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中世哲学会 第71回研究大会 プログラム

　　　　 1 日目（11 月 12 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 上遠野 翔 サン プルサンのドゥランドゥスの神学の三分類をめぐって 矢内 義顕

10:50 11:40 石田 隆太 美の超越性：トマス・アクィナスの美をめぐる思想再考 樋笠 勝士

11:40 13:10 昼休・評議会

13:10 14:00 小山田 圭一 トマス・アクィナスにおける存在分割の原理としての本質について 周藤 多紀

14:00 14:50 関沢 和泉 中世哲学研究に対し当時の辞書・事典はどのような寄与をするか 水落 健治

14:50 15:40 芝元 航平 トマス・アクィナスにおける知性的魂の作用と自存性 山口 雅広──アヴィセンナ説に対する応答を手がかりとして──

15:40 16:00 休憩

16:00 16:50 小川 量子 キリストの受難に関するスコトゥスの情念論 山内 志朗

16:50 17:40 島田 勝巳 Explicatio Petri ──クザーヌスにおける教会論の変容── 佐藤 直子

18:10 20:10 懇親会

　　　　 2 日目（11 月 13 日 日曜日）
受付開始 10:20

開始 終了 発表者 題目 司会者

10:50 11:50 小林 春夫 【シンポジウム連動報告】 西村 洋平ポスト・アヴィセンナ期の哲学と神学

11:50 13:00 昼休・編集委員会

13:00 13:50 総会

14:00 17:00

【東北学院大学キリスト教文化研究所共催】シンポジウム
翻訳としての中世哲学──『形而上学』の読者たち──

中畑 正志 エネルゲイアは「現実に存在する」ことだろうか？

西村 洋平小村 優太 アラビア哲学におけるἐνέργεια/δύναμιςの訳語としての
fi↪l /quwwa と、その周辺

内山 真莉子 トマス・アクィナス『形而上学注解』とアナロギア

大会・総会会場：ホーイ記念館ホール（地下 1階）
会員控室：感染症対策のため控室の設置をいたしません。

（休憩・ご歓談の場所については p.18をご参照ください。）
懇親会場：ANAホリデイ・イン仙台 Chef’s Table



サン プルサンのドゥランドゥスの神学の三分類をめぐって

東京大学　上遠野 翔

本報告では、十四世紀前半に活躍した神学者サン プルサンのドゥランドゥスの『命題集註解』
第一巻序文の始めに問われる「神学は学知であるか」という問題について、そこで為された神学の
三分類と、その分類の背景について明らかにする。ドミニコ会士であったドゥランドゥスは、主
にトマスに反する主張をしたとして、ドミニコ会内での弾劾を受けたことで知られている。中で
も、弾劾の中心人物であったヘルヴァエウス（ヘルヴェーウス）・ナターリスとの間の論争は、ト
マス思想の権威化の過程などをめぐって、これまで様々な注目を集めてきた。本報告では、この
論争を捉える前提として、ドゥランドゥスが「神学」そのものに対してどのような姿勢を示して
いたかに注目する。
ドゥランドゥスはこの「神学は学知であるか」という問題に答えるに際して、神学を三種類に
分類し、そのそれぞれに対して「学知であるか」と問うという形式をとっている。一つ目の神学
は、それによって我々が聖書に書かれていることに対して同意するハビトゥスとされ、信仰と同
一視される。二つ目は、それによって信仰や、聖書において語られることが弁護され、明らかに
されるハビトゥスとされる。三つ目は、信仰箇条や聖書において語られていることから演繹され
ることのハビトゥスとされる。ドゥランドゥスはこのそれぞれに対して、いずれも厳密な意味で
は「学知ではない」と回答している。
その上で、ドゥランドゥスは三つ目に分類された演繹的な神学が一般に主要な神学と見なされ
ているとし、それに対して疑義を唱えている。そして、実践的なものを除いて、そのように信仰
箇条や聖書から結論を導く神学は、そのような結論を導くこと自体を目指すものではなく、本来
は二つ目に分類された神学が目指すところの、信仰の内容を弁護し明らかにすることを目指すも
のであると主張する。
この分類と、演繹的な神学に対する批判に対し、ドミニコ会の指導的立場にあったヘルヴァエ
ウスは、ここで一つ目と二つ目に分類されたものは神学ではなく、本来的に神学と呼ばれるべき
ものは、三つ目の演繹的な神学のみであると主張する。ドゥランドゥスは、ドミニコ会を離れた
後に改めて著された新たな『命題集註解』でこれに応答し、神学の名が最高度に当てはまるのは、
第二の神学であると述べている。
この両者の議論を比較すると、ヘルヴァエウスがこの神学の分類を形式面における分類と受け
取り、反論しているのに対して、ドゥランドゥスの分類は、本来それぞれの神学が何を目指して行
われるかということに即して行われていたことが分かる。そしてドゥランドゥスは、ヘルヴァエ
ウスらを主とする当時のドミニコ会内での神学の捉え方が、その目指すところよりも形式的な側
面を強調していることに対して批判的であり、その上でドゥランドゥス自身は、二つ目の分類を
主要な神学のあり方と見なすことで、本来神学が何を目指すものであるかに立ち返る姿勢を取っ
ていたことが示唆される。
以上より、本報告によって、ドゥランドゥスの神学の分類の背景には、ドミニコ会内での神学
の形式化の姿勢に対して、本来神学によって何が目指されるべきかということが見えづらくなっ
ていることへの批判があったことが明らかとなる。報告者は、このような姿勢を踏まえた上での
ドゥランドゥス ヘルヴァエウス論争研究の方向性を提案する。
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美の超越性：トマス・アクィナスの美の思想再考

