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シャルトノLの大伽誌ができ上ったとき， モン ・サン ・ ミシェノレのロベールは準
え立つ培を仰ぎみて， 何といふ不思議な力でト支へられてゐることかと嘆賞の言葉
を録した。 それは1144年のことであった。 この時代は事実， 自己自身の知性とそ
れが生み出すものの高さに驚いてゐfこ恵まれた世紀で、あったにちがひない。 中世
哲学:に就いて語らうとするとき， 誰しもが引きたくなる言葉の一つに， シャルト
ノレのベルナールがその時代の文化を指して古代とし、ふ巨人の肩にとまった倭人と
なす雪へがあるが， それが言はれたのも同じく十二世紀であった。 彼の言はうと
するところは， 古代文化の伝統を偉大なものとし， 且つ基礎として甚だ尊重しな
ければならないといふことであるが， その上に立脚して彼自らの時代は尚広大な
視野を有ってゐるといふ文化的自負でもある。 まことに西欧の十二， 十三世紀は
人類が今日までに経験した最も哲学的水準の高かった時代の一つであった。 我々
がここで問題にしようとするのは， この中世の代表的盛期を直接に解明しようと
することではない。 これ程の時代が尚自己を倭人となして尊敬した古代とは実際
には何で、あったかといふことを問ふことから始めなければならない。 古代といへ
ばすぐ古典ギリシアだけを考へる人々がゐる。 たしかにそれこそ学芸にとって最
も貴重な時代にちがひない。 しかしそれだからと言って中世の思想が古典ギリシ
アと聖書に基くといふやうな言ひ方は単に形式的に源泉を列挙する便法であるに
しても， 甚だ実情に背いた表現としなければならない。 我々がかう書く根拠は主
として次ぎの二つである。 先づ第ーに中世が古代と呼ぶものは決して古典ギリシ
アのみではなく， ヘレニズム文化の時代即ち後古典古代や古典ラテン文化を経て
教父時代のすべてを含む古代であったとい ふことである。 そのことは， シャルト
ルのベルナール自身が当代きつてのプラトニストと言はれたにせよ， そのプラト
ン主義は古代金体を通じて形成されて来たプラトンの体系的研究の成果であった
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ことは想像に難くないし，ー一一人はこの際の想像を非学問的と難じではならない。
件のベルナール自身の著作はまだ発見されてゐず， すべてはその秘蔵弟子であっ
たソルスベリのジョン のMetalogicus の文章による外はないといふ乙とは周知の
ことであらう。ーーまたそのジョン が最も重んじた古代哲学者はどのギリシア人
でもなくキケロで、あったし， アベラールの著作に随処に引用されでゐるのもヴェ
ルギリウスやホラティウスなどのラテン詩人であることや， ベトノレス・ロンパル
ドウスやアキノの聖トマスがギリシアの哲人たちと同格に並べて古代の先達とし
て引!照する名前には偽ディオニュシオス・ アレオパギタやアウグスティヌスを始
め多くの教父があることなどから，明らかであらう 。そして第二に古代を構成して
ゐるこれらの分節は古典ギリシアと深い関はりをもち， これを殆んど典範とする
とは言っても， がとしてそれの延長として単調に見られるわけには行かないといふ
ことである。 それは例へば一見極めて類似したものと思はれる古典ギリシアとそ
れにすぐ続くヘレニズムの時代との間にさへ. 哲学的精神の甚だしい差異を見出
さざるをえないことからも明らかである。 その差異は通常語られてゐるやうに，
前者に創造的精神を， 後者には単なる継承と修正を見るといふやうな簡単な図式
的な考へでは見落とされる程に微妙で而も内的に非常に大きな問題を含む創意と
創意の相違である。 それに就いて私は嘗て徹底的な古典文献学的研究を介して一
つの説を成したことがある。 詳細は1 958年の哲学雑誌第73巻第 738号所載の「古
書七行考」を参照されたい。 それはマグナ・モラリアの11 91a30 から同36に至る
文章の註と解釈であるが， そこから出て来た主題的事象の一つほ古典ギリシアと
ヘレニズムの時代に於ける哲学の差異を明らかにするものであった。 今極〈簡単
にそのことを以下Iの中で要約したい。 ここで問題となるのは勇敢といふ徳目で・
ある。 プラトン もこれを先づ装甲の武芸に関はりありとする考へ方を衆自の一致
するところと書いてゐる。 もとより「ラケス」に論ずる内容はそれに止まらず，
或ひはこれを忍耐と言ひ， 或ひは怖ろしきことを知る智慧と言ひ， 更には災悪宏
弁へる知識とも言ふが， それが果bて徳一般といかなる関係に立っか， また特に
いかなるものを勇敢となすかは， 彼に於いて必ずしも明白とは言へない。 古典ギ
リシアのエトス観の学問的結晶としてその時代の代表的書物の一つに挙げられて
ゐるニコマコス倫理学に於いてはこの聞の事情はいかがなものであらうか。 アリ
ストテレスはプラトン の立てた筋道を承けて， 勇敢を最も怖ろしいものに関はる
徳としてゐて， 而もその最も怖ろしい災悪とは死であるから， 勇敢を死と相関的
な徳とえ倣したる。

