
中世哲学会
第69回 総会・大会

プログラム

研究発表要旨

シンポジウム提題要旨

2020年 11月 7日（土）・8日（日）
Zoom ウェビナー



中世哲学会 第69回研究大会 プログラム

　　　　 1日目（11月 7日 土曜日）
受付開始 9:30

開始 終了 発表者 題目 司会者

10:00 10:50 芝元 航平
トマス・アクィナスにおける実体概念と存在の分有構造

周藤 多紀
──アヴィセンナの影響という観点からの考察──

11:00 11:50 石田 隆太 霊的質料とは何だったのか：ボナヴェントゥラの質料形相論 加藤 和哉

11:50 13:30 昼休

13:30 14:20 秋山 学
大バシレイオスによる詩編唱和の内的意義

出村 和彦
─詩編第 118（119）編を中心に─

14:30 15:20 島田 勝巳
クザーヌスにおける「宇宙的受肉」と否定神学

佐藤 直子
―『知ある無知』から『光の父の贈りもの』へ―

15:30 16:20 八巻 和彦 クザーヌスの〈イディオータ〉思想の現代的意義 川添 信介

　　　　 2日目（11月 8日 日曜日）
受付開始 9:30

開始 終了 発表者 題目 司会者

10:00 10:50 有賀 雄大 アンセルムスにおける真理と存在 矢内 義顕

11:00 11:50 桑原 直己
【連動報告】中世における「枢要徳」概念の展開

藤本 温
　　　　　　 ―トマス・アクィナスを中心に―

11:50 13:00 昼休

13:00 13:50 総会

14:00 17:00

シンポジウム：枢要徳の形成と発展（スコラ学における枢要徳の発展）

松根 伸治 12世紀の枢要徳論

山田 庄太郎松村 良祐 ボナヴェントゥラと枢要徳
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トマス・アクィナスにおける実体概念と存在の分有構造
──アヴィセンナの影響という観点からの考察──

上智大学　芝元 航平

形而上学において実体は最重要概念の一つであるが、トマス・アクィナスは『神学大全』において、
「それ自体で存在するもの」(ens per se)という規定は実体の定義ではないと明確に述べている (S. T. III,
q. 77, a. 1, ad 2; cf. S. T. I, q. 3, a. 5, ad 1)。このテキストについて稲垣良典氏は、同氏が翻訳した
創文社版『神学大全』第 3部（第 43分冊）の解説の注で、「トマスは聖体神学においても使用すること
が可能となるように「実体」「付帯有」概念の新しい定義を試みる」（270頁）と述べ、トマスの理解の
独自性を指摘している。
トマスは初期の『命題集注解』から、晩年の『神学大全』第 3部に至るまで、基本的にこのような実

体概念についての理解を維持しているが、それはアヴィセンナの影響を強く受けたものであると考えら
れる。というのも、トマスはいくつかのテキストでアヴィセンナの名を挙げており、アヴィセンナ自身
も、『形而上学』第 8巻第 4章の第一根原が類を持たないことを論じた箇所で次のような同様の主張を
行っているからである。

〔第一の根源に対して、存在しかつ基体の内にはない (est, et non in subiecto)という実体
の概念 (intentio)を語ることは避けられえないという〕この異論に対して私は次のように言
う。すなわち、これは、われわれが類であると考えている実体の概念ではなく、実体の概念
は、それの存在 (esse)が、物体であれ魂であれ、基体の内には存在していない存在であるよ
うな確定した何性を持つ事物 (res)であるということなのである。（訳文はAvicenna Latinus
に基づく）

また、このテキストの直後でアヴィセンナは、その主張の論証を、（1）「存在するもの」(ens)は類で
はない、（2）「基体の内にはない」という否定は存在に対していかなる肯定的付加も加えない、（3）した
がって、「基体の内にではなく存在するもの」は類ではなく、この概念は類としての「実体」の定義では
ない、という仕方で行っている。
その一方で、トマスは、最初期の『命題集注解』の一部のテキスト (In I Sent., d. 8, q. 4, a. 2, ad

2)を除いて、アヴィセンナのこの論証をそのままの形によってではなく、トマス独自の理解によって受
容しているように思われる。それを示すのは、トマスが聖体における附帯性の存在の議論において、ア
ヴィセンナが語っていない附帯性の定義についても論じており、附帯性の定義は「基体の内に存在する
もの」(ens in subiecto)ではないと明示的に述べていることである。というのも、もし先に挙げたアヴィ
センナの論証をそのまま受け入れるとするならば、附帯性の定義に関しては上述の（2）の論点は成り立
たないように思われるからである。
本発表では、以上のようなトマスの実体概念におけるアヴィセンナの影響とトマスの独自性をテキス
トに沿って跡づけるとともに、トマス独自の理解を「存在の分有」という観点から考察することでトマ
スの存在理解の解明に新たな光を当てることを目指したい。
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霊的質料とは何だったのか：ボナヴェントゥラの質料形相論

慶應義塾大学　石田 隆太

本発表はボナヴェントゥラの霊的質料に関する考えを可能なかぎり体系的な仕方で示すことを目的と
する。かつてジルソンは、ボナヴェントゥラの天使論を論じるなかで、質料理解に関するトマス・アクィ
ナスとボナヴェントゥラの違いを次のように述べていた。