同志社大学　石田 隆太

本発表は、美は超越概念なのかというトマス研究の伝統的な問題について改めて考察すること
により、トマスの美の思想がもつ重要な側面を整理し直すことを目指す。
美の超越性に対する関心は、多くのトマス研究者を惹きつけてきた。絶大な影響力を及ぼした一人
はジャック・マリタンである。1920年には初版が出版された『芸術とスコラ学』（Art et scolastique）
で彼は、美を「あらゆる超越概念全体の光輝」（la splendeur de tous les transcendentaux réunis）
だとし、美を超越概念とすることに積極的である。トマスの美の思想について今日から見ても最
も包括的な研究をのこしたウンベルト・エーコも、1956年の初版の後に 1970年に第 2版として出
版された『トマス・アクィナスにおける美学問題』（Il problema estetico in Tommaso d’Aquino）
で、美を超越概念とする解釈を基本的に擁護する。1961年に出版されて日本語訳もあるフランチ
ス・ヨゼフ・コヴァックの『トマス・アクィナスの美学』（Die Ästhetik des Thomas von Aquin）
でも、美はやはり超越概念であり、そのことは「すべての超越的なもののうちで最もゆたかな、最
も高貴な、最も包括的なものたる、美にふさわしい」と言われる。
こうした研究動向に対する目立った批判としては、超越概念の研究を集中的に行ったヤン・アー
ツェンによるものがある。1996年に出版された『中世哲学と超越的なものども：トマス・アクィ
ナスの場合』（Medieval Philosophy and the Transcendentals: The Case of Thomas Aquinas）で
彼は、「第 8章　美しさ：忘れられた超越的なもの？」全体を通じて、美を超越概念と見なす解釈
の批判を展開した。彼の診断によれば、美は一、真、善に並び立つような独自の特性をもつ超越
概念とは言えないし、他の超越概念にはない特別な役割を果たしているとも言えない。トマスの
美の思想について今世紀に出版されたいくつかのモノグラフでも、アーツェンの見解は決定的で
はないにしても説得的だと評価されている（K. E. O’Reilly, Aesthetic Perception: A Thomistic
Perspective, 2007; C. S. Sevier, Aquinas on Beauty, 2015）。
これに対して本発表が目指すのは、どちらかと言えばアーツェンのような挑戦的な立場ではな
く、美を超越概念と見なす解釈に寄り添いながら美の超越性について再考することである。この方
針は最近でもダニエル・D・デ・ハーン（“Beauty and Aesthetic Perception in Thomas Aquinas”）
が採用している。ただし本発表で特に試みたいのは、観念論哲学の立場から中世哲学の後進性を
批判したベネデット・クローチェに反対するだけでなく、現代のトマス主義者の一人としてトマ
ス思想を現代の諸問題に積極的に適用したジャック・マリタンにも反対した、エーコの立場を再
検討することである。トマスの美の思想においては、最近もデ・ハーンが自身の論考の最初に掲
げているように、「実際、見て喜ばれるものが美しいと言われる」（ST, I, 5, 4, ad 1）という言明
をどう理解するかが重要である。この言明は美の主観主義的な解釈の根拠としても用いられ、ト
マスの美の思想を全体としてどう理解するかという問題にとっても重要な箇所である。この点に
関しても検討していくことになるだろう。
エーコの前掲書は、彼のデビュー作でありながら、中世美学に関する別の概説書（邦題『中世美
学史』）や『薔薇の名前』などに比べると翻訳された例が少ないものの、西洋中世哲学研究にとっ
て最も重要な著作の一つであり続けている。発表者はエーコ著の日本語訳に関わる機会を得たた
め（慶應義塾大学出版会より『中世の美学 トマス・アクィナスの美の思想』という題で近刊予定）、
その知見を生かしながら、美について哲学的に考える道の一つを示したい。
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トマス・アクィナスにおける存在分割の原理としての本質について

東京工業大学　小山田 圭一

この世界のあらゆるものは存在するものである。そして、それらのいかなる部分や属性も、や
はり存在するものである。つまり、存在するということは、いかなるものにも、またそのいかなる
部分や属性にも行き渡っている。存在することが行き渡っていないものは端的に存在しない。そ
うした見方を徹底すれば、この世界は存在一色であり、何ら余すところのない単一な存在と見做
され得るかもしれない。しかし一方で、我々（の多く）は、この世界に存在するものが多様であ
ることを明らかなことと見做し、受け入れていると思われる。ここに、我々が一多問題と呼ぶ哲
学的な難問が見出されることになる。
我々は以前、この問題に関する考察の一環として、トマス・アクィナスの体系の中で一多問題
に対する解答を与えようとする試みを開始した（『中世思想研究』61, pp.36–51、及び『中世哲学
研究』39, pp.20–38）。そこでは、存在の多様性を認める立場から、一多問題を「なぜ唯一つのも
のだけではなく、多くのものが存在するのか」という問いの形で定式化し、その問いを二つの観
点から区別した。それは、1) 存在の多数性や区別を可能にしているのは何か、という事物に内在
的な分割の原理を問うものとする観点、および、2) 一つの自存する存在そのものが多くのものを
発出するのはなぜか、という事物に外在的な発出の根拠を問うものとする観点の二つであり、こ
れらの観点で捉えられた一多問題をそれぞれ「分割の問題」「発出の問題」と呼んだ。またそこで
は、考察を「発出の問題」に限定し、「分割の問題」への考察は今後の課題として立ち入らなかっ
た。これを踏まえ、本発表では、残る「分割の問題」に焦点を当て、トマスによる解答が如何な
るものとなるのかを明らかにしたい。
ところで、事物の存在 (esse)が分割され多数化されるための原理として、本質 (essentia)が挙げ

