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八・九世紀東方キリスト教思想の展開とその意味
一一イコン論争の射程一一
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八・九世紀イコン論争と「正教の勝利」をめぐる全体展望

八・九 世紀にかけて， 東方キリスト教 世界に， イサウリア他の 東地出身の
皇帝達を主唱者としてイコン破壊運動と呼ばれる 異端の運動が起きた. その
克服を祝して843年に「正教の勝利」が宣言された. í正教の勝利J は 今日で
も四旬節の第一主日に祝われる. ところで， イコンをめ ぐる論争の内容は，
キリストを物的・身体的に描き得るかとし、う問題， つまり 神人キリストにお
ける身体・物体の意味というキリスト論の突き詰めた問題なのであった. イ
コン破壊論者は， それまでの六つの 世界公会議を全体として認めていて， し
かもその上で、なお隠、れた 単性論の動機に動かされていた1)

そこで， イコγ

破壊運動の克服は ニケア以来重ねてきた 世界公会議の努力の成就・完成の意
味をもつのである. í正教の勝利J が あ らゆる 異端の克服の意味をこめて祝
われたのはそのためで、ある2)
ところで， 七つの 世界公会議が克服した 異端は， 一口に言って， 当時の生
きた現 実「 世界」としてのギリシアの思想 ・文化を支えているもの， 即ちギ
リシア主義であった. 公会議の 異端は， それがその都度形を 変えて， 繰り返
し現われるのである. 公会議の決議， 信仰告白にまで導いていく教父達の努
力は， 従って， ギリシアの民族文化 ・思想に対する宣教的対話を意味するも
のであった. í正教の勝利Jが可能なことごとくの 異端の克服 を 意味す る と
すれば， ギリシア的な 世界が 変容し， 福音の光りによって隅々まて、貫かれた
ことを意味する. 事 実， ダ、マスコスのヨアンネス等八・九 世紀の教父達には，
教会の普遍性の意識が明らかである3)
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八・九 世紀といえばフラング的 西欧が漸く形成され， 東方キリスト教 世界
と違った道を辿り始める正にその時である. イコン論争の解決に直ちに続い
て 東 西でfili oque の問題が争われ， 西方のフランクは自li oque を選んだ(教
皇達は初め抵抗したが) 4). これは 東 西を思想的に分けることになる決定的な
出来 事であった.自li oqu e をめ ぐる問題は， イコン論争の 主題と実は不可分
で， ギリシア主義克服に関わる 同じ問題なのである.
自li oque の意味を理解するのに細かな議論は必 要 が ない. 聖霊の 神性の告
白による三位一体論の完成は， 教理形成の歴史的過程としては， ギリシア民
族の理性主義の克服を意味することを言えば， それで、十分である. つまり，
fil i o que という説明的付加は， ギリシア主義の克服の営み そのもの をギリシ
ア的理性の対象にしたということで， これは抜け道のない循環の民である.
そのために， filioqu e 的 西欧思想にはこれを白覚する装置がない. この 事情
の故に， 西欧は， 信仰と理性の並立とそして分裂のドラマを， 最後まで演じ
切らないではいないのである引.
自li oque は西方の教父理解の枠でもある の で， 本論の初めにこれを言って
おかねばならない.

�2

本論の主題

イコン論争と「正教の勝利」をめ ぐる 事'情については 多くのことが語られ
ねばならない. 例えばイコン破壊論者はキリストの唯一許されるイコンは聖
餐のパンだと主張した. それに対して総主教 ニケブォロスは聖餐はイコンで
はなく真 実の体であることを語り， それにつれて偽ディ
、 オ ニュシオス的聖餐
理解が克服され， さらには聖餐の行なわれる場としての教会の意味， あるい
は教会の普遍性といったことが語り出されることになる. しかしこの小論が
それに触れることは不可能なので， イコンをめ ぐる論議の中で， 東方の「 ベ
ルソナ」理解を明らかにする主題に限ることにする. それが， すべてが「主
のプロソーポンの光りの中J で理解される6)道づけにもなる.
その際， 特に ダマスコスのヨアンネスをアリストテレス哲学の脱とする解
釈を語る . 単に 実体論の脱にはとどまらない. ポルブュリオス以後新プラト
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ソ派に展開した範時論解釈の伝統の脱でもある. 要するに哲学の脱であり，
世界の位格的， ヒュポスタシス的理解の確立である. アリストテレス的個体
の論はそこに移される.

fi3

ヒュポスタシスの概念 の成立 (本質とヒュポスタシスの区別)

私は先の論稿で 七 世紀に至るまでの 単位論の克服を扱い， その過程を通し
て， ヒュポスタシス(ペル ソナ) の概念， 厳密に言えば相 異なる 二つの本性
のヒュポスタシス的関連という本性論的秩序とは違う概念が明瞭になってき
たことを述べた\ 本論の主題は， その問題の新しい展開の相である.
八・九 世紀 東方を揺るがしたイコン破壊運動は， 実は形を 変えた 単性論の
主張であった. イコン破壊論者は， 教父的伝統の「ヒュポスタシス的結合」
を承認しつつその意味を歪め， キリストの 人性 は そ の 結合 に よって 神性と
「不可分なーをなす」が故に身体的に描き得ないと主張した. こうして， 二
つの本性の「ヒュポスタシス的結合」の， 不可分だがーではない本性的区別
の錯綜した関連が改めて問題になり， さらに 単なる普遍的人性には尽きない
キリストの人性の意味， つまり他の人と並べて区別される身体性， 物体性の
問題が新たに問われてきた. それを通して， 物的なものを含めた 世界そのも
ののヒュポスタシス的， キリスト論的理解をも導くことになった.
このように， 八・九 世紀 東方でヒュポスタシスをめ ぐる問題の全体的展開
が見られるのであるが， ここで言われるヒュポスタシスの概念は， 西方で後
に形成される ベル ソナの概念とは思想的文脈が全く違う. それを語ることが
本論の趣旨である. 西方のペルソナは， スコラ学により， 三位一体にも依り
つつ， しかしアリストテレス哲学の 実体， 個体の論に即して 考えられた. そ
れに対して 東方のヒュポスタシスは， IひとJは二つ の相 異 なる本性として
理解されるという， 非本性論的， 非哲学的 事態を言うのである.
ただし， ヒュポスタシス的結合は本性の秩序を持たないのでは決してない.
「結合のあり方が区別のロゴスを内にもつ8)J の で あ る. 例えばキリストの
場合， 神性と人性とは一つに結合されながら， 本 質的区別を保って 混 同され
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ることがなく， しかもそれによってヒュポスタシスのー性を失うこともない.

fi4

本質と ヒュポスタシスの結合と区別の関連(証聖者マクシモス9))

この 事態を， すでに対単性論の論議の中で証聖者マクシモスが一般的な形
で， 次のように纏めている.

