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開始 終了 発表者 題目 司会者

10:00 10:50
内山 真莉子

（慶應義塾大学）
トマス・アクィナスにおけるアナロギアと比喩

芝元 航平
（上智大学）

10:50 11:40
菅原 領二

（慶應義塾大学）
トマス・アクィナスにおける永劫の問題

辻内 宣博
（東洋大学）

11:50 12:50

13:00 13:50
西村 雄太

（早稲田大学）
エックハルトにおける存在と本質の区別について

阿部 善彦
（立教大学）

13:50 14:40
西村 洋平

（龍谷大学）

『純粋善について（原因論）』の自己存立をめぐる議論

――新プラトン主義の知性論の行方――
納富 信留

（東京大学）

14:40 15:30
神田 愛子

（同志社大学）

神の知識と可能の本性について

――『迷える者の手引き』Ⅲ:19-21 より
小村 優太

（東京大学）

15:30 15:50

15:50 16:40
島田 勝巳

（天理大学）

クザーヌスにおける「否定神学」の意義

――『知ある無知』を中心に――
八巻 和彦

（早稲田大学）

16:40 17:30

【特別報告】

宮本 久雄
（東京純心大学）

木の実の誘惑

――創世記と告白――
佐藤 直子

（上智大学）

17:50 19:50 懇親会（岡大生協レストラン：ピーチユニオン4階）

第66回　中世哲学会　総会・研究大会　プログラム

1日目（11月11日 土曜日）

受付開始　9:30

評議会　（文法経講義棟2階　25番講義室）

休憩



開始 終了 発表者 題目 司会者

10:20 11:10
本間 裕之

（東京大学）
ドゥンス・スコトゥスの形相的区別について

小川 量子
（立正大学）

11:10 12:00
古舘 恵介

（北海道大学）

動詞est は単なるコプラか

――ドゥンス・スコトゥス『命題論問題集第二』1巻5問とその前

史

山内 志朗
（慶應義塾大学）

12:00 13:00

13:00 13:50

第66回中世哲学会シンポジウム

【提題】

出村 みや子
（東北学院大学）

アウグスティヌスの原罪論におけるオリゲネスの聖書解釈の影響

【提題】

佐藤 真基子
（富山大学）

アウグスティヌスにおける楽園神話解釈に基づく人間観の形成

――「嘘」の概念に注目して

【提題】

山田 望
（南山大学）

ペラギウス派による原罪論批判の本質と課題

――悪は「善の欠如」であるか？――

【研究大会・シンポジウム会場】 文学部法学部経済学部講義棟［キャンパスマップN4の建物］　20番講義室

【会員控室】 文学部法学部経済学部講義棟［キャンパスマップN4の建物］　21番講義室

【懇親会会場】 岡大生協レストラン（ピーチユニオン）［キャンパスマップE1の建物］　4階

2日目（11月12日 日曜日）

受付開始　9:50

編集委員会　（文法経講義棟2階　25番講義室）

総会

14:00 17:00
矢内 義顕

（早稲田大学）



トマス・アクィナスにおけるアナロギアと比喩

慶應義塾大学　内山真莉子

トマス・アクィナスにおいて、アナロギア的な言語使用は、以下のような仕方で説明される。或る一
つの名が複数のものどものに使用されるとき、そのものどもの中でより先なるものが一つあり、それが
その他の全てのものの定義の中に含まれることがある。例えば「健康」という名は、薬においては「動
物の健康を作り出す」限りで語られ、尿においては「動物の健康を表す」限りで語られる。ここで、薬
と尿どちらの定義の中にも動物が含まれることから、動物はそれらよりもより先なるものであることに
なる。このように、複数のものどものにおいて先後関係が認められ、さらにその関係のゆえに一つの名
が共有されているとき、その名はアナロギア的に使用されると言われる。

ところでトマスにおいて、このようなアナロギア的な言語使用とプロセスとしては同じであるが、し
かし明確に異なったものとして用いられるとされているものが一つある。それは比喩である。比喩は広
い意味ではアナロギア的言語使用の一種であるとされ、多くは神について聖書などで象徴的に語られる
事柄について用いられる（神は獅子のようである、は比喩的な言語使用の一例である）。そうした「神
について語るという場面」において、比喩とアナロギアを厳密に区別する際、その根拠となるものは質
料性である。神について比喩的に使用される名は、その名の定義に質料性を含んでいる。実際、先に挙
げた「獅子」は被造物に固有の名であり、その限りで何らかの質料性を含んでいる。他方で神について
アナロギア的に使用される名は、質料性を含んでいない。例えば「善」という名は被造物に対して使用
することも出来るが、あらゆる被造の善に卓越した仕方で先立つ神について、本来的にはより先に使用
するものである。つまり「善」はその意味内容に関しては神に固有に使用されるのであり、それゆえ質
料性は含まれない。「獅子」は、まさに被造物であるライオンという動物に固有の名であり、「善」は意
味内容としては神に固有であるというこうした区別の基準は、一見明快であるように思われる。

しかしアナロギアは神について語るためだけに使用される訳ではない。先述の動物に固有に語られる
「健康」も、アナロギア的言語使用の一例としてトマスがよく用いるものである。そこでは先のような
質料性の有無は、区別の基準として最早有効ではない。では何故「健康」は、アナロギア的とされるの
であって、比喩的ではないのか。

以上の検討を踏まえ、本発表では、アナロギア的言語使用と比喩的言語使用とを区別する基準につい
て、トマスのテキストに即して検討する。特に注意したいのは、両者とも何らかの類似を通じて関係す
るものどもに使用されるという点で共通するが、その類似が関係するものどもにとってどの程度本性に
関わるものであるか、という点である。この点を明らかにすることで、トマスにおける言語使用の意味
論と言い得るような体系性を見出す可能性を探る足がかりとしたい。
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トマス・アクィナスにおける永劫の問題