られることが、既にいくつかの先行研究で主張されており、かつ、それはトマスのテキストからも
比較的容易に確認できることである。したがって、本質が存在分割の原理であることそれ自体に
ついては、本発表でも見解を同じくするのであって、異論や反論を唱えるつもりはない。しかし、
存在分割の原理としての本質を存在論上どのようなものとして理解するかについて先行研究には
不足や難点が見出される（特に、Wippelの“relative non-being”としての本質理解）。したがっ
て、「分割の問題」への解答を十全に示すためには、そうした不足や難点を解消することが必要と
なる。そこで、本発表では、存在分割の原理としての本質について、先行研究における理解の不
備を明らかにし、そうした本質が如何なる特徴や位置付けを持っているかについてより整合的な
解釈を提示することによって、トマスの体系における「分割の問題」への解答をより十全なもの
にあらためたい。なお、我々の解釈の主要な点は、存在分割の原理としての本質を、絶対的に考
察された本性 (natura absolute considerata)として捉え、存在 (esse)から何らかの意味で“独立
した”原理として本質を位置付けるところにある。
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中世哲学研究に対し当時の辞書・事典はどのような寄与をするか

東日本国際大学　関沢 和泉

以前ほど行われないが、日本の伝統的哲学論述に、現代の辞書に記述された語・概念の日常的
用法から、その哲学的含意を掘り下げていく手法があった。同じことを西洋中世のある語・概念
について行う場合、出発点となる辞書はどのような辞書でありうるか。
私たちが手にする古典／中世ラテン語の辞書の多くは、Du Cangeとしばしば著者の名で呼ばれ
る大部の辞書のように対象とする時期に幾分近い時点において作成されたものもあるにせよ、基
本的には後の時代から過去の用例を解釈し産み出された著作である。そうであるならば、たとえ
ば西洋 13世紀後半にラテン語で著作を残した人々の著作に現れるラテン語の当時の日常的用法を
確認する出発点として利用できる辞書・事典はないのか。
そうした辞書・事典は存在する（以下辞書・事典とするのは、当時の辞書・事典において、語
を説明する辞書と事物を説明する事典の区別は必ずしも明確ではないからである。また辞書・事
典への言及は一般に利用されているもの――辞書により書名であったり、著者名であったり異な
る――を用いる）。だが、その利用には、これまで大きく二つの課題が存在していた。第一に、当
時広く参照された主要な辞書・事典であるにもかかわらず、批判的校訂版が存在しないものが多
かったこと――たとえば 11世紀に編纂され、長らく利用され続けた Papiasの辞書・事典につい
ても、1977年から 1980年にかけてイタリアで冒頭部分についての校訂版が出たまま止まってお
り、13世紀の大部の辞書・事典であるCatholiconについては依然として存在しない。だがこの点
も、1996年にOsbernus、2004年にHuguccio、2016年に Liber glossarum（電子出版）が校訂さ
れたこと、また写本に眠る著作も多くインターネット上で直接参照できるようになったことから
変わりつつある。第二は、より本質的な問題として、これらの多くの辞書・事典が定義として引
用する用例がイシドルスの『語源』に由来するなど、同時代の意識をどこまで反映しているのか
即断できない記述を多く含むことである。そこから、これらの辞書・事典は編者が話し書いてい
たラテン語の同時代的意識を反映しているのか、それとも規範的に利用するための過去の著作か
らの引用の寄せ集めに過ぎないのか、判断が難しいとされてきた。
第二の課題について、典拠の編集作業自体のうちに編者の意図は読み取れないのかとの疑問が
提出されるだろう。これは、実際にたとえば Papiasを開いて、ある項目を読んでみれば、古代末
期から中世初期の著者からのそっけない引用の並列に、自明な作業ではないことが分かる。もう
一ステップが必要である。どの辞書・事典でも、語の定義を示すための用例はある種の権威ある
著作から採録されている。重要な語であれば複数の典拠から。そしてそれらの用例は各辞書・事
典において、独自の仕方で出し入れされながら配列される（写本時代の常で、同じ辞書・事典で
も写本により配列が異なる場合もある）。そのようにして、辞書・事典ごとにことなる語の定義を
示す用例の配置・配列を時系列で並べていくと、辞書・事典による用例の出し入れの背後に潜む
編者の関心の変遷や、典拠が明らかでない用例の背後に想定される同時代の議論がかすかに浮か
び上がる。
本発表では、この手法により、中世の長い時代の中で論争の焦点となった概念に触れる語群を
検討することで、これらの辞書・事典が中世哲学研究に寄与しうることを示す。
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トマス・アクィナスにおける知性的魂の作用と自存性
──アヴィセンナ説に対する応答を手がかりとして──

上智大学　芝元 航平

周知のように、アヴィセンナは、人間の理性的魂が質料によって個体化されながら、自らの本
質において質料に依存せずに自存する存在を持ち、さらに、死によって身体を失った後も個体と
して存続し続けると考えた。このような主張はキリスト教の立場にも合致するものである。その
一方でアヴィセンナは、人間の能動知性は自存する単一の知性体であり、個々の人間の理性的魂
は、自らの内に可知的形象を保存することはできず、知性認識を行うたびごとに能動知性へと向
き返ることで可知的形象を受容する必要があると考えた。トマスは、このようなアヴィセンナの
主張に対して次のような評価を行っている。

それゆえ、可能知性に関する限りでは、彼（アヴィセンナ）の主張はわれわれがカト
リックの信仰に従って保持しているものである。もっとも、能動知性については他の
者たちと共に誤っているのではあるが。（In II Sent., d. 17, q. 2, a. 1, c.）

