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荒れ野よ， 荒れ地よ， 喜び踊れ
砂漠よ， 喜び， 花を咲かせよ.
(イザヤ書35章1 節)

本稿は， エジプトの大マカリオス1) の名を冠した霊的著作群(し、わゆるマ
カリオス文書)に即して， そ の真の著者で あ る「偽マカリオスJ 2) (以下 で
は単に「マカリオス」と呼ぶ)による魂浄化の教説を， 従来なされていた図
式的な解説3) 一一 (1J悪が内在し支配する魂， (2J聖霊と悪とが共に内在す
る魂， (3J悪が追放され， ただ聖霊のみが内在する魂， といういわゆる三段
階説ー一ーにテキストに即した新たな角度からの哲学的解釈を加え ることによ
ってより一層明確化し， そうした魂浄化の道行きが人聞の生においていかな
る意義をもち得るかを解明していこうとするものである.
そもそも説教や書簡などから成る自らの霊的文書においてマ カリオスが一
貫して論じ， またキリスト教信仰の究極目標として求めているのは， 魂の浄
化， すなわち様々な悪しき情念からの解放(&rráθεtα)引であり， 心身一如と
なった一人の人間全体としての成熟完成である. しかし， そうした目標に到
達するまでの魂の道行きに関する体系的な叙述は， 彼の書物には見当たらな
い. したがって， マカリオスに固有な人聞の内的な成長過程を見渡す見取り
図とでもいうべきものを検討するためには， まずもって彼自身の数々の説教
集や書簡の中からそれらを再構成することが必要となるが， そうした再構成
の試みが最初に行われたのは， 皮肉なことに， マカリオス文書を異端派メッ
サリアノイのものだと断ずる証拠となった反メッサリアノイ派の異端論駁の
書においてであった.
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I

魂の浄化にいたる三段階一ーそのメ・7サリアノイ的図式

メッサリアノイ(MεσqaÀ.eανol)とは， 1祈 る 人々jと い う 意味のシリア
語の音をそのままギリシア語綴りに置き換え たもので， その名が初めて文献
上に現れた370年代にはシリア， メソポ タミアが活動閣であったが， またた
くまに小アジアに伝播し， その後431年のエフェソス公会議で彼らとしては
最初の断罪が宣告された異端的宗教運動体である. 彼らの教説や生活様式に
ついては， 五世紀から八世紀にかけての反メッサリアノイ文書がその概要を
伝えている. ここではそうした反メッサリアノイ文書として， キュロスのテ
オドレトスの も の(453年)円 コンス タンティノポリスのティモテウスのも
7) のものを取り上
の(600年頃)6) ， ダマスコ スのヨアンネス(749年以前)
げる. これらが概観的に伝え るメッサリアノイの教説の内で， 魂が完全浄化
に至る過程に関する記述を魂の様相の変化という観点から析出してみると，
以下のような三段階となる.
(i J

1悪霊は生まれてきた人間一人一人に直ちに結び付き， その者を愚

かな行為へと駆り立てるJ(T h. 429C3-5) /1 [魂の]内に住まう
(ëlJo!tcoS)
悪霊J (Th. 429C8)

ウーシオドース

:

1アダムの堕罪以降， 悪霊は実体として， 生まれて

i. 1) / 1人間と共にある罪の根j
きた人間一人一人に直ちに結び付く J(T
(T. i2) : 1悪魔は実 体として人間と共に住まい(q山our;éω)，あらゆる点

で人聞を支配するJ (J. 1) /1悪魔や悪霊どもは人間の精神をわがものに
し， 人聞の本性は悪の諸霊と交わりをもっJ (J. 2)
(ii aJ

1悪魔と聖霊が人間の内に共に住まうJ (J. 3) /1霊的な人々は ， 自

らの内でも外でも， 罪と恩恵とが働きを受けたり与え た りす る の を見
るJ (J. 9)
(ii bJ

1持続的な祈りは， 罪の根を根こそぎ引き抜き， し か も 始 め か ら

[魂と] 一つに結び付いていた悪霊を魂から追い出すJ T
( h. 429B16-C3)
/1洗礼であれその他の何であれ， 魂を解放することは で きない. それ
ができるのは， ただ析りの力だけで あるJ (T h. 429C5-7)

:

1洗礼は悪霊
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の追放になんら寄与するところがなし、J (Ti. 2)/1熱心な祈 り だ け が こ
の悪霊を追放すること ができ る. ……[悪霊が追放された]後に， 聖霊
の臨在が祈って い る者に生 じ るJ (Ti. 3): 1洗礼は人聞を完成させず ，
神的な秘蹟への参与も魂を浄化せず， ただ彼らの熱心な祈りだけがそう
するのであるJ (J. 4)
(iiiJ

エピフオイテーシス

í彼らfメッサリアノイ]は， 聖霊の 到

来 を感覚すると言う」

(Th. 429D4-432Al): 1聖霊の臨在が祈っている者に生じる. す な わ ち，
聖霊が到来し，それが感覚的に知覚されるのであるJ (Ti. 3)/1魂は自ら
コイノーニア

