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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）

トマス・アクィナスにおける人間の「個体化」について
―「個体化の源」とは何か―

松根　伸治
（南山大学）

10:50 11:40 伊藤　遥子
（筑波大学）

トマス・アクィナスにおける「愛」の二層性
片山　寛

（西南学院大学）

11:50 12:50

13:00 13:50 河野　雄一
（慶應義塾大学）

エラスムス『リングア』における言語と統治
―両義性と規律―

伊藤　博明
（埼玉大学）

13:50 14:40 芝元　航平
（上智大学）

神の「存在論的証明」に対するトマス・アクィナスの批判について
　―アンセルムスの証明と「第四の道」との関係という観点から―

桑原　直己
（筑波大学）

14:40 15:30 高石　憲明
（筑波大学）

トマス・アクィナスにおける二つの神的学に対する神の位置づけ
藤本　温

（名古屋工業大学）

15:30 15:50

15:50 16:40 伊野　連
（早稲田大学）

中世キリスト教音楽理論の哲学的考察
―形而上学と思弁性―

周藤　多紀
（京都大学）

16:40 17:30 名須川　学
（明治学院大学）

【シンポジウム連動　特別報告】
デカルトの「音楽論」から中世的学問論を観る

関沢　和泉
（パリ第七大学）

18:00 20:00

受付開始　9:30

休憩

第63回　中世哲学会　総会・大会　プログラム

一日目（11月8日）

評議会　（	 3152教室	 ）

懇親会



開始 終了 発表者 題目 司会者

9:30 10:20 東　慎一郎
（東海大学）

中世ルネサンスにおける数学論をめぐって
	 	 	 ―学問論的伝統とその現代的意義―

永嶋　哲也
（福岡歯科大学）

10:20 11:10 小山田	 圭一
（東京工業大学）

トマス・アクィナスのにおける神の全能と世界の可能性について
上枝　美典

（慶應義塾大学）

11:10 12:00 町田　一
（関東学園大学）

ライプニッツにおける復活
矢内　義顕
（早稲田大学）

12:00 13:00

13:00 13:50 小川　量子
（立正大学）

スコトゥスの主意主義的倫理学と徳の結合
山内　志郎

（慶應義塾大学）

13:50 14:30

第６３回中世哲学会シンポジウム

【提題】
関沢　和泉

（パリ第７大学）
Accessus系テクストは十三世紀の大学の「三つのポリシー」を伝えているか？

【提題】
片山　寛

（西南学院大学）
トマス・アクィナスの自由学芸論

周藤　多紀
（京都大学）

【提題】
松村　良祐

（藤女子大学）
ボナヴェントゥラと自由学芸

受付開始　9:00

編集委員会　（	 3152教室	 ）

総会

14:30 17:30

二日目（11月9日）
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トマス・アクィナスにおける人間の「個体化」について	 

―「個体化の源」とは何か―	 

 
筑波大学	 	 石田隆太	 

 
 トマス・アクィナスの著作においては、「個体化の源」（principium individuationis）が質料であ

るという言説が散見される。身体という質料と、魂という形相から複合された人間の場合、人間

の個体化の源は身体である。すなわち人間が「個」となるためには身体が必要だということであ

るが、このことは、人間の「エッセンティア（本質）」が魂と身体の複合であると考えていたトマス

の考えからも自明なことであると言える。 

 他方で、初期の著作である『有と本質について』（De ente et essentia）においてトマスは、人間

の魂が個体化するという事態について次のようなことを述べている。人間の魂の個体化は、個

体化するその始まりにおいて、身体に「機会的な仕方で」（occasionaliter）依存する。だが、身

体が消滅しても、人間の魂の個体化が消滅するわけではない。何故なら、人間の魂は「絶対

的なエッセ（存在）」（esse absolutum）を有するが故に、人間の魂が一度獲得した「個体化され

たエッセ」（esse individuatum）は個体化されたままとなるからである。 

 以上のトマスの言説から明らかとなるのは、人間の個体化に関して、エッセが「個体化される」

という事態にトマスが注目していたことである。したがって、人間においてはエッセとエッセンテ

ィアは同一ではないと考えるトマスの立場を踏まえるならば、人間の個体化という事態は、エッ

セとエッセンティアの両方の側面から検討されるべきではないか。さらに言えば、エッセンティ

アという観点から個体化を考察することはあくまでアリストテレス由来の質料形相論の枠内にあ

るといえるが、エッセという観点から個体化を考察することは質料形相論を超えたトマス自身の

形而上学的な枠組みに沿ったものだと言えるのではないか。 

 したがって本発表では、人間の個体化に関して、「エッセ」の個体化と、いわば
、、、

「エッセンティ

ア」の個体化は、トマスにおいてどのように関係しているのかということが検討課題となるが、こ

の検討課題に対して本発表が焦点を当てるのは、「個体化の源は質料である」という定式にあ

る「源」（principium）という言葉の意味である。例えば、『神学大全』（Summa theologiae）第一

部第三十三問題第一項においては、三位一体論という文脈の中で、「原因」（causa）、「源」、

「要素」（elementum）という言葉の使い分けがトマスによって説明されている。その中でトマスは、

「原因」とは「原因と結果の間における実体の相違」を含意すると述べているのに対して、「源」

はこうしたことを全く含意していないと述べている。つまり、「源」とは「源と源に由来するものの

間における実体の相違」を含意しないものだと言えることになるだろう。こうしたトマスの用語法

を個体化という論点に当てはめることによって、「エッセンティア」という観点からは「個体化の源

は質料である」が、「エッセ」という観点からは「個体化の原因
、、

は神
、

である」という理解を提示す

ることが本発表の目的である。 
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トマス・アクィナスにおける「愛」の二層性	 

	 

筑波大学	 	 伊藤遥子	 

 