慶應義塾大学　菅原領二

中世哲学において，「永劫（aevum）」という概念がある。この概念は，神に対応する時間様態である
「永遠（aeternitas）」と物体的被造物に対応する「時間（tempus）」の間に位置付けられる第三の時間
様態であり，天使等の霊的実体や天体に対応する。このように永遠と時間から区別された永劫概念は，
中世において，具体的には 13世紀に成立したものである 1) 。

さて、かつて中世哲学研究において、永劫概念それ自体が研究対象になることは稀であり、その重要
性も指摘されてこなかった。しかし Suarez-Naniの 1988年の研究は 2)，中世哲学が天使を認める存在
論であることを根拠に、永劫概念の研究の意義を強く主張した。そして 1996年の Porroの研究や 3) ，
2001年の Foxの研究は 4) ，永劫概念そのものが研究対象になりうるということを示すとともに，永劫
研究の端緒を開くものであった。これらの研究は当時の永劫の理解の仕方がふた通りに分岐する，とい
うことを示していた。一方はボナヴェントゥラやオリヴィのように，永劫を部分を持つものとして，い
わば線分のように理解する仕方であり，他方はトマスのように，部分を持たない，いわば点のように理
解する仕方である。このように，近年の研究は中世の永劫に関する大きな枠組みを明らかにしてきた。

このような研究動向の元で，本研究は考察対象をトマス・アクィナスに限定することによって，永劫
概念を微視的に論じる。それにあたって，先行研究の次の議論を下敷きにする。先に言及した Porroと
Foxの研究は，トマスにおける永劫概念を扱う中で，次の共通点を持っていた。それは，トマスの永劫
概念が，初期の『命題集注解』と後期の『神学大全』において思想的に異なると主張する点である。例
えば Porroによれば 5) ，これら二つの著作において，トマスの永劫と永遠の区別の基準が異なってい
る。より具体的には，『命題集注解』における永劫と永遠の区別は，それらが尺度する存在が，他のも
のに依存するかどうかに基づく。すなわち，永遠は他のものに依存しない存在と関わるのに対して，永
劫は他のものに依存する存在と関わる。他方で『神学大全』における永遠と永劫の区別は，それらが尺
度する存在が，付帯的な変化と関わるかどうかに基づく。すなわち，永遠によって測られる存在はいか
なる点でも変化と関係を持たないのに対して，永劫によって測られる存在は変化しないが，変化がそれ
に結びつけられる（conjungi）。本研究は，このような Porroや Foxに代表される断絶的解釈を批判的
に検討することを通して，トマスの永劫概念が彼らの解釈とは異なり，一つのモデルへと統一されるこ
とを示す。

1) Cf. P. Porro. Forme e modelli di durata nel pensiero medievale, Leuven University Press, Leuven, 1996.
2) Cf. T. Suarez-Nani. Tempo ed essere nell’autunno del medioevo, B.R.Grüner Publishing Co, Amsterdam, 1989.
3) Cf. P. Porro. Ibid.
4) R. Fox. Time and eternity in Mid-Thirteenth-Century Thought, Oxford University Press, Oxford, 2006.
5) Cf. P. Porro. Ibid.
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エックハルトにおける存在と本質の区別について

早稲田大学　西村雄太

マイスター・エックハルト（c.1260-1328）は『創世記比喩解』第 34節において、「存在せしめるも
の」（id quo res est / quo est）と「それであるところのもの」（id quod res est / quod est）とが被造
物における二つの原理であるとし、両者をそれぞれ「存在」と「本質・何性」という語で言い換えてい
る。この箇所を根拠として、エックハルトがトマスにおいて見受けられる「存在と本質の実在的区別」
を行ったのだ、とする見解が 19世紀のトミストであったデニフレ以来数多く提出されてきた。

しかしながら、このような見解は、エックハルトの「本質主義的性格」（Lossky）を見逃す恐れのある
ものだと言わなければならない。トマスの形而上学を「存在の形而上学」と呼ぶのであれば、エックハ
ルトのそれは「本質の形而上学」と呼ばれるべきものなのである（Mojsisch）。実際、トマスとは異な
り、エックハルトは「存在」の偶有性と「本質」の非偶有性とを強調している。このことは、エックハ
ルトがスコラ学においてしばしば議論されてきた「一切の人間が現実に存在しなくても、『人間は動物
である』は真であるか」という問いに対して、肯定的に回答していることからしても裏付けられる。す
なわち、エックハルトの場合、「人間」は、それが「理性的動物である」ということ―「本質」―を
自己自身より必然的に有しているのに対して、それが「存在している」ということ―「存在」―は
自己自身ではないものとしての神から偶然的に有している、と考えられているわけである。このような
本質主義的存在理解は、元来アヴィケンナに由来するものであるが、ガンのヘンリクス（c.1240-1293）
において、本質存在（esse essentiae）と現実存在（esse existentiae）の区別という形で独自の発展を
遂げたものである。

本発表では、このような研究状況を踏まえながら、エックハルトの存在理解について、その独自性を
明らかにすることを目指す。具体的には、⑴存在理解に関するエックハルトとガンのヘンリクスの思想
的影響関係の解明に多大な貢献を為した Quero-Sánchezの『創世記比喩解』の当該箇所についての解
釈の是非、⑵エックハルトと同じく本質主義的立場を採っていると考えられるフライベルクのディート
リヒ（c.1240-c. 1320）における「存在」の分有の三区分についての記述、⑶ 20世紀を代表するトミス
ト、コルネリオ・ファブロによるエックハルトとトマスのアナロギア解釈の相違点についての指摘など
をそれぞれ簡潔に検討する。