ところでトマスは、人間の知性的魂が自存する個体である「この或るもの」であることを、『神
学大全』第 1部（q. 75, a. 2）で論じている。同所でトマスは、「それ自体で自存するものでなけ
れば、それ自体で作用することはできない。それゆえ、いかなるものもそれが存在する様態で作
用するのである」と述べ、作用の様態が自らの存在の様態に対応するという存在論的一般原則に
基づいて論証している。一方、初期の『命題集注解』第 1巻（d. 8, q. 5, a. 2）では、アヴィセン
ナの説として、知性に内在する可知的形象の非質料性に基づく自らの論証を行っており、アヴィ
センナの強い影響がうかがわれる。もっともアヴィセンナは、『魂について』第 5部第 2章で、可
知的形象の非質料性に基づく論証だけでなく、知解の作用に基づく論証も行っており、後のトマ
スが影響を受けた可能性も指摘できる。
このような後期トマスの論証の理論的背景としては、同時期のトマスが可知的形象を、知解の
対象ではなく、「それによって知性が知解するもの」（S. T. I, q. 85, a. 2, c.）であると明確に主
張するようになったことが考えられる。つまり、トマスは知解の作用を受容された可知的形象の
単なる内在と同一視していないのであり、それは付帯性としての可知的形象における何性と存在
の区別を前提としていると考えられる。その結果として、後期のトマスは、個々の知性的魂にお
ける、能動知性の抽象作用によって現実態化された可知的形象の可能知性における受容と、それ
に基づく知解の作用を、自存する知性的魂に属する「現実態における知性」の作用として統一的
に理解しているように思われる。トマスは、初期の『命題集注解』第 2巻（d. 17, q. 2, a. 1, c.）
では、どのようにして能動知性と可能知性が一つの知性的魂に属しうるのかという問題は、「困難
であると思われる」と述べているのに対して、後期の『定期討論集 魂について』（a. 5, c.）など
では、「困難ではない」と述べているが、この変化も上述の理解によって説明できるであろう。さ
らに、この理解は、後期のトマスが能動知性の光を、「創造されざる光」の分有（S.T. I, q. 84, a.
5, c.）として明示的に考えるようになったこととも密接な関連があるように思われる。
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キリストの受難に関するスコトゥスの情念論
立正大学　小川 量子

スコトゥスは命題集註解『レクトゥーラ』と『オルディナティオ』の第 3巻 15区分でキリストの
受難における情念について従来の理解を参照しながら幾分錯綜した仕方で多面的かつ複雑に論じ
ている。キリストの悲しみは、精神が身体との結合によって本性的に身体的苦痛の影響を受ける
ことによると伝統的に考えられてきたが、スコトゥスは身体的苦痛 dolorと精神的悲しみ tristitia
の根拠を明確に分け、精神の悲しみは身体的苦痛のように対象に対する能力の本性的適合性には
よらず、アウグスティヌスに従って「意志しないことが起こることによる」と考える。そのため、
キリストが受難を意志したのであれば、受難を悲しむことはいかにして理解可能かが問題になる
のである。
当時の一般的立場では、キリストは上位の精神によって神に向かうかぎりで至福であり、下位の
精神によって身体の苦痛に関わるかぎりで悲しむと理解されたが、『レクトゥーラ』では上位の精
神によってキリストは受難を意志するかぎり、受難を悲しまないと考えられ、下位の精神も上位の
精神に基づくかぎり、受難を理性的に選択することから悲しまないという立場を提示した。しか
しながら、一般的に受け入れられないと考えたため、下位の精神によってキリストが悲しむ根拠
を示すにとどめた。『オルディナティオ』では、下位の精神によって悲しむと考えられた根拠は上
位の精神にも妥当すると考え、キリストは上位の精神によっても受難を悲しむと認めたのである。
『オルディナティオ』で精神が悲しむと考えられる四つの場合は内容的には『レクトゥーラ』と
重なるが、最初の二つは上位の精神と下位の精神に共通し、後の二つはそれぞれの精神に固有な
悲しみとして区別される。第一は、現実に意志しないことによって悲しむ場合であり、キリスト
はいずれの精神によっても受難を現実に意志したかぎり、悲しむとは考えられない。第二は、条
件づけられた仕方では意志しないために悲しむ場合であり、『ニコマコス倫理学』第 3巻で悪天候
で船の積み荷を捨てることは、人命救助のために必要な手段として理性的に選択されるとしても、
悪天候に条件づけられることは望まれないと考えられるように、キリストも人間の救いのために
受難を意志するが、人間の罪に条件づけられていることは望まないので、受難を悲しむことは可
能であると解釈する。第三は、アンセルムスによる意志の性向理解に従って、キリストが神の意
志に従って受難を意志したことは、正義を意志する性向に基づくが、自己の善を求める性向に反
するので、本性的に意志は自己の死を望むことができずに悲しむと理解する。第四は、下位の精
神によって苦痛を受けることを理性的に選択した場合であっても、意志は感覚的欲求とともに苦
痛を意志しないことから苦痛を悲しむと考えられる。
これらのうち第三の場合だけが上位の精神に固有な悲しみとして理解される点で、スコトゥス
独自の解釈を示しているが、その他の場合は従来認められた解釈に基づき、もともと下位の精神
による悲しみを理解するために受け入れた解釈である。そのため、スコトゥスにおいて、上位の
精神による悲しみは受難におけるキリストに固有な悲しみを表す点で、下位の精神による悲しみ
よりも重視されていると考えられる。というのも、上位の精神によって神の正義のために自己の
死を選択することは、下位の精神 (思慮)によって、この世で幸福に生きるために必要なことや快
適なことを選択することとは根本的に異なるからである。その点で、正義に基づいて自己の死を
受け入れたキリストの悲しみは、身体的苦痛を望まないことの悲しみとは区別される。
発表では『レクトゥーラ』と『オルディナティオ』に即してスコトゥスの情念論と受難論の繋
がりを理解することを通して、彼の独自性と革新性がどこにあるのかについて考察する。
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Explicatio Petri
―クザーヌスにおける教会論の展開―

