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ぺラギウス論争にいたるまでは， 恩寵と自由意志、に基づく倫理とは対立

するものと考えられていない， むしろ多少とも積極的に対応せしめられて

いる。 それに対して一般に， 自由に関するキリスト教の純正な立場 はこの

論争を通じてアウグスチヌスによりギリシャ的なベラギウスとの対立にお

いて定式化されたといわれる。 しかしそうとすると， アウグヌチヌス以前

の諸教父は多かれ少なかれ半ペラギウス的異端の繭芽をもつことになろう。

ことにギリシャ教父の場 合には， アウグスチヌス以後も含めて全体として

そういうことになる。 しかしこれらの教父における自由の意味 はそれに尽

きるものであろうか。 ここに， ベラギウス論争の意味 について反論の余地

があろうし， 又ギリシャとキリスト教思想、の一概な対置にも問題 が あ ろ

う。 前者については， H. A. W olfson が一般の理解とは逆にペラギウス

の自由概念、こそキリスト教本来の信仰を伝えるものであり， アウグスチヌ

スの自由の制限はストアに依拠するギリシャ的なものだとみている。
)

後者

については「知られざる神」を手懸りにしてギリシャ哲学者に呼びかける

アレオ パゴスのパウロの意味 をまともに受取って， ギリシャの中にキリス

ト教に対する連続的可能性を認めるW. Jaegarを援用することが出来よ

う。 ペラギウス論争とアレオ パゴスのノミウロとを並べてみると， 一方は論

争の議論であり， 一方は宣教の呼びかけである。 いったいベラギウス論争

で問題なのは， いずれが真かというよりも先に， 論争というものが必然的

にとらせる哲学的視点，その客観化の傾向なのではあるまいか。Wolfson



がアウグスチヌスの自由はストア的だというのは， 罪が人にとって本性の

必然となり， その本性に従うところにのみ自由をみるからというのである

が， しかしアウグスチヌスの人の規定はもともと本性のそれではなく，神

の前に立つ人の告白の内容として言いあらわされ， 決断を伴ってあえて客
(3) 

体化されているのではないか。 しかしM. Pohlenzが言っているように，

アウグスチヌスは自由の論争の哲学的形式に引きずられているところがあ

ることは認められよう。

哲学的形式と本来の意図との区 別は， ギリシャ教父の理解において殊に

留意すべき点であろう。 ギリシャ教父は全体として哲学的倫理的という評

価を受けがちであるが， それは教父を信仰の動態においてとらえず， 形式

に引きずられた解釈なのではあるまいか。 この点を考えながらニヅサのグ

レゴリオ スとグリュソストモスを， その敬!霊と畏れに則して理解すること

を試みたい。 ここから照したとき， ギリシャとの関係も叉違ってくるであ

ろう。 神に対してであれ人に対してであれ根本に横たわる態度は一口にい

って「対話」なのである。 オ リゲネスの流れに触れないめは， 文献の不備

等の個 人的理由にもよるのであるが， あまりにも論の分れているところを

避け， 全体としての志向の流れをその戴冠から逆に照す可能性を考えるか

らである。

ここで， 時代的背景の理解に触れておきたい。 この二人の教父が生きた

ニケア以後の時代を， ただ平和な教義上の論議の時代とみるのは誤りであ

ろう。 迫害が終ったところで又別種の緊張が生れて答を要求する， それな

りにさし迫った意味をもっカイロスなのである。 キリスト教は公認され，

後テオ ドシウスの下に国教となるが， 実際には異教的な要素を根深く持っ

たままであった。 この情勢の中で， 地的なものの全体が教会にとって自ら

の内部の問題となり， 二つが同じ拡がりをもって緊張ある関連に立つこと

になった。 皇帝テオ ドシウスこそ象徴的な人物であった。 彼はキリスト教

徒であると同時に， アンチオ キアの皇帝家族像破壊事件， つづいてテγサ
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ロニケの虐殺事件にあらわれたような異教的伝統のローマ皇帝であった。

