「魂のアパテイア(apatheia tes psyches) Jから
「不動の知性(nous akinetos) Jへ
エヴアグリオス ・ ポンテイコスのパトス論のー側面*)
鈴

木

順

導 入
4 世紀後半に活躍したキ リスト教教父エヴアグリオス ・ ポンテイ コス (34 5頃-399 /
400 年) 1)は， ユスティニアヌ ス帝 (54 3年) や 第二コンスタンティノポリス公会 議
(553年) などが断続的におこなった異端宣告2)にもかかわらず， 東西両教会における
修道制や神秘・ 修徳神学に多大な 影響 3)を与えた人物であり， 教父学や霊性神学のみ
ならず古代末期哲学の研究者 4)によっても近年注目されている思想家でもある. 彼の
神学的貢献のうち 最も大きな影響を及ぽしたものが修行階梯論と 情 念をめぐる諸教
説 5)であることはよく 知られている. しかし， その核心をな すアパテイアに関 する理
論については， 十分な検討がなされていないのが現状と思われる. これをうけて筆者
は既発表論 文6)においてエヴアグリオスのアパテイア概念を分析 ・ 検討し， その独自
性を以下の三項にまとめておいた7)
1 . エヴアグリオスのアパテイア概念の内包は， ストア的なパトスの根絶ではな
く， ペリパトス派的な「パトスの 中庸 ・ 活用 (met riopatheia)J であること.
2. メトリオパテイアとしてのアパテイアが修道生活の 中間目標とされること.
3. I不完 全なアパテイアj・「完 全なアパテイアJ の二段階が想定されること.
エヴアグリオスは， このメトリオパテイアとしてのアパテイアを観想的生の不可欠
の基盤とはしたが， 観想の極致がもたら す主体の本 来的自己の回復という終末的完成
にこの概念を適用しない. 本稿では， エヴアグリオスの認識 存在論 的 文脈において
そのアパテイア概念を分析し， なぜ， エヴアグリオスがアパテイアを霊的生活の完成
に適用しないのかを考察 する.
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l
1.1

アパテイアとメトリオパテイア

ヘレニズム哲学とアレクサンドリア的伝統におけるアパテイアとメトリオパ
テイア

エヴアグリオスは， アパテイアの同義語としてメトリオパテイアなる用語をたびた
び使用 するへ このことは， 彼のアパテイア概念の内包が， ストア派の倫理的理想
「ノfトスの根絶」ではなく， ペリノfトス派的な「パトスの漏養と活用jであることを
示 唆 する. これら三つの用語は， パトスの価値と意義をめぐってストア派とぺリパト
ス 派の聞で交された論 争を象徴 す る も の で あ る. ス トア派に とっ てパトスとは
rr我々の圏内にない事物 (ouk epi hemin)jに関 する誤った判断」 ・ あらゆる不幸の
原因であり， その根絶こそが倫理的完成と幸福の実 現に不可欠なものとされる. 他方，
ペリパトス派はパトスを「魂の非ロゴス的部分」の能力とみなし， そのi函養と活用を
説いた. これら二つの対立 する概念を綜合したのがアレクサンドリアのフイロンであ
る. 彼は， メトリオパテイアを倫理的向上の途 中にある人々の徳， アパテイアを完徳
に達した人々の徳とし， 前者をアーロンで後者を モーゼ、で表象した9) ク レメンスも
同様に， rメトリオパテイアを経てアパテイアへJ という倫理的向上の階梯を説いた.
受洗直後のキリスト教徒はまずメトリオパテイアを目指 すものとされ， 完 全に成熟し
た信者は神の観想を 通じてアパテイアに達 するとされる 10)