I 魂は]あらゆ
に生じる天上の花婿との交わりを感覚するJ (Ti. 4): / [
る感覚と確信とによって聖霊に与からねば な ら な し、J (J. 7) 1魂は天上
の花婿との交わりを感覚せねばならなし、J (J. 8)
以上の内， 魂におけ るく[iJ悪霊の内住〉とくCiii)聖霊の臨在 〉は三書に共
通に見いだされるが，くCii a)悪霊と聖霊の共住〉はよにしか現れ な い. Th.
とTi. ではむしろくCii b)祈りによる悪霊の追放〉が 強調されている. 要する
に， Ci)からCii)に 至る手段， す な わち悪霊の追放に関する祈りの有効性と
洗礼その他の秘蹟の無効性を強調したのが(ii b)であり， そ れに対して悪霊
の完全追放に至るまでの過渡的な魂の様相を強調したの がCii a)で あ る. た
だし， 聖霊の到来が悪霊の完全追放の後なのか， あるいはそれ以前に両者が
混在する時期があるのか， という点に関しては， Th. は不明，J. は後者を採
るのに対し， Ti. は先に引用したように悪霊が追放された 後 に 聖霊が到来す
る， すなわち「彼ら[メyサリアノイ]によってく 情念からの解放〉と呼ば
れている事態の後で， 魂は自らに生じる天上の花婿との交わりを感覚する」
(Ti. 4)と証言している. では， 悪霊を追放する唯一の手段と言われて い る
祈りについて， 果たしてそれは神からの恩恵なしに可能 な も の な の だ ろ う
か. そもそも祈りとはし、かなる営みなのか. こうした聞いに対して， Th. と
Ti. の伝え る答えはきわめて即物的なものである. すなわちは魂の]内に住
まう悪霊は，[祈っている者の]鼻水や多すぎる唾液によって[魂 か ら]出
ていくJ (Th. 429C7-9)/ 1祈っている者が咳ばらいをしたり唾を飛ば すこ と
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によって， この悪霊は追放され， しかも煙 やへピの姿で〔人聞から〕立ち去
るところが見られるというJ (Ti. 3). この点に関するこれ以上の証言は， 反
メッサリアノイ文書には見いだされない.
以上より， メッサリアノイに固有な魂浄化の三段階とはさしあたり， 魂に
おける( i )悪霊の内住， [ii 凶悪霊 と 聖霊 の 共住/(ii bJ祈 り に よ る 悪霊の
追放， (iiiJ聖霊の到来， と要約できる. その際， きわめてメッサリアノイ的
な教説上の特徴としては， 悪霊の実体化， 善悪二元論， 粗野な物質主義， 祈
りの重視， 洗礼その他の秘蹟および断食その他の禁欲的修行の否定(Th. 429
B13-16/Ti. 2，9/J. 4，5)， きわめて強い感覚 ・経験主義が挙 げ ら れ る. いずれ
にせよ， 今まで見てきたように時代を違えた三つの反メッサリアノイ文書が，
同ーの， ないしはきわめて類似した語葉 や章句によってメッサリアノイを記
述している以上， これら三書には共通の資料的背景があったものと思われる.
それこそがマカリオス文書であった.

E

マカリオス自身の三段階説ーーその図式的再構成

マカリオス文書は以下に見るように明らかにメッサリアノイ的である. し
かしそれはIで見たような特徴をすべて備えているという意味でそうなので
はない. 前述の反メッサリアノイ文書がマカリオス文書からの単なる怒意的
抜粋に過ぎない以上， 断片的な照合が可能なのは当然で、あるとしても， その
真意をどれほど伝え得ているかは甚だ疑問である. したがって， 我々として
はマ カリオス文書中に果たしてIで、見たような魂浄化の三段階が実際に説か
れているのかどうかをまず調べてみる必要がある.
まずマ カリオス文書に頻出する， 魂における霊の内住を表す語業群(内住
語嚢群と呼ぶ)に着目してみよう. 内住語蒙群とは， 霊的存在の魂における
内在を表示 す る (
I 内に/共 に)住 ま う」と い う動調{o;'，éω， e'J，io"céω，
ICaroCJr;éω， σu'J，ioelCéω) や， そ れ か ら派生した名詞(e'J，ioélC1)ae宮)， 形 容詞
(σωoelCor;;)のことを指し， 主語として悪霊を取るか聖霊を取る か によって
以下のように大きく二分される.
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(1]心 ・魂の内に悪(II. 16. 6)/罪(II. 2.3; 2.4; 14.1; 15.24; 19.2; 19.
6; 43.5; 45.2; 111.26.3.1)/閣の霊(II. 42.3)/へピ(II. 45.2)/悪し
き風(II. 2. 3)が住まう.

( 3 J 心 ・魂 の内に王たるキリス ト (11. 15.33)/主(II.14.2; III. 25.2.
4; 25.6.3)/主キリスト(II. 28.2)/神(II.49.4)/聖霊(II. 5. 7; EM9，
11，15， 17)/天の力(II. 50.1)/神の恩恵(II. 50.3)が住まう.

以上の内(lJは， 内住語業群が多用されることも含めて先に見たIの [ i J
と完全に対応している. それに対して( 3Jの場合，

1の [iiiJでは聖霊の「到

来J r臨在J r突わり」とし、う表現の み で 内住語業群が一切用いら れ て い な
い. しかしその点を除けば， 聖霊が魂に内在するとし、う段階の表示としてこ
れら両者は対応していると言え る. ここでも問題となるのは (1]と C3Jの中
間段階である. [ii aJにお け る よ う に内住語業群によって悪霊と聖霊の混在
が表示される箇所はマカリオス文書にはない. しかし， [ii aJに対応 す る 段
階としては， 次のような例を挙げることができる.
r 心には]正と不正の働く場が見いだされる. そこには死があり，
(2 J [
生があるJ (II. 15.32) /r恩恵の働きの宿る人がし、る. しかし， その内に
密かに悪が存する. すなわち， 光と閣の原理にしたがって， 二つの存在
仕方がある. そ れ ら は同ーの心の中で覇権を争っているJ (II. 17.4)/
「心がまだ浄められていないのに， その人に恩恵が臨在することがある」
(II. 26.25) /r魂の大部分はし、まだに罪に支配され， ただその一部分だけ

