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キリスト教学研究室紀要 

第 5号 2017年 3月 21～36頁 

 

オリゲネス『ローマ書注解』における自由意志と心の刷新 

 

 須藤 英幸 

 

問題提起 

 

 オリゲネス（ca.185〜ca.254）の聖書解釈の方法はクレメンス（ca.150〜ca.215）を通して

フィロン（ca.25 B.C.〜ca.45 A.D.）の影響を受けている、と一般的に説明される。確かに、

オリゲネスの比喩的解釈はアレキサンドリア学派の系譜に属するものであり、この意味で、

彼がプラトン主義の思想的傾向を擁していたことは否定できない。しかし、キリスト者と

してのオリゲネスに注目した場合、哲学的な時代背景との関連性のみを基点に彼の思想を

検討するだけでは十分ではない。むしろ、問題となるのは、彼にとって聖書とは何であっ

たのか、あるいは、信仰において自由意志はどのように働くのか、さらに、義認論におい

て内面的な信仰と外面的な行為とはどのように関連するのか、などであり、このような諸

問題をオリゲネスがどのように考えていたのかである。 

 このような諸問題に解決の糸口を与えることのできる一方法は、オリゲネスの聖書注解

を直接的に検討し、彼の聖書解釈における主張の中心性を見極めることである。その中で

も、晩年のオリゲネスによる『ローマ書注解』は彼のパウロ書簡の注解書の中で唯一現存

するものであり、近年その歴史的影響が注目されるようになった1。『ローマ書注解』はもと

もとギリシャ語によって 244〜246年に2カエサレアで書かれ3、405年頃に、ルフィヌスによ

って十五巻本を十巻本に短縮した形でラテン語に翻訳された4、と考えられている。現存す

るのはルフィヌスのラテン語訳『ローマ書注解』Commentarium in Epistolam S. Pauli ad 

Romanos（CRmと略す）5のみである。 

 研究史的に見れば、ルフィヌス訳の信頼性は長らく疑問視され、現存するオリゲネスの

ラテン語著作の中で『ケルスス駁論』に次ぐ分量であるにもかかわらず、『ローマ書注解』

は主要研究の対象としては一般的に無視されてきた6。たとえば、W・フェルカーは 1930年

の論文で『ローマ書注解』がオリゲネスの真作であることさえ疑っている7。しかし、1941

年に、『ローマ書注解』ギリシャ語版 3 巻 5 章〜5 巻 7 章を含む七世紀のパピルスがエジプ

トのトゥーラで発見され、ルフィヌス訳と比較検討されるようになった8。これを編集して

1957年に出版した J・シェレルは伝統的見解に則してルフィヌス訳の信頼性に疑問を呈した
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にもかかわらず、H・チャドウィックは 1959 年の論文で『ローマ書注解』がオリゲネスの

テキストとして信頼できるものと結論づけた9。その後、近年の多くの研究者によって、『ロ

ーマ書注解』の信頼性が支持されている10。 

 本稿では、『ローマ書注解』に見いだされる重要事項の一つである、マルキオンとグノー

シス派との対峙を通して確立されたオリゲネスの自由意志論、さらに、キリスト者の生に

おいて聖書解釈がもつ意義と役割を検討する。オリゲネスはキリスト者の道徳的生におけ

る心の刷新
、、、、

という重要な概念を述べている。最近、P・W・マートンズは、彼のオリゲネス

研究書の中で解釈者の生の変容という点からこの心の刷新に触れているが、議論が十分に

展開されておらず、研究の進展が待たれている11。そこで、本稿では、自由意志論とそれを

基礎とした心の刷新をめぐるオリゲネスの思想の理解を、彼が示唆する重要な鍵概念を手

がかりに探求する。第一に、心の刷新を概括し、第二に、反マルキオン・反グノーシス的

思想としての自由意志論を確認し、それを土台に、第三に、心の刷新の具体的内容を聖書

解釈との関連性から検討する。 

 

1. キリスト者の生と心の刷新 

 