 「愛」は、ヨーロッパ思想において最も複雑な概念の一つである。ヘレニズム思想由来の eros

と新約聖書由来の agape は長きに渡り「愛」の概念史において重要な役割を果たしている。こ

の二つの愛の関係は、ヘレニズム思想とキリスト教思想の関係を主題化した哲学者・神学者間

の論争においてたびたび主役を演じてきた。この eros と agape の統合が初めて為された西洋

思想史上決定的な事例が、13 世紀のトマス・アクィナス（Thomas Aquinas, c1225-1274）におい

て見出される。 

 トマス・アクィナスの思想体系の特徴は、キリスト教思想にアリストテレス哲学を受容したことに

ある。ただし、キリスト教の根幹である「愛」の理論を考察するにあたっては、トマス独自の立場

を正確に理解しておく必要がある。トマスは、神自身の啓示に基づく聖書、そしてその重要な

解釈者である教父達を広く学び、同時に新プラトン主義的な思考方法も援用しつつ、キリスト

教的創造論の枠組みにおいて、「愛」の思想を展開しているのである。このような立場で示され

るトマスの愛の理論は、『神学大全』の中で明示的主題としては主に二箇所に分かれて見出さ

れる。すなわち、いわゆる「情念論」において展開される「愛（amor）」一般についての基礎構造

が示されている第 Ⅰ-Ⅱ 部第 26 問題から第 28 問題の論考と、トマスの思想の中核をなす、「神

愛（caritas）」論が展開される第 Ⅱ-Ⅱ 部第 23 問題以下である。 

 本発表では、これまであまり取り上げられてこなかった「愛」一般に関する議論（「amor 論」）に

焦点をあてたい。この論考において、トマスの思想に直接的に重大な影響を及ぼしているのは、

5 世紀頃におそらくシリアで活躍した擬ディオニシオス・アレオパギタの思想である。トマスが

『神学大全』第 Ⅰ-Ⅱ 部の「amor 論」において幾度も権威として引用する擬ディオニシオスの『神

名論（de divinis nominibus）』は、eros を神の名の一つとして論じており、ここにそれまでのプラ

トン主義とは異なる特異性がある。周知のように、彼の思想は後々に至るまで、西欧ラテン語

圏全体に絶大な影響を与えた。トマスは『神学大全』第 Ⅰ-Ⅱ 部の「amor 論」を著す以前に、『神

名論』の註解も著しており、そこでは擬ディオニシオスのテクストに即して愛そのものと愛の

様々な在り方の体系的な分析を提示している。発表者は今回、『神名論』第 4 章で展開される

擬ディオニシオスの愛の思想と、それに対するトマスの理解を彼の註解を通して解明すること

によって、『神学大全』の「amor 論」で語らえる愛の構造についての根本的な理解を提示する。

トマス・アクィナスの擬ディオニシオス受容を手掛かりに、中世スコラの世界が擬ディオニシオス

とは異なる仕方で、愛の二層的な姿を描いていたという事実を浮き彫りにすることが目的であ

る。 
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エラスムス『リングア』における言語と統治―両義性と規律―	 

	 

慶應義塾大学	 	 河野	 雄一	 

 
 本発表の目的は、エラスムス（Desiderius Erasmus, c.1466-1536）の言語論の思想史的意義

を明らかにすることである。エラスムスの言語論については、1960 年代から 70 年代にコールズ

やペインによって神学者としての彼の像が強調されたことへの反動として、修辞学者としての

彼の像を強調する 80 年代のショマラの浩瀚な二巻本が画期となって研究が進んだ。前者によ

る神学者エラスムスという解釈は敬虔なカトリックというイメージを強化、後者による古典的修辞

学的伝統の強調は対話的なエラスムス像をもたらした。 

 しかし、これらの研究は 80 年代以降にネーダーマンによってその研究が進展した中世キケロ

主義との関連で論じられているわけではなく、中世政治思想史の研究成果に基づく知見がエ

ラスムス研究において看過されてきた。一方、ネーダーマンや将基面の関心も 12 世紀から 14

世紀のジョン・ソールズベリ、マルシリウス・パドヴァ、ニコラウス・クザーヌスなどが中心であり、

16 世紀におけるルネサンス人文主義者やホッブズに至るまで修辞学的伝統が重要であったこ

とは指摘されているものの、ルネサンス人文主義者における中世キケロ主義の実態が明らか

にされているわけではない。そこで本発表は、1510 年代半ばのエラスムス戦争平和論におけ

る言語論と、とりわけ 1525 年の『リングア』（Lingua）を中心に取り上げることによって、中世キケ

ロ主義との異同を通して、彼の言語論と統治論がその思想世界において内的連関を持つこと

を指摘し、エラスムス言語論の思想史的意義とオリジナリティを析出することを試みる。そのこと

によって、マキアヴェッリの思想と接点を有しながらも、それとは異なって教育学的倫理学的要

素を多分に含む精神の規律により重点を置くかたちで展開された、ルネサンス人文主義政治

学のもうひとつのありかたが浮かび上がることになると思われる。 

 議論の手順としては、第一に、ネーダーマンや将基面の研究に主として依拠しつつ中世キ

ケロ主義を概観し、またその文脈におけるジョン・ソールズベリ『メタロギコン』の位置づけを明ら

かにする。第二に、1510 年代半ばの戦争平和論においてエラスムスがそうした中世キケロ主

義と親和性を持つ議論を展開していたことを指摘し、『リングア』における言語の両義性を扱う

ことで、もっぱら言語コミュニケーションの効用が強調されている中世キケロ主義とは異なり、エ

ラスムスが言語の弊害も詳述していたことに触れ、そうした伝統から彼が逸脱した側面を有して

いることを明らかにする。第三に、『リングア』における統治の両義性を扱うことで、精神の規律

が言語と統治の双方を左右するということを指摘し、彼の言語論と統治論が内的連関を持って

いることを根拠づけ、教育学的倫理学的志向を持つその思想世界の底流に、エラスムス自身

の実存的問題関心が存在していたことに触れてむすびとしたい。 
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神の「存在論的証明」に対するトマス・アクィナスの批判について	 

―アンセルムスの証明と「第四の道」との関係という観点から―	 

	 

上智大学	 	 芝元	 航平	 

 
 周知のように、トマス・アクィナスは『神学大全』第 1 部第 2 問題第 1 項第 2 異論解答におい

て、アンセルムスの『プロスロギオン』第 2 章における神の存在証明を批判したと一般に理解さ

れている。さらにそれは、思惟のレベルと存在のレベルを混同しているという、カントによる批判

と同様の批判である、という評価も広く行われている。 

 その一方で、『神学大全』における神の存在証明の「第四の道」は、アンセルムスの証明と実

質的には同じ証明なのではないかという評価も存在する。そうだとすると、トマスはアンセルム

スの証明について何を批判したのか、ということがあらためて問われなければならないであろ

う。 

 ところで、アンセルムスの証明を批判しているとされる『神学大全』の前掲箇所ではアンセル

ムスの名前は挙げられていない。その並行箇所としては、『命題集注解』（第 1 巻第 3 区分第 1

問題第 2 項）、『真理論』（第 10 問題第 12 項）と『対異教徒大全』（第 1 巻第 10-11 章）を挙げ

ることができるが、トマスがアンセルムスの名前を挙げているのは、初期の『命題集注解』と『真

理論』のテキストのみであり、そこでトマスは、アンセルムスの主張そのものを論駁するというより

は、アンセルムスの意図を解釈することによってその洞察を生かそうとしている。また、『対異教

徒大全』と『神学大全』においては、批判の対象となる証明は、名称の意味表示に基づく神の

存在の自明性の論証として提示され、そこにはアンセルムスが『プロスロギオン』第 2 章で語っ

ている「事物においても存在すると考えられうる」という存在の思惟の可能性という要素が欠け

ているように思われる。 

 本発表では、トマスの立場からはアンセルムスの証明はどのように理解されうるのかという問

題を「第四の道」との関連で考察したい。本発表での主張は、『神学大全』においてトマスが批

判している証明の内容は、アンセルムスの証明そのものというよりは、むしろガウニロのアンセ

ルムス解釈に近いものであり、さらに、トマスの「第四の道」はアンセルムスの証明と親和性を持

ちうるというものである。 

 「第四の道」では、証明の前半部分において、原因性の概念を用いることなく、諸事物にお

いて「より大きい・より小さい」という様々な存在の度合いが見出されているということそれ自体

から、その度合いの尺度としての「最大度に存在するもの」（maxime ens）が（事物において）存

在するということが導出されている。このような論証は、カントとは異なり、「それは事物において

も存在すると考えられうるのであり、〔事物においても存在すると考えられた〕そのものはより大

きい」というアンセルムスの理解をトマスが共有しているからこそ可能になっているように思われ

る。 
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トマス・アクィナスにおける二つの神的学に対する神の位置づけ	 