天使に質料が帰される場合にはどのような質料について語られているのかを見定めることが
残っている。聖トマスの教説にあっては、それに対して解答することに何のためらいもない。
彼が言うには、質料は物体のことである。かくしてまさに完璧な仕方で帰結することに、彼
は天使に対してあらゆる質料性とあらゆる物体性を同時に拒絶している。それとは反対に聖
ボナヴェントゥラは、質料という語を最も広い意味で用いている。そして彼が理解している
のは、質料は常に全くもって未規定な可能態だということである (La philosophie de saint
Bonaventure, Ch. VIII : Les anges)。

今はこの比較について論じることが目的ではない。この言明をきっかけにして考えてみたいのは、ボ
ナヴェントゥラが最も広い意味で質料について考察していることの意義である。アリストテレスの哲学
に由来する質料形相論はスコラ学者たちによって大いに活用されているが、その一つとして天使論を取
りあげることができる。上の言明もまさにその文脈のうちにある。ボナヴェントゥラは、被造物に関し
て普遍的質料形相論を採用することで、物体的なものだけではなくて非物体的なもの（つまり霊的なも
の）にも質料を措定した。それが霊的質料 (materia spiritualis)である。ボナヴェントゥラが質料を最
も広い意味で捉えていることは、天使をも含めたあらゆる被造物において質料を措定することと一体で
ある。その広い意味においては、「質料」という語に「霊的」という語が述定されても矛盾がないという
のが彼の考えであった。「マテリアリズム」は通常は唯物論を指すが、ボナヴェントゥラの場合には霊的
なものにも質料性を見出す普遍的質料主義を意味している。
今年になって、中世哲学における霊的質料についての浩瀚な研究書が刊行された (Alberto Ara, Angeli

e Sostanze Separate: L’idea di materia spiritualis nel Medioevo, Edizioni Sant’Antonio)。この二巻本
は霊的質料の概念史を 12世紀から 13世紀にかけて展開した労作である。四部構成のうちの第三部では
ボナヴェントゥラの天使論が包括的に検討されている。特筆するべきは、主著『命題集注解』のみなら
ずほとんどすべての著作が検討の対象になっていることである。著者によれば、ボナヴェントゥラは天
使の質料性を、それを拒否することは少なくとも軽率なことだという意味で一般的な考えだと思ってい
た。それゆえ、天使の質料性に関する彼の見方は何らかの権威にただ追従しているというよりも彼自身
の神学的な見方に完全に基づいていると結論づけられている。
これに対して本発表が目指すのは、霊的質料をめぐるボナヴェントゥラの考えを可能なかぎり哲学的

な観点から理解することにある。これは、彼なりの質料形相論を整理することによって行うことが可能
であるだろうし、あるいはそれに加えて、霊的質料が存在することの論証的な手続きを検討することで
見えてくることを指摘することによっても可能だろう。さらには、霊的質料の概念史において重要な哲
学者の一人であるイブン・ガビロル（アヴィケブロン）らの考えに遡って考えるという歴史的な手法に
よっても何かが言えるかもしれない。こうしたいくつかの仕方によって、ボナヴェントゥラの霊的質料
に関する考えの体系性を検証することにしたい。
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大バシレイオスによる詩編唱和の内的意義
──詩編第 118(119)編を中心に──

筑波大学　秋山 学

大バシレイオス (330–379)は，カイサレイアの大司教として教会行政に手腕を示すとともに，『エウノ
ミオス駁論』ほかを著して抗アレイオス主義の論陣を張ったことで知られる．同時に彼は，修道規則と
ビザンティン典礼様式を確立し，東方修道生活の基本理念と体系を整備した．彼の著作『修道士大規定』
(37)には，詩編唱和を軸とした修道士の日課が明示されており，これは現在までビザンティン典礼教会
に継承されている．同書の記載に基づくなら，修道院における一日の祈祷サイクルは，前晩の日没とと
もに始まり，1）晩課　 2）終課　 3）夜半課　 4）朝課　 5）1時課　 6）3時課　 7）6時課　 8）9時課
　という，24時間を 3時間ごとの 8帯に分割してその各々に固有の祈祷を配したスケジュールにより構
成されている．このうち夜半課は最も修道院性の高い祈祷として知られ，週日五日間における同課で読
唱されるのが詩編第 119(118)編である（前者はヘブライ語原典，後者はギリシア語訳 LXXによる）．
『詩編』の読唱は，ユダヤ教からキリスト教徒が継承した慣習であるが，後者はどのような形で『詩
編』に新たな意味づけを与えたのだろうか．本発表では，バシレイオスの著作のうちにこの問いへの解
答を探りたい．彼は『詩編』の理解に際し，アタナシオス (295–373)の著作『マルケッリノスへの書簡』
から影響を受けている．もっとも，アタナシオスが詩編読唱の「有用性」(prodesse)への着目に留まっ
たのに対し，バシレイオスは唱和の「喜び」(delectare)を重んじたことが指摘される．計 150編より成
る『詩編』のうち，第 119編は最も長大で，原文に従えば，各 8節計 22連の各々に字母の頭文字を冠し
た全 176節により構成されている．ヘブライ語テキストに即す限り，この第 119編に関しては，まずこ
の「アルファベット詩」性という形式的側面に注目が集まる．その他この詩編では，キーワードである
「律法」と同義をなす計 8つの語彙，すなわち「律法」「言葉」「仰せ」「掟」「規律」「定め」「諭し」「裁き」
が繰り返し用いられるという点も指摘される．これに対し，ビザンティン典礼におけるこの第 119編は
いかなる意味づけを有するのだろうか．バシレイオスは，この第 119編を著作『詩編注解』で取り上げ
てはいないため，この問いに直接の解答を与えることはできない．けれどもバシレイオス当時から，こ
の詩編が夜半・未明の祈祷において唱和されていたことが知られている．
本発表において注目したいのは，まず本詩編に現れる「喜び」（・「喜ぶ」）およびこれに関連した，人