心の刷新という概念 

 「ローマ書」12 章 2 節「あなたがたはこの世に倣ってはなりません。むしろ、心を新た

にして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が善いことで、神に喜ばれ、ま

た完全なことであるかをわきまえるようになりなさい」12の注解において、オリゲネスは「心

の刷新」という概念を導入する。 

だが、我々の心 sensusは、知恵の修練 exercitia sapientiaeと、神の言葉の観想meditatio verbi 

Dei と、［神の］13律法の霊的知解 legis ejus intelligentia spiritalis を通して刷新される

renovari。そして、聖書の読解に即して日々前進すればするほど、そのより深い理解

intellectusに進めば進むほど、そのような人は絶えず新たに日々新たにされる。しかし、

聖書と霊的知解の修練に対して怠惰である人の心が刷新されるのか否かは、私には分

からない14。（CRm 9.1） 

オリゲネスによれば、心の刷新
、、、、

は、思想的深みそのものに依存するというより、聖書テキ

ストから深い理解を日々獲得することに依存する。その獲得過程が、「知恵の修練」、「神の

言葉の観想」、「律法の霊的知解」として表現される。 

 では、心が刷新されることの直接的な目的とは何か。「確かに、心が全ての知識に至るま

で刷新され、心全体が神の知恵によって照らされるのでなければ、神の御意思 voluntas Dei
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が何であるのかを判断することはできない」15と述べられるように、それは神の御意思の認

識にある。であれば、神の御意思とは何か。「神の御意思はすべて善く喜ばしく完全である」

16と述べられることからも暗示されるように、それは神に受け入れられるようになるための

実質的な行為の内容規定であろう（CRm 2.7）。他方、神が「世界の創造物から認識されう

る」17のに対して、神の御意思は「律法と預言者以外からは認識されない」18ものと説明さ

れる。したがって、心の刷新とは、キリスト者が生きるべき行為の内容規定としての神の
、、

御意思
、、、

を、聖書を通した日々の修練によって深
、
く認識していくための
、、、、、、、、、、

手段
、、

と、ひとまず考

えることができる。 

 

キリスト者の生における心の刷新の役割 

 次に、心の刷新がもつキリスト者の生における役割が問題となる。オリゲネスにとって、

キリスト者とは信仰の内にありつつ完全性に向かって絶えず前進する人々を謂う。たとえ

ば、オリゲネスはパウロの手紙が「第一コリント」、「第二コリント」、「ローマ書」の順に

執筆されたと想定し、そこからパウロの完全性に向かう前進性を見て取っている（praefatio, 

10.14）。このように、オリゲネスは、『ローマ書注解』でキリスト者が歩むべき生の諸段階

を繰り返し述べ、その重要性を強調する。「ローマ書」6 章 8 節「わたしたちは、キリスト

と共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます」の注解で、歩まれ

るべき基本的な前進過程が説明されている。 

死の一日目は、世 saeculumを捨てたことであり、二日目は、肉の悪徳 vitia carnisを捨

てたことであり、これに対して、知恵の光のうちにある完成の充溢 plenitudo perfectionis

が復活の三日目である19。（CRm 5.10） 

ここで、「世を捨て」ることを信仰告白の一側面と見なすとすれば、「肉の悪徳を捨て」て

「完成」の域に達することがキリスト者の歩むべき行程と考えることができる。 

 さらに、「ローマ書」6 章 17〜18 節「あなたがたは、かつては罪の奴隷でしたが、・・・

罪から解放され、義に仕えるようになりました」の注解で、この行程が罪からの解放であ

ることが説明される。 

それゆえ、真理と真理の認識とが罪から解放する。しかし、罪から解放されるすべて

の人々は、義 justitiaに仕えよう。・・・もしその人が罪から解放されるのであれば、真

理 veritasに仕え、知恵 sapientiaに仕え、純潔 pudicitiaに仕え、篤信 pietasに仕えるであ

ろう20。（CRm 6.3） 

オリゲネスによれば、罪の奴隷状態から脱することは信仰告白によることなので、キリス
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ト者が歩むべき行程は、真理と真理の認識によって罪から解放され、義に仕えるようにな

ることである。加えて、義に仕えることが、真理、知恵、純潔、篤信に仕えることと言い

換えられている。 

 では、このようなキリスト者の生において心の刷新
、、、、

がもつ役割とは何か。それは、前者

の引用文においては、肉の悪徳を捨てて完成の域に達するようになることを、後者の引用

文においては、罪から解放されて義と諸徳に仕えるようになることを、心に始まり行為へ

至る行動原理において媒介させることである。したがって、神の御意思をめぐる認識の深

まりが期待される聖書読解者の心の刷新は、彼らの真理の認識をも深めさせ、彼らがその

真理認識を通して悪徳を捨て
、、、、、

て
、
罪から解放
、、、、、

されることの
、、、、、、

主導的
、、、

役割
、、

を担うことになる。こ

のようにして、オリゲネスは、聖書読解者が義と諸徳に仕えて、徳において完成の域に及

ぶことになるような効力
、、

を心の刷新に求めている。 

 