が恩恵の下にあるJ (II. 50 4)
ここでは， 恩恵と悪とが同時に経験される段階にある魂が示されている.
これに対して[ii bJに関係するテ ーマ， すなわちもっともメッサリアノイ的
な「祈りの重視jとし、う特徴は， マ カリオス文書においても枚挙のいとまが
ないほど頻出する. しかし， [ii bJのように， 祈りが悪霊を排出するた め の
身体的動作とのみ解されるようなことはマカリオス文書においては一切ない.
マカリオスにあって祈りは， 人聞が本性的に行い得る「自然本性的な祈り」
と， 神の賜物としての「霊と真理をもった純粋な祈り」の二種に分けられて

66

中世思想研究37号

いるが(II. 26. 21)， その両者いずれにあっても心の働きの面が強調されてい
る. ただし， 前者は「心の迷いと乱れを伴っている」ため (2J に対応し， 後
者は (3Jに対応するものと思われる.
以上を見る限り， 反メッサリアノイ文書から再構成された魂浄化の三段階
とマカリオス文書から再構成された三段階は， その図式的構成における限り
ではほぼ精確に対応していると言え るだろう. すなわち， 魂における1悪の
内在一→2悪と聖霊の共在一→ 3 聖霊の内在とし、う三段階である. しかし，
反メッサリアノイ文書に完全に欠落している要素がマカリオス文書にはある.
それは意志8)に代表される主体の自発的働きである. 悪霊と悪しき行為の因
果連関に着目する立場と， そこに意志という主体の自発性を介在させる立場
とでは， 大きな隔たりがある. こうした意志の働きとその実相については，
次節において詳細に検討せねばならないが， この点に限らずマカリオスとメ
ッサリアノイとの相違点は決して少なくはないので， ここで若干触れておき
たい. まず， 悪霊の 実体化に関してマカリオスは， r神にとって， 悪は実体
として存在してはいない. なぜなら， 神は悪からは決して影響を受けなし、か
ら. しかし， 我々にとっては， 悪は実在する. なぜなら， 悪は我々の心に住
んでいる[からJJ (II. 16. 5-6)というように神/人間の二つの観点をとるこ
とによって明確化を図っている. そのことによって彼は， マニ教的な 善悪二
元論を実質的には回避しながら， 同時に (1]の段階での人聞にとっての悪の
リアリティーをも保持しようとしたものと思われる. また， 前述の祈りの例
でもわかるように， 彼にはメッサリアノイ的な物質主義の影はない. さらに，
教会の権威， 洗礼その他の秘蹟， 断食などの禁欲的修行をすべて否定すると
いう点については， むしろ逆にそれらを積極的に肯定する文言が数多くマカ
リオス文書に見いだされる(e. g. EM. 2.3 ; 6. 2). いずれにせよこうした累積
する反メッサリアノイ的証拠から， マカリオスのメッサリアノイへの帰属問
題が争点となってきたが9}，

少なくとも魂浄化の三段階説， その第1段階で

の内住語嚢群， 第2段階での祈りの重視， 第3段階での「あらゆる感覚と確
信によって」とし、う句に象徴される感覚主義， 以上の共通点を見る限りマカ
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リオスはある面では確かにメッサリアノイ的である， 否むしろメyサリアノ
イはその根幹では極めてマカリオス的であると言った方が適切で、あろう.

E

三段階説の真相と意義一ーその哲学的解明

マカリオスの魂浄化の道行きに関するここまでの考察は， どちらかと言え
ば図式的なものであった. この点に関する従来の解説も， さしあたりはそう
した図式的三段階説を採るのが通例である. しかし， そのような三段階説の
真意を哲学的に深く取り沙汰するとし、う試みへは， 今まであまり目が向けら
れてこなかったように思われる10)

我々が以下に試みるのは， マカリオスの

三段階説へのまさにそうした哲学的解明である.
(lJ 魂における悪の内在一一人間としてのく生のかたち〉
マカリオスにとって悪の実在とは， メッサリアノイのような物的実在性に
関わることではなく， あくまで人聞にとっての心理的リアリティ ーに関わる
ことである. しかも， それは個々の行為の道徳的な悪という面にとどまらな
い， もっと普遍的な相での問題である. その点を次のテキストにおいてまず
見ていきたい.
ひとたび悪の種子が人聞の心の中に秘密裡にそっと埋め込まれたなら
ば， 後は誰であろうと皆， 自らの自由な意志にしたがってその悪を実行
に移すばかりである. しかも， ほとんどの人はそのような悪がどこから
忍び込んでくるのかを知ることもなしむしろ自然に反する悪しき思い
が次々に心から繰り出されては習慣化されていくために， それを何か自
然な動きであると思って受け容れるのである. しかし， 魂のもつ思いや
考えは， 実はそのような仕方とは異なった仕方で創造主によって人間性
の内にもたらされたので、ある. ( III. 25. 1. 2)
この箇所に先立って，し、かなる人も教えも法も，悪しき行為を罰し 善き行為
を称賛しているにもかかわらず， 実際は悪が世界を支配しているという「我
我が現に目にしている」経験的事実を一般的見解として提示した(II1. 25.1. 1)
マカリオスは， そこからー握りの思慮ある者によってのみ把握され得る洞察
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としてこのテキストを導入する. ここでの論点は， 人は誰もが 善を望み悪を
望まないのに， その望まぬ悪を自らの意志で行うという点にあるが， 主題化
されているのは個々の行為の悪ではなしむしろ魂の抱く「思い(Àortaμós)J
の悪である. そもそもマカリオスにおい て「思し、」とは， 意志((Jé).ザμα)，
良心(UυνεEò卯!s)， 知性(νoûs)， 愛する力(àrα均u吋òúliaμ!s)を含む包
括的 な 概念 であり (11. 1. 3;

cf.