1.2

欲望と憤怒の適切な発動:メトリオパテイアとしてのエヴアグリオス的アパ
テイア

エヴアグリオスのアパテイア概念には， 以下にあげる 3点の 特徴がある. 第一は，
アパテイアを霊的生活の 最終目標ではなく 中間目標とし， 観想の前提条 件と する点で
ある. 著作 中に頻出 する表 現「魂のアパテイア(apatheia t 己s psyches)J ' 1I にも見ら
れるように， 彼の説くアパテイアとは魂の理想的状態である. 魂とは， 堕落 ・ 劣化し
た 知性(nous) が， 自己を癒 す道具 ・ 場としての身体に「非理性的な諸部分j
「気概( thymos)J ・「欲望 (epithymia)J ー←を介して接続された状態を意味 する山.
主体が神認識を回復 するとき， 知性の状態を回復した主体からは非理性的要素と身体
性が除去される. 換言 するならば， 魂とは， 堕;務 ・ 劣化した主体が自己を回復 する途
上の状態に他ならない. その用例が示唆 するように， アパテイアは魂の理想的状態で
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あって 知性のそれではない. これは， アパテイアの実 現に不可欠な「修行/修行的
(prakti ke/praktikos)J の用例からも窺える. 彼は， 若干の例外を除いて， 形容詞
「修行的」 を 知 性にではなく， 一貫して身体 ・ 魂に適用している川.
第二の 特徴は， I不完 全なアパテイアj・「完 全なアパテイア」 という階梯を想定 す
る点である. 第三の 特徴は， ストア的な「パトスの根絶jではなく「パトスの癌養・
活用jをアパテイアと する点である. 第三と第三の 特徴は相関的である. 彼は， 観想
において 浄化された 知性 ・「 知性の状態j14). I 祈りJ 15) において反映 する神的光の体験
を「無形の光 (phös aneid eo s)j16) と呼ぶ. この 知 性的光は， 終末的完成と修道生 活
の 極致の先取りである. 主体が この「 祈 り」 を彫琢 す る に つれ， 悪 霊 的 な「想念
(lo gismos)J との葛藤の前線は， 魂の欲望的部分から気概 的部分へと移行 する川. エ
ヴアグリオスは， 悪霊の誘惑に対して憤怒を発動 することを， 魂の気概 的部分の適切
な活用とし， これを「アパテイアの 最も偉大にして 第一の印」 と呼ぶlへ これは， 魂
の欲望的部分の緬養・ 活用が「初歩のアパテイアJ であることを示唆 する. この「初
歩のアパテイアj としての欲望の対象とは， I諸徳j19)であり， グノーシスの観想がも
たら す霊的な「快楽j20) ( ! ) である.
2
2.1

神への愛を語らない隠修士

霊的生活の動機付けとしての快楽計算

いわゆる「霊的婚姻」 という事態に一切言及しないことからも窺えるように2ヘェ
ヴアグリオスの神秘修徳神学における欲望あるいは愛は， 神をその直接的対象としな
い. このことは注目に値 する. エヴアグリオス作品において「愛 ・ 愛 するjが決して
目的語「神jをとらないことも， またこのことを裏書きしている.
「集会書から簸言を 通じて雅歌へJ というオリゲネス的な霊的 ・ 聖 書釈義的階梯22)
に言及し2ヘ「集会書j・ 「簸言」 の浩識な傍注を残 す一方， I雅歌」 釈義に 特化した 単
著を遂に 著 すことはなかった. また， 若干の箇所を別として， 現存 するテクストにお
ける「雅歌j引用 ・ 釈義は極めてまれである.
考察の対象を愛 ・ 欲望に関わる語棄に広げてみても， 以下に引用 する断章から見て
も明らかなように， 彼の説く 「愛j・「欲望j とは， 神を志向 するエロスではなく， 霊
的生活の動機付けとしての「快楽計算」 を導入 する契機に すぎないのである.
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気概の本 来の性向は， 悪霊たちと争い， あるなんらかの快楽のために闘争するこ
とにある. したがって， 天使たちは我々に霊的な快楽とそこから 来る至福を想 起
させっつ， 気概を悪霊たちに向けるよう勧告している……24)

グ ノーシスに至り， その果実であるかの快楽を刈り取った者は， 虚栄心の悪霊が
いかにこの世の快楽をあれこれ並べても， 三度とその口車に乗せられることはな
いだろう. なぜならば， 霊的観想より偉大なる何ものをいったい悪霊は提供しう
るというのだろうか……2 5)

エヴアグリオスが勧告 する愛とは， r憐れみ」・「人間への愛j・「怨念 ・憎しみの克
服j26)である. 憐れみとしての愛は， 医薬品の如く27) r魂の気概 的部分の炎症」を沈
静化させる2べ「霊的友愛 (philia p neumatik吾)J は， r神のグノーシスjとも呼ばれ，
人聞を 「神の友 」 と するという高度な位相を帯びてはいる. しかし， 以下の引用に見
られるように， それがもたら す主体相互の関係性は， 神との親密さではなく， 悪霊か
ら真理を擁護 するべく共闘 する聖人と天使たちの霊的紐帯を強調 する方向に展開 す
る29)

