神の無限性と人間の主体性
一一「出逢い」としてのエベクタシス論一一
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はじめに

ニュッサのグレゴリオスの思想、がもっ魅力の一つは， 静止を嫌い徹底した運動を強
調する所にある. I不断の前進J， I無限の歩みJ， また「エベクタシスJと言われるも
ので， 主に『雅歌講話.1， Wモーセの生涯Jといった晩年の作品において明示的に論じ
られている. ここでは便宜上一括してエベクタシス論としておく. このエベクタシス
論については日本人を含めて多くの研究者によって論じられてきたが， ここでは近年
提示された三人の研究者の学説を確認することからはじめたい.
テオ ・ コプッシュは『至福論』第六講話で議論される神認識論に関する論文におい
て， エベクタシス論を含むグレゴリオスの神認識論を実践的なものと評価した九 コ
ブッシュは， グレゴリオスがアリストテレス的理論理性にもとづいた「好奇心」に発
する， 生にとって「不要で余計な」形而上学に対して， 人間的自己の内に住まう神を
主題とする実践的形而上学を構想し， それを雅歌をもとに「エポプテイア」と呼び，
神に類似した自己の認識において神もまた認識されると考えていることを論じた. 彼
は「主体の形而上学の決定的な基本思想、は， 魂自身が神的なものの形而上学的認識に
おいて自ら変化する者， 自らを変化させる者と考えられている点にあるjと述べてい
る2にまた「グレゴリオスによれば実践的神認識は， つまり魂の神への類似を通して
生じる. しかしこの神への類似は， そこで順次神に類似した対象が考察される階段的
登撃を通してではなく， 徳の段階的登撃の内に成立する変化 ( Umgestaltung) ， つま
り生全体の変化を通して実現するJ とも書いている3)

最後にコプッシュは自己の主

体的変化をもとに意志の自由を強調していた.
カラランボス ・ アポストロプーロスは神の無限性と人間の自由意志を強調すること
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でエベクタシス論を論じていた4)

彼は古典期のギリシア哲学に対して， グレゴリオ

スが， 聖書ではなく， プロティノスの思想にもとづいて主体性を軸にその思想を展開
していることを論じた. それは神論については神の無限性， 無規定性であり， 人間学
的には目的の設定されない意志の自由な運動， 欲望として認められるという. Iとい
うのも， わたしの判断では……このギリシア教父において目立たない仕方で四世紀後
半に先鞭をつけられたことは， ギリシア的思考には決して捉えられない視点を提示し
ている. その視点は「神的生命」の無限性， 無規定性という新たな表象の地平におい
て存在論的， 人間学的文脈における理性の全支配権を打ち破るjへまたコプッ シュ
とは異なって， 神自身の自己超越も指摘される. I神の本質は持続的に自己自身を超
越するJ 6). 神の無限性を神の自己超越として動的に捉える. こうした神論から人間
論が基礎付けられ， 対象・目的に限定されない人間の意志や欲望がその本来的生とし
て強調される.
これらの研究は従来の研究を踏まえ， 共に人間の意志の自由， ならびに主体性
( Subjektivität) に軸足をおいてエベクタシス論解釈を展開する点で共通している.
またアポストロプーロスは加えて神的無限性も論じていた. そこで以下では， 神的無
限性と人間の主体性という点を軸に考察していきたい.
l

μεif;ων の用法と意味

われわれは考察のはじめにエベクタシスを表現する言葉の一つであるμεif;ων ( よ
り大きな) という語の用法， 意味を調べることにしたい. ただ今回はμεif;，ων の他の
変化形を含まず， またψψηλ6 τερ0，といった類義語も除いて， μεif;，ων のみを調べる.
従ってそれは網羅的ではないのだが， ここでの考察の土台としては十分と考える.
そこでこのμε必ωνを検索にかけてみると三十五箇所が見出された. まず神の三位
一体について御父が御子よりも「より大きいJ ( μif;，ων) と述べる箇所が十三箇所あ
る7)

次に様々な仕方でこのμεif;ωレを使う雑多なテキストが全体で十五箇所ある8)