像の事件に際しては， グリュソストモスが皇帝の怒りの前に恐れ戦く民衆

を前にして行った有名な説教を残している。 そしてそこで， すべての人の

怠惰に対して神が皇帝に怒りを許したのだと言い， すべての人の悔懐を呼

びかけている。 又この事件でキリスト教徒としてのテオ ドシウスをしてロ

ーマ皇帝としての己れに打ち克たしめたのは， アンチオ キアの大主教フラ

ピアノスの力であったらしい。 これらの事件を通じて， 世界というものが，

コスモスとしてでもなく， 必然としてでもなく，叉カオ スとしてでもなく，

世俗的権力と神の支配との戦いの場 として当時の人の心に映じたかも知れ

ない。 説教はそこを狙って語りかけているのである。 こうした事情が，エ

ウセピオ スの業績等とともに， 間 もなくあらわれるアウグスチヌスの『神

の国』を準備しつつあったのである。 それは又個 人の倫理的事態にも反映

したに違いない。 ある場合には国家とも教会とも離れながら時に大きな行

動力を示した修道士の動きもそこから理解出来ょう。{象の事件の際にも，

上流のものが「哲学者も含めて」逃げ散った街に， 代りに荒野から修道士

達が入ってきて， 処刑さるべき民の数だけの命を与えようと申し出たので

あった。 クリュソストモスの言葉で， その時街はあたかも「天使の街」の

ようになった， そしてそれは「キリストによって与えられた哲学の力によ

る」のである。 ニッサのグレゴリオ スとクリュソストモスでは， アウグス

チヌスのような壮大な歴史哲学の形成には至らない。 しかしそれを支えて

いる終末論的な意識は哲学的形式の枠を超えてすでに実を結んでいるので

ある。
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ギリシャ教父の理解として最も普通に行われているのは， その全体を自

然神学とみなすノ、ルナグの見方であろう。 それが自然神学となるのは，ハ

ルナクによると，東方では恩寵を人格的関連の問題としてよりも先に，ま

ず本性の問題として理解するからである。 この見方は結局教父のプラト二



ズムという点に焦点をおいた見方でトあって， そのかぎりではギリシャ教父

における神性は人のより高い本性となり， 倫理性はたかだか自己の本性へ

の遡行という意味 に引きつけられてしまう。 たしかにギリシヤ教父はプラ

トニズムの表現に満ちているのであるが， しかし同時にギリシャ思想と限

る重しが背後に厳しくおかれているのである。 ニッサのグレゴ リ オ スの

「完全性について』をみよう。 この論は「人は如何にして徳に従った生に

よって完 全とされるか」という設問ではじまる。 ここに「完全とされる」

とは神性をあらわす名によって呼ばれることである。 そして， 名が意味 す

るもの ßO以訂仰を満し神性がそれによって己れの名となる徳は敬虐と畏

れπPOUKÚ均σほ καJσεßáσμtoνーーとの三誌は動詞形にせよ名詞形にせよ殆んど相

伴っている一一あるいは祈りなのである。 本性の問題が人格的な関連の中で

場をもつことがほぼ明らかであろう。

グレゴリオ スにおいて人に冠せられる神性がイデア的本性でないことは

もっと一般的に歴史性から言うことが出来る。 これは相互に関連するこつ

の点にかかわる。 一つは「現在の生」を本来あった人の高さ及び救いの未

来から分けること， 一つは本来あった人の高さがそれ自身神のエウロギア
(5) 

によることである。 第一の点について， 人に冠せられる神性もイデア的本

性も二つながら可能性を意味 し得る。 しかしイデア的なものは現実的なも

のの存在を曲 りなりに支えているものとしてど こまでも現在的なelli a e の

枠内のものであるのに対して， 一方は望みの中でそこを目ざして生きる人

が， そこに全体として超え出て行くべき歴史的地平として言いあらわされ

る。 しかも第二の点， グレゴリオ スは救いに至る道を失われた古い状態の

快復であるというが， この失われた古い状態はもともと神のエウロギアに，

神の意志にかかっていたので、あるから， それが失われた現在の生がそれに

よって規定されることはなく， 又その侠復である未来も神の意志による筈
(6) 

である。 そこで未来にひらける地平はイデア的な完 成ではなくて審判なの

である。
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この歴史的事態を人は論理的な考察によって理解するのではない。 グレ

ゴリオ スは『魂と復活について」の中で， プラトンや アリストテレスの自

由なそして一見筋道の通った考察を私はとらない， 論理的な正しさはもし

それが動機として先立てば真実を失わせると言い， 聖書に依拠し聖書の導
(7) 