「息子よ， もし友人を保証 するなら， 汝の手を敵に渡 すことになるのだJ. (簸 6 :
1) 使徒達の友 ・ キリストを正義と真理として 「保証 する」 者 は皆， 救い主への
友愛ゆえに， 自身の魂を人間と常に戦う敵対者たちに委ねるのである. というの
も， 霊的友愛とは神のグノーシスであり， それに即して諸聖人は 「神の友」の称
号を 得るのだから. それゆえ， 洗礼者ヨハネは 「花婿jの友人であり， モーゼも
使徒達もそうであった……30)

また， まれに， 神が「愛 (agape)J の範型とされ 「 第一の愛jと呼ばれる場合でも，
神と主体相互の愛の交流が叙述されることも， 被造物たる主体から神への愛・ 欲望へ
の発動ではなく， I温和なる神」 のまねびとしての 「混和さjが勧告され， その体 現
者として モーゼが言及されるのである3 1)

身体なしに可感的事物に専念 することはできない. 同様に， 非体的[ 知性]なし
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には非体的なものを観ることはできない. また， 神を見るのは， 単なる知性では
なく清い 知性なのである. 日く「心の清い者は幸い. 彼 らは神を見るであろう」
(，マタJ 5 : 8) さらに， 彼らが幸いとされるのは， 清さではなく神[を対象と す
るところ]の観照 (thea) であることを想え. さて， もし， 清さがロゴス的魂の
アパテイアであるならば， 神[を対象と するところ]の観照とは， 伏拝 すべき至
聖三者[についてJのグノーシスである. 修行を達成し自分自身を諸々の戒めに
よって浄化 した者たちがこれを見るのである. 諸々の戒めのうち， 第ーにして根
本的なものとは愛(agap邑) である. 愛によって知性は 第一の愛を見るであろう.
というのも日く1
(主は) ご自分の道を温和なる者に教えるJ
(1詩J 24 : 9) のだ
から. もし， かの聖なる モーゼが 「一切の人にまさって温和であったJ (1民1
12 : 3) ならば. (主が ) モーゼにご自分の道を 知らせると聖霊が語るのは適切な
ことである 32)

このような愛の方向性一一友愛として水平に展開 することはあっても決して垂直に神
へと浮上しない

2.2

は， 次項で考察 する 「雅歌J引用と解釈にも見出される.

r雅歌」引用におけるく神への愛〉の不在

現存 するエヴアグリオス作品における「雅歌j引用と釈義はきわめてまれである.
具体的な引用箇所としては. r諸々の 悪しき想念』に 1 箇所. rア ンテイレーテイコ
ス』に2箇所. r詩篇傍注』に2箇所， 総計5箇所のみが確認される33)

全 6 巻 492

節からなる聖書秀句集 『ア ンティレーテイコスJは， 悪霊からの誘惑を粉砕 する霊的
武器としての聖句を想念の種類別に編纂したものである. r詩篇傍注』は約13 00件の
断章からなる詩篇スコリアの集成である. いずれも， エヴアグリオス作品としてはか
なりの大作であり， 作品の規模 ・ 引用件数からみても「雅歌」 引用の頻度は極めて低
いといえる. では， 事例に即して引用 ・ 釈義の 実態を見てみよう. まず『ア ンティレ
ーテイコス.1 2巻42 節.

4 巻3 1 節における事例を検討 する.

魂の内に留まる不 浄な諸々の想念について聖なる天使たちに[向ってこう言えJ.
「私を見つめないでおくれ， 太陽が我を灼いたのだからJ( 1雅J 1 : 6)34).
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我々の兄弟たちへの愛を消そうと努める悪霊たちに対して[こう言え. ]1大水も
愛を消 すことはできない. 洪水もそれを押し流 すことはできない. 愛を支配しよ
うと財宝などを差し出 す人があればその人は必ずさげ すまれるJ (1雅J 8 : 7)町.