残った七箇所がμεif;ων を使って徳における前進， ないしはエベクタシス論を扱うテ
キストととなる. r詩編の題名について』のー箇所 (In ins cゆt . Ps. GN05， 43， 16) ，
また 『モーセの生涯』の二箇所 (De vita Moysis ， SC1， 1， 56， 3; II， 164 ， 1) ， また『雅
歌講話』の四箇所 ( In Cant . 5， GN06， 158 ， 15; 195， 1 ; 246， 18 ; 355， 1) である. ただ
『雅歌講話』第六講話 ( 195， 1) は扱いが難しいのでここは除きたい. そこで残りの
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六衝所について， 以下μεíf;ωνが含まれる一文を引用し， μεíf;ων の訳の部分に傍点
を打ち， 全体の文脈について簡潔に説明しつつ考察を試みる.
『詩編の題名について』第一部第 7章の冒頭に見られるμεにωνは次のような一文
の中にある9)
それゆえ第三段階において頂上へのこうした登撃が生じ[た後]
， 再びそれを
越える段階の思想を受け取る者は自身， 自己より大きく (μεíf;，ων) ， 高いものと
なり， 第四段階で， いわばパウロのように第三天を通過し， 以前に到達した高さ
よりも高いものとなった.
初期のものとされる『詩編の題名について』では詩編の題名をもとに徳に向かった
歩みが論じられ， 五つの段階が挙げられ， 議論が展開する. 詩編全体を五段階に分け
て至福に至る魂の前進を論じているが， 五段階と限定している点で後期のエベクタシ
ス論とは異なると言える. しかし前進の思想が見られる限り， またそのμdf;ων の用
法を見ると， これがわれわれの考察にとって重要なテキストの一つであることが分か
る. この一文は第三段階に続く第四段階の冒頭部分に位置し， ここから第三段階で論
じられていた神との一致という段階を「さらに越え出たjものとして第四段階の議論
が始まる.
『モーセの生涯J第一部 56節では次のように書かれている.
あの見えざる暗閣に固まれ， こうしたこと， およびこれに類したことが神の語
り難い教えの内に教えられ， 神秘的な様々な教えが加わることで自己より大きく
(μdf;，ων) なり， そのように再び暗闇から上昇した彼は同族の者どもの所に下降
し， 神顕現において彼に授与された驚嘆すべきものを彼らと共有し， 律法を授与
し， 山で彼に示された範型に従って神殿と聖域とを民衆に制定した.
この一文はモーセの事蹟， 歴史を叙述した第一部の中にある. ここでは暗閣におけ
る様々な教示を受けた神的な事柄におけるモーセの進歩， 前進が述べられている.
同じく『モーセの生涯』第二部 164節には次のように書かれている.
そこでモーセは認識においてより大きく(μεぽων) なると， そのとき彼は暗
閣において神を見たと告白する. すなわちすべての認識と把握を越えたものが本
性における神であると知ることである. というのも， モーセは晴閣の中に入札
そこで神を見たと言われている. 神とは何者か. それは， その聖域自体において
語り難いことを伝授されたダビデが語るように， I閣を自らを隠すものとしたJ
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( 詩編 18編 12節) ものである.
出エジプト記20 章 21節におけるモーセの「暗闇J(γνdφ oç lの経験を解釈した箇
所で， 神に関する認識における("arà対νγνφσLII) 前進が問題となっている. グレ
ゴリオスは， I暗闇」とは神が「認識と把握を越えたものjであることを意味すると
解釈する. ここでもμεié;ωνによって前進が問題となっている.
次に『雅歌講話』を見てみたい. まず第五講話( GN06， 158 ， 15-19) には次のよう
に書かれている.
というのも魂は超越者への参与を通していつも自己より大きく(μεにων) な
り， 増大しつつ止まることがない. 他方， 参与された善は等しく同様に止まり，
さらに常に参与していく者によって常に同じ優越性の内にあることが見出される
のである.
神の本性が主題となっている箇所に位置付けられている. 全体では神が善において
無限(&6ρισ τ0<; ÉII &γ'a8，φ) であるので， 人聞がどれほとや神に参与しでも， 参与し
た分だけ神は超越することが述べられている.
