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中世哲学会 第 67回 総会・大会 プログラム
　　 1日目（11月 10日 土曜日）

受付開始 9:00

開始 終了 発表者 題目 司会者

9:30 10:20 アダム・タカハシ アヴェロエス「知性単一説」とその批判：再考 小村 優太

10:20 11:10 芝元 航平 トマス・アクィナスの「第三の道」における必然性の問題 松根 伸治

11:10 12:00 志田 雅宏 中世ユダヤ教におけるキリスト教論駁と福音書翻訳 矢内 義顕──ヤコブ・ベン・ルーベン『主の戦い』──

12:00 13:00 昼休・評議会

13:10 14:00 松澤 裕樹 クヴェードリンブルクのヨルダンのラテン語説教におけるエックハルトの影響 長町 裕司

14:00 14:50 袴田 玲 トマス・アクィナス説教 18「地は芽生えさせよ (Germinet Terra)」 井上 淳におけるマリア論とその可能性

14:50 15:40 野邊 晴陽 トマス・アクィナスにおける「善」の基礎づけについて 荻原 理

15:40 15:50 休憩

15:50 16:40 須藤 英幸 人間は utiの対象か fruiの対象か 菊地 伸二──アウグスティヌスにおける隣人愛の思想──

16:40 17:30 波多野 瞭 秘跡の霊印と権能に対する認識を巡る 13世紀中葉の議論 松村 良祐──ボナヴェントゥラと初期トマスを中心に──

17:30 18:20 矢内 義顕 【特別報告】中世における原罪論の展開 出村みや子──アンセルムスからトマス・アクィナスへ──

18:40 20:40 懇親会

　　 2日目（11月 11日 日曜日）
受付開始 9:00

開始 終了 発表者 題目 司会者

9:30 10:20 千葉 惠 アンセルムスの神の存在論的論証 山内 志朗──啓示神学と自然神学を媒介する「理解」──

10:20 11:10 小川 量子 ドゥンス・スコトゥスにおける自由と正義 辻内 宣博

11:10 12:00 若松 功一郎 エックハルトにおける存在 (esse)と知性認識 (intelligere)との関係 川添 信介──非トマス主義的知性論の伝統を踏まえて──

12:00 13:00 昼休・編集委員会

13:10 14:00 関沢 和泉 文法学は子供の如く、論理学は大人の如く、そして音楽は。 岩熊 幸男──ロジャー・ベーコンにおける人間の自然本性と言語、音楽──

14:05 14:55 総会

15:00 18:00

シンポジウム：中世における原罪論の諸相──ラテン中世における展開

山口 雅広 トマス・アクィナスの原罪論──彼のキリスト教的人間観の一面──

鶴岡 賀雄辻内 宣博 神の自由意志の絶対性──オッカムのウィリアムにおける原罪論から──

佐藤 直子 ヒルデガルトの視る「原罪」── Scivias を中心に──

大会・総会会場：ブリット記念ホール（4号館 3階）
会員控室： 4-4教室（4号館 3階）
懇親会場：学生食堂カフェ・ジャスミン（4号館 1階）

（場所の詳細については pp.20-21をご参照ください。）



アヴェロエス「知性単一説」とその批判：再考

東洋大学　アダム・タカハシ

中世において最も権威あるアリストテレスの「註解者」(Commentator)であったアヴェロエス
（イブン・ルシュド）(1126-1198)は、『「霊魂論」大註解』のなかで、のちに「知性単一説」と称さ
れることになる主張を展開した。その主張は、哲学史の常識のなかでは、悪名高い説として言及
されることが多い。実際、中世から初期近代にかけての西欧の知識人たちは、アヴェロエスの説
をアリストテレスの考えを歪めるものとして執拗に批判した。
だが、『「霊魂論」大註解』を読み進めると、「知性単一説」とはアヴェロエスにとって自身の註

解の「結論」であったのではなく、むしろアリストテレスの議論で示された二・三の原則を述べ
直したものに過ぎないことがわかる。つまり、アヴェロエスにとって「知性単一説」とは、アリ
ストテレスの知性論の原理そのものでしかなかったのである。
これまでアヴェロエスの「知性単一説」にかんする研究の多くは、それを批判したスコラ学者

の立場か、もしくはその説を諸批判のなかであえて擁護した「アヴェロエス主義者」たちの立場
からなされてきた。結果として、アヴェロエス自身がその「知性単一説」をアリストテレスのど
のような議論から導いたのか、そしてそれを原理として、どのような知性論を展開したのかにつ
いては、特に本邦においては精密な検討がなされてきたようには思われない。
本発表では、まずアヴェロエスの『「霊魂論」大註解』（特に第三巻）の議論を検討することで、

いわゆる「知性単一説」と呼ばれるものの本性は何だったのか、かつその説が人間の学知のあり方
にかんするどのような理解を背景に展開されたものかを正確に把握することを目指す。次に、そ
の議論と関連し、トマス・アクィナスによる「知性単一説」批判を、これまでの研究とは逆向きに
アヴェロエスの立場から批判的に検討することで、アクィナス以後の認識論では失われてしまっ
たものがあったとすれば、それは何だったのかを簡単に再考することにしたい。特に、「思考の対
象」としての普遍的なもの、あるいは「学知」(scientia)と、個別な「認識主体」(subiectum)と
の関係性について、アヴェロエスとアクィナスの立場ではどのような相違点が存在したのかが議
論の焦点になるだろう。
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トマス・アクィナスの「第三の道」における必然性の問題

上智大学　芝元 航平

トマス・アクィナスは神の存在証明の「第三の道」において、「必然的なもの」の必然性の第一
原因としての神の存在を論証しているが、その論証の前半部分では、感覚的経験によって捉えら
れる「存在することも存在しないことも可能なもの」が、ある時には存在しないということから
「必然的なもの」の存在が導出されている。A. KennyはThe Five Waysにおいて、トマスは『対
異教徒大全』以降、アヴェロエスの影響のもとに、アヴィセンナの必然性の理論から、「他の仕方
ではありえない」というアリストテレスの必然性の定義に基づく理論へと自らの立場を変更した
というG. Jalbertの解釈に言及している。この解釈を「存在すること」に当てはめれば、神であ
れ被造物であれ（永遠の過去から）「常に存在するもの」が、それが存在しない時がありえないと
いう意味で「第三の道」における「必然的なもの」であると解釈されるように思われる（Hintikka
のいわゆる様相の「統計的」モデル）。しかしその場合、そのような被造物の存在は哲学的には証
明されえず、信仰箇条によっては否定されるというトマス自身の創造論に基づく難点が生じるこ
とになる。トマスは実際には存在しないと信じているものを、あくまで論証のための仮設として
（特に新プラトン主義的な必然的創造論を主張するアヴィセンナへの布石として）証明の媒介にし
ているのであろうか。
さらに、トマスが、存在の必然性は神の意志の必然性に依存しており、神の存在のみに適合す

ると考えていることを示すテキストも存在する。例えば、『神学大全』第 1部第 46問題第 1項主
文では、「それゆえ、何らかのものどもが存在することが必然であるのは、神がそれらを意志する
ことが必然であることに即応している。……しかるに、上で示されたように、絶対的な仕方で語
るならば、神が自分自身以外の何かを意志することは必然的ではない。」と述べられている。
本発表では、トマスが、「必然的なもの」を「常に存在するもの」と同一視していないという立