II. 7. 8)， r自然本性的な思し、J (Àor!Uμ02

f{JUU!ICOE)ないし「純粋な思し、J (À. ICa(JαpoE)と「悪しき思いJ (À. πo同poE)
とし、う二種の思いが区別されている. 最初に創造主によって造られた(II. 15.
26) 純粋で自然本性的な思いは， 絶え ず、聖霊と共にあり (11. 12. 8)， 神認識
の能力を授けられ(II. 12. 9)， 知性と良心によって導かれていた( II. 15. 34)
が， アダムの堕罪以降， 世に追放された 「魂の思い」は， 地上的な思いと混
ざり合った(II. 24. 2) ï世の思し、J(À. 'rOû ICÓUμOU)(II. 15. 14) となり， そ
の結果この生活世界に棲みついた人々は日常的な習慣によって「世の思い」
があたかも「自然本性的な思し、」であるかのように思い込んでしまう. しか
し， そうした世の，思いは， 我々の自然に反する思い， 悪しき思い， すなわち
情念にほかならない. 要するに， このような「思し、」の次元での錯誤が， ア
ダムの堕罪以降， その末窃にいわば悪の種子として相続され， 強制によるの
ではない自らの意志による悪を人類にもたらしたのである. 実際， 悪の種子
すなわち悪しき思いは， く思いの錯誤〉 という形で人目に つ く こ と なく隠蔽
されてはいるが， 人間の悪への意志を絶え ず触発し続けて止まない. しかも，
L、かなる賢者といえ ども「自らの内に住まう罪」については無知であり盲目
であり( II. 45. 1)，く思いの錯誤〉を免れることはできない. 以上より， 悪の
隠蔽性および自己に内在する罪に対する無知・盲目性が， アダムの末喬たる
全人類に普遍的に妥当する悪の特徴とみなされ得るであろう11)
さて， ここで再び「望まぬ悪を意志する」とし、う論点へ戻ることにしよう.
この点に触れる時， おそらくマカリオスの念頭には『ロマ書』第7章があっ
たものと思われる. それは， 第二講話において「ちょうどある人が烏の飛ぶ
のを見て， 自分も飛びたL、と望むのだけれど， 翼がないので飛ぶことができ

偽マカリオスにおける魂浄化の三段階

69

ないように， 人聞にも， …… 自らの内に悪をもたず， 常に神と共にありたい，
と願う く意志がある>. しかし， 人間にはそうす る こ と がくできなし、〉ので
あるJ (II. 2. 3) と語る際の， r意志があるJ (TÒμèlJ OO.UIJ παpálCUTal)
(ロマ7. 18)という句の引用からも窺え るところである.

いずれにせよ，

パウロにおける 無抑制(ålCpαdα)の問題は， マカリオスにおいては今引い
た箇所からも明らかなように， r意志するができないJ 12) とし、ぅ形で継承され
ている. 先にも見たように， 人は誰でもが規範(律法)に則した善行をなそ
うと意志するが， その規範(律法)が， たとえ ば「淫らな思いで他人の妻を
見る者は誰でも， すでに心の中で姦涯を犯したので、あるJ (マタ 5. 2 7f.) あ
るいは「誰かがあなたの右の頬を打つなら， 左の頬をも向けよJ (マタ 5.24)
さらには「あなたがたの敵を愛せJ (マタ 5. 39)などというイエスの言葉に
見られるように， 人間本性を超絶した遂行不能なものであるとしたなら， 人
はそれを完全に拒否する場合を除けば， むしろ逆にその規範(律法)を自分
が実行できる程度に緩和していき がち で ある. つまり， r意志するができな
しづから「できることを意志する」への転換がそこに生じるのである. とこ
ろが， マカリオスにとっては， この意味での「自らの権能の内にある(自ら
が左右できる)
J (é〆和ル)=意志13)こそが罪・悪の温床である. なぜなら，
この世界に生きる人間の「思し、jはそれだけで既に 地上的な生の規則に服す
る「世の思し、jであり， 天上的な善の規範すなわち律法と対立するものなの
だが， rできることを意志する」とはま さ に こうした 神の律法を世の思いへ
と類落さぜることに外ならなし、からである. 思いにおけるこうしたすり替え
こそが， マカリオスにおいて問題となっている罪なのである. たとえファリ
サイ人のように旧約的な「汝なすべしJ とし、う律法を万事遺漏なく遵守して
いると自負自足していようとも(むしろそうだからこそ)
， この意味で は 罪
に対して無知・ 盲目なのである.
自然に反する悪を悪として意志するのではなく， むしろそれを自然に則し，
律法に則したものとして意志するところに， 人聞に普遍的に妥当する く 思い
の錯誤〉としての罪がある. 然るに罪が思いの錯誤である以上， 人が自らの
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思いによってその罪から脱却することは， その当の思いが再び錯誤に陥るが
故に原理的に不可能で、ある. で、は， このようなく思いの錯誤〉からの脱却不
可能性それ自体は一体何に由来するのであろうか. そもそも人間には， ちょ
うどある国に生まれた者がその国の法に従わねばならないように， この世界
に生きる限りは従わねばならない規則・規範があるはずである. しかし， そ
れは国法のように明文化することも対象化することもできない. なぜならそ
れは， ただそれに従うことなしには人聞がこの世界で人間として生きていけ
ないという仕方でしか捉え られない規則であり， rなすべし」と いう 規範性
の明るみ
(意識)が自然本性の暗がり(無意識)へと溶解し去る， まさにその
消失点においてしか存在し得なし市、わば人聞の人間としてのく生のかたち〉
だからである. したがって， こうしたく生のかたち〉は， 一方で、あたかも自
然本性の如きものとしてことさらに問いただすまでもなし、， 文字どおり自然
で自明なものでありながら， 他方で一旦それを生のただ中で、把握しようと思
うと， まったく把握不能な， 我々を盲目性の内に行ませる外ないものなので
ある14)