(P.G. 549B � 553B)

「一般的に言って， 如何なるものも， 木 質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. 本 質の同じものは必ずヒュポスタシスが 異な
り， ヒュポスタシスの 同じものは必ず本 質が 異なる. つまり， óμooúσt仰のも
の 同 志はtτερOÜtrÓ σra roν であり， 旬。υ πdσTα roν のもの 同 志は érεpooúσcoν 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 質によって旬。oúσ10ν 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kεpoürróσra roν であ
る. 身体と魂のどちらかを区別する特徴

íijc印

xapa/Cr1jpwrc"á にもなる.
ところで， ベテロの身体と魂とは， 相互に， パウロと旬。oúσcoν なる夫々
の本 質によってérεpooú(J!O� 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，即ち印oürróσTατoν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 ( áOpocσμò" r伽 íijcωμá rων)
以外のものではない. 一つのヒュポスタシスをなすもの(身体と魂)は， 相
互に本 質的に 異なるが， しかしヒュポスタシス的関連によって， 相互につな
がって い る

( σ山ijp日μ dνTα).J (549B�552B)

このように， ヒュポスタシスの秩序と本 質の秩序とは， 区別されつつ相互
に交錯し， 結ぼれている. つまり， ヒュポスタシス に お い て は， í部分(結
合している本 質) 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
一性を守り， 部分の， 他と一つにされるロゴスによって本 質的な区別を 混 同
なしに守る.J このヒュポスタシス的結合と区別 の関連が， 東方の 理解する
ベノレソナの内容である . その際， ヒュポスタシスは本 質の秩序を内に包むの
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であって， 対立するのでないことに注意しなければならない.
なお， マグシモスによって上のように 要約された「本 質

ヒュポスタシ

一一

ス相関」の図式は， 後述するように， ヒュポスタシス理解の基本として受け
継がれ， イコン論の中でも役を果たす.

�5

ヒュポスタシスとしての人間

すでに上の引用が示すように， ヒュポスタシスとしてのキリスト理解は，
人間にも適用される. Iひと」は本 質の 名 で は な くヒュポスタシスの 名であ
る. マグシモスの言葉で言えば， Iキリストの 名は本 質を表 わ す 名 で はない
いと 同じく人間も， 魂と身体の二つの本 質のヒュポスタシス的結合の 名であ
って， 本 質を言う 名ではなく， 人聞はこの二つの本 質からなわ それにおい
てあり， それらであるものとして述語されざる仕方で言わ れる

(吋ほか，

ICa { i� ol�， ICa ì ä ú7råpXôl á吋ró ρευσε ν) 488B-C_J 吋ie伽以下の句は，キリスト
における二つの本性のヒュボスタシス的結合を表現する教父の伝統的定式で
ある .また， I述語されざる仕方で言われるJ と止むを得ず訳したMαrop前印
とし、う特殊用語は， 要するに/c(x'rYnopεfν の否定なのである. ここに「ひと」
がキリストと共に， 本性論の秩序 とは区別されるヒュポスタシスの秩序で語
られることになった10)

�6

IひとJ と「もの」の区別

カノレケドン以後， ヒュポスタシスの概念が， キリストの二性の理解に伴い
つつ， 明らかになってきたのであるが， これは， いわば「ひとJ と「ものJ
の区別である. マクシモスは， I一つの本性的秩序に閉じ込められJ ( 201D)，
「類種の分割関係に訴えて， 本 質が論じられるJ ( 204 A) アトモンと， 二つ
の本性の複合であるヒュポスタシスと を区別し て い る. Iもの」と「ひとJ
と， カテゴリー的本性論的閉鎖性と非本性論的開放性の違いである.
このように「ひと」と「もの」が明瞭に区別されているが， マクシモスで
は， 用語法は必ずしも厳密で なく， ヒュポスタシスが( 例えば哲学用語とし
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て) rものjを， アトモンが「ひとJ を表わすこともある. 例えば「定義集」
で次のように言われている. rアトモンとは， 哲学者たち 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. 師父たちにお
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ものである. ヒュポスタシスとは，
哲学者たちにおいては， 固有性を伴う存在(ウシア) であり， 師父たちにお
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としての人
のことである.J
ここでは， プロソーポンのみが 専ら「ひと」を表わしている.

�7

新しい問題

一一

「ひと」と「もの」の関係

しかし， rひと」と「ものJのより 厳密な規定の必 要がこの先に生じる.
「もの」に対する「ひと」の概念は， キリストの 二性を語る対単性論の論
議の中で明らかになったのであった. その 単性論の様々な形は， マクシモス
等の努力によって， 681年第六 世界公会議において克服された. しかし， 問
題はそれで、終ったのではなかった. その後， 八・九 世紀 東方キリスト教 世界
を揺るがしたイコン破壊運動は， 実は形を 変えた 単性論の動機だったからで
ある. この新しい問題次元で， rひと」 と「もの」の単な る 区別でなく， そ
の関係の問題が問われてくる. キリストは描き得るか否かをめ ぐるイコン論
争の主題は， キリストの人性の具体性， 他の人と 数的に区別される身体性の
問題だったからである. rもの」の「ひとJの中への位置づけが問題になる.