とζろであらゆる場合の死が無条件にそれと関はるとは言
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へない3 最もうるはしき死としての戦争に於ける死こそが勇敢の本来的に関はる
ところであると録されてゐる。 これは一見単純なリュ シマコスの考へた装甲武芸
の道と勇敢との同一視に逆行したかに思はれるかも知れない。 だが， 実際はここ
に於いて甫めてこの徳目が徳一般への顧慮に於いて位置づけられ， その特殊性も
明らかにされた事実を見なければならない。 そして更に注意すべきことは， 戦死
を最も卓れた意味で勇敢の発露と考へてゐる点に， 古典ギリシアに於けるポリス
意識が強く自覚されてゐることである。 アリストテレスは単なる国家的行為を似
非勇敢であるとしてはゐるが

死を怖れぬ徳としての真正の勇敢は帰するところ

ポリスを護る戦争に於ける死とし、ふ最も重大でうるはしい死に対して怖れ怯ぢな
い心がまへとしてゐる。 それは正しく会吋p(男たるもの〉の典型的理想ál.)iJ防白
(男らしさ〉としての勇敢であった。 これとマグナ・モラリアに於けるこの徳目に
関する考へとの比較研究は極めて興味ある結果を示す。 この書もポリティケーの
一環を成すと序言に述べてゐながらも， 著者は勇敢をもはや戦争と結びつけるこ
とをしない。 しかしそれならば「ラケス」のソグラテスに後退するかといふにさ
うでもない。 マグナ・ モラリアの著者は勇敢を怖れと危険とに対する 徳 と す る
が， もとよりそれらのすべてと相関的なのではなく， ただ生命の滅びに至りうる
怖れや危険と関はりをもっといふ。 而かもそのやうなものに種類別けをして特に
ポリスのための戦争が最も重大であるなどとは言はない。 個人の生命の滅びは何
によるにせよそれはそれとして既に絶対に重大であり， そこにポリスの介在する
必要はない。 かかるポリス意識の後退は少くもこの書がポリス女化であった古典
ギリ シアには属さず， fifi謂後古代的ギリ シア即ちヘレニズム時代に書かれたこと
を示すであらう。 従ってここにヘレニズム時代の勇敢についての省察を探究する
ことができる。 先づ著者は何故fJwm:as死といふ言葉を全章を通じて使はない
かといふことから考へてみよう。 タナトスは要するに生物としての自然的生命の
終局であり， 古典期までの勇敢の徳とはそれに対する恐怖の克服であった。 しか
し， 人間として本当に勇敢であることが要求される場面とはさういふことに限る
か。 1"死を免れるのが難しいのではない。 悪、を避けるのこそ遥かに難しい。 それ
は死よりも早く走り来るから。」と い ふプラトンの文章は既に我々を害ふものが何
であり， 我々が闘はなくてはならないものが何であるかを暗示してゐる。 人間の
人間としての生命には死による自然的消滅の外に， 決断の知何による悪への崩落
としての人間喪失がありはしないか。 マグナ・ モヲリアの著者は， 人間の自然的
死とともに併せてさういふ入閣の生命の非自然的死， 非人間性の中へ崩れ落ちて
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ゆくのを表はすには， 普通に使はれてゐるタナトスでは不適当と思ったに違ひな
い。 そこでこれを上手に表現するために彼は， アリストテレスがタナトスとして
の死と同じ意味で生命の滅びに至るやうなこと 句ψσ，，.
C号ν〉と書いているのを利用して， 死も生命も使はず，

ð!1i出向Tl吋

TOÛ

&ναfJe
' Tl吋T号，. oùo，á，.

と言ふことを考へたと思ばれる。 ウシアは明らかに生命を意味すると同時に人間
の本体とか災体すなはち人間性をも含みうる。 従って

マグナ・モラリアの著者

によれば， 勇敢の徳は自然的な死の怖れや危険に， 叉そればかりではなく， むし
ろ人間の人間たるにふさはしい本質を滅ぼすやうな悪の怖れや危険にかかなるも
のである。 かくて勇敢は人間の価値を決定するやうな倫理的危機に於いてあらゆ
る誘惑にも毅然として自己を失はない心の力と見られて来る。 それゆゑ， 勇敢と

アゑ"