オリゲネスの義認論─信仰と善行の一致 

 心の刷新という概念はオリゲネスの義認論との関係からも考慮されなければならない。

『ローマ書注解』では、「ローマ書」の主題の一つである義認論が当然の問題となっている。 

そういうわけで、（信仰と働きのうち）一方は他方がなければ非難される。なぜなら、

信仰は働きがなければ死んでいると言われ、信仰がなければ誰も働きからは ex operibus

神の前に apud Deum義とされない21。（CRm 2.13） 

オリゲネスによれば、どんなに善行を積んだ人であろうと、信仰がなければ神の前に義と

されることはない。他方で、働きの伴わない信仰は死んでいるものと見なされている。 

 ここで、義認論をめぐる疑問が生じる。すなわち、働きのない信仰は義とされないのか。

この問題が、アブラハムの信仰（ロマ 4:1-8）が扱われる箇所で説明される。 

実際に、義とする方を信じる信仰が、神によって義とされることの始まりである。ま

た、義とされたとき、この信仰はまるで雨を受け取った根であるかのように魂の土壌

に固着する。それは、神の律法 lex Deiを通して耕され始めるとき、［根］から、働きの

実を生み出す枝が伸びるためである。それゆえ、義の根 radix justitiaeが働きからではな

く、働きの実 fructus operumが義の根から生じるのであり、確かに、神はこの義の根を

受け入れることによって働きのない義を甘受するのである22。（CRm 4.1） 

オリゲネスの強調点は、信仰によって義認されるのか否かという問題ではない。彼の議論

の前提は、罪人を義とする方を信じる信仰が義の始まりである
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ということである。ここで

の議論の中心は、義とされたときの信仰が人間の魂の中で「義の根」を生み出すことであ
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り、この信仰による義の根ゆえに、働きがなくとも義と認められうることになる。さらに、

義とされることの端緒があるとすれば、義とされることの完成もあることになろう。オリ

ゲネスにとって義とされることの完成は、「すべての悪の根 malitiae radix が徹底的に切り取

られる」23ことと同時に、諸徳の働きが義の根から生じて十分に発展することでもある。 

 信仰にあって善行に励むことが神の御意思に即した義とされることの完成であるとすれ

ば、当然、善行が可能となるような方法論が問題となる。オリゲネスによれば、人間は「魂」

anima と「肉」corpus と「霊」spiritusから構成される（e.g., 1.5）。人間の自然状態である魂

は、肉と霊との間の「中間体」media として存在し（1.18）、常に低次と高次との間にある選

択的状況に置かれていることになる。 

確かに、もし［魂 anima］が肉と結びつくならば、その情欲 libidoと貪欲 concupiscentia

においてそれと一つの肉 corpusとされる。しかし、もし［魂］が霊と結合するならば、

それと一つの霊 spiritusとなろう24。（CRm 1.18） 

人間の自然的状態である魂から悪の根が切り離されるためには、魂は霊と結合し、言わば、

霊
、
的な人
、、、

とならなければならない。霊的な人は「霊において神に仕える人」25、あるいは、

「肉に従ってではなく霊に従って生きる人」26である。さらに、人間を霊的にするものは「聖

なる生き方」conversatio sancta と「信仰と知識の完成」fidei ac scientiae perfectio であると説

明される27。したがって、オリゲネスによれば、信仰と善行が一致するようになる義の完成

に至る方法は、何よりも、聖なる生き方
、、、、、、

と信仰による知識の修練
、、、、、、、、、、

を通して霊的な人間
、、、、、

とな

ることが必要であり、そのためには、心の刷新によって、日々新たにされることが要請さ

れるのである。 

 

2. 意志の自由選択 

 

マルキオンとグノーシス派の主張 

 オリゲネスの自由意志論は、心の刷新を考える上で重要な概念である。彼の主な反駁対

象は、マルキオンとグノーシス派（バレンティノス派）などの異端的な教義である。『ロー

マ書注解』によれば、魂には善い本性と悪い本性が生来的に備わっているというのが、異

端者（praefatio, 1.3, 2.4）、マルキオン（2.10, 4.12）、グノーシス派（4.12, 8.11）の主な主張

である。 

異教徒たちは、［パウロ］が彼の本性 naturaeに善性 bonitasが備わっていたという考え

から、彼の母の胎内のときより分け隔てられていたと言い述べる。それは、まるで悪
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い本性 malae naturae である人々と対照をなすかのようであり、詩編では「罪人が胎内