きの手順に従うべきことを方法論として明らかにしている。 人 の 生Cω唱

は啓示の歴史の諸々のアイオ ンを貫ぬいてはた時はじめて現在の事態を超

えて， 全体として見通される付τoZs; alwa tνt叫ωρω件νηCωが， そして

そのロゴス的理解に伴う望みの中でのみ徳が満されるのだという。 グレゴ

リオ スでは望みにロゴス的理解が先立つが， ロゴスの内容は啓示なのであ

って自然的塑性の内容を超えるのであるから， いわゆる主知的傾向をあら
(8) 

わすのではない。 したがって望みそのものも自然的なものではなく同時に

審判のおそれを内容とする。 グレゴリオ スはキリスト教徒を異教徒と分つ

ものは 「来るべきアイオ ンの望みを己れのものとす る こ と(匂uroZs;úπ0・

τ l8εσ8α t)， すなわち審判の畏れ， ゲエンナのおど し， 善きものの期待…
(9) 

…」であるといっている。

神のロゴスは上から審判をともなって呼びかける， それに下から答える

こと， これが「望みを己れのものとする」 ということである。 またこれが

彼が「神との対話おoû Óμ必α 」と呼ぶものであり， グレゴ リ オ スの「異

教徒と分つ」倫理性の意味 の問わるべき要である。

. r対話」のより具体的な内容に迫るために， さらに手順をふんで罪と自

由の問題からここに近づいてみる。 グレゴリオ スは人に罪が本質的である

ことは「聖書を通じて人間本性に共通な負目の記憶に立帰ることによるば

かりでなく， 又各人の全体としての生体験 ß eß tωμk))a の意識仰向 tòks;か
(11) 

らや むにや まれず許しを呼ぶことによって明らかである」 といい， そして

この意識を希望， 記憶， T比ないレ悔恨の現象による行為の時間 論的分析の

rj:1で扱っている， í'魂と復活について』と『祈りについて』に枯しい。 こ

こから明らかなかぎり罪意識は一種の分裂に他ならない。 悔恨は「記憶が
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. 希望と争う魂の内的なたたかい」であり，しかも人はその時「苦しむ側に

立って忘れようとする J， すなわちあえて目を閉ざすのである。 これは個

々の行為について言われるばかりでなく，地的な関心の中にある人の全体

について会言われる。 これは神の忘却材8可 t'OÛ {} εOÛ，神からの疎外lû，{ o・

r〆ω σ符8e oûである。 この目を閉じあえて心を鎖す頑なさ加希νelαが自由

παpp7Ja[αと対置される。 それは又悪の根源であり嫉みψ{}ólie<;;とか諸計

伽Ix r可 とか呼ばれるものの内容である。 これは意識の分裂のままに，すで

に， あえて一方を選ぶことに他ならない。 その意味で悪は選択意志πpo・

alpeal<;;にのみ関わるといわれる。 又ここで 「魂の向き」 をあらわす時間

の中で，悔恨が現在を意味するものとすれば，r現在の生」を含む時の区

分が単純な対象的併立ではないことがわかる。 自由意志による堕罪が言わ

れるとき，それは単なる弁神論の動機以上のものなのである。

さて，人は地的なものに執心して神を忘れている時，すでに己れから選

んでいるのであるが，一方が選ばれ選んだことそのことによって全体とし

て規定されるとしても，他の一方があらゆる意味で「ない」のではない。

「はじめに神から与えられた自由は罪の恥に覆われている」とグレゴリオ

スが言うとき，それは罪に覆われて人に自由がないことと同時に，恥とい

う現象の中に罪意識としてあることなのである。 つまり罪はただあえて選

ばれているのである。 そうすれば，それは同時に自由を選んで全体として

罪を超え出る可能性があることであろう。 自然的な生の中では隠れている

望みが，審判を伴う救済の呼びかけに応じて，罪意識とともに露わになり，

π'poalρI$al<;;において己れのものとされる。 したがって救いは自 然 的 な 現

象としての奇蹟ではあり得ず，勝れた意味における行為に関わる。 そこで

グレゴリオスは「人は罪の許しの主仰01である」と言う:
ただしこの意味は，自らの決断によって自らを超克してゆくということ

ではない。 したがって，単に審判にπpoal 印1<;;を対応させるのでは不十分

である。 そこを埋めるのは価するということ封印と憐みとの問題である。
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グレゴリオ スによると罪の許しの願いが神にきかれるのは「わたしは憐み