場から「第三の道」を整合的に解釈することを試みる。この解釈では、「第三の道」における「必
然的なもの」は、自らの本性の内に非存在への可能性を含まないという意味で「必然的な本性」を
持つものである。もちろん、それは神についても（必要条件として）適合する規定である。しか
し、そのようなものが被造物である場合には、その必然性は神からの不断の「存在の付与」を前提
とした必然性であり、神が自由な意志によって存在の付与を止めた場合にはそれは無へと帰する
ものである。そのような「必然的なもの」は、被造物の場合には、信仰箇条を前提とすれば「常
に存在したもの」ではない。もっとも、そのようなものについては、生成消滅する事物のように、
それが「ある時に存在しない」ということが自らの本性に基づいて論証されることはない。この
ようにして、「第三の道」の後半部分でトマスは、そのような「自らの必然性の原因を他に持って
いる必然的なもの」について、それが（少なくとも）ある時に現実に存在する場合には、その本
性的必然性の第一原因として、あるいは、それがいかなる時にも存在しない場合には、直接的に、
「自らの必然性の原因を他に持たない何らかのもの」（これが神に必要十分に適合する規定である）
が存在しなければならないことを論証していると解釈できるように思われる。
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中世ユダヤ教におけるキリスト教論駁と福音書翻訳
──ヤコブ・ベン・ルーベン『主の戦い』──

日本学術振興会　志田 雅宏

本発表では、中世ユダヤ教における反キリスト教論争文学の傑作、『主の戦い（ミルハモート・
ハ‐シェム）』（1170年頃）を取り上げる。著者のラビ・ヤコブ・ベン・ルーベン（以下、ヤコブ）
は、イベリア半島北部から南フランスにかけてのキリスト教世界で活動したユダヤ人指導者で、本
作は（おそらく南仏で）彼がカトリックの聖職者と出会ったことがきっかけで書かれた。ヤコブ
は彼のもとで知恵を学び、やがてキリスト教をめぐる問答をおこなったのだという。実際『主の
戦い』では、「メヤヘド」（神の唯一性を証しする者）と呼ばれるユダヤ人と、「メハヘド」（否定す
る者）と呼ばれるキリスト教徒による対話形式で、キリスト教の教義についての議論が進められ
る。中世キリスト教世界の宗教論争は、パリ討論（1240年）やバルセロナ討論（1263年）など、
ラビ・ユダヤ教文学を修道士たちが攻撃し、ラビと対決する公開討論という形式で、ユダヤ人民
衆のキリスト教改宗を目的とする布教活動としておこなわれることが多い。それに対し、『主の戦
い』は、確かに布教的意図をうかがわせる面もあるとはいえ、双方が自分の意見を自由に表現し、
相手を批判することを可能にする宗教的寛容さをその背景とする点に特徴があるといえる。
『主の戦い』は全 12の「門」（章に相当）で構成される。その中心的主題は、知性とヘブライ語
聖書というふたつの証拠にもとづいて、三位一体をはじめとするキリスト教の教義の「誤り」を
指摘し、論駁することである。ヤコブはキリスト教の信仰を、①真理の認識によるものではない、
②伝統的なものではないというふたつの理由で批判し、ユダヤ人はキリスト教に改宗すべきでは
ないと主張する。その意味で、『主の戦いは』はヘブライ語聖書／旧約聖書を戦いの場とする論争
文学である。聖書の言葉の正しい意味をめぐる論争は、キリスト教の成立時期からすでにあった
が、ユダヤ教世界では文学ジャンルとしての成立は比較的遅く、『主の戦い』もその最初期の作品
として位置づけられる。
『主の戦い』の最後のふたつの「門」では、マタイ福音書がヘブライ語に翻訳され、福音書解釈
という方法でイエスのメシア性が批判される。ユダヤ教世界では、イエスを「軽薄な弟子」や「魔
術師」として描く伝承がタルムードに残されている。また、中世においては、『トルドート・イェ
シュ』という民間伝承がユダヤ人のあいだで広まり、福音書におけるイエス物語を転覆的に読み、
イエスのメシア性に侮蔑的な仕方で疑義を呈するアナザー・ストーリーが語られた。これらのユ
ダヤ版イエス伝承で試みられている転覆的読解と比べると、知性や翻訳にもとづく『主の戦い』の
批判的読解は、かなり異なる仕方で福音書のイエス物語にアプローチしているといえる。
本発表では、ヘブライ語で書かれた本作から重要な箇所を訳出し、ヤコブによる論駁の展開や

福音書の読解を具体的にたどりたい。加えて、日本ではほとんど知られていない、中世ユダヤ教
の反キリスト教論争文学というジャンルそのものについても紹介をしたい。『主の戦い』はおそら
く、日常生活のさまざまな場面におけるキリスト教徒との「論争」――何気ない会話も含めて――
に遭遇するユダヤ人たちのための指南書としての性格もそなえている。その教導的な目的を明ら
かにすることで、『主の戦い』をわれわれにとっての中世ユダヤ教の論争文学の導入としたい。
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クヴェードリンブルクのヨルダンのラテン語説教
におけるエックハルトの影響

大谷大学　松澤 裕樹

1329年 3月 27日、教皇ヨハネス 22世は勅書『主の耕地にて (In agro dominico)』を発布し、マ
イスター・エックハルト (Meister Eckhart, ca. 1260-1328)が説いた 28命題を異端もしくは異端の
疑いありと認定し、彼に対して異端宣告を下した。エックハルト断罪後、彼の神秘思想は、同じド
ミニコ会の弟子であるヨハネス・タウラーやハインリヒ・ゾイゼによって継承されたが、その思想
的影響はドミニコ会の内部に留まらず、広く中世低地ドイツ語・中世オランダ語圏の民衆へと及ん
だ。その立役者の一人が、高名な説教師として当時の民衆に絶大な影響を及ぼしたアウグスティ
ノ会士クヴェードリンブルクのヨルダン (Jordan von Quedlinburg, ca. 1300-1370/80)である。
両者の共通点は、エアフルトを中核都市とするテューリンゲン地方との深い関わりにある。エ

アフルトのドミニコ会修道院で修道生活を始めたエックハルトは、パリ大学で学芸課程を修めた
後、エアフルトの修道院長に就任し (ca. 1294-1300)、再びパリ大学に戻って神学部教授を務めた
後、テューリンゲン地方の東に位置するサクソニア管区長に就任した (1303-1311)。ヨルダンもま
た、エックハルト断罪以前、彼の思想的影響が色濃く残る都市エアフルトでアウグスティノ会の高
等神学院の講師に就任し (1327-1333)、自由心霊派やベガルド派に対する異端調査に従事した後、
サクソニア・テューリンゲン管区長に就任した (1345-1351)。エアフルトという都市でエックハル
トの神秘思想の影響を受けたヨルダンは「霊的生の教師」と呼ばれ、そのラテン語説教は中世低地
ドイツ語・中世オランダ語に翻訳されて民衆の間に広まり、「新しい敬虔 (devotio moderna)」運
動に多大な影響を及ぼした。
ヨルダンのラテン語説教におけるエックハルトの思想的影響は、ヨルダンが説教でその名を挙

げることなくエックハルトの著作から多数引用したというニコラウス・クザーヌス (1401-1464)の
証言からも窺い知れる。
ヨルダンの残存するラテン語説教の数は1000に上り、それらは全て『主日福音箇所註釈集 (Postilla

de evangeliis dominicalibus)』（通称『註釈集 (Opus postillarum)』）、『教会暦説教集 (Sermones de
tempore)』（通称『オプス・ヨル (Opus Ior)』）、『聖人祝日説教集 (Sermones de sanctis)』（通称
『オプス・ダン (Opus Dan)』）という三部作の内に収められている。
本発表では、エックハルト断罪後、ヨルダンがエックハルトの神秘思想からいかなる影響を受け