	 

筑波大学	 	 高石	 憲明	 

 
 哲学が存在の全体に関わる知である限り、その知の体系のなかで「神」がいかに理解され、

いかに位置づけられるかということは、哲学にとって極めて本質的な問題である。この問題は

特に中世において、キリスト教との出会いによって、更にはアリストテレス形而上学の流入によ

って、最も重要な問題の一つとして先鋭化した。言うまでもなく、盛期スコラを代表する神学者

であるトマス・アクィナスにとって、これは何にもまして重要な問題であり、『ボエティウス三位一

体論注解』、『形而上学注解』、『対異教徒大全』、『神学大全』などの主要著作において、中

心的なテーマの一つとして取り上げられている。 

キリスト教徒であると共に大学人であるトマスにとって神について語る場は、何よりもまず神

学 theologia であった。彼には二つの神的学がある。すなわち、端的な意味における神学であ

る、啓示に始まるキリスト教神学と、哲学者の神学である、感覚に始まる形而上学である。いず

れも何らかの仕方で神を対象とするものであるが、前者が神を主題とするのに対して、後者は

在るもの一般 ens commune を主題とし、神は主題の原因に位置づけられる。「主題の原因であ

る」ということは、一見、それほど重要視されるべきことでもないように思われるが、実際には神

的学について語る上で非常に大きな意味を持っており、学知の主題に対して神をこのように位

置付けることの内に、「神について語る」ということに対するトマスの基本的姿勢が表れている。

神を形而上学の主題ではなく、また主題に含まれるのでもなく、主題の原因とするということは、

神を在るもの一般の原因として位置づけるということである。それは一言でいえば否定神学で

あり、人間の認識に対する神の超越の徹底的な保持である。 

 形而上学が神を主題の原因として位置づけることは、一方でこのような否定的な側面を表す

ものであるが、他方で、それが神の名を正しく語る、信仰に基づく神学への何らかの連続性を

もつものであることを表している。トマスは神学者であり、したがって哲学的考察はすべて神学

的考察へと秩序付けられている。実に形而上学は、信仰に基づく神学によって根本的に新し

くされながら、しかし決して廃棄されるのではなく、むしろ完成されるのである。しかし、人間知

性に対する神の超越を変えることのない信仰に基づく神学が、いかなる仕方で形而上学を完

成するのか。また、その完成にあって、形而上学の意義はいかにして止揚されることなく保た

れるのか。トマス思想の代名詞ともいえる「恩寵は自然を廃棄せず、むしろ完成する」というテ

ーゼにも連なる、この簡単には理解しえない二つの神的学の連続性について、形而上学が

「神を主題の原因とする」ということの意味を掘り下げることから或る理解を得ることができる。こ

のことを、特にトマスの『神学大全』での論述を追うことによって明らかにすることが、本発表の

目的である。 
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中世キリスト教音楽理論の哲学的考察	 

―形而上学と思弁性―	 

	 

早稲田大学	 	 伊野	 連	 

	 

	 中世初期において、ピュタゴラス以来の古代音楽理論の影響のもとで、アウグスティ

ヌスやボエティウスら、大哲学者たちによる重要な音楽論が相次いで成立し、千年以上

にわたり、多大な影響を及ぼし続けた。それは、歌唱や奏楽の実践よりも音楽の思弁的

な意味づけに重きを置いたものであって、アリストテレスの質料形相主義とも、超越的

な新プラトン主義の超越論とも、軌を一にしたものであっただろう。教会はもちろんの

こと、世俗での音楽もその実践を審らかに示す史料がきわめて乏しい、あるいは皆無に

等しいといってもいい状態である以上、その音楽理論の検証も、こうした抽象的な音楽

論が主対象とならざるをえない。しかし一方では、音楽の形而上学的意義づけや、その

存在論的考察といった、哲学においてより本質的な課題としては、こうした哲学的音楽

論こそ、いっそう適格な対象であるともいえる。	 

今回は限られた時間内で主要な問題を概観だけでもしておきたいが、およそ 4 世紀か

ら数百年間に及ぶ、かなりの長い期間を視野に収めねばならぬことを弁えておく必要が

ある。というのも、先に挙げた哲学者たちの包括的な音楽論以降では、あとは体系的著

述における数々の部分的考察（例えばヨハネス・スコトゥスなど）や、あるいは音楽理

論家のなしたもの（Musica enchiriadisや、フクバルド、プリュムのレジノなどに）を題

材とすることとなろうし、さらにはずっと後年の、グロケイオやティンクトーリス、は

てはプレトリウスなど、中世初期から遙かにはみ出た理論家まで、そこで展開される音

楽史的概観は重要な証言となるだろうし、そこにもし時代を超えた普遍性が見出される

ならば、それを当然ながら検証材料とすべきだからである。	 

	 主として、音楽理論における形而上学的性格、思弁性に着目して考察したい。 
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中世ルネサンスにおける数学論をめぐって	 

―学問論的伝統とその現代的意義―	 

	 

東海大学	 	 東	 慎一郎	 

 

