本質とエネlレゲイアの区別について1)
一一「本質とヒュポスタシスの区別jとの関連において一一
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本質とエネノレゲイアの区別は十四世紀に東方でドグ マ化された考え方で、あ
るが， それはへーシュカズムをめぐる時代の論争の中で ， G. パヲ マス等が
論拠を深く教会の伝統に遡るとき露わになる主題なのであって， もともと三
位一体のドグ マの成立を動機づけ， さらにはそのオイコノミア的展開をも支
配しているものなのである.
そこで， ここでは， パラ マスを全く離れて， この主題を三位一体のドグ マ
の成立の事情そのもの， 及びその展開の相の中で考察することにする. 大パ
シレイオスと マグシモス・ ホモロゲテスを手掛かりにする. 副題とした「本
質とヒュポスタシスの区別」は， ここでは， キリスト論にも， 即ち 「聖三者
のー」にも， さらには一切の「もの」の理解にも適用される マグシモスの用
語である. 単性論者の 「混同」に対して立てられ， 三位一体論とキリスト論
の一貫的理解の要として， í本質とエネルゲイアの区別」と不可分 の 対を な
す2)
究極の課題は本性論的立場の克服である.

(

1. 三位一体のドゲマの成立における本質とエネルゲゲ、イアの区別
山ゲ川門イ什アを拍通して叫Mの榔m道μ
大ノパ〈シレイオスの手掛りによる

I

三位一体をめぐる対異端の論議に大パシレイオスがこの区別を取り上 げて
いる良い例がある. 書簡 1893) である. この書簡はある親しい医師(長)に
宛てて， アリオス派及び反聖霊論者に対する反論の趣旨を手際よくまとめた
ものである. バシレイオスは言う. 反対論者たちの非難点は， 全体として二
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つにまとめることが出来る. 神を三つのヒュポスタシスとして告白すること
が第一. しかも， その三つのヒュポスタシスについて， 神性をそれぞれに語
るのでなく， 一つの善性， 一つの力など， 一つの神性として語ることが第二
である. このうち父と子と聖霊とを三つの異なったヒュポスタシスとして分
けることは， 本質がーっと言わないだけで， 反対論者たち自身がしているこ
とだから， これは論ずる必要がない. とすると， 答えるべき非難点は， それ
ぞれ異なる三つのヒュポスタシスを同じーっの神性の名で語ることの一点に
なる.
さてそこで， 善， 聖， 不朽その他神に相応しい概念や名を考えてみると，
それらは ó podμωgに， つまり同じ尊崇の意味をこめて語られる. 即ちそれ
らによって意味されるところ(ημ配凶伊川ν)は一つ で あ る. そ の点 で は
「神Jという名も同じであって， 特に高いわけではない. む し ろ， ["もろも
ろの民の， すべての神は空しい(Ps. 95， 5)Jのように， 偶像にさえ適用され
る一般的な名である. つまり， これらの名は神の本質を語る名ではなく， 神
の働き(占ぽprecα)を表わす名なのである.
ところで， アリオス派は神性を父にのみ認めて， 子と聖霊には認めないし，
反聖霊論者たちは子までは神性を認めるが聖霊には認めない. このように彼
等は「神性」の名に拘っているけれども， それは彼等が「神」の名を特別に
本性を表わす名と考えているからである . そのために， 父と子と聖霊に共通
の 「神性」を見ることが出来ない. それに対してパシレイオスは決定的な言
葉を言う. ["�、ったい， 彼等は本性の違い を 何に よ っ て認識し た の で ある
かJ.
「探求者を越えるもの」は 0εωpεルの対象にならない. 即ち， 直接知の対
象にならない.

["私たちはそれを何らかの手掛かりから推論するのである(éJc

oè !"U:仰péων TωWν…À.ortCóμεθα)
. つまり私たちは， 神の本性の探求に
エネルゲイアを通して導かれるということで あ るほνár町 πâaα ot(x !"WI.I
tνεprecwν卯âr;;χεtpαrωrεJσ 0αr πpòr;; !"�νújr;;θεfαr;;rpúaε印r;;ìipευναν)J
.
ところで， 火は熱するが冷やさないし， 氷は冷やすが熱しないように， 本
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性の違うものはエネルゲイアも違い， 本性の同じものはエネルゲイアも同じ
と考えられる. 父と子と聖霊は， 聖化し， いのちを与え， 照明し， 慰めるそ
の他のエネルゲイアにおいて同じである. 例えば， 聖化は聖霊だけの働きで
はない. r父よ， あなたの名に よって， …… 彼等を聖化して下さい(Joh. 17，
11-l7) Jとあるように.
このように， 神について言われる名は， r神」の名そのものも含 め て， す
べてエネルゲイアの名であり， 父と子と聖霊のーな る こ と は， た だ三つの
ヒュポスタシスのエネルゲイアの同ーからのみ知られる. そして「エネルゲ
イアによる理解以上には知られなしづ. 神の名が意 味するところ(σT}paaEa)
とその本質とは同じでなく， r神の本性はdσ手μανros(意 味されざる もの)
なのであるJ.
「名が意味するもの(σザμασfα)と， 本質が何であるかとは別のことである.
本質を明らかにするようなロゴスはない(rfjs oûσEas 015πω).órOs PT)νυr�s
èeεupUJザ)J .
本質とエネルゲイア(名)がはっきりと区別されている. そして三位一体
は， この区別の上に立って， 三つのヒュポスタシスのエネルゲイアの同ーか
らしか考えられないことが明らかである.
これは又， 三位一体へのアプローチとして， ヒュポスタシスの三性からよ
りは本質のー性から出発するという道があり得ない こ と を意 味し て い る.
「本質を明らかにするロゴスはなし、」のであるから.
なお又， 三位一体を非難するアリオス派及ひ、反聖霊論者たちの問題点が，
彼等が神を本質として問う本質論視点にあることも明らかになった.

