。 このように全く同ーの

事例が，<þ vX �の 本性に関し全く逆の 結 論を例証するものとして使用され

る例は 他になもないわけではない。 アフロディシアスのアレクサンドロス



ギリシア的混合論とクリストロギー 43 
(33) 

によれば， クリュシッポスは， 物体としてのゆu χ手のσwμαへの全面的な

渉透を， 太陽の光の大気中への拡散になぞらえたという。 この例は， 先の

アウグスティヌス 第CXXX VII書簡にも， ネメシオスの 本書 第三章(587

B) にもみられるが， ここにおいてはクリュシッポスの場合とは 異 な り，
(34) 

光の非物体性を論拠に， ψUX� の本性に関し全く逆の 結 論を導出し， むし

ろストアの混合上の原則を否定するための証として用いられているのであ

る。 さらにネメシオスの本章においては， ストアの混合上の原則 を<þ UX�

と σ@μαに適用した場合生じてくる不合理が， l})(J)(J c 'i: (先にふれたストパ

イオスの報告にみられるめTχU(J C 'i:に相当 )， παpá8EσC 'i:， ，.p âσC 'i: というこ

の派の行なった混合の分類に 応じて一つ一つ批判が加えられているのであ

る (592 B-593 A)。 ネメシオスの批判は， ストアの混合上の分類のそれ

ぞれが， どのような事態を意味しているかを示唆しており， その点でも資

料的にも興味深いものといえる。

まず完全な一体化ともいうべき ゐωσC 'i:(=σúrx UσC 'i: )の場合， 構成要素

は， 混合されることにより共に消滅し変容する。 したがって，この観点は，

<þ UX�と σ@μαとは一体化しでもそれぞれàòcá rþ 8opo}) でなければならな

いとするネメシオスの前提からすれば， とうてい承認されうるものではな

い。 また παpá8EσC 'i:は， 石と石とを並べたように構成要素の単なる併 存
(35) 

にすぎない。 もしゅu幼とσ@μαとがこの関係にあるとすれば， たしかに

混合にあたって構成要素の特質は 保持されるという品川町ぽにはないメ

リットはあるにせよ， この場合には， 前者と接した後者の部分のみが賦活

されることになり， 前者の後者の中への全面的な渉透， ひいては両者の完

全な一体化などありえないのである。 さらに， 酒と水といった液体相互間

の混合としての ，. p âσC 'i:は， ネメシオスによれば， つまるところ先のπα

pá8EσC 'i:の場合とかわるところがない。 なぜならば， 酒と水とは， 感覚に
(36) 

は完全に混合し一体化しているように映じても， 油をひたしたスポンジや

パピルスにより分離されうるからである。 ネメシ才スによるこうした批判
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は， 彼がく&品川口 τOSS))ωσt s )という 場合， 援用されるアムモニオスやポ

ノレフュリオスとは異なり， 構成要素聞の分離可能性を前提としてはいない

ことを示唆している。 そしてこの点は， 同じくこの章において， 彼がプラ
(37) 

トンの見解を批判し， そこではφ対がくσ φματt K EXp 7jμ É))7j)， あるいは
(38) 

く dσπ E ρè))oE.OU凶明〉としか みなされていないと述べていることに端的に反

映されているといえ よう。 つまり彼は， ifJu対とσφμαの関係をプラトン

の ように考えた場合， í道具を用いるもの」と「道具J， í衣服をまとう者J

と「衣服」とがどうしてくë)))となりうるかというくd πop 6)) τのに逢着せ

ざるをえなくなるというのである (5 93 B)。 ネメシオスのこの批判は， す
(39) 

でにプ ロ テ ィ ノスにもみられるものである。 プラトンとストアとでは，

ifJu x�の本質に関し決定的な相違があるに せ よ， ネメシオスからすれば両

者の観点は 結局 παpá8 E.σts に収激することになるのであって， 両者の観

点、に立脚する限り， ifJuχ手とσ@μαとのS))(J)(]C Sを完全に説明しえないと

考えられているといえ よう。

ストアの混合論は， その原則から し て， B.の エウチュケス批判の際ふ

れたアリストテレスの観点、と共通の基盤に立脚している。 しかしアリスト

テレスには， B . にはふれられていないが， 混合成立の重要な条件として，

混合物について ゐE.P7 E.éqには混合要素とは異なっているが， ou))áμ E.Cに

は混合要素であるといわれているのであって(D e g e n era t. e t  c orr upt. 1 . 