第二の断章は， 兄弟愛を破壊 する「憤怒(org邑)J の誘惑に対抗 する手段としての
「雅歌」 引用の勧めである. 通常， 垂直方向に神へと向けて展開されるエロスと釈義
されるべき「雅歌J末尾の愛の賛歌が， 友愛という水平方向に転釈されているのが 大
きな 特徴である. また， この 第一の断章は. 1邪姪(porn eia)Jの想念を「雅歌J 1 :
6 に登場 する「乙女」の「肌の黒さJ と結びつけて言語化 するものである. これらは，
誘惑

邪淫であれ憤怒であれ

を拒絶 する霊的絶叫 (anthirr匂 is) として「雅

歌」 引用を勧告 するものだが， いずれの断章においてもその叫びが向かう先は， 神で
はなく天使または悪霊であることに注目しておこう. 次に 『詩篇傍注』における事例
を検討 する.

「山は蝋の如く主の顔によって溶けるJ(1詩J 96 :5) 1北風」 が凍らせるものは，
「南風」 がこれを溶か す. それゆえ. 1雅歌」において花嫁は見事に言う. 1北風
よ， 起きよ. 南風よ， 来 たれ. 私の庭に吹け， 私の香 りを届げよJ. ( 1雅J 4:
16)36)

「勇者の矢は鋭く砂漠に住む者の焼炭を伴うJ
(1詩J 1 1 9: 4). 敵対 する諸力に対
して何者も調和 することがないのと同様に， キリストの敵対 する「矢」 が邪悪な
者の燃え上がる矢に調和 することはない. 炭火は木を， 野原を， 藁を焼き尽く す.
もし雅歌の花嫁によれば一一彼女は云う「私は愛によって傷ついているJ(1雅1
2 : 5; 5 : 8)

[キリストの矢が]愛の矢であるなら， それは正義・ 勇気 ・ 節

-

制およびその他の諸徳の矢であり， これらの矢によって「傷つけられてj民は神
の下に倒れるのである37)

第一の断章における釈義と引用は. 1雅歌J 4 : 1 6 における「北風j・「南風」の寓意的
解釈を. 1詩篇jを補助線にして導出 するものと思われるが， 神に対 するエロスの発
動を導入 するものではないことは確 実である. 第三の断章は. 1詩篇J 1 1 9: 4 の「勇
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者の矢」を 「雅歌J2 : 5 ; 5 : Sの 「愛による傷」 と結びつけてキリストの恩寵の寓意
と するものだが， 釈義の力点は， この恩寵を正義 ・ 勇気 ・ 節 制などの徳， すなわち神
認識の前提条件となる予備的な卓越性の付与と する点に置かれ， オリゲネスやニユツ
サのグレゴリオスの釈義に見られるキリストの自己贈与を契機 と する魂と受肉した神
相互のエロスによる関係性に展開 することはない. 最後に 『想念について』における
「雅歌l引用を瞥見 する.

悪霊的な諸々の想念は， 魂の左目

生成した諸事物に関 する観想を受容 するも

のーーを盲目に する. 他方， 我々の[魂の ]指導的部分を刻印しかっ像を結ぶ
諸々のノエーマ (n o邑mata) は， 魂の右目
想 するもの

祈りの折に福たる聖三者 の光を観

を晦ませる. 1雅歌」 において花嫁はこれ[=魂の右目]によっ

て「花婿jその人の 「心を魅了したJ (1雅J 4:9 参照 ) のである38)

この断章は， 1雅歌J 4 : 9における花婿の「心を魅了したj 花嫁の「目」 を， 主体の
認識能力一一 それも被造物ではなく神的栄光の観照 を享受 する高 次の認識能力の象徴
と するものである. たしかに，く花婿の心を奪う花嫁〉やく目による魅惑〉という モ
ティーフは， エロスを媒介と する神秘的合ーを期待させる. しかし， この断章一ーさ
らには 『想念について』全体ーーは， 主体の目 ・ 視覚というべき認識機能， 及び， こ
の認識機能がノエーマ (noema) すなわち形象的イメージによって占有され視覚機能
が阻害される(1盲目に するj・ 「晦ませるJ) 事態の記述に 全関心を集 中させており，
神 一 人との恋愛あるいは婚姻としての神秘的合ーへの希求 ・称揚へとはついに展開 す
ることはないのである.
以上 通観した「雅歌」 引用の 実態から見ても， エヴアグリオスにおいては， オリゲ
ネス以 来の「雅歌」 解釈伝統と， それに基づくエロスを媒介とする神秘的合ーの叙述
というものが不在であることは明らかであろう. 愛 ・ 欲望言語の展開や「雅歌j引用
のあり方もまた， 彼の「メトリオパテイアとしてのアパテイアjが神体験へと直結し
ないことを示している. これは， ニュッサのグレゴリオスにおけるエベクタシス一一一
「メトリオパテイアとしてのアパテイア」 ーー すなわち， 聖化された欲望による神へ
の神秘的上昇39) と決定的に異なる点である.
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3
3.1