II. キリスト論の展開を貫く本質とエネルゲイアの区別の問題
一一三位一体論とキリスト論の一貫的理解の課題41

一一

(マクシモス・ ホモロゲテス の手掛かりによ る)

三位一体の問題， 即ち狭義の「神学」に一応のけりが着くと， 今度は神が
世界と関わる「オイコノミアJの問題が強く出てくる. キリストの神性と人
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性の関わりを問うキリスト論が要になる. ここでも執勘に現われるのが本質
論的アプローチで， 単性論の様々な形で現われる.
カルケードン公会議後のセウェ ーロス派単性論は， 結合(受肉)後のキリ
ストの神人二性を認めるが， ただ現実には一つに融合しているとする. 問題
が微妙で， 対応する側の理論的構築を迫るものであった.
553年第二コンスタンティノポリス公会議はカルケ ード ン公会議の決議を
再確認して単性論を排斥したが， 政治情勢もからんで(単性論はイスラム世
界との協調に役立つ)， その勢は弱まらなかった. し か も七世紀になってか
らは， 単性論は次々に単エネルゲ イ ア論(単勢論)， 単意論と形を変えて執
掲に主張された. 681 年第三コンスタン ティノポリス公会議でそれらを克服
する過程で， 理論的な面で最も大きな働きをしたのは マク シモスであった.
マグシモスの同時代に生起した単勢論および単意論と， それ以前にあるセ
ウェ ーロス派単性論に分けて問題の所在を探ろう.

1)

七世紀以前のセウェーロス派単性論の問題
本質とヒ2ポスタシスの区別一一

一一

セウェ ーロス派単性論は， 受肉後の神人二つのウシアの持続を認めるが，
それはキリストの一つの フュシスから理論的に識別されるにすぎないとする
(0ωpfa戸町). したがって， キリストの フュシスは三位一体で語られる共
通のウシアとは区別されるし， (となると， 神・ 父と違う神性を立て る こ と
になり， 多神論になるとか， あらゆる異端の形が出てくる)， また そ の ヒュ
ポスタシスないしプロソーポンは， 三位一体のーっとは区別されるものにな
る.
つまり， セウェ ーロス派単性論が提起した問題の要は， 三位一体論とキリ
スト論の統一的理解の否定なのであった. マク シモスの克服の努力はその面
に向けられる.
ニカイア公会議からカルケードン公会議にかけて， 教会は， 三位一体のド
グ マ及びキリスト論のドグ、 マを， ウシアないし フュシスとヒュポスタシスな
いしプロソーポンの関連の問題として表現してきた. マク シモスは， ウシア
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と フュシス， ヒュポスタシスとプロソーポンの同義性を繰り返しながら， 三
位一体論とキリスト論とを 「同ーと区別(r-α目白肘， ，
é εpór-抑)Jによる一つ
の構造論理で把握する. 三位一体における「三つのヒュポスタシスで一つの
ウシア」と， キリスト論の「二つの フュシスで一つのヒュポスタシス」の，
「三にしてー」と「ーにして二J の関連を， 本質ないし本性の秩序とヒュポス
タシスの秩序の関係として捉え， I本質とヒュポスタ シ ス の区別」と称する.
一致と区別(g))ωσt<;;， õtαrpopá)を信仰に即していùaeßw宮)ヒュポスタシス
の秩序と本性の秩序(/Cα{j' 何óar-aσω， /cα吋判σω) に分けて語るべきこと
である(568 A) 5).
マグシモスによると， これは世界理解をも貫く， あらゆるものの一般的な
構造論理である(これは信仰に基づく区別であって， したがって信仰的世界
理解になる).
「一般的に言って， 如何なるものも， ウシアとヒュポスタシスにおいて他
のものと同じということはない. ウシアの同じものはヒュポスタシスが異な
り， ヒュポスタシスの同じものは必 ず ウ シ ア が異 な る(549 B) J. つ ま り
dμooúaeoν のもの同土はÉ.upoü;róστατoν であり， dμoü;róar-ατoν なもの同士
はÉ.upooúσeoν である.
ベテロとパウロとは， それぞれの身体と魂とによって同一にして， また異
なっている. 身体と魂の共通の本質によって ó pooúaeo))であり， 同時に， 身
体あるいは魂のそれぞれの特徴によって区別されて台εpoü;róσr-ar-oν である.
身体と魂のどちらかを区別する特徴は， 他方を区別する標識にもなる.
ところで， ベテロの身体と魂とは， 相互に， パウロと ó pooúaeoν なる夫々
の本質によってÉ.upooúaeoν である. と同時に， パウロと区別される夫々の
特徴が， 全体として一つのヒュポスタシスを成すことによって， ベテロの身
体と魂とはヒュポスタシス的に同じ， 即ちdμoü;róar-αr-oν である.
ベテロないしパウロは， そのヒュポスタシスをなす固有性の集合(áθpoea
μò<;; r-wν cÕtωμár-ων， 552 B)以外のものではない. 一つのヒュポスタシスの
内容をなすもの(身体と魂)は， 相互にウシア的に異なるが， しかし共通の
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ヒュポスタシス的関連をもつことによって相互につながっ て い る(σUI)OPαー
μ町山 また σÚI)OOOSを持つと言われる).
このように， r本質とヒュポスタシスの区別」は， r部分(身体と魂)の，
他と区別されるロゴスによってそのヒュポスタシス的ー性を守り， 部 分の，
他と一つにされるロゴスによってウシア的な区別を混同なしに守る(553 B) J.
キリストについても全く同じであって， キリストは， 神性と人性とい うこ
つの「部分」において， 父および マリア と，

Ó

pOOÚlJ!o1) に し て， éupoürró.