のときから分け隔てられていた」と述べられている28。（CRm 1.3） 

オリゲネスによれば、異教徒たちが考えるパウロの選びは、その者の魂がもつ生来的な本

性の善性に依存するというものである。マルキオンも、魂には様々な本性が生来的に備わ

っていると想定した（2.10）。同様に、グノーシス派の人々は「常に救われ、決して滅びな

い魂の本性 natura animarumがあり、また、常に滅び、決して救われない本性がある」29（8.11）

と規定した。これらの教義の問題点は、魂の救済が決定論や運命論に陥ってしまうことで

ある。換言すれば、魂の救済が理性的人間の行為そのものとは全く無関係に決定されてし

まう。したがって、グノーシス派的決定論に立てば、神が人間に責任を問い
、、、、、、、、、、

う
、
る根拠
、、、

、す

なわち、人間の決定能力である自由意志
、、、、、、、、、、、、、、

を人間が所有していないことになる30。それは、同

時に、救済における自由
、、、、、、、、

意志の役割
、、、、、

を否定することでもある31。 

 異端者の教義的問題点は、聖書理解にも及ぶ。マルキオンや他の異端者たちは、旧約の

律法を非難する（5.6）。特に、マルキオンは「比喩的解釈を通して」per allegoriam聖書を理

解する方法を拒絶したため（2.13）32、「律法の神」Deus legisと「キリストの父」Pater Christi

が別の神であると結論するに至り（3.11）33、律法を含む「旧約聖書」Vetus Instrumentumを

キリスト教文書から取り除いてしまった（1.18）34。オリゲネスによれば、「［マルキオン］

は、彼の信仰を通して律法を立てる statuereことも確かなものにするconfirmareこともせず、

律法を破壊する destruere」（3.11）ことになる35。T・P・シェックによれば、マルキオンの神

は正しい審判者というより善なる神であって、この立場から、信仰者が働きの功績や報い

を考慮に入れる必要はなく、そこでは、信仰者の救済の規準として旧約の否定
、、、、、

としての信
、

仰のみ
、、、

が主張された36。したがって、マルキオンは神の二重性
、、、、、

を根拠に、救済における信仰
、、、、、、、、

の実としての善行の役割
、、、、、、、、、、、

を無視し、律法を含む旧約聖書を不完全な神の産物として退けた

ことになる。マルキオンの神の二重性の教義はグノーシス派も共有したものと考えられて

いる37。 

 

決定論批判と自由意志の要請 

 何よりも、オリゲネスは異端的な決定論を批判する。 

［異端者たち］は、この手紙（「ローマ書」）のほんの僅かな言葉を用いて聖書全体の

見解を覆そうと試みる。この聖書全体の見解は、選択の自由 arbitrii libertasが神によっ

て人間に認められたことを教える38。（CRm praefatio） 

決定論に対するオリゲネスの反駁は、人間が意志の自由選択を所有するということに依っ



 