ンピレス

ー

訳されてゐる&ν3ρεJαはホメロス的な胞い戦j坊の「男らしさj， í雄々しさ-j， を

-，不ル

アンわしス

克服して， í人たることj， í人間らしさj， とL、ふ卓れてi命T型的な志味に結品され
てゐるのをことに見ることができる。 かういう風に， 魂の世iiEといふソクラテス
のテーマ在ポリスから解放した形で勇敢といふ徳自に於いて完成させようとした
ところにマグナ・モラリアの大きな特色がある。 人はここで、問はなければならな
い。 それはへレエズム時代の哲学の特色と言へるのか。 さもなければし、かにその
時代に書かれたとしても全くの例外者であるかも知れず， 我々の研究にそぐはな
いことになるであらう。 自然的な死は怖れるに足らず， まことの怖れは魂の死と
いふ超自然的な内面の問題であるといふこの傾向は， 理性の限りをつくして本当
の神を探さうとした新プラトン主義の芽生えに外ならず， この思想は実にギリシ
ア， ローマを問ばずヘレニズムの哲学の大きな特色としなければならない。 我々
は従って問題の所説をそのままヘレニズムの一典型と称してよい。 古 代 ギ リシ
アと言っても古典ギリシアとヘレニズムの間に問題の力点、の転位現象による明確
な理論的差異のあることが明らかになった。 と同時に我々は此処に一つの陣めて
興味ある事実に直面する。 勇敢といふ一応はいつの世の誰にでも自明 的 な徳目
が， ソクラテス以前， 古典ギリシア， ヘレニズムを通じて次第に内面化の傾向を
辿ってゐるといふことである。 一体このやうな内的塑性は勇敢に関する限りはこ
れで終局なのであらうか。 それともまた， 中世人がひとし〈古代の中に含めてゐ
る教父の哲学では何らか別様の創造的見解を発展させたであらうか。 我々は今か
(1)

らそれを考へてみたい。
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教父たちはキリスト教をギリシアの哲学で理論的に説明しようと企てた
と言はれてゐる。 さういふ風に言ふことは教父時代の精神的傾向の大勢を
見誤るものではないが， そ れで教父哲学に関する充分に正しい見解になっ
てゐるわけではない。 キリスト教によってギリシア哲学の 従 来の形が彼ら
を介して修正されてゆくこともあった。 もし話しをギリシア教父に限るな
らば， この時代にも一つの型の卓 れたギリシア哲学が創造さ れてゐたとい
ふのが正しい言ひ方であらう。 普通に教父はその民族や国籍に聞は り な
く， 使用した言語によって区分さ れるが， シリア教父， コプト教父， へブ
ライ教父たちを除いて， ほかにただラ テ ン教父を考へてみるだけでも， そ
こには絢欄たる学者が居並ぶので， 教父の哲学を論ずるに 当ってただギリ
シア教父だけに問題を限るのは手落ちであるかも知 れないが， 教父時代の
初期には所謂黙示文学者以外はすべてギリシア語で書いた人ばかりであっ
たことや， 前節のギリシア哲学との直接的な言語上の聯|珂から与へてみ れ
ば， かかる制限は雑誌論文の性質上致し方ないと思は れる。 ここで述べる
ところは， 1959年オクスフォード大学のグ ロス教授の求めにf.ιじて第3図
面際教父学会に提出した私の論文

Die Metamorphose der klassischen

Begriffe bei den griechischen Kirchen Väternの要旨を含む。 発行部数

の少い学会報告論文集に掲載さ れたものであるから， この処置は許さ れる
であらう。
問題は先づ古典的ギリシアに比較して何らか著るしい倫理的特色をギリ
シア教父に於いで見出しうるかといふことに 始まる。 そこで使徒的教父と
呼ば れる一世紀 後半から二世紀の初めのつまり最も初期のギリシア教父を
取り上げてみたい。
この時期でこの点に関して最も重要な文献は「グレメ ンス第一書簡」と 「十
二使徒の教へ」である。 前者は教皇グレメ ンスと同一視さ れてゐる一世紀
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の ローマ在住の人の筆になるが， 後のアレクサ ンドリアのグレメ ンスはこ
れを聖書の一部として扱かひ， その外にも聖書の Co dex Alexandrinus及
びシュトラスブルグ大学のコプト語版原稿の二者はこ れを正典の中に入 れ
てゐることからも明らかなやうに， 甚だ重要視さ れてゐた文献である。 興
味ある点、は， 既に聖書の使徒行録20の19， エフェゾ書4の2， フィリボ書
2の3等に出てゐる τα mν卸pων乃至 Tαπεω仰向品川即ち謙遜と いふ概
念がこの書簡で著るしく讃美さ れ強調さ れてゐることである。 そ れは 事実
アリスト テレスの讃美して止まなかった戸川).0ψ uX íα の 正反対と言つでも
(4)

よいものであり， 誇りをもち， 又適 当な怒りが美徳であるといふ古典ギリ
シアの考へ方に較べると， 倫理的には殆んど新しい精神態度と言っても差
し支へはないし， Tαπεω0仰何Oν可といふ名詞形は古典著作家の中には皆無
で、あった。 つまりここに謙遜といふ新しい概念、が塑性的に結晶して 来る。
(6)

こ れが更に徹底してゆけば， 1誇つてはならない」しまた「加へることも除
くこともなく， 伝へら れたものを承けよ 。」といふ完全に受動的とも見ら れ
る「十二使徒の教へ」のやうな考へ方にもなるであらう。 心に於いて乞食で
あることが幸ひであるといふ福音書の教へがかういふ風にして一つの 成就
した型を見せてゐる 。もとよりただ形式だけならばホメ ロスの中でもH同g
(8)

.
εllJo í Tf 7rTwxo E Tfといふやう
な詩句が見出さ れ
ràp j!Ó �
εfσ tν&πανresç
はするが， ここの乞食は単に物質的と限ら れないにしてもたかだか境涯の
はかなさといふやうなところであらう。