Mα"0ν である. é"epoürróστα"01) は， その神性は人性を伴い， 人性は神性を
伴うというキリストにある固有性による. そして， キリストの神性と人性は，
相互に， 夫々が父および マ リ ア と dμOOÚIJ!Oν で あ る そ の こ と に よ っ て
éupoOÚlJ!Oν として区別され， 同時にその二つが区別される形で一 つ の ヒュ
ポスタシスを成している.
それに対して， 単性論者セウェーロスは「本性とヒュポスタシスは同じと
言うことによって， (キリストの神性と人性の)結合を混同に， 区別 を分離
にしてしまう. そうなると三位は四位になる. 本性とヒュポスタシスが同じ
ならば， 本性的区別はヒュポスタシス的区別としてしか考え ら れ な い か ら
(568 C-D) J.
さて， マク シモスは後カノレケードン単性論の克服の努力の中で， 三位一体
論とキリスト論を一つの「同他」原理で貫く「本質とヒュポスタシスの(秩
序の)区別」を提起した. この場合， 一つのヒュポスタシスを成す諸々の本
質的性格は， 他と区別される特性を備えつつ， そのヒュポスタシスの内容を
なす. ということは， ヒュポスタシスと伴って考えられる限りの本質は， そ
の具体的な相において考えられることであって， マク シモスの中で本質が 働
き(ェネルゲイア)と区別される 次の段階を準備しているのである.

2)

単勢論の問題

一一本質とヱネルゲイアの区別一一
(エネルゲイアは「本性そのものの」そして「本性の可能)
性を超えるJ íヒュポスタシス的な」働きであること

f
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単性論の問題が新しい局面を迎えることになった動機は， 政治的には皇帝
へー ラグレイオスの時代イスラム世界との交渉の重大化， 思想的には偽ディ
オニュシオス文書の出現であった.
ディオニュシオス文書は六世紀の初め頃， 後カルケードンの問題聞で， 最
初セウェーロス派単性論者の引用によって現われた. 正統派は， その影響を
弱めるために， 初めはむしろ正統性に疑問があるとし、う態度をとったが， し
かし「イエスの新しい神人的エネルゲイア」を語るディオニュシオス第図書
簡を， スキュトポリスのヨーアンネースが正統的に解釈し て か ら， デ ィ オ
ニュシオス理解の問題は微妙になった6)