これらの検討を通じて、エックハルトにおいて、神であるところの「絶対的存在・純粋な存在」と被
造物の存在としての「これこれの存在・形相的存在」との関係性が、トマスとは決定的に異なる仕方で
理解されていたことを明らかにし、また、こうした理解が「あらゆる被造物は〔それ自体においては〕
一個の純然たる無である」（Alle crêatûren sint ein lûter niht）というエックハルトのプラトン主義的・
イデア主義（idealism）的な主張にも繋がっていることを明らかにしたい。
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『純粋善について（原因論）』の自己存立をめぐる議論
―新プラトン主義の知性論の行方―

龍谷大学　西村洋平

のちにラテン語に訳されて『原因論』として知られることになるアラビア語文献『純粋善について』
（『純粋善』）は、プロクロス『神学綱要』の影響を受けて成立した。本発表は、『純粋善』の知性の自己
存立をめぐる議論を取り上げる。具体的には、知性の自己知が論じられる第 14章（中世の『原因論』注
釈の伝統では 15章、対応する『神学綱要』は第 83命題）と、自己存立的な存在が論じられる第 24-25

章（同 25-26章、第 45-46命題）を中心に議論する。

手順として、まずプロクロスが理解する「自己存立的なもの」（αὐθυπόστατον）という概念を分析し、
その新プラトン主義的特徴を確認する。つぎに、『純粋善』における「自己存立」の受容と変容につい
て、テクストを解釈しつつ議論する。最後に新プラトン主義の知性論が、アラビア哲学から西洋中世思
想のなかで様々な展開を見せるアリストテレス知性論解釈の系譜の中でどのような関わりを持つのか考
察してみたい。

「自己存立」とは、その存在に固有の完全性を保証するものである。アリストテレス的な表現で言え
ば自体的な存在であるが、プロクロスが自己存立的なものとして考えているのは、非物体的で永遠的な
存在（知性と魂）である。一によって生み出された限りでの知性は、完全な一ではない。しかし、知性
は自己自身の存立の原因である限りで、知性としては完全である。この完全性ゆえに、知性は他のもの
の原因となる。自己自身の存立の原因であるあり方は、基本的に自己認識によって実現される。他方、
素材と形相からなる合成物（物体）は、その存在がつねに形相によって与えられているため、自己存立
的ではなく、自己認識もできないとされる。

『純粋善』によれば、第一原因からはじめに生み出された知性は自己認識をする。そして、この自己
認識とは自己存立的だという（第 14 章）。また、知性は形相（本質）や知を下位のものに付与する原
因・原理としての働きをする。『純粋善』の図式によれば、知性より下位の存在（魂、天体、物体など）
は、第一原因の創造という作用によって存在し、知性の働きによって形相化する。第一原因に存在を付
与された知性は、自己自身を形相化し自己を存立させると考えられる。そして、自己存立的な存在を論
じる第 24-25章では、知性が自己の原因となるのは、「その原因との関係」あるいは「原因への熟慮」に
おいてだとされる。

『純粋善』の自己存立という考えは、とりわけ「形相化」という表現にもあるように、アリストテレ
スの素材形相論の枠組みで理解されている。新プラトン主義思想はアリストテレス哲学の理解のために
利用されていると言えるだろう。本発表では、アリストテレス知性論の系譜をたどる際にも、そうした
アラビア哲学初期の傾向に目を向ける必要があることを示したい。
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神の知識と可能の本性について
―『迷える者の手引き』III:19-21より

同志社大学　神田愛子

本発表は、中世ユダヤ思想家マイモニデス（Moses Maimonides, 1135/8-1204）が論じた、神の知識
と可能の本性との関わりについて、『迷える者の手引き』（アラビア語: Dalālat al-h. ā’irı̄n、ヘブライ語:

Moreh nebukhim、以下『手引き』とする）第三部 19章から 21章を中心に考察することを目的とする。

マイモニデスは『手引き』第三部 8章から 24章において、「神の摂理」を中心的テーマに据えて論じ
ている。本箇所をレオ・シュトラウスの分析に沿ってまとめると、8章から 14章は、神の創造における
質料と悪の関係、15章と 16章は、不可能の本性と神の全能に関する哲学的見解、17章と 18章は、神
の摂理についての五者（無神論者、アリストテレス、アシュアリー派、ムウタズィラ派、ユダヤ教徒）
の見解、19章から 21章は、神の全能についてのユダヤ教徒の見解、そして 22章から 24章は、神の摂
理と試練に関するヨブ記註解を中心にした議論について、それぞれ論じられている。

今回、中心的に扱う第三部 19章から 21章において、マイモニデスは、神の知識と人間の知識は、単
に「知識」という語が同じであるだけで、全く別のものであるという趣旨の言葉を繰り返し述べてい
る。彼は 20章で、神の知識は非存在の事物をも対象として含むと述べる。つまり、この世界に存在が
生じる以前の事物について神が知っているということは、人の知識と神の知識は何ら比較することので
きない全くの別物ということである。

では、可能に関する神の知識はどうであろうか。マイモニデスは 17章で、人は、自らの意志で自らの
行動を決定する「自由意志」を持つことを強調する。これはつまり、20章に示唆されているように、複
数の可能性から一つの可能性を選択するのは、個々の人間の意志によることであって、神が個々人のあ
らゆる事柄を運命づけているわけでも、自然本性がすべてを決定するわけでもないということである。

他方、マイモニデス自身、15章で「可能は自然本性に限定されるべきか」と問うており、また第二部
28章では、神がある者に特定の意志を起こさせる可能性を示唆し、29章では、ダニエルの三人の同僚
が燃える炉から助け出される話に言及する。つまり、自然本性を覆すような出来事について、我々はい
かに理解すべきかとの問題が生じるのである。