 27 

ている。「各個人の行為 gesta の原因は、意図 propositum に起因するのではなく、様々な本

性 naturae に原因があるとみなされる」と主張する異端者に対して、オリゲネスの批判は行

為の原因としての自由意志の擁護に向けられる。 

 ここで、一つの問いが浮かぶ。自由意志が強調されることによって、パウロの予定説と

衝突するのではないか。 

それゆえ、神の予知 praescientiaが先行し、それを通して、彼らがどのように将来に労

苦と徳を経験するのかが知られる。そうして、予定praedestinatioが後続する39。（CRm 1.3） 

オリゲネスによれば、神の予知が先行し、続いて神の予定が後続する。将来に蒙るパウロ

の労苦と受難が神に予め知られることで、パウロは予定され、福音のために選び出された

のである。しかし、神の予定の原因が神の予知にあるということではない（1.3）。むしろ、

「実際に、人間の場合、各個人の功績 meritumは過去の行為から計られるが、神の場合、そ

れは将来の［行為］から判断される」40（1.3）と説明されるように、予定の原因は人間の将

来的な行為にある、と考えられている。だが、神に予知された人々の将来的行為が神から

独立した自律的な自由意志に起因するというわけでもない。オリゲネスによれば、「［神］

が自らに属する人々を知っていたこと cognovisse、それは、すなわち、愛 dilectio をもって

彼らを保持し habuisse、自らに結びつけたこと sociasse」41（7.8）である。したがって、神

の予知とは、神が客観的な将来を冷徹に見る行為ではなく、愛情をもって予知する人々を
、、、、、、、、、、、、、

自らに結び
、、、、、

つ
、
ける恩恵の行為
、、、、、、、

であることになる。だとしても、オリゲネスは選びという分

け隔ての原因が人間の内にある自由意志に基づく功績
、、、、、、、、、、

にあることを譲らない（3.1）。 

 この功績概念は神の裁きの真理として捉えられている。「裁きの真理 veritas judiciiは、悪

人は悪いものを、善人は善いものを受け取ることを要求する」42（2.1）。ただし、この「悪

人」と「善人」は本性的に備わった人間特性であるのではなく、彼らの特性は自らの自由

意志によって形成される、というのがオリゲネスの主張である。 

しかし、（肉と霊とに関する）それぞれの側からの支持の結果、修練 disciplinaが保持さ

れる。というのは、物事は力ずく vis によって達成されず、また、魂は必然 necessitas

によって一方の側に傾倒されない。さもなければ、悪徳 culpaも徳 virtusも［魂］に原

因があるとみなされることができず、また、善の選択 boni electioが報酬を獲得するこ

とも、悪への傾倒 declinatio maliが罰を蒙ることもない。そうではなく、［魂］自らが欲

したことに傾倒するため、［魂］にはすべての事柄において［魂］の選択の自由 libertas 

arbiiが保持されるのである43。（CRm 1.18） 

神の報いは、各個人の行為、すなわち、「善の選択」や「悪への傾倒」によって与えられる
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と考えられている。オリゲネスによれば、神の裁きの原因となる人間の悪徳や徳は、魂の
、、

必然的な特性
、、、、、、

や神の強制的な働き
、、、、、、、、

によって誘発されるものではなく、人間の魂における選
、、、、、、、、、

択の自由
、、、、

によって引き起こされるものである。その意味は、人間の善行が神から全く独立

した自律的な自由意志によって遂行されるということではなく、予知する人々を自らに結

びつける神の恩恵の下でさえ、人間には神の裁きに対して真摯な責任
、、、、、

が求められ
、、、、、

る
、
という

ことである。原則的に、人間は魂が欲したことに傾倒する生き物であり、そのため、すべ

ての行為の下に何らかの選択行為が隠されていると見なされなければならない。しかも、

この選択行為は、多くの事象から最善と判断されるものが選び出される行為というより、

むしろ、善なる唯一の神の前で
、、、、、、、、、、

明確にされた悪の道と善の道との間の選択
、、、、、、、、、、、、、

であって、その

選択行為において、選ぶべき道が隠されたままであると見なされることはできない。この

ようにして、オリゲネスは、人間が倫理的に生きるようになるために、人間を肉と霊との
、、、、、

中間体
、、、

と捉えつつ、魂の自由
、、、、

を要請するのである。 

 

3. 聖書解釈と心の刷新 

 

「知恵の修練」exercitia sapientiae 

 心の刷新における第一過程は「知恵の修練」である。では、心の刷新過程で述べられる

知恵
、、

とは何か。オリゲネスは、キリストの内に「知恵と知識の宝」 thesauri sapientiae et 

scientiae44（9.1）が隠されていることに注目する。とすれば、このキリストの内にある知恵

と知識はどこから汲み取られるのか。「それゆえ、すべての聖書が知恵の食卓 mensa 

Sapientiae である」45（8.8）と述べられることから、キリストの内に隠された知恵の宝はす

べての聖書を通して見いだされうることになる。「イスラエルの食卓 mensa Israel は、主の

来られたとき以前にイスラエルにあったすべての聖書と、古い契約 Vetus Testamentumと呼

ばれるすべての書であるように思われる」（8.8）ので、それは知恵の食卓ではなく、単なる

食卓にすぎない。これに対して、キリスト者の食卓は「知恵の食卓」であり、新約聖書の

みならず、旧約聖書からもキリストの内に隠された知恵の宝を汲み取ることの可能性が暗

示されている。 

 では、なぜ知恵の修練
、、

なのか。律法以前に罪はないと想定した異端者に対して、オリゲ

ネスは自然的律法という概念を導入し、罪がモーセの律法に依存しないことを主張する。

「それゆえ、［神］はすべての人々に自然的律法 lex naturalisを植えつけたことによって、全

世界は神にとって処罰に値するようになる」46（3.6）。 

この［自然的］律法は、初めに人間を創造した方によって、［人間］の心 corのとても
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重要な部分に書き込まれた。それは、年齢が進むに及んで、肉の心の板 tabulaeが開か