たのかという問いに答えるべく、ヨルダンのラテン語説教におけるエックハルトの引用箇所につい
て詳細に検討する。具体的には、『註釈集』におけるエックハルトの『ヨハネ福音書註解 (Expositio
sancti evanglii secundum Iohannem)』からの引用箇所と『オプス・ヨル』におけるエックハルト
の『弁明書 (Processus Coloniensis I)』からの引用箇所に着目し、エックハルトの神秘思想の核と
なる「魂における神の誕生」教説と密接な関わりを持つ彼の「神の子」理解をヨルダンがいかに
受容し、また批判したのかという点を明らかにしたい。
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トマス・アクィナス説教18「地は芽生えさせよ (Germinet Terra)」
におけるマリア論とその可能性

岡山大学　袴田 玲

本発表は、トマス・アクィナス (Thomas Aquinas、c. 1225-1274)の説教 18「地は芽生えさせ
よ (Germinet Terra)：兄弟トマス・アクィナスの至福なる乙女の誕生についての説教 (Sermo de
Nativitate Beate Virginis fratris Thome de Aquino)」の考察によって、トマスの司牧者としての
姿に光を当てると同時に、彼のマリア論の新たな側面を明らかにすることを目的とする。
『神学大全』や『対異教徒大全』といった著作を中心に彼の神学的・哲学的思索の解明に研究

者の関心が集中してきたこれまでのトマス研究に対し、近年「霊的師匠」としてのトマスの側面
に着目する研究が注目を集めている1。とくに、2014年にレオ版全集第 41巻としてトマスの『説
教集 (Sermones)』が刊行されて以来、トマスの説教の多くが容易に参照可能となり、今後は神学
者・哲学者としてのみならず司牧者・説教者としてのトマスの側面に迫る研究が世界中で加速度
的に進展することが予測される。本発表では、海外における近年の研究成果を採り入れながらト
マスの説教活動の実態を可能な限り再構成し、本邦でこれまでほとんど注目されてこなかった司
牧者・説教者としてのトマスの一面を示したい。
また、今日では聖母マリアの無原罪性──すなわち、マリアが懐胎された瞬間から原罪のすべ

ての汚れを免れていたという理解（無原罪の宿り）──を教義とするカトリック教会であるが、こ
のような理解が教義として定められるまでには歴史上様々な議論があり、クレルヴォーのベルナ
ルドゥス、カンタベリのアンセルムス、ボナヴェントゥラと並んでトマスもまたマリアの無原罪
性を否定した一人であった。先行研究の中でトマスのマリア論が議論される際には、『命題論集註
解』、『神学大全』、『神学綱要』といった神学的・哲学的著作が引き合いに出されることが多く、そ
れらの中ではトマスが「乙女マリアの最大の純潔か、万物の全的な救い主キリストの尊厳か」とい
うジレンマから逃れられておらず、それが彼の無原罪の宿りの否定につながっているという見方
が支配的であった2。それに対し、本発表で扱う説教 18「地は芽生えさせよ」においては、マリア
が原罪を被ったことの意義、そしてそこから聖化されることについて、一層肯定的な評価が与え
られ、また、マリアを通じた人類の聖化についても言及されている。このように、本発表ではト
マスの説教 18「地は芽生えさせよ」の読解を通じ、彼のマリア論を改めて検証すると同時に、そ
の東方におけるイコン論や神化論の議論への連接の可能性についても論じてみたい。

1Cf. P. Torell, Saint Thomas d’Aquin, maître spirituel, Édition du Cerf, 2017.
2稲垣良典訳、トマス・アクィナス『神学大全』第 32冊（第 3部第 27-30問題）、創文社、2007年における訳者によ

る解説 pp.144-147参照。
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トマス・アクィナスにおける「善」の基礎づけについて

東京大学　野邊 晴陽

トマス・アクィナス（1225頃－ 1274）は、『真理論』第 21問第 1項で「善 (bonum)」を説明
するに際し、第一の懐念としての「有 (ens)」には、実在的な付加はありえず、概念のみに属する
(rationis tantum)関係が付加されると述べる。すなわち善性とは、究極的には「有」という名称
が表現するところの、実在物に備わる「存在する」という現実態 (actus essendi)である。この限
りで、「善」は「事物のうちに存する (in rebus est)」のである。スタンプとクレッツマンによれ
ば、こうして見えてくるトマスの「善」理解は、倫理的自然主義を基礎づけるという (E. Stump &
N. Kretzmann, “Being and Goodness,” ed. S. MacDonald, Being and Goodness: The Concept
of the Good in Metaphysics and Philosophical Theology, Cornell University Press, 1991, p.98)。
他方でトマスは、アリストテレスに基づき「善」を「欲求されうるもの (appetibile)」とも換言す

る。これは、善性が現実態という或る完全性だからである一方、「善」が人間の知的な能力との関
係でこそ言われるものだということも示すと思われる。そもそも「善」が概念的にのみ付加するな
らば、我々が「善性」と呼ぶものは、この「善性」という名称でしか呼ばれない実在ではないこと
になる。とすると、「善」という名称で意味表示される実在が、固有には「有」という名称でこそ意
味表示されるなら、我々がその現実態を「欲求されうるもの」

、
　と
、
　し
、
　て看取しなければ、この「善」

という概念は成立しない。この限りで「善」という価値は、人間の知性との関係において初めて成
立することになる。こうした観点からみる「善」は、アールツェン (Medieval Philosophy and the
Transcendentals: The Case of Thomas Aquinas, Brill, 1996)やラモス (Dynamic Transcendentals:
Truth, Goodness, and Beauty from a Thomistic Perspective, The Catholic University of America
Press, 2012)による整理に詳しい。しかし、万物への人間の魂 (anima)の開放性を強調しつつ、人
間知性の積極的な役割に注目するあまり、スタンプ、クレッツマンが示していたような実在論的・
自然主義的なトマスの価値論が不明瞭になっていると思われる。
では、「よい」ということの根拠は、どのように説明されるべきなのか。トマスの「善」は、アリ

ストテレス由来の「現実態」という形而上学的な概念装置と「第一の懐念 (prima conceptio)」な
いし「認識の原理 (principium)」という認識理論を経ることで、双方の視座を折衷し、説明に一
貫性を与えていると思われる。実在界において現実に存在するものは全て、何らかの本性を自ら
の存在 (esse)に即して実現している。こうしたもの、すなわち諸有は、自らに備わる「存在する」
という現実態によって知性の現実化の引き金となる。このことは、裏を返せば、知性が自らを現
実化するものとして諸有を欲求しているということでもある。この点で、実在物は知性の目的た
りうることになり、「善」という名称が（最も抽象的・根本的な意味において）用いられる。すな
わち、「存在の現実態」を実在的な根拠として置き、「善」という基礎的な価値の普遍性・客観性
を確保する一方で、我々の知性がそれを第一の懐念として、すなわち知性自身を完成させるもの
として受け取るとすることで、この現実態が備わっているものを目的すなわち善と見る可能性が
開かれるのである。これによって実在するものと我々の善悪判断との関係も明示的になる。かく
してトマスの「善」は、それ自体は知性に根拠をもつ概念でありながら、究極的には実在側に基
礎づけられるような、二重に根拠をもつものとして成立するのである。
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人間はutiの対象か fruiの対象か
──アウグスティヌスにおける隣人愛の思想──