発表においては、第一に、『手引き』第三部 17章での神の摂理に関する五者の見解を取り上げること
により、本発表全体の枠組みを提示する。第二に、第三部 19章と 20章での一般民衆、哲学者、ユダヤ
教徒の、神の知識の範囲に関する三者の見解を比較し、マイモニデスが考える神の知識について検討す
る。第三に、彼の捉える「可能」とは何かについて、第三部 20章における議論を中心に、関連する他
の章に言及しつつ検証する。そして第四に、神の知識と自然本性を覆す出来事との関係をいかに理解す
るのか、マイモニデスの問題意識とその意義を踏まえつつ、『手引き』の関連箇所から考察する。
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クザーヌスにおける「否定神学」の意義
―『知ある無知』を中心に―

天理大学　島田勝巳

今日，クザーヌス研究において従来優勢だった『知ある無知』（De docta ignorantia, 1440,以下 DDI）
の「否定神学的読解」が根本的な再考を迫られている。事の発端は，1995年にドイツの中世学者フネ
ン（Maarten J. F. M. Hoenen）が匿名の草稿（Eichstätt Cod. St. 687）を発見したことにある。フネ
ンはこの草稿に，DDIの第二巻にある文章と逐語的に類似する文章を見出し，それが DDIの中核的議
論の原型（Vorlage）を成したとの結論に達した。

さらに近年，米国のＤ. アルバートソン（David Albertson）が，フネンによる発見とその議論を批
判的に継承しつつ，シャルトル派の他の資料から新たな光を当てることで，クザーヌス思想をシャルト
ルのティエリの受容史に位置づけるという斬新な議論を提示した。これはクザーヌス思想全体を，一種
の「数学的神学」として読解しようとする試みである。

本発表では，クザーヌス研究におけるこうした新たな展開を踏まえた上で，DDIにおける否定神学理
解に，アルバートソンの議論とは別の角度から光を当ててみたい。そこで導きの糸となるのが，クザー
ヌスが『知ある無知の弁明』（Apologia doctae ignorantiae, 1449，以下 ADI）において語る，船上での
啓示体験をめぐる次のような「告白」である。「友よ，私は告白する。あの高みから私がこの思想を受
け取った当時，私はディオニシオスについても，またいかなる真の神学者たちについても注視していな
かったことを」。（“Fateor, amice, non me Dionysium aut quemquam theologorum verorum tunc

vidisse, quando desuper conceptum recepi;”）注目すべきは，クザーヌスがここで，擬ディオニシオ
スや「真の神学者たち」による影響についてはもとより，1438年から 1449年の間にその理解に何らか
の変化が生じたことを自ら示唆しているという事実である。つまりそれは，1440年代におけるクザー
ヌスのディオニシオス解釈や否定神学理解を探るうえでも重要な発言なのである。

ところで，DDI 第 1 巻第 26 章においてクザーヌスは，「肯定」（affirmatio）／「否定」（negatio）
の契機について次のように語っている。「神学的な事柄においては，否定が真であり肯定が不十分で
あることは明らかである。」（“... manifestum est, quomodo negationes sunt verae et affirmationes

insufficientes in theologicis;”）一方で彼は，同巻第 4章では「……＜絶対的に最大なるもの＞は……
あらゆる肯定を超えていると同時にあらゆる否定をも超えている」（“... maximum absolute ... super

omnem affirmationem est partier et negationem.”）とも語っている。つまり，前者では肯定に対す
る否定の優位性が語られる一方で，後者では神の絶対性がその両契機を超えるものとされている。これ
らの発言から判断すれば，DDIにおけるディオニシオス解釈，特に肯定／否定神学の理解には，明白な
齟齬が見られることになる。

問題は，クザーヌス自身がこうした齟齬について必ずしも自覚的ではなかったという点にある。した
がって，先の ADIにおける彼の「告白」は，DDIにおける否定神学的思考の揺れの本質を明らかにす
ることで，より明確な意味を帯びてくるものと思われる。こうした考察は，DDIに対する従来の「否定
神学的読解」の前提に根本的な疑義を呈する共に，アルバートソンの「数学的神学的読解」においては
あくまでも限定的な扱いに留まっている，ディオニシオス的否定神学思想の影響の深度を改めて測ろう
とする試みでもある。
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ドゥンス・スコトゥスの形相的区別について

東京大学　本間裕之

ドゥンス・スコトゥスの思索の有する精妙さの一つとも言うべき「形相的区別」distinctio formalis

は、通常、事物と事物との間に置かれ、知性の関与なしに、実在の世界において存する「実在的区別」
distinctio realisと、ある事物について、ただ知性においてのみ作り出される「観念的区別」distinctio

rationisとの中間に位置する区別として整理されている。この形相的区別は、魂論では知性と意志との
間に、形而上学では例えば個体化の原理と種的本性との間に、神学では神の三つのペルソナの間に設定
されるなど、彼の哲学体系の様々な領域における議論を理解するための鍵概念となっている。その意味
で形相的区別は、スコトゥス哲学を特徴付けている極めて重要な学説であると言うことができるであろ
う。それゆえ、彼の哲学上の理論の多くを理解する上で、形相的区別についての学説を正確に理解して
おくことが必要である。

このようにスコトゥスの思索において中心的な位置をしめている形相的区別は、しかしながら、その
知名度とは裏腹に、その内実について十分な解明がなされていないと思われる。なるほど、一般的なス
コトゥス解釈において、形相的区別は以下のように二つのしかたで特徴付けられている。(1)実在的区
別と観念的区別との中間に位置する形相的区別は、実在に根ざしつつも、知性との関わりを有する区別
である。また、(2)形相的区別は、「形相性」formalitasや「存在性」entitasあるいは「事象性」realitas