また『雅歌講話』第八講話( GN06， 246， 13-247 ， 1) では以下のように書かれてい
る
しかし， 心において美しい登撃を行い， 力から力へと絶えず歩んだ偉大なダピ
デも神に向かつて， I主よ， あなたは永遠に至高の者です」と叫びを挙げている.
その声を通したこの叫びは次のことを意味しているとわたしは思う. Iあなたに
向かつて走る者は， 終わることのない時の永遠全体の中で， いつも自己より大き
く(μεié;，ων) 優れたものとなり， 絶えず諸善への登撃を通して比例的に増大す
るが， 他方あなた自身は永遠の内に止まり至高の者であり， 同程度に高められた
者どものカよりもいつもいっそう高く， いっそう優れており， そのことによって
上昇する者どもからいっそう地面に近いものと見えることはありえない方である.
第八講話の冒頭にあり， パウロを主題としつつエベクタシスを論じた古典的箇所
(loc us classicus) の一つであるが， 引用は詩編 144編 5節をもとにダビデが主題と
なってエベクタシス論が展開されている.
『雅歌講話』第十三講話( GN06， 354 ， 20-355， 2 )
長い間荒れ野での愛知を通して雑音に固まれずに生命を見張っているとき， 彼
は次々と自己より大きく(μEié;ων) なったのでした.
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ここではモーセの様々な登掌 (.ràÇ'" àva.β1&0・εlç ) についてまとめて描写されてい
る. 引用にある「次々とjとは7Cá.λω を訳したものだが， これは以下で荒れ野での
様々な前進について多様な描写がなされているからである.
以上の考察から次のことが分かる. モーセやダビデの場合を含めて「より大きい」
(μεitων) が徳の生， 前進の文脈で使われるとき， I自己よりJ (iavroÎ!) という比
較の対象 ( rモーセの生涯J第二部 164節を除く) と「成るJ (γi阿世t) という動詞
が認められる. さらに『雅歌講話』の三例ではいずれも「絶えずJ (áEi) IいつもJ
(7Cá.vror.ε) I次々とJ (付λlV) という連続， 持 続 を 意 味 す る 言葉が添えられ， こ
の前進が一時のものではなく絶えざるものであることを示している. μεitωνとい
う比較級が使われているわけではないが， I絶えず大きくなる者J (ó á.si jJ.ÉyaÇ'"
ylνdμενoç) という表現も見られる (Jn Cant.12 ， 354) . このー句では「絶えず」が
持続性を， そしてγωdμενOÇ'"という現在分詞は前後に区切られない生成， 前進を表
わす. これらを考慮すると， われわれはμεにων の グレゴリオス的な意味に至る. 元
来μεitωレは二つのものの比較において一方を「より大きい」とする. その限りでそ
れ自体それは動的性格をもってはいない. 単に二つのものの比較に過ぎないからであ
る. しかしここに持続性を意味する「絶えずjが加わることで， 新たに比較の持続性
が表現される. つまり「絶えずより大きくんさらにいっそう大きく生成していくこ
とが表現され， μεit.ων という比較級に動的性格が加わる. エベクタシス論の文脈内
に見られるμεitων など様々な比較表現は， I絶えずjがない場合これを補って， 動
的性格を有するものと解釈すべきであろう. 以上の考察からわれわれは「エベクタシ
ス」という思想を定式化して， I自己が絶えず、自己よりも大きくなることJとまとめ
ておきたい
「自己が自己より大きくなるJ ことにおいて， 比較の対象となっているのは， 自己
と自己であり， 決して自己と他者ではない. 従ってそれは内的な事であって， 外的な
事ではない. 実際『雅歌講話』第十二講話の中ではモーセについて雑音のない荒れ野
での愛知， さらにダビデについて述べた『雅歌講話J第八講話では「心において」
(ÉνゆlCapåiq:) と述べられていた. こうした内面性に加えて， この生成は時間内の
事である. 以前に前進したことても一定の者になった自己から現在においてさらに超越
することを意味する. 従って永遠に向かう垂直的超越ではなく， 人間の時間性を論じ
ていた『伝道の書講話J第七講話に見られるように， 永遠に対して， 時間内の傾斜し
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た水平的進行である10)