�8

問題の解決

一一

「正教の勝利j

ここで注意すべきことは， キリストの人性の具体性， 身体性の問題の解決
の努力は， キリストの信仰の筋道を身体的， 物的 世界理解にまで貫き通す営
みの意味をもつことである. ヒュポスタシス ・キリストの中にある「ものJ，
即ちキリスト論の宇宙的意味が問われてくる.
東方教会は843年， イコン破壊運動の克服を記念し， また 異端の全体的克
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服の意味をこめて「正教の勝利一|を宣言した. これは 今でも四旬節の第一主
日に祝われるが， そこに結 実する八・九 世紀 東方思想の展開は， 信仰的 世界
理解の一つの成就， 少な く と も全体と し て一度そ の意味が問わ るべき段落
と， 見なすべきであろう (私は， ギリシア民族思想・文化の 福音の器とし
ての成就の自覚と見る .)
事 実， 東方では， イコン論によるキリストの身体の現 実性の確認は， 同時
に聖餐の意味を確 実にし， 聖餐の行なわれる場としての教会の普遍性の自覚
と結び付くのである( ニケフォロス).

以下， rひと」と「もの」の関係， ヒュポスタシス の 身体 性の 問題を取り
上げるが， 具体的個物の本性的関連が問題になれば， アリストテレスが問題
にならないはずがなく， この面の処理は， 後述するように，

ヨアンネス・ ダ

マスケノスによって行なわれる.

�9

西方の理解

もっとも， 上述の見方は， 西方の眼には奇 異に映るはずで， この時代を一
種の完成どころか， 空白と見るのが一般であろう. この時代， つまり カルケ
ドン公会議以後に現われてくる主題(ヒュポスタシスと， その存在性ürrap�'s
〔私は存立と訳す))についての， H. U. フォン・ バノレタザルの言葉にそれ
がよく現われている.
「存在する一 切のものを， 本 質 ous
( ia )， 類， 種， 種差， そして最後に個
a ( om
t one
di os)とし、う本 質論の諸 カテゴリーで囲み取ろうとするポルフュリ
オスの樹と並んで， 別の新しい存在論的 カテゴリーが現われる. それには二
つあって， いずれも本 質の カテゴリーに還元出来ない新しいものであるが，
実存と ベルソナの 二つの領域にまたがっている. ところが， このニつの領域
は未だ輪郭のはっきりしない用語で表現されていて hy
( par sとhy
ix
os
p tasi
s)，
なお細かな限定を必 要とするのであった. 中 世が本 質と 実存の区別を言い表
わして， 被造の存在様式の枠組みにするに至るには， まだ長い時が必 要だっ
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たのである.) (Kosmische Liturgie， S. 55)
さて， しかし， ヒュポスタシスとヒュッパルグシスをめ ぐる思想的展開は
東方になかったで、あろうか. 一体， この概念は， ギリシア的本性論に根ざす
単性論の克服の教父達の論議の中で、形成されたのではないのか. つまり， こ
れはスコラ的概念でなく， 教父的概念ではないのか. アリストテレスの実体
の 考えに即して 考えられる「本 質と 実存の区別J は， その 事態に据えられる
時， 何を意味するであろうか.
ヒュポスタシスは「一つの本性の秩序に閉じ込 め ら れずJ r二つの本性の
結合」から 考えられるのであった. これは 質料を形相の可能性と見て， 個物
を一つの本性の秩序 で囲みとるアリストテレスの 実体と対立的に立てられて
いるのではないのか.
ところが 西方中 世では， 実体一個体ー ベルソナを， 全体として一つに重ね
て 考える方向であることは， E.ジルソンが「人格性の根拠が理性であること
によって， 実体性と個体性と人格性とは， 結局は一つになるJと語るところ
によく現われている.

�10

(L'esρrit de la philosoþhie médiévale， ch. 10) 11)

イコン破壊運動とイコン擁護論

「ひと」が「もの」と区別された後， 再びその関係が問われてくるのは，
イコン破壊運動克服の論議においてであった.
イコン破壊運動は，72
6�780と813�842の二つの時期に分かれる. イコ
ン崇敬の正 統性を決議した第 七 世界公会議は(787 ) は， その中間休止期に当
たる. rひと」と「もの」の関係の問題をイコン破壊論者に 対す る直接の論
議として取り上げたのは， 主として後期， ストゥディオスのテオドロスと総
主教ニケフォロスとであった. 第 七 世界公会議は， イコンの崇敬πpoσ川町σ('i:
を， 固有に 神に対する礼拝la rpεía と区別するにとどまっているが， この論
議はヨアンネス・ ダマスケノスに基づいている.
(この公会議のイコンの「崇敬J rrpoa川 町σ('i: (e
v ne
ra toi )がL伽i Caroln
i i
の中では ad ora tio

と訳されて， 西方の誤解の原因になったことはよく知ら
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れている .)
もっとも， イコン崇敬は受肉の根本の理解に関わることは既に ダマスケノ
スによって定められている.

ダマスケノスは， 神が人となることによって，

神と可視的 世界の関係が 変わったこ とを強調 する. r私は物 質を拝するので
はない. 私のために物 質になり， 物 質の中に住み， 物 質を通して私の救いを
為し給うた方を拝するのである. J ( 1249 A)
さて， ところで， 神が 世界に住み， 世界が 神に包まれたことにより， rもの」
と「ひと」の関係が 変わった問題は， 実は ダマスケノスは， 論争の主題とし
てでなく一般的な問題として既に取り上げているのであって， その主 著『知
識の泉』の主題とさえ言えるのである. 彼がアリスト テレスを取り上げる仕
方も， この主題に関わるのである.
イコン論争を含む八 ・九 世紀の 東方思想の 流れを大きく捕えるにはむしろ
この面から近づくのがよいであろう.