然るに，

こうしたし、わば地上の律法に服し， く生のかたち〉に編み

込まれているものこそ， r世の思L、jである.

つまり， 世の思いは自らの基

盤であるく生のかたち〉自身に関してはまったく把握不能な 盲目状態にあり，
しかもそれは常に生のただ中で、の思いであって， 自らの生を全体として眺め
得る外部からの視点をもち得ないのである. このような世の思いに， 自身の
生の外部から神の律法が課せられる時， 世の思いは自らが生の外部へと超出
できない以上， 律法の方をく生のかたち〉の勢力圏へと引き入れ ざるを得な
い. しかしその時， 世の思いは， 自らが「自然本性的な思い」として， しか
も神の律法を意志しているのだ， とし、う二重の錯誤を犯す. そこに罪の始ま
りがある. それ自体， 善悪無記のく生のかたち〉が， 神の律法と対立する罪
の地平として立ち現れるのはまさにその時なのである. こ の限りで， 思いの
錯誤に由来する罪からの脱却は， 人が人として生きる限りは不可能である.
なぜなら， 神の律法に向けて自らのく生のかたち〉から離脱することは， す
なわち生活世界における死を意味するから で ある. し た がって， く生のかた
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ち〉に基礎付けられた世界内でのく 生〉からこの意味でのく 死〉への離脱を
可能とするのは， その離脱の意味を「死に支配されたこの身体J (ロマ7. 24)
から真の生命の与かりへの飛躍という形で一挙に逆転し得るこの生活世界に
とって外在的な視点すなわち神からのd恩恵ただそれのみとなる. では， 人聞
はただひたすら神からの救いを求めるしかないのであろうか. それが次の第
2段階の課題である.
C2J

魂における悪と聖霊の混在一一〈信〉 に基づく霊的戦い

罪悪、に支配された第1段階には， 実はそれに先立つ段階， すなわち堕罪以
前の最初の人間アダムの段階がある. そのゼロ段階において， 神は自らの似
像に従って人聞を「良きもの」として創った(創: 1.25f.)の だ が， 悪 が そ
の魂を自らの衣として纏ってしまったため， 神は自らの住まいであり神殿で
ある人聞を悪から奪還すべくこの世界へと降り来ることとなる(lJ. 1. 7; III.
24. 4). 場面は既に第2段階である. この段階では図式的理解に 基づく次の
二つの誤解を避けねばならない. す な わ ちげ)善の原理(聖霊)と悪の原理
(悪霊)とが戦い， 勝利を収めた方が魂を支配する， とL、う 善悪二元論によ
る合理的解釈，(め善の原理(聖霊)と悪の原理(悪霊)を横並びの選択肢と
し， そのどちらかを選択意志が選び取るとし、う解釈， この二つである. (イ)
は
明らかにメッサリアノイのものであり， その主体性の欠 如という側面が心の
霊性を事とするマカリオスと対立する. 他方向では， マカリオスにとっての
選択があれかこれかの選択ではなしまさに自らの生を賭けたく生の選択)15)
であるとし、う認識が欠落している. そこでこうした誤解を避けるためにも，
まず「神/我々にとって」とし寸二つの観点から第2段階に該当するテキス
トを組み直してみる必要がある.
まず神にとってこの段階は， 自らの似像に従って創られた人聞が， たとえ
自身の自由意志によってであれ， 然るべき(すなわち自然本性的な)思L、か
ら逸脱し (II. 16.1) 罪に堕ちたが故に被った魂の傷と心の堕落を癒し更生す
るために(III. 25. 3. 3)， また悪の手から魂を取り戻すために展開された悪と
の戦い(III. 25. 4. 2) の 段階である. 確かにこの観点から見る限り， 戦いの

72

中世思想研究37号

主体は神であるように見え る. しかし， そもそもあらゆる力と権威をもった
神に敵対し得る者など存在せず (II. 1. 9)， むしろ魂のく思し、〉・意志がそこ
に介在することによって， 神にとってはそれまで存在し得なかった悪という
敵が， 魂の争奪を賭けた悪との戦いとし、う構図と共に初めて立ち現れてくる
のである. 実際， 魂を意志的存在者として創造した以上， 神は魂に悪からの
離脱を強制するわけにはし、かず， しかもここでの魂の罪が理性と非理性的欲
望との分裂葛藤にではなく魂のもつ思いの錯誤に起因する以上， 理性への説
得という形を取ることもできないのだから， 神にとってはただ魂と共同戦線
を張ることによってしかこの戦いに加わる方途はない. すなわち「人聞の側
からの協働と努力なしに， 神の力と恩恵によるだけで人が成長し続けていく
ことはできないし， 逆に聖霊からの協力と救いなしに， 人間自身の力と努力
と強さによるだけで， 完全に神の意志するところ， つまり自由と浄化にまで
至ることはできなしづ ( EM. 3. 1).
他方， 魂にとってこの段階は， I 聖霊からの協力 と救L、J ( ibid.)に援けら
れながら， 悪しき思い， 悪しき情念から自らが解放されるために繰り返され，
し か も その勝敗が魂自らの意志によって決する戦いの段階で あ る ( lII. 25.
2.2). この観点からする限り， 戦いの主体は魂， とりわけ意志である. では，
マカリオスによって競技・競走とも禁欲的修行の労苦や努力とも言い換え ら
れるこの戦いの実相とは， 一体いかなるものであろうか.