従ってエベクタシスとは， 人生という時間内での内面的生の

事である. さらにまたこの超越は自分が行うことであり (例えば『詩編の題名につい
て』におけるyi同ταιaVTòçÉaVTOÛμεit，ων のaVTóç)， 主体の事である. しかもこ
こでは自己と対比された主体， I何者かである」という属性的自己 (臼VTOÛ) と対比
された主体である. 以上μεitων の考察から， エベクタシス論における外に対する内
面性， 永遠に対する時間性， 属性に対する主体性の三つのポイントを導き出すことが
できる. このうち内菌性， 時間性については従来の研究によって十分に論じられてい
るので省き， 第三のポイント， 主体性に焦点を絞って以下の考察を続けたい.
2

主体的自由と従順さ

前節でμεit，ων の考察において確認したように， グレゴリオスは人間の主体性をエ
ベクタシス論において思念している. ただしこの主体性が自発性を意味するのか， ま
た意味するとしてもどの程度か， こうしたことはここまでの議論では不明に止まる.
これまでの議論の範囲内では， I主体」とは属性と対比された主体を意味するに止ま
る.
しかし主体についてその自発性， 自由というものを積極的に強調する思想はグレゴ
リオスの様々な著作の中に認められる. rモーセの生涯Jから一例を挙げる.
そしてわれわれは何らかの仕方で自分自身の父親である. われわれは意志して
自己を生み出し， 自らに固有な自由意志にもとづいて自分が意志することに向け
て， 男性的， ないしは女性的形相を徳， あるいは悪徳のロゴスによって刻んでい
く. (De Vita Moysis， II， 3.)
人間の場合， 自分が自分自身の親であるという指摘は， 自分が何をするのか， 何者
であるのか， といった属性を主体的に形成していくことを意味する. 同様の思想は次
のようにも述べられている.
神的意志によって結び付けられた諸々の[人間の力を]越えた何らかの必然か
ら各人の人生の相違を理に適った仕方で考えることは[でき]ないであろう. そ
うした人生の相違に対して力をもっているのは， 各人の自由な選択である. (De
Vita Moysis， II， 74. )
グレゴリオスはこの一文でファラオの心がかたくなになったのは神の意志によるの
ではなく， 実はブァラオ自身の意志によることを述べる. 人間は自分が主体となって
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行為し， 自分を形成する. こうした人間における意志の自由を強調した思想はオリゲ
ネスに遡るとされる. しかしオリゲネスと異なって， グレゴリオスは人間の意志の自
由を「神の似像」に基礎付けて議論する.
『教理大講話』第五章では， 人間の本性の創造について次のように述べられている.
何かの必然の離につながれて従属するものが王的本性の似像と呼ばれるだろう
か. そこで万事にわたって神的なものに似せられたものは， 本性において自己支
配力と独立性とを有しているのは当然であった. こうして諸善への参与が徳の賞
品なのである. ( Oratio Catechetica， 5， PG45， 24 C-D)
「自己支配力と独立性J (τ'ò aiJ7:o".ρaTÈ，"aiáôÉσ7roTOν) とは別に， 少し前では
「独立性と自己決定力における恵みJ( 対， "庄司τò áôÉσ7(OTOレ "ai aψτεξ011σ.LOレ
XáPLτ0，) とも言われていた. ここで人間の自由は， 自分の力で自己を形成すること
である.
このようにグレゴリオスは主体の自由を述べるが， しかし同時に『モーセの生涯』
の中で、エベクタシスを論ずる箇所で グレゴリオスは「従順J について述べていた.
そこでモーセは神を見ることを望んで， 今や如何にして神を見ることができる
のかを学ぶ. どこに導かれようとも神に従うこと， これこそ神を見ることである.
(De 日初 Moysis， II， 252.)
「どこに導かれようとも神に従うことjは神への従順を述べ， 主体的自由とは正反
対のものに見える. しかも， ここで「神を見る」と述べられていることがエベクタシ
スなのである. この「従順jの故に， rモーセの生涯』の最後で グレゴリオスはモー
セについて「神の友jよりも「神の家僕J ( オTOÎl ()wÎl oi"É切ç) ということを強調
する11にまた同様の言明は『雅歌講話』にも認められる( 1n Cant.

or.