10， 327 B 23 sqq. 28 sqq. )， もとの要素へと再び分離還元されなければな

らないことがあげられているのである。 つまりそこでいわれている混合と

は， ストアにおける παpá θ印ほ の謂にほかならないことになり， ネメシ

寸スがむωσL宮で理解し表現しているストアの aúrxu(]C S に相当する意味

での混合は， 成立不可能だとみなされているといって よい。 ストアの混合

論は基本的にはアリストテレスのそれの再解釈に基づくといえるが， しか

し 両者聞には物体が極微にまで分割可能であり， したがって構成要素閣の

全面的参透， ひいては一体化 がありうるか否かに関し， 見解の決定的な相
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違があるとみられるのである。 ストアの場 合， 分割可能とする観点をとる

がゆえに， 混 合が物体相互間においてのみ成立す る と い う原則が出てく

る。 これに対しアリストテレスは， �生成消滅論J (1， 10， 328 A 5) にお
(41) 

いて， 物体は ocαC p gτÓ1) で はないと明確に述べられているのであっ て，

この点が先の ゐg pr géq， oU 1)áμ gC 両面にわたる要件となっ て示されている

といえよう。 後にアリストテレスに依拠するアフロディシアスのアレクサ

ンドロスは， ストアの混合論を批判するが， その 核心は物体の非分割性に
(42) 

求められるのである。 アリストテレス的混合論の観点に立脚 す る 限 り，

cþU X �と σ@μαとの一体化は説明不可能だといっ てよく， そこには同様に

先のアフロディシアスのアレクサンドロスに明瞭にみられてくるように，

cloo ，>とÜÀ7J というアリストテレスの別の発想を適用することが必要とな
(43) 

っ てくるのである。

だが問題をクリストロギーの局面にもどすならば， glåo ，>と{íÀ7J， ひい

てはその合成体としての実体というアリストテレス的観点、は， はたして有

効性をもちうるであろうか。 単に混 合論の枠にとどまらず視点を広げてみ

た 場 合， アリストテレスの観点が m o nophysitisme の理論的根拠となりう

るものであっ たことは， つとにR . A r nou により指摘されたところである

が， それは， r形市上学」の第七巻( 13， 1039 A ) にみられる， 実体がゐ

である 場 合， その構成要素として複数の現実体を含みえないというアリス
(44) 

トテレスの主張への着眼によるものである。 例 えば B. の先のエウチュケ

スの mo nop hys itisme に対する批判をみた 場 合， 混 合論の見地に止 まっ た

限りにおいてアリストテレスの理論は有効性をもち， それは， 批判として

は成功をみせていた。 しかし B. が， 批判からさらに一歩進めて， くi ndi-

vidua s ubstantia)としての pe rs o na における humanitas と divi nitas と

の一体化について積極的な彼なりの提言をなしえなかっ たのは， アリスト

テレスの観点、が， クリスト教の正統信仰に対し両刃の剣を内包す る こ と

を， 彼が自覚していたからではないであろうか。 つまり pe rs o na の定義
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にあたって， substant ia に in dividua と いう限定が付されたことからうか