Ul

ダマスケノス『知識の泉』の性格

『知識の泉』は， r哲学的諸章J r 異端につい て一一ーそ の 起 源概説 J r正 統
信仰概説」の三部からなるが， 大きく二つの特徴をあげることが出来る. 総
観性と宣教的性格とである.
総観性は， 三部からなる構成の全体がそれを語っ て い る し， r知識の泉」
という 名は「諸 々の哲学の全体展望を与える目的か ら与え ら れ たJ (P.G. 94
533 A)とも言われている.
宣教的性格はギリシア哲学に対する態度から言える. 序文に言う (524 C �
525 A)
. rまず， ギリシアの賢人を取り上げよう. 良きもの は す べ て 神から
するのだから. そして， 真理に逆らう思弁の作りごと
がもしあれば， それを真理に固有な場に位置づけ

( 01ω oíαS

cXlJá:'1Àaa仰)

(-r oîS OÍJcEÍOIS -r決心布。εJα宮

συ νO�σ oμα1)， 逆らうものから救いを 実らせるようにしよう. ものごとを内面
から照らす真理のドグサ(栄光)は， 論議の 混乱を排除し， 出会う も の を
(-r où-; iν-rurxáνoνTαS)内面からの輝きで照明するのである」と.
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これはギリシア民族思想に対する宣教的対話以外のことではない12)
ギリシア思想から排除さるべき「思弁の作りごと」は， 原 因， 原理また本
質， 存在探究の思弁の態度そのもので あ る こ と を， r哲学的諸章jから取り
上げよう.

H2

第一部「哲学的諸章jから一実体とヒュポスタシス
一一一アリストテレス本性論の克服一一

『知識の泉』第三十章「ウシア， フュシス， モルフェー， アトモン， プロ
ソーポン， ヒュポスタシスについて」で， ダマスケノスは言う.
「外部の哲学者たちは， ウシアとフュシスとを区別する. ウシアは端的存
在 (r: ò lorÀòs ε1 ν配)
であり， フュシスは種差によってエイドス化されたウシア
であるとする. またフュシスは， 夫々のエ イドスの中にある不 変のアルケー，
アイティア， デュナミス， キネシスである. ……フュシスの中， 直接にヒュ
ポスタシスを包括するものは最低の種と呼ばれる. このように哲学者たちは
端的存在をウシアと呼び， ヒュポスタシスを包括するより部分的存在をフュ
シスと呼んだ . J (589 C)
ウシア， フュシスの語の使用は哲学者によって 異なるにせよ， いずれ， 原
理， 原 因， 本 質， 存在の諸 関連の探究が哲学の動機であることが， ここで語
られている.(私は哲学のこの根本の動機を「本性論的jと呼ぶ.)
次いで、， ダマスケノスは続ける.
「哲学者たちに対して， 師父たちは， そのような無益な論議はやめて， 多
くのものについて言われる共通なもの， つまり最低の種を， ウシアともフュ
シスとも， またモルフェーとも呼んだ. ある
うなっている

( εl�aI)ということは， 現にそ

π
( ψυ "t�a()ということであり， モルフェーとエ イドスとは，

それがそうなっているそのフュシスのことだからである.J (593 A， cf. 544 A)
個々の具体的なものを， そのものとして見ること以外， 原 因や本 質の聞を
排している.
その個々のものについて， 続けて言う.

実体， 個体， ヒュポスタシス
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「共通なものに対して， 個的なもの( μεpttcÓν)は， アトモンとか， ヒュポ
スタシスとか， プロ ソーポンとか呼ばれる. ベテロとかパウロとかの 如くで
ある. ヒュポスタシスと言えば， 偶有性を伴う本 質をもつこと， それ自身と
して存立すること， あるいは， 感覚ないしエネルゲイアによって見られるこ
とを意味している. 二つの ヒュポスタシスが偶有性によって相互に 異ならず
に， しかも 数的に 異なる と い う こ と は あり得ない. そこで， 特徴的固有性
(Xapowrr;ptσ'r!tcà

íðtwp.aw)は偶有性であり， ヒュポ ス タ シ スを特徴づける

ものであることを知るべきである.J
この箇所は極めて興味深い内容をもっている.

ダマスケノスが「外部の哲

学者」の中でアリストテレスを中心に考えていることは明ら か で あ り， r哲
学的諸章」は， 類種関係を貫く本性論的・ カテゴリー的秩序の叙述が中心に
なっているが， しかしそれは， しばしば考えられているようにアリストテレ
ス哲学の 原理を採用し， それに学ぶためではなく， 当時の思想 世界を叙述し
つつ， そこから信仰的主題に抜け出るための道づけの作業なのである.
この個所では， 実体の考え方の中から， 類種関係を貫く本性論的秩序は外
部の哲学のものとして排除し， 偶有性による最低の種の限定とし、う個体性の
側面のみを 師父達に用い得るものとして選り分けている. 同じ第一部の第十
章「エイドスについて」では， 類から種を種差によって「分割」する本性論
的手続き

( ð taípca符) と， エイドスをアトモンに分ける「 数え上げJ(éaw pí

Op.r;a符)とは， 秩序の違うものであることが論じられている.
いったし、， 実体における形相ー 質料， 可能ー現勢の複合構造は， 質料を形
相の本性的可能性と見， 個物を本性の秩序で囲み取ろうとするのであるから，
プラトンのイ デアーコーラ関連と比べても 直ちに明らかなように， 本性論的
志向のむしろ強い面をもつのであって， 東方教父がこれを採用することは決
してなかった13) ヒュポスタシスを二つの本性の，本性的区別を保持したまま
の， 結合とするのは， 実体の可能性視 点と対立的に立てられているのである.
それに対して， アトモンの， 偶有性によるエイドスの限定としての側面は，
実体の複合関連から切り離して， ヒュポスタシス理解に採用されている. ヒ

32

中世思想研究35号

ュポスタシスは 数的区別を超える絶対的個であるが， その本性的秩序を超え
る個が， アトモンを 数的に区別し， 本性論的秩序の中で機能する偶有性によ
って語られるのだということ， それが上に引用の最後の句「特徴的固有性は
偶有性であり， ヒュポスタシスを特徴づけるものであることを知るべきであ
る」の意味である.
この「特徴的閏有性」は， テオドロス等他の教父では「ヒュポスタシス的
固有性」と呼ばれるものである. すでに早くマクシモスでも「 プロ ソーポン
的固有性」が語られるのに， ダマスケノスではこれらの語でなく， 偶有性と
いうアリストテレス哲学の用語で語られるのは注目に価することである. 信
仰の内容に哲学体系の用語を位置づけ， 先に私が用いた用語で言えば， 絶対
的な「ひと」に， 数的に区別される対象的な「もの」が(一度区別された上
で， 再び)重ねられている. そのような思想的場をとって， ヒュポスタシス
とアトモンが， ダマスケノスでは一つに重ねられているのである.
これはイコン論争が戦われている時代の問題情況を反映しているのである.
ヒュポスタシス(二つの本性の秩序)へのアトモンの位置づけの主題は， イ
コン破壊論者への 直接の議論の中で， ストゥディオスのテオドロスと総主教
ニケフォロスとによって改めて取り上げられる.
しかし， 既に ダマスケノスの『知識の泉』が主としてその主題であること
は， 序説部分の最後， 第五章の終りに「アトモンは何か
か

(τò r:í)ではなく誰

(ó r:ís) を明らかにする. ……以下これらのことについて詳しく考察しよ

うJ ( 5 45 B) とあるところ， 又「哲学的諸章」を締め 括る第66章の主題が
「ヒュポスタシス的結合について」であることがそれを示している.