同志社大学　須藤 英幸

『キリスト教の教え』De christiana doctrina第一巻において、アウグスティヌスは、人間は使
用 utiの対象であるのか、それとも、享受 fruiの対象であるのか、あるいは、その両方なのかとい
うことを「大問題」magna quaestioとして扱っている (1.22.20)。第一巻では、まず享受と使用が
定義される。享受とは「ある事柄に対してそれ自身のために propter se ipsam愛をもって固着す
ること」であり、使用とは「もしそれが愛されるべきものならば、用いること ususにおいて、愛
するものの獲得に関連づける referreようにすること」である (1.4.4)。問題の解決は一見明瞭であ
るかのように見える。「これらすべての事柄の中で、永遠で変わることがないと我々が述べたもの
だけが、享受されるべきものであり、その他のものは、かのものを十分に享受することができるよ
うになるために使用されるべきである」(1.22.20)。したがって、ここでは、隣人が「使用の対象」
と見なされている。
ところが、『キリスト教の教え』1.32.35では「［神］において互いに十分に享受する inuicem in

ipso perfruamur」と、1.33.37では「神において人間を享受する homine in deo frueris」と表現
される。同様に、『三位一体論』De trinitate でも、「（我々より）下等なものは神に向かって ad
deum使用されるべきであるが、同等なものは神において享受されるべきである fruendum sed in
deo」(9.8.13)と述べられる。O. O’Donovanによれば、『キリスト教の教え』1.32.35～1.33.37で
は、人間が「享受の対象」として捉え直されていることになる (“Usus and Fruitio in Augustine,
De Doctrina Christiana I,” JTS 33.2 (1982): 361-397)。一方、L. Verheijenによれば、アウグス
ティヌスの思想は一貫したものであり、人間が「使用の対象」および「享受の対象」として二重的
に捉えられることになる (“Le premier livre du De Doctrina Christiana: Un traité de ‘télicologie’
biblique,” in Augustiniana Traiectina (Paris, 1987), 169-187）。
本発表では、まず『キリスト教の教え』以前に書かれた『83の諸問題』De diversis quaestionibus

octoginta tribusの 30～31問等を参考にして、『キリスト教の教え』における uti – frui構造の背景
を探る。その後、「すべての人間は人間である限り、神のために propter deum愛されるべきであ
るが、神は［神］自身のために propter se ipsum［愛されるべきである］」(1.27.28)という言葉を
基軸として、人間はO’Donovanが主張するように「享受の対象」と考えられているのか、それと
もVerheijenが論じるように「使用の対象」と「享受の対象」の二重性として捉えられているのか、
という問いに迫る。
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秘跡の霊印と権能に対する認識を巡る13世紀中葉の議論
──ボナヴェントゥラと初期トマスを中心に──

ストラスブール大学　波多野 瞭

中世の秘跡論において、洗礼・堅信・叙階の秘跡は、教会の構成員としての永続的な資格を与え
るとされる。13世紀にはこの永続的な要素が「霊印」と定められ、教会の内外を、そして内部を
「区別する」ものとして理論化されてゆく。教会の構成員を区別するのは霊印のみではない。秘跡
を執行するための「権能」もまた、一般信徒と聖職者を、また聖職者間を分かつ。人を聖職者に
変ずる叙階の秘跡において特殊な「権能」が与えられる、という見解は、12世紀半ば以来共有さ
れる。
こうした教会の構成員の区別に関して注目に値する主題のひとつは、いかにこの区別を認識し

うるかという点である。たとえば洗礼の霊印の有無は、本当に原罪を免れているか、他の秘跡を受
け取る権利を持つか、という点に関わる。他方で、ある人物が権能を持つか否かは、彼の執行する
儀式が聖体や悔悛の秘跡を真に成立させうるか否かに関わる。それゆえ、これらの点に関する確
信が不可能となる場合、構成員の救済や教会運営の全体が危機に瀕することになる。こうした背
景のもと、13世紀中葉の論者は殆ど共通して、構成員の区別を成立させる不可視の原理である霊
印と権能を、認識の対象として取り置く議論を展開した。ただしこれらの議論は一様なものでは
なく、ときに対立しつつ展開されていた。本発表の関心は、この一連の議論における対抗関係、ま
たその背景や帰結を確認することに存する。具体的な対象としては、当時の代表的な論者である
ボナヴェントゥラと初期トマス・アクィナスを設定し、必要な限りで他の論者の見解も引用する。
発表は概ね次のように進める予定である。先ず、両者における霊印と権能の関係を見る。ボナ

ヴェントゥラが霊印を恩寵への「態勢」とし、秘跡を執行するための権能から区別するのに対し、
トマスは霊印と権能を同一視し、叙階のみならず、洗礼や堅信の霊印をも何らかの権能と看做す。
次いで、権能と霊印に係る認識を可能とすべく提出される根拠を検討する。両者は共に、権能や
霊印は、「印」として機能する（霊印や）秘跡によって意味表示されるから認識可能だ、と考える。
つまり意味表示の関係に取り込むことで、権能や霊印を認識可能なものとする。最後に、この方
針を共有するにも拘らず、当の意味表示の機能や、これに由来する区別の機能に関し、著しい差異
があることを確認する。ボナヴェントゥラは、秘跡の意味表示の作用や、恩寵に関係する霊印の
区別が人間の認識に捉えられない場面を想定するため、これらの作用を認識から切断された水準
で保存せざるをえない。これに対しトマスは、秘跡の意味表示の作用が認識不可能となる場面を
とりあげず、秘跡が印として感覚に捉えられるという点を強調するのみである。霊印の「区別」に
ついても、恩寵とは無関係な権能の区別として認識される、と述べるのみである。　結論として、
こうした構成員の区別の認識可能性を巡る差異は、両者の教会観の差異に対応する、と考えられ
る。ボナヴェントゥラは、教会の構成員の区別や、そもそも秘跡に根ざした教会運営が究極的には
認識の対象にならない、ということを認める方針を持つ。これに対し初期トマスは、霊印＝権能
と恩寵を切り離すことで、教会運営の正統性の根拠を認識可能な領域に取り置く理論を提出する。
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アンセルムスの神の存在論的論証
──啓示神学と自然神学を媒介する「理解」──

北海道大学　千葉 惠

アンセルムスの「神の存在論的論証」(OA)を考察する。前提「神は理解のみに在る」を容認し矛
盾を導きその前提の否定を結論づける背理法を介して [I]神はものごとにも存在する、しかもその
非存在はあり得ず [Ⅱ]必然的に存在するが導かれる (Prosl.ch.2,3)。彼はそれ以外に他の議論を何
も必要とせずむしろ他の一切がそれを必要とする「「神は真にいます」を確立することに向けての
唯一つの論証」を発見した。彼は比較級の否定表現「それよりも大きいものが何も考えられ得ない
何ものか (M)」を考案し、唯一この記述を満たす神の存在主張を導く。「Mはそれだけがあらゆる
ものより大きいものとして以外では決して理解され得ない。それ故に、Mが理解されそして理解に
在るまさにそのように、そしてそれ故にものごとに真に在ることが主張される (asseritur)」(Opera
I.135.26)。Mが理解に在る「それ故に」つまり「Mが理解にのみ在る」が矛盾を生む (M = ¬M)
故に、「ものごとに在る」が帰謬推論により「主張される」。この存在主張は理論物理学で或る数
式が或る存在（eg. P.Dirackの反粒子）を予言することと類比的である。矛盾律は最も根源的な論
理的かつ存在論的原理であるが故に、論駁的にしか論証されない。このOAの反論者は矛盾律に
則りこの論証の論理的欠陥を指摘し、結論の不導出 (non consequitur)を示さねばならないが、論
理を理解しない愚者にならずには不可能である。
この論証は言語次元から世界に投げかける存在主張であり、言語と世界を媒介する議論が不可欠