I魂のアパテイア」から「不動の知性Jへ

魂の適切な運動と機能としてのアパテイア

なぜ， エヴアグリオスのアパテイアは， あるいは， 彼の説く愛 ・ 欲望は， 神体験と
超越に直結しないのか?

これには二つの要因があるものと思われる. 第一の要因は，

彼のアパテイア概念において， 身体性が決定的なまでに重要な位置を占める点である.
これについては すでに概観した. 第二の要因は， 彼のアパテイア概念が運 動と多様性
の観念を合意している点である. ここで， 我々は彼の救済論(あるいは救済神話) の
基本的図式を再確認 する必要がある. オリゲネス『原理論』の神学的仮定を所与のも
のと するエヴアグリオスにとって， 知性の墜落と救済は， 神認識の喪失 ・ 回復によっ
て引き 起こされるものである. 原初における主体の神認識喪失の事態が言 及される時，
常に「 動揺( kin esis)J という語が用いられ叫， 神認識の体験が 「 知性の不 動性」 と
してイメージされる. その背景にはエヴアグリオスの救済史観がある. アレクサ ンド
リア学派の一員として彼は， 終末的完成を至福なる原初への帰還 ・ 再帰(apokatasta
sis) と する. 悪と無 知の克服とは， 原初において 知性の堕落を惹 起した「 動揺jの否
定に他ならない. したがって， 終末的完成とそれの先取りとしてのく観想における神
認識〉は， 主体の不 動性を 通じて 実 現 するのである.
ここで云われる「 動揺 j とは， 質料的存在とその創造を要請 する否定的な要因であ
る. したがって， この「動揺」 は自然学的なニュア ンスで理解されるべきものではな
い. 生物にとって呼吸がその生存に不可欠なように， 認識が 知性にとってその存続に
不可欠であるとするならば4 1)， 主体の「 動揺」 とは， その「視 ・ まなざしj

さら

に言うなら， 先在の 知性が非質料的存在である以上， 当然それは 「視 ・ まなざし」 そ
のものに他ならない

の「 動揺」に他ならない. 以下に引用 する叙述は， 墜落・ 劣

化した 知性に対 する質料的存在の救済論的機能に関 するものであるが， エヴアグリオ
スにおける「 動揺J観の内 実に示唆を与えるものである.

日く， 人の心を引き回 す可感的事物を見た， 即ち， それによって人々が解放され
るために， 浄化 に先だって神が人々に与えたものだと. その美しさは，く時宜に
かなった一時的なもの〉と呼ばれ， く永続 的なもの〉とは呼ばれない(1コへJ
3 : 10� 13参照 ) . なぜなら， 浄化の後清い者 は， 可感的事物を自己の 知性を引き
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寄せるものとして見ることはない. ただ， 霊的な観想、のために自己の中に置かれ
たものとして観るのである. なぜなら， 知性が五感を 通じて可感的事物によって
感覚的に刻印される事態と， 知性が可感的事物の内に諸ロゴスを観て秩序づけら
れる事態は， 異なるからである. さて， グノーシスが到 来 するのは清 浄な者のみ
であり， 他方， 五感を 通じて[可感的]事物について成 立 す る 知覚は， 清い者に
も不 浄な者にも到 来 する. これゆえにこそ， 神が与えたもの[ニ五感を 通じて成
立 する可感的事物についての 知覚]が， I時宜にかなった一時的な労苦
j と呼ば
れるのである. というのも， 神は摂理をもってパトス的魂を慮り， 五感と可感的
事物を与えた. 魂はそれら[=五感と可感的事物]によって引き寄せられ， 思惟
へといざなわれる. こう することで， 魂は， 対立者達が[魂の]内側へ投げ込も
うと する諸々の想念から逃れるのである..... .42)