れはじめるところの適切なときに、この律法が、良心 conscientiaの内部に敷衍されはじ

め、そして、理性 rationesで心 sensusを満たしはじめるためである47。（CRm 5.6） 

十分に理性的になって成人に達した人間は、大方例外なく、自然的律法が心に刻み込まれ

ており、それによって、罪が意識されるようになる（3.2）。このようにして、オリゲネスは、

モーセの律法が与えられる以前のユダヤ人にとっても、あるいは、律法に接したことのな

い異邦人にとっても、心において生じる罪の事実から免れうる者は誰もいない、と考える。 

 自然的律法が罪の意識を生じさせることに加えて、正典としての（霊的）律法を受け入

れることによって、人間の罪性が否が応でも聖書の読者に突きつけられることになる。聖

書の解読者は、肉の人をめぐる理解がしだいに深まり、自己としての魂が肉に結びつく性

向と習慣を意識するに至る。オリゲネスによれば、それにもかかわらず、人間の魂には意

志の自由があり、意志は霊の人となる道を選択することが可能である。「実際に、意志

voluntasは先行する。そして、誰も意志がなくては知者 sapiensになることはできない」48（6.9）。

しかし、悪の習慣から容易に脱却することができない現実的人間は、肉と霊との狭間で苦

しむことになる。「というのは、それまでに徳の習慣 ususと修練 exercitiumが彼の内に成長

しなかった人は、善を引き起こすまでに至っていない」49（6.9）からである。なぜなら、「意

志は素早いものであり、障害をもたずに転換されるが、働きは働くことの習慣 usus と練達

ars と労苦 laborを要求するため、それは遅鈍である」50（6.9）からである。意志と働きが分
、、、、、、、

裂したまま
、、、、、

、真摯に聖書に向かい続けること
、、、、、、、、、、、、、、

は、知恵の修練
、、、、、

と呼ぶ以外に何と呼ばれよう

か。それは、良心の咎めを感じつつ、罪意識が深まる過程
、、、、、、、、、

であり、それを通して、ついに

自分
、、

の
、
無力さ
、、、

に絶望する
、、、、、

に至る道でもある。 

 

「神の言葉の観想」meditatio verbi Dei 

 心の刷新における第二過程は「神の言葉の観想」である。ラテン語の「言葉」verbumは、

「理性・理法」ratio と共に、ギリシャ語の λόγοςの訳語である。「神の言葉」という術語は

一般的に聖書を指して使用される場合が多いが、オリゲネスの神のロゴス概念はヨハネ的

な包括性を呈する。第一に、神のロゴスはイエスにおいて「肉体となられた」（1.4, 10.14）

と述べられる。すなわち、見えない神の神性が見える形をまとわれたことになる。この観

点から、ロゴスは、力と働きの点から見られるキリストの固有の呼び方（例えば、知恵、

真理、義、平和、命）の一つとして数え上げられている（5.6, 7.9; cf. 7.13, 8.2）。さらに、神

のロゴスが聖書でもあることは、以下のような表現のうちに読み取ることができる。 

実際に、聖書の最も広い平原に帰ろう。神の言葉 verbum Dei の霊的理解 intellectus 
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spiritalisを探し求めよう。そこでは、どんな狭苦しさも私を制限しないだろう。そうい