を受けてもよい筈だ附À óνおれと意識συν dò ealSがわたしと共に叫ぶと

き」である。 己れをそのように認め， このような意識が生れるために必要

なのは， 隣人を許す行為によって己れを許しに価するものとして示すこと

である。 これは許すものが許されるものだということであり， そ れ は又

「記仰に従って裁く神の義」に基づく。 グレゴリオ スはこの関連を「行

為ß eß Iω片ν αのパルレシアによって祈りのノミノレレシアを己れのもの に す
(19) 
る」と言いあらわす。 このノ幻レレシアは恩能と行為との聞に成り立つ一種

の交換の権利を意味するだろう。

ただしここで重要なことは， ここに百われていることは事実的必然性と

して言われているので なく， あえてすることr o À問pÓIiとして言われてい

ることで ある。 したがってノわレレシアに根拠を与えている義が同時に神の

憐みであってはじめて成り立つのだという点が見遇されているのではない。

そうではなく，希望し祈るのは正にその憐みなのだということを言おうと

するので ある。 グレゴリオ スは， 許しという「神の本性をあらわすものを

ミメシスによって己れのものとし， ある意味で 神になる， そしてそこに徳

の戴冠がある」と言った後で ，ミメシスを説明して， ある意味で..11\員序は逆

なので ‘あって， わたし達が可能なかぎり為すことを神が真似給うように希

望することをあえてするのだと言っている。 ミメシスは祈りという行為の

中でいわば交錯して働くのである。 祈りは神との対話と言われる所以であ

る。 神に似るというグレゴリオ スの徳が自然的本性の問題ではないことが

明らかで あろう。 又先の祈りのパノレレシア， グレゴリオ スの自由が神の憐

みに向って身を投げる勇気決断という意味を含むことが知られる。

以上から明らかなように， ニッサのグレゴリオ スにおいて人に神性が冠

せられるとき， それは祈りの内容として言いあらわされるのであって，客

観的な elliαt を示すものではない。 そのさい， 祈りを単なる希望と分つ紋

きと決断という点を見過すと単純なプラトニズムに引きつけられる危険が



8 

ある。 ハルナクはグレゴリオスの『大教理問答』の最後の諸章の洗礼によ

る再生の記述がnaturalなあるいはphysicalな理解をもっとも明らかに
(20) 

示す箇所だと言っているが， それらの章のはじめの方でグレゴリオスは洗

礼に神が臨在することの証しとしては， 祈りが先行することですでに十分

だと言い， そして最後に「神の正しい裁きとπp o αE pεσt sJが現在の生にあ

って世を超え未来に結ぶものであることを述べて結んでいる。 ここに「裁

きとプロアイレシス」と重ねる何気ない併立の中に， 交錯して働くミメシ

スに関して上に述べた緊密な関連を読みとれば， これらの諸章の首尾が祈

りという視点で貫かれていることが知れる筈である。 はじめに触れた「完

全性について』 でも 「敬虞と畏れπpOaK Ú))加t宮町è a eß á 叩 t o ν」 が殆んど

伴って言われ「祈り」に応じているのであった。

III 

哲学的といわれるニッサのグレゴリオスの中にも， 自然的本性の見地を

超えた一種の歴史性を読みとらなければならない。 アンチオキア派に属す

るクリュソストモスになるとそれが一層明らかである。 グレゴリオスの場

合には歴史性は救済の歴史の一般的な枠と， そこに結びついた個人の倫理

について言い得るのであるが， グリュソストモスではそれに加えて， 個々

の歴史的事象がキリストを中心とした救済史の中でそれぞれ位置づけられ

るという意味で歴史的である。 この二人の相違を端的に示すのは， グレゴ

リオスはモーセによく言及しグリュソストモスはむしろアブラハムのテー

マを繰り返す点であろう。 グリュソストモスがそのマタイ伝註解説教の序

文で各福音書の動機とそれが語りかける対象とについて記している言葉を

借りれば， それは「すべての人のために書いたので，イエスの系譜をアダ

ムにまで遡った」ルカ的なテーゼと， 1"ユダヤ人のために書いたのでアブ

ラハムからはじめた」マタイ的テーゼの違いと言いあらわしてよいかも知

れない。 グリュソストモスは何であるよりも先ず説教者であり信者に語り

かけるのである。 アブラハム・テーマの要は，1"神がイサクを捧げるよう
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に命じたのは御子を与えることが恵むと思われず負目を果すと思われるた