間の内的意識をめぐる表現である．原文テキストにおいて「喜ぶ」(šā\a\)という動詞は同編第 16, 47,
70節に現れるが，これらはいずれも希訳では動詞 μελετᾶνで翻訳されている．また同根の名詞「喜び」
(ša\ăšu\îm)は第 24, 77, 92, 143, 174節に現れ，希訳はいずれも μελέτηである．μελέτη θανάτου「死の
鍛練」という表現は，プラトンの『ファイドン』(81a2；cf. 67e6，80e7)に現れ，μελέτηは「鍛練」「実
践」を意味する．ギリシア教父ではこれが「観想」の意味で用いられるに至るが，LXXでは「喜び」の
訳語にこの μελέτηが当てられている．「喜び」は，復活のイエスに出会った際に弟子たちが見せる感情
表現として親しいが（ヨハネ 20：20），バシレイオスは「観想」θεωρίαに「天の王国」の意味を与える
（書簡 8）．共同体としての観想活動に発する詩編唱和が「喜び」を体現するとき，バシレイオスがその
構築に腐心した修道院は，真なる復活のキリストの共同体と化すことであろう．各字母につき 8節より
なる本詩編には，諸テーマに関わる表現も計 8度ないし 8通り現れるという傾向があるが，その際の基
幹語彙は，こうして「喜び」など，復活により照らされる人間の内的意識の表現へと転ずる．こうして
バシレイオスは，復活を体現する共同体の構築を通じ，原典の主体的理解を究めたと言えるだろう．
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クザーヌスにおける「宇宙的受肉」と否定神学
──『知ある無知』から『光の父の贈りもの』へ──

天理大学　島田 勝巳

私は以前，クザーヌスの主著『知ある無知』(De docta ignorantia, 1440)における否定神学的思考に
“揺れ”があったという論点を提起し，それを便宜的に「形而上学的」と「論理学的」という問題構成上
の違いとして捉え，それぞれの論脈を浮き彫りにしようとした。本発表ではそこで残された課題，つま
り肯定神学に対する否定神学の優位という視点がその後のクザーヌス思想においてにわかに退却した理
由についての問いを引き受け，その点を特に『知ある無知』第三巻，及び『光の父の贈りもの』(De dato
patris luminum, 1445)における創造論と受肉論に着目しながら検討したい。
そこで焦点となるのは，1440年代のクザーヌス思想におけるキリスト論の展開・深化である。彼は『知

ある無知』第三巻において「絶対的かつ縮限的な最大なるもの (maximum absolutum et contractum)と
してのキリスト」について論じているが，それによれば，万物は縮限的な最大なるものであるキリストに
よって絶対的な最大なるものから縮限の存在へと進み出る一方で，同じ彼の媒介によって絶対的な最大
なるものへと帰還する。つまり，キリストは発出の始原 (principium emanationis)であると共に，帰還
の目的 (finis reductionis)でもある。宇宙の創造主としての神は万物の存在の相等性 (aequalitas essendi
omnia)であり，また神が引き上げたその人間性 (humanitas)において，縮限された仕方でも万物である。
そしてその存在は，それにおいて万物が創造されたところの御言葉 (Verbum)としての神の子に他なら
ない (DI, III, 3)。クザーヌスにとって，キリストは創造に内在的であらねばならないのである。
キリストにおける創造という視点は，1440年代半ばのいわゆる「小品集」(Opuscula)，特に 1445年

の『光の父の贈りもの』においてさらに明確な表現が与えられている。たとえばそこでは，使徒ヤコブ
の「私たちが彼の被造物の或る始まりとなるために」(simus initium aliquod creaturae eius)という言葉
（「ヤコブの手紙」1.18）について，「言葉における父の自己顕示の，その下降における受容が，被造物に
始まりをもたらす」(recepio ostensionis patris in verbo in descensu praestat initium creaturae)と語ら
れている (DPL, IV, n. 111)。こうした発言からも，クザーヌスが受肉と創造に内在的な連関を見ていた
ことが窺える。
こうした立場を仮に「宇宙的受肉」と呼ぶとすれば，それが『知ある無知』第一巻において顕著だった

クザーヌスの否定神学的思考に落とす影も浮き彫りになる。つまり，すべての被造物が御言葉の受肉を通
した神の顕現 (theophania)としてあるのだとすれば，被造物における神の類似 (similitudo)や像 (imago)
という契機がより重要な意味を担うことになるのだ。
こうした視点からすれば，私が以前「形而上学的」と形容したクザーヌスの否定神学像は，『知ある無