確かに， I 魂はこ

の世の霊と神の霊という二つの霊と交わって一つになるべきではなくJ(EM.
3.9)どちらか一方と 合一すべきだと言われる限りでは， 世の霊か神の霊かの
二者択一が求められているようにみえ る. しかし第1段階での解釈によれば，
この世の霊とは，隠れた地上の律法すなわち我々が現にそのただ中に居なが
らあくまで把握不可能なく生のかたち〉に帰属するものであり， 他方神の霊
とは， 我々の生を超絶したものでありなが ら，く生のかたち〉に基礎づけら
れた「世の思し、」によってしか， つまりく思いの錯誤〉によってしか我々に
は把握され得ないものであった. つまり， 悪霊と聖霊とし、う選択肢は， その
いずれもが我々には指示不可能なものであり， そもそも選択自体が成立し得
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ないのである. で、は， 我々の意志はし、かなる選択にかかわるのであろうか.
その問し、を解く鍵は， 旧約の律法の真の成就を説くイエスの教えが人聞の
力を越えたものであるという点にある. 第1段階では， そうしたイエスの遂
行不可能な命令に対する「意志するができなし、」→「できることを意志する」
という く思し、〉の変換に罪の萌芽を見たが， そもそも何故そのように人間性
を超絶した律法をイエスが課したかと言えば， そうすることによって「でき
ないJ と「信じるJ 161という二つの態度決定を人聞にもたらし， そこに選択
意志の発動を促そうとしたからだと思われる. その点を『大書簡� 13 章で
は， イエスの言葉に懐疑を抱く者と文字通りに信じる者との対比として詳述
している. 前者は， イエスの言葉を「信じてもいなければ努力もしていない，
ただ自分自身の意志や判断だけを確信し， あてにしている人々J (EM. 13. 8)
であるが， 後者は「人閣においては不可能なことも， 約束の神においてはす
べて可能であるJ ( EM. 13. 10) のだから， イエスの言葉を信じて行えば， 人
間自身には不可能な罪からの脱却も必ずやなし遂げられると信じている人々
である. たとえば「く心の中でさえ〉姦淫するなJ という同ーのイエス の言
葉が， 一方では「世の思し、J によって「意志するができなし、」故に「できる
ことを意志するJ とし、う仕方で(たと え ば「く実際には〉姦淫する なJ r<人
目につく仕方で〉姦淫するなjというように)類落していくのに対し， 他方
では「意志しかっ信じるjとし、う仕方であくまで神の律法として， 決して頚
落した形でなく顕在化される. ただし世の思いは習慣の力によって極めて強
固に人聞を拘束しており， 信の力が弱まればたちまち世の思いに取り込まれ，
神の律法は類落する. 信がなければ， 神の律法はその真正な姿を顕示し得な
いのである. この二つの態度によって， 我々にはその背後に控えるこつの律
法一一隠れた地上の律法 (く生のかたち>)と神の律法， さらに二つの世界，
二つの生が予示される. つまり， 人間の自然本性にとって実現不可能な律法
に対する「できなし、J / r信じる」とし、う二通りの態度決定 が， 自 ら の 生の
選択に連動してくるのである. 我々の選択意志が働くのは， まさにここにお
いてである.
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しかし， あくまでこの生のただ中で、の信で、ある以上， 絶えず世の思いとい
う逆風に晒され続ける信を堅持していくのは至難の技である. だからこそ，
マ カリオスはそうした信に根差した忍耐と努力を， 修道上の労苦として強調
するのである. と同時にそうした労苦は， 信をなし崩し的に取り込んでいこ
うとする自らの世の思いとの戦いをも意味している. 信の無力化を目論む自
らの思い乙徹底して戦うために . 1自ら の 心 の 内に留まって悪魔との戦いを
指揮し， 自己自身を憎み， 自己を否認して制し， 自己に憤り， 自己を責め，
内面の貧欲さに打ち勝ち. ( 自らの世の〕思いに抵抗する， 要 す るに自己自
身との戦いに耐えるJ (II. 26. 12)のである. 砂漠での禁欲行の第一の目的は，
すべての欲望の対象を身辺から遠ざけることにではなく， むしろこの自己の
思いとの戦いに沈潜することにある. 世の思いに具現されたく生のかたち〉
を信の力によって拒絶していく戦い， その最深部には く生のかたち〉を最も
象徴的に具現している「世の言葉J (II. 46. 1)を解体していこうとする祈り
とし、うそれ自体言葉による行為17) があるが， いずれにせよそうした戦いそれ
自体が思いの働きである以上， 世の思いを根絶することは我々には不可能で
ある. だからこそ， 人は神の許に進み出て「これまでの生において， 屠られ，
殺されることによって， 神と共に暮らす別の生へと移ってし、かねばならない
J (II. 1. 8)のである.
(3)