め」であることで あって， 先にグレゴリオスのミメシスにおける義と憐み

との錯綜した関連として述べた問題に関わる。 グレゴリオスの場合には先

ず個人の倫理の問題としてあったものが， ここで は歴史的事象の中で生き

語りかけている。

グリュソストモスは一般に倫理的色彩の強さによって知られている。 し

かもその倫理は単純な教化的倫理と解されがちである。 しかしそうでない

ことは， すでに上述のアブラハム・テーマから知られるであろう。 なお，

グリュソストモスは自ら認めるパウロ心酔者であることが注意さるべきで

ある。 彼はマタイ伝とならんでパウロ書簡の殆んど全部に最も完全な註解

を残している。イ皮自身がユダヤ人のために書かれたと言っているマタイ伝

の愛好とパウロ心酔と， この一見奇妙な結びつきはしかし決して不自然な

ものではない。 彼がパウロに惹かれるのはパウロのキリストを追いキリス

トに従うことの強さにおいてであり， マタイ伝が重要なのは冒頭のイエス

の系譜の綿密な註解によって明らかにしているように， 自然を超えた成就

にいたる世代に世代を重ねて久しきにわたる待望の強さにおいてである。

その意味で マタイ伝は「最良の導き手J 1"わたしたちが大いなる畏れをも

って通り抜げるべき戸」なのである。 グリュソストモスにおける律法の意

味は人の隠れた望みを罪とともに露わにするためのもの， キリストの恵み

を受けるための準備なのである。 神が律法を通じて自然的性を超えて望み

に呼びかけるという意味で 、律法はそれ自身恩寵なのである。 グリュソスト

モスの倫理は， さし当り説教者として聴衆の望みに呼びかけ励ますその望

みに関わる。 しかし望みが実り己れのものになる処女性がその最後の意味

である。

以下ギリシャ人と異端の扱い方を手がかりにしながら順を追って問題に

近づきたい。 グリュソストモスがギリシャ的な本性優位から遠いことは，

アンチオキア派の原理から導出された削t p ó，>という概念から明らか で あ
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る。 この派は聖書の記述のI-þに事実的歴史的意味と予言的意味を同時に読
(24) 

みこむ。 したがって歴史的出来事は将来満さるべき望みのことに照されな

がらその都度まとまった全体とみなされる， その時間 的な意味がカイロス

である。 将来満さるべき望みのことは諸々 のカイロスを踏みつつ時の十分

な準備を経て，彼が「創造よりも大いなる」と呼ぶキリストの出来事に向

って高まってゆき実る。 この視点から人を規定する完全性はイデア的なも

のではなく「神の要求(xrrat rû)，) が異なり， カイロスが異なるにしたがっ

て定められるJ，人の規定が歴史的なので ある。 人のこのような歴史的事実

的規定に対して， 満さるべき予言の内容は一種の余剰τò rrÀ éoνに他なら

ない。 そこから実りKa pπぬという概念が出てくる。 本性の視点に立つギ

リシャ人にはそのような意味での希望の実りということがない。 そこで本

性に基づくギリシャ人の徳について， それは実りなきもの伽αpπo� だと
(26) 

クリュソストモスは言う。 プラトンについて「プラトンの考えたかの笑う

べきポリテイア」と言っているが， これはイデア的理想、が単なる理想、にし

かすぎぬことを言うのである。 又ギリシャ的 な もの rÒ! 'EÀÀ TjνeKá のすべ
(28) 

てはκ αI)，)oroptα だと言っ ているが， これは 自然的本性の限られた 枠内

で プラトン， アリストテレス， ストア等がそれぞれ新らしい象面を切って

みせる， そしてその範囲にとど まるということを言っているので， ギリシ

ャ哲学の本質を鋭く言いあらわしていると言えよう。 彼はむしろミュトス

の中に真実への契機を見出す。 「それはわたしたちの置かれている事態吋

παp'奇μ ルを正しく聞きとることが出来なかったにせよ， 裁きというもの
(29) 

の何らかの真実〈エイコン〉をとらえてはいる」からで ある。 全体としてク

リュソストモスはギリシャ思想を背後から動かしているはじめの動機は認

め， そこに「対話」の契機を見出しているのである。 ロマ書1，20の註の中

で， ギリシャ人は「神のグノ{シスをもち， より多くのものゆπÀ Éoνを

見出そうと望みながら」附tνoτoμ Jαに逸れて失ったのだと言い，í彼等は

言いのがれるすべがなvYJを彼等のはじめの望みに触れてゆくことによっ
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てアポロギアを得させるための対話の言葉と解している。