12， 356， 14

16).
神の顔の観想は， 後ろから御言葉に従うことによって成し遂げられる， 神に向
かった止まることのない歩みである.
それでは， エベクタシスとは従順を意味し， 主体的自由とは相反することなのか.
既に考察したように， μεif;ων ÉaVToÎlとは「自己よりも大きくjなることであっ
た. それは形成された「自己からの」超越である. それは自己を形成する自由に対し
て， 形成された自己からの自由と考えられる. エベクタシスが「絶えず自己よりも大
きくなる」ことであれば， そのμεif;ων にはこうした自己からの自由という視点が含
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まれている. そして「どこに導かれようとも従うJ とはこの自己からの自 由の裏面，
または表面のことと理解できるのではないか. Iどこに導かれようとも神に従うこ
とJ. このことにおいては， まず「導かれるJ(IC(X向付Tm) という受動性が強調され
ている. 神の導きによるこの受動 に お い て 自己 超 克が引き起こさ れる. それは
μEit;ων臼VToÎlにおける臼VToÎlの超克である. それまでの自己. I何者かである自
己」からの超越である. この超越が「従うJ(åICoλ OV(Jûν) と能動態で言われるので
あり， それは単なる受動的従順ではなく， 自己による自己からの超越を述べたものと
解釈できる12)
3

人格的呼応性としてのエベクタシス

冒頭に紹介したコプッシュもアポストロプーロスも， 主体性を強調する余り， グレ
ゴリオスの思想、に見られるこの「神に従う」ことを見逃している. コプッシュが理論
的神認識に対して実践的神認識を主張したことは評価すべきだが， 意志的主体性を論
じつつも彼が[神に従う」ことを論じていないことは批判されるべきである. またア
ポストロプーロスは神の主体的無限性を論じ， そのような神を求める人間の際限なき
「欲望J を論じるが， その欲望についてもっぱら人間の側の自発性から議論が進み，
引き寄せる神に「従う」ことは論じられていない. 主体的自由を主張するのであれば，
『モーセの生涯』や『雅歌講話』における「神に導かれJ. I神に従うjという思想を
どのように解釈するのかを提示しなければならない.
「絶えずより大きくなるjにおいて， この比較級は， 何者かであることよりも何者
かに「成るjという持続的生成を強調した. そのようにグレゴリオスはモーセについ
て， 彼が様々なものに成っていったことを順番に羅列していた13)

恐らく有徳の生を

主題とした著述の対象としてモーセが選ばれ， その生涯が書かれたのは， 他ならない
モーセがエジプト脱出を経てシナイ山に到り， カナンへと向かう大きな旅をした人物
であったからと思われる.
その持続的生成の主体である自己は神に「導かれるJ(仰向付 τω) のであり， そ
の導きに自ら「従うJ(åICoλ OV(JÛIJ) と言われた. この能動と受動の融合の中にわれ
われは呼応性という意味で人格的関係を認めることができる.
『雅歌講話Jには次のように述べる箇所がある(ln Cant.

Of.

12， 353， 13-15) .