 本発表では、中世からルネサンスにかけて議論された数学論を取り上げ、その歴史的性格と

現代的意義について考察する。 

 ここで数学論とは、数学的諸学の本質、根拠、射程、意義についての議論を指す。現代的

視点からは、それは学問諸分野の本質と意義をめぐる総合的考察の一環であったと評価でき

る。その古代におけるルーツはプラトンおよびアリストテレスの著作にあるが、議論はアラビア

語圏哲学、次いで中世ラテン哲学で受容され、少なくとも 17 世紀初頭、自然科学と哲学が刷

新される時代まで受け継がれ発展せられることになる。 

 この伝統においては、当時知られていた数学的諸学が考察対象であった。なかんずくエウク

レイデス『原論』に見られるような厳密な論証体系化された幾何学と算術、そしてそれらに付属

する領域としての天文学およびその他の混合数学がモデルとなった。中世およびルネサンス

の議論は、大きく見れば連続し、一体をなしていたが、詳細に見れば多様性や変化が見られ

る。とりわけ目立つ出来事として、16 世紀の「数学の確実性」論争がある。数学的論証の確実

性と厳密性は何に由来するのかという問題をめぐって行われた一連の議論は、これまで 16、

17 世紀における数学的自然像の形成との関わりで注目されてきたが、これも、古代より連続す

る数学論的伝統の一環として理解されて、初めて思想史の中に正確に位置づけることができ

る。  

 議論において最も根源的問題となったのが、数学的対象の性質、および数学的論証の性質

であった。幾何学で取り扱われる図形は、自然的や形而上学の実体とどう異なるのか。量とは

感覚的現実の中でどのように位置づけられるのか。こういった問題について、トマスやアルベ

ルトゥスから 16 世紀末のイエズス会哲学者たちに至るまで議論が続いた。数学的論証の認識

論的性格も問題となった。というのも、数学における論証は、学問的論証の模範、厳密なある

いは確実な認識の理念型に見えるからである。こうした見方は主としてアリストテレス、ガレノス、

そしてラテン語版アヴェロエスに見られる。が、それがアリストテレスの学問論から逸脱している

という異論も時折唱えられた。例えばビュリダンにおいて見られたこうした指摘は、16 世紀にお

いても繰り返され、ある論争の原因にもなった。 

 以上のような数学論は、アリストテレスの認識論や存在論の枠組みの中で行われたため、17

世紀における哲学や科学の刷新を経た現代においては、単なる歴史家の関心対象でしかな

くなった。しかしこうした議論は、知の可能性と限界を批判的に検証するための、中世ルネサン

ス的な試みであったと言える。知が断片化し、近視眼的な技術知が「学」の名で流通する傾向

が強まる現代においては、もう一度振り返る価値があるだろう。 
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トマス・アクィナスのにおける神の全能と世界の可能性について	 

	 

東京工業大学	 	 小山田	 圭一	 

 
 「神の全能性」という概念は、往々にして逆理の危険に晒されてきた。そのため、神に全能性

を帰すような有神論的学説においては、逆理に陥ることの無いよう細心の注意を払って全能

性を規定することが肝要である。我々がここに取り上げるトマス・アクィナスにおいて、逆理を避

けるための工夫と見なせるのは、「無条件的に可能なこと possibile absolute」という概念を用い

て全能性を定義していることである。トマスによれば、全能性とは無条件的に可能なすべてを

なし得ることである。また「無条件的に可能なこと」は、次のように定義される。無条件的に可能

なこととは、主語と述語とが矛盾しない命題によって表示されるところのことがらである（神学大

全第 25 問第 3 項主文）。例えば、「人間は動物である」は、主語と述語が矛盾しないため、無

条件的に可能であるが、「人間は驢馬である」は、主語と述語が矛盾しているため、無条件的

に可能ではないということになる。 

 以上のようなトマスの説明は、彼の学説を逆理から遠ざける周到な説明だと思われる。「無条

件的に可能なこと」についての規定も、少なくとも論理的・形式的には明瞭である。しかし、この

「無条件的に可能なこと」に基づく全能性の定義は、神の能力の対象として具体的にどのよう

な領域を画定しているのか、また、どのようなことを神はできないのか、ということを考えようとす

ると、いくつかの問題に直面する。ここではその一例として、次のような問題について考察した

い。 

 トマスは、『神学大全』I, Q1, A7 などで、大きさや多さに即して現実に無限なものがあり得るか、

ということを問題にし、それらを否定的に解決している。すなわち、そうしたものはあり得ない、と。

しかしながら、「大きさや多さに即して現実に無限なものがある」という命題はそれ自体に矛盾

を含んでいるとは考えられない。この無矛盾性は現代的な論理学や数学基礎論における成果

からも明らかであるが、トマスに内在的に見ても、神という最高度に無限なものが矛盾のないも

のとして認められる以上、より低次の無限を認めるだけで矛盾に陥いるのはおかしいと考えら

れる。したがって、無条件的に可能なことという観点から見た場合、全能な神が何らかの現実

に無限なものを実現させることは可能だということになる。とすると、神によって実現可能なこと

はそれ自体可能でなければならないから、これは『神学大全』I, Q1, A7 などでの結論と矛盾す

ることになってしまう。 

 本発表では、こうした問題にどのような解決が可能かを考察する。我々はまず、矛盾につい

てのメタ理論的な分類から、「無条件的に可能なこと」が概念的に依拠している「矛盾」がどの

ようなものであるかを考察する。そしてそれを踏まえ、現実の無限が不可能だということと神の

全能性とが理論上どのように関係付けられ得るかを明らかにしたい。さらにそれらの考察に基

づき、トマスにおける全能性概念を理論的により明らかなものとするためには、この被造世界に

おける必然的なことがらを前提としなければならないことを導く。 
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ライプニッツにおける復活	 

	 

関東学園大学	 	 町田	 一	 

	 

スピノザのオルデンバーグ宛書簡三通（1675-1676 年）をその二度目のロンドン滞在におい

て、英国王立協会初代事務総長を務めたオルデンバーグと会見したときに見せてもらったライ

プニッツは自らこれらを複写し、その後それぞれにコメントを書き加えている。これら書簡の主

題は『神学・政治論』にかかわるものであるが、そこにおいてスピノザは「キリストの死者からの

復活は霊的なものであり、信仰を持つ者だけに彼らの理解力に応じて啓示されたものである」

と結論付け、加えて、「わたしはキリストの受難、死、埋葬を字義どおりに（literaliter）理解する

が、その復活は寓意的に（allegolice）理解する」と書いている。一方、ライプニッツは、聖書へ

の服従を説くスピノザの、このような復活解釈については「皮肉である」と述べて、自らは復活を

「字義どおりの意味」において理解し、キリストの身体のみならず「人間の身体はいっそう精妙

にしていっそう完全に復元され得るので、火、土など他の知覚可能なものによって破壊される

ことも動きを制約されることもなくなる」と注釈している。 

ライプニッツは、これより前に、ハノーファー公ヨハン・フリードリッヒ宛書簡（1671 年）に添えら

れた小論「身体の復活について」において、とくに身体の数的同一性の保存について論じて

いる。そこでは「デモクリトス的哲学」の示唆する復活の論理的可能性について、「神はすべて

のアトムを回復させることができるが、しかし、もし、別の人間が同等の権利においてそれらアト

ムを所有するとしたらどうなるのか」と問題提起している。それは「幼少期から人間の肉だけを

食べていた人間」の場合、その人間の母親もまた人肉食者であった場合である。そして、アウ

グスティヌスの『神の国』第 22 巻第 20 章の記述を引きつつ、ライプニッツのたてる推論は、人

間の身体と魂の結合の座としての「実体の花（flos substantiae）」という形而上学的概念の導入

により、誰であれ人間は固有の魂と同時に固有の身体も与えられているがゆえに、魂と結合し

た身体においては復活の後も数的同一性が保存される、というものである。『ヨブ記』第 19 章な

どを参照しながらも、「聖書の記述は肉の同一性を肯定していない」とライプニッツは書いてい

るが、復活の後も「骨も肉も留まることをわれわれは擁護する」ことがかくして示唆される。また、

「実体の花」は、初期の受肉論においても、キリスト論というよりもむしろデカルト以来のいっそう

一般的な心身問題の解決の試みとして導入されている。いずれにせよ、ライプニッツの説く「字

義どおりの意味」から析出される問題は、こうした聖書解釈を支えている思想的前提は何か、と

いうものである。スピノザにも、改革派にも与せず、自らの宗旨である福音派の信仰をも留保し、

カトリックの秘跡の論理的無矛盾性の論証という、他の誰もなし得なかったであろう試みを支え

るライプニッツの思想的前提が何であるのかを探りたい。 
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スコトゥスの主意主義的倫理学と徳の結合	 