異端者に対する態度はギリシャ人に対する態度と異る。 彼等が神に対す

る態度が異るからである。 ここでは律法が問題である。 グリュソストモス

が倫理的と言われるとき， その倫理は単純な高さとしての倫理と解されが

ちであるが， しかしそうではなく人はその高さによって裁かれるのである。

ベテロの蹟きはすべてを己れに引受けbαrWYjal， 高さを己れ の も の に

すること，rわたしだけは蹟きません」という人たる限り，最大の思いπpo-
(31) 

{} u〆αに正によるのである。 神に対立し神と争うのは人としての徳そのも

のに他ならない。 このような視点からグリュソストモスが最もきびしく非

難するのはマルキオン，ワレンチノス等の異端である。 「異端者の節度σω

cppoaû町 は放時，淫奔よりも悪しきものである。 放時i呈奔はたかだか人閉

までしか及ばないが， 異端者の節度は神と争い無限なソフィアを誇るから
(32) 

である」と言い， 悪魔の民と呼んでいる。 ここに異端者がその高さにおい

て 「神と争う」 とある語は， この箇所に続いて 「その業 κrEσμ α叩を 曲

げ」と受けられるように， 人を裁き神の被遣を悪とすることと結びついて

いる。 その原因は彼等が神の言葉を命令のあるいはノモスの必然ととるか

らである。 例えば処女性の場合， それをノモスの必然ととり， それによっ

て結婚を悪と規定し， 自らはその悪からまぬがれているが故に神に嘉せら

れることを期待する。 己れを人と区 別する徳の思いの中で同時に人を裁く

のである。

それに対して，グリュソストモスが聖書の中に見出すのは単純な必然性

としての命令で はなく， 裁きとともに救いへの配慮を同時に含む呼びかけ

である。 そして人の側でこれに応ずるものは望みと畏れの錯綜したものと

しての罪意識である。

聖書の言葉が，様々な表現様式をとりながら常に呼びかけを意味するこ

とはクリュソストモスのいたるところに読むことが出来る。 例えば繰り返

し出てくる所謂「結果をあらわすルαJCYναお帥(]/E'ωのについての註解を
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あげることが出来ょう。 ロマ書5，20で ・パウロが「律法がはいり込んで 、きた

のは， 罪過の増し加わるためである」 というとき， このi'liαは直接その

目的を指しているのではなく， íしかし罪の増し加わったところには恵み

もさらに満ちて溢れた」と続くように，屈折して別の目的を目ざして言わ

れている。 これは「畏れが増大し罪の許しの望みが大きくなったところで

恩寵を導き入れる」ための呼びかけなのであ20rν αèKß áσ叫は単純な結

果を言うのではない。 結果として起るべき事実的歴史的情況を超えさせる

意図をもつのである。

しかもこうした一種の二重性はパウロ的な手法であると同時に聖書全体

の意味なのである。 コリント後書4，3の「わたしたちの福音がおおわれて

いるなら，滅びるものどもにとっておおわれているのである。 彼等の場合，

この世の神が不信の者たちの思いをくらませて， 神のかたちで 、あるキリス

トの栄光の福音の輝きを見えなくしているのである」の「この世の神」を

この世の支配者なるディアポロスと解するのをマルキオ ンの徒の解釈とし

て斥け， アブラハムの神イサグの神ヤコブの神とならべて歴史的に今のア

イオ ンに働く神と解し， そしてロマ書1，28の「神は彼等を正しからぬ思い

にわたし」を引用しつつ「見えなくした」 について，íそれを目ざしてで

はなく， それを許してである。 そのように言うのが聖書の常卸0';なので
(34) 

あるから」と言っている。

律法は単純な命令の必然性を意味しない， とすれば罪も又同様である。

グリュソストモスは前記ロマ書の律法と罪に関する問題を人の めr é山ぼ

の証しという視点から解明している。 自然的本性の中では隠れている罪が，

律法の命令によって掴み出されて「罪のドに売られている」という事態が

あらわになる。 その時「わたしは自分のしていることがわからない」とい

うのは無知を言いあらわすのではなく，逆に鋭くなった意識を，露わにな

った己れの罪を是認せず、憎みつつ悪に近づく意識の分裂を言うのであり，

そのことによって 「なお己れのめr éνε rαを守っていることが知れるので
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ベラギウス主義との関連を考える場合次の点に注意しなければならない。