天理大学　島田 勝巳

ニコラウス・クザーヌスの教会論については，従来は特にDe concordantia catholica（1433/34，
以下DCC）を中心に，公会議主義の文脈におけるその歴史的意義が論じられることが多かった（P.
Sigmund, M. Watanabe, etc.）。だが，そうした研究がDCC とDe docta ignorantia（1440，以下
DDI）以降の思弁的著作を切り離す傾向にあったのに対し，Thomas M. Izbickiはむしろそこにク
ザーヌスの教会論的関心の継続性と強調点の変化を認め，彼の思想的展開におけるその意義を明
らかにしようとした。本発表ではこうした Izbickiの関心を継承しながらも，彼が射程に収めてい
ない新資料（Fundamentum naturae，以下 F資料）の含意をも俎上に載せ，特に教会法学者ロド
リゴ・サンチェズへ宛てた手紙 Epistola ad Rodericum de Trevino（1442，以下 ERT）を中心に，
クザーヌスにおける教会論の展開の一端を浮き彫りにしたい。
まず，クザーヌスは DCCにおいて，教会の階層秩序，教会の“魂”としての司祭職，教会行
政における「同意」consensusの必要性，さらに教会の“身体”としての神聖ローマ帝国といった
壮大な教会論のヴィジョンを描いていた。だが，公会議派から教皇派への「転向」後に書かれた
DDIでは，第三巻最終章において，教会の組織機構には一切触れないまま，「戦闘の教会」ecclesia
militansと「凱旋の教会」ecclesia triumphantiumの区別を前景化させている。そのうえで，教
会的な一致 unio ecclesiasticaと，第三巻冒頭数章で論じられたキリストにおける位格的結合 unio
hypostaticaとの一致が論じられる。
この DDIの時点で既にキリスト論への傾斜は明らかだが，この二年後に書かれた ERTでは，

DDIで語られた受肉論と創造論を基盤としながらも，そこで既に用いられていたシャルトルのティ
エリ由来の「包含と展開」complicatio/explicatioの枠組みを，新たに教会論にも適用している。
まず御言葉は万物を包含し，御言葉を通して万物は他性の多様性に展開される。さらにクザーヌ
スは，教皇の優位性を主張するための新たな理論的道具立てとしてこの図式を用いる。それによ
れば，教会は神によってその頭であるペトロにおいて包含され，個々の聖職者の多様な他性にお
いて展開する。その意味で教会は「ペトロの展開」explicatio Petriであり，その可視的教会の頭
が教皇であるとされる。
注目すべきは，クザーヌスがここで complicatio/explicatioのみならず，「縮限」contractumの
概念をも教会の組織機構の理論的正当化に用いている点である。ここからは，彼が 1430年代後半
に入手したと思われる F資料の影響が窺える。これもDDIにおける当概念の使用を教会論に拡張
したもので，ここでもやはり縮限は絶対 absolutumとの対比において用いられる。それによって，
教会におけるさまざまな首位 principatusの権力が，絶対的なものに依拠する縮限的なものとして
説明される。こうしてクザーヌスは，complicatio/explicatioと absolutum/contractumの概念枠
組みを重層的に採用することで，DCCにおける階層秩序的な教会論とも，DDIにおけるキリスト
論的・思弁的教会論とも異なる教会論のヴィジョンを提示し，教皇主義の独自な正当化を図った
のである。
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第 71回大会　シンポジウム
東北学院大学キリスト教文化研究所共催

翻訳としての中世哲学
──『形而上学』の読者たち──

【連動報告者】：小林 春夫（東京学芸大学）

【提題者】：中畑 正志（京都大学）
小村 優太（早稲田大学）
内山 真莉子（慶應義塾大学）

【司会】：西村 洋平（兵庫県立大学）

企画の趣旨

「中世哲学」の出発点をとってもまたその発展においても、「翻訳」が主要な役割を果たしてい
る。本テーマの「翻訳」は異なる言語への翻訳だけでなく、哲学や神学の議論の背景にある時代
的・文化的・宗教的背景の枠組みの変遷も含んだ広いものである。テクストが異なる言語に訳さ
れ、ある特定の文脈で使われた哲学的議論や概念が、異なる文化・宗教を背景とした別の文脈の
中で読み替えられてゆく。その過程に光を当てて、中世哲学を捉え直そうというのが本シンポジ
ウムの趣旨である。
第 1回目となる 2021年度は、哲学をする道具立てとされるアリストテレスの「オルガノン」と

呼ばれる著作群に焦点を当た。それらが中世哲学初期においてどのように翻訳されたのか、その
展開とともに辿った。その時期の一つの特徴として挙げられたのが翻訳の「不在」であった。限
られた道具立てのなかで、アベラールは独自の認識論を（本企画委員の小村が言うところの「DIY
精神」で）提示し、『分析論後書』の翻訳以前と以後では『命題論』の理解が異なる仕方で行われ
ていることなどが確認された。
第 2回は、イスラーム哲学と西洋スコラ哲学におけるアリストテレス『形而上学』の翻訳に着目

する。12世紀以降、『形而上学』はさまざまなラテン語訳によって読まれた。提題者の議論の前提
でもあるので、Borgoの論考に基づきラテン語訳リストを表 1に整理しておく（M. Borgo,“Latin
Medieval Translations of Aristotle’s Metaphysics,” in F. Amerini and G. Galluzzo (edd.), A
Companion to the Latin Medieval Commentaries on Aristotle’s Metaphysics, Brill’s Companions
to the Christian Tradition, 2014, pp.19–57）。
この表の「特徴」に示されるように、複数の訳があるだけでなく、あるものは別のものの改訂
版であったりする。また同じ訳でも翻訳の改善・修正がなされたため、異なるバージョンが流布
していたことが知られており、伝承過程での混態もある。提題では、そうした訳の修正に見られ
る意図や哲学的意義への踏み込んだ考察や、これらの訳に基づいてトマス・アクィナスがどのよ
うに独自の思想を展開するのかが探られる。
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表 1: 『形而上学』の中世ラテン語訳
呼称 訳者 訳された巻 特徴