可感的事物は 「自然的観想」の契機となることで， ノfトス的魂を引き寄せ， 観想
対象へのまなざしの集 中一ーという 知性本来の営為へといざなう. この断章において
二つの事態に注目 すべきである. 第一は， 可感的事物が 動揺 する魂を停止させるもの
ではなく， 円|き寄せるjものとされる点， 第二は， I労苦・ 引き回 すもの(perispas
mos)Jを可感的事物の謂と する釈義である. I労苦・引き回すもの」 の機能とは， 動
揺 する主体に方向性を与えると同時に， 可感的対象を 通じて接近可能な 「ソフィア」
へと主体を引き寄せることにある叫. これは， 主体の 動揺を即座に停止させることで
はなく， 主体の 動揺 ・ 運 動に方向性を与えつつそれを 最小化 するのである. では， 主
体の動揺を完全に停止させるのは， いったい何であろうか?

3.2

主体の不動|主と「本質的グノーシス(gnõsis ousiõdës) Jの受容

エヴアグリオスは， I本質的グノ一シス(匂gnδs討is ousi而δd白吾sω)Jと神性を同一視 する4州4叫)
ジエハ ンが指摘 するように， この同一視は彼に固有のものである4九エヴアグリ オス
は， 主体とこの神性と同一視されるグノーシス一一「本質的グノーシス」 ・
「神のグノ
ーシス(gnösis tou theou)J ーーとの関係を常に動調 「受容 する(dechein/ hypode
chein)Jで叙述 する州. この 動詞の用法は， 認識主体の認識対象に対 する場所として
の機能だけでなく， 両者の適合性の観念をも合意 する. そもそも 知性の創造目的は，
神認識の享受であり刊， 知性とは本質的に神的 現存を受容しうる/ すべきものであっ

80

中世思想研究49号

た叫. 換言 するなら， 知性であることとは， 主体が神的 現存を静的に受容 する場であ
ることを意味 する. 主体が， 自己に固有かっ適切な認識対象として「神のグノーシ
スJ ・「本質的グノーシス」 を受容 する時， 主体は身体性を廃棄しつつ州 知'性という白
己に本来的な存在様式を回復し， 1神と すら呼ばれるJ50)至高の境地へと高められる.

「人間の贈り物は彼を広げ， 彼を有力者達の傍に座らせるJ(1簸J 18 : 16).
では正しい生活が「人間の贈り物J と呼ばれている. これを広げ， そして 「神の
充満J(1エフェJ 3 : 1 9参照) に相応しいものに する. それは， 聖なる諸力の座
と名づけられる. というのも， 知性の座とは， そこに座る者を， 動き難く， ある
いは， 不 動に保つ卓越した状態のことである 5 1)

神 的 現 存 の 場 と な った 主 体 の 状 態 は， 上記断 章 に 見 ら れ る よ うに， 1 知 性 の 座
(thronos

tou nou)J と呼ばれる. この至高の境地において， 主体は「 動 き 難く

(dyskin etos)J あるいは 「不 動 な(akin etos)J ものとなる. この釈義は， エヴアグ
リオスにとって超越の体験 ・ 神の観想、が， 主体における静的な神的 現存による本 来的
自己の回復であり， 1 動揺」 の否定に他ならないことを示 す. したがって， 最早， 神
性に向けてのこれ以上の上昇 ・ 超越は必要とされないのである. 神性とは， エヴアグ
リオス的 知性にとって， 端的に受容可能なもの， 換言 すれば自己のうちに保持 ・ 所有
可能な何かなのである. したがって， 彼の神秘修徳神学においては， 聖化 されたエロ
スによるメトリオパテイア

アパテイア， あるいは， 神体験の不断の相対化 による超

越の探求問といったニュッサのグレゴリオスにおけるエベクタシス的な営為が成立 す
る余地はあり 得ないのである.
4

むすびにかえて

なぜエヴアグリオスのアパテイアは， 神性や 超越へと直結しないのであろうか?
この間いをめぐる考察の成果は以下の三項目にまとめ られよう. 第ーは， エヴアグリ
オスにとってアパテイアとは すぐれて魂の徳， すなわち多様性を 特徴と する有体的世
界の内に生きる身体を有 する主体にとっての徳を意味 するものであった. 第二は， 彼
の神学的形市上学の図式と救済史観が， 神的リアリティーと超越の領域に身体性と多
様性を回収できないことにある. 第三は， 主体の理想的状態を神性あるいは 「本質的
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グノーシスJの受容体として想像する彼の静的な知性理解に求められる. この結論を
補強するために彼の終末観を要約した断章を引用して本稿を締めくくりたい.