問題を大きくしたの は アレグサン

ド リアの総主教キューロスである. 彼は総主教になるとすぐに， 単位論者と
の協調を意図して共同の信仰告白を公表した. r同じ一人のキ リ ス ト， 御子
が， 一つの神人的ェネルゲイアによって， 神的働きと人間的働きを為し給う.
聖ディオニュシオスによる如く」である. このディオニュシオス解釈に， 翌
年イエルサレムの総主教になった修道士ソー フローニオスが強く反対し， 他
方， 皇帝へーラクレイオスの政治顧問コンスタンティノポリスの総主教セル
ギオスが賛成， 補足した. マグシモスがディオユュシオスの正統的解釈を示
す第四書簡注解はこの論争の始めの頃(634年頃) に書かれている.
問題は， ディオニュシオスの語る「新しい神人的ェネルゲイア」を， セノレ
ギオス達のように「一つの神人的エネルゲイア」と解釈すべきかどうかであ
る. 神人二つの本性は， イエスにおいてj軍然として「一つのエネルゲイア」
をなすのかどうか.
しかし「一つのエネルゲイアJ は「一つの本性」を意味しなし、かどうか.
本性とエネルゲイアの関係が関われてくる.
まず， ディオニュシオスの第四書簡の骨子を抜き出してみようり.
「一切を超えるイエスが人と呼ばれるのは， 人間の原因としてではなく，
全本性として(叩〆 oùoEω 占ÀlJV)人なのである. ただし， 単純に人なので
はなく， 愛によって人となった神は， 人聞を超えつつ人間の本性をおとりに
なったのであって， 本性を超えて本性化されたのである. だから， 人間のわ
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ざを， 人聞を超えて働き給うのである. 処女の懐胎と水上の歩行が示す通り
に， c歩くのは人間のわざ， 水の上を歩くのは神のわざ. Jこのように， イエ
スの愛のわざについて， 肯定的に言われることは， 超越として の否定UJ7re
poがá 7rócpα(J(ç;)の力をもっている. ……イエスは， 神のことを神的に し た
のでなく， 人間のことを人間的にしたので・もない. 神が人間となって， ある
新しい神人的なエネノレゲイアを， 私たちのために成就したのであるJ.
このテキストに対する マグシモスの解釈には厳密な方法がある. 三位一体
論とキリスト論を貫く二つの原則， r本質はエネルゲイアを通じ て し か知ら
れないこと」と「本質とヒュポスタシスの(秩序の)区別」をエネルゲイア
の問題に正しく適用することである. そのために， 本質とエネルゲイアの区
別を一層厳密に規定する. r本質の異なるものはエネル ゲ イ アが異なり， エ
ネノレゲイアの異なるものは本質が異なる(348 C) J _ 本来「本性的エネルゲイ
アのロゴスが本性というものである(345D) J. 本性ーエネルゲイアのこの厳
密な対応関係を本性ーヒュポスタシス関連に据えて見る時， エネルゲイアの
超本質的な性格も見えてくる.
ディオニュシオスが「イエスは原因としてでなく KαT' oMfω 6勾ν に人
なのだ」と言う時， その意味はイエスは単なる現われではないということで，
対 プラトニズムか， あるいは対アポリナリズムの発言であろう. ところが，
マグシモスはこの問題を， 対単性論という彼自身の時代の問題に据えて， エ
ネルゲイアと本質の関係の視点から取り上げる.
「本質として全く人だということの唯一 真なる証しは， 本質と本性的相関
をなす(σvar-au吋) デュナミスである. それを本性的エネ ル ゲ イアと呼ん
でよいであろう. エネルゲイアは本質を第一に特徴づけるものであるから.
……師によると， 存在しないものは運動をも実在をも持たない(1048 A) J.
この解釈によると， イエスが真に人であるのは， その本質を示すエネルゲ
イアをもつからである.
イエスの神性も， 対応のエネルゲイアからのみ知られるはずである. イエ
スのわざは， その二つを同時に示す. そのイエスのわざが如何なる意味でー
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つなのかが， 今問題なのである. もしイエスのわざが「一 つ の エ ネ ル ゲイ
ア」なのであれば， エネノレゲイアは本性を示すから， 単性論の主張になる.
そうではない. イエスのわざにおいては， イエスの神人二つの本性を夫々に
示す二つのエネルゲイアが， 一つに結びついているので， イ エ ス の わ ざの
「新しさ」は， 本性の秩序のことでなく， 神性と人性がそこで一つに結びつ
いて働いているというヒュポスタシス的秩序のことである. 本性の理路(rò
roû eiνα， ，lóros)と， 働き方(rò roû π áìSεFνα， rpóπ 0宮)と は 違う. 一つ
は本性を明らかにし， 一つはオイコノミアを明らかにする(1052 B) J.
7ros)が， (本性の)
r
だから， (本性のエネノレゲイアの)結合のあり方(rpó
区別の理路(，lóros)を保っているとすれば， 師ディオニュシオ ス の 句は，
二つのエネルゲイアを言外に言うベリ フラシスなのである(1056 D) J.
こうして， ェネルゲイアと本性の相即に基づいて， キリストの二つの本性
の「区別と同一」に関して言われるすべてが， キリストの二つのエネルゲイ
アの区別と同ーの表現として言われる. r御自身がそれらのヒュポスタシスで
あるところのキリストの〔二つの〕本性と， 御自身がそれらの結合(gνωσ 's)
であるところの〔二つの〕エネルゲイアを， 信仰をもって告白しなければな
らない(1052 C) J と.
(ェネルゲイアは本性そのものの働き)
その際， 二つのエネルゲイアが一つのヒュポスタシスの中にあり得るとい
うことは， エネルゲイアの存立は， 性質が基体の存在に依存するのとは違っ
て， ヒュポスタシスには依存せず， 本性そのものの働き で あ る こ とを示 し
ている.
イエスのとる人性について. rイエスがとる人間の本性は， そ れ と ヒュポ
スタシス的に結びついている神性に動かされているのであって， それ自身と
， 神・ ロゴス
してのヒュポスタシスを持つもので な く(OÙ K αùrV7róσTαroν)
御自身の中に存在をもっ(1052) J.
一般的に， マグシモスにおいては， evuπól1rarOlJ という用語は， 形相や普
遍が個物にある仕方を言うと共に， ある本性的ェネルゲイアが， 本性の異な
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る他のものと共に一つのヒュポスタシスの内容をなす意味とされる. 魂と身
体が一つのヒュポスタシスをなす如くである(149 C) .
こうして， ェネルゲイアは「本性そのもののJ rヒュポスタシスに お け る
(ICα()' Ù7rÓσrασω)J 働きであることが明らかになった. ただし， ェネルゲイ
アは「ヒュポスタシスの(Ù7rOσTαUICザ)Jではない. もしそ う な ら， 父のエ
ネルゲイアと， ひいては本質と違うことになる.
(相互貫入 7rêP'XφpY)(ns と相互交換ålJdoo(ns)
同じヒュポスタシスの中に二つの本性的ェネルゲイアがあるというキリス
トのあり方は， 当然あらゆるものの理解の型である. 例えば， 人聞は一つの
本性というよりは， 魂と身体という相異なる二つの本性とその働きの緊密な
結合として理解さるべきなのである(後述， 人格としての「ひとJ). その働
きは殆ど一つになっていて， 魂が身体に働く時， 魂は感覚器官の身体性を表
わすような仕方で働く. 二つのエネルゲイアの示すーっの働きの例として，
マグシモスが最もよく上げる例は火と剣の例である. 鍛えられる時， 剣は悉
く火になり， 火の本性を示すけれども， 剣の本性を失 いはしない. 火の燃え
る働きは剣の切る働きを失 わせず， 剣の切る働きは火の燃える働きを妨げな
い(340 A etc.) . 剣は火になり， 火は剣になる. 所謂 7rêp'χφpY)(ns あるい
はdν dooau;:である.
神化も同じである. 人聞が神性に与かる時， 人間の本性もそのヒュポスタ
シスも変わることはない. 又そこに働く神的エネルゲイアが， 神の本性その
ものの( 当然創られざる)働きであることを止めることもない. 神化は「本
質とエネルゲイアとヒュポスタシスの区別」に基くのである.
なお， この相互貫入と相互交換ということから， エ ネ ル ゲ イ ア は「本質
の」であるが， 同時に「超本質的jであることも理解されよう.
(エネルゲイアの超本質性)
これは， ディオニュシオスの語る「超越としての否定」の関わりである.
マグシモスは注解する. r師は 『イエスは人聞を超えた仕方で人間の わ ざ を
働く』と言う. ……人間の本性は， 混じることなしに神の本性と結びつき，
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貫き合っていて(πεp'x剖peîν)
， ヒュ ポ ス タ シス的に結びついている神性か
ら離れることがないのである. 超本性のロゴスは， 私たちを超えて私たちの
本性をとり， 本性と本性的属性の肯定に， 超越としての否定を結びつけつつ
人聞になった. ……そこで， 本性的秩序として人聞に肯定されることで， 同
時に神的でないようなことはなくなった. 本性を超えるあり方(-rpÓ7rO宮)と
しては， 否定的に言われるが(1053 A-B) J.
逆に又， 1神的エ ネ ル ゲイアの人間化J によって， 神的本性で人聞に言え
ないこともなくなった(1065 B) J .
(アルケーとテロスの区別一一存在の秩序と恩寵の秩序)
以上を理解するためには， 神にあるアルケ}とテロスの「区別J(食違い)
に関する マグシモスの展望を大きく捉えておく必要がある. マグシモスによ
れば， アルケーとしての神とテロスとしての神は同じ秩序で な い. 1私達は
神のそイラであるjの句をめぐる マグシモスの神学者グレゴリオス注解を見
ょう. マグシモスは本質， 存在視点と， それを超える恩寵視点を並べる. 本
質視点はその中で場をとるのである.
「生じたものは何一つ自らのテロスでない. 何ものも自己原因でなく， 生
成なきものでなく， アルケーなきものでなく， 運動なきものでなし、からであ
る. だからテロスは 存在者の本性を食出している(é ICßaE]，Iu)(1072 C) J.
「パウロは生じた何ものについても， 本性的デュナミスを， 本性自身のテ
ロスに動かされるものとしていないし， そのエネノレゲイアを本性の枠に止め
もしなかった. ……生じたもの， 創られたものは関係の場に置かれている の
だから……だから， 存在者が本性としてもつパトスに耳を傾けなければなら
ない(1073 B) J.
マグシモスはピリピ3，12の所謂ェベクタシスに触れ つ つ 語る. 1理性的な
ものも， 創られたものである限り， やはり動かされる. 本性的には -rò elναz
(存在)の故にアノレケーから動かされ， グノーメー的には(生の選びとして
は)-rò eù elνα，(さいわい)の故にテロスに動かされる. ……アルケーにし
てテロスとしての神は， 存在を与えるもの， さいわいを恵むものである. ア
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ルケーからは端的に動かされる が， 動 か さ れ る こ と の 如何にか(，ò 1t"áì�
IC!VêÎ(J()α!)は私たちの選ぶことである(1073 C) J.
「パウロが 『生きているのはもはや自分ではない. キリストが私の内に生
きておられるのだ(Galat . 2， 20) � と言っているが， こ れ は 自主の排除では
なく， 自ら選んで身を委ねること(éICXφ仰σ!� rvωμ!IC�)である. 丁度原型
に昇って行った似像が， 押された封印のようにうまく合う如くに， 神のエネ
ノレゲイアを受け， 神化によって神になるH・H・神のエネノレ ゲ、イアと全体として
相互に貫き合うのである(1076 C) J.
その上で， 神化は人間本性の可能性ではない. í神化は神の贈物(ðφpoν)
でさえない神の本性の働きCéproν)であり， 神化に お い て 人は(神の)本
性(のエネルゲイアそのもの)によって神なのである(rpú(JU仇Ò�

Ó

({v(}p曲ー

π o�)(1073 B) J.

3)

単意論の問題8)

意志の本性的関連とヒュポスタシス的関連

一一

(本性的意志と選択的意志rrpoaípεal�)

単意論の主張は， 単勢論の主唱者セル ギオスの一種の思い 付 き に 過ぎな
い9)

意志も理性的なるものの一つのエネルゲイアで あ る限り対異端論争と

しての筋は同じである. ただ， 意志という主題の性格上， 人間のエネルゲイ
アとしての面が強く出てきて， í意志J 概念， 人格概念を明確に す る 機縁に
もなっ7こ.
先のエネルゲイアの一般的な考察で既に明らかなように， 本性的性質のヒ
ュポスタシス的複合， 錯綜関係の視点は， より広い神のアルケー・ テロスの
区別， ないし存在・ 恩寵の区別の視野に納っていて， この二つの視点の交錯
の中で， エネルゲイアは本性に即 す る Àóro� 的性格と， 超本性的，pó πo�
(用)の性格とを表わすのであった. 意志も 当然この二つの視点、の交錯の中
で扱われる.
マクシモスは意志の一種の定義集(276-277) の 中で， í意志((}é ÀYj(J!�)と
は， 理性的なものの本性に対応する欲求 で あ り， 本性的力(ðωαμ!�)であ
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るJと定義すると同時に， í神の意志とエネノレゲイアは， … …あ ら ゆ る本性
の創造と摂理の原因である. 叡智的魂の意志は， 行為の力として魂にある自
主のロゴス(ó É.<p'手μJν Àóro宮)である」と して， 二つの視点を並べ て い
る.
(一つのヒュポスタシスにあるこつの本性的意志)
まず， 本性的ェネノレゲイアとして， ヒュポスタシスの中にあるこつの意志
をイエスのわざに見ょう.
マグシモスはある箇所で「キリストについて一つ の 意志を言え な い こ と
(208 A) Jを， ゲツセマネのイエスの祈りを手掛かりにして語っている. íイ
エスは後に起こるべきことを(神として)予告した後，ゲッセマネで祈り，
そして『私が意志するままにでなく， あなたが意志するように』と言う. そ
れによって， イエスがただ単に人なのでなく， 神人二つの本性と， それに基
づく二つの意志が分けられず混ぜざる仕方で現わされ， それによってオイコ
ノミアのロゴスが信じられる(268 A-C) J のだと語る.
ここに， キリストにある意志は「分けられず， 混ぜざる」仕方であるが，
「一つの意志」なし、し「一つの神人的意志」とは言えない.
キリストが神と人の二 つの本性をもつことは， キリストにある意志の複合
によって現われるのであるから， キリストの「一つの本性的意志」は語れな
い(単性論と同じになるに また「一つのヒュポスタシス的意志」と も 言 え
ない(ヒュポスタシスの違う父と離れてしまう).
エネルゲイア一般がそうであるように， 意志は本性ともヒュポスタシスと
も区別されるような本性的働きである. キリストの二つの意志は本性を表わ
しつつヒュポスタシス的に結合している.
しかも， これもエネルゲイア一般と同じく， ヒュポスタシス的に意志は本
性の枠(Àóros 308 D)を超えるのである. 本性に即しつつ本性と区別される
「意志」の概念が明らかになる.
(意志と意志の働き rò π針。éÀeω 一一一意志は関係的なるもの)
その点を少し細かに見ょう. 意志l土本性的とすると幾つかの間題が出て〈
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る. (単意論者ピュルロスの質問) 1)聖者の意志は神の意志とーっと言わ
れる. すると， 聖者の本質は神の本質とーっということにならないか

2)