Vetustissima ヴェネチアのヤ
コブス

A巻からΓ巻 6章 トマス・アクィナスによって「ボエティ
ウスによる訳」と呼ばれる。リテラルな
訳で、問題のある箇所は訳出していない。

Vetus ──── 同上 Vetustissimaの一部の訳をラテン語とし
てより平易で読みやすいものにした。

Media ──── K巻を除く全 13巻 Vetustissimaとほぼ同時代（＝Vetusよ
りも時代的には古い）。作者は不明だが、
12世紀アンティオコスで行われた翻訳
活動に共通する点が指摘されている。

Moerbeka ムルベケのグイ
レルムス

全巻 Mediaを修正するが、MediaにないK巻
や、MN巻は新たに訳す。

Nova スコットランド
のミカエル

A巻途中から I巻ま
でとΛ巻 10章まで

アヴェロエスの大註解にあるアラビア語
訳テクストの忠実な訳

またラテン語訳以前にはアラビア語訳が存在する。アヴィセンナ『治癒の書』の「形而上学」は、
アリストテレス『形而上学』に基づきつつも全体の構成などは大きく改変しており、アヴィセンナ
独自の思想の展開が見られる。そこでは異なる複数のアラビア訳『形而上学』が使用されている
ことも指摘されている（A. Bertolacci,“On the Arabic Translations of Aristotle’s Metaphysics,”
Arabic Sciences and Philosophy 15 (2005), pp.241–275)。本シンポジウムでは、アヴィセンナが
どのようにアリストテレス『形而上学』を読んだのか、主要概念の訳語に着目して考察する。さ
らに連動報告では、アヴィセンナ独自の形而上学が、その後のイスラーム思想（ポスト・アヴィ
センナ期の哲学や神学）の発展にどのような影響を与えたのかについて扱う。
以上の企画を通して、異なる言語・思想・文化圏の対話として中世哲学を捉え直し、その営み
の豊かさを再確認するとともに、中世哲学そのものがもつ現代的意義を見出すことも目指したい。

［2021-22年度シンポジウム企画委員：小村優太、西村洋平（文責）］
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【シンポジウム連動報告】

ポスト・アヴィセンナ期の哲学と神学

東京学芸大学　小林 春夫

今回の連動報告では、次の 3つのテーマを考えている。

１．イスラーム哲学研究の動向
イスラーム研究の分野では、ここ 20年ばかりの間、「ポスト・アヴィセンナ期」ないしは「ポ

スト・クラシカル」をキーワードとした研究が盛んである。おおまかに 13世紀から 19世紀頃ま
でのイスラーム哲学の発掘と再評価の試みである。そこでの焦点の一つが、イブン・スィーナー
（1038年没）以後のファルサファ（新プラトン主義的アリストテレス哲学）の在り方である。これ
までにもこのテーマに関する研究がなかったわけではない。しかし資料的な制約もあり、また何
よりもイスラーム研究者の間で哲学はマイナーな研究テーマと見なされてきた。近年、この分野
の研究が盛んになりつつある背景には、各地に死蔵されていた哲学写本の発掘や ITによる公開な
どテクニカルな面も大いに関係していようが、欧米で活躍するイスラーム地域出身者の増加、西
洋古典学・西洋中世思想・イスラーム学などの多領域を横断する研究の増加、またそれらに伴う
西洋中心的な哲学史の見直しとも連動しているだろう。限られた範囲にはなるが、最近の研究動
向を紹介して導入としたい。

２．「形而上学」の主題と構造
「ポスト・アヴィセンナ期」を問題にする以上、イブン・スィーナー研究が一定の水準に達して
いなければならない。今回は「形而上学」に絞って、その成果を見ておきたい。まず古代末期の
注釈を経てアラビア語に移されたアリストテレスの「形而上学」は、決して近づきやすいテクス
トでなかった（イブン・スィーナー自身、40回以上読み返してついに理解することができなかっ
たと告白している）。このテクストに対してアヴェロエス（1198年没）は「大註解」を書くわけだ
が、イブン・スィーナーは独自の解釈に基づくパラフレーズの手法を選択した。その成果が『治
癒』第 13部門に収められた「形而上学」(al-ilāhiyyāt = philosophia prima, scientia divina)であ
る。その後のイスラーム世界ではアヴェロエスの著作は無視され、イブン・スィーナーの著作が
圧倒的な影響力をもつことになる。彼の解釈の要点を挙げると、（１）「形而上学」の構造と知の
体系化、（２）存在者（ある）の「曖昧さ」（tashk̄ık = ambiguitas: 現代では analogy, gradation,
modulationなどと訳される）による実在の階層化である。これら（１）（２）は、「形而上学」は
単一の学であるが、①「第一哲学」（ないし普遍学）と②「神学」（原因論）からなるとする理解に
つながる。

３．「形而上学」の解体とカラームの再構築
「ポスト・アヴィセンナ期」の特徴の一つとして、イブン・スィーナーに代表されるファルサ

ファとカラーム（啓示の合理的解釈をめざす、いわゆるイスラーム神学）の合流がある。イスラー
ム世界における哲学は 12世紀のガザーリー（イスラーム正統派）による批判を受けて衰退または
滅亡したとの通説（ガザーリー神話）がある。今日、このような通説は様々な観点から覆されてい
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るが、では 12世紀以降の「哲学」はどのような形で発展したのかと問われれば、まだ十分に答え
ることができない。上述した「形而上学」に「自然学」的世界観を加味したものが「ヒクマ」（ア
ラビア語で叡知を意味することば。ギリシア語からの音訳であるファルサファとの差別化を図る
ために用いられるようになった）として出現したこと、このヒクマがカラームに取り込まれ「哲
学的神学」が成立したこと、これらを指摘するのが一つの方向性ではある。しかしこうした流れ
を「哲学」の発展と見るのか、それとも「似非哲学」（para-philosophy）化と見るのかなど、議論
は定まっていない。
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【シンポジウム提題】