í心の貧しき者」と いふ謙遜の意

味に於ける精神的乞食の態度を保持することは， 仮りに一見極めて消極的
な受動的な生き方に思は れようとも， 実際は色 々な形で世間的なものと闘
って獲得さ れる至 難の業である。 アリスチデスは創造主なる 唯一神を野蛮
人もギリシア人もユダヤ人もひとしく讃美しなくてはならないといふ命題
の証明に際して， 被造物といふ存在論的本質と謙遜といふ倫理的理想と
、 の
こ概念、を用ひてゐる。 そ れは既にどんなよいことをするとし て も， tdν
K α UX �(]7)Tαt， àπ ωεTO， Kaè tàlJ r凶σ{)fj 7r)'éo lJ TOÛ tπ!(]K Óπ1)
0 ， 'icp{)αpTα!.
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IlPち， Iもし誇るならば滅び， またもし司教以外の 人に知ら れるやうにす
るならば亡びたも同然」といふイグナチオスの書簡に示さ れて ゐ る や う
に， 神に服従する正しい生活の内面は人に知ら れる必要はなく， ただ神と
自己との秘密であ ればよいとレふことと深い聞はりをもってゐる。 誇るな
といふ謙遜はそ れゆゑ自己の光りを外に輝やかせたいといふ人間の欲望を
抑制して内に輝やかせその光明の輪の中に神との出会ひの座を見ょうとす
る積極的な志向性に外ならず， こ れは徳の内面化の傾向のひとつの徹底し
た形であらう。 この世から没して神に昇ること は 美 し い καÀ ò).) 付加川t
dπÒ Kó aμ O U rrp占. {)fÓ).)， 1').)α ε1. α ù rÒJ) àναTdÀω . とイグナチオスは録して
ゐるが， その美しさを達 成する方法が謙遜である。 さうなると確かに 我 々
はヘレニズム時代には殆ど考へら れもせずその名詞形も知ら れてゐなかっ
たひとつの全く新しい徳目を重大なものとして立てる教父時代を， 古代の
特殊な分節のーっとして， 重視せざるをえない。 我々は差し 当つての問題
で、あった「古典ギリシアと較べてギリシア教父に倫理的特色はあるか」と
いふことに関しては肯定的に答へることができる。 而もその最も特色的な
徳目が謙遜であり， そ れは徳 一般の内面化の原理であったとす れば， ここ
に最初の問題即ち勇敢の徳の内的塑性が教父に於いて更に進んだ形で見ら
れるか否かを問ふことの必然性は体系的にも歴史的にも認めら れるであら
う。 ここで 取扱かは れる教父はギリシア教父に限るとしても， その中でど
のやうな人 々を考察の材料にすべきか。
mm幽

内面化といふことは徳の美しさを心に見ることに外ならない。 そ れは勢
ひ実践的な 成果よりも観想を重んじることになる。 実践を おろそかにする
といふ意味ではない， 実践が単に外面的な現象や効果ではなく， それらを
もたらす心の在り方と関係してこそ， 甫めてひとつの意義を有つといふこ
とに外ならない。 つまり心が何を思ひ見てゐるかといふ観想の対象が重大
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になる。 それは内なる目で見るといふ徹底的な理性主義即ち合理主義の本
来の姿に外ならず， それゆゑにそれはまた感覚的な目では見ることのでき
ない神の直観を志す限りでの神秘主義と同じものでありうることは容易に
背けるであらう。 その限りでの神秘主義こそが徳の内面化を推進するもの
である以上， そのやうな正統の理性的神秘家たちの中から恰好の人を選ん
で考察すれば， 前節を承けて課題を明らかにすることができょう。
さういふことになれば， 誰しもニッサのグレゴリウスを挙げることにな
らう 。ゲオルギウス・ピシダは彼を論じて，T号 νrρηro p oE u r Ì1pμ OO!"IKω Tá T Y)1)
ψpE I)Ì1π許申 ν{ho û <ppáσα IfUκα t .[)wû rr:Ú).Y)1)即ち， 1グレゴリウスの最も
神秘的な心こそは神の泉であり神への扉であると思ふJと録してゐるが，
後に偽ディオニュシオス ・アレオパギタを介して彼が与へた影響の大きさ
や， スコトゥス ・ エリウゲナが数多くの彼の著作を翻訳したこと， 更に降
って十二世ー紀のベルナルドゥスの思想に彼の街があるといふ人もゐること
などを見ても， 彼を神秘主義正統の代表者 μ u aτ I K φTατ 侭 とすることは長
当なことに思はれる。 彼の数多くの著書の中でも神秘主義の代表的古典と
言はれて然るべきものは， πEp t T号宮κα T ' àPET かτ dHO T 時TO 宮 即ち| 徳の完
成について」といふ副題とともに知られてゐる πEp t TOÛ ß oE u Mω υσ ωE
0 向TO U 1立法者モーゼの生涯」 である。 我々はさしあたりこの書
TOÛ 1)仰
物の主題モーゼを中心にして色々の著作を参照しながらかねての課題を研
究したい。 グレゴリウスを読む際に特に注意しなければならない点は彼の
使用するギリシア語を無条件にその外形から判じて古典やヘレニズム時代
の概念に結びつけてはならないといふことである。 例へば.[)Iòω p α
E にして
も， これはプラトンの場合のやうに永遠のイデアの観想 で は なく， ジャ
ン ・ ダニエル ウが言ってゐるやうにプラトニズムとは言へない程隔たった
内容で， 効梼の玄義の観想である。 即ち， 前者は叡智界への魂の復帰であ
るに対して， 後者は此の霊的被造物の世界に於いてキリストを介して行は
(4)

