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開始 終了 発表者 題⽬ 司会者

10:00 10:50 ⽯⽥ 隆太
（筑波⼤学／⽇本学術振興会）

トマス・アクィナスと天使の個体化
──個体化の原理の射程をめぐって──

松村 良祐
（藤⼥⼦⼤学）

10:50 11:40 ⼩⽥ 英
（早稲⽥⼤学）

スアレスの政治思想における
純粋な⾃然（pura natura）という概念の意義

横⽥ 蔵⼈
（⼭⼝⼤学）

11:50 12:50

13:00 13:50 岡嵜 隆哲
（同志社⼤学）

アウグスティヌスにおける内的対話の展開
──『告⽩録』における『詩編』引⽤の意味と可能性について──

佐藤 真基⼦
（富⼭⼤学）

13:50 14:40 アダム・タカハシ
（⽩百合⼥⼦⼤学）

天球の霊魂と神的摂理：アルベルトゥス・マグヌスとアリストテレス
主義における≪註解≫の伝統

江⼝ 克彦
（京都外国語⼤学）

14:40 15:30 星野 倫
（京都⼤学）

ダンテと三段論法
⼭内 志朗

（慶應義塾⼤学）

15:30 15:50

15:50 16:40 関沢 和泉
（東⽇本国際⼤学）

ロジャー・ベーコンにおける⼈間の⾃然本性と⾔語、⾳楽
岩熊 幸男

（福井県⽴⼤学名誉教授）

16:40 17:30
【特別報告】

⼋巻 和彦
（早稲⽥⼤学）

⻄⽅神秘思想における東⽅との連続性と独⾃性
⼩林 剛

（明治学院⼤学）

18:00 20:00 懇親会

第65回 中世哲学会 総会・⼤会 プログラム

1⽇⽬（11⽉12⽇ ⼟曜⽇）

受付開始 9:30

評議会 （ ⼤隈タワー［キャンパスマップ26番］ 701号室 ）

休憩



開始 終了 発表者 題⽬ 司会者

10:20 11:10 野邊 晴陽
（東京⼤学）

トマス・アクィナスの超範疇概念論（QDV 1.1に基づいて）
井澤 清

（甲南⼤学）

11:10 12:00 村上 寛
（早稲⽥⼤学）

「滅却された魂」における意志について
──「再帰的意志」の観点から

佐藤 直⼦
（上智⼤学）

12:00 13:00

13:00 13:50

第65回中世哲学会シンポジウム

【提題】
⽥島 照久

（早稲⽥⼤学）

神化の伝統とエックハルトにおける神認識の問題
──神の〔⼦の〕誕⽣をめぐって──

【提題】
阿部 善彦

（⽴教⼤学）

クザーヌスの神化思想
──Visio Dei における創造から神化へのダイナミズム──

【提題】
鶴岡 賀雄

（東京⼤学）
⻄⽅神秘思想史における⼗字架のヨハネの位置と意義

【研究⼤会・シンポジウム会場】 ⼩野記念講堂［キャンパスマップ27番の建物］ 地下2階

【会員控室】 ⼤隈タワー［キャンパスマップ26番の建物］  702号室

【懇親会会場】 商学学術院［キャンパスマップ11番の建物］  4階 ⼤会議室

2⽇⽬（11⽉13⽇ ⽇曜⽇）

受付開始 9:50

編集委員会 （ ⼤隈タワー［キャンパスマップ26番］ 701号室 ）

総会

14:00 17:00 井上 淳
（南⼭⼤学）



トマス・アクィナスと天使の個体化
―個体化の原理の射程をめぐって―

筑波大学／日本学術振興会　石田隆太

トマス・アクィナスの著作において「個体化の原理」として言及がなされるのはほとんど質料に対し
てであるといってよい。これは遡ればアリストテレスに由来する考え方であるが，質料と形相から複合
されている実体において，形相が種的形相としては共通のものであるとすると，目の前にその実体が実
際に個体としてこの世界に存在するためには，形相ではなくて質料をその個体性の原理ないし原因とし
て必要とする。しかも，少なくともトマスにおいては，形相だけではなくて質料も一般的な仕方では複
合実体の本質に含まれているがゆえに，特定の実体の個体性の原理ないし原因としては「個的質料」と
呼ばれるものを想定しなければならない。この場合の個体性とは，種としては一つのものであっても，
数としては多数のものであるような個体が有するものである。

それでは，個体化の原理とはトマスにおいて以上のような質料と形相からなる複合実体にのみ適用さ
れるような原理なのであろうか。試みに，形相のみからなるものという意味で単純実体と言われること
もある天使に対して個体化の原理が適用されるか否かを考えようとすると，天使に関するトマスの基本
的な主張と向き合うことになる。一つは，同時代人のボナヴェントゥラとは異なり，天使が非質料的で
あると主張したことである。もう一つは，天使の数があるだけ天使の種の数があると主張したことであ
る。トマスにとって天使は，非質料的であるがゆえに上記のような個体化を被ることがない。ところ
が，ディオニュシオス文書の一つ『天上位階論』において描かれる天使たちの位階を認めるトマスに
とっては，当然のことながら天使は複数存在している。したがって，複合実体の場合とは異なるにして
も，天使の個体性を語る余地は存在する。実際，質料から離れた分離実体（天使および神）に関してそ
の個体性を語る機会を得た際にトマスがしばしば述べるのは，分離実体にあっては形相がそれ自体で個
体化されているということである。この場合に留意すべきは，天使にあってはそもそも種を担う形相が
はじめから個別化されているということである。それゆえ，天使の個体性とは，種別化されている状態
のことを指すことになる。