エネルゲイアは「現実に存在する」ことだろうか？

京都大学　中畑 正志

与えられたのは「翻訳としての中世哲学」という課題であり、それを『形而上学』という書に
即して考えようというのが趣旨なので、具体的な例を挙げて考えるのがよいだろう。『形而上学』
Θ巻六章において、アリストテレスはエネルゲイアについての本格的な考察に移り、まず次のよ
うにエネルゲイアを規定する。

ἔστι δὴ ἐνέργεια τὸ ὑπάρχειν τὸ πρᾶγμα μὴ οὕτως ὥσπερ λέγομεν δυνάμει· λέγομεν δὲ

δυνάμει οἷον ἐν τῷ ξύλῳ ῾Ερμῆν καὶ ἐν τῇ ὅλῃ τὴν ἡμίσειαν, ὅτι ἀφαιρεθείη ἄν, καὶ

ἐπιστήμονα καὶ τὸν μὴ θεωροῦντα, ἂν δυνατὸς ᾖ θεωρῆσαι· τὸ δὲ ἐνεργείᾳ. (1048a30-
35)

これはアリストテレスにとって、エネルゲイアの、いわば暫定的規定だが、引き続く考察の基
本的方向を示している。いま下線部だけの訳に絞って紹介すると、

Translatio Anonyma sive ‘Media’: Est autem actus existere rem non ita sicut dicimus
potentia
Guillelmus de Moerbeka: Est autem actus existere rem non ita sicut dicimus potes-
tate

そしてトマス・アクィナスは、下線部を次のようにパラフレーズしている。

Primo ostendit quid est actus; dicens, quod actus est, quando res est, nec tamen ita
est sicut quando est in potentia.

この訳やパラフレーズに現われるタームの actus, existere, est, res, potentiaについて、そして
とりわけトマスの理解をめぐって、すでに多くのことが語られてきた。そうした研究の成果に学
びつつ、この報告では、こうしたタームがアリストテレスの思考を継承するためのものと考えた
場合に、そこにはアリストテレス自身の考え方（と私が考えるもの）がどのように受け継がれ、ま
たいかなる変容が認められるのか、そしてその継承や変容に翻訳という営みがどのように関与し
ているのかを考えてみたい。
いま言及した語彙のなかで、これまであまり論じられることがなかったのは、ὑπάρχεινが existere

と訳されていることである。たしかに、直後に与えられる「木材のうちにヘルメス像がデュナミ
スにおいてὑπάρχεινしている」という例は、それと対比されるエネルゲイア（> actus）が、「木材
のうちにヘルメス像が――可能的にでなく現実に――存在する」という意味であることを示して
いるように見える。現在でも、ほとんどの訳書が同じく exsitere系統の語を使用した訳を与えてい
る（Ross-Barnes: ‘Actuality means the existence of the thing’, Bonitz, Tricot, Makin, Duminil
& Jaulin, Reeveらも同様）ことが示すように、自然な訳ではある。
しかし私は、この報告において、次のことを論じたい。――このような訳と解釈は自明ではな
く、むしろアリストテレスが引き続いて展開するエネルゲイアとデュナミスの説明と必ずしも適
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合しない。この不適合は、その周辺の語彙の理解とも連動しつつ、より大きな問題圏を示唆して
いる。つまり、こうした翻訳は、エネルゲイアをめぐって、アリストテレスとそれを継承する論
者（トマス以前の哲学者たちも含む）との概念枠組の差異と連携している可能性がある。
またギレルムスは、『形而上学』の他の箇所や他の著作のいくつかの箇所において、ὑπάρχεινの
訳語を、先行する訳（基本的に inesse）から existereへとおそらく意図的に変更している。この
事実に対しては、これまで散発的に注意されてきた（Minio-Paluello, Vuillemin-Diem, Steel &
Cordonier）が、その意図や意義について詳しく論じられることはなかったと思われる。もし余裕
があれば、このことの意味についても何らかの示唆を試みたい。
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【シンポジウム提題】

アラビア哲学におけるἐνέργεια/δύναμιςの訳語としての
fi↪l /quwwa と、その周辺

早稲田大学　小村 優太

アリストテレス哲学の基本概念ἐνέργεια/δύναμιςはアラビア哲学において一般的に、それぞれ
fi↪l /quwwa と翻訳される。しかしそれぞれの概念は必ずしも一対一対応するわけではない。アラ
ビア語世界において、quwwa と類似する意味をもつものとして、qudra, istit.ā↪a などの語があり、
後者ふたつはすでにイスラーム神学において議論の対象になっていた。とりわけ神の qadarにつ
いての論争はムウタジラ派、アシュアリー派など初期神学派にとってきわめて重要な問題であり、
様々な議論がなされてきた。また一方で、名詞 fi↪l の語根 f-↪-l には「活動する」「行為する」とい
う意味の他にも「制作する」という意味があり、アリストテレスにおけるἐνέργειαの範囲を超え
たものを意味し得た。アラビア哲学者たちがこれらの概念を分析するさい、否応なしに既存のイ
スラーム神学の議論を意識せざるを得なかった。アヴィセンナは『治癒の書』「形而上学」IV.2に
おいて、quwwa と fi↪l を取り扱うが、そのさいもアラビア語の語義解釈から始めてゆく。そして
fi↪l /quwwa の分析において、アリストテレスには本来存在しなかった一神教的な「神の力」、「世
界の制作者」という概念とのつながりを意識した議論を重ねてゆく。
またアヴィセンナは「存在の quwwa 」を「存在の可能性（imkān ）」と読み替え、存在の様相