知』以降のクザーヌス思想から消え去ったというよりも，むしろこの時期のキリスト論の深化によって
更新され，「論理学的」なそれと相俟って一定の言説を成すに至ったと捉えることができるのではない
か。こうした視点は，従来は十分な光が当てられてきたとは言い難いOpusculaの意義の再考に繋がり，
また 1450年の Idiota三部作以降のクザーヌス思想の捉え直しにも繋がるように思われる。
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クザーヌスの〈イディオータ〉思想の現代的意義

桐朋学園大学　八巻 和彦

クザーヌス (Nicolaus Cusanus 1401-64)の中期の著作に Idiota（無学者、素人、俗人）を主人公とす
る一連の対話篇がある。主人公たるこの〈イディオータ〉は、地下室に住む、無知で貧しい木匙職人で
ある。しかし彼は信仰に篤く、人間の知識を神の視点からとらえることで、学識の深く経済的に豊かな
弁論家と哲学者が陥っている隘路から救い出し、彼らを真理に導くという役割を果たす、とされている。
この思想が批判の対象として視野に入れているのは、当時の大学教授や知識人のみならず聖職者という
専門家でもあった。
〈イディオータ〉が登場する著作は、1450年の夏にまとめられた『イディオータ篇』(Idiota de sapientia,

Idiota de mente, Idiota de staticis experimentis)だけであるが、この思想の萌芽は、クザーヌスの初期
著作である『普遍的協和論』(De concordantia catholic)に見られるのみならず、1453年著作である『信
仰の平和』(De pace fidei)では、この思想の世界規模への展開の様が読み取れる。さらに晩年の 1459年
の著作『一般的改革』(Reformatio generalis)にもこの思想が反映されており、この時代以降の彼自身の
生き方には、この思想の体現ともみなせる要素がある。
このような〈イディオータ〉思想をもってのクザーヌスの批判的提唱にも関わらず、彼に続く時代と

してのヨーロッパ近代は、〈専門家〉の内容は変わりつつも、むしろいっそう〈専門家〉が卓越的に活動
する時代となった。それの典型は、かつては職人として社会的に軽視されていた人々が〈素人〉にも分
かりやすい効果や成功を収めることで、社会的に高い地位を獲得しつつ、自らを特権化することになっ
た事態に見ることができる。そしてこれは、今なお、「科学技術」の分野に顕著である。
しかし同時に、この趨勢は〈専門家〉をめぐってきわめて逆説的な事態を引き起こして現代に至って

いる。すなわち、〈専門分野〉の研究の精密性および正確性が求められる傾向によって〈専門分野〉の細
分化が生じ、その結果、或る〈専門分野〉の〈専門家〉は、他の〈専門分野〉について──それは自身
の〈専門分野〉に近隣する〈専門分野〉についてさえも──〈素人〉・〈イディオータ〉であることになり
やすいのである。これが〈専門バカ〉(Fach-idiot)と揶揄される事態である。同時に、或る〈専門家〉が
自身を〈専門バカ〉であると自認することは、学問的に大いに適切な態度である、と〈専門家〉の世界
では評価されるのである。その結果、高度に専門化された或る〈専門分野〉のすぐ隣に大量の〈イディ
オータ〉が存在することになり、その〈イディオータ〉たちは、たとえ近隣の〈専門分野〉についてで
あろうと口を挟まないことが学問的な態度であるとされる。逆に、近隣の〈専門分野〉について自己の
見解を表明する人は、批判の対象となりやすい。すると結果として、学術活動における壮大な無責任状
態が成立することになる。
同時にこれらの〈専門家〉たちは、広く一般社会の人々を真正の〈素人〉とみなすことによって、彼

らの感想や意見を「非学問的である」として無視しつつ、自身の特権的立場を保持することに努めるこ
とになりやすい。これを今日、われわれはしばしば目にしているのである。この状況を前提にして、現
代の科学・技術的〈専門家〉は、ヨーロッパ中世の聖職者である、と表現するのは言い過ぎであろうか。
実は、現在、われわれの眼前で展開されているCOVID-19 に関わる「専門家会議」に感じられるうさ

ん臭さも、このような構造に由来しているであり、それについてわれわれが感じる不安は、現代の〈専
門家〉にわれわれの生命・生活をゆだねていて大丈夫なのか、という無意識的で根源的な疑念に基づい
ているのではないだろうか。
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最後に、もう一段階視野を広げるならば、「新人世」(Anthropocene)と称される現代とは、人間が自
身のことを、自然を意のままに扱うことが許される〈専門家〉である自認して生きてきた結果としての
時代でもある。そして、今、全世界の人間が苦しめられているCOVID-19という事象は、自然が人間と
いう〈専門家〉に自然をゆだねていていいのかという問として、われわれに立ち現れているのではない
だろうか。
今、〈専門家〉の営みを〈イディオータ〉（素人・無学者・俗人）の視点によって──それは、必ずし

も当該〈専門家〉ではない人の視点によってという意味ではなく、〈専門家〉自身がこの視点を自己のも
のとしてそれを行使するという意味においても──根本的に問い直す必要性が顕著になっている、とみ
なすことができるだろう。この点について、考えて報告したい。
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アンセルムスにおける真理と存在