と多様な名で呼ばれる何らかのものの間に設置されるものである。だが、これらの特徴付けだけでは、
この区別そのものの積極的な内実は不明である。本報告の目的は、この説明に対して更なる分析を加え
ることで形相的区別を特徴づけ、この精妙な区別についての積極的な特徴付けを与えることによって理
解を深めることである。そのために採られるアプローチは主に以下の二つである。

一つには、スコトゥスが形相的区別を用いて行っている実際の議論を分析することである。主著『オ
ルディナティオ』において、形相的区別を用いている幾つかの議論を比較して検討することで、形相的
区別の学説が示していることがらを抽出することを目指す。もう一つは、彼の初期の著作とされる『イ
サゴーゲー問題集』に注目し、形相的区別がスコトゥスによって導入される動機を考察することで、こ
の区別がいかなる役割を果たさねばならないのか、という視点から形相的区別を特徴付けを試みる。そ
の際、これらの二つのアプローチは、スコトゥスが探求において用いている形相的区別に纏わる一連の
諸概念がいかなるステータスを有しているのか、ということに細心の注意を払いつつ遂行されねばなら
ないであろう。最終的には、これら二つのアプローチによって得られた理解をもとに、スコトゥスが用
いている「形相性」（あるいは「存在性」ないし「事象性」）という概念について、その内実が何である
のかを示唆し、その上で「形相性」という概念に着目することを通して、スコトゥスの思索の特質を浮
かび上がらせたい。なぜなら、スコトゥス以降、その内実が変質してゆくこの概念によってこそ、スコ
トゥス独自の真理概念の意味が明らかになると思われるからである。
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動詞 estは単なるコプラか
―ドゥンス・スコトゥス『命題論問題集第二』1巻 5問とその前史

北海道大学　古舘恵介

ドゥンス・スコトゥスはアリストテレス『命題論』の註解書である『命題論問題集第二』1巻 5問に
おいて、「動詞 estは主語と述語の単なるコプラ（繋辞）であるか」という問題を立てている。この問題
に対する諸説の検討の後に示されるスコトゥスの解答の中心部分は次のとおりである。

動詞 estは、第三のものを述語づけるとき、固有には、主語でもなく、主語の部分でもなく、述語
でもなく、述語の部分でもない。そうではなく、述語が現実的に (secundum actum)主語と同じ
であることを表示している。（29節）

すなわちスコトゥスによれば、ラテン語の be動詞である estは、主語でも述語でもないという点で
確かにコプラであるが、固有の表示内容として、「述語が現実的に (secundum actum)主語と同じであ
ること」を表示しているという。

この、一見したところはごく当然のことを言っているだけのような動詞 estの規定は、『命題論』の
解釈の歴史を踏まえると、非常に画期的なものとして浮かび上がってくる。そこで本発表ではラテン語
圏の主要な命題論註解書の中で論じられる動詞 estについての解釈の歴史を、ドゥンス・スコトゥスを
頂点に据え、ボエティウスとトマス・アクィナスをその前史として描いてみたい。

ボエティウスは動詞 estの固有の表示内容として、後代のトマスやスコトゥスほどには明確に一個の
概念を打ち出していない。そのかわりボエティウスは、コプラ文を含む命題一般の成立条件を論じる
中で、「命題の力」 (vis propositionis)という文法的な概念を用いており、これが動詞 estの解釈にお
いても重要な役割を担っている。これに対してトマスは、動詞 estの固有の表示内容として、「現実性」
(actus, actualitas)という概念を打ち出しており、そのかわり「命題の力」のような文法的な概念は用
いていない。そしてスコトゥスはさらにその「現実性」という概念を練り上げ、トマスが「事物」 (res)

という言葉によって表現していたことがらをも「現実性」という言葉によって表現しようとしている。
また、ボエティウスやトマスは動詞 estを論じるに当たって、一般に命題が真偽を表示するということ
に注目していたが、スコトゥスの議論には真偽ということがあまり前面には出てこなくなっている。

以上の流れを踏まえ、本発表においては最終的に、「命題の力」、「コプラ」、「存在」、「事物」、「真偽」、
といった、動詞 estを論じるのに不可欠な諸論点がすべて、スコトゥスにおいて「現実」という言葉の
中に集約されていく過程を明らかにしたい。
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第 66回大会　シンポジウム

中世における原罪論の諸相
――教父の聖書解釈を中心に――

【特別報告者】：宮本　久雄（東京純心大学）
【提題者】：出村　みや子（東北学院大学）

佐藤　真基子（富山大学）
山 田 　 望（南山大学）

【司会】：矢内　義顕（早稲田大学）

企画の趣旨
聖書的人間像の最たるものは「神の像としての人間」である。しかしこの「像」の本性が「毀損・破
壊されている」という理解もまたキリスト教において――とりわけ西方で――根本的であった。自罪以
前に人間には罪への傾きがあり，罪の結果としての悲惨さのなかで個人の生と人類史が完成に向けて紡
がれていくという思惟は，強調点こそ違えながらも，伝統的人間観と世界観の大枠となっている。だが
「原罪」で示されている事柄の本質を捉えることは――それが「イエス・キリストは万人の救い主であ
る」という「キリスト教の根本使信の前提」であるにも関わらず――今なお神学の課題であり続けてい
る。また神学という学問領域を超えても，人間の行為が技術力を背景にかつてない力を獲得した今日，
「無力」という言葉で語りつくせぬ人間の悪と悲惨の根底についての言説を顧みる責務が，人文研究に
はあるであろう。こうした点に鑑み，2017年度・2018年度の大会で「中世における原罪論の諸相」を
メインタイトルとするシンポジウムを企画することとした。この主題を扱うには広範な時代を射程に据
えることを要されるのだが，今年度はキリスト教古代を，次年度はラテン中世を扱う。また原罪論の深
化にフェミニズム神学・ジェンダー論が寄与していることに鑑み，2か年を通してキリスト教思想にお
ける女性の位置付けについても眼差しを向けていく。