ここに人のエウゲネイアが神の呼びかけに応じて罪とともに露わになると

すれば，それは本性の見地からみれば一つの可能性を意味するであろう。し

かじそこからみたエウゲネイアは， たかだか自然や肉体が神のわざだとい

うときの意味にしかすぎない。 しかしロマ書の律法と罪の問題は「ヒュポ

スタシスやウシアについて論じているのではなくJ ，可能性をも含めて全体
(3S) 

としての人ó).óκ).YJPOí;äli{} pωπOí;のπ pO αE pεσIí;が問題なのである。 π p仰0 αdJ.

p戸ε叩σ仰t宮やrliνφμ可 がウシアよりもより中核的なものfκEα叩t

罪意識τ吋占0仰υν児 e tòé々宮は法の形を超えた己れから裁〈裁きで あり，神が恵み

として与えたものである。 グレゴリオ スの場合と同様にクリュソストモス

においても， 倫理の中核的な意味は罪意識の分裂をのりこえて， 己れに属

するものと神に属するものとを裁き分け， あえて神の側に身を投げ， そこ

で己れを理解する決断を意味するのである。

それは勝れた意味における行為であって単なる可能性ではない故に， 現

実的な個 々の行為を通じてのみあらわれる。 したがって先ず要求されるの

はグリュソストモスが繰り返し説くように正しい行いである。 そしてその

時人はその行為を自らのπρ o αE p印Ií;によって神に帰し神のものと言いあ

らわす μαpru p e êli 叉 8ε{þ ). orEÇ ea{} α t  CP. G. 61 P. 484etc. )。 グリュソスト

モスはピリピ書 2，13の「あなたがたのうちに働きかけて， その願いをおこ

させ， かっ実現に至らせるのは神であって」について， これは「わたした

ちが望むとき望みが働き増す」 ことを神の畏れ εωω εほから言うのであ

って，íわたしたちの行い Karó p{}ωμα をカリスマと 言いあらわすとき，

それは叫おと oúa toνを排することにならず，反ってそれが自由を可能にす

る」のと平行なのだと註している。 グレゴリオ スには「己れの徳が諸々 の

善の原因を神の力によると 言いあらわす以外の仕方で神を讃栄することは
(39) 

出来ない」という句がある。 これらの句の意味は， 個 々の現実的な行為の
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中で， πpO α ípεacr;;の裁き分けによって， 己れを神のものとしてあえて神か

ら理解するということである。 クリュソストモスには思議と自由とを併立

させる句が殊に多いが， そこにはこのような決断を据えて理解しなければ

ならない。

以上の点のすべてが徳の包括的な相である処女性παp{)t;IJ[ α の中に凝結

しているように思われる。 この語は一般に修道生活を意味したものである

が， グリュソストモスでは明らかにより一般的な倫理を意味している。 そ

れは「結婚の主となってとらわれぬこと」なのであって，í妻帯という点を

のぞけばキリストの律法は修道士とわたしたちにとって同じ」なのである。

処女性は十字架の生であり， 聖俗にかかわらず世の外なること， この世に属

せざるが如き生である。 オリンピアスへの手紙に「十字架にかけられた世

をもち， 世に十字架にかけられ」とあるように， 十字架において世に属し

つつ世から離れる生である。 それは異教徒には夢にも思い浮べることが出

来なかったこと， 旧約を含めてかつて考えられたことのないこと， すなわ

ちキリストによって可能になった前代未聞の事実なので、ある。 旧約におい

てすでに待望の中に将来満さるべきものが先取されているのであった。 新

約の事態も同様であって， 処女性は「この世で天使の生活をし， 死すべき

肉体の中に復活の先馳を示す」。 その違いをクリュソストモスは次の よ う

に言いあらわす。 旧約と新約との中でひとしく人に冠せられる rc舛は，

前には未だ言葉に属する名ðIJOμα としてであるが今はπ p ár仰に属する，

前にはいわば人に対するものとして今はいわば天使に対するものとして法

が課されている， 又「既に天を得たものの如くに一切を為すよ う に整え
(4õ) 
た」と。 すなわち人はあえてそのようなものとして扱われるのである。 そ

れは既に獲得された性質ではない， シ モン ・ マゴスにおけるよう な時々

ではない。 したがって絶えずパウロのように歩みつづけ 「希望をT叩地

hω しなければならない」。 時々ではないが故に， キリストが来て徳が大

きくなり闘いが容易になったのではなく， キリストが来て道が狭くなり，
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わたしたちはこの世的な安全保証を一切失ったのである。 そしてここから