東京大学　有賀 雄大

カンタベリーのアンセルムスが『真理論De Veritate』において提示した真理論は、あるものを「ある」
と述べる言明のあり方としての真理概念と、存在と密接に連関する真理概念とを、独自の仕方で統合す
るものと言える。前者はとりわけ「第二章」、後者は「第七章」で論じられ、いずれも「真理は精神によっ
てのみ知得可能な正直 rectitudoである」という統一的定義に包括される。本発表は、アンセルムスの真
理概念の包括的理解への足掛かりを得るために、「第七章」の真理概念を解明することを目標とする。
この「第七章」は「事物の本質 essentiaの真理について」と題され、そこでアンセルムスは、あらゆる

事物がいずれも最高真理すなわち神「のうちに in」存在することから、「真理は存在するもの全ての本質
のうちにある」ことを結論づける。真理を存在者一般に帰属させるこの主張をいかにして理解できるだ
ろうか。この論証を理解するために、多くの先行研究（Pouchet、KüllingおよびEnders）は『モノロギ
オン』（特に「第二十九章」から「第三十五章」）を参照してきた。いずれの解釈者も、ここで言及され
る範型主義的創造論が『真理論』の議論の背景にあることを指摘している。こうした指摘そのものは妥
当と思われるが、具体的に言ってそれがどのような範型主義なのか、そこに、Küllingの言うように「分
有」と呼べる関係があるのか、あるならそれはいかなる関係か、そして、本質という概念はそこでいか
に機能しているのか、といった諸論点は未解決であるように思われる。
これらの点を具体的に解明するには、アンセルムスの存在論的思考に関する Rogersや Tregoらによ

る近年の研究成果を踏まえることが必須であるように思われる。それらを参照しつつ、我々は『モノロ
ギオン』当該箇所の議論をとりわけ次の三点に着目しつつ読み解くことを目指す。

a）神の言葉と被造物の類似について。この二者において類似性の大きさと存在の度合いは比例する。
この「より存在するmagis esse」ということの内実は、神のもつ規定性をより多く共有するということ
に他ならない。例えば、生命を持つ実体は生きていない実体よりも「より存在する」が、その理由は、生
命をもち、感覚を持ち、かつ理性的であるところの神と、一つ多く規定性を共有するからである。こう
した規定性の集まりがここでは「本質」と呼ばれ、「最高の本質」たる神のもつ規定性をより多く共有す
る本質こそが「より存在する」。

b）「真なる verus」と「真理 veritas」の区別。後者は類似関係それ自体を指すのではなく、それへと
類似するところの対象として語られる。

c）「真である」ことの度合いについて。存在の度合いに、真性の度合いが比例する。神の言葉のうち
には「実在することの真理 existendi veritas」が存し、この「実在することの第一の真理」に「どんな仕
方であれ似ていればいるほど」、被造物は「より真に verius、より卓越して実在する」と、真理が比較級
で語られる。
以上の三点を総合すると、「真理」とはまさに神の言葉に他ならず、類似や対応といった関係以前のも

のであり、一方被造物はそれと多くの規定性・存在性を共有するほどに、「真」なる規定性を多く有する
ことになり、それに従って「より真である」と言われうるという構図を描くことができる。

※本研究は、JSPS・科研費（若手研究）「西欧自然哲学の成立・展開にたいするイスラーム哲学の影響
の解明」(JP19K12934)の助成を受けたものです。
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第 69回大会　シンポジウム

枢要徳の形成と展開
──スコラ学における枢要徳の発展──

【連動報告者】：桑原 直己（筑波大学）
【提題者】：松根 伸治（南山大学）

松村 良祐（藤女子大学）
小川 量子（立正大学）

【司会】：山田 庄太郎（聖心女子大学）

企画の趣旨

「枢要徳 (virtutes cardinales)」、すなわち思慮・正義・勇気・節制の四つの主要な徳を巡る研究は、中世
哲学研究の中でも近年大きな進展を見せている領域の一つである。前世紀中葉のDelhayeやGauthier、
そして、Lottinらの研究は、近年になって、中世全体を視野に収めた István P. Bejczyによる『中世にお
ける枢要徳── 4世紀から 14世紀の倫理思想の研究』(2011)や 13世紀に焦点を絞ったRollen E. Houser
の『枢要徳──アクィナス、アルベルトゥス、総長フィリップス』(2004)などによって更新され、教父
思想や中世思想への枢要徳の伝播については一定の見通しを描くことができる下地が徐々に形成されつ
つある。
枢要徳は古代ギリシアに起源を持ちながらも、信仰・希望・愛徳という対神徳を補完するものとして

教父時代から初期中世にかけて受容され、キリスト教的な人間像を考える上での基本的な枠組みを与え
たと理解されることが多い。しかし、枢要徳への関心やその取り扱い方は、時代や思想家によって少な
からぬ相違を見せている。古代ギリシア世界からキリスト教世界へと至る伝播の歴史の中で、キリスト
教世界の思想家たちは、この枢要徳をどのような関心と共に受容し、その思想を展開させていったのか。
本企画の第一の趣旨は、こうした中世の枢要徳思想を巡る歴史研究という点である。
ところで、枢要徳を始めとする徳倫理の思想は、近代において台頭してきた義務論や功利主義によっ