以上を踏まえて本発表が目指すのは，天使の有するような個体性が複合実体の有するような個体性と
は別であることを確認した上で，トマスにおける「個体化」という概念そのものの内実を天使に即して
把握しようとすることである。論点として特に，「個体化」ということで種的には異ならないような数
的な区別のことだけをトマスが想定していたわけではないことを示すことで，「個体化」という概念そ
のものが多義的に使用されていることを指摘したい。「個体化の原理」をあらゆるものにとって共通す
る何か一元的なものとして理解しようとする場合，本発表が提示するようなトマスの思想は整合的なも
のではないように思われるかもしれない。しかしながら，トマス自身が想定していた存在論的な枠組み
を念頭に置くと，様々な存在者の違いを表現するための概念装置として「個体化の原理」を捉えること
ができると思われる。このような可能性を示唆することで，トマスの個体化をめぐる言説の総体を捉え
る一つの手がかりとしたい。
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スアレスの政治思想における
純粋な自然（pura natura）という概念の意義

早稲田大学　小田英

本報告は近世における教皇主義の代表的論者 F. スアレスの政治思想を主題とする。スアレスは哲学
史において『形而上学討論集』で有名である。政治思想史においては，16世紀のインディアス問題と
いうスペインの新世界征服に関する論争で有名なスペインのサラマンカ学派の一人として，さらに対抗
宗教改革の代表者として知られている。通史的には，両権論，自然法論，国際法論，契約論などで注目
され，同時代史的には，主権論に対抗する教皇主義論や人民の抵抗権論で注目されてきた。本報告の目
的は同時代史的視点の下で，純粋な自然の概念がスアレスの政治思想において有する意義を明らかにす
ることである。スアレスにおいて，純粋な自然は恩寵や超自然と完全に切り離された自然を意味する。

従来のスアレスの政治思想史研究において，スアレス哲学に軸足を置いた研究は全体的にみれば非常
に少ない。だが，スアレスは哲学史において重要視されているので，スアレスの政治思想と哲学を架
橋することは有意義である。そこで，本報告はこの架橋を行う。この架橋について，先行研究は純粋な
自然の概念に着目してきた。特に重要な研究は，スアレス哲学の研究でも有名な Courtineの研究であ
る。Courtine (1999)はこの概念の同時代史的意義として，①インディアス問題の下でスペインの征服
を抑制する際に，スアレスが俗権を純粋な自然に基づけることで異教君主とキリスト教君主の俗権を対
等なものとして描いた点や，②ヘンリ 8世がイングランドで英国教会を樹立し宗教改革を行った後，世
俗君主が自国の教会統治権を持つという国教会原理を展開してローマ教会と対立した際に，スアレスが
俗権を純粋な自然に基づけることで君主の権力が霊的な事柄を対象にできないとして国教会原理を批判
した点である。本研究はこれら二つの意義が正しいことを認めた上で，第三の意義の提示を目的とし，
その結果，上述の架橋を一層進めたい。主なテクストは政治思想上の主著の『法および立法者たる神に
ついて』である（Suarez 1612）。

第三の意義は上記②の文脈に関わる。この文脈の論争において，スアレスはローマ教会を防衛すべ
く，教皇の霊権に対する世俗君主の俗権の服従を論証しようとする。その論拠として，永遠の至福とい
う霊権の目的と世俗的至福という俗権の目的には序列関係が存在するので両権の間にも序列関係が存在
するという，目的間の序列が重要であった。しかし，イングランド陣営は王が自国の霊的最高権を持つ
と主張しており，この主張が目的間の序列にとって大きな理論的障害になるとスアレスは考えた。この
障害を除去するために，スアレスは純粋な自然の概念を利用し，ここに第三の意義が見出されることに
なる。

Courtine, J.-F. (1999). Nature et empire de la loi: Etudes Suaréziennes. Paris, Éditions de l’École

des hautes études en sciences sociales: J. Vrin.

Suarez, F. (1612). Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore. Conimbricae, Didacum Gomez de

Loureyro.
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アウグスティヌスにおける内的対話の展開
―『告白録』における『詩編』引用の意味と可能性について―

同志社大学　岡嵜隆哲

アウグスティヌスは初期著作『ソリロキア（Soliloquia）』において，「神と魂（自己）との知を求め
る」とする生涯の探求目標を表明するとともに，自己の理性（ratio）を相手にした自己内対話による探
求の方途を試みる。外的他者を介した対話・問答法では，多くの場合論者たちが議論をとおして互いを
言い負かすことにのみ終始し，その結果自他の情念によって攪乱されて，真正な探求の道を阻まれるこ
とになるからである。それに対しそうした危険性を回避し，純粋に理性能力を発揮しうる探求法として
選択されたのが，「私が私に問い，私に答える」内的対話としての soliloquiaの道であった。