がえるように， そこにはアリストテレスの oùaíα 観が強力 に彼の念頭に

働 いており， 混合論の見地とそれとがクリスト教の正統信仰の枠内におい

ても両立しがたいものであることを， 彼は十分に意識していたように考え

られるのである。 さらにこれを例証するのは， 彼のネストリウス批判であ

ろう。 そこにおいて彼は， すでに指摘した よ う に， div in itas， hu man itas 

と いう対と deus， homo と いう対とをかならずしも区別することなく用い

ていた( cap. N， ll. 23 sqq.)。 これば， 両性の一体化を混合論を基に弁証

しようとすれば， 当然物体と非物体聞なり， 非物体的なもの相互間の混合

と いうアリストテレスの混合の原則とは全く背馳する混合を説明せざるを

えなくなるのであり， それを回避しようとして意図的になされているよう

にも思われる。 先に問題として残した， クリストを persona とみなす場

合トポスと でもいうべき ani maと corpus との一体化のアナロジーの彼

における欠如も， p巴rsonaをアリストテレス的な意味 での substant iaとみ

なす以上， そしてアリストテレスをさらに踏襲してアナロジーを用 いよう

とするならば， clðoí:とüJ.マの関係に両性をおくことになりかねず， それ

に対する彼の危慎を反映しているように考えられてくる。 しかしこの問題

は， ネメシオスの第E章に 展開されている， カルケドン信条の先駆とでも

いうべきく&σúrχu τO í:el)ωσ ' í:>の根拠づけ， ならびにその背景とも無関係

ではないといえるのである。

v 

cþux �と σwμαとの一体化， ひいてはクリストロギーにおいて要請され

てくるのは， 本性上全く異なるもの相互の関係である。 しかもその場合，

構成要素であるそれぞれの本性が喪失することなく一体化することが不可

欠の条件として考えられなければならない。 つまりそこには， ストアの用

語を用いるならば， 品川口σ ' í:と παpá Ogσ ' í:とを同時に成立させうるよう
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な説明 方式が要求されていることになる。 そしてネメシオスによれば， そ

れは く τ à lJO r;τá >の特質に着目したプロティノスの師アムモニオスの教説

(593 B) のポルフュリオスによる再解釈により可 能とな り(601 B---604 

A)， 新しい局面が聞かれたことになるのである。 この場合， アムモニオス

の教説が先にふれた ゆ VX � と σ φμu の関係をめぐるプラトンの観点に対

する批判的言及の直後になされていることからうかがえるように， アムモ

ニオス自体の意図は， プラトンにあっ ては παpá8f，σCS に おかれていると

しか考えられない両者を， いかにすればbとなしうるかという問題の解

決にあっ たといえる。 そして以下にみるネメシ寸スの行論が示すように，

この点をめぐるアムモニオスの発想が， ポルフュリオスによりく τ à lJO r;τá > 

ー般に関する理論へとさらに敷街されていっ た。 ついで， グリスト教の側

においてロゴスの受肉の問題と φχ手 と σ φμα との一体化の問題両者が

はらむアポリアとの類似と， 後者の問題に対するアムモニオス ・ ポルブュ

リオスの理論の有効性が着目され， 認識されるようになり， そこからそれ

がクリストロギーへと援用されるようになっ たのである。

アムモニオスは，Sl) ωσCSに際し， く τ à lJO r;τá >と く τ&σ φματα〉 両者間
(46) 

に 次 のような根本的相違のあることを主張する。 つまり く τ&σ φμ:a τα 〉は，

食物が摂取されると血となり肉となるように変化するのに対し， く τ à lJO マ

τá >は， それを受容しうるものと一体化する 場 合 く μélJf，Wà σúrx v τα /Ca è 

àðc付oρ α〉 であっ て， しかもそれは， ストアの場合とは異なり， く τd σ φ ・

仰τα>， と完全にゐO û(J8αc する。 それは， く 吋lJO 抑ゆが くmτ，O Ùσ fω 

àJ.?"oco û(J8αc >することはないという特質を有するからだというのである。

(593 B---596 A)。 例 えば吋μαと 一体化する場合， もしゅvx �になんらか

の以?.oé ωσCSが生じ， ç ω希というその本性が喪失するならば， (JWμαを賦

活することなどありえなくなっ てしまうから である。 つまりゅ併は， τ&

à(Jφματαの一種 である以上， その本性から&σ vrxú τωEに σ φμα と 一体

化することになるが， この場合 &σ vrχ0τωEだからと いっ てその一体化は
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決してストアのいう πα:pá{}f;σ cr;;を意味するものではないo cf;ux �はその本

性をそのまま 保持しながら全面的にσφμu と融合するのであって， その意

味においてストアのいう品川口σ cr;; が成就されていることになる。 したが

って 和対とσ@μαの一体化に際しては， 前者が τ à J)or;τd の一種であ

るために， παpá{}f;σ cr;;とめ7χuσ cr;; とが同時に 達成されている の で あ る

(597 A )。 そしてこうした意味での eJ)ωσ cr;;がゆ併と σφμα聞で成立し

ていることの例証として，σuμπá{}f; C α， なら び に夢や哲学的思索にみられ

るゆ併がσ@μαから自在に分離する 現象があげられている(596B--597 

A )。 後者の側は，。 口X �がσGμαと&σúrxu τor;;であり， いわばσφμαと

παpá{}f;σほの関係にも在ることを示すものといえるが， これは， 先にもふ

れたように， あく迄もゆux �とσwμα との関係についてのアムモニオス ，

ひいてはポルブュリオスの教説であって， ネメシオス自 身 は く&品川町 or;;