カトリックの教義史からすれば「原罪」の教義は，トリエント公会議がアウグスティヌスの醸成した
原罪理解を，『原罪についての教令』として確認したものである（1546年）。第二ヴァティカン公会議前
より諸側面から再吟味を迫られている教令ではあるが，この教令の制定の経緯はプロテスタントも重視
するアウグスティヌスの著述が，後の原罪論に決定的な影響力を持っていたことを如実に示す。アウグ
スティヌスの原罪理解は，彼の個人的経験と「自由意志論争」もさることながら，アレクサンドリア伝
承の受容に裏打ちされていた。そこで，特別報告で宮本久雄氏に広やかな視野を開いていただいた後，
シンポジウムでは，アウグスティヌスにおけるオリゲネスの聖書解釈の受容と変奏，アウグスティヌス
が見る堕罪後の人間の自己疎外と神からの疎外，ペラギウスおよびペラギウス派の聖書解釈と「自由意
志論争」の史的脈絡についての提題へと進む。活発な質疑応答で、本企画が実り豊かなものとなれば幸
甚である。

［2017-18年度シンポジウム企画委員：出村みや子，佐藤真基子，佐藤直子（文責）］
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【シンポジウム特別報告】

木の実の誘惑
――創世記と告白――

東京純心大学　宮本久雄

中世における原罪論が様々な位相で語られるにしても，それらの拠って立つ原テキストは「創世記」
の二ー三章であろう。本報告はまずその原テキストを吟味し，次に西欧キリスト教の伝統において原罪
論に多大の影響を与えたアウグスティヌスのテキストを考察し，その現代的意義に一言ふれてみたい。

「創世記」のテキストは物語の形で，神がアダムに善悪の木の実の捕食を禁ずる掟の提示（二章 15

節）と蛇に誘惑され木の実を食べた女とアダムの掟破りが筋となっている。この周知の物語においてわ
れわれは，蛇が神の言葉を言い変えたり，全面的に否定するという神の言葉の文法破りに注目したい。
その言語用法にて際立つ点は，女に「神のようになる」と言っていることなのである。それは神の言葉
を全面否定し，人を神に仕立て上げる倒錯，神と人間の関係を虚無とする言詮である。この点にまず注
目したい。次に二ー三章は神話的物語であるからアダムも女も生々した個人的主人公として登場してい
る。しかしアダムが元来人間を意味する集合名詞であり，女もエバと命名される以前の一般名詞である
と考えると，彼らの善悪の木の実を食べる行為には，人間性全体がすでに含意されている。それが人間
の原罪と呼ばれる由縁であろう。人間が神になるというヒュブリスが，人間に集合人格的に侵食したの
である。

さて話を中世における原罪論にもどすと，アウグスティヌスのそれは，諸相中の大位相といえよう。
われわれはアウグスティヌスの原罪論に関わると思われるテキストを渉猟できないので『告白』中「梨
の実の盗み」（第二巻四章）の物語をとりあげたい。『告白』は周知のように自伝というよりも，神への
告白，讃美を主筋とする物語ジャンルに入るであろう。もし讃美が自己を無にして神を讃える言語用
法であるなら，『告白』は絶えざる自己無化（ヒュブリスとは逆），つまり回心の道行きに外なるまい。
従ってこの「梨の実の盗み」のエピソードは，人間の原罪性をえぐり出して告白し，神に回心する讃美
とも読みとれる。それはどのようなことか。今はこの物語を読解してみよう。

盗みは十誡の「汝盗む勿れ」という掟違反である。アウグスティヌスはその盗みが掟違反でも，盗み
の目的が善美な果実で空腹を満たすというそれ自体善き目的のためであるならば，ある形相・実在性
をもつという。しかし彼は盗んだ梨の実を豚か何かに放り投げたかした。むしろ盗みの行為が面白く
て盗んだ。つまり盗みを自己目的にしたという。だから目的なき盗みは何らの実在性をもたない。彼
は問う。「お前（盗み）は，こうして話しかけることのできるような，実在するものなのであるか」（六
章）と。彼はさらに問う。「内容空虚な自由を模倣し，うすぐらい仕方で神の全能をまねた気にでもな
るためだったのでしょうか」（六章）と。しかもアウグスティヌスは，仲間と盗むことがなければ盗ま
なかったと述べている。以上のように盗みには，神の掟の違反，従って神の正義の模倣という仕方で神
の如くなるという傲慢，目的の否定，行為自体の虚無性，他の仲間との罪悪でのつながりなどが洞察さ
れる。こうして善悪の木の実の食と梨の実の盗みは重なり合ってくる。このような原罪の読解が現代の
根源悪の超克にどのような意義をもつのだろうか。問いは続く。
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【シンポジウム提題】