というのも「わたしの恋しい人は立ち去りましたjと述べられている. ただそ
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の「恋しい人」は彼に従う魂を置き去りにせず， 自身へと惹きつけつつ[立ち去
ったのである] .
神は魂を「惹きつけるj (iφêÀ.lCÓμενoç-) . こうした「惹きつけj
， また「導くjと
いう行為は， 例えば美なる物体が人の心を惹きつけるようにではなく， 誰かが「惹き
つけるjという意味で人格的である. 実際これらの動詞の主語は， それぞれtφêÀ.
Mμενoç- の場合は「恋しい人j
( 'AôêÀφιô ódと， また"a8ηγ市'íal の行為者は「神j
(τoν8êÓν) と述べられていた. これらの言語表現が単なる比喰に止まるものでない
ならば， ここで何らかの人格的関係が考えられていると解釈すべきである.
モーセの願望であった「神の顔を見るJ ことが否定されるのは， この文脈で「神の
顔」が神を「何かのもの」として対象的に捉えられたものを意味するからであった.
そもそも神についてその本質認識が成立しないと グレゴリオスが考えていることは，
すでにコプッシュも詳細に論じていた14). rモーセの生涯jでは同方向ではなく， 対
面することで神とは反対方向を向くからという理由で否定される. またそこで神の顔
を見るものは死ぬという聖書の思想について説明されている. í神の顔」を見ること
は「神」として自分が考えたものに執着することにすぎない. それ故， 神の顔を見る
ことは死を引き起こすという( 第二部 234節) . 従って グレゴリオスにとって「顔」
は神を見ることではなしむしろそれを阻害し， 思惟されたもの (=偶像) に閉じこ
もらせるのである.
同様のことは「生命jという視点、からも述べられている.
というのも， 真実在は真実の生命である. これは認識の中に入って来られない.
そこで生命を造る本性が認識を超えているのであれば， 把握されたものはまった
く生命ではない. 生命ではないものが， 生命のある本性を生じさせることはでき
ない. かくしてモーセにとって望まれたこと[=神の顔を見たいという願望]は，
願望が満たされないままであることに よって満たされるのである. (De Vita
Moysis， II， 235)
神は生命そのものであるので， 認識対象にはならない. ここで使われるdぱφ凶ー
τoν (入って来られない) とψπερβぱνει( 超えている) は共に「生命」が対象認識と
は異なる次元に属していることを言う. こうした異次元性は， 対象化される事物とは
異なる次元を指示し， すなわち生命の対象化不可能性を指示している. ここから「神
の顔を見る」ことが否定される. 見たと思い込んだものは真の神ではないからである.
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そこで「顔」ではなく， 背中に従っていくことが， 自分の考えたものに閉じこもらず
にそれを越え出ることとして主張される.
ーまさにそのとき， その方は立ち去り， そして魂は外に出ていき， 以前いた
ものの中に止まることなく， 先へと先導するロゴスに従って行く. ( 1n Cant.

or.

12， 356， 19-357， 2 )
「まさにそのときjとは， 雅歌五章六節「戸を聞いたときには， 恋しい人は去った
後でした」をもとに， 神がこちらにやって来たと思われたときに， ということである.
しかし神は立ち去り， 反対に魂が外に出る. こうした超越が， 人格的な神との交わり
として成立する. この超越は神である他者との交わりとして他者主導であって， 自己
のみによっては成就されない. 他者は自己のうちに取り込まれない. むしろ自己が他
者に向かつて自己を越え出ねばならない. 神である他者に導かれて自己が自己を超越
する. 自己は神である他者に向かつて自らを開く. しかし一度開いても開いたまま
「である」ことに安住できない. 絶えず生成して行かなければならない. 人聞は時間
的存在( &áσT卵白) であり， 安住すること自体が存在論的に不可能だからである15)
「であるJ ( Ëσuν) ことは直ちに「であったJ ( 母ν) に移り行く. これは存在論的事
実であると同時に， 倫理的・宗教的要請の基礎でもある. そしてエベクタシスにおい
てこの超越， 変化は単独で行われるのではなかった. 神に「導かれJ ( 受動 ) ， 自ら
「従うJ( 能動) という呼応性， 共同性， 人格的関係'性がエベクタシスを成り立たせる
のである. その意味で人間の主体性とはこの関係， 呼応の中で生起する主体性なので
ある.
4