こうした内的対話における探求法は，やがて中期著作『告白録（Confessiones）』において独自の発展
を遂げることになる。すでに『ソリロキア』において，アウグスティヌスに対し「突然」語りかけ，対
話的探求を導くことになった理性は，それが「私自身であるかそれとも私とは別のものであるか」，「私
の外から来たものであるのか内から出てきたものであるか」判然とせぬ，いわば「内在－超越的性格」
を有する ratioであり，そこでの理を尽した探求も，神への祈りに支えられるものであった。しかしな
がら司教への叙階を経て，より神学的な関心と要素が深められた『告白録』では，アウグスティヌスに
よる内的対話による探求は，それ自体が神への祈りの中で，神に対し問い，答える形式において展開さ
れることになる。そうした祈りの言葉による対話的探求の成立を根幹において主導し，支えるのは，全
編をとおし引用が繰り返される旧約聖書『詩編』である。『詩編』聖句の引用を起点とし，つねにそこ
に立ち返ることによって展開される『告白録』での内的対話は，まずもって受けとめられた神の言葉へ
の応答として，またそれにより呼び覚まされる応答的な思惟の展開として運ばれるものである。

『告白録』の対話的探求において『詩編』引用が果たす役割にかんしては，同時期に著述が進められ
ていた『詩編注解（Enarrationes in Psalmos）』，とりわけそこにおいて示される「全キリスト（totus

christus）」の考え方を参照する必要がある。キリスト論と教会論を統合する「全キリスト」の思想にお
いて，『詩編』の聖句は，それに対しわれわれが正しく応答すべき「神の聖霊の言葉」であると同時に，
それ自体が多層的な情念をはらんだ教会共同体の声である。『詩編』の言葉により「全キリスト」の祈り
としてみずからの祈りをささげる道を得ることにより，アウグスティヌスにとって深淵よりの affectus

は汲み尽され，神へと向かう新しい声は獲得されるのである。それはまた，他方では，それにふれる他
者の心をも同様の動態へと招き入れる声として働くものである。『告白録』におけるアウグスティヌス
の内的対話の探求は，『詩編』テキストを探求の場とすることにより神と自己自身（の深淵），および他
者との関係性にも道を開くものとして位置づけられることになると言えよう。
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天球の霊魂と神的摂理：
アルベルトゥス・マグヌスとアリストテレス主義における《註解》の伝統

白百合女子大学　アダムタカハシ

トマス・アクィナスの師にあたるアルベルトゥス・マグヌス（c. 1200-1280）は，アリストテレスの
作品に対して詳細かつ包括的な註解書を残した中世盛期の人物として知られている。西欧のアリストテ
レス主義の伝統におけるアルベルトゥスの重要性は既に広く認知されているように思われる。だが，彼
がどのようにアリストテレスのテクストを読み，そして解釈したのか，またその際に彼が先行するアリ
ストテレス主義者たちの誰に依拠したのかといった《註解》という知的行為自体の意味は十分に考慮さ
れてきたとは必ずしも言えない。

では，なぜ思想内容のみならず，《註解》という行為自体の意味を探る必要があるのだろうか。十三
世紀・十四世紀のスコラ学者たちの知的活動は，極めて「ブッキッシュ」（bookish）な性格を持ってい
た。すなわち，彼らは自然世界の現象を説明する際に，現代の科学者たちのように，数学的な計算作業
や実験室での観察によって理論を展開したのではなく，アリストテレスが書いた「著作」の中に科学的
真理を見いだそうとしたのである。そのために，アリストテレスの作品を《註解》する，すなわちその
古代ギリシアの哲学者のテクストを説明し解説する作業が，そのまま彼らにとって科学的な真理に到達
することと同等の意義を有していた。故に，そのようなスコラ学者の一人であるアルベルトゥスの思想
の固有の性格を理解するためには，いったい彼がどの程度アリストテレスの議論を受け継ぎ，そしてど
の程度そこから乖離しているかを正確に見極める必要があるのである。

以上の点を考慮し，本発表では，アルベルトゥスがアリストテレスの著作を《註解》する中で，先行
するアリストテレス主義者たち―とくに中世から初期近代までアリストテレスの特権的な「註解者」
（Commentator）として知られたアヴェロエス（イブン・ルシュド）（1126-1198）―の解釈をどのよ
うに受容したのかという問題を中心に議論を行いたい。主題としては，『自然学』『天について』『形而
上学』の註解で論じられた天球の霊魂をめぐる議論に焦点を当てる。古代から初期近代までのアリスト
テレス主義の伝統では，天球の本性をめぐる議論が盛んであった。特に天球が霊魂を持つのかどうか，
仮に持つとすれば，その霊魂とはいかなるもので，人間の霊魂とはどのような関係にあるのかといった
議論が展開されたのである。問題となるのは，いったいなぜ彼らが天球の霊魂の問題にそれほど多くの
関心を寄せたのかということだ。アリストテレス主義者達の天球の霊魂への関心の背景として，本発表
では，アフロディシアスのアレクサンドロス（fl. 200 AD）に代表される古代のアリストテレス主義者
から続く「神的摂理」の理論があったことも合わせて論じることにしたい。
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ダンテと三段論法

京都大学　星野倫

ダンテの哲学的著作として重要なものは，1307年以前に俗語で執筆された未完の著作 Convivio（『饗
宴』）と，『饗宴』に遅れることは間違いないがその正確な執筆年代については議論のあるラテン語の政
治論Monarchia（『帝政論』）の 2編である。前者が，あれこれの説を集めた折衷的 ecletticoな著作で
あるのに対し，後者におけるダンテは，懸命に三段論法 sillogismoを運用しながら自ら哲学しようと
試みている。