て次第に倫理学の傍流へと追いやられていく。しかしながら、そうした近代道徳哲学が人間の行為その
ものの性格や結果に焦点を当て、行為する主体や行為者の視点を欠くものであることは度々指摘される
点であり、このことをもとに行為者自身の在り方に定位する徳倫理の復権がときに要請される。その意
味で、本シンポジウム企画を通じて中世における枢要徳思想の形成と展開を辿ることは、徳倫理の役割
が見直されようとしている現代的な関心と連結し、その問題提起と検討材料を提供する上でも大きな意
義を持つと言うことができる。
シンポジウム企画チーム（藤本温、松村良祐、山田庄太郎）は、このような問題意識のもとで、2年連

続企画として「枢要徳思想の形成と展開」を提案した。2019年度は「教父時代における枢要徳の受容と
形成」を課題として担い、キリスト教思想の内に枢要徳が根を下ろしていく過程に迫った。2020年度は
「スコラ学における枢要徳の発展」を課題として担い、12世紀の枢要徳理論を経て、トマス、ボナヴェ
ントゥラ、スコトゥスにおいて枢要徳がどのように捉え直されていくのかを検討していく。

［2019-20年度シンポジウム企画委員：藤本 温、松村 良祐、山田 庄太郎（文責）］
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【シンポジウム連動報告】

中世における「枢要徳」概念の展開
──トマス・アクィナスを中心に──

筑波大学　桑原 直己

枢要徳についての理解についてはプラトンにまで遡る解釈史があり、キリスト教世界においても教父
たちがこれを受け継ぎ発展させていた。教父たちの枢要徳についての理解は、主としてキケロを通して
受け継がれてきたストア派倫理学の影響下にあった。トマス以前の中世哲学者たちは、ラテン教父の伝
統にもとづくこうした枢要徳理論を、主としてアウグスティヌスによる「愛の秩序」という思想の形で、
すべての徳の由来を神に帰する形で継承していたと見ることができよう。
これに対して、トマスの枢要徳理論においては、他の哲学的テーマにおけるのと同様、アリストテレ

ス哲学の大きな影響を指摘することができる。
トマスは、枢要徳の数と順序に関しても、能力、性向、働き、そして基体といったアリストテレスに依

拠して体系化された哲学的人間論の枠組みによって理論づけていた。また、ストア派倫理学以来のテー
マであった「徳の結合」というテーマに関しても、トマスはそれまで教父たちが依拠してきたストア派
倫理学以来の枠組みを徳の区分に関する「一般条件説」として整理して位置づけた上で、これに優る枠
組みとしてアリストテレス的な「固有対象説」を提示している。
その上でトマスは、「固有対象説」にもとづく「徳の結合」に関する新たな理論として、アリストテレ

スの倫理学において、「賢慮」の徳と倫理的な徳とが相互に前提とし合う一種の循環構造を示しているこ
とにもとづく「賢慮による諸徳の結合 connexio virtutum per prudentiam (CVP)」を採用している。
さらにトマスは、対神徳（信仰・希望・愛徳）をも射程に入れた場面での徳の結合について「愛徳 caritas」

と共に一切の徳が神から注がれる、という事態にもとづく「愛徳による諸徳の結合 connexio virtutum
per caritatem (CVC)」を提唱している。
なお、枢要徳と対神徳との関係において微妙な位置にあるものとして注目されるのが、枢要徳につい

ての「ポリス的」「浄化的」「淨霊的」「範型的」という新プラトン主義的な分類ないしは段階理論であ
り、トマスもこれに言及している。本来のキリスト者にとって神への道行きは、あくまでも「ただ神に
よってのみわれわれに注賦され」「聖書にふくまれている神的な啓示によってのみ伝達される」ところの
対神徳によって導かれる。しかしこの段階理論は、そのままキリスト者の霊性に適用できるように見え
る。これは、いわば人間が自らの努力によって神に接近する、という視点において「異教的な」プラト
ン主義の伝統とキリスト教徒の歩みとを共通の枠組みにおいて位置づけようとしている試みであると言
えよう。
報告者は、以上簡単に紹介したトマスにおける「枢要徳」論そのものについてはすでに別稿において

まとめている。本特別報告では、これをもとにシンポジウムでの各提題に関連づける形でトマスを軸と
しつつも彼以前および以後の展開、具体的には初期中世から 12世紀に至るまでの「枢要徳」理論との対
比におけるトマスの「新しさ」、またトマスとは異なる道を辿ったボナヴェントゥラ、スコトゥスらフラ
ンシスコ会系の学者たちの動向の意味などについて、一定の展望を加えることを試みたい。
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【シンポジウム提題】