r出逢いJとしてのヱベクタシス

『雅歌講話J第五講話におげる雅歌二章13節後半の「恋人よ， 美しい人よ， さあ，
立って出ておいでjに対する解釈( GN06， 157， 5-159， 18) の中で， グレゴリオスは
神の無限を論じ， そこから人間の神に向かった歩みが限定されざるものになることを
論じている. その特徴は人聞がどれ程前進しようとも， 同程度に神は人聞から離れる
という点にある. これについてアポストロプーロスは神の自己超越性を論じていた.
しかしこの解釈に無理があるのは， グレゴリオス自身しばしば神の不動性， 同一性を
論じるからであるlべ この第五講話でも「常に同一であるJ( á Eiφσ'aVTIωç Ëxovσ'a)
と述べられていた( 158， 9) . 神が「同一J であるなら， 進むことで神に近くなるの
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ではないか. なぜ， そうならないのか. その答が神の無限性であった. しかし限られ
ないものが常に同一であるということは理解しにくい. この答が否定辞を伴った単な
る論弁でないなら， この無限論を理解する方途は何か.
ここで グレゴリオスの議論は次のような順序で進んでいた. まず， 解釈される雅歌
のテキス卜が提示され， 続いて， 神的本性の無限性が論じられる. ここでは神的本性
についてそれが「何か」として規定されず， (悪が善を限るように) 対立してそれを
限るものは存在しないこと， それゆえ神に向かった歩みにおいて， 魂が進んだだけ神
は遠ざかることが述べられる. そして， この神的無限性の思想、が雅歌のテキストへ適
用される. こうして雅歌のテキストの解釈として， 絶えざる前進が結びとして述べら
れる. こうした議論の流れの中で， われわれは神的無限性の思想が雅歌のテキストへ
適用された箇所で見出せる言葉に注目したい.
次に[御言葉は] ， 進める限り諸々の美に与った花嫁[=魂]を， あたかもま
た美に与っていないかのように再びはじめから超越的美の参与へと惹きつける.
こうして絶えず現前するものへの前進に応じてさらに彼女の願望は増大していき，
常に超越性において見出される諸善の豊穣さのためにはじめてその登撃を始める
ように思えるのである. (ln Cant.
ここでは神に向かった歩みについて，

or.

)
5， 1 59， 4-11[傍点筆者]

どこまで進もうともいつも「はじめからJ

(誌ψ7u;rρx手ç ) ， IはじめてJ (πρφTωç) と語られている. この「新しさJ I新鮮さ」
は， 神的無限性の理論を基礎としていない. むしろ神の無限に対する魂の側の経験が
基礎になって述べられている. そしてこの魂の経験としての神の無限性が神の人格性
を現わし， またこの人格性が神的無限性の理論を基礎付けていると考えられる. なぜ、
なら， 人格的関係における絶えざる新鮮さは， 既得化， 既知化しないので， 限りがな
いからである. つまり， 関係において開示される「他者jとしての神の絶えざる新し
さとしての無限である. また魂が進むのと同程度に神が離れるとは， 決して既得化，
既知化しない関係の絶えざる新鮮さをもとに語ることができる. 神と魂との呼応的人
格関係におけるこうした「新鮮さ」をわれわれは「出逢いJと名付けたい. I出逢い」
は未知のものとの関係として， 人格的関係について「今jにおける他者の新鮮さを意
味するからである. 神の無限性， エベクタシスにおける関係の「新しさ」は神の動的
な自己超越ではなし むしろ人格的「出逢い」の無限である. 神の無限性とは神との
出逢いの絶えざる新しさとしての無限性と解釈できる.
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われわれはまずμεít;ωνの考察を通して， エベクタシスとは「自己が絶えず自己よ
りも大きくなる」とまとめた. さらにその後の考察からこの定式は， 神に導かれ， 従
う主体が， 神との関係の場において絶えず自己を乗り越えることを意味することが分
かった. この自己超越が神との呼応関係において生起するのであり， さらに自己超越
としてのエベクタシスを理解するための基礎は， 神との新鮮な人格的関係， 出逢いで
あることになる.
神である他者との関係は， 時間の中で直ちに過去になってしまうので， 絶えず豊か
な神に向けて新しく自己を超越しなければならない. この絶えざる新鮮さの経験は，
神と人間との未来に向かった現在における， 決して過去にならない出逢いである. 神
の無限性はこの関係の無限性において思惟されている. つまり神との無際限の新たな
出逢いにおいて経験される「汝」としての神の無限性である. エベクタシス論には
様々な局面が認められるが， その根本を形成しているのは， 主体同士の「出逢いjと
言うべき「我

汝j経験であると言えよう.
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