れる復興である。 言葉は同じであってもその意味はこの両者では質的に異
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ってゐる。 同じゃうなことが勇敢を意味しうる言語についても認め ら れ
る。「立法者モーゼの生涯」に於いてギリシア語(xI)ÒpEÍα はもはや決して
我々が前の時代に於いて探究したやうな意味での徳目としての勇敢を示す
ものではない。 「人間の形成に就いて」といふ論述の中で グレゴリウスは
「人間の自然的本質ψσ t'ò の全ては最初の人聞から最後の人間に 至る ま
で， 実在するところの者の一つの肖像にすぎない。 男性と女'1:11:との差別は
釘tifXνârca附加的なものにすぎない 。」と書いて両性の聞に人間として何
ら優劣のないことを告げてゐるが， その彼にとって， 人間として大切な徳
目と考へられてゐた勇敢が， 単に一方の性男性の特色 と い ふ怠味介ひの
(xl)òpdα (男らしさ〉であるといふことは， 甚だ語感に障ることで、あったに
違ひない。 事実「立法者モーゼの生涯」に於いて(xl)òpEÍa は少くも四度使は
れてゐるけれども， その何れもがマグナ ・モラリアに於し、て到達するをえ
た内面性とは関はりのない「男としての力強 さ」といふ程の意味でしかな
(17)

い。 それはまことに雄々しさとか勇とかといふ漢字のやうに男の誉れとで
も言はうか。 男女の別を問はず， およそ人間として普遍的に持たなければ
ならないやうな徳目としての芳気とか勇敢といふものが， 既にヘレニズム
の頃に死を介して考へられかけてゐたといふのに， その考へは何らの発展
も見ずに， 寧ろ却って逆行して再び男の蛮勇に成らうとするのか。 さうで
はない。 グレゴリウスはまさにさういふ男女の別なしに通用する徳として
の勇敢に相応しい言葉を「男らしさ」の外に求めたと見ることができる。
ではそれは何であらうか。 直接に今それに答へるrÏlTに， 我々は「立法者モ
ーゼの
、 生涯」がいかなる書物であり， 何が主題となってゐるかを考へてみ
たい。 その経過に於いて我々はこの間ひに答へることができると思ふ。 そ
もそも彼はアレグサンドリアのグレメ ンスやオリゲネスから始められた神
秘神学の教理化運動の伝統に立ち， 先行者の余j尺を充分に利月]しながら，
木当の意味で神秘神学の創設者である。 問題の書物はそのやうな権威者た
る彼が霊的生活の初歩から神格生活の最高段階に至るまでの雲性の在りや
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うの完全な説明を， モーゼの生涯に具象的な手がかりを求めつつ， 企てて
ゐるものである。 周知のやうにオリゲネスに於いて哲学は心の上昇に応じ
lα でその目的
る次の三段階に分かた れてゐた。 第一段階は π pαK，I吋3εωIp
lα でその目的は言はば万物
は&πá 8 εぼであり， 第二段階は <p U(J1吋 8 ε ω p
を宗教的配慮の下に善用しつつ， 而も用ひら れる可視的なものの空しさを
la でその目的はひたすら神的なる
悟ることであり， 最 後の段階はむoÀor
(18)

ものの観想で、あった。 この三分法はそのままの形で後世に継承さ れるとは
限らなかったが， オリゲネスの他の業蹟とともに多大の影響を与へたもの
と思は れる。 ニッサのグレゴリウスはその全著作に亘って常に必ずしも一
定の段階の分類を体系的に固執したわけではなく， 現に霊i生の段階を年齢
(19)

(20)

の比喰で三分したものとか， 神iこ至るj主の五用の別とか， 随処に色々と類
似の分類をしてゐる。 「詩篇の註解」に於いて彼はi!@を三分して， 第ーは
ω Àor:p
lwa<;c τOÛκαK OÛ 即ちfm_;;の拒絶j， 第二に με À tr可即ち「冥想j， 第
(21 )

01，ωσ1 <;π pò<; 'ò &êoν を挙げてゐるが， ここで明らかなやう
三に有名なd μ
に， 倍、の占4-山iの形とは εlKφν， OÛ 8 ε OÛf神の肖(象」としての人にふさはし
く， 神と同化することに外ならない。 神と同化するとは 我々人聞が神にな
ることではない。 そ れは本質的に不可能である。 同書に於いて彼が挙げる
心の五つの道程は 後にアム ベルグロードが三歴程に還元してゐるが， 先づ
第一に吋8 αpac<; f浄化j，