魂における聖霊の内在一一神の意志と人の意志

第3 段階に至って， 悪が根絶された魂はようやく完全浄化を達成する. マ
カリオスはこの段階の魂の状態を， 内住語嚢群を用いた表現の他に「情念か
らの解放J . 1心の静け さJ (áJJáπαυσ'S'). 1静寂J (�(JuXéα). ( 聖霊/キリス
ト/天上の花婿などとの〕交わりなどと叙述しており， さらにこの他に極め
てマカリオス的な語業群， すなわち感覚語集群山， 混 合語業群m， 充満語業
群20) がこの段階に多様な彩りを添えている. これほど多彩な表現を尽くして
彼が賛美し語ろうとしたことは， 人間性の完成であり， 新しい創造(III. 18.
2. 4; 20. 2. 2f.)であるが， ここではまず神の意志と人の意志との関係に的を
較ってこの最終段階を考察していきたい.
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W5 0の霊的講話集』の官頭においてマカリオスは， 神の顕現に接したエゼ
キエルが神の王座となり霊の栄光に与かった魂， つまり第3 段階の魂をケノレ
ビムとして語るくだりを極めて象徴的に解釈している. 四頭の霊的生き物で
あると同時に乗り物でもあるというこのケルピムは， 乗り手であるキリス ト
に御され， 彼の行きたいと思うところへ進んで、いくのだが， ケルピムに象徴
される人間の魂も同様に， その乗り手であるキリス トが「魂の意志に従って
ではなくJ ， キリス ト「自らの霊によって」すなわち「自らの思 慮によって
手綱をとり」その意志するところへと魂を導く ( II. 1. 3 ; 9). この時， テキ
ス トの対応箇所 II. 1. 3 と 9 を比較してみると， キリス トが天上に向かうこ
とを欲する場合， ["自らの思慮によって〔魂を天上へと導く JJ は「天上の思
いによって〔導く JJに言い換え られてい る の だ が， キリス トの霊が身体の
内に入ることを欲する場合には， ["く思L、〉によって魂を御すJ が単に「身体
によって〔魂を導く JJ とだけ言い換え ら れ て い る. この後半部が我々には
重要である. ["身体によって」は「天上の思いに よって」との 対比から「身
体内の思いによって」したがって「魂内の思いによってjと解することが許
されよう. すると， 単に「思いによって」とだけ語られているのは一体誰の
思いなのか. 魂の思いなのか， それとも身体・魂に入った聖霊の思いなのか.
ここでケルビムの誓え に戻るなら， ケルピムは御者を乗せて運び， 御者はケ
ノレビムを導くとし、う仕方で， 両者は完全に一体となって進み行く. 同様に，
魂は自らの思いによって行為し， 他方聖霊は魂の内にあって自らの思いによ
って魂を導くとし、う仕方で， その現に発現した思いに関する限り両者の思い
は完全に一致しj軍然一体となっている. つまり魂は， その完成態においては，
キリス トの思い・意志を自らの思い・意志とし得るの で あ る (III. 21. 3. 3 ;
EN. 2. 4). 第1 段階では， このキリス トの思いを自らの思いとすることがで
きず， 世の思いを自らの思いとせ ざるを得なかった. 第2段階では， このキ
リス トの思いをひたすら信じることによって世の思し、から離脱する戦L、， 労
苦に明け暮れた. そしてついに第3 段階において， 魂はキリス トの思いで充
たされたので、ある.
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しかしこのような完成態の認識は神の観点からのものであり， 魂の観点か
らは， 世の思いもキリス トの思いも共に自分自身の思いとしてしか立ち現れ
ない以上， そもそもこうした各段階での思いを識別することは不可能なこと
である刊. 救済という面で見てもそうである. 魂は救済を求めるが， 救済さ
れたと思うのも思いである以上， 思いの錯誤の可能性を払拭し得ない. もし
マカリオスにおいて意図されているのが救済の探求であるなら， 救済の成就
がそこでの関心事となるはずなのに我々は決してそれを認識できないという
背理が生じることになろう. しかし彼にとって救済を求めるということは，
決して救済の探求ではなく， むしろ救済の成就を願う個我的思いそれ自体か
ら魂自身が解放されることである22)

換言すれば， 魂の救済にとっての終極

は， その成就ではなくむしろそこへと限りなく近づきつつある魂の内に引き
起こされる変容そのものなのである. こうした魂の変容は， ただ自らによっ
て経験され確信されるしかない. マカリオスに頻出する「感覚 /確信 /経験
によってJ 23) とし、う句が第3 段階のメルグマ ールとなるのも， こうした事情
による. マ カリオスが理性的超越ではなしむしろ経験や感覚を重視する態
度は， 決してメッサリアノイ的経験主義によって解されるべきではなく， 魂
が自らの思いの成熟変容を自らの思いによって自覚するという， 彼のいわば
〈思いの哲学〉に由来するものと言え よう. もちろん， そうした思い・確信
自体も神からの恩恵によるものであるが， この段階ではもはや魂の思いは神
の思いと一つになっている. このこと自体が， 魂による生の選択の成就であ
り， 新しい人間の誕生と言え よう. 世界とし、う砂漠に赴き， 自らの悪しき思
いとの苛酷な戦いに耐え た魂は， やがて砂漠が緑の沃野に変容するが如く，
光り輝く霊へと変容する日を迎え るのである.
註
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の詳細 ， また彼とメッサリアノイとの関係に つ い て は， 拙訳『説 教集j) Ií大書簡』
の各々の解説(11中世思想原典集成』第3巻(平凡社， 1994年)所収， pp. 232-238，
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記J ; 11大書簡』が Makarios.Symeon， Epistola Magna， hrsg. v.R. Staats，
G凸ttingen ， 1984 [EM. と略記〕である.
3) たとえばK. T.Ware， Preface， in: 1'，ρeudo-Macarius， The Filty Spiritual