Convivioにただ一度だけあらわれる silogismo [sic.] という語は，第 4論考・第 9章で「不可能なも
の」の例を羅列する中に登場する。「偽である前提をもつ三段論法が論証によって真なることを結論づ
けようとどんなに望んだとしても，そんなことはありえないだろう」と語るダンテは，前提が偽である
にもかかわらず結論が真であるケース（まぐれ当たり）が存在することに目を向けていない。ところ
が，Monarchia（Ⅱ,ⅴ, 23）においては，アリストテレスを引きながら，このようなケースの存在を積
極的に提示している。少なくとも三段論法の理解において，ConvivioとMonarchiaの間には飛躍的な
進歩・発展がある。

では，Monarchia における三段論法の扱いの実際はどんなものなのか。中世論理学の初級事項とし
て，定言的三段論法の恒真な 19 の格式があり，ダンテも Monarchia の随所でそれに触れているが，
もっとも早くこのことが出てくる第 1巻 11章の一節を見てみよう。「この予備的な〔本体の三段論法の
小前提を証明するための〕三段論法は第 2格 secunda figuraをとっているが，否定を内在させている。
その図式は以下の通りである：全ての Bは Aである；ただ Cのみが Aである；故にただ Cのみが B

である。即ち言い換えれば：全ての Bは Aである； C以外の全ては Aでない；故に C以外の全ては
Bでない」（Mon.Ⅰ,ⅺ, 9）。ここでダンテは，一見したところ基本の 19の格式にうまく収まらないよ
うに見える« solum »の入った命題を全称否定命題に置き換えることによって，第 2格（大前提・小前
提のいずれにおいても中名辞が賓辞の位置に来る格）の AEEの式（全ての PはMである；全ての S

はMでない；故に全ての Sは Pでない）すなわち Camestres におとし込むという操作をおこなって
いる。初級論理学に関しては，Monarchiaでのダンテは十分に習熟しており，ある程度困難なケースも
あざやかに処理していると言ってよい。

だが中世の論理学教科書（例えば Petrus Hispanusの Summulae Logicales）においては，三段論法
はその一部を占めるにすぎない。より広範囲な論理的手法の紹介が教科書を構成している。そこで扱
われる範疇論・トポス論・誤謬論などのトピックについても，ダンテは幅広く言及している。例えば
Mon.Ⅰ,xvで，「また私は言う。〈存在〉・〈一者〉・〈善〉は，『先立つ』というときの 5番目の〔自然本
性上先立つという〕仕方でもって，一連の位階をなす」と述べるが，これは，Summulae Logicales,Ⅲ
,30を踏まえている可能性が高い。

ダンテの哲学学習は，ベアトリーチェの死後，1290年代前半の 30ヵ月に集中的に行われたとするの
が定説だが，少なくとも論理学に関する限り，1307年ごろまでに書かれた Convivioに，その痕跡は乏
しい。むしろそれ以降（例えば〈天国篇〉執筆直前）に論理学（および哲学）の再学習が集中的になさ
れた可能性を考えるべきではなかろうか。
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ロジャー・ベーコンにおける人間の自然本性と言語、音楽

東日本国際大学　関沢和泉

【事務局からのご案内】

大会パンフレット用の発表要旨が未提出であるため、掲載できる内容はありません。
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トマス・アクィナスの超範疇概念論（QDV 1.1に基づいて）

東京大学　野邊晴陽

トマス・アクィナス『真理論 De veritate』第 1問第 1項によれば，有 ensは複数の様態modusをも
ち，それゆえ複数の観点 ratio を通じて観察される。例えばペンという具体的な存在者は，① 現実態
において存在し，②本質によってその存在のありかたがペンとして規定され，またそれゆえ③紙や机
とは区別され，④一本のペンとしてしか存在せず，さらに⑤他ならぬこのペンとして認識され，また
⑥ 書字の道具として欲求される。このとき，「有」という名称は ①「〈存在する〉という現実態 actus

essendi」という様態の表現のために与えられる名称である。それゆえ ②「本質をもつ」，③「他から
区別される」，④「一である」，⑤「認識される」，⑥「欲求される」という様態は，「有」という名称
では表現しきれない。そこで，同じ対象に「有」以外の複数の名称，すなわち「もの res」「或るもの
aliquid」「一 unum」「真 verum」「善 bonum」が与えられる。これらは，まとめて「超範疇（概念）
transcendentia」と呼ばれてきたものである。また六つの様態は，まず対象のもつ現実態が受動知性を
動かした後でのみ認識される。したがって①「〈存在する〉という現実態」が最も本源的であり，また
諸名称のうち「有」が第一の名称である。

ところで，有はなぜ，「有」という名称では表現しきれない複数の様態を含み，複数の観点から認識さ
れるのか。『真理論』第 1問第 1項では，アリストテレスの「有は類ではない」という記述が引かれる
のみである。同項から直接明らかとは言えないが，ここには次のような二つの理由があると思われる。

第一に，「存在する」以外の具体的な完全性はすべて，予め，区別されないまま，「有」という名称で
呼ばれているものに内含されているということである。

アリストテレス自身が述べるように，「有」などの名称は意味的な規定力をもたない。例えば「人間
homo」という名称は，全存在者のうちある一部の存在者のみを意味表示し，それゆえ「非－人間 non

homo」という名称もまたそれ以外の存在者を意味表示する。他方で「有」という名称は端的に全存在
者を意味表示し，「非－有 non ens」という名称はいかなる存在者をも意味しえない。すなわちトマス
は，このような具体性の欠如を，意味内容の空虚さと考えるのではなく，全てを包括する豊かさと捉え
たのである。