私達は夫々その都度様々なことを意志するとすると， 私達は本性において無
限に変化することにならなし、か(292 B-D).
1)に対しては， 見る者の視覚と視覚対象が違う よ う に， 意志者の意志と
意志対象(rò 0ε勾róν)とは同じでないと答える. 意志対象は本性 のロゴス
よりも広い. 2)はその問題になる. 意志するそ の こと(rò Oo'eω)と如何
に意志するか(rò πws- OJ.
é etν)とは同じでない. 意志すること そのことは
共通の本性のことであり， 如何に意志するかは， そ の 用 の あ り 方(rpóπos
rijs- Xp和εωs-)で， 使用者によって個々に違う. グノーメーと呼ばれる私達
の生のあり方(rpóπos-句s- t;;ω手宮)も 又そのようなもので， グノーメーはあ
る性質の意志(πo[α Oé).r;al宮)に他ならない. それは選択され， 用いられる
ものである(308 C) .
本性というものは， 単純に「ある」のでなく， 神に 存在を与えられて， 夫
々の仕方で用いられるものなのである. キリストが「人間本性の使用者」と
呼ばれている. 大アタナシオスの句「主のこころ(νoûs-)は主ではない. そ
れは意志であるか， あるものへのエネルゲイア(èぽp戸川πpós- !'l)である
かである」を註して言う. 主のこころは本性としての神で は な く， そ れ に
よってヒュポスタシス的に神と信ぜられるところの働きである. Iあ る も の
への」働きというのは， Iヒュポスタシス的に一つ に なった 叡智的理性的魂
を用いて， あらゆるものに対する関係において， 神に相応しく働くからであ
る(277 A-B) J.
このヒュポスタシス的な関係の働きとしての意志は， キリストにおいては
名づけようがなく， 名をもたない.
しかし人間に関しては， マクシモスはプロアイレシス(選択意志)をその
ようなものと認めたと思われる.
(プロアイレシスー複合的意志)
キリストは仲保者であって， 中間者ではないから， キリストを一つの意志
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で呼び得ない. 今ヒュポスタシス的複合としてのキリストの「名」に与る限
りの人聞を仮に「ひとJ と呼ぶとしたら， Iひとjをも一つの意志と し て 語
り得ない. 意志は本性の複合関連の一つのモメントに過ぎないので， むしろ
意志の「使用者」が「ひとJ なのである.
しかし一方， 意志の複合的関連の使用そのものをプロアイレシスと， マク
シモスは呼ぶのである. まず， 意志とプ ロアイレシスが区別 さ れ る. I意志
(Oo.1jQ!宮)が理性的にして生命的なある単純な欲求であるとすれば， 意志は
プロアイレシスではない. プロアイレシスは欲求と思量と判断が一つになっ
たものである(13 A)J. そ の 上で， Iプ ロ ア イレ シ ス は 行為(τà érp可μJν
πpα.t，，&)についての思量的欲求である. つまり， プロア イ レ シ ス は欲求と
思量と判断の組合った複合的なもので， 従ってその中のどの一つでもない.
我々の理解するところのひと(ó .taO'加â" (XIJOpω1m，，)が魂と身体の複合で
ある如くである (16 C) J.
マグシモスのプロアイレシスの扱いで目立つことは， そのものとしての定
義よりも， 上の他グノーメー， 権能(éçQUQ[α)，

フロネーシス等の定義をも，

これらはプロアイレシスとは違うという言い方で規定して い る こ と で あ る
(16-20) . こうしたことから， マグシモスにとってプロアイレシスは特別な意
味をもつことが分かる. I我々が理解する限り の ひ とjを表わす意志なので
ある. 殊に，恩寵に身を委ねることがプロアイレシスと呼ばれている( 1073D).
プロアイレシスの複合性は「ひとJの複合性と重なる. ひとの複合性はキ
リストのそれに倣う.

4)

キリスト論的人間理解

一一キリスト論と哲学一一
( íもの」 と「ひとJ)

マグシモスにおいては， 人間は三位一体とキリスト論を一つに繋ぐ理解の
線に直接に据えて理解される. 即ち「本質とヒュポスタシスの同他(ー多)
原理による区別Jで理解される.
『キリストの二つの本性について(145 A)jJの 中 で 言 う. I三位一体では
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本質がーでプロソーポンが多， 人間においてはプロソーポンがーで本質が多，
キリストでも同じくプロソーポンがーで本質が多で あ る(145 B) J. 人聞を
先立てて言うくらいキリストと人聞は重ねられている.
「キリストは本性としてーではなく， 複合的本性でもない. キリストの名
はエイドスとしての本質を表わすものではない. アトモン(エイドス)とし
て述語されるのでないからである. キュリロスも 『主の名は定義の機能をも
たない. 本質を明らかにするものではないから』と言っている. 人間もまた，
魂と身体とからなる一つの本性で は な い. 魂と身体と は， それぞれ種差に
よって他と区別されるエイドスとして個体(äroμα)に述語さ れ る本質であ
るが， 人聞は， この二つの本質に従って二つの存在(εルα!)なのではない.
そうではなく， 人聞はその二つの本質“からなり， それらにおいてあり， そ
してそれらである"ところのものとして“述語しない 仕方 で 言 わ れ る"吋
eç WJ.I ， ICαE eν 0''>， ICα?

&.

Uπápχε!åπ守rópευσεν. (488B-C) J.