12世紀の枢要徳論

南山大学　松根 伸治

12世紀の徳の理論では、アウグスティヌスを中心とするラテン教父の伝統の継承という特色が強く、
アリストテレス倫理学の本格的受容はまだ見られない。『ニコマコス倫理学』のラテン語訳は、Ethica
vetusと Ethica novaと呼ばれる部分的翻訳が 12世紀に存在していたが、その影響力は小さかった。初
めての全訳は 13世紀なかばにロバート・グロステストが完成させ（さらにその改訂版が 1260年頃から
流布して）、これが入念な研究と註解の対象になったことが、中世倫理学の分水嶺となった。とはいえ、
12世紀のラテン語文化圏の人々がアリストテレスによる徳の議論をまったく知らなかったわけではな
い。第一に、すでにボエティウスによる翻訳のあったオルガノンには徳に関する用語と説明が点在して
いて、断片的だがそれらを知ることができた。第二に、キケローらのラテン語著作を通じてアリストテ
レスの徳の理論を間接的に学ぶ機会もあったからである。
のちにスコラ学者たちの議論の出発点になったという点で、12世紀なかばに書かれたペトルス・ロン

バルドゥスの『命題集』は特別な意味をもつ。徳の定義と枢要徳についての論述では、典拠としてアウ
グスティヌスが圧倒的であり、すべての徳の由来を神に帰す考え方が強い (Sententiae II, d.27, c.1; III,
d.33)。この種の議論が神学上の一種のスタンダードであることは確かだが、12世紀の著作家たちは一
枚岩ではなかった。枢要徳に関わる話題を網羅的に論じることはできないので、この提題では「自然本
性的な徳」あるいは「異教徒の徳」という側面に着目したい（生まれつきそなわった能力によって、神か
らの特別の啓示や恩恵なしに獲得される徳を自然本性的な徳 (natural virtues)と呼んでおく）。古代ギ
リシャ以来重んじられてきた枢要徳の伝統をこの時代の思想家たちも熟知していた。対神徳、恩恵、功
徳というキリスト教独自の発想を根幹にして、いわば異教の思想系譜をそこにどう関連づけて徳の理論
を体系化するかが彼らの課題となる。それ以前のキリスト教思想では、異教徒の徳は結局は偽物の徳だ
とする見方が支配的であったのに対して、12世紀には自然本性的な徳に対する関心が生じた。徳がキリ
スト教徒の占有物ではないかもしれないと考える視点である。
この点に関して二人の人物をとりあげて論じる。アベラール (1079–1142)は徳に関する理論と実践の

両面で古代の異教哲学者たちを賞賛し、キリスト教徒と哲学者による架空の対話を書いた。そこでは枢
要徳や徳の定義をめぐって二人が話しあうが、愛徳だけが真の徳だと強調するキリスト教徒の発言を
アベラール自身の真意と見るべきかどうかを考えたい (Collationes 117)。ソールズベリーのヨハネス
(1115/20頃-1180)の場合にも古代人への共感と古典の尊重は顕著であり、キケローを主要な典拠にして
枢要徳を論じている (Metalogicon 2, 1; Policraticus 4, 12)。真の徳は信仰と恩恵にもとづくが、生来の
資質と修練も徳の似姿を生み出すというヨハネスの叙述には、キリスト教的徳と自然本性的徳の断絶よ
りもむしろ接合を読み取ることができるかもしれない。──主要参考文献：I. P. Bejczy, “The problem
of natural virtue,” Bejczy and Newhauser eds., Virtue and ethics in the twelfth century, Brill, 2005,
133-54; J. Marenbon, Pagans and philosophers: The problems of paganism from Augustine to Leibniz,
Princeton University Press, 2015.
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【シンポジウム提題】

ボナヴェントゥラにおける枢要徳

藤女子大学　松村 良祐

ペトルス・ロンバルドゥスは『命題集 (Sententiae)』において、信仰・希望・愛徳という対神徳の考
察 (3, d.25-32)に続いて、「次に我々は主要的ないし枢要的 (principalis vel cardinalis)と呼ばれる 4つ
の徳について考察しければならない (3, d.33, c.1)」と述べ、枢要徳の考察をおいている。こうしたロン
バルドゥスによる対神徳から枢要徳へと続く議論の進め方は、アンブロシウスをはじめとする古代教父
によって受容された枢要徳が対神徳とともにキリスト教的な人間像を考える上での基本的な枠組みとし
て 12世紀にすでに定着していたことを示している。その後、枢要徳の取り扱いがおかれた『命題集』第
3巻第 33区分は、ボナヴェントゥラ (ca.1221–1274)をはじめとする 13世紀の神学者らが自らの徳論を
展開するにあたっての最初の機会を提供したが、彼らの『命題集注解 (Commentarium Sententiarum)』
には枢要徳という名称の意味やその数の必然性、順序、魂の個々の能力の関係性といった、この時代の
神学者に共通の問題意識を見つけることができる。
枢要徳の起源もこの時代の神学者らに共有された問題であり、ボナヴェントゥラも『命題集注解』の