である。比較級否定による存在論的主張は経験的な存在者的認識と共存する。アンセルムスにお
いて「理性」は、「信の確かさの後に (post fidei certitudinem)」、「信」と神を直接見知る「観」の
中間に位置付けられる (Proem.)。認知的、人格的に十全な神への信の確かさは魂の根源態勢とし
ての信に生きる「賢者と聖者」には揺ぎ無く、護教としての存在証明は彼らにより山を補強すべく
数本柱を立てる愚に比せられる (I.281.7)。しかしアンセルムスはこの信―理性―観の神学的理解
の基礎に、言語使用者である限り妥当する認知的な信念の知に対する先行性を主張し、それは「信
の確かさ」と矛盾せず証すると考える。「私は信じるために理解することを求めず、理解すべく信
じる。というのも私は次のこと即ち「信じないなら、私は理解しないであろう」をも信じるから」
(ch.1)。この理由文 (cf. Isa.7:9)は一般的な知識の定義「正当化された真なる信念」という「愚者」
「不信者」にも同意しうる信と理解（知識）の関係を基礎に置く。自然的な認知機能の一つには、
エレア派以来の矛盾律に基づく「形式言論術 (logikē)」（アリストテレス）と呼ばれる「明晰なこ
と」だけを語り蓄積する伝統が挙げられる。他には自然神学が依拠する感覚や非感覚的対象の認
知機能である「叡知 (nūs)」が挙げられる。神の光に反応する自然的な叡知の発動は彼の「今汝の
光に照らされて理解し、それ故たとえ汝がいますのを信じることを望まないにしても、［汝の存在
を］理解しないことは不可能です」(ch.54)に確認される。矛盾律への信をも含む哲学的な知を導
くロギケーは言語を使用する人間による自然神学に至る自然的な認知機能そして啓示神学にとっ
ても思考の基礎を提供する。神の存在への信が非理性的でないことがOAにより提示され、その思
考様式は神の専決的な啓示行為の報告と人間の自然的認知力能に基づく神認識双方の基礎となる
ロギコスなものである。OAは従来両立不能とされた二種の神学の争いの手前で双方を媒介する。
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ドゥンス・スコトゥスにおける自由と正義

立正大学　小川 量子

スコトゥスの神学は、この世を旅する人間の実践的知であることをめざし、時代に応じながらも
時代を超える視点を持っていた。今までのスコトゥス研究では神の絶対的自由が強調され、正義
との関連はあまり考慮されなかったが、神の自由も正義と無関係ではない。今回の発表では、ス
コトゥスにおいて、自由が正義に基づくだけではなく、正義も自由に基づくという両面性から、人
間の正義と神の正義の相互関係について考察する。
スコトゥスは、「他者への関係性」というアリストテレスの正義理解に基づきながらも、神の正

義は第一に自己自身に関わるため、自己への関係性も他者への関係性として捉え直した。そのよ
うなスコトゥスの理解はアンセルムスに基づき、意志の正義 (正義への性向)は意志の内的自由で
あると語る。すなわち、自己が自己の正しさに反省的に関わることができることが意志の自由で
あり、意志の正義なのである。神の場合には、正義と自由とは完全に一致し、神が正義を意志し
ないことはありえないが、神は自己を自由に愛することによって、他者に対して正義を自由に意
志することが可能であると理解する。
当時の法学者は教皇や国王に法的な絶対的権能を認めようとしていたが、スコトゥスも立法者

は理性的能動者として、自らが定めた法に従う秩序づけられた権能 potestas ordinataとその法に
反する絶対的権能 potestas absolutaを同時に持つと理解し、神の意志にも適用した。立法者は新
たな法を制定する権能を持つので、従来の法に従わないとしても、法的正義に反することがない
ように、神も絶対的権能によって、啓示した法に反することを命じるとしても、神の正義に反す
ることはないと考える。そのような法に対する自由は、中世から近世に向かう社会変化に即した
考え方であり、すべての法は自然法に基づくべきであると考えた従来の神学者とは異なる。
スコトゥスでは、一般的に人間本性に適合するという意味での広義の自然法は「神は愛されるべ

きである」という第一原理から必然的に帰結する厳密な意味での自然法ではないが、第一原理と
調和すると理解される。そのため、実定法は自然法に基づくとは限らず、特別な場合に自然法が
免除される可能性も認められるが、自然法自体が意味を失うことはない。スコトゥスは、中世社
会で慣習的に認められてきた奴隷制 (農奴制)は自然法に反すると強く非難するが、人間の生まれ
ながらの自由を守ることが人間にふさわしいことであるだけではなく、神を愛することに調和す
ると考えられるからでもある。フランシスコ会は何も所有せず、必要なものだけを使用する「清
貧」をめざしたが、貧しさにおいて互いに助け合うことは倫理的に正しいだけではなく、神への
愛に基づくことによって、神への愛に調和した行為になるのである。
このように自由な行為が神への愛にいかに調和するのかを考えることが、スコトゥスの「実践

的知としての神学」であり、正義に関する柔軟な理解を可能にした。すなわち、神において、他者
に関わる正義が神自身に関わる正義に自由に基づくように、人間においても、他者に関わる正義
は神に関わる正義に基づくことが自由に可能であるので、その点で人間の正義と神の正義は互い
に通じ合うと捉えられたのである。そのため、スコトゥスが社会正義について考察したのは、変
わりゆく時代において神の正義が人間の正義を通していかに実現されるべきかを捉えようとした
からではあるが、神の自由と人間の自由は正義においてのみ一致しうると考えたからでもある。