	 

立正大学	 	 小川	 量子	 

 

 スコトゥスは倫理的徳が(1)他の倫理的徳、(2)思慮、(3)神学的徳に対して結合するのかを段

階的に論じたが、それまで認められてきた徳の必然的結合については全面的に否定した。そ

の理由は次のように要約される。(1)倫理的徳はハビトゥスとしては特定の対象に関わる意志の

働きを強める能動原理であるので、ある対象に関わる倫理的徳が他の対象に関わる倫理的徳

と結合する必然性は認められない。(2)思慮に結合しなければ倫理的徳は形成されないが、思

慮は倫理的徳に先だって知性に形成されるハビトゥスであるため、現実に倫理的徳が形成さ

れなくても存在することは可能である。 (3)神学的徳は神の意志によって注入される徳であり、

倫理的徳は人間の意志によって本性的に獲得される徳であることから、神学的徳が倫理的徳

なしに与えられることも、倫理的徳が神学的徳なしに形成されることも可能なのである。 

 しかしながら徳の結合の必然性を否定することは、徳の結合の可能性を否定することではな

い。むしろ、徳自体には結合する必然的根拠が認められないからこそ、各人が自由に徳を形

成して徳を結合する必要性が認められるのである。このようなスコトゥスの徳理解は革新的では

あるが、ヘンリクスに対する批判であるので、根本的にヘンリクスの主意主義の影響を受けて

いる。ヘンリクスも意志による徳の形成を重視し、倫理的徳が完成する段階で徳の普遍的な結

合が実現すると考えたが、スコトゥスは形成された徳の個的な結合しか認めないのである。そこ

で、このような両者の相違は何によるのかが問題である。 

 ヘンリクスは実践的推論の原理と結論の二段階で、普遍的な仕方でも個的な仕方でも、倫

理的徳は思慮に結合すると考えたが、スコトゥスは意志が思慮の原理に同意するとしても、思

慮の結論には従わず、倫理的徳を形成しない選択の可能性を認めた。ヘンリクスは思慮に従

わない選択は、情念に従う非理性的な選択であり、思慮の存続さえ難しくすると考えたが、スコ

トゥスでは、意志が特定の倫理的徳を形成するための特定の思慮に従わなくても、別の思慮

にもとづいて別の倫理的徳を形成する可能性は残されている。それゆえ、ヘンリクスのように、

理想的には、思慮にもとづいてすべての倫理的徳が結合することが求められるとしても、現実

的には、特定の倫理的徳を特定の思慮にもとづいて形成することが理性的に選択されるべき

なのである。 

 このような意味で、スコトゥスの主意主義的倫理学は、中世から近世への思想的転換を可能

にしたと考えられるが、たんに伝統的な徳理解を根本的に解体しようとしたわけではない。そこ

で、発表では徳が互いに結合しないことだけではなく、徳は互いにいかに関係づけられるのか

についても考えたい。 
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	 第６３回大会	 シンポジウム 

中世の自由学芸 
―盛期スコラから近世へ― 

 
提題者：関沢	 和泉（東日本国際大学） 

片山	 寛  （西南学院大学）	  

松村	 良祐（藤女子大学） 	   

司	 会：周藤	 多紀（京都大学）	   	  
 

1. 企画の趣旨  

シンポジウム「中世の自由学芸」は、 2 年連続の企画として始められた。企画初年度の昨年は、

古代ギリシアの全人教育の理念が 12 世紀に至るまでどのような形で発展・変遷していったかにつ

いての大きな流れが明らかにされたが、今年度は盛期スコラ (13 世紀 )から近世 (17 世紀 )に至

る時代が扱われる。 

盛期スコラの時代は、周知のごとく、大学の成立やアリストテレスの西欧帰還、そこから派生した

二重真理説などによって自由学芸に決定的な変化がもたらされた時代であり、学問と宗教との分

離を前提とする、現代にまで至る学問の基本的枠組みはこの時代にその基礎が据えられたと言っ

てよい。 

今回のシンポジウムを通して、会員諸氏が西欧における自由学芸の流れを把握し、現在の学

問・教育の問題を新たな視点から捉え直してくださることを願っている。 

 

2. 2014 年度のプログラム  

まず関沢和泉氏が、アラビアの学問論の影響を視野にいれつつ、 13 世紀のパリ大学学芸学部

での学問論、実践と理論の関係や自由学芸と神学の関係についての報告を行う。ついで片山寛

氏が、神学と自由学芸とを並列的に捉えたトマス・アクィナスの学問論を『ボエティウス「三位一体論」

注解』を中心に報告する。その後、松村良祐氏が、トマスとは対比的に神学と自由学芸とを一元的

に捉えたボナウェントゥラの学問論を『諸学芸の神学への還元について』を中心に報告する。 

さらに第 1 日目のシンポジウム連動報告では、名須川学氏がデカルトの学問論を初期著作『音

楽提要』を中心に行い、彼が従来の自由学芸を解体し、これに代わるものとして無機的「数理空間」

を中心に据えて行った過程を検証する。 

なお今年度もまた提題者同志の質疑応答は行わず、フロアを含んだ質疑応答・討論に多くの時

間を割けるようにした。また司会については、シンポジウム、およびシンポジウム連動報告の双方を

企画チームの周藤多紀が担当する。  

（シンポジウム企画チーム：水落健治、永嶋哲也、周藤多紀） 
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【シンポジウム連動報告】	 

デカルトの「音楽論」から中世的学問論を観る	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 明治学院大学	 	 名須川	 学 
 
 本報告は、シンポジウム企画委員会からの要請に即した形で行うこととなったため、その論旨

に重大な瑕疵（飛躍）があることを予めご了承頂きたい。というのは、当初企画委員会から打診が

あった際、昨年度より行われている「中世の自由学芸」に関する内容との連動において、特に数

学的諸学科 (Quadrivium) の「音楽 Musica」に関する提題者がなかったために、急遽、報告者

に対してデカルト的学問方法論と「音楽論」との関連性について論じて頂きたいと要望があった

のではあるが、そもそも中世的学問論全般とデカルト的学問方法論とが「断絶」しているということ

は、哲学・思想史研究の現在にあっては、むしろ「所与」あるいは「前提」であって、その「断絶」

を学会の連動報告として論じることに果たしてどれほどの学術的意味があるのか、報告者の理解

を超えているからである。（報告者自身は無意味であると考える。） 

 そうではあれ、この様にして与えられた問題に対し、それに正面から答えることには如何なる障

碍が伴うのかということ、そのこと自体について答えることは、中世的学問論とデカルト的学問方

法論との懸隔を埋め合わせるためにはどれほど多種多様で複雑な知の有機的連関を捉えねば

ならないのか、また、そのことを捉えるにあたっても、これまでの通史的理解のあり方では全く太

刀打ちできないということを再認させ、必然的に、現在の我々が持ち合わせる哲学・思想史研究

の方法論そのものへの反省を促す契機となるかもしれない。本報告が学術的に積極的な意義を

もつとすれば、おそらくはこうした犠牲的公開実験の役割を負うということのみであるように思われ

る。 

 実際、既述の「懸隔」を埋め合わせるために最低限検討しなければならない主題を今この場で

思い付く限り列挙してみれば、自ずとそれは明らかになるであろう。 

 