こ れはf"JII与にv ω
， 1σ μó<; r照明」であり， 第二

o
の認識であり， 最 後は ， à ωυTα 「聖域」へ
はこの世の空しさ Kωoð;仰
の神秘的飛開即ち&地PK ασ1 <;1"とよみ合ふ一致」である。 心の歴程のこの
絞自の段階がまた倍、の至 高の相と相覆ふのは 当然であらう。 神との同化と
は神との親密な一致に外ならない。 ここで取り立てて注意しなけ ればなら
ないことは， 観想、が目的ではなく， かかる一致が目的となって ゐ る こ と
で， その点、はオリゲネスともまたー占 来のブラトニズムとも異ってゐる。 か
やうな筋道の考へに於いてグレコ、リウスはモーゼの生涯を一つの模範的な
例として神秘主義に於けるこの至!句の状態(x))áKP ασ1 <;に於いて在るため
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にいかなる徳が要求されるかを告げてゐる。 モーゼの生涯は無J命j皮澗万丈
よく--'�去に尽くせないけれども， ここで問題としなければならない重大な
事件は三つある。 即ち， 第ーは燃える茨の むo<pa'J)Îα「神顕」を 体験した
(お)

こと， 第二はシナイの山でÈ'J) KÚ KÀqJ r:0r'J)ó <pqJ ðtft何件 νoν「雲の聞に包
(24)

まれて」神隠くしにあったこと， 第三はその後に
(25)

地{)âa πρo σr: árp.αTα

「神命jを 親しく受けたことである。 モーゼの多彩な活躍の中でこの三つ
が最も重大な契機を成すことにちがひないとグレゴリウスが思ってゐたこ
とは， 神秘主義者に重視される唯歌に施した彼の註解の次の数行の文章に
もうかがひ知られる。 T0μfráÀψJV，ωu σfÎ ðlà cpωr: òr;;;奇 p�αr: o * r: o û{) fOÛ
tμ<f áνf I α μfr:à r:α5τα ðlà νf<péÀη 宮 α占r:0 ðlαJ.ZrEr:α1. Eir:α úcþ r;ÀÓ Tf por;;;
奇3可κα， r:fÀflÓ Tf pOr;;;rf νdμ Eνor;;; ， &; νT νÓ<pqJ r:Ò ν{)fÒ ν;w;πε!. Ó' ðÈ ðlà r: oúr: o u
μα'J){) á'J) oμωr:OI OÛr:Ó'J)

(26)

&; σ，1ν . 私のこの論文の全ては言はばこの数行の註釈

による問題の解明と言っても差し支へないであらう。 さて， 第一の燃える
茨の体験はいかにして神秘体験として完 成したかと言へ ば， È KÀú aa'J)r:α
ゆπoðÔJ ν

(27)

TÒ Úπó ðημα， o ur:w r: 号r;;; r約ψαÚflパ KfE ν約百 σ刀r:0{)f Íψ<f!Wr:l

K ar:d áμπfr: O.， 1"彼が靴を 脱いだとき，

甫めて神の光りに仰し、fこ土地に触れ

ることができた」と書いて， グレゴリウスはこの所謂discalceatio 1"脱沓」
を象徴として 甚だ重視する。 これは身にまつはるこのt!tの塵壊を 捨てるこ
と， 世俗的な考へからの浄化吋8αpalr;;; による神的な存在への目醒めとし
ての仰r:1 σμó r;;;照明に外ならず， 総蹟と対応させれば洗礼がこれに当るわ
けである。 神秘の世界に入るためには 先づかやうな或る種の訣別が要求さ
れるが， これは前に述べられた悪からの&吋 σr:aatr;;;または àì.Àor: pÎω σtr;;; ま
たはbαχφ向。tr;;;であり， 従ってヘレニズム時代に意識されて来たかなり
内面的な勇敢の徳， 即ち自然的な死よりも倫理的7d:.f>tî.吊を怖れ， そのやう
に人間の品位を喪はすかも知れない悪の誘ひを 断ち切るあのマグナ ・モラ
リア風の(x'J)ð pdα とほぼ同じ内容の 勇気によって達成される。 これです
べてが終りならばグレゴリウスを問題にする必要はない。 しかし一旦住み
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慣れた世界を去って裸足で未知の領域に進み入れば， 人はどうなるであら
う。 周囲にゐた人々からは理解されない， 少くも距離に立つ謎の人とも見
えようし， 自らは西も東もわからない暗中模索， 光りにめくるめく立ち迷
).) E<pé:).可 のただ中にあると言へ

ひである。 それは双方から見て正しく雲

ょう。 モーゼがシナイの山で 神の戸を聴く 前の状態をグレゴリウスは，
oùðまα bτ占\) {)αpσ(i)).) TÒ ÓpGρ μ Eνoν， ll!ÀÀà κα Tfπτ可χφ\) T今νψ UX�νb π占ðéo υ♀
ιαè

