ドイツにbける
中世哲皐研究の新しい道
ウィルへ/レム ・ ゲスマン
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f専統としてのr!l世

中l止を塑問的に研究するにあたり，

まずれ突かる問題は，

1 �II iH:の哲翠

思想を研究することにど、れ程の意味があるかJ， 1現代の諸問題に封して意
義あらしめるには， 飴りにも温主に湖り過ぎはしないかJ，

特に日木か

ら比て「西欧の情紳的文化を矢口るためというのには， 見常が違っているの
ではなかろうか」などである

中世以来行われた精神生活のあらゆる領域

での大きな愛化を顧みるならば， 中世研究は今では軍に歴史摂�::.奉{!:-t0
だけのものにしか思われないかも知れない。
歴史翠に封する車なる奉仕ということが，
については，

どんなに任しいものであるか

ニーチェが「反時代的考察」のr!lで充分に指摘したところで

ある。 中世哲皐はデカルト， カント及びドイツ観念論における新しい偉大
な琵想駐によって， 時代的にわれわれから速いものとされており，

またそ

の距りは現代の諸思潮によって憎大しているのであるが， それの研究が車
なる歴史翠的考察から費醒する ことありとすれば， それはそれだげ大きな
安吉性と慣値とを持つことになるはずである。
既にマルチ ン・グラーフ。マンはその著書で以上の考えを顧みている(1中
世哲翠歴史的研究の現代的債値」武田信一課〉。

そこでは，

r{1世哲阜の研

究が キリスト教紳墜にとってばかりでなく， 貫理問題一般にとって意味を
もっと云われている。

現代的な云い方をすれば， lþ世哲翠の研究が歴史的債値をもつべきだと
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いうなら， そ れは車に歴史皐的なものの中に留まっていてはならないので
ある。 そ れは現代と中世との偉統のつながりを明らかにするに役立つもの
であり， また中世哲皐が何んらかの意味で侍統と見られるときに限って，
生きた哲準的思索を助けるのである。
ここでより詳細にいって， t専統の概念はどのように解さるべきであろう
か。 中iil:の哲皐的思索の全瞳がそれについて答えを輿える。 そ れは白から
を古代哲皐の縫績であると考え， そして哲皐的にも神率的にも， 劃l然とし
た新設足でドあるとは見なかった。 キリスト教的信仰の虞さにおいては， す
べて偉大なもの， 異なるものは古代人によって考えられ， 教父によって子
を加えられたものと解された。 この意味でテオドル・シュダインビュ ーへ
ルは中世的精神世界を大いなる綜合の世界と呼んだのである。 中世ーが過去
の{専統を取りあげるに嘗って， 非創造的になることなく， 却ってそこで渇
特の創造力を露出したとは彼の強調するところである。
現代の哲墜的努力が今なお中世と古代の哲皐の枠内にあることについて
は， 特別な謹明を要しない。 例えばハイデガーは存在者と存在との存在論
的直別を取りあげているが， トマスの青年期の著作「存在と本質」にはそ
の匝別がなされており， ただ、従来それが充分に顧られなかっただけのこと
なのである。
有力な(専統に留まることは， それ白瞳正しく， 生動することであり， 現
代的責験以上のモのである。 間りにプンセルムス， 聖ヴィグトルのフーゴ
ーを例にとってみても， 彼らはサルトルや多くの貰存主義よりも遥かに時
代の近 さをもつのである。 最も現代的なもの， 最も分り易いものが必ずし
も時代的;こ近い のではなく， 人聞を自己の本質， 世界の本質に至らしめる
ものこそ近いものなのである。 日本で中世哲翠を自分のものにすることを
困難にするものは， そ れがキリスト教紳翠と離すことのできない結びつき
にあることである。 これはトマス ・ アクイナスについても云えることなの
(1) Theodor Steinbüchel，

Christliches Mittelalte.r，

Leipzig，

1935，
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であって， 彼はボエチウス註解と紳準大全の方法論において哲撃を紳皐か
ら明確に匝別した。 しかし哲撃を キリスト数世界観に方向づけることが無
硯されたわけで、はない， そのこ とは特に存在の概念を紳に闘係させる艶に
うかがわれる。 だがたとえトマス皐誠においてフランシスコ舎左手祇と初期
スコラ皐祇ほど甚だしいものでなかったにしても， この二つの皐聞を兵韓
的に取扱かうに嘗つては， 持々の黒占で二つの領域が入り混っていることを
見遁すわけにいかない。

その上哲皐の最も深い 探求が純粋の 神翠論文の

中に， 頻繁に見られるのである。
古代の哲皐， 例えばプラトンを振り返ってみるときにも，

乙れと類似の

現象(こ出舎う。 ここでも宗教的な哲皐思索があるのではなくて，

ミュトス

がそれ白瞳高いと考え られたロゴスの直 観化に仕え， 翠問の概念性がもは
や屈かないところに至って生きてくるという風に，

ミュトスとロゴスが互

い;こ入り混るのであるロ も 一つの貰例は， アリストテレス的なI↓l世同教の
哲皐である。 この哲E裂が汎)n中論的特色をもちながら， 或る宗教的な現貰を
前提とする結においては， rj1i1t西敵の哲皐が キリスト教に示唆された創造
Creatio の概念、を前提とするのと同断なのである。
近代においてさえカン卜ほどの批判的思想家でも， 規整的理念としての
紳を放棄することはできなかった 。 すべての哲撃者とそ の惜系には， 結局無
威 し去ることのできないJtJ:後のもの， または前提が見出されるのである。
従って1!1j止哲E33の研究は， そ の封象からして或る程度の紳翠的知識を必
要とする。 但しそれは紳撃に屈服するとか， 中世哲撃を神皐に解泊せしめ
るとかいうことではなレ。 {専統という性格をもっ中世は， 明かに キリスト
教紳皐と哲翠とに射して特別の位置 を占める。 こうして現代における中世
哲皐の歴史的研究は， デニフレ， エールレ， グラープマン， ヂルソンのよ
うな紳翠者から本格的に出接したのである。
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1.

グラーフ.マン残時までの研究方法

中世研究の虞の創始者であるハインリヒ ・デニフレが死のために仕事を
止めてから既に50年になる。 彼の意義はマルチン・ グラーフ。マンが屡々
強調したところであり， 最近ではミヘル ・ シュマウスが彼の死後50周年
に際しての記念講演で， 彼の皐問的業績を綿括的に評慣している。 またフ
ライブルグでの最近のゲレス主要舎の線舎でも， デニブレに閲する詳 しい報
告がなされた。
グラープマンは デニフレの研究業績を弐ぎのように特徴づけた。

rスコ

ラ哲皐と神主要の歴史的研究に封するデニフレの貢献は， 主として二つの貼
にある。 一つは中世諸大事の歴史と「パリ大翠文書J ChartulariumUniver
sitatis Parisiensis によって， 中世的思惟の外部事情，

護生及ひ存在の1条

件を明かにし， これによってスコラ皐を中世文化一