（１） そもそも、昨年からの連続シンポジウムにおける各提題者からの報告によって浮

上している通り、教科書的な通史においは「七自由学芸 Septem Artes Liberales」が、あ

たかも七つの学芸（文法、修辞学、論理学、算術、幾何学、天文学、音楽）が統一的な

体系として成立していたかの如く理解されているにも拘らず、その実態は時代と場所に

よって多様であり、また、必ずしも「七つの」学科全てが学ばれたわけではないというこ

と。 

 

（２） そうであるにも拘らず、初期近代に至るまで「学問論」が論じられる場面において

は、殆ど常に「七つの自由学芸」が掲げられている事実があり、少なくともデカルトがラ・

フレーシュ学院において受けた教育カリキュラムは明確な「七自由学芸」ではなかった

にも拘らず、初期の未完の遺稿『規則論』における「普遍数学」に関係して記された内
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容には、あたかも「四科 Quadrivium」を暗示させる表現が見られること。 

 

（ ３ ）  こ の 「 四 科 」 に 関 連 し て 、 や は り 通 史 的 理 解 で は 「 機 械 的 諸 技 術  Artes 

Mechanicae」は奴隷的職人的技術として貶められていたとされるものの、実際には「数

学的諸学科」と並んで教授されていた事実があり、「自由学芸」における所謂「数学」と

所謂「機械学」とは何らかの内在的連関をもっていたために、これがデカルトを含めた

初期近代において決定的な転換（変質）を果たした結果、所謂「機械論哲学」が誕生

することになるということ。 

 

（４） 今回のシンポジウム企画において根本的に欠落している観点として、「中世的学

問論」と「デカルト的学問方法論」の間に所謂「ルネサンス的学問論」が介在するという

こと。もちろんここに言う「ルネサンス的学問論」の内実は複雑であるが、少なくともその

一つの思想史的系譜として、例えば、１６〜１７世紀には、大学におけるアリストテレス

＝スコラ主義に対抗する勢力としての魔術・錬金術・カバラを中心とする新たな知の枠

組みが成立している。そして実際、１７世紀前半にこの新たな知の枠組みを全面的に

押し出した「薔薇十字運動」が起こり、デカルトの知人であったマラン・メルセンヌが徹

底した攻撃を繰返していたと同時に、デカルトその人の手記の中にも、極めて簡潔に

ではあるが、この所謂「ルネサンス的学問」の原理に関する記述が明確に見られるとい

うこと。 

 

（５） この所謂「スコラ的学問」と所謂「ルネサンス的学問」との鬩ぎ合いにおいて、デカ

ルトとメルセンヌは「数学」の位置付けを巡る遣り取りを行い、その結果、前者は『方法

序説および（数学・自然学における）３試論』（１６３７年）、後者は『普遍的ハルモニア』

（１６３６〜７年）に、各々の立場から競うようにして学問論を結実させることとなる。その

際、この両者の間に共有されていたはずの「数学」の概念の内実がそれぞれ互いに異

なっているということは重要な事実である。実はこの「数学」に関する相対立する概念は、

中世的学問論の中においては「数学」概念の二重性（二層性）として自覚され保持され

てきたものであった。このことはまた、「ルネサンス学問論」の系譜に属する「建築論」・

「絵画論」における「比例論」、そして、これと深く相関する「音楽的コスモロジー」の問

題に直結するのではあるが、それそのものはまた、優れて「中世的学問論」のあり方に

淵源しているということ。 

 

 これ以外にも、「懐疑主義」・「（キリスト教）神秘主義」・「ストア主義」・「無神論」等々の問題（加

えて、「天文学」や「医学」等々における所謂「科学史」上の発見）は、各々初期近代に現れた特

徴的な思想的主題であるが、これらを排除し不問にした上でデカルト哲学に至ることは暴挙と言

えよう。 



だが、時間的制約の課された中で以上の諸主題全てにわたって説明した後、改めてデカ

ルト的学問方法論まで漕ぎ着くことは、不幸にして報告者の能力を遥かに超越している。

（加えて、報告者は長期的な傷病療養のため、今現在、学術活動を停止しており、本報告

にあたって先端的学術成果を採り込むにも自ずと限度があるということをご了承願いた

い。） 

そうではあれ、企画委員会から要請のあったこの任を全うするためにも、先ずはデカル

ト初期思想の断片に垣間見られる彼が対峙していたであろう諸主題に眼を向け、そこから

遡って「中世の自由学芸」に通底する問題を逆照射し、翻ってそれが初期デカルトの「音

楽論」に扱われる本質的問題と如何にして切り結ばれることとなるのか、という点を浮き

彫りにすることをもって当初の要望に応えたい。 
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【シンポジウム提題】	 

Accessus 系テクストは十三世紀の大学の「三つのポリシー」を伝えているか？	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 東日本国際大学	 	 関沢	 和泉	 