T占 σ@ μα

T{jJ付þqJ KPα8αC).)ó μ EνO\)， 1"彼自らもそのたたず、まひに耐へ

切れる勇気もなく， 恐怖のために身も魂も おののき傑へた」と 書 い て ゐ
る。 悪を避けて正しきに立たうとしたあの&吋 ρdα を以て新しい領域に入
ったと思ふ間もなく， その勇敢で、はどうにもならない新しい不安が生じ，
人は再び絶望的な怖れに戦煉しなければならないのか。 言ふまでもなく，
この領域は 既に自然的な死が最大の恐怖であった自然的な世界を超えた場
所である。 ここへの上昇は悪を怖れ市もこの悪への傾動にうち克つ倫理的
な勇敢を以て達せられた。 それは確かに内面的な霊性の勇気であるけれど
も， 尚単に倫理的なものとして， この言はば超自然的な領域に於ける恐怖
に対しては何のなすすべをも知らない。 人はかくて全き閣の中 に陥落す
る。 どうすればよろしいか。 人はここで μdé吋「冥想」の限りをつくす
であらうが， それだけではどうにもならない。 モーゼ.の場合はどうであっ
è<pω
).)
Tt，凶νðÈ è).) rνócpqJ
たか。 グレゴリウスは書いてゐる。 T O T占凶ν r àp
TÒ {)fêoνd ρâ Tα t. 1"神が顕はれるのは， 前には(茨のときを指す〕光りの中
であったが， 今度はこの閣の中に於いてである 。」すでに感覚の世界 πá[)η
の世界を去って超自然の恐怖に直面してゐる以上， 神の息吹きは近い筈で
(31)

ある。 人はその理想がふ μ o JωσC\) T{jJお{jJ神への同化であることを思ひ出
し， 脱沓 前の罪の恥 α fσχ0叫 の代りにj争められた者としての捉らはれぬ
心èÀW[)fρ仰 を以て， また立ち おののく恐怖<pó ßo 官 の代りに神の肖像
t
神を呼び， 神との自由な語
l
e Kφν TOÛ{)e o û としての神へのcpÀ仰を以て，
り合ひ奇 παpp可σJα 占rrè [) E{jJの境地に入り， 神とのd吋KPασC\) 調和的ー
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致を実現しなければならない。 ところでこの π αppr;aíαとは何であるか。
(33)

c ;から成るとして合8αpρ αA付
ギリシア語の辞典を引くと， 先づ， πâr;;-p号σr;
καìd ÀC K p吋
C r;; 'Ú<PPασr;
C ; Yνφ阿古J ròν νà é K <ppáÇv rr;
c ; é À {)É;仰r;;
êC
K a ìμf rà
J，) α とあり， 之を'}f
C ;， é À êυ{)E poaroμ Jα， êÌÀC K píH
iJá ppour;; ràr;; gαliroû σκ却f r;
するに， 思ふところを自由卒直に告げる清らかな勇気のことに 外 な ら な
い。 この勇気があってこそ， 神の友となることゆψÍÀ oνyf JÉ;
，) σ3 αC f)Eφも
可能であり， この状態こそh叩é aTÍ， Karà yf ròνt同ν À y
Ó o内角rEÀ uó
T可Ç' roû ßíou . Iグレゴリウスの見解にJ::れば， 正しく人生の完成即ち人生
に於ける完徳の状態、」といふことになる。 従って前述のおuroJ，)聖なる神
域への飛昇に外ならない。 グレゴリウスはこの π αppr;a仰を以て憶せず神
に語りかけうるといふことが最も美しい形の勇敢であることを示す た め
に， {)αpσ和αt

といふ言葉そ使って説明する。 而も真にキリスト教的な祈

t ía 神との会話に外ならないから， π αppηー
りとは言ふまでもなく{) êOÛ Óf1À
(38)

σJαの 木質はこの場合たしかに奇 π poσε日付「祈りJである。 さうすれば，
勇敢の徳はここにあの内面化の過程を完了して， 自然的死への恐怖に克ゥ
雄々しさでもなく， 悪への崩落を怖れその誘惑に克つ人間たる品位でもな
く， それらすべてを止揚しつつ， 今や神への祈りを可能にする真に霊的な
勇気 π αppr;ala となったわけで、ある。 神に己れのすべてを隠くすことなく
告げ， 神と友となるこの勇気をもっためには， 人として浄化が前提されて
ゐることは論をまたない。 また見え ざる真実の存在に対する信頼が前提さ
れてゐることも論をまたない。 かくてこの勇気こそは， すべての人間的徳
の綜合された輝きの上に結晶される最も美しい光りといふことになる。
ここに注意しなければならないことは， この内面化の方向は， 唯 人の心
の内奥に尽きてしまふものではないといふ 事実である。 勇敢はグレゴリウ
スに於ける徹底的な内面化の極点に於いて祈りといふ形式で神といふ絶対
的な実在に接してゐる。 勇敢の徳こそがこの世界からの超越の可能性を担
ふ人間の条件となってゐる。 もし聖寵が降る道があるとすれば， それは自
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らにこの徳としての勇気 παppr;a仰を備へてゐる人への見えざる傾斜であ
らう。
lV
問越の重点の転位によって同じ概念、または類似の概念が夫々の体系の内
部でいかに塑性されてゆき， その内容がいかに異ってゆくかそ， 勇敢の徳
の古代に於ける内的塑性の経過を辿ることによって， その実 例を示すこと
ができたと思ふ。 そして， ここに採りあげたニッサの グレゴリウスは 前に
も触れたやうに中世の神秘思想、に大きな影響を与へた人であったから， 中
世研究には最も聞はりの深い教父の一人であるといふことができょう。 さ
うであるとすれば， もう私はここに何も述べなくてもよいやうなものであ
る。 ただこれ程に内面化された勇敢の徳がその後にどう考へられてゐるか
について， 一言ふれて おかうと思ふ。 始めにことわって おくが， ニッサの
グレゴリウスに於いてあのやうな内面化は全く極点に達し， 以後はまた別
の動向があると言はなければならない。 その用語から見ても， またその説
く内容から見ても， 東方神秘神学の伝統の良き継承者であり， 同時に十世
0 ; fhó).oro宮 の神秘
紀の一つの頂点、とも考へられるシメオン�1Jμ ων品必<;
思想、の代表作と目される一書 Kf<péûa tα 問題要項といふ名著を見ても， 神
秘的体験の叙述に於いてニッサのグレゴリウスと酷似した表現に屡々出会
ふけれども， そこではあれ程大切であった παpρr;aiα といふ言葉は二度に
(39)