第二に，有がもつ無規定的な完全性の豊かさが，人間の認識能力を超えていて，無規定的なままに受
容することができないということである。それゆえ人間は，普遍的な有を認識するにあたって，複数の
観点から，複数の様態として認識することしかできない。

通常，観点ないし概念による相異には実在的な secundum rem根拠がともなう。例えば「人間」と
「ロバ」の相異は，理知性 rationalitas の有無という実在的な相異によって裏付けられる。しかしなが
ら，上記の六つの様態は，実在的には無限定の豊かさそれ自体として相異を含まず，純粋に観点ないし
概念のみによって区別される。かくして，「有」「もの」「一」「或るもの」「真」「善」という名称で意味
表示される対象は，事物としては同一であり，ただ知的にのみ相異する。
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「滅却された魂」における意志について
―「再帰的意志」の観点から

早稲田大学　村上寛

14世紀初頭に異端者として処刑されたマルグリット・ポレートの著作『単純な魂の鏡』は，「滅却さ
れた魂」における，意志における神との一を説く，いわゆる「神秘的」著作であるが，本発表で注目し
たいのは，「滅却された魂」における意志の位置付けについてである。滅却された魂という場合，滅却
の対象となっているのは意志であり，そのような状態の魂が全く意志を持たないことが『鏡』では繰り
返し強調されるが，意志を持たない状態とはどのような状態なのだろうか。

本発表では，ポレートが用いる意志（voulenté）という用語が，「滅却された魂」との関係において
は「再帰的意志」とでも呼ぶべき位相を備えていることについて論証を試みる。

発表者はすでにポレートにおける意志概念に着目し，意志と自由意思の用法について，それが修道院
神学の思想伝統に連なるものであることを論証しつつ，意志の滅却と自由意思の関係について明らかに
した。具体的には，ポレートの自由意思理解が対立項選択能力よりは非・被拘束性の自由を中心とした
ものであること，また意志の滅却が自由意思の滅却を意味せず，かえって固有の意志の滅却による，自
由意思を根拠とした神の意思への完全な同意こそが十全な自由意思の発露であり，神と意志において一
なるものとして働くことが「滅却された魂」という魂の状態として理解されるということを示したので
ある。

しかし固有の意志とは何だろうか。これまでは，固有性ないし被造性に基づく選択行為，つまり，自
己自身によるところの何らかの選択行為が固有の意志であると解釈していた。ポレート自身の主張に即
した解釈としては間違っていないと思われるが，このことは再帰的意志という概念の設定によってこそ
根本的な理解を可能にするものと思われる。

「再帰的意志」は，ポレート自身の用語ではなく，ここでは自分自身の認識や欲求や行為，自分自身が
関わる事柄に関する思考を客観的思惟対象とする意志の働きと定義したい。また再帰的意志は，以下の
ような特質を持つと考えられる。一つにはそれが絶対的私性の顕れを必然的に含むということであり，
もう一つは理性によって，或いは経験的知識によって形成された何らかの規範や社会通念に基づいた価
値判断や態度決定が必然的に付随するということである。

このような特質は，『鏡』で展開されている理性と魂の主従関係の逆転というモチーフで展開されて
いる論理構造に対応するものであり，このことから『鏡』における意志の滅却がこの再帰的意志の滅却
であることを確認することが出来る。ポレートは自由意思が，全く意志を持たない滅却された魂におい
ても失われないことを明言しているが，このような事態も，選択判断におけるような意志の働きではな
く再帰的意志の滅却であるとすれば理解出来るものであり，固有の意志と言われるものはこのような意
志であると理解すべきだろう。
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第 65回大会　シンポジウム

東方神化思想と西方神秘思想
――西方キリスト教における神秘思想――

【連動報告者】：八巻　和彦（早稲田大学）
【提題者】：田島　照久（早稲田大学）

阿部　善彦（立教大学）
鶴岡　賀雄（東京大学）

【司会】：井 上 　 淳（南山大学）

企画の趣旨
中世キリスト教思想において神認識・神化をめぐる問題は，東方と西方でそれぞれ独自の思想が展開
された。この両者の思想を，比較思想史もしくは影響史という視点から検討することによって，中世キ
リスト教思想をより包括的な仕方で理解するための視野が得られるのではないか。これが 2015年度と
2016年度の 2回に渡るシンポジウム企画の主たる動機である。両者の持つ共通の基盤である「御言の
受肉」の神秘に着目し，神認識および神と人間との関係性と救済観をめぐる思想の展開を検討すること
により，キリスト教神秘思想が有する根源的で普遍的な問題の本質を明らかにできるのではないだろ
うか。

昨年 2015年度は，東方キリスト教における神化思想を主題にシンポジウムを行った。シンポジウム
連動報告としてまず久松英二氏が，擬ディオニュシオスによって神化論が明確な主題として議論が開始
される前の，その成立の土台となったカパドキア教父までのギリシア教父の伝承を概観し，神化思想を
めぐるシンポジウムの導入を行ってくださった。シンポジウムにおいては，はじめに袴田渉氏が，擬
ディオニュシオスの『神名論』をめぐって，神の「名づけ」としての肯定神学の意味と人間の「神化」
との関係性について提題してくださった。それから谷隆一郎氏が，「証聖者マクシモスにおける神化の
道行き」と題して「善く意志すること」の可能根拠について提題してくださった。そして大森正樹氏
が，擬ディオニュシオスの見解を是とし，また証聖者マクシモスを擬ディオニュシオスの有力な解釈者
として尊重していたグレゴリオス・パラマスについて，特にバルラアムとのヘシカズム論争に焦点をあ
てて，「神化」をめぐる問題について提題してくださった。