 ようやく私達は「大学」の時代に入る。	 

 とはいえ、実際どの程度まで中世の大学を今の大学と並べて語ることが出来るのか、そしてそ

の中で行われていた当時の自由学芸の研究・教育実践を現在の教養教育・一般教育と比較し

て語ることが出来るかといった点に慎重になる必要があることは言うまでもない。とりわけ、近年の

大学教育改革の流れの中でより立ち入った分析が提出されている、日本における教養教育・一

般教育が、戦後モデルとすることになったアメリカにおいて既に存在した「一般教育」と「教養教

育」の間の緊張関係を背景に持ちつつ、いわゆるフンボルト的理念と呼ばれるものに類するとさ

れる教養主義の伝統に接ぎ木されることで呈した複雑な様相を考慮すると、過去を問い直す私

達自身の視点にも恐らくかなりの揺れが含まれており、対比を一直線に進めることは困難となる。

しかし、それでも、幾分か神話的な起源ではあるとしても、ヨーロッパ中世の大学を大学の起源と

して語る、広く共有された視点にどう応えるかという点からしても、また、具体的な組織形態の差

異は措くとしても、自由学芸が少なくとも大学と呼ばれる組織の中で実践されるようになることで

どのように変化したのかといった点からしても、ヨーロッパ中世に関わる研究者として、これらの問

題を考える必要があるだろう。 

 今回の提題で Boethius de Dacia や Sigerus de Brabantia らの、相対的にはそれでも良く読ま

れ分析されてきたテクストと並んで扱いたいのは「諸学問のための道標」あるいは「哲学入門」と

でも言うべきタイトルを冠された一群のテクストである（仮に accessus 系テクストと呼んでおく）。

学芸学部で多く流通していたそれらのテクストでは、哲学（広い意味で工学系諸学問  artes 

mechanicae も含む当時の諸学問）がどのように有用・必要であるのかから始まり、諸学問の分類

と各分野の定義が行われる。そうしたテクストは、ジャンルとして、十二世紀の Hugo de Sancto 

Victore やアラビア世界の諸学問から大きな影響を受けた Gundissalinus に遡るが、そうした伝

統を引き継ぎつつ、十三世紀に数多く生産され流通し発展する。それらのテクストは内容に関し

ても、例えば自由学芸と工学系諸学問が、少なくとも明言された形では上下の関係として語られ

るのではなく、人間が身体と精神を有しており、その両者が完全ではない（完全ではない理由と

して原罪の問題が言及されるかどうかはテクストにより異なる……ただし言及されていることが多

い）という欠陥を補う二つの重要な知的領域として、並列した形で記述されているなど興味深い

点も多い。 

 しかし、こうしたテクストを取り上げる意義は以上のような内容に関わる点以外にも、そうしたテク

ストが、当時自由学芸あるいは哲学（と当時呼ばれていた諸学問）がどのように大学の教育・研

究課程の中で実際に位置付けられ機能していたかを示してくれる点にも存在する。確かにこれ

らのテクストには、作者の意図や用途によりさらに分類可能なのではないか ―例えば、大学で

学び研究される学問全体あるいはある特定の分野への案内（学修前の見取り図）を意図してい
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るのか、または試験準備のための簡潔な参考書（学修後の要点復習）を意図しているのか― と

いった問題が存在するが、これらのテクストの研究者達が指摘するように、両者は同じテクストが

同時に担いうる機能でもあり、大きな問題は引き起こさないと思われる（一群のテクストを総称とし

て何と呼ぶかという問題は残る）。いずれにせよ重要であるのは、こうしたテクストは、正規の授業

に対して課程外から関与する周辺的で私的な断片として生産され流通していたわけではなく、

一部のテクストが「卒業時の試験で問われるのは以上のことである」と締められていることが示し

てくれるように、私達が普段扱っているような、名前の残っている多くの大学人達のテクストがそ

の成果である研究・教育活動が―端的に言えば当時の知が―どのように当時の制度の内に存

在し、生産・運用されていたのかを、今の言葉で言えばディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシ

ー（および部分的にはシラバス）を合わせたような形で提示してくれているということである。そし

て、これらのテクスト研究の第一人者である Claude Lafleur が述べているように、そうしたテクス

トには、教育的・理論的な役割に加え、自分たちの知的実践がなぜ有用なものであるのかを（対

外的に）示すという役割も恐らく担わされている。それゆえに、まさに人文諸科学が大学制度の

中で困難な位置に立たされている今こそ、こうしたテクストを単なる哲学史・思想史の落穂拾いで

はなく、知の実践の歴史的一形態として読む意味が生まれてくる。 

 

 しかし、こうした問題に足を踏み込んだ途端、私達は方法論についても一定の反省を迫られる

かもしれない。提題者の良く知っているフランスでの例になるが（実の所、この主題に捧げられた

書籍が存在するほど、ヨーロッパ内でも各国の中世哲学・思想研究の伝統・文化は多様である）、

現在フランスで精力的に活動している中世哲学研究者は、多少なりとも、中世の思想・哲学の多

様な経歴の中に、ある明確な発展の図を読み取ってしまう「Gilson 的な明確な歴史的構図」（こ

の評価があたっているかは別の課題である）に対して、Paul Vignaux が主張する、中世の諸思想

は単一の構図には還元しがたい「ままならぬ多様性 diversité rebelle」を有しており、出来るだけ

その多様性を見えるがままにするべきである、というプログラムに従ってテクストを分析することを

目標としていることが多い（ままならぬ多様性に関連する問題として、例えば今回問題とする一

連のテクストにおいて、特に全体の長さが短く、文法学といった特定分野を定義する際に古代か

らの諸定義を簡潔につなぎ合わせているだけのタイプの記述の場合、必ずしも同時代における

その分野の実践の状況と完全に呼応しているわけではないのではないか、といった問題も指摘

されている― この問題は例えば当時の語彙集・辞書について、それらは評価の確定した古典

の用例に依拠しており、必ずしも語彙集が作られた同時代の用法を伝えていないという問題と類

似している）。さらに Alain de Libera が中世哲学の研究の方法論を語る際に言及するように、印

刷術以前の写本という知の流通形態において「ままならぬ多様性」は、さらに深刻なものとなる。

実際 Lafleur は その視点を引きつつ、こうした分野のテクストについては多くが未だ写本に眠っ

ていることを指摘し、研究は途上にあると結論しているのだが、今回は可能な範囲で現在発掘さ

れているテクストに共通する問題を検討したい。 
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【シンポジウム提題】	 

トマス・アクィナスと自由学芸	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 西南学院大学	 	 片山	 寛	 

 

１．トマス・アクィナスと自由学芸について、調べたこと、考えたことを発表するのが

私の任務なのですが、基本的に言えることは、そもそもトマスの時代には、自由学芸（三

学四科）が中等教育の中心だということは、少なくとも概念としては一般化していたと

いうことです。アルクイヌス、ラバヌス・マウルスなどを経て、自由学芸による教育と

いう考え方は、多くの人々に受け入れられていました。しかしそれは、現実に西欧各地

でそのような教育が統一的に行われていたということではありません。統一的な教科書

や、各科目の教師の養成機関などが存在して機能していたわけではないのです。 

	 トマスが少年時代（1230-1239）にモンテ・カッシノ修道院で具体的にどのような科

目を学んだのか、またナポリの Studium Generaleでどのような中等教育（1239-1244）を

受けたのかについて、学籍簿のようなはっきりした記録は残っていませんが、当時の一

般的状況から考えて、それが自由学芸を（厳密にではなくとも）いちおう基礎にしつつ、

それに自然学や哲学の学びが付け加わったものであるのは、確かだと思われます。 

 

２．それゆえ、トマスと自由学芸の関係を考えるときに、私たちには大きく分けて二つ

の課題があるということになります。ひとつは比較的易しくて、それはトマスが自由学

芸というものをどのように考え、自分の思想の中に位置づけていたかということです。

これについては特に、『ボエティウス「三位一体論」註解』の第 5 問題第 1 項「思弁的

学知が三つの部分、つまり自然学、数学、神学に区分されるのは適切か」を学ぶことに

より、知ることができます。あらかじめ結論的に言うならば、トマスは自由学芸をそれ

として認めつつも、それを学知全体にとって不可欠の前提であるとか、学知全体の構造

的枠組みに関わってくるものだとは考えていないように思われます。トマスは、ボエテ

ィウスに依拠しつつ、学知全体の分類としては、思弁的学知・実践的学知・制作的技術

という三分法を採用しており、思弁的学知の構造としては、自然学・数学・神学（＝形

而上学）の関係の中で学知を理解しているのです。ここに挙げられている「数学」と、

四科に含まれる「数学」の相違については、後でもう少し考えたいと思います。いずれ

にせよ、思弁的学知の構造的中心にあるのは「神学」（＝形而上学）であって、神学が

諸学に意味を与えるのです。とはいえ、神学は他の諸学を支配するような性質のもので

はなく、諸学はそれぞれ自立しており、逆にそれらの方が神学に根拠を与えているので

す。神学は、比喩的に述べることを許していただくなら、鏡のようなものであって、神

学という鏡に映すことによって、それぞれの学知は自分自身の姿を見るのです。 
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３．もうひとつの問題は、トマスが受けていたはず
．．
の自由学芸の教育が、彼の思想形成