この箇所は， キリスト理解に直接に重ねる人間理解を示して重大である.
まず第一 に， 最後の句の， I述語しない仕方で、言われる」と止むを 得ず訳し
たån-αropεúuν という動詞は， こ こ では極めて特殊な用語法で， 要するに
KαrYjropεルの否定なのである. こ れ につ いては哲学のアプローチとの違い
として下に述べるが，一口に言って，人聞を「本質とヒュポスタシスの区別」
において， 本性の秩序でなく， ヒュポスタシスの秩序で(ICα(}' ùπóaraa!J.I)
プロソーポンとして捉えることである. Iキリス ト の名」と「ひと」は本性
の名ではない.
正にそのことを示すのが， 人間は二つの本質「からなり， それらにおいて
あり， そしてそれらである」の句である. これはマクシモスのキリスト理解
の定式の， 人間への適用なのである.
キリストの二つの本性を語るマグ シ モ ス の安定した正式表現は “々&ν
Kαè ev αt'> lCa?&n-spおuó χp!aró，>" である.

elC aúo rpúσεων はキュリロ

スの表現， eJ.l aúo判σεσω はカルケードン公会議の規定， 最後の&n-sp eσu
ばマク シモス固有の表現である. 前二つの組はすでに六世紀の神学者たちの
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慣用である. マクシモスは， 七世紀単性論， 単意論の問題に直面して， 新し
い表現を付加した. 即ち， この句は， キリストの理解と表現の歴史的積み上
げの公的場をなすのである10)
上の人間理解の表現は， 人聞をキリスト論の場で(1キリ ス ト の名」によ
って)把握するマグシモスの手続きを表わしている. こうして人間の新しい
理解と表現が見えてくる. この点を， マグシモスが， 哲学の理解と比べて説
明するところに見ょう.
「定義集」その他で， マグシモスは， 様々な用語の限定を試みる， あるい
は師父達の使用を列挙する等しているが， ある箇所では， 同じ用語の哲学者
における意味と師父における意 味の違いを述べている(276 A-B) . そこで，
哲学のアプローチが把握する「もの」とは違う「ひとJというものがあるこ
とが語られている.
まずcpúσ々と ouσfα について.
「 フュシスとは， 哲学者達においては， 運動と静 止の始めである. 師父達
においては， 多くの数的に異なるもののエイドスであって， それらが何であ
るかとして述語されるものであるJ. フュシスの意味が生成のはじめ の聞か
ら放たれている. 個々の具体者の共通性である.
「ウシアとは， 哲学者達においては， その存立に他のものを必要としない
で， それ自身としてあるものである. 師父達においては， 多くの異なるもの
にヒュポスタシス的に存する本性的あり方 ゐ付句Ç' rpuac吋 であるJ. ウ シ
アはヒュポスタシス的複合の内容をなす本性的モメントとして考えられてい
る.
次いで、ãroμ0)) とurr:óaraacç'について.
「アトモンとは， 哲学者達においては， 固有性の集まりで， その集まり方
が他には見られないものである. 師父達においては， ベテロとかパウロとか
いうように， プロソーポン的固有性によって， 他の人達から， それ自身とし
て分けられる者である.
ヒュポスタシスとは， 哲学者達においては， 固有性を伴うウシアである.
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師父達においては， プロソーポン的に他の人達から区別されるところの， 個
々人としての人間(ó /Cα()' ë/Cασ!' Ol.l &1.I()pωπOç')のことであるよ
「もの」とは違うプロソーポンとしての「ひと」が語られている.
猶， アトモンとプロソーポンの違いについて見ょう.
アトモンとプロソーポンとは， 複合的， つまり固有性の集まりという意 味
で同じであるが(とマク シモスは言う. 201 C)， しかし例えばキリスト がそ
の複合であるところのプロソーポンをアトモンと言うのは， 適切と言えない.
「何故なら， キリストの名は， キュリロスが定義の機能を持たないと言うよ
うに， 最高の類から最低の種 εiðc/Cφτα!' Oν εiðoç' への分割によって把握され
るものでない(分割の過程を含む全体でない)……類種関係に訴えて本質が
論じられるところのアトモンでなく， 両端の部分(神性の関わりと人性の関
わりの謂)を御自身の中で等しくし， 御自身の部分を一つに結合する複合で
あるヒュポスタシスなのであるから(204 A) J.
プロソーポン(ひと)のアトモン(もの)との違いは， アトモンは「一つの
本性的秩序の中に閉じ込められる( πεpc/C).ûemc)
( 201 D)Jのに対して， プロ
ソーポンは， 本性的に異なるものの複合ないし錯綜の場をなすところにある.
「ものJと「ひと」と， 本性論的閉錯性と， 非本性論的開放性の違いであ
る
当然， r普遍」の意 味も違ってくる で あ ろう. 類種関係を貫く論理の問題
でなく. 上に引用したウシアの定義に言われているように， ヒュポスタシス
を貫く具体的な関係になる.

5)

ドゲマの意味11)

( 単性論に隠れた信仰・ 理性 の並行)

「本質とエネルゲイアの区別」は「本質とヒュポスタシスの区別」と共に，
哲学的， 本性論的立場の克服であることを語り得たと思う. 又単性論(単勢
論， 単意論も)が本性論的立場から出ることも明らかになった.
ところで， 後カルケードン単性論は， 一方でキリストの二つの本性を告白
しつつ， r結合によって」ーっと す る時， 信仰の立場と理性の立場が突き詰

本質とエネノレゲイアの区別について

45

めて考えることなしに並行しているのである. そこには， 信仰のプラグ マは
守られているのだから， 表面的な言葉の論議はあまり重要でないという姿勢
がある. マク シモスと討論をしたピュルロスにそれがよく現われている.
しかし， r言葉の受肉」の信仰にとって「言葉Jがプラ グ マ か ら離れて並
ぶのはおかしいので， r言葉を貫く」こと以外に取るべき道はない.