2016年度は，西方の神秘思想を主題にシンポジウムを行っていただく。中世後期から近世初期の思
想家であるエックハルト，クザーヌス，そして十字架のヨハネについて提題をお願いする。まずシンポ
ジウム連動報告として八巻和彦氏に，西方神秘思想における東方との連続性と独自性という観点から，
中世初期からエックハルトに到るまでの西方神秘思想の流れを概観していただくことをお願いする。シ
ンポジウムでは田島照久氏に，「神化」（テオーシス）の伝統との関連におけるエックハルトの神認識の
教説を中心に提題をお願いする。また阿部善彦氏には，東方神化思想と西方神化思想の対比を念頭に，
クザーヌスにおける神化思想の独自の展開をめぐって提題をお願いする。そして鶴岡賀雄氏には，エッ
クハルトとの対比に目を留めながら，近世初期の人である十字架のヨハネの「神との合一」についての
特有の語りをもとに，西方神秘思想史における彼の位置と意義について提題をお願いする。このように
シンポジウム全体を通して，東方神化思想の伝統が西方においてどのように受容され，また独自の展開
をみせたのか検証を深めていきたいと考える。

［2015-16年度シンポジウム企画委員：河野一典，上村直樹，小林剛，井上淳（文責）］
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【シンポジウム連動報告】

西方神秘思想における東方との連続性と独自性

早稲田大学　八巻和彦

本シンポジウムの提題で中心的に扱われる思想家が，中世後期から近世初期の人たちであることを鑑
みると，本連動報告の任務は，タイトルに掲げたような点を考慮しつつ中世初期からエックハルトに到
るまでの神秘思想の流れの素描を提示することによって，シンポジウムでの議論に資することにあると
考える。そこで報告者は，先行研究に依拠しながら，以下の諸点の概略を中心に報告する予定である。

1．擬ディオニュシウス・アレオパギータの思想の西方における受容
この思想を最初にラテン語に翻訳して紹介したのは，9世紀のエリウゲナであるが，この翻訳紹介に
際して彼は，東方の証聖者マクシモスにも依拠している。ここに，東西をつなぐ上でのエリウゲナの役
割の大きさを見出すことができるのだが，同時に彼自身が偽ディオニュシウスら東方からの影響のもと
で構築した思想の意義も見逃すべきではないだろう。エリウゲナによる紹介以降の擬ディオニュシウス
の思想の受容としては，13世紀にアルベルトゥス・マグヌスとトマス・アクィナスが相次いで擬ディ
オニュシウスの『神名論』の註解書をまとめていることが目立つが，時と場所による起伏のあることも
興味深い。

2．クレルヴォーのベルナルドゥスの神秘思想の特性とその影響
12世紀中ごろにアベラルドゥスが人間の理性 ratioの能力を高く評価して，理性によって人は神につ
いて何らかの認識をうることができるとしたのに対して，それを真っ向から論駁して，神認識における
愛 affectioの役割を強調したのがベルナルドゥスであった。彼は，聖書と東西の教父の思想には通暁し
ていたが，擬ディオニュシウスの思想にはなじんでいた様子がない。愛である神に到るためには，＜同
が同を＞というギリシア哲学以来の原則にたって，信徒による神への愛を強調する中で，「花嫁神秘主
義」Brautmystik（または「婚姻神秘主義」Nuptiale Mystik）を説いた。力みなぎる説教と美しくも
説得力に富む文章をものする才に恵まれた，この修道院長の思想は，時代を超えて影響し続けることと
なった。

3．女性神秘主義 Frauenmystikの成立と展開
西方に展開されたもので東方にはなかった神秘思想の典型として，「女性神秘主義」を挙げるべきで
あろう。その嚆矢とされるビンゲンのヒルデガルト（1098-1179）の著作『スキヴィアス』が時の教皇
によって承認されるために骨を折ったのが，上記のベルナルドゥスであったという事実は興味深い。12

世紀後半から西ヨーロッパに多くの都市が成立し，その結果，民衆の貧富の差の拡大による社会的混乱
が始まると，女性たちの宗教運動が興隆した。その中から，ベギン会の会員たちを典型として，「女性
神秘主義」と後にとらえられることになる一連の流れが成立したが，これは 16世紀のアビラのテレジ
アを越えて，啓蒙期まで続いた。その途中の 14世紀の初頭には，周知のように，エックハルト自身が
ベギン会をはじめとする女性神秘主義のミリューの中で司牧活動していたこともあったのである。