にとって、現実に
．．．

どのような意味を持っていたのかということです。トマスが『三位一

体論註解』で提示した学問論は、基本的にアリストテレス－ボエティウス－トマスとい

う線上で遂行されたものでありますが、実際にはトマスには別の一面があって、それは

アウグスティヌスや修道院神学の伝統に深く錨を降ろしたものです。ですから、彼が学

問論としては自由学芸の伝統を軽視したように見えたとしても、そればかりが現実だと

は言えないのです。 

	 これはまた、私たちが、中世の人々にとっての自由学芸の意味を考えるさいにも、重

要な問いとなります。そこには、哲学という営み、それを支える思弁というものが、自

由学芸と不可分のものではなかったのか、という問いが含まれるからです。自由学芸の

ような教養教育が失われたならば、哲学や形而上学は結局のところ失われてしまうので

はないだろうか。この問いは、中世という時代を越えて、ルネサンスの人文主義を経て、

遠く現代の教育におけるリベラル・アーツの意味を考えるという遠い目標にたどりつく

ためにも、大切な問いであると思われます。つまりそれは、現代の私たちにとって基礎

的な教養とは何か、という問題につながります。 

	 しかしこれはまた、雲をつかむような大きな課題でもあって、テキストの分析によっ

て簡単に焙りだせるようなことではありません。そこでこれについては、特に四科のそ

れぞれをトマスがどのように自分のものにしていたのかを考えるとともに、先行研究の

助けを借りつつ、トマスの時代の自由学芸について私が調べたことを報告したいと思い

ます。 

	 いずれにしても、私はこの二つの課題について述べることで、提題者の責任を果たし

たいと思います。 
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【シンポジウム提題】	 

ボナヴェントゥラと自由学芸	 

藤女子大学	 	 松村	 良祐	 

 

ボナヴェントゥラが生きた 13 世紀は、中世における自由学芸の変遷を問う上で大き

な転換期を迎えた時代であった。イスラム文化との接触が拡大し、そこで先行的に受容

されていたアリストテレスをはじめとするギリシアの思想的遺産と本格的に出会い始

めたこと、また、前世紀から機能していた各種職能ギルドによって様々な機械的技術が

生み出されたことは、それまで世俗的な諸学問の中心に置かれていた自由学芸の位置を

問い直し、その位置付けを新たにする諸契機を与えることになったのである。それでは、

こうした新たな学問体系の構築を要請する時代的潮流の中で、ボナヴェントゥラは自由

学芸をどのように位置付けたのだろうか。 

さて、「中世の自由学芸」というテーマのシンポジウムにおいて、提題者に与えられ

た課題は、ボナヴェントゥラの小著作『諸学芸の神学への還元』をもとに彼の自由学芸

に対する理解を明らかにすることである。ボナヴェントゥラ初期の神秘神学的著作のひ

とつに数えられるこの小著作は、機織りや武器製作、農耕術、狩猟術、航海術、医術、

演劇をはじめとする様々な機械的技術や感覚的認識、哲学的認識など、およそ 13 世紀

当時の人々が持つと思われるあらゆる知的な営みを学芸（ars）という言葉のもとに取

り扱っている。B. Hinwoodによって、この小著作がボナヴェントゥラ後期の著作『ヘク

サエメロン講解』と共に中世が生んだ学問論に関する最も重要な著作と評価される理由

の一端も、そこで取り扱われている知の多様性という点にある。 

ところで、ボナヴェントゥラは、この小著作において、古代から初期中世へと受け継

がれた自由学芸の諸科目を哲学的認識の個々の領域に振り分けることで、その実質的な

内容を依然として保持している。クアラッキ版の編者によれば、この小著作はサン・ヴ

ィクトルのフーゴーの『ディダスカリコン』をその学問区分の土台としており、周知の

ように、フーゴーは自身の学問区分である理論的諸学、実践的諸学、機械的諸学、論理

的諸学の中に七自由学芸の個々の科目をそれぞれ組み入れた上で、学習者が最初に学ぶ

べき「哲学の準備的な諸学」として七自由学芸を挙げている。しかしながら、そうした

自由学芸に対する意識はいまボナヴェントゥラのこの小著作には希薄であり、自由学芸

の諸科目が殊更に取り上げられることもない。また、ボナヴェントゥラの著作全体を見

渡してみても、自由学芸を主題にした記述は稀である。むしろ、ボナヴェントゥラは、

この小著作の中で、自由学芸をその他の諸学芸と共に包括的に扱い、自由学芸を含めた

人間の持つあらゆる知の営み自体が聖書の光のもとに読み解かれたとき、自身の内に隠

された聖書的な意味を開示し、神へと通じる道となることを明らかにしている。 

こうした人間的な知の営み全ての内に神の多様な知恵の輝きを見取るボナヴェント

ゥラの手法は、神を起源とする一切のものに神の何らかの痕跡を見ようとする範型論者
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としての彼の世界観に支えられたものでありつつも、機械的技術をはじめとして新たに

興隆する諸学芸の一切にキリスト教的な意味付けを与える独創的なアプローチと言え

るだろう。 

本提題では、こうした『諸学芸の神学への還元』におけるボナヴェントゥラの試みに

寄り添いながら、彼の自由学芸に対する理解を見ていこうと思う。 
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「多摩キャンパス」までの交通アクセス 

 
 
多摩モノレール「中央大学・明星大学」駅から会場まで徒歩約３分。 
モノレールへの接続は、主な物としては以下が推奨されます。 
	 � ＪＲ中央線「立川」駅	 →	 多摩モノレール「立川南」駅 
	 � 京王線「高幡不動」駅	 →	 多摩モノレール「高幡不動」駅 
	 � 京王相模原線「京王多摩センター」駅／小田急多摩線「小田急多摩センター」駅	  
	 	  →	 多摩モノレール「多摩センター」駅 
 
＊会場住所 
	 〒192-0939	 東京都八王子市東中野 742-1 
  Tel：042-674-2210 
 
＊会場（地図参照） 
	 中央大学多摩キャンパス３号館 3314教室 
	 	 	 なお、会員控室は 3156教室 
 
＊懇親会会場（地図参照） 
	 ヒルトップ 
 
＊宿泊場所 
	 立川駅周辺にホテル多数あります。多摩センター駅周辺にもいくつかあります。 
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キャンパス・マップ 
 
① 俯瞰図 

 
 
② 経路図 
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