�13

第二部「異端ーその起源について」から

一一新プラトン主義者フィロポノスの個的本性論を非難一一

しかしながら， ダマスケノスの哲学的本性論排除の姿勢ないし手続きを最
もよく示すのは， 第 二部「 異端ーーその起 源について」の中でのフィロポノ
スの個的本性論批判と， その激しさである .

実体， 個体， ヒュポスタシス
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いった い， r 異端ーーその起源につ いてjは， 彼 が 理解 す る 限りの人類思
想史の全体を包括する広汎にして， 極めて概括的な形式の叙述なのである.
その中で， 既に過去になった六 世紀の新 プラトン主義のキリスト教徒フィロ
ポノスを， 単性論者セウェーロスと並べて取り上げ， しかもその 著作からの
異 例な全章引用をして いるのである.
先に， ヒュポスタシスの概念は， 単性論と の戦 いの過程で， 哲学の本性論
的秩序と対立した秩序のこととして意識されてくることを指摘した. この思
想的動向の中にあって新 プラトン主義者フィロポノスは， 問題を， ヒュポス
タシスの秩序を本性論的秩序の側にことごとく吸収すると いう， ダマスケノ
スの意図とは 丁度逆の形で解決するのである.(フィロポノス の 名は 努力家
を意味するが， ダマスケノスは「無駄仕 事のフィロポノス」と呼びつつ， 激
し い口調で非難する.)
フィロポノスは， ヒュポスタシスをアトモンと 同義とし， しかもそれらを
個別化した本性そのものと見る. 伺的本性(μ εpt/C� oùaía)の論と呼ばれる.
フィロポノス は 言 う. r本 質 と ヒュポスタシス と は殆ど 同じ と 言 え よう.
ヒュポスタシスは， 共通の本性が固有性を伴って意識される 点が違うだけで
ある. つまり， ヒュポスタシスとは最固有の本性に他なら な い. ひと(&ν8.
pωπo�) と いう言葉が， 共通の本性をも， またパウロ個人をも意味する 如く
である.J (749 A)
「 ヒュポスタシスとは本性の個的存立のことである. つまり， ベリパトス
派の人達がアトモンと呼ぶところのもの， 即ち共通の類と種の分割がそこで
終るところのものである. 教会の人達はそれをヒュポスタシスな いし プロ ソ
ーポンと呼んだのである .J (745 C)
「教会の人達が言うJヒュポスタシスが「類種の分割が終 る と こ ろJ， つ
まり最低の種そのものとして， ことごとく本性論の秩序に据えられて いる.
ダマスケノスが， í類種の分割」の本性論的秩序 を 排し た 上 で， アトモン
をヒュポスタシスと重ねるのは， フィロポノスを意識して， それと対立的に
立てられて いるのである.
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� 14

アリストテレス実体論， 範鴫論の克服

『知識の泉』第一部「哲学的諸章 J の類種関連中心の叙述は， 形式として
は， ポルフュリオスの『範時論入門』以来の新プラトン派の範晴論注解の伝
統的形式をとっている. 新プラトン派で再興されたこのアリストテレス研究
では， 論理的側面が強調されて， 実体論の形而上学的内容は薄くなっている.
しかし， ポルフュリオス自身が『範晴論入門』の序説で「類や種(の普遍)
が存在するものなのか， 考えられるだけのものなのか， あるいは……といっ
た深遠な問題は措いて(πapalr:�σ oμα1

Àérε叫ßa8ur:á吋宮

oüσ約 T守宮 π01αúr:れ

π part!ar:ôÍα宮) ……」と言っているように， 新プラトン派の範晴論研究におい
ても， 形而上学的問いが排されるわけでも， 超えられるわけでもない. そこ
から， フィロポノスの本性個体の論なども出てく るわけである. しかし， 実
体の論も， 質料を形相の本性的可能性と見て， 個を一つの本性の秩序で捕ら
えようとするかぎり， 本性論の動機が先立つのであって， 夕、、マスケノスはそ
のいずれをも排し， それに即しつつこれを超える.

�15

ヒュポスタシス的結合と， その存立の絶対性
アトモンのヒュポスタシスへの位置づけ

一一

以上， ダマスケノスによるアリストテレス哲学(実体論， 範晴論)の克服，
その処理の仕方を見た. その処理によって， カルケドン以後， ことにマグシ
モスで分けられた「ひと」と「もの」が， 今一度重ねられたのであった.
数的に区別されるアトモンは， 本性論的秩序の中で偶有性として位置づけ
られるが， 同時に， 本性論的秩序を超え， 数えることを許さない絶対的ヒュ
ポスタシスを語る手掛かりになる. アトモンがヒュポスタシスに位置づけら
れるのである.

ダマスケノスはそうした関係を一つのヒュポスタシス的秩序

に置かれた相 異なるこつの本性の関係の場に位置づけて， より具体的， より
一般的な形で述べている. その叙述が， 第一部「哲学的諸章」の纏めともい
うべき第66 章「ヒュポスタシス的結合について」である.