亘って使はれるが， いづれもあの微妙で重要な意味を 喪ひ， ただ親しき信
頼とでも訳さるべきであらうか。 ひとしくギ リ シ ア語を用ひる東方の而
も神秘神学に於いてさへこのやうな次第であったから， グレゴリウス的な
勇敢の徳としての παppr;aiα， 超越の力としての παp pr;aiα はもはやその
充実した内容のままでは西欧の中世には伝へられなかったと言っても差し
支へない。
とにかく，奇U).flÓr:r;<;; r叫 ßio1J人生の完成があのやうな παppr;aiα と
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いふ神終的なひとつの倍、に於いて達 成されるといふギリシア教父ニッサの
グレゴリウスの考へに対して， 普通の西欧の中世の学者たちは決して同意
はしない。 ヘルウェ
、 ウス・ ナダリスHe
rvaeus Natalisは別にそれ程注目
すべき学者ではなし、が， 1322年ヨハネス二十二世への答申書としての清貧
論De paupertate Christi et apo sto lo rum の中で， あまりにも明瞭に反
対の考へ方を書いてゐる。 パリのマザラン図書館の3490割合ひに美しく苦
かれてゐる十四世紀書体の羊皮紙には…， Quantum ad primum sciendum
quo d perfectio humanaevitae co nsistit essentialiter in habitibus virtu(40)

o sis et earum actibus. . . ]. G. Sikesが1938年 に ローマのヴチカンのラテ
ン写本部3740に 従って 既に読み 改めてゐるやうに

earumは

eo rum でな

ければならないが， 要するに神との一致のために勧められてゐる徳の説明
にあたってへルヴェウスは人生の完 成は諸々の道徳的習性とそれらの実際
の働きに於いて 成立すると言 っ て ゐ る。 ここで使はれてゐるラテ ン 語の
virtuo susの名詞 形 virtus が実は (xl)Òpf α
Í そのままにもともとは男らし
さ， vlrたるにふさはしい持前の意味であるのは叉別に興味ある)5察材料
ではあるが， それはさて おき， たしかにここでは

完徳に達す る た め に

は， 諸々の徳の実践が必要であって， 一つの徳， そこに於いてすべての他
が綜合されて輝き出る一つの代表的な徳が考へられてゐるわけではない。
そして彼の時代には 既に

paupertas
， castitas及び

の福音的勧 告による徳であるとか，

fides，

o bedientぬ といふ三つ

spes 及び

caritas といふ三つ

の基本的な徳であるとかが， 往古からの重要性と体系的に整理 さ れ た 形
で， 夫々超自然への接点として考へられるやうになってゐたため， 上のや
うな 事情も当然なことであった。 そのやうな整理の大 事業を 成就してゐる
一人は言ふまでもなく， このへルヴェウスの 先人， アキノのトマ ス で あ
る。 彼に於いて勇敢

audacia は一見再び アリストテレスに逆行するかに

見えながら， グレゴリウスのr:iさには及びもつかないにせよ，極めて卓れ
た分析に於いて， 独自の説明を施されてゐる。

Quo d maxime distat a
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timo re
， est audacia. 即ち，
tlmo rとは

timo r の反対者として勇敢が規定され， その

malum futurum 未来の災ひについての

passio animae 魂の

点然たる予感であるから 先づ不安の意味であらう。 従って，

audacia 勇敢

は時間の中に生きる霊的存在者のそれとしての存在つまり人間的実存の不
安に対して闘ふ徳といふことになる。 それゆゑ，

audacia は 当然未来的な

spes 希望に聞はる

ものに就いての積極的な徳としての

quidam

mo tus

appetitus sensiti
vi感性的慾望の運動のーっといふことになる。 かうして，
勇敢乃至勇気が

audaciaとして言は ば単に時間的な現実超越の 支点に位
(44)

置づ けられ， vini amato res sunt magis audaces pro pter caliditatemvini
などといふ風にも書かれて来れば， それは極めて常識的なものになってゐ
るとしか言へないかも知れない。 広く見ることは一つの高いものを見落と
すのか， それともまたある体験を尊ぶことがものの高さを見誤るのか， こ
れもまた転位と塑性についての新たな研究課題であらう。
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