5J)ωσ cr;;>をとりわけ くθεò r;;A 6 r or;;>に援用する 場 合， その分離を予想し前

提としているわけではないのである。 これは， くθf; ò r;;A 6 r or;;> の受肉につ

いて， くoù1mτ& τò J) τ�r;; cf;uχ号E τρ o rcóJ)> (601 A)と述べ ら れ， そ れ が

くmωdτf; po r;;… τρ 命 or;;>(601 B) によるといわれていることからも明瞭に

うかがえるのであり， そこにはクリスト教の観点からすれば被造物である

φ対と最も安全な意味 で&σ φματor;;である くθf; Ò r;;A 6 r or;;>との く&σúXU 7: or;;

eJ)(úO"cr;;>達成の程度の差異が合意されているといえるのである(cf. 601 B)。

以上の 議論は ， øυ紛が σφμα とのむωσ cr;;に際しその本性になんら

変容が生ぜず， したがって&品川町 or;; で あることを示すことに重点がお

かれているといえる。ついで太陽の光が大気中にやはりà au向。τ叫に遍在

していることを例証として， アリストテレス ， ストア的混合論からすれば

不可能な ， 構成要素の一方 が質料を欠き， 異質なもの相互間にS J)Cùσ cr;;が

可能であることの根拠が述べられてくる。 太陽の光と大気の例は， すでに

ふれたようにすでにクリュシッポスにみられるものであるが， そこではあ

く までも物体聞の完全な融合の例証としてあげられていた。 しかしここで
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は， 光はプロティノスの先雌にならって， 物体とはみなされていない。 こ

こ で注目を要す る の は， 光と大気の 。ω τé � g ω・6ω τé � wÐαc の関係とそれ

を成立さす太陽の παρ ouaé α三者のなす作用連関と でもいうべ きも の と

の対 の賦活 作用ならびにそれと σ@μαとのむωσ 'S とがパラレルにお

かれていること である。 ネメシオスの場合， èvε ρ r gl)) が以下しばしば用い
(48) 

られていることから示唆される ように， ゆu χ唱なりθgÒs A 6 rosの gl)ωσ 's

は， 単なる混合としてとらえられているわけ で は なく， 。υ対なりθgÒs

A 6 rosのπαρ ouaé αを根本原因とする一種の作用連関において考えられて

いるとみなければならない。 和尚につ い て い え ば， その本性としての

Cω母は， あくま でも即ゐg p r gl))として， 作用因とみなされているのであ

る。 そしてこの点は， 太陽の 光と大気との関連とφ対と叫仰との関連

閣の相違をめぐる， ネメシオスの次 の ような主張に よって一層明らかとな

ってくる。

彼は， 両者の関連はたしかに著しく類似してはし、るが， 太陽が物体 であ

り， したがってそれがく τ命q> 7æ p t 7 pαがμ gJ)Q s) である点において両者は根
(49) 

本的に異なっていることを 指 摘 す るo 1;u x�は&σ φματos であり， く τ&

))0 甲τá)の一種 である以上， それは & μ sr gÐgs • &o r l>O))・& μ g p Ss であり，

したがってく μ 車問ρ t 7 ρ αψo〆切τ命ψ〉 な の で あ る (600 B)。 φ u x�が

σ@μαにく 6勾ðt 'o}.ou ) (597 B) に渉透しうる理由も， 1; u x� の在り方が

まさにくoùτ0 7l:'I>Ws) であることに求められるといってよい。 そしてこの

くOùτ0 7l:'I>Ws) であることと くoùσ ω ματ'I>Ws )とは， く τà))0 マτá) 一般の

特質としてくり返し強調されてくるのである。 この ようにみた場合， ゆu χ手

の σ@μαに対する関係も， 当然く τoπ'I>Ws)と考えるべきではないことに

なる。 一般にゆ同はく S))a ゐματのと みなされているが， こ うした観点

からすればそれをくゐ τ 白ψτ q> a φματ ，)の意味に解するならば誤ってい

ることになる。 彼は， 1;υ対はσ@μαを支配しているのであり， この点に

おいてもく和尚ゐゆματ ，)は不合理 な の で あって， むしろくawμαゐ
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。 ux iJ>というべきだと主張する(600 A)。 だが無論このような表現がなさ