来る緊迫感が裁きの時の近さの意味なのだと言ってし、る。 このような意味

から， 処女性によって言われるクリュソストモスの倫理を終末論的と呼ん

で不適当ではないであろう。

以上ニッサのグレゴリオスのノミルレシアとグリュソストモスの処女性と

によって示されたところを， 直ちにギリシャ教父の全体におし及ぼして言

うことは出来ないが， しかし一般にギリシャ的と形容されがちなギリシャ

教父の見方がそのままには受取れぬことは明らかであろう。 これらの教父

達における自由の強調は広い意味におけるギリシャ的な必然性， 本性の，

ノモスの， í運命という神話」の必然に対して強調されているのである。

キリスト教の異端の多くが πωω地阿凶 という行為の外に身を置く問

の立て方から出発していることをグリュソストモスは注意している。 既述

のように， 教父達のいう自由は勝れて行為である祈りの中で神の恩寵に向

って身を投げ世から自由になること， 世の必然から解かれることなのであ

る。 その時人が世を超えて受けるr tf1唱は神からと 人からとの 「あえて」

ということ， すなわち恩寵と決断とよって支えられるのであった。 これは

一口に言って栄光を神に帰すること， í神の讃栄」ということの内容 に 他

ならない。

IV 

ギリシャ教父の倫理を偏ってみる原因の一つは，πp o alp wtsという語を

ストア派のそれも主としてエピクテトスの意味で理解するところから来て

いると思われる。 エピグテトスではこの語は行為的な視点から見られず，

直ちに人の本質の規定， 個々 の行為から独立な本質の規定になっている。

しかしとの語は， アリストテレスによって哲学用語として固定された語で

あり， アリストテレスでは現実的な行為の分析の中で常に目的概念、と結び

ついているのである。 しかもアリストテレスでは行為の直接の目標すなわ

ち手段とそれを超える究極的な目的との聞をいずれともつかず不確定に動
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(49) 

いている概念である。 ギリシャ教父はπpoαEpõ.σ/<;;に己れからする裁き分け，

自らを超え出る決断という意味を龍めることによってその間をつなぎ， ア

リストテレスで残されている問題にストアとは違った方向で一つの解答を

与えていると言えよう。 ギリシャ教父がニコマコス倫理学を注意深く読ん

だらしいことはイエーガも指摘している。

木性に関わる自然学の一環であるDe Animaに対して行為的であるニ

コマコス倫理学の視点が， たとい直接でないにしても， 全体としてギリシ

ャ教父に強く働いているように思われる。

初期キリスト教のギリシャ思想に対する関係は， 文化史的に見れば単な

る適合受容の過程と見えるかも知れない。 そう言えるとしても， それは完

成した形におけるギリシャ思想の受容の意味であってはならない。 固定し

た文化形態の枠を超えて隠れた動機に遡る対話としてとらえねばならないの

ニッサのグレゴリオスやグリュソストモスでは， I対話」 はすでに自覚さ

れた方法論なのだと言えよう。 グレゴリオスの『ギリシャ人に対して』に

は「共通なる概念から」という副題が付いている。 対異端の論争でもそう

である。 「大教理問答』の序文に， 論争というものは論敵の一方を倒すこ

とによって別の論敵を利することになるものである， そこで相手の前提に

注意して， I双方が同意するところにしたがって真理が露わになるように」

努むべきだと言っている。 グリュソストモスにも「聖職について」に論争

についての全く同じ趣旨の言葉がある。 グリソストモスについて， 哲学的

神学的才能にはやや欠けると言われることがあるが， このリパニウスの優

れた弟子には当らぬ批評であろう。 彼はもともと議論 論争というものに
(53) 

対して批判的なのである。 ギリシャに対する対話としての態度は， グレゴ

リオスやクリュソストモスだけのものではない。 ユスチノス的なプラトン

のモ{セ解釈といった発想、を考えれば， アポロジスト以来の基本的な態度

なのだということが窺えよう。 隠れた動機に語りかけ， 可能な射程まで展

関するとすれば， こうしたユスチノス的な見方も許される筈である。 フィ



ギリシャ教交の倫理性ーニッサのグレゴリオスとタリュソスト毛ス 17 

ロン以来のイデア論の展開もこのような基盤の上に理解さるべきものであ

ろう。
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