といった問題へも議論を接続してゆく（自らによる存在必然者/他者による存在必然者＝自らによ
る存在可能者）。とりわけ後期作品『示唆と警告』において、彼は存在の必然性と可能性の問題へ
と重点を移しており、fi↪l /quwwa という対概念から wuǧūb /imkān という対概念への移行につい
ても取り扱うことにする。
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【シンポジウム提題】

トマス・アクィナス『形而上学注解』とアナロギア

慶應義塾大学　内山 真莉子

トマス・アクィナスは、神と被造物に何らかの同一の名称を述語することがいかにして可能で
あるかを考察する際にアナロギア（analogia）という概念を持ち出すのだが、それは用語としては
アリストテレスに由来する。ギリシャ語のἀναλογίαをラテン語に音訳し、「比に即して」や「比例
的に」というそのままの意味で用いている。しかしながら、アリストテレスがアナロギアでもっ
て説明しようとしていることと、トマスが説明しようとしていることは同じではない。というの
も、トマスはアリストテレスにおけるプロス・ヘン（πρὸς ἕν）とアナロギアの両者を一まとめに
して、自身におけるアナロギアの思想を構成しているからだ。では、（１）トマスは本来異なるは
ずのプロス・ヘンとアナロギアをどのようにして一つの思想にまとめたのか、また（２）一まと
めにすることでトマスにとってどのような利点があったと考えられるか。これら２つの問いにつ
いて、『形而上学注解』での記述を基底としながら検討していく。
１つ目に関しては、McInerny(1996)でも指摘されている通り、トマスがプロス・ヘンをアナロ

ギアとして解釈していることは明らかである。実際、『形而上学注解』第４巻第１講にて、ギリ
シャ語でἀναλογίαではなく πρὸς ἕνが用いられている箇所に対して、トマスは「アナロギア的に
analogice」と言葉を補って注解している。この際、重要なことは、プロス・ヘンの意味する「一つ
のものへと」ないし「一つのものに対して」という一つのものへの方向性をもった関係性と、ア
ナロギアの意味する「比に即して」ないし「比例的に」という関係性を、どちらも「複数のものど
もに緩やかな統一性をもたらすもの」としてトマスが解釈したということである。この緩やかな
統一性こそが、神と被造物という次元の異なる存在者に対して同一の語を述語する場面で、トマ
スによって適切だと判断された一性の在り方だと考えられる。
２つ目に関して、トマスが有益さを自覚してプロス・ヘンとアナロギアを一まとめにしたとは
考え難い。むしろ、プロス・ヘン的な統一性と比例的な統一性を一まとめにアナロギアとしてし
まったことにより、トマスにおけるアナロギアの解釈上の困難を生んでしまっているとも言い得
る。しかしながら、神と被造物とに同一の語を述語する際に、プロス・ヘン的な統一性によって
述語される名称と、比例的な統一性によって述語される名称がそれぞれ別のものとしてある、と
いうことに注意を向けるならば、プロス・ヘンとアナロギアを一まとめに解釈したことにも利点
があると言うことができるだろう。
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会場のご案内（東北学院大学 土樋キャンパス ホーイ記念館）

●交通アクセス案内

〒 980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋１丁目３－１
最寄り駅：地下鉄南北線「五橋駅」または「愛宕橋駅」

※仙台駅からは五橋駅、仙台空港からは愛宕橋駅が最寄りとなります。

仙台駅（地下鉄） 2分−−−−−−−−−−−→
地下鉄南北線

五橋駅

仙台空港 19分−−−−−−−−−−−−−→
仙台空港アクセス線

長町駅 5分−−−−−−−−→
地下鉄南北線

愛宕橋駅

●アクセスマップ
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●ホーイ記念館配置図

AED
コラトリエ・コモンズ

エントランスホール Ｅ・Ｖ

カフェ コラトリエ・リエゾン

ＷＣ
（女）

ＷＣ
女）（男）（

ＷＣ
（男）ＷＣ

アドミッションズ・
オフィス 広報課 就職キャリア支援課

資
料
コ
ー
ナ
ー 管

理
室

Room 5

Room 4

Room 3

Room 2

Room 1

Ｅ・Ｖ Ｅ・Ｖ

WC

• 総会・大会会場：ホーイ記念館ホール（地下 1階・受付はホール入り口前）

• 感染症対策のため 会員控室やお茶・茶菓の用意はありません。
＊ 3階自販機のある休憩スぺースや会場 1階のカフェをご利用ください。ただし日曜日にカ
フェの営業はありません。

• 昼食について：
＊土曜日の昼食には学生食堂がご利用いただけますが、日曜日は営業しておりません。
＊ホーイ記念館の並びにスーパーの「西友」、周辺には食堂もあります。
＊日曜日の昼食はホーイ記念館 3階H305教室がご利用いただけます。

• 評議会・編集委員会会場：ホーイ記念館 2階会議室

• 懇親会会場： ANA ホリデイ・イン仙台 Chef’s Table（Tel: 022-256-5130）
＊会場へはタクシーの利用あるいは徒歩（20分程度）での移動をお願いします。
　詳細につきましては会場HPをご覧ください。

＊土曜日は営業 
＊日曜日の営業はありませんが  
　休憩・飲食の場所として利用可能です。

＊こちらで入館の手続き 
　>事前登録ありの会員： 
   用意された名簿にチェック 
    >事前登録なしの会員： 
    必要事項を記入 
＊検温をお願いします。

会場へは地下へ

閉鎖中 入口

会場

自販機・休憩スペース

日曜日の昼食スペースとして
ご利用いただけます。
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