実体， 個体， ヒュポスタシス
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(なお， ダマスケノスのこ

の叙述は， 本論の初めに述べたマクシモスによる「ヒュポスタシス的結合と
区別の関連jを下敷きにしていることに注意すべきである. この図式は教父
に受け継がれている財なのである.)
「ヒュポスタシス的結合においては， 本性の複合が一つのヒュポスタシス
をなす. その際， 結合する夫々の本性は， 夫々の本性的区別と， 固有性とを，
混ぜず， 変ぜざる仕方で， 一つのヒュポスタシスの中に保持することを知る
べきである .J
先ず カルケドン信条が据えられている. 同信条が既に「二つの本性の結合
によって， 夫々の本性の区別が取り去られるのでなく， 夫々の間有性(ii5， ó.
T肘)が保持されつつ一つのヒュポスタシスをなす」こどが 言 わ‘れている.
単性論者， イコン破壊論者はそれを無視しようとする. ヒュポスタシスをめ
ぐる教父達の論議は， カノレケドン信条を保持し， それを人間理解， 世界理解
にまで貫く努力であることは繰り返し強調さるべきである.
「ヒュポスタシス的結合はヒュポスタ シ スとして の区別(Ú7r:Oσ間口付i5，α
<popá)を， そのものとしては持たない. J
ヒュポスタシスは比較を許さない絶対である. ヒュポスタシスには「区別J
というものはなく， その「区別」はヒュポスタシスを構成する本性の区別に
よる. そのことが次に言われる.
「何故なら， この結合にあっては， 夫々のヒュポスタシスにおいて複合を
なす二つの本性に， 夫々の特徴的区別(Xαpα灯卯tσ"吋i5，a<po pá)があって，
それによって夫々のヒュポスタシスが， 例えば魂がどうだとか， 身体がこう
だとかし、う仕方で， 同じエイドスのものから区別されるのだからである. 例
えば， ベテロの， あるいはパウロのヒュポスタシスは複合的で， 魂と身体と
占
i5，白仰伊o叩 pá
からなるーであるが， しかし二つの完全な本性と， それらの区別(仙
ω )
と個別差(i品，
人の魂から分ける魂の固有性と， また， 彼の身体を他の人の身体から分ける
身体の固有性とを夫々にもっているということである.J
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魂一身体の 実体的結合とは違う. 形相一 質料の可能一現勢関係による複合
ではなく， 魂と身体とが， それぞれ全き独立の本性とその特徴をもって相互
に結びつき， それが絶対的(即ち本性の秩序を越えた)ヒュポスタシスをな
している

g 16

身体を描くことによってキリストが，
また「ひと」が描かれるのは何故か

だから， もしそこに ベテロの身体があるならば， そこに ベテロの魂もある
のであり， その全体がパウロから区別されているのである.
「ヒュポスタシス的結合と区別jのこの図式は， イコシ論にとっても極め
て重大であって， 身体を描くことによって， ベテロの「ひと」が， そしてま
た， 神人キリストが示され得る根拠がここにある. イコンが描くのは本性で
はなくしてヒュポスタシスである. この問題は後にテオドロスによって論じ
られる.

(P. G. 99， 405 A)

このイコンの意味は， 身体あるいは「もの」のペルソナ的意味を示す. 全
的 ベルソナが身体を含むなら， 身体を否定するところに ベルソナ的関わりは
ないのだし， 身体の関わりは ベルソナの関わりであることにもなる.
そこで， 上に続けて， 今一度ヒュポスタシスにおける結合と区別が強調さ
れる.
「そのさい， その身体の固有性は， 魂を身体から分けるものではなく， 一
つに結びつけるものであり， 同時に， 魂と身体とからなる一つのヒュポスタ
シスを他のヒュポスタシスから分けるものとして働く. J

U7

ヒュポスタシスの存立の絶対性

ヒュポスタシスにおける結合は絶対であって， 死によってさえ分けられな
し、

「二つの本性が， 一度ヒュポスタシス的に結合したならば， もはや絶対に
分けられない. たとえ， 死によって魂が身体から分けられたとしても， 両者
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のヒュポスタシスはーにして 同一なのである. 夫々のはじめにおける成り立
ち

( σúr吋�d
I そのものがヒュポスタシスなのであるから. J

ヒュポスタシスの存立(IJrcap�勾)の絶対性については， 別の箇所で次のよ
うに言われている. (1061 A)
「一般的に言って， 如何なるものの存立も， 並立や比較によって限定され
ることはない. もしそうならば， 存在するものごとは， すべて相互原 因とい
うことになってしまう. 神のキネシスがエネルゲイアであるが故に人間のそ
れがパトスなのだとしたら， 神の本性は善であることによって， 人間の本性
は悪ということになり， さらに全被造が悪ということになる. そうすれば，
『 神はお造りになったすべてのものを御覧になった

見よ， それらは極めて

良かった』と言われたことは偽りということになろう.J

H8

東方の ヒュポスタシス(ペルソナ)概念

ヒュポスタシスの存立は絶対であって， ヒュポスタシスとしてある限り，
如何なるものも， 神に対して人でさえ， 並列や比較によって捕えられること
はない. その絶対性はヒュポスタシスの秩序が本性の秩序と 異なることによ
る. したがって， ヒュポスタシスが一つの本性によって限定されることはな
い. そして， 夫々は夫々の秩序であるから， I二つの 異 なった本性が一つの
本性をつくること. あるいは， 二つのヒュポスタシスが一つのヒュポスタシ
スを成すことは， 絶対にあり得ない.J
本性の秩序とヒュポスタシスの秩序の区別(マクシモス以来「本 質とヒュ
ポスタシスの区別Jと言われるもの)が， 単性論に対する論議でも， イコン
破壊論者に対する論議でも， 中心に据えらるべき基本である. なお， この原
理は カルケドン信条に語られている内容の展開であることは先に述べた.
七度の 世界公会議を経， ことに カルケドン以後展開してきた 東方キリスト
教思想の性格を一言で表現するならば， それはヒュポスタシス ( ベルソナ)
的思想であると言えよう. そこで理解されているペルソナ性は， その後 西方
でアリストテレス哲学に重ねつつ形成される ベノレソナとは非常に違ったもの
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である.