うわけで、神秘的で霊的な知解 intelligentia mystica et spiritalisの最も広大な空間を駆け

ていこう51。（CRm 7.11） 

オリゲネスにとって、神のロゴスは、見えない神の神性であるばかりでなく、それが肉を

まとわれたキリスト、さらに、それが言葉をまとわれた「知恵の食卓」とも「最も広い平

原」とも呼ばれる聖書であることにもなる。 

 では、なぜ観想が要請されるのか。人間の自然状態である魂が肉と霊との中間体
、、、、、、、、

として

存在することはすでに述べたが、それは、罪と義との中間体
、、、、、、、、

であることと同義である。「各

個人は、罪の奴隷 peccati servus となるか、あるいは、義の奴隷 justitiae [servus]となるかと

いうことを、自らの手の内に、また、選択の効力 arbitrii potestasの内に所有している」52（6.3）。

すなわち、罪の奴隷に陥るか、義の奴隷として自らを捧げるかは、魂に与えられた選択の

自由に委ねられることになる。ここで考えなければならないことは、正しい選択の前提に

真の知識が要求されることである。オリゲネスによれば、単なる闇雲な読解を通してでは、

言葉上の多様性に富む聖書から真の知識を引き出すことはできない。そこで、勧められる

のが、キリストの福音
、、、、、、、

として全聖書を読解することである。旧約の時代から一貫して主張

された中心概念は「神の義」justitia Deiであるが、パウロによれば、この神の義は新約の福

音の内に啓示された（1.13; cf. ロマ 1:17）。この理由から、旧約の目標と完成である新約の

福音、すなわち、「キリストの福音」Evangelium Christi は、「御父の福音」Patris Evangelium

や「神の福音」Evangelium Deiと同義と考えられている（1.3）。このような視点から試みら

れる聖書読解が、読解者において心の中で語りかけるキリストと呼応するようになること

を、オリゲネスは次のように説明する。 

いかなるときでも常に、キリストは、言葉 Verbumと理性 Ratioとして、心の中でそれ

ぞれの人々に語っておられ、また、敬虔について教え、義について勧め、純潔につい

て、貞節について、そして、あらゆる諸徳について証言しておられる。・・・ここで、

［パウロ］は、むしろ宣べ伝える人々の説教 praedicantium sermoを通して、キリストが

聞かれることを提示している。キリストが語り、また、教えることは、宣べ伝える人々

の説教においても例証されるであろう53。（CRm 8.5） 

ここで言及される「宣べ伝える人々の説教」とは直接的に原始教会の伝道説教を指してい

ようが、それはまたキリストの福音に他ならない。このキリストの福音を通して
、、、、、、、、、、、

、心の内
、、、

で語っておられるキリストを聞くこと
、、、、、、、、、、、、、、、、、

、すなわち、言葉 Verbum と理性 Ratio としての神の

ロゴスを聞くこと、これが真の知識を獲得する手だてとしての、神のロゴスの観想という
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ことになる。 

 人間が光の中を歩むためには、「知識の理法 scientiae ratio が我々の無知を追い払う」54だ

けではなく、「恥ずべき行為から逃れながら、敬虔で高潔なことを追求する」55ことが要請

される。上述したように、知恵の修練は意志と働きが分裂したまま、聖書に向かい続ける

ことと考えられたのであるが、真の知識によって意志が善行を選択したにもかかわらず、

恥ずべき行為から逃れられない絶望の状態がこれに当たる。恥ずべき行為から逃れるため

には、オリゲネスによれば、第一に、罪に対して死ぬ
、、、、、、、

必要がある（5.7-8, 5.10, 6.6-7, 9.39）。

罪に対して死ぬということは、キリストと共に死に、キリストと共に葬られることが意味

される（5.8, 5.10, 6.5, 6.7）。「幸いな死」beata mors（5.8）とも呼ばれるキリストと共に葬ら

れて死ぬことは、「洗礼」（5.8）によって、あるいは、「悔い改め」（6.5）によってその端緒

が開かれる。このようなキリストと共なる死
、、、、、、、、、

がキリスト者の内で倫理的な効力
、、、、、、

を発揮する

ようになる過程が、神のロゴスの観想を通して生じることになる。 

というのは、キリストの十字架の力はあまりに大きいので、精神の熱いまなざし intentus 

oculus mentisが心の中でキリストの死を凝視することになるように、［キリストの十字

架］が目の前に置かれ、それが心の中で誠実に保持されるならば、どんな情欲

concupiscentiaも、どんな欲望 libidoも、どんな怒り furorも、どんな嫉妬 invidiaも支配

的になることはありえない56。（CRm 6.1） 

精神のまなざしが心の中でキリストの十字架を見つめ続けることによって、その人は何を

獲得するのか。それは、信仰を通して、キリストと共に死ぬ者が
、、、、、、、、、、、

キリストと共に生
、、、、、、、、

きるよ
、、、

うになること
、、、、、、

の認識
、、、

（5.10, 6.5）、すなわち、「キリストの十字架の力」がキリスト者の生を

根本的に変容させる潜在能力を有するというキリスト教の真理の認識ではないだろうか。

オリゲネスによれば、「それゆえ、罪から解放する liberare a peccatoものは、真理 veritasと

真理の認識 veritatis agnitio である。さらに、罪から解放されたすべての人々が義 justitia に仕

えるようになることは確かである」（6.3）。このようにして、「命に至る義を通して恩恵が支

配する」57（5.6）と説明されるような、義の奴隷に至る道
、、、、、、、、

が、神のロゴスの内面化
、、、、、、、、、

を通して

開かれることになる。 

 

「律法の霊的知解」legis intelligentia spiritalis 

 心の刷新における第三過程は「律法の霊的理解」である。第二過程では、神のロゴスの

観想に従って、霊と義に即して生きることの端緒が開かれた。では、霊的であることとは

何か。オリゲネスによれば、霊の内にあるということには二重の意味がある。第一に、「律

法を字義 littera に従ってではなく、霊的意味 spiritalis sensusに従って理解すること」58（6.13）
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であり、第二に、「肉を殺すことによって、肉の律法ではなく、霊の律法によって生きるこ