中でこの問題を取り上げているが (In 3 Sent., d.33, a.uni., q.5)、この問題は枢要徳をめぐる様々な論点
の中でボナヴェントゥラが意識し続けたものであり、そのもっとも体系的な議論は枢要徳そのものの取
り扱いを含めて『ヘクサエメロン講解 (Collationes in Hexaëmeron)』の中に見出すことができる。そこ
でボナヴェントゥラは、枢要徳を徳の範型因である神の照明を起源とし、ポリス的徳から浄化的徳、そ
して浄罪的徳といった段階を通じて神へと方向付けられたものと考える点で、プロティノスをはじめと
する古代の哲学者を評価しつつも、信仰を持たない哲学者の語る徳は人間にこの段階を上らせるもので
はないという (Coll. in Hexaëmeron, coll.7, n.4)。こうしたボナヴェントゥラの議論の特徴は、古典古
代において語られた枢要徳をそのままに受容せず、枢要徳を神に注入されたものとして再定位しようと
する点である。枢要徳を「獲得される枢要徳」と「注入される枢要徳」に分けるこの種の区別は 13世紀
特有の視点であり、中世後期にはこの区別は余分なものとして取り除かれていく傾向にあるとされる。
しかし、枢要徳と対神徳は本来それが働く局面を異にするものであり、ボナヴェントゥラは個々の枢要
徳が有効に機能するためには、それが対神徳によって外的に方向付けられるだけでは十分ではないと考
える。『ヘクサエメロン講解』においてボナヴェントゥラが描き出すのは、神の恩寵に支えられた上で対
神徳とともに人間を完成へと導く枢要徳の姿なのである。
ところで、アレクサンドリアのフィロン以来、中世にはエデンの園から流れ出る四本の川を枢要徳に

当てはめる聖書の寓意的解釈のほかに、四元素や四原因、光の四つの効果といった自然的世界の事象を
枢要徳に結びつける象徴的な理解が存在している。こうした説明は『へクサエメロン講解』の中にも流
れ込むものであるが、ボナヴェントゥラは自身の範型論的世界論をもとにそれを世界の構造と人間の構
造を「大宇宙 (maior mundus)」と「小宇宙 (minor mundus)」の類比・照応関係の内に捉えなおし、さ
らに聖書の内に基礎づけようとしている。大宇宙としての自然的世界に見いだされる四元素や四原因は
小宇宙としての人間が修めるべき枢要徳に対応し、さらに、対神徳によって支えられた枢要徳の完全な
姿がエデンの園を流れる四本の川をはじめとする聖書の記述に映し出されている。こうして我々は『へ
クサエメロン講解』のうちに範型論的な世界観に照らされたボナヴェントゥラ独自の枢要徳理論の展開
を見ることができるであろう。
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【シンポジウム提題】

スコトゥスにおける枢要徳の再構成と友愛の完全性

立正大学　小川 量子

人間がこの世で正しく生きるためには 4つの枢要徳と 3つの神学的徳が必要であることをスコトゥス
も認めるが、各人が身につけるべき徳は性格上の欠点や社会的立場に応じて異なるので、枢要徳が人間
のあるべき理想を表すとは考えない。そのため、従来のように、枢要徳が互いに結合する必然性も、神
の恩寵によって完成される必要性も認められない。それでも、人間が獲得可能な徳はすべて枢要徳に分
類され、枢要徳は徳を理解する枠組みとして意味を持つので、スコトゥスは神学者として枢要徳を独自
の観点から分類し、再構成することで、枢要徳の実践に新たな方向性を示そうとした。
意志が思慮に基づいて行為を選択しなければ、意志には倫理的徳が形成されないため、思慮なしには

倫理的徳はないが、思慮があっても倫理的徳がないことは可能であり、倫理的徳が形成されても、意志
が理性的に選択しなければ、倫理的徳は行為には実現しない。思慮と倫理的徳は、倫理的行為が成立す
るために不可欠な可能根拠として認められるが、意志を動かしうる能動原理ではないので、徳だけでは
倫理的行為は原因されない。さらに倫理的徳の実践が意志されなければ、そのために必要な思慮も知性
に形成されないので、特殊な倫理的徳が成立するためには、特殊な思慮が成立しなければならず、意志
が獲得可能な徳はすべて特殊な徳であるので、普遍的な意味での思慮の優位性は認められない。
倫理的徳は自己に関わる徳と他者に関わる徳に分けられ、自己に関わる節制や勇気は、欲求や情念に

妨げられて理性的選択ができない意志の不完全性によって必要とされるので、他者に対して正しく意志
するための正義のほうがより完全な徳であると考えられる。正義の徳としては、自己を分かち合う友愛
が最も完全であり、そのほかには、互いの善や共同体の統治を分かち合う正義が認められる。共同体の
正義は政治的対立や社会の混乱に対処するために必要な徳であり、互いの善を分かち合う正義も互いの
必要性に応じる徳であるが、友愛はいかなる必要性にもよらずに、他者のために自己を与える自由な愛
だけに基づくので、それ自体のために求められる正義なのである。隣人愛は愛徳に基づく友愛として、
友愛が愛徳によって神への愛に秩序づけられる可能性を示す。
スコトゥスにおいて、枢要徳であるから完全な徳なのではなく、枢要徳に属すると従来考えられなかっ

た友愛が枢要徳において最も完全な徳と捉えられたことにより、枢要徳は友愛の実現に向かって秩序づ
けられることが可能になる。すなわち、枢要徳はたんに精神の完全性として自己に所有されるだけでは
なく、他者に対しても自己に対するように自由に関わる意志の能動性を示すことから、意志の倫理的選
択に内的に関与すると考えられたのであり、枢要徳が理解されなければ、意志が何に対して正しく選択
可能なのかも理解されないのである。

原典参照テキスト
Lectura III d.34 q.un., Opera Omnia XXI, ed. Vatican, 2004.
Ordinatio III d.34 q.un., Opera Omnia X, ed. Vatican, 2007.
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