12



エックハルトにおける存在 (esse)と知性認識 (intelligere)との関係
──非トマス主義的知性論の伝統を踏まえて──

早稲田大学　若松 功一郎

本発表の目的は、マイスター・エックハルト (Meister Eckhart, ca.1260-1328)における存在 (esse)
と知性認識 (intelligere)との関係を検討することによって、被造的世界における人間知性 (intellectus
humanus)の有する存在がもつ特殊性を検討することにある。マイスター・エックハルトは著作
『パリ討論集』(Quaestiones Parisienses)のうちで、「神において存在と知性認識とは同一である
か」(Utrum in deo sit idem esse et intelligere.)との問いに対し、両者がいちおう同一であるとし
ながらも、「神は知性認識するがゆえに存在する」として、神において存在に対する知性認識の優
位性を認めている。だが一方で、未完の著作『命題集』(Opus propositionum)の序文では、他の
すべての命題がそこから演繹される第一の命題として、「存在は神である」(Esse est deus.)と述
べられる。これらの記述から判明するのは、エックハルトが存在 (esse)ということの内実に二種
類のものを想定していたということである。すなわち一方で「潜在的存在」(esse virtuale)、「存
在の純粋性」(puritas essendi)などと呼ばれる、神における無規定かつ純粋の存在、そして他方で
「形相的存在」(esse formale)と呼ばれる、被造的事物における形相に限定された存在という二種
をエックハルトは想定している。神において存在が否定される場合、その存在ということで考え
られているのは形相的存在である一方、神について存在が述語づけされる場合には潜在的存在が
考えられており、また神における存在、潜在的存在は神の知性認識と同一であるということにな
る。さらに、神における潜在的存在と、被造物における形相的存在というこれら二種類の存在を、
エックハルトは類比 (analogia)関係によって把握しようとする。この類比関係の内実には諸説あ
るが、それが後世にいう帰属の類比 (analogia attributionis)の一種であるという点で、現代の多
くの研究者は一致している。すなわち、健康的 (sanus)であるということが人間についてのみ本
来的に言われ、食事 (diaeta)や尿 (urin)についてはそれらが人間の内なる健康さ (sanitas)を指し
示す限りにおいて言われるのと同様に、 存在という概念も、神についてのみ本来的には帰属する
のであって、被造物の存在は神の存在を指し示す限りにおいて存在と呼ばれることになる。以上
のように、神の存在と被造物の存在とは類比関係において語られるが、こと人間の知性に関して
は事態が異なる。すなわち、人間知性の存在は神からの「形相的流出」(emanatio formalis)の結
果として、神の存在との一義性のもとで捉えられ、「創造不可能」(increabilis)かつ「非被造的な」
(increata)ものとして考えられる。本発表ではこうしたエックハルトの知性理解の背景に、フライ
ベルクのディートリヒ (Dietrich von Freiberg, ca.1240-1318)による、能動知性を神からの形相的
放出 (formalis defluxs)の結果とみる能動知性論の影響があったことを指摘する。エックハルトに
おいて被造物の形相的存在は帰属類比にしたがい、神の存在を指し示す限りにおいて存在と呼ば
れるが、人間の知性認識は、神の知性認識と互換可能な存在そのものを直接に引き継いだ、非被
造的なものと見なされることになる。そして、以上のように理解された人間知性は、人間の内な
る造られざる「魂の火花」(animae scintilla/vünkelîn der sêle)として、エックハルトにおける神
認識の機能を主導的に担っていくことになるのである。
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文法学は子供の如く、論理学は大人の如く、そして音楽は。
──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

Scientia experimentalis なるものの重要性を強調するロジャー・ベーコンは、かつて近代的科学
の先駆者であると強調されたが、研究の進展に伴いこうした描像も変化しつつある。
こうした脱神話化は個々の研究分野において見られる。たとえば、彼の『ギリシャ語文法』の一

節「文法（学）は、すべての言語において、その実体に関して単一にして同一である grammatica
una et eadem est secundum substantiam in omnibus linguis」により、彼には長らく普遍文法の
祖という肩書きが付されていた。だが、今日ではむしろ次のように解釈される。彼は当時として
は珍しい比較文法学的手法を用い、何よりも個別言語の規則性の探究を行った。ここで述べられ
ているのは個別言語の探究を行う際の文法学的アプローチの普遍性に過ぎず、近代的な意味での、
研究対象としての文法の普遍性ではなかった、と（Hovdhaugen 1990 参照）。
だが、こうした脱神話化の進展は、時に確かに存在している独自性を覆い隠す。実のところ、ロ

ジャー・ベーコンは、人間の諸言語に共通する要素を、言語を対象として分析するアプローチの側
にではなく、研究される対象の側に導入する。彼は『第三著作』の中で、個々の言語が人間の意志
によって異なっていること、それゆえに個々の言語は教え学ばれなければ理解されないことを強
調した後に「文法（学）と論理（学）において、私たちは個々の表現要素 vocabula を学ぶ〔学ん
で身につける〕。だが、私たちは、語 dictiones から文を組み立て、命題から論証を組み立てるこ
とを、自然本性的に naturaliter 会得している scimus」と述べ、論理（学）的推論能力と同様に、
要素（語）から文を組み立てる能力が生得的であることを強調する。つまり、構文の能力を人間
は自然本性的に有しており、それゆえ、むしろ個々の言語で異なる語彙や表現の学習・研究こそ
が、学問と叡智の発展にとり必要な事柄となるというのが、議論の全体である。これは、一二世
紀のグンディサリヌスの古典的定式「ある言語の語彙は子供により自然に学ばれるが、文法は大
人になり学習により身につけられる」という言語観からの大きな転換だ。
これに対し、音楽（学）においても、ある種の生得性が主張される。だが、この主張自体は、文

法（学）の分野とは異なり、ボエティウス『音楽教程』以来の長い伝統を有する。ただし、彼の主
張は、数的学問が学問の最初に来るべきものであり、その知はほとんど生得的 quasi innata であ
ると分析する文脈でのもので、そこでは、特に学んだことのない人も、数えたり、歌ったり、楽
器を奏でたりできることがそのしるしであるという論証が構成されている（『第三著作』）。
では、このように人間が自然本性的に知っている、あるいは行うことができる知とはどのよう

な知であるのだろうか。ロジャー・ベーコンは、一方で当時流入してきたギリシャ、アラブ・イ
スラームの著者たちに典拠を求める。たとえば『自然学通論Communia naturalium』は言う。人
間の知性（理性的実体とも言い換えられている）の活動の中には、そうした理性的実体の活動で
はあるが、熟慮 deliberatio の結果でも、意志による選択でもない活動が多くあり、それは動物た
ちの本能的な活動に比較されうるものである。そして動物たちのそうした活動の産物は、ハチの
六角形の巣のように、理性による活動の産物であるかのような姿を呈する等々、と。では人間に
おいてそうした活動が存在する意味とは何であるのか。
ところで、彼において、音楽には諸学を繋ぐような特別な位置が与えられている。このように、

ある種の生得的な知が人間にも存在するということの強調と、音楽に与えられた特殊な媒介者と
いう役割が、ロジャー・ベーコンにおいてどのように関連していたのかを今回は示したい。

14



第 67回大会　シンポジウム

中世における原罪論の諸相
──ラテン中世における原罪論の展開──

【特別報告者】：矢内 義顕（早稲田大学）
【提題者】：佐藤 直子（上智大学）

山口 雅広（龍谷大学）
辻内 宣博（早稲田大学）

【司会】：鶴岡 賀雄（南山大学）

企画の趣旨

人間が技術力を背景にかつてない力を獲得した今日、近代的・啓蒙主義的人間観では捉え尽く
せない、また「無力」という言葉では到底語りつくせない、悪と悲惨さの根底と向き合う責務が
人文研究にはある。その際に、伝統に深く根差した人間観と向き合うことには少なからず意味が
ある。この点に鑑み、2017年度・2018年度の大会では、キリスト教世界──とりわけ西方の──
の人間観の枠組みを為す「原罪」をテーマとするシンポジウム関連企画を 2か年にわたって企画
した。さらに原罪論が女性の抑圧につながる要素を孕むことから、この 2か年においては「女性」
への目配りをも保持している。2017年度はオリゲネス、アウグスティヌス、ペラギウスを取り上
げながら、アレクサンドリア伝承のアウグスティヌスによる変奏と「自由意志論争」を中心に、教
父の聖書解釈から原罪論生成期の状況とその問題意識に迫った。
前年度の議論を踏まえ、今年度はラテン中世における原罪論の展開を追う。まず特別報告で矢

内義顕氏より、「原罪」に関しての主要教会会議・公会議（カルタゴ教会会議〈418年〉からトレ
ント公会議〈1546年〉）における定式を押さえながら、原罪論の諸論点についてお話をいただく。
その後、シンポジウムでは登壇者が、ビンゲンのヒルデガルト（12世紀）、トマス・アクィナス
（13世紀）、オッカムのウィリアム（14世紀）の「原罪論」ないし「原罪」を通して描かれる人間
観・世界観について発表する。原罪論に特徴的な「原初的正義」「人祖の堕罪」「罪科の伝播」の
他、「自然（本性）」「恩寵」「自由」「愛」「正義」「憐み」「秩序」さらには「受肉・受難」「赦し」
「救済」「完成」といったキリスト教神学・思想を構築する主要概念が、登壇者からそれぞれに語
られるであろう。また、アウグスティヌスからアンセルムス、修道院神学の系譜、盛期スコラ学、
後期スコラ学での原罪の主題化の在り様から、西欧中世キリスト教思想の流れを「原罪」に焦点
を当てながら辿ることも期待されよう。
「原罪」は確かに、西方キリスト教に固有な教説である。しかしこれを「根源悪」と言い換え