12



【シンポジウム提題】

神化の伝統とエックハルトにおける神認識の問題
―神の〔子の〕誕生をめぐって―

早稲田大学　田島照久

Ⅰ．神化に向けた受肉の目的論的理解と神認識としての「誕生・突破教説」
「実に，この方（ロゴス）が人となられたのは，私たちを神とするためである」（アタナシオス）。ア
タナシオスに代表される神化に向けた受肉の目的論的理解は，およそ千年後のエックハルトにおいても
以下引用文前半のような言表として確認することができる。
「神はなぜ人となったのだろうか。それはわたしが同じ神として生まれるためである。わたしが全世
界とすべての被造物とに死するために，神は死んだのである」（ドイツ語説教 29）。
エックハルトにおいて「人間神化」（テオーシス）思想の伝統は「魂の内における神の〔子の〕誕生
教説」として受け継がれていると理解できると同時に引用後半の「魂の離脱の教説」がそのための可
能的在り方，方途を説くものであり，さらに「神の死」の目的論的理解からもエックハルトの「離脱教
説」は「恩恵論」の射程にあることが窺われる。神の本性に与って神の似姿を成就するという神と人間
との一致の問題は「恩恵論」としての「離脱」に基礎づけられた「魂の内における神〔の子〕の誕生」
（Gottesgeburt in der Seele）と「神性への突破」（Durchbruch zur Gottheit）の教説として主題化さ
れているのである。
以下，提題ではエックハルトのテオーシス思想である「魂における神の〔子の〕誕生」を「父を認識
する」という神認識の枠組みにおいて再構成し，さらになぜ「神性への突破教説」が説かれたのか，神
論の伝統に則した解釈を試みたい。

Ⅱ．「神の誕生」や「神性への突破」を可能とするエックハルトの imago Dei理解
エックハルトは，「神の子」は隠された「神性の像」であり，魂もまた子が「神の像」であるようなあ
り方で，神の子がつくり入れられているまさにその同じあり方で，つくられたのであると理解する。す
なわち，人間は一なる神の全実体の像にしたがって，端的に神自身に，神である一切のものに，神の本
性に，神の存在に，神のわざに，神が神自身のもとにある神の根底にかたどって創造されている，と述
べている。ドイツ語説教では「神は神の全ての神性を携えて魂の根底にいる」（インマヌエル）と語ら
れるが，人間の魂は「内在的超越としての神」を宿す存在であると受け取るこうしたエックハルトの人
間観は彼の imago Dei理解に基づいていることが確認できるのである。

Ⅲ．エックハルトの聖書義解：「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた」（ヨハ 1・14）
エックハルトは当該個所を「言は肉となって、私たちの内に住んだ」（Verbum caro factum est et

habitavit in nobis.）と翻訳されたウルガータ訳にしたがって文字通りに受け取ろうとする。その上で，
イエス・キリストにおける受肉の第一の実りとは私たち人間が恩恵を通じて「神の養子」とされたとい
うことにあると理解する。ではすでに神の養子である人間にもかかわらず，さらに「魂の内における神
の〔子の〕誕生」，「神性へ突破」が説かれるのはなぜであろうか。この問題をエックハルト思惟の基本
構造である「本質的始原論」の有する「始原と終焉の同一」という観点から検討することを試みたい。
そこからエックハルト神学の「キリスト中心主義」といった特性が浮かび上がるはずである。
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【シンポジウム提題】

クザーヌスの神化思想
―Visio Deiにおける創造から神化へのダイナミズム―

立教大学　阿部善彦

西方ラテン神学における「神化・テオーシス」思想の伝統を主題的に扱った研究文献は，東方ギ
リシャ神学に比して圧倒的に少ない。加えて，東方神学に比べて西方神学には神化思想が欠落して
いるという指摘も多くある。しかし西方神学にも十分な神化思想の伝統がある。このことを念頭
に本発表ではまずクザーヌスの神化思想を，西方神学における神化思想の展開とともに考察する
（1）。その際、神直観（Visio Dei）に注目する。なぜなら光による変容としての人間神化の思想と
密接に結びついているからである。

東方ギリシャ・ビザンツ神学においてタボル山変容を聖書的トポスとして《光による変容とし
ての人間神化》と《見神》が語られてきた経緯があるが，トマス・アクィナスも，神直観が「知性
の照明：illuminatio intellectus」を必要とするだけでなく，光による変容―“deiformes, idest
Deo similes”への変容―によって，神と互いに見える究極的神直観が生じることを聖書解釈に
基づいて述べている（ST, I, q.12, a.2. c.; a.5, c.）。

クザーヌスは 1445年に完成した『神の子であることについて』（De filiatione）において「フィ
リアチオ」が「神化」（theosis）であると述べている。「フィリアチオ」は究極的な「直観」であ
り，人が神の子として，神に対して神として互いに見える「顔と顔の直観」(visio facialis)である
（ibid., n.62）。この直観は「知性的直観」であり人間の「理性的精神」のうちにある「知性的力」に
与えられる（ibid., n.53）。なぜなら人間は神に似せて「神である言葉」「永遠の理性」に似せて造
られたのであり，それゆえ人間精神には「永遠の理性」から「理性的光」という変容と直観のため
の光が与えられる（ibid., n.52）。それゆえ「フィリアチオ」としての「神化」はこの創造論的枠組
みに従って，神の似姿としての創造の完成にかかわる「永遠の光」による「知性的光」の知性的変
容として理解される（ibid., n.54）。

さらに西方神学に神化思想が欠落しているという指摘に関して，《創造から神化まで》の創造・
救済史全体を見る東方ギリシャ神学に比して西方ラテン神学は神化思想が欠落しており《堕罪から
贖罪まで》しか見ない，そしてその帰結として全宇宙的神化というような「神学の宇宙論的次元」
が欠落しているという指摘がある1) 。これを念頭に，本発表ではクザーヌスが同じく 1445年に著
した『光の神の贈りもの』（De dato Patris luminum）に基づいて，全被造物を「贈られた神：deus
datus」と呼ぶクザーヌスの全宇宙的神化の思想について “bonum est diffusivum sui”とは別の
観点も含めて考察したい（2）。