Homilies and the Great Letter， G.A. Maloney (tr.). New York 1992， p. xiii ;
C. Stewart. 'Working the Earth 01 the Heart' The Messalian Controversy

in History， Texts， and Language to AD 431， Oxford. 1991， p. 74.
4) 元来はストア派の用語. しかし， 他 の教父同様にメッサリアノイもマカリオス
もアパテイアをr[アダムの背きにより導入された 〕罪 か ら の完全な解放」という
キリスト教化した意味で、用いている. マカリオス文書中ではその語は全部で17回現
れる. その中にはストア派的にアパテイアを健康と類比す る 箇所(1I. 4.25) もあ
るが， 魂浄 化の段終目標として自由や完全性(tÛ εcóτ守宮)と併記され (e. g.1I . 17.
11-12; EM. 3. 14， 13. 3， 13. 8， etc.)
， エブェ4. 13へと結ぶ用例が中心である.
5) Haereticarum labularum compendium 4. 1 1 in: Migne， PG.83， cols. 429-32.
以下Th と略記し， 欄数・行数を付す.
6) De iis qui ad ecclesiam ab haereticis accedunt in: Migne， PG.86， cols
45-52. 以下T i. と略記し， 原典中の整理番号を付す.
7)

De Haeresibus 80， 2-3 in:. Migne， PG.94， cols. 728-36 以下Jと略記し， 原

典中の整理番号 を付す.
8)

OéÀp
YJ a/πpoaip εσC'>・後者は「選択意志(liberum arbitrium)Jとも訳す. 両語は

ほぼ同義的に用いられており， 自発性の強調のため両語に「自由な (αùrs�oú町内 )J
という形容詞を付す用例も頻出するが， 本稿ではこ うした語句を「自らの生の， そ
の全体性における自己決定」という意味で用いている.
9) 拙訳解説 p. 236参照.
10) たとえば L. Bouyer， Histoire de la Sρiritualité Chrétienne 1， Aubier， 1960，
特に pp.443-6 がW. Jaeger， Two Rediscovered Works 01 Ancient Christian

Literature.・ Gregory 01 Nyssa and Macarius， Leiden ， 1954/5 に依拠して， マ
カリオス文書をニュッサのグレゴリオスの「通俗 化」とみなしたことは， 写本が整
.以降むしろ両者の相互影響関係の研究こ
い つつあり， とりわけR. Staats， 0ρ. c it
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そが急務となっている現時点から振り返れば， マカリオスを哲学面で軽視した明白
な例と言えよう.
11)

H.

Dörries， DieT heologie des Makarios/Symeon， G凸ttingen， 1978， S. 24.

12) イエスの教 えに対する 1.will-and -I-cannot という内的経験の描写として『ロ
マ書』を読み解いていく

H.

Arendt， T he Life of the Mind/Willing， New

York/London， 1978， pp. 63-73 に本稿は多くを負っている.
13) たとえばエピグテトスの語る賢者にとっては， 生における「平静さJ á，apa�ía，
&πáOêtα)は「外的な領域」にではなく「自らの権能の 内 に ある」領域に求 められ
るが， 彼にとってはこれこそが思いの領域であり意、志の場である.
14) この点で「規則に従うとき， 私は選択しない. 私は規則に盲目的に従う.J L.ウ
ィトゲンシュタイン『哲学探求� 219節は実に適確である.
15)í生の全体を包み つく す種類の選択」 に つ い ては， 加藤信朗ílFピレボス』篇に
おける道徳性の観念 J IF聖心女子大学論叢』第83集， 平成6 年， pp. 7 -33 から多く
のことを教 えられた.
16) 当然マカリオスにおいてもく信> (πíau�)は極 めて頻出し， たとえばEM. だけ
でも全部で45回用いられる. その内í<信〉と希望/愛に よって(努力し /戦う)J
という語の組み合わせを部分的にでも用いた箇所が13例あり， さら にく信〉と意志
とを結ぶ用例は， 意志(の弱さ)を何らかの形でく信〉が支えていくという構図の
ものが 3 例(3.1 ;13. 13 ;13. 15)ある.
17) 祈りを含む宗教 言語の問題については稿を新たにせねばな ら な い が， 少なくと
もここで押さえておきたい点は， 魂の浄化という脈絡における限りマカリオスは，
祈りという言語行為をたとえば D. Z. Phillips の主張 するような「ある一つの生活
形式の内にJ (Belief， Change and Forms of Life， London ， 1986， I'. 79)位置
付けられた宗教 的言語ゲームとは決してみなす まいという点で ある. 彼にとって魂
浄化の戦いにおける祈り と は， 日常生活における諸言語ゲームと宗教 言語の通透性
の有無が間われ得るようないわば一元化された地平そのものをむしろ無化して いく
行為である.
官
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18) alaO守σ
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この内， í感覚と確信(さらに他の 1 語ないし 2 語)に よって」と い う 組み合わせ
が全部で13箇所あり最多である. C. Stewart， oþ. cit，. pp. 282-284 に完全なリス
トがある.
19)

(接頭辞áva/συr)+"εpá山υμzやpírνυμrによって， 主/聖霊/恩恵などの神的
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pp.
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21) 第3段階に至れば， í自らに強いていε 吋ßías)J (/1. 18. 3)なされた 律法遵守
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努めるしかないのである.
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