と」59（6.13）である。したがって、律法の霊的知解
、、、、、、、

と霊的な生
、、、、

とは不可分の関係として考

えられている。すなわち、霊的な人は律法を霊的に読解するであろうし、律法を霊的に読

解する人は霊的な人ともなろう。オリゲネスが恐れることは、律法の字義的解釈がイスラ

エル人にとって罠、網、躓き、罰となったことに現れる解釈の問題である（8.8）。律法は、

霊的に理解する人にとって「生かす霊」Spiritus vivificansともなり、肉的に理解する人にと

って「殺す文字」littera occidens ともなる（6.9）。したがって、律法は聖書解釈における試

金石であることになる。 

 では、律法の霊的知解とは具体的に何か。オリゲネスは、レビ記における生け贄の律法

を倫理的な生と関連づけて、次のように述べる。 

もし自らの肉の高慢 superbia に打ち勝つならば、その者は牛を生け贄とし、もし癇癪

iracundiaを克服するならば、その者は屠り、もし欲望 libidoに打ち勝つならば、その者

は山羊を全焼の生け贄として捧げ、もしとりとめなく定まらない考えの奔放 volatusを

切り落とすならば、その者は鳩とキジバトを生け贄とする60。（CRm 9.1） 

ここでは、レビ記の祭司律法がキリスト者の倫理的教えと関連づけられて、それが「神を

喜ばせること、すなわち、罪 peccata と悪徳 vitia から切り離されること」61（9.1）と内容規

定される。そして、このような解釈方法の筋道としてキリストの福音が提示されている。 

［パウロ］は、自らの内に命 vitaであるキリストを内包する生け贄を生きた［生け贄］

と呼ぶ。そして、彼は「わたしたちは、いつもイエスの死を体にまとっています、イ

エスの命がこの体に現れるために」（2コリ 4:10）と述べる62。（CRm 9.1） 

このようにして、旧約の生け贄がキリストを内包する「生きた生け贄」と捉えられ、律法

がキリストの福音から霊的に理解され、キリスト教的に適用されることによって、律法は

「殺す文字」から「生かす霊」へと劇的に変化することになる。 

 とすれば、律法の霊的知解を通して、聖書読解者の生はどのように変化するのか。オリ

ゲネスにとって、義の完成は、悪の根が切り落とされ、諸徳の働きが義の根から十分に発

展することであった。また、真理認識は聖書を通して神のロゴスの観想によって獲得され

るのであったが、この際、重要となる聖書はキリストの福音が明示される新約聖書である

ことになる。そして、自由意志は罪の奴隷か、義の奴隷かという行為の選択問題
、、、、、、、

として扱

われた。これに対し、律法の霊的知解では、比喩的解釈の自由度が新約聖書の解釈とは比

較にならないほど増大し、自由意志が解釈の選択問題
、、、、、、、

となるようにも思われる。この解釈

の選択問題において、キリストの福音、より具体的に言えば、キリストの諸相であるロゴ
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ス、知恵、真理、義、平和、命などの諸概念を基軸として、その範囲から逸脱しない限り、

自由な解釈が自由意志によって選択されうるのである。この点から、オリゲネスは「神秘

的で霊的な知解の最も広大な空間を駆けていこう」（7.11）と聖書解釈を表現できたわけで

ある。このようにして、自由意志に訴える比喩的解釈において、旧約の歴史や律法
、、、、、、、、

から
、、

キ
、

リストを内包する霊的意味が汲み取られる解釈
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

は、内面化された
、、、、、、

キリストなる
、、、、、、

神のロゴス
、、、、、

から倫理的行為への移行
、、、、、、、、、、、

を実行可能なものにする。すなわち、旧約聖書からキリストが読

み取られ、それと共に罪に対する死が経験されつつ、内面化した霊的キリストが、言わば
、、、

受肉するかのように
、、、、、、、、、

、具体的な行為として表現されるようになる。 

 結果として、知恵の修練、神の言葉の観想、律法の霊的知解を通して達成される心の刷

新は、「［キリスト］の復活への信仰を通して生きるところの命の新鮮さ novita vitae」63（9.39）

そのものであって、聖書読解者は日々
、、

キリストと共に
、、、、、、、

死ぬことを通して
、、、、、、、、

霊的な人へと
、、、、、、

少し
、、

ずつ深められ
、、、、、、

、さらに、日々キリストと共に生きることを通して
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

義の完成
、、、、

に至るまで変容
、、、、、、、

され
、、

う
、
る
、
、聖書解釈において追求される心の刷新

、、、、
はそのような効力のある内なる変革

、、、、、
なの

である。 
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