アウグスティヌスの原罪論におけるオリゲネスの聖書解釈の影響
東北学院大学　出村みや子

今回の発題の目的は，古代末期の二人の神学者オリゲネス（185 頃-254 頃）とアウグスティヌス
（354-430）を取り上げ，ペラギウス論争における原罪論の成立の経緯について，両者のパウロ解釈に焦
点を当てて考察することにある。両者は古典古代の文化的伝統とヘレニズム世界の多様な宗教思想が併
存・競合する古代末期にあって，聖書解釈を通じてキリスト教信仰の確立に多大な貢献をした聖書解釈
者，神学者であり，それぞれ東方教会と西方教会の神学的伝統の成立に多大な影響を与え，その影響は
様々な形で現代世界にまで及んでいる。今回アウグスティヌスの原罪論の問題をシンポジウムの共通
テーマとして取り上げるのは，ペラギウスおよびその後継者たちと激しい論争を展開する中で形成され
たアウグスティヌスの原罪の理解が，その後の教会史に大きく作用しているためであり，特に最近の研
究者たち（Ｅ．ペイゲルス，Ｊ．メイエンドルフ，Ｈ．キュンク等）は，アウグスティヌスが人類の罪
の起源に関するそれまでの聖書解釈の伝統を超えて独自の解釈を読み込んだために，その後の教会史に
おける性の抑圧と女性蔑視の問題に責任があることを指摘している。

アウグスティヌスの神学形成にオリゲネスの聖書解釈がどのような影響を及ぼしたのかを主題とする
研究は少なく，このテーマに研究者が関心を示したのは比較的最近のことである。それにはいくつか理
由があり，第一にアウグスティヌスがギリシア語を理解しなかったために，両者の関係を資料面から明
らかにすることが困難であると思われていたためであり，第二にアウグスティヌスが神学活動を行って
いた時期に，オリゲネスとその後の彼の神学の評価を巡る論争（オリゲネス論争）においてしばしば
論争の的となっており，400年にローマのアナスタシウスによって異端宣告がなされた時期とアウグス
ティヌスの活動期が重なっていたためである。そのためにアウグスティヌスにおけるオリゲネスの神学
の影響を主題としたこれまでの研究では，哲学的傾向を持つ初期アウグスティヌスの著作にはオリゲネ
スの影響が確認されるものの，その後のアウグスティヌスは独自の神学的発展を遂げたと考えられて
きた。

しかし四世紀のオリゲネス論争の経緯を，当時の教会人たちの複雑なネットワークの相互関係を通
じて明らかにすることを試みたＥ．クラークの The Origenist Controversy: The Cultural Construction

of an Early Christian Debate, Princeton University Press, 1992の刊行以降，後のアウグスティヌスの
神学形成においてもオリゲネスの神学的影響を無視することは出来なくなった。特にオリゲネスとア
ウグスティヌスの影響関係の問題をパウロ解釈に焦点を当てて具体的に裏付けたＣ．バンメルの研究
（“Augustine, Origen and the Exegesis of St. Paul”, in Augustinianum 32, 1992, pp.341-368）は，オ
リゲネスとアウグスティヌスにおけるパウロのローマ書解釈に焦点を当てて両者の解釈を比較検討する
ことで，古代教会における原罪論の発展を辿るための視点を提供するものであり，さらにＤ．キーチの
最近の研究（The Anti-Pelagian Christology of Augustine of Hippo, 396-430, Oxford, 2012）には，アウ
グスティヌスの原罪論の形成に対するオリゲネスの神学的影響がパウロ書簡に限定されないことが示さ
れている。

以上の研究状況を踏まえて，本提題ではペラギウス派の論駁に着手した当初に執筆されたアウグス
ティヌスの『罪の報いと赦し（De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum）』に焦点
を当て，アウグスティヌスの原罪論の形成においてオリゲネスの聖書解釈および当時のオリゲネス主義
論争がどのような影響を及ぼしたかについて明らかにしたい。
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【シンポジウム提題】

アウグスティヌスにおける楽園神話解釈に基づく人間観の形成
――「嘘」の概念に注目して

富山大学　佐藤真基子

「こうした情欲〔意志したとおりに動かされるのではない性欲〕をひどく恥じるのは当然のことだし，
何かそれ自体で動いたり動かなかったりして必ずしも私たちの判断どおりにはならない肢体が「恥部」
と言われるのも当然だ。こうしたことは，人間が罪を犯す前には生じなかった」（『神の国』第 14巻第
17章）。「堕罪後、〔人間は〕追放され、自らの後裔にも死と断罪の罰を帰した。彼は罪を犯すことで，
いわば根元である自らにおいてその後葉を害したのだ。そうして彼と，彼を罪に導き共に断罪されたそ
の妻に由来するすべての子孫は，肉の欲望をとおして原罪を引き継いでいる」（『エンキリディオン』26

章）。――人間の性欲をアダムとイブの犯した罪に関係づけるアウグスティヌスの議論は，性欲ないし
性を否定的にとらえる人間観の土台とみなされる。Ｋ．アームストロング（1986年）は，原罪について
の教義が，セクシュアルな存在としての女性を嫌悪する西洋の女性観の土台となっており，その教義を
定型化した者としてアウグスティヌスを位置づけた。Ｈ．キュンク（2001年）もまた，「特にアウグス
ティヌスは、西欧の神学と教会におけるセクシュアリティの抑圧に責任がある」（矢内義顕訳 2016年）
と，批判的に述べている。

性欲と原罪をめぐるアウグスティヌスの議論は，特にペラギウス派を論駁する文書において展開され
ている。そのペラギウス派が司教会議で異端と判断されたことが，アウグスティヌスの原罪論に中世以
降の西方教会の思想形成に対する影響力を与えたことは確かであろう。しかしＰ．リグビー（1999年
& 2015年）が明示しているように，アウグスティヌスは，性欲その他人間の欲と原罪をめぐる議論を，
既にペラギウス論争に先立ち『シンプリキアヌスへ』（396年）や『告白』（397-401年）おいて展開して
おり，初期および中期の著作において，後期のペラギウス派論駁著作群における議論の思想的土台を見
出すことは可能である。そして先行研究においては特に，『シンプリキアヌスへ』もその一つに含まれ
るパウロ書簡の解釈が彼の原罪論をどのように形成しているかについて，多くの検討がなされてきた。