U9

rアリストテレスを十三番目の使徒に
するのは正しくないJ (ダマスケノス)

先に (� 11)で ダマスケノスの『知識の泉』の総観性と宣教的性格を語った
時， r真理に逆らう思弁の作りごとがもしあれば， そ れ を 真理に固有な場に
位置づけ」とあり， ここに言う「思弁の作りごと」とは， ものごとの原 因，
本 質探究のギリシア主義の原理そのもであることを示そうと私は言ったので
あったが， 以上の叙述でほぼ語り得たと思う. かなめは「本 質とヒュポスタ
シスの区別」である. そのことが， �知識の泉』とは別に『ヤコブ派を駁す』
の 単性論者批判の中でより端的に， また激しい言葉で語られている.
単性論者たちは， r本 質とヒュポスタシスの区別」を知らず， も の ご と を
専ら本性の秩序で 考えている. ものごとはこの 二つの相関の中で、理解されね
ばならないのである. rウシアはヒュポスタシスなし
いし， ヒュポスタシスはウシアなし

( áliOÚl1lO，)ではなし、J (1441 A). 言い換

えれば， rヒュポスタシスはウシア的秩序におかれるし
ヒュポスタシス的秩序におかれる

(む片付 Ta TO，) ではな

(iνOÚl1lO宮)， ウシアは

(iliü7r óσ T1UO，). ウシアとウシア的秩序にあ

ること

(iνOÚfJ( oν) とは違うし， ヒュポスタシスとヒュポスタシス的秩序にあ

ること

(i山7rÓσ T a TOν) とは 同じでない.

ウシアとは， それ自身としてか ， 他と共にか， 他の中にか， 何らかに在る
仕方である. それ自身としてというのは， 火のウシアがそれとしてある仕方
であり， 他と共にというのは， 魂と身体とが相互にヒュポスタシスをもって
ある仕方である. 他の中にというのは， 火が燈心の中にある， あるいは主の
身体が 神のヒュポスタシスの中にある仕方である. それに対して， ウシア的
秩序にあると言えば， それは偶有性(の集まり) を意味し， それはヒュポス
タシスを明らかにするのであって， ウシアを明らかにするのではない
一方， ヒュポスタシスは， r誰れ」を， あ る い は「ひとが指差すことで示
されるこれJ (τóiJs TÒ aμ日 τ古τ00 òaκτúÀOυ ålJaτdσa ò白山6μενoν}を意味する
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が， それに対して， ヒュポスタシス的秩序にあると言えば， これはそれ自身
偶有的でなく特徴的固有性として本性を限ることを意味し， これはヒュ ポス
タシスではなく， ヒュポスタシスにおいてある本性(の秩序)を明らかにす
る(1441 B). J
このように， 本質とヒュポスタシスとは正しい相関関係に置かれなければ
ならない. その相闘が本性的秩序にも欠けない具体的なヒュポスタシスを成
すのである.
上の引用に， Iウシア(普遍)とは， それ自身として か， 他 と 共にか， 他
の中にか， 何らかの有り方jとある句は， ポルフュリオスの『範時論入門』
序説の， ボエティウスを通して中 世哲学をいばわ支配した当の問題である.
ここではその普遍がヒュポスタシス的相関の秩序に確 実に位置づけて処理さ
れ， 範晴論に残る形而上学的性格は完全に排除， 克服されている.
それに対して， 単性論者たちはこうした相闘を知らず， ヒュポスタシスを
専ら本性の秩序で把握しようとする. その最たるものが(フィロポノスの)
「備的本性」の論である. このギリシア主義に対して ダマスケノスは 言う.
「これは悪しき ダイモンによる思弁の作りごと， ギリシア的な巧綾の 作り話
である. 神の霊を受けた人はそのようなことを言わない. あなた達は私達の
中に聖アリストテレスを十三番目の使徒として持込んで， 神の霊を受けた人
達よりも偶像崇拝者を尊ぼうというのであるか(1441 A)J.

fi 20

再び， 西方の理解について

一一「存在論」視点対「本質とヒュポスタシスの区別」視点

ー一一

先に(� 9) カルケドン以後表われて きた新しい 問題， 即 ちヒュポスタシ
ス及びヒュッバルクシスについ てのH. U. フォン ・ パルタザルーの スコラ視
点の展望を見た. これが当たらないことは既に語り得たと思う. しかし 今一
つ， ダマスケノスのスコラ的解釈の具体的な 例を取り上げよう. 西方的理解
の暗黙の枠組みの一面がより明瞭に見えるからである. Gerhard Richter， Die
Dialektik des ]ohannes von Damaskos， eine Untersuchung des Textes nach
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seinen Quellen und seiner Bedeutung 196414) である.

著者リヒターは， ダマス ケノ ス は『知識の泉』の三部構成， こ と に所謂
Di
alekt (1哲学的諸章J)をEx
ik
osi
p to(1正
i
統信仰概説J)の前に配することに
よって「哲学と教理の関係」を表現しているのだと言う. つまり， Di
alekt ik
を中 世スコラ学への一つの道程と見て， w知識の泉』全体からDi
alekt ikを特
に切り放して取り上げ， その哲学的構成内容 を 細 か に 分 析 す る. そして，
Dialekt ik は 哲学的 には， ポルフュリオス 以後の「アリストテレス復興」の
流れに属し， 新プラトン派の範時論註解の形式をとるが， 内容は先人を引用
する 単なる編集であるとして， その引用関連を細かに分析する(この 点は参
考になる)
.
リヒターは， 四・五 世紀ことに カルケドン以後の教父思想と， 中 世スコラ
学とを， I教理の内容は 考慮せぬま まJ (S. 272)一括して， 一 つ の 哲学的枠
組みで把握出来るとする. その哲学的枠組という のは， Iアリストテレスに
方位をとった存在論」で あ る.(もっとも， リヒター自身は， 一方で， いず
れにせよこの「存在論的思 考は聖書的キリスト理解を妨げる」と 考えている.
(S. 273))
その際， スコラ学と四・五 世紀教父思想とはそれぞれ次のように把握され
ている. 中 世スコラ学については， この時代に「哲学的 要求に足りる教会的
著作を意のままに出来るまでになったJと. 教父思想 に つ い て は， I教会に
は， すでに四 ・五 世紀， 三位一体論とキリスト論を言い表わそうとした時に
スコラ学への端緒があった」と.

S
( . 272， S. 8 )

三位一体論とキリスト論は存在論の問題だというのである.
(三位一体論は， 実は， 主イエスの信仰を貫く以外のことでなく ， I聖霊の
中ででなければイエスは主であると言えなし、J (1 or
C . 12， 3)こ と を 言 うの
で， 従って教理形成の歴史的過程としては， ギリシア的思弁の排除を意味す
るはずのものである15).)
リヒターが， 三位一体論とキリスト論は存在論の問題だと古うのは， そこ
では「本 質とヒュポスタシス」が問題になるからであるが， これがアリスト
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テレス的存在論の問題だと言うのである. 丁度同時代四・五 世紀新プラト シ
派にアリストテレス復興の動きがあり， 教父たちにも益するところがあった
はずであるが， しかしこの時のアリストテレス復興は範時論に限られていた
ために， 存在論としては充分でなかったと言う.

ダマスケノスも未だその枠

内にい るので充分でないと.
彼は言う， いったい「伺と普遍を第一 実体， 第二 実体とアリストテレスが
名づけるのは， 二つの結び付きを示すので， その結び付きは個がある仕方で
全体の部分をなすことに成り立つ. この内的相闘をどう把握するかが問題な
の で あ るJ. リ ヒターは三位一体のベルソナ性も， この 実体関連の秩序の中
で 考えられるはずであるとする. そして「 ダマスケノスの Di aek
l ti kも， そ
の内的関連の問題を引き継ぐ、が， ところが ダマスケノスの場合には『本 質と
ヒュポスタシスの区別』によって， 第一 実体のために別の用語を選んだばか
りでな しその意味を 変えてしまった」と.(S. 246)
マグシモス以来教父達が対単位論の根本原理として立てた「本 質とヒュポ
スタシスの区別」が， アリストテレスの存在論を歪めるが故に正しくないと
言うのである.

夕、‘マスケノスは「ヒュッバルクシスの一面的な強調によって，

個的 要 因を(普遍と切り離して)個体と同視するまで強調 するJ. そ れ に よ
って， アリストテレス的存在論の本来の動機と秩序を失っていると.
それは正にその通りなのであった

イコン論争を機縁として， ダマスケノ

スでは「本 質と ヒュポスタシスの区別」によって， 本 質(普遍)をも個(ア
トモン)をも同時に ヒュポスタシスの秩序に据えられるのであったから.
この区別はマグシモス以来の教父思想の基本であることを私は既に繰り返
し述べた. リヒターが

I �本 質とヒュポスタシスの区別』とい う こ と が繰り

返し言われるが特別な基礎づけはやっていなし、」 と言うのは(S. 259)， 教父
思想における教理的動機を知ら な い の で あ る. リヒターの理解は， 実は，
「本 質と ヒュポスタシス(秩序)の同一視」とし、う 単性論の立場につながる
ので， 教父たちは正にそれと戦ったのである.
またリヒターが， I 七・八 世紀には， イコンの問題以外に 神学 に固有な仕
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事は全くなかった. 論理的概念を中心とした広汎な知識への傾向はそこに起
因するJ (P. 269) と言うのも， 神学的， 教理的動機を知らないことによる.
イコン論争の主題が， 単性論とその背後にあるギリシア主義の克服の意味
をもっていたことは先に述べた. そこでイコン破壊運動の克服が， 異端に対
する全体的勝利の意味を込めて「正教の勝利」として祝われたのであった.
その過程で， 西欧スコラ学の成立に先立って， 東方では既にアリストテレ
ス哲学を， というよりギリシア主義としての哲学の全体を批判的に克服して
いるのである.

註
1) 破嬢論の神学的論議とし て は， 皇帝コンスタンティノス V (位 7 4 1�775 )が
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Byzantine Theology， historical Trends and doctrinal Themes， N. Y.
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抗したことについては1. N. D. Kelly， Early christian Creeds， P. 364 参照.
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本質とヒュポスタシスの区別 と の 関連

においてJ Ií中世思想研究』第33号1991年.
8) マグシモスP. G. 91 1055 D， ニケフォ ロスP.G. 100 589 A
9) � 4 ， � 5 は上記論文に述べた内容であるが， これ以上要約出来ない基本なので
ここに繰り返す. P. 31 ， P. 42.
10 ) マクシモスでは人間は意志的にも非本性論的複合としてのプロアイレシスで考
えられる. i意志(8é勾σl�)が理性的， 生命的な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(13 A). ……プロアイレシスは行為についての思
量的欲求である. つまり欲求と思量と判断の組合った複合的なもので， 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問。 '作â� &�8pω7rO�)が
魂と身体の複合である如くである(16 C). J上掲論文P. 41.
11 ) “L ' essence de 1a personna1ité se confond avec celle de 1a 1iberté; d'
autre part， 1a 1iberté tient à 1a rationa1ité， et comme c' est sa rationalité
même qui fond 1a substance de 1 ' âme et cell de 1 ' homme， i1 faut dire
qu ' en nous 1e principe de 1 ' individua1ité et 1e principe de 1a personnalité
se confondent." P. 20 8.
12) 筆者の言う『知識の泉』の「宣教的性格」に近い表現として， B. タタキス ( テ
サロニキのアリストテレス大学教授)の上掲書にi( キリストへの)従順の果実J
とある(P. 106)
.
13) アリストテレスの質料の可能性の考えは， ェイドス的本性的秩序を越えた内容
を再び本性的秩序で覆い， 囲み取る工夫で， これは誼1ioque が本性論的秩序を越
える信仰の営みを再び本性論的秩序に置く構図と極めて良く適合する.

自lioque

的西欧がアリストテレスに遭遇する必然性がそこにある.
14) Studia patristica et byzantina 10. Heft.
15) このことを， 例えば， 三位一体論の完成に大きな役割りを果たした大バシレイ
オスの『聖霊論』によって語ることができょう. この著作の意味を一言で要約す
るならば， 父と子と聖霊に関してú7rapl8ρfν ということ， 即ち本性論の秩序で
論議することを許さない. それについては山凶pl8p.εル出来るだけ， 即ち具体的
な働きの等しさから本性のーが言えるだけである(第17章). ú7rapl8μεルとい
うアリストテレス的， 哲学的秩序は既にこの時に排除されるのである.