「神の王国Jとは， キリストの家造りの完成， 律法と恩寵の充満， 神の子供らの
完成， 彼 の余すこと なく希望を充たされた相続人らにとってのグノーシス
(gnösis anelpistön autou kl邑ronomiδn)， 祈りにおける神の意思の充満， 神とそ
の[被造物たる]ロゴス的 本性との分割されざる合一(henδsis ameristos autou
te kai tes logikes physeδs autou)， 万有を統合する聖三者， 二性を持たぬ一性 ，
蓋し賛美せられる神は一切となるであろう……53)

〔付記〕本稿は， 中世哲学会第55回大会(平成18年11月

於， 慶態義塾大学) にお

ける研究発表を加筆修正したものであり ， 平成18年度東京大学 COE I死生学の構
築j若手研究者支援経費交付による研究成果の一部である.
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Gregorius Nyssenus， In Canticum Canticorum 1 (Langerbeck ed.， GNO VI， pp. 1722)
23) S-Prov. 247 (Géhi n ed.， pp. 342f)
24) Pract. 24 (Guillaumont ed.， p. 556). 佐藤訳 45頁.
25) Pract. 32 (Guillaumont ed.， pp. 572ft). 佐藤訳 48頁.
26) Ad Monach. 8-10， 14 (Gressmann ed.， pp. 135f).
27) Pract. 38 (Guillaumont ed.， p. 586).気概は欲望より も多くの「薬jを必要とし， そ
れは憐れみと しての愛であるとされる.
28)

Gnost. 47 (Guillaumont et al. eds.， p. 184). 1ティムイスの教 会の天使たるサラピオ

ンが言った.【黙2: 1等参照] r霊的グノーシスを飲み込んでしまうと ， 知性は完全に
浄化される. 愛( agap己) は， [魂の]気概的諸部分の炎症を癒す. 節制は悪しき欲望
の流れを抑止 するlJ
29) S-Prov. 120， 150， 157 (Géhin ed.， pp. 218， 244， 254)において同様の友愛理解が示さ
れる. エヴアグ リオスにおける天使と 聖人相互の「霊的友愛」については Géhi nによ
る解説( SCh 340， pp. 53f.) を参照せよ .
30) S-Prov. 69 (Géhi n ed.， p. 162).
31) De Ma忽Cog. 13 (Géhin et al. eds.， p. 196)は， 同様に民 12 : 3 (1彼は万人にまさ
って温和であった J ) を引用し， モーゼを温和の徳の体現者と する.
32) Ep. 56 (Fragmentum Graecum; P. Géhin，“Nouveaux Fragments Grec des Lettre
d'Evagre"， Revue d'Histoire des Textes， 24， 1994， pp. 117-47， esp.， pp. 139-143).
33) なお， こ れらのほかにAd imitationem Cantiαcanticorum (G吾hi n ed.，“Evagriana
d'un manuscrit Basilien (Vaticanus gχ 2028; olim Basilianus 67)." Muséon 109，
1996， pp. 59-85) と いう雅歌章句をパラフレーズ した断章が存在するが， いかなる釈義
もなされていないため本稿ではとりあげない.
34) Ant. II. (porneia) 42 (Frankenberg ed.， p. 490/491)
35) Ant. IV. (org吾) 31 (Frankenberg ed.， p. 516/517)
36) S-Ps. ad96.5 (PG 27， 417C).
37) S-Ps. ad119.4 (PG 12， 1629C)
38) De Malg. Cog. 42 (Géhin et al. eds.， p. 296)
39)

Gregorius Nyssenus， In Canticul叫Canticorulη1， 4， 10 (Langerbeck ed.， GNO VI，

pp. 32f， 39f， 134f， 313f) エペクタシスと 聖化されたエロスに関しては以下を参照. J.
Daniélou，“Platonisme et théologie mystique， Doctorine sprituelle de S. Grégoire de
Nysse". (Th吾ologie 2)， Paris: Aubier， 1953， 2e ed.， pp. 291-303ニュッサのグレゴリオ
スにおけるアパテイア

実質的にはメト リオパテイア

概念については以下を参照.