先行研究における，アウグスティヌスの原罪論を形成する彼のパウロ書簡解釈への注目をふまえつ
つ，本発題において発表者は，394年頃から開始される一連のパウロ書簡解釈著作群に先立ち，すでに
389年に執筆された『マニ教徒を反駁する創世記注解』において，後の『告白』第 10巻後半でも展開さ
れる，性欲を含む人間の欲の制御し難さの原因をアダムとイブの罪に見出す理解が形成されていること
を示す。発表者は 2010年の中世哲学会において，アウグスティヌスが『告白』第 10巻において自らの
欲の把握し難さ，制御し難さを，「嘘」の概念と関係づけていることを論じた。本発表においてもこの
「嘘」の概念に注目することによって，欲についての彼の議論の背景に，アダムとイブの神話解釈があ
り，その解釈が，パウロ書簡解釈とともにアウグスティヌス独自の人間観とその原罪論に展開している
ことを明らかにする。
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【シンポジウム提題】

ペラギウス派による原罪論批判の本質と課題
――悪は「善の欠如」であるか？――

南山大学　山田望

西方教会は，418年に開催されたカルタゴ教会会議において，アウグスティヌスの原罪論を正式な教
理として採択すると共に，その原罪を否定し，それを赦すための幼児洗礼を否定する者として，ペラギ
ウス派の排斥を決議した。爾来，ペラギウス派は，人間の自然本性や自由意志の壊廃，それを癒すため
の神から特別に注がれる恩恵を認めようとしない「恩恵の敵」，「傲慢な功績主義者」として西洋キリス
ト教最大の異端者であるとの不名誉な烙印を押され続けてきた。

ところが，20世紀初頭に，Ａ．スーターらによって，長らくヒエロニュムスやアウグスティヌスのも
のとさえ見なされてきたパウロ書簡註解や女性に宛てた書簡群が，実はペラギウスやその弟子達のもの
であったことが証明され，ペラギウス派の非論駁的文書の復元が実現したことにより，ペラギウスやペ
ラギウス派に対する評価は大きく見直しを迫られることとなった。その後，この 20年ほどの間に，ペ
ラギウス派研究はさらに大きく進展し，ペラギウス派内部にかなりの多様性のあったことが明らかとな
り，ペラギウス自身の神学的・司牧的意図が再評価され，ペラギウス派に好意的な，あるいはペラギウ
ス派の復権の可能性さえも示唆する研究が見られるようになった。

ペラギウス派研究を推進させることとなった要因の一つは，西方側で教理化され，中世以降，西洋キ
リスト教神学の重要な要となってきたアウグスティヌスによる原罪論が，キリスト教古代の教理確立に
重要な役割を果たした東方教会においては全く教理化されておらず，ほとんど顧みられてこなかったと
いう歴然たる事実である。今日では，正統か異端かという択一的な評価を巡る議論ではなく，アウグス
ティヌスと，ペラギウスあるいはその弟子であったユリアヌス，双方の神学・人間学がどのように異な
る系譜に属するものであったのか，両者の神学的・哲学的思考の違いとその違いを生み出した思想・文
化的背景の相違を浮き彫りにしようとする研究が主流となりつつある。

本発表では，以上の経緯を踏まえ，まず，ペラギウス派の聖書解釈から伺える，恩恵論の要となる模
倣論の基本構造を明らかにしながら，それは，アウグスティヌスがマニ教による悪の実体論から解放さ
れる契機となった新プラトン主義的「善の欠如」としての悪理解とは全く異なる思考的枠組みであった
ことを示したい。続いて，ユリアヌスとのアウグスティヌス最晩年の論争を取り上げ，堕落したと見な
される自然本性の中でも，性愛（性欲・情欲）を悪と結びつけた点が，アウグスティヌスの原罪論の人
間論的特徴であり，まさしくその点で，ユリアヌスの人間論とは決定的に齟齬を来すものとなったこと
を明らかにする。最後に，ペラギウス派による原罪論批判の本質を明らかにするところから派生する原
罪論を巡る課題について指摘する。また，余裕があれば，ペラギウス派の排斥は，神人学における異な
る思考の枠組みの衝突による結果であったと同時に，いずれの枠組みを採択すべきかとの歴史的・教会
政治的力学が働いた結果でもあったことに言及したい。
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会場案内（岡山大学　津島キャンパス）

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

• http://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_4.html

■ 推奨交通手段

• JR岡山駅から

▶ 岡電バス「47系統」〈岡大西門経由岡山理科大学行〉に乗車
▶「岡大西門」にて下車

• 岡山空港から

▶「岡山空港 2番乗り場」から〈岡山駅運動公園口（西口）〉に乗車
▶「岡山大学筋」にて下車

■ 岡山マラソン 2017の交通規制等の情報

• https://www.okayamamarathon.jp/
※ JR岡山駅から徒歩 30分ほどですので，あまりに混雑している場合には，徒歩の方が早いか
もしれません。
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2　キャンパスマップ

■ 会場等について

• 【研究大会受付・発表会場】文法経講義棟（N4）2階　 20番講義室
• 【会員控室】文法経講義棟（N4）2階　 21番講義室
• 【評議会・編集委員会】文法経講義棟（N4）2階　 25番講義室
• 【懇親会会場】岡大生協食堂「ピーチユニオン」（E1）4階

■ 昼食について

• 岡大生協食堂の「マスカットカフェテリア」（N11），「ピーチカフェテリア」（E1）は土日と
もに営業しています。
•「Ｊテラスカフェ」（W17）は土曜日のみ営業しています。
• 〈岡山大学筋〉バス停付近には，コンビニエンスストアが多数あります。
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