マグシ

モスの戦いはそのようなものであった.
ピュルロスはコンスタンティノポリス総主教で単意論の主唱者であった.
マグシモスはこのピュルロスと645年に， カノレタゴで公開の討論を行った.
その速記録が残っている(�ピュルロスとの討論�)12). こ の討論に は 内容は
別にして一 つ注目すべきことがある. 二人の討論者のドグ マというものに対
する態度の違いが見えることである. ピュルロスはこの討論の結果， 自らの
非を認めて， その時は単意論の立場を捨てるのであるが， 後に再び単意論の
立場に戻るのである. そのようなことが起こり得る可能性を解く鍵が， 信仰
と理性の隠れた並行であり， そこからくるドグ マ理解である.
彼は討論の途中で言う. r神学者ナジアンゾスのグレゴリオ ス が， 真実は
言葉の中には無く， プラグ マの中にあると言っているが， キリストの二性の
故にその意志をこつと言うか， 緊密な結合の故にーっと言うかは， 単なる言
葉の違いに過ぎないのではないか(296 B) J と. 又「公会議で言われ たこと
以外は口にしないことにして， キリストの意志がーっか二つかの論議は止め
ることにしようではなし、か(300 C) J と. これは638 年に皇帝へラ グレイオ
スの名で出した布告(ηE!dJεσt，，)の内容をくり返しているのである. 数年後
(648 年)には論争禁止令(TÚ7W，，) が出て， マ ク シ モス の身辺は危険にな
る.
ピュルロスには， ドグ マをめぐる言葉について， 上述の考え， つまり信仰
のプラグ マというものが一つ別にあって， それをめぐる論議は要するに「単
なる言葉」なのだという認識があるのである. ところが「告白者」 マグシモ
スにとっては， ことドグ マに関する限り， 言葉を離れたプラグ マというもの
があるわけではなく， ドグ マの言葉は正しく逃れようもなくプラグ マそのも
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のなのである.
(ドグマの意味一一宣教的対話)
マグシモスは， 信仰規定(占 pos)をめぐるニカイア以来の公会議の努力に
ついて， 次のように語る. rニカイア以来のす べ て の公会議及びその師父達
は， ニカイアの規定に自分の言葉(rà o!tce'ia MμαTα)を持ち込んで変えて
いるわけではない. そうではなく， ニカイアの規定を初めにして唯一のもの
として立てるのであって， その規定の意 味内容((MrμαTα)を歪めよ う とす
る人達のために， 繰り返し新たに取り上 げ， 純化するので ある(rpωoû町内
ω吋ν， �aè 0;ωém:çr;roúμενOC lCa? é7rεçeprαÇóμενOC)• 例えばニカイアの規
定の中にあるく神学〉のロゴス(三位一体)を歪めようとするエウノミオス
とマケドニオス(反聖霊論)の故に150人の師父達が集った の は(381年コ
ンスタンティノポリス)
， 自分達の主張と考え(ðórμαTα)のためで‘はないし，
同じニカイアの規定に含まれてオイコノミアのロゴス(キリストの神性と人
性)をネストリオスが分離しようとするのを， キュリロスが許さなかった.
エウテュケース(単性論)がそれを混同しようとするのを， カ ノレ ケ ド ン に
集った師父達が防いだ(260 B-C) J.
ここに公会議と師父達が語られているが， それが聖書と離れないことは言
うまでもない. 彼の口からは「公会議と師父達と聖書」とし、う言葉が自然に
出る(180 C) . r聖書のものの見方が示す普遍性の道理(ó ICα(Jó).ov '1'fjs rpα
W吋s (JeωpEαs ).óros)
(1293 B)J を貫き拓いて行 くことが公会議と師父達の
働きである.
さて， それを言った上で， 今の引用箇所にドグマという言葉が二つの場で
使われていたことに注意したい. 一つはニカイアの規定の意 味内容(ðórμα
Tα)， つまり公会議の討議の過程が示す道理， 一つは「それを歪めよ う と す
る人達夫々の主張と考え」としてのドグマタである. 所調ドグマ(教理)は，
この二つのドグマの交錯するところに生起するのだと言えよう.
このことをマク シモスに即して考えるために， 彼の異端論争観を見ょう.
ある手紙の中で 彼は語る. r私は異端者たちを圧し潰そうと望んでい る の で
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はないし， 彼らを追い詰めるのが嬉しいのではありません. そのようなこと
がある筈がありません. 彼等が心を改めるならば嬉しく， 共に喜ぶのです.
信仰者にとって， 散らされている神の子等が一つに集められるのを見ること

より悦ばしいことはないのですから. ナこ忙し，異端者としての異端者は，如
何なる意味でも助けてはなりません. 総ての人に， 総てのことがでたらめに
許されているわけではありません. そこで， 神に蹟きながら気付かずにいる
ことがないように， 私達は， ものごとを注意深く吟 味して， あらゆることに
おいて善き働きをし， 総てにとって総てにならなければなりません. 始めか
ら分かっている滅びに力を貸すことは， 神のアカ。ペーに反することであり，
人を(愛さないというより， むし ろ)憎 むこ と だ と， 私ならそう言います
(μcaανOpω πfαIi ràp ópECoμαc e rωrε) (465 C)J.
対異端論争を宣教の対話として捉えていることが明らかに語られている.
異端の思想が「神に蹟いている」ところ， それを滅びへの道から救い出す営
み， それがドグ マというものだと言える. r信仰告白者」 マク シ モ スが， 右
手と舌を切られても止めず， 言葉の営みを続けなければならなかった理由は，
そこにある.
そして， そこに， 単意論者ピュノレロスとの違いがある. 異端というものが
それなりの思想的背景をもつことを考えれば， マグシモスの言葉の営みは，
具体的な歴史の情況の中で， 思想のあらゆる文脈にキリストのロゴスを貫く
( πâac πáli!'a reぽσOm)であったと言える.
こと， r総てにとって総てになるJ
そして， これがドグ マの生きた働きであり， ドグ マは生起するものと理解し
なければならない. それに対して， ピュノレロスが「公会議で言われたこと以
外は口にしなし、」と言う時， この一見忠実な伝統の立場は死んだ伝統主義で
あって， そこにキリストのロゴスは生きて働いていない. そこには， 信仰の
立場と理性の立場が並行していて， ロゴスとして一貫していない問題がある
ことを先に指摘した. r本質とエネルゲイアの区別」は， 正にそ こ を 問う主
題なのである.
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