れても， それはくτoπu.WS>な意味 でいわれているわ け で は な い。 では

ψ ux �のσGμαに対する関係は， どのように考えるべきなのであろうか。

それはくè1)σ万四， > もしくはくKατ&σX éσ ω〉にみるべきだということが，

本章の後半ではくり返し強調されている(600 AB) 0 aX éσ 'Sは， 例 えばプ

ロティノスにおいても，くπ ρ6 s τ， >の意味でストアのカ テゴリー論批判に
(51) 

際し， あるいはこの語が本来数学上のタームであっ たことを反映し， 数の

生成に関する議論の中で重要な意義をになっ て用いられているものではあ
(52) 

る。 しかしネメシオスに あ っ て は， このσχtσ 'Sが，くφSè1)σχtσé ' 1m? 

τψπ αpé ê1) α， >  (600 A)，くτEσχtσ é ' " αJτiì 1l: p6Sτ， fJoπ iì " α? ð，αθtσε ， >  

(600 B) というコロケーションにおいて用いられていることに注目する必

要がある。 先に<þuX �と awμαとの一体化が， 前者のπ αρo ual αとè1)é P・

7 é ê1) とが強調さ れ ていることからして， 単なる混合 ではなく， 一種の作

用連関とみなされていることを指摘した。 本章においては， この π αρo u 

d α(=π αρé ê1) α，) とくè1)é pr é ê1) > に加えて， さらにこのσ万 σ 'Sの 三者が

トリアーデをなし， 静的な τ0 1l: '''WS な 関係の対極として作用連関におか

れていると考えられるのである。 そしてこのトリアーデ は， τà 1) 0 平τd の

本質そのものであり，<þuX �のè1)é pr é ê1) としての Cω 手の重視からうかが

えるように， 究極的には è1) é pr é ê1) へと収激し， そこに中心があるように

思われるのである。

こうした関連から σχ初 'S が着目されてくる背景には， アムモニオスひ

いてはプロティノスよりも， むしろポルプュリオスの影響が考えられる。

事実ネメシオス自身， 以上のような所説の証人と し て， Iクリスト教の敵

対者ポルブュリオスJ (601 B) と述べその名前をあげている。 そして後に

ふれるように必ずしも彼の直接の典拠ではないにせよ， 本章に み ら れ る

くτà 1) 0 抑á >の特色づけ， ことにσX éσほの導入は， ポルフュリオスのいわ

ゆる((Se nte nt i ae ad I nte lligibili a  duce ntes)) にみられる議論の展開とき
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わめて類似しているのである。 ボ ノレフュリオスは， 同書 cap. 1 において，

くπ むσ áì μα〉と く τ à /Ca ()'α5τà àσ φματα〉両者の根本的相違を， 前者が

く l}) τdπ CP>に在るのに反し後者の場合そうではないことにまず 求 め て い

る。 そして， cap. 3において， 上記の観点をふまえつつ， 後者の前者に対

する関連は決して τo rc'/C釘でないことを指摘し， 後 者 は望む 時く んω

ßo 以甲τα，>，く τ 5σ Xéa ê' >において前者にrcáp êa τωすると述べる。 ここで

ネメシオスとの関連上さらに注目を要 す る の は， cap. 4 において， く τd

/Ca()'α6τ à àσ φματα〉がσ φμ:a に対しMρ Eσ τωするのは， それが本性上

有する向田ω に基づくといわれている点である。 ネメシオスにおいては

く τ tìaXéσ 13' /Ca è τ tì  rcpoc，: τ ，  poπ tì> (600 B ) と い わ れ， σχéa' c，: と πpóc，:

uとが等置されていたが， ポルブュリオスにはこの言及はみられない。 こ

れはく τà tm()'α5τá àσ φματα〉という表現がなす よ う に， 例えば伽幼

はくzα()'lau τ が〉 に在るのであり，くπp 6 c，: τ ，> がポルフュリオスの場合

欠落しているのは当然だともいえよう。 そしてポルフュリオスは， この章

で，く τà /Ca()'αúrà àσ φμ:a τα〉は， a ゐ仰ταに対し， それと σu r /cρé}) αταc

することなく，同o rc tìによりそれ自体の 存するある種の ìJÚ}) αμ ， c，:を μ E τα・

ìJoD}) αc すると述べているが， これはネメシ寸スの彼への依拠を一層うかが

わせるものだといえる。 というのは， これと同主旨の観点が， ネメシオス

の場合， bωσ ， c，:の発想、をさらに， θεos Aór os の受肉に適用するに際し，

く ó ìJèθεos Aór os…μ E ταìJ，ìJo ùs必αu τ OlS(札τ dσ@仰 /Ca? cþu X�) τ 手f

lau τoD ()êóτ 甲τos， ré}) êταcσ ù}) αbτolS g})， μ é}) ω}) l}) cþπ êp  �}) /Ca èπ ρo r �s 

l}) φσ E ω s > ( 601 AB) となって展開されているのである。 以上のように， 両
(53) 

者は， 共に， 物体と非物体的なもの相互間の一体化を， 後者の前者に対す

る関係が τoπ'/C áì Sではないことに着目することにより， く，.arà σXéσ ω〉と

いう新しい発想を導入し， 後者の前者への一種の作用連関とみなし根拠づ
(54) 

けていることになるのである。

ネメシオスとポルフュリオスとの聞には， 以上のように著しい類似がみ
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られるが， しかし前者は後者に全面的に依拠しているわけではなく，クリ

ストロギーにとって不適切な後者の観点は回避している。 先の ((Senten

tiae)) cap_ 4におけるポルプュリオスの意図は，くτà 2)0甲τá)聞の階層化

に基づく高次のものから低次のものが成立してくる関係を示すことにあっ
(55) 

たと考えられる。 そしてポルブュリオスの同章においては，('rà "α8'α6吋

釘φματα〉について，一面においてその作用連関上のrcápgστωはいわれ

てはいるが，イ也菌それはく6πoστ白ét"αl oùr;éq)においてπápgστωする

ものではないことが強調されている。 ネメシオスには， この観点に対する

言及なり類似の発想はみられない。 それは， ポルフュリオスのこの観点を

ロゴスの受肉に適用するならば， 受肉は くzατà OÙσJαゅ ではないことに

より， それを完全なるものと不完全なるものとの一体化とみなす一種のア

ポリナリオス主義におち入る危険性をさけるためではなかったかと考えら
(56) 

れるのである。 さらにネメシオスは，本章において， ポルフュリオスの散

逸した((2úμμ'1>τα臼τ和ατα》の書名をあげ， その第二章からの引用とお
(57) 

ぼしきものをかかげている(604A)。 それによると彼が典拠としたと考え

られるポルフュリオスの同書，ことにその第二章の主題は，σuμd和ωσ'r;;で

あ ったことになる。 しかしこれも，一方が他方の欠陥を補完するという意

味での二実体聞の合ーを問題とするものである以上，やはり先のアポリナ

リオス主義と通ずる面を持つ 。またこれと同時に，それには，彼の直接の論

敵エウノミウス派を利することになりかねない要因もあるのであって，ク

リストロギーにとってかならずしも適切ではない 。そのため彼は，ポルプュ

リオスからの引用はかかげても， それを直接援用することは回 避 し て い

る。 彼には((Sententiae)) と共通する発想が多多みられながらも， その書

名への言及がなされていないのも， 同様の意図によるものとも思われてく

るのである。 このように考えた場合，B. においてそのpersona 論にani

ma とcorpus との一体化のアナロジーが全くみられなかったのは， アリ

ストテレスのûåor;; と5初の観点の援用に対する先にふれたような危倶
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とあいまって， この発想の淵源ともいうべき以上のようなネオプラトニズ

ム的観点がクリストロギーに持つ問題点を彼が知悉していたからではない

であろうか。 さらにσXÉσCSについていえば ， アレクサンドリアのキュリ

ロスが， ネストリウスの観点を，神と人閣の関係がゆUCJCI>WS にではなく

単にCJXEτCI>WSにしかとらえられていないとして批判してい る の で あっ
(58 )  
て，B. の背景を考える場合，単に思想史上のコンテクストにとどまらず，

クリスト教内部における当時の正統と異端との複雑かつ錯綜した関係をも

あわせて今後検討してみる必要があるように思われるのである
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