他方，「神が人間となられなければ人間が神となることができない」というアタナシオスの言葉
にあるように人間神化の思想は「聖なる交換」としてのキリストの受肉と不可分である。最後に，
クザーヌスが受肉の秘儀，人間神化，創造の完成をどのように捉えているのか，1453年の『神を
観ることについて』（De visione Dei）に基づいて考察したい（3）。

1) A. Lauth, “The Place of Theosis in Orthodox Theology”, Partakers of the Divine Nature, ed. by M.J. Christensen, et al.,
Baker Academy, 2007, pp.32-46, esp. 34-37.
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【シンポジウム提題】

西方神秘思想史における十字架のヨハネの位置と意義

東京大学　鶴岡賀雄

西方キリスト教神秘思想史という枠組みのなかに，アビラのテレジアや十字架のヨハネを頂点と
するとされる近世スペインの神秘思想を置いたとき，それはどのような意義をもつだろうか。テレ
ジアはもちろん，十字架のヨハネのテクストも，狭義の哲学的言語で語ることはない。なればこそ
そこに勝義における神秘思想と言えるものを見出すことができるのかもしれない。だが，このよう
に言うことは，神秘思想とはそもそも何か，との問いと不可分である。そう問わせることによって
「神秘思想」は哲学に寄与し，また合流することにもなるだろう。

エックハルト系のいわゆるドイツ神秘主義の影響は十字架のヨハネにも及んでいる。それは文
献上もある程度たしかめられるが，双方の神秘思想の核心においてはどうか。エックハルトの神秘
思想の鍵語を「魂の内での神の子の誕生」に見るとすれば，それに対応することがらは，十字架の
ヨハネにおいて（またアビラのテレジアにおいて），どのように捉えられ，語られているか。これ
を提題では，十字架のヨハネの主著の一つ『霊の讃歌』を中心に見てみたい。

『霊の讃歌』は，雅歌を模した自作の恋愛詩に自註する形式で書かれ，雅歌注解の伝統に連なる。
否定神学的言辞の目立つ『カルメル山登攀』『魂の暗夜』―エックハルトの「離脱」モチーフに対
応しよう―とは対比的に，「婚姻神秘主義」の枠組みに依拠するこの書では，「神との合一」に
ついて十字架のヨハネ特有の大胆な語りがなされている。その神学的構図は，神（へ）の愛に決
定的に傷つけられた魂が，傷つけた当人でありかつ唯一の癒し手である「神の子」キリストを捜
し求め，ついに出会い（いわゆる霊的婚約），結ばれ（霊的婚姻），さらに終末的完成を予感する，
というものだが，この愛が最終的に成就する場所は，「父がその全本質を分かち与える子を常に生
み，子を，生まれた御方として保つ無限の栄光」，「愛の無限の悦びに神自らが憩われる真昼」，た
だし「全被造物から，また死すべき者のいかなる眼ざしからも深く秘め隠された」ところとして，
同書劈頭から見定められている（「第一の歌」解明）。そしてこの「隠れの場所」での合一にまでい
たる魂の愛の冒険―「神性への突破」モチーフに対応しようか―の諸相が詳述された果てに，
同書末尾で最終的に望み見られる境地は，「神が神のうちで息吹く（aspirar）ように，魂が神のう
ちで参与というかたちで息吹く」こととして語られる。「三位一体へと魂を合一させる」この恵み
を得て，「魂は神のかたち（deiforme）となり，参与による神（Dios por participación）となる」
（「第三十九の歌」解明）。これは，三位一体の内に「神性（Deidad）の高き認識の目覚め」もろと
も聖霊によって「吸い込まれる」ことでもある（『愛の生ける炎』末尾）。

しかし，こうした「神秘家」の言葉は，キリスト教神学の定式としての意味を外して読むとき，
人間にとってのどのようなリアリティを示唆し，あるいは人間一般にとっていかなる可能性を開く
ものと解しうるだろうか。また，彼ら近世初期の神秘家の多分に心理描写的な語り方は，西方神秘
思想の「歴史的」展開に何をもたらしたのか。こう問うことで，「神秘思想」が広義の哲学に寄与
する回路を模索したい。
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会場案内（早稲田大学　早稲田キャンパス）

1　交通アクセス

■ 詳細については、以下の URLのサイトをご参照下さい
• https://www.waseda.jp/top/access/waseda-campus/

■ 推奨交通手段

• JR東京駅から
▶ ＜地下鉄東京メトロ東西線＞「大手町」駅から［中野行／三鷹行］に乗車
▶ 5駅先の「早稲田」駅にて下車
▶「早稲田駅」の「3b」出口から出て北西に進む
▶「馬場下町」の交差点を右手に曲がる

• 羽田空港から
▶ ＜京急急行線＞「羽田空港国内線ターミナル」駅から［千葉方面行］の直通に乗車
▶ ＜京急急行線＞＜京急本線＞＜地下鉄都営浅草線＞直通
▶ 16駅先の＜地下鉄都営浅草線＞「日本橋」駅にて下車
▶ ＜地下鉄東京メトロ東西線＞に「日本橋駅」で乗換
▶ ＜地下鉄東京メトロ東西線＞「日本橋」駅から［中野行／三鷹行］に乗車
▶ 6駅先の「早稲田」駅にて下車
▶「早稲田駅」の「3b」出口から出て北西に進む
▶「馬場下町」の交差点を右手に曲がる
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