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プラトンによれば， 人聞は魂と身体から成るものであり， しかもこの魂と身体は互

いに向かう方向を異にし， 普くも悪しくも二方向に分裂していくとされる. そこに人

間存在の謎と問題性があるわけだが， この聞の消息をプラトン主義の流れの中にあり

ながら， かつはキリスト教徒であったカッパドキアの三塁の一人， ナジアンゾスのグ

レゴリオスに問おうとするのがこの小著の目的である. 従って目指すところは， 魂一

身体といった二元的人間理解と， 人聞は神の像であるというキリスト教的人間観の関

係， 罪への傾向をもっとされる身体をもっ人聞がこの地上で生きていくことの意義，

最終日標である人間の神化の解釈， といったことになる.

本書は5 章から成る. 第1 章は序論で， そこでは全体の構成がまず述べられる. ア

レクサンドリア学派の流れを汲むグレゴリオスは身体と霊を基本的に区別するが， こ

の二重の性格ゆえに人間は霊的世界と物質的世界の両方に属する， いわば中間的位置

を占めるものと判定する. その上で著者はグレゴリオスの神学は1)この二重性は何

故なのか， またもし人間が天上的存在として霊的な生を送るべきなら， どうして身体

的生の煩わしさをもつのかを聞い， 2 ) 人間存在のこの二分法的性格に実存的側面と

存在論的側面があると指摘する.

第2 章は「霊的で身体的な存在としての人間」を取り扱う. グレゴリオスは対比的

な言葉で， 人間は二つの世界に住むゆえ， 見えるものでもあり， 見えないものでもあ
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ると言い， 人間の霊的現実は物質的なそれよりもより高いが， 物質そのものは必ずし

も悪ではなく， ただ霊よりも低い位置 にあると考える. 人聞はこの相反する本性が混

ぜ合わさったものであり， グレゴリオスはこの相反するものを一つにするところに，

神の偉大さを見ている. 世界の創造も最初は可知的世界， それから物質界という順で，

可知的世界に属する天使にも一種の身体性をもたせて考えているところに， グレゴリ

オスの特徴がある. また人間の魂には神的なところ， 天上的なところがあり(神の息

吹きを受けたため)， ここから人間の欲求の目標として神が立て ら れ る. 魂が目指す

のは勿論天の国であるが， それは身体にとっても目指すべき目標である.

グレゴリオスの場合， 人聞が神の像と言われるのはその魂のことであって， 彼にお

いては εi"φν とóf10iwσ!<;; の区別は見当らない. 興味深い ことに最初の人間アダム

は未成熟であって， 完全ではなかったとグレゴリオスは考えている. 人間の最終目標

は神化であって， これは御子と聖霊の力によって可能となる. 神化は人間の身体をも

含めた出来事であるが， 他方でグレゴリオスは身体が神認識のためには妨げであり，

魂にとり厄介な代物であって， これは堕落によるとし本来は魂が身体を支配すべき

だと言って， 身体に対しアンピパレントな態度をとっている. この物質界への二重の

態度は， 著者によれば， グレゴリオスが創造を神が創造した世界(つまり神の造り給

うたものは善し) として存在論的に考える時には肯定的態度をとり， 人間の位置 を霊

的な観点から， また実存的な限で見れば， 否定的な態度をとっていると言う. グレゴ

リオスが代表するようなキリスト教内のプラトγ的伝統を汲む人々は， 必ず， 地上の

ものに対して， ある種の緊張を内包していると著者は述べている.

第3 章は人間は何故「身体的存在」であるのかを問う. 即ち人聞が地上で身体をも

って生を営むことの理由を問う. 著者はこれをグレゴリオスの様々の著作(Ora tio)

や『教義詩』をもとにして論じる. そこから①人間の罪と堕落への傾向性， ②人間は

目指す善を自分自身で獲得しなければならない， ③人間はミクロコスモスである， と

いうグレゴリオスの三つの基本的な思考の線を引き出してくる. グレゴリオスは原初

の人間アダムは完全ではなく， 幼児的であったというイレネウスの流れを 汲んでいる.

人聞が禁を犯して食した果実は知恵の木のそれであるが， これはテオーリア(観想)

のことであり， 未だ時至らぬのに， 余りにも早く知恵の実を食したことが堕罪なので

あると言う. アダムは完全な光を分与されておらず， まだ神を観想する状態になかっ

た. むしろ観想に距離をとっているべきで， 始めから神の光を有していたらルシファ
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ーのような最大の堕罪を犯しただろうとグレゴリオスは考える. 人聞は創造された時

から善悪二つの方向に可動的であって， この道徳的可動性が人間の弱さであるが， ま

たそれゆえに自由をも有している. ルシファーのような罪を犯さなかったのはひとえ

に身体があったおかげで， それゆえに永遠の断罪を人間は免れている. 著者は堕罪に

関するグレゴリオスの見方，及び人間観を探究することが大変重要であ る こ と を 説

くが，その際大方の研究者と著者の見解には相違があることを示唆する. 例えばH.

Althau s はアダムは未発達な人間であったから， 自分のなしたことの意味をわかって

いなかった， つまりその罪は情状酌量の余地あるものとしたが， それに対し著者はこ

れではアダムの責任が欠くなってしまうし， グレゴリオスも原初の人聞に完全な責任

があると考えているとして反論している. 人間の堕落は個人の神への不従順の結果で

あり，それはヌースや魂の堕落であるが， この罪の原因はそもそも人間が魂と身体か

ら合成された存在であることによる. そのため罪に曝されると同時に完全に罪のない

状態にあることは不可能となるのである. かようなものとして造られた存在は堕罪を

避けることは不可能であった. つまり人間の内面の闘争や分離は本来的に備った危険

性なのである.

グレゴリオス伝よれば身体ゆえに人聞は浄化を受けるので， 身体は人聞にとり教育

的な意味をもっ. つまりたとえ倣慢になっても， 身体の低さを思うとそれが止み，過

大な自己評価をしなくなる. 身体にまつわる諸々の困難や苦痛は神を呼び求めさせ，

ここでも人間の自負心は矯正される. しかしこの苦しみも神へ向かうゆえに栄光ある

ものとされ，抑圧された人や病人への同情も生まれてくる. グレゴリオスは身体を一

方では労苦多いものとして敵視しながら， 他方でこの地上を歩む仲間として見るとい

う， その身体観のズレにより，やはり二重の態度をとっている. 人は自分で神と共な

る生を獲得すべきである. それはこの労苦多い身体と共に歩んだ後に報賞としてもら

うものである. そのためには善悪の選択に鋭敏でなければならない. 霊と物質の中間

存在である人間は， 魂の導きに従って神へと歩んでいくことがそのとるべき道である.

第4 章はグレゴリオスの神学体系の特徴を創造・人間・受肉・神化・神との交わり

に分けて説く(救済論は除外されている). ここでもグレゴリオス に はプラトン的思

考に沿う所と離れる所が見られる. 創造に関しては， 存在を賦与することとしての創

造と， 二段階の創造(まず神が世界のイデアを有し，次いでこのイデアを実現させる)

を中心として， 霊的世界と物質的世界の形成が語られる. また人間が既に存した地上
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神の怠吹きを受けて形成されたことにより， 神と物質の距離が縮まったこと， また本

来はこの身体と魂はもっと密接に結び合わさっていることが指摘される. 更にキリス

トは神と人との比類ない混 交であって， 人間学はキリスト論を前提とする. グレゴリ

オスはキリストの人性に深く思いを凝らし， 人性そのものの価値を回復する. キリス

トの受肉は人間学的観点のみならず， 宇宙的観点からも解されねばならない. それは

神が世界の創造者であるばかりでなく， 創造する御言葉によってすべてのものを変容

するということである. そこにキリストと聖霊による人間神化という考えも含まれて

くるであろう. つまり人聞は先にも触れたように， もともと神的な起源を有していな

がらも， 身体をもつことにより始めから神と距離をとって置 かれた. また自由意志に

より神から離反することも可能であったが， キリストと聖霊の働きにより， この身体・

被造物全体を神の方へ向け直し， 神的要素を回復させ， 最終的に神化が成立するので

ある. ところでグレゴリオスはこれらのことを語る時， í流出」と い う新プラトン的

用語を用いてはいるが， 人間を単なる霊と物質の中間的存在とするプラトン主義を離

れ， 受肉を語り， 復活を語り， 最終的に人間を神へと導くキリスト教の立場を堅持し

ている.

終章では人間と三位一体を扱う. グレゴリオスは救済と創造のオイコノミアについ

て語っているが， ギリシア教父としてグレゴリオスは父は始源， 子は実際に創造した

もの， 聖霊は完成するものと言う. そして人間の完成については， これは先のことで

まだ成就されていないと語る. 父は原理であって， 子は父から生まれ， 聖霊は父より

出る. この三位の中に父からの動きと父へ還る運動が見られるが， この三位の内にお

ける関係がまさしく人聞が神から出， そして神へ還っていくことの根本モデルである.

人聞は魂と身体から合成されたものであり， その限りでまだまだ不十分な存在である.

しかし人聞が範とすべき神の三位の関係こそは， この二元的存在の限界を超えた， 一

切の被造物が追慕する源泉なのである.

カッパドキアの三教父の宇宙論や人間学は研究されることの少い分野であるが， そ

れでもグレゴリオスの人間学については若干の研究がある. そのようなものの一つで

あるこの書において， 著者はいくつかの観点からグレゴリオスの人間学を粗描してみ

せる. 二元的な存在次元を内含する人間の一見したところ矛盾する諸側面を介して，

グレゴリオスがプラトン的伝統に立ちながらも， キリスト教神学との調停にいかに苦

闘し， 人間存在の謎に迫っているかを論述している. 小著ではあるが， グレゴリオス
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での人間学への橋渡しとしては格好のものであろう(ただ著者のくせであろうか， 高Ij

詞的な though の多用は少々耳障りではあったが). 教父研究の 分野では， 今後は，

人間学のみならず， 宇宙論までも視野に収めた綜合的な成果が期待されるところであ

る.
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本書は， 世界文学の傑作をコンパクトに紹介し論じる叢書Landmarks of World 

Literature (The Tale of Genji， The Aeneid， Doctor Zhivagoなど既tU40余冊)

の一冊. 著者はリパプール大学の lecturer in cla s sics. 本書と同年にWomenin 

Late Antiquity， Pagan and Christian Life.styles (Oxford U. P.)を刊行してい

る. 前号の書評で中川純男も指摘するように， Conf. に関する書物が近年相次いで出

版されてい， 本書もその中に数えられよう. が Starne sやO'Donnell の注解書と

は異なり， introduction (p. vii) という性格上， 本書には注もなく， 先行研究への言

及も乏しく， 書評に取り上げるには相応しくないようにも思う. しかし思想的理解の

素材としてConf. を読むことが， 我が国のConf. 研究の基調となってき， 文学的

に論じられることの希なことを思うと， 文学研究の側でConf. が現在どう読まれて

いるか知ることは， 私たちの知見を均衡のとれたものにするためにも， とても大切な

ことだろう. もっとも本書は文学研究の側虫、ら Conf. を扱っては いるが， 著者は

Conf. はpolyphonicな著作であり， 各声域において開き解かれるべきだ(p.83他)

と考えていて， 哲学的や歴史学的な視点をも欠きはしない.

まず全体の構成. 短い緒言と， 簡潔な年譜， 序論， 六つの章， 主に第二次大戦後に

英語圏で出版されたものから精選した諸書に簡潔な評を付した， 使いでのある文献リ

スト「さらなる読書の手引き」からなる. 1章íAug.の世界J， 2章「ジャンル:生

涯を記述することJ， 3章「真の告白とは?語りと記憶J， 4 章「真実を語ること:修