た際に、今回の特別報告・シンポジウムは、きわめて広い問題地平を拓くものと考える。昨年同
様、会場での活発な質疑を願いたい次第である。

［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】

中世における原罪論の展開
──アンセルムスからトマス・アクィナスへ──

早稲田大学　矢内 義顕

「中世における原罪論の諸相─ラテン中世における原罪論の展開」と題する本シンポジウムで取り
上げることになった原罪 (peccatum originale)とは，最初の人アダムが犯した最初の違反（始原罪）
の結果として，彼の子孫が生殖行為をとおして受け継ぐことになった罪 (peccatum hereditarium)
のことである。伝統的に原罪論の典拠となった聖書の箇所としては，創世記の最初の数章，ヨブ
記 14章 4節，詩編 50〔51〕編 7節，エゼキエル書 18章 4，30節，シラ書 25章 24節，ローマの
信徒への手紙 5章 12，19節，エフェソの信徒への手紙 2章 3節，テモテへの第一の手紙 2章 14
節などを挙げることができる。この原罪論が，西欧ラテン世界のキリスト教において，原罪と恩
恵・自由意志，罪と悪，死，弁神論，受肉論，救済論，マリア論，洗礼（幼児洗礼）をはじめとす
る秘跡論等にとって基礎をなしていることは言うまでもない。
中世の原罪論にとって画期となるのは，アウグスティヌス在世中（418年）に開催された（第 15

または 16）カルタゴ教会義（対ペラギウス派），その約 100年後，529年にアルルのカエサリウス
の主導によって開催された第 2オランジュ教会会議（対セミ・ペラギウス派），そして宗教改革の
時代に開催されたトレント公会議第 5総会（1546年）の「原罪についての教令」である。この教
令において，公会議は原罪を「聖性と義」(sanctitas et iustitia)の喪失と規定し，またしばしば原
罪と同一視された「情欲」(concupiscentia)を，罪の結果としての罪への傾きとする。これらの規
定の背後には，11世紀から 13世紀に到る原罪に関する思索がある。
この特別報告では，アウグスティヌス的な伝統に従う原罪－情欲論に対して，原罪を「アダム

の不従順によって生じたあるべき義の喪失」（『処女の懐妊と原罪について』第 27章）と規定した
カンタベリーのアンセルムス，アウグスティヌス的な伝統を維持するラン学派，そして『ローマ
の信徒への手紙講解』において，原罪を「罪の罰」ないし「断罪という負債」と見なしたアベラル
ドゥスなど 11－ 12世紀の思想家の原罪論を取り上げることにする。そうすることで，「原罪は，
質料的には情欲だが，形相的には原義の欠落である」（『神学大全』第 II－ I部第 82問第 3項「原
罪は情欲であるか」）と述べた 13世紀のトマス・アクィナスに到る道筋をつけることになろう。
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【シンポジウム提題】

トマス・アクィナスの原罪論
──彼のキリスト教的人間観の一面──

龍谷大学　山口 雅広

「原罪」(peccatum originale)という考えは、キリスト教の代表的な教義の一つである。ごく大ま
かに言って、まず使徒パウロ (d.62-65)によって素描され、次に教父アウグスティヌス (354-430)に
よって発展させられることになった。しかし、「現代」社会に生きる人びとからすれば、この教義は、
肯定するのが極めて困難な思想の一つであるだろう。それは、一つには、「世俗主義」(secularism)あ
るいは「啓蒙主義」(Enlightenment)の影響であり、もう一つには、「進化論」(evolutionary theory)
の影響であると見られるであろう。
実際、この教義によれば、『旧約聖書』「創世記」に登場するアダムと呼ばれる第一の人間が罪

を犯し、彼のこの第一の罪は、彼の子孫である人類に受け継がれている。ところが、啓蒙主義思
想家たちが言うところでは、罪が遺伝するというこの教義に含まれる考えは、疑わしい。悪行が
犯された場合、罪に問われるべきであるのは、その行為者を見も知りもしない人ではない。その
行為者自身である。また進化論的な見地からすれば、そもそもその第一の罪を犯したとされる人
祖アダムの歴史的真実性も、疑念を抱かれる。人間は生物進化の産物であり、その遠い祖先は二
足歩行をする類人猿もどきである。
本発表では、原罪の教義には、こんにちその理解を非常に難しくしているように見える、以上の

ような二つの「根本問題」があることを意識し、この根本問題と関連するいくつかの論点に絞って、
西欧中世のよく知られたスコラ学者の一人トマス・アクィナス (Thomas de Aquino c.1225-74)の
原罪論を概観する。その上で、この原罪論が大前提の一つとして据えられる彼の人間観には、キ
リスト教的な人間理解ばかりではなく、現代でも通用するような人間に対する根源的な洞察も含
まれることを、指摘したい。
議論は以下の手順で進められる。第一に、以上のような根本問題がどのような問題かをあらた

めて確認する。第二に、アクィナスの原罪論そのものに目を向ける。彼によれば、原罪とは、アダ
ムが第一の罪を犯して以来、人間が「原初的な義」(iustitia originalis)を、つまり原義を失ってい
ることである。そこで、このアダムが有していた義とは何か、またその喪失とは何かを見る。と
ころでアクィナスによれば、この第一の罪の伝達は、「起源という仕方による」(originaliter, per
originem)。そこで第三に、この起源によるとはどういうことかを明確にする。最後に、アクィナ
スは、以上のような原罪論を一つのもっとも基本的な前提とすることによって、人間を、第一に、
生まれながらにして罪を免れない悲惨の状態におり、その状態からキリストによって救済される
べき存在として把握していること、第二に、神によく似た者となるべく、この時間的世界の中で、
みずからを形成していくべき存在として捉えていることを、指摘したい。そして第三に、罪の遺
伝やアダムの歴史的真実性をどう位置づけるにせよ、アクィナスによる以上のようなキリスト教
的な人間理解は、人間がいくら道徳的な善を行うことを強く望んでも、生まれつき罪を犯しやす
い傾向にあること、つまり「根源悪」(radical evil)の問題に直面せざるをえないことを哲学的に
反省させる重要な契機となることを、確認したい。
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【シンポジウム提題】

神の自由意志の絶対性
──オッカムのウィリアムにおける原罪論から──

早稲田大学　辻内 宣博

オッカムのウィリアム (William of Ockham, 1287-1347)が「原罪 (peccatum originale)」につ
いてまとまった形で語っているのは，『七巻本任意討論集 (Quodlibeta Septem)』第 3巻第 10問題
である。そこでは，「原罪」が 2つの観点――「事実から (de facto)」という観点と「能力から (de
possibili)」という観点――に分けて語られる。前者の観点からは，原罪とは「原初的正義の喪失」
と語られ，その原初的正義とは，人間がもつ純粋な自然本性的な状態の上に付加され，超自然本
性的な仕方で神から授けられる賜物だとされる。他方，後者の観点からは，原罪とは「永遠の生
に値しない者であること」と語られ，原初的正義という神からの超自然本性的な賜物の欠如とい
う点は原罪から排除される。そして，この後者の観点からの原罪を成立させるために核となるの
が，「神の絶対的能力 (potentia Dei absoluta)」という概念である。
さて，この「神の絶対的能力」は，神の能力の区別という文脈において語られており，神が何か