86

中世思想研究49号

秋山学『教父と 古典解釈

予型論の射程

』創文社， 2001年， 特に 132頁以下.

40) KG. 1. 51， III. 22， V1. 19 ， 20， 21， 85 (Guillaumont ed.， pp. 41ff， 107， 225， 253 ).
41) KG. IV . 6 2， 67 (Guillaumont e d.， pp. 163， 165).
42) S-Eccles. 15 (Géhin ed.， pp. 80ff).
43) エヴアグ リオ ス神学におけるソフィア のオイコノミア的機能については以下の拙稿
、)7究7

タFーシス

を参照されたい. Iエヴアグ リオ ス ・ ポ ンテイコスにおける知恵と 知 識J W新プラト ン
主義研究.1 4， 2005， 121-138頁.
44) KG. 1. 89， II. 47， V. 55， V1. 10 (Guillaumont ed.， pp. 59， 79， 201， 221)
45) P. Géhin，“La Place de la Lettre sur la Foi dans l'Oeuvre d'Ev agre." In P.
Bettiolo， ed. L 'Epistula fidei di Evagrio Pontico. Temi， co机tes託， svilupPi. A tti del III
Convegno del G均的。Italiano
Tradizione Alessandrina. "

[1998，

Pγagia， Ita(品di Riceγcα S叫 “Oγigene e la

Studia Ephemeridis Augustinianum 72. Roma: In

stitutum Patris ticum Augus tinianum， 2000， pp. 25-58， esp. pp. 5lf.
46) S-Eccles. 3 (Géhin e d.， p. 62) :
(Géhin e d.， p. 72) :

I聖三者を…・・知性が受容するJ ; S-Eccles. 8

Iグノーシスを・…一知性が受容するJ ; S-Eccles. 44 (Géhin ed.， p.

140) :

I霊的グノーシスを- …-知性が受容するJ ; KG. V. 81 (Guillaumont ed.， p.

211) :

I本質的グ ノーシスを…… 知性が受容する」

47) KG. 1. 89， III. 12， 15， 30， etc. (Guillaumont ed.， pp. 59， 103， 130). I一切のロゴス的
本性は， 存在しかっ認識するべく創造された. そして， 神は本質的グ ノーシスなのであ
る……J I完壁なる知性は， 本質的グノーシ スを容易に受容可能な存在である. J I知性
とは， 聖三者を観る者である. J
48) KG. III. 71 (Guillaumont ed.， p. 127)目「人間は息吹を受けて 「生ける魂J [創2 : 7 ;
Iコリ 15 : 45】と なった. 同様に， 知性が聖三者を受容する時， それは生ける知性と
なるであろう. J
49) S-Eccles. 2 (Géhin e d.， pp. 59ft.). IW集 会者日く， 空の空， 一切は空の空1【コへ
1 : 2】可知的教会に入り被造物の観想に賛嘆する者に対して 彼はいう. これが， 汝に約
束された究極のこと だと 見なしではならない， と いうのも， 神の知識を前にして， これ
ら一切は『空の空』だから. 完壁な癒しの後に， 医薬は無用である. 同様に， 聖三者の
グ ノーシスの後には， 諸世代と 諸世界の諸ロゴスは無用である. J
50) KG. V. 81 (Guillaumont e d.， p. 211). I 知性が本質的グ ノーシスを受容するなら， そ
れは， 神と すら呼ばれるだろう. なぜなら，( その時には ) 知性は諸世界を成立せしめ
得るからである. J
51) S-Prov. 184 (G邑hin ed.， p. 278).
52) 土井健司『神認識と エベクタシ ス一一一ニユツサのグ レゴリオ スによるキリ スト教的
神認識論の形成一一 』創文社， 1998年， 特に 222頁以下参照.
53) Paraen. 34 (Fragmentum Graecum; Ch. Fu rrer-Pillod e d.， p. 92)