を行う場合に，「絶対的能力」から行う場合と「秩序づけられた能力 (potentia ordinata)」から行
う場合とが区別される。ただし，この区別は，実在的な区別として理解されるのでも，また，対
象の違いとして理解されるのでもない。むしろ，その区別は，「何かが可能である (posse aliquid)」
ということの受け取られ方の相違として理解されており，秩序づけられ制定された法にしたがって
神が何かを行うことができる場合には，「神の秩序づけられた能力」が語られ，他方，秩序づけら
れた法とは無関係に，矛盾を含まない限りで神があらゆることを行うことができる場合には，「神
の絶対的能力」が語られる。
さらに，この神の能力の二区分に関わる仕方で，人間の救済が論じられる。一方は，神によっ

て秩序づけられる法にしたがって，「神の秩序づけられた能力」によって人間が救済される場合で
ある。この〈秩序の系列〉によれば，「被造の恩寵 (gratia creata)」，つまり，人間の魂を形相づけ
る性質としての神からの恩寵／神愛によってしか，「（事実からの観点による）原罪」は消去され
ない。そして，原罪が消去されると，その人間の行為は永遠の罰に帰されなくなり，「功績／功徳
(meritum)」となる行為になりうる可能性が拓ける。他方は，「神の絶対的能力」によって人間が救
済される場合である。この〈絶対的な系列〉によれば，「被造の恩寵」はいっさいなくとも，「神に
とって気に入る場合 (si sibi placeret)」には，「能力からの観点による」原罪」は消去される。さら
に，「神の無償の意志 (gratuita Dei voluntas)」によってあらゆる罪科や罪から解放され，その結
果，「神の受容 (acceptatio divina)」によって神から永遠の生が与えられ，救済されることになる。
以上のことを整理すると，人間が救済される方法には，二通りのルートがあるように見える。つ

まり，一方は，神の制定した法に基づいて洗礼を受けて原罪が消去され，功績を積む行為を続け，
永遠の生に値する者になるという〈通常ルート〉である。他方は，なぜか神に気に入られたおかげ
で，原罪を含むあらゆる罪の状態が無効にされ，直接的に永遠の生に値する者となるという〈特
別ルート〉である。ところが，オッカムは，〈通常ルート〉においても，最終的には，神の意志に
よる受容を必要とするという議論をさらに組み込む。こうした神の意志の絶対性の強調を行うこ
とにどういった意義があるのかということについて，議論をさらに深めていきたいと考えている。
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【シンポジウム提題】

ヒルデガルトの視る「原罪」
──Sciviasを中心に──

上智大学　佐藤 直子

ビンゲンのヒルデガルト（Hildegard 1098-1179年）は類稀な存在である。12世紀の女性として
思想史上に名前を残すのみでも異例だが、その幻視者としての眼差しは、神秘的合一へではなく、
ひたすら救済史へと向けられる。またヒルデガルトは幻視家・預言者として活動するのみならず、
二つの女子修道院を創設し、物心両面でこれを支え（典礼のために聖歌の作曲も手掛ける）、さら
には生前より医師としても有名であった。この女性には「原罪」はどのように「視えていた」の
であろうか。
この大きな問立てに対し、本発表は二つの段階を踏みながら考える。第一はヒルデガルトの預

言者としての自己意識を探ることであり、第二はその彼女が視た「原罪」に関わる幻視の意味の解
明である。双方とも使用するテクストは主に、彼女の処女作でもある幻視書 Scivias（1141-51年）
である。さらに彼女の生前にルーペルツベルク修道院で作成されたRupertsberger Riesenkodexに
おける同書の各幻視の細密画を参照する。また必要に応じて、ヒルデガルトの医学・自然学的著作
Cause et Cure（1151-58年）の関連個所を援用する（なおヒルデガルトにおいて「原罪」と「堕
罪」の概念区分は曖昧であり、「原罪ないし堕罪」を遺伝的観点から捉えるか、自罪への傾向性と
して捉えるか、自罪の原型として捉えるかは、文脈によって異なる）。
　第一の点、彼女の預言者としての自己意識は Scivias第 1巻第 1の幻視（主題：光り輝く者／

教会／神への畏敬／心の貧しさ）と同第 2巻第 1の幻視（主題：創造／堕罪／旧約より始まる神の
救いの業／キリストの受肉・受難）を彼女が視るに際して、ヒルデガルトに呼び掛ける「天からの
声」の記述を比較することを通して行う。この呼び掛けから、ヒルデガルトは、第 1巻第 1の幻視
では自らを単に「（心の）貧しい者」として捉えているが、第 2巻第 1の幻視では「女性」預言者で
あるという明確な意識を持つ。この自己意識の違いは、救済史を俯瞰的に語る預言者であるのか、
それとも現状批判を行う預言者であるのか、という彼女の預言者としての位相の違いに関わる。
　第二の点、彼女の視る「原罪」に関する幻視内容については、Scivias第 1巻第 2の幻視（主

題：天使の創造／ルチフェルの墜落／地獄の生成／アダムとエヴァ／悪魔の教唆／堕罪／四元素
の混乱）と第 2巻第 1の幻視（主題：前述）を比較することで行う。「（心の）貧しい者」として
預言者の視る堕罪は、ルチフェルの墜落や四元素の秩序の混乱というトピックを交えるとはいえ、
オーソドックスな展開を見せる。だが「女性」預言者として彼女が視ているものは、類例のない
堕罪のイメージである。そこでは、堕罪の原因はアダムが「純白の花」である御言葉を「味わう」
ことも「手で取る」こともしなかったことにあるとされ、蛇もエヴァも登場することはない。
しかし、相異なる「原罪」の幻視を通してヒルデガルトに視えている事柄は、堕罪は創造された

世界が救済に向かう起点であり、その救済史の終着点は「完成」であるということ、さらに「完
成は堕罪前の状態をはるかに凌駕する」ということである。この「凌駕」についても考慮しなが
ら、再度、彼女の視た「原罪」の意味について考えを巡らしていく。
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会場案内（聖心女子大学　４号館・聖心グローバルプラザ）

交通アクセス案内
聖心女子大学４号館へお越しの際は、都営メトロ日比谷線「広尾駅」のご利用が便利です。

　（※４号館は１～３号館と敷地が異なりますのでご注意ください）

! 電車
" 東京メトロ日比谷線　「広尾駅」4番出口より徒歩 1分。

! バス
" JR品川駅より都バス「新宿駅西口」行　「広尾橋」下車 約 5分。

" JR渋谷駅東口または恵比寿駅より都バス「日赤医療センター前」行 　「日赤医療セン
ター前」下車 約 13分。

! タクシー
" タクシーをご利用の際は、「聖心女子大学４号館」または「聖心グローバルプラザ」とお
申し付け下さい。

案内図など
! 広尾駅からの案内図
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! 4号館構内図

! 会場等について

• 総会・大会会場：ブリット記念ホール（4号館 3階）

• 会員控室：4-4教室（4号館 3階）

• 評議会・編集委員会会場：4-3教室（4号館 3階）

• 懇親会会場：学生食堂カフェ・ジャスミン（4号館 1階）

! 昼食について

学生食堂カフェ・ジャスミン（4号館 1階）は土曜日のみ営業しております。日曜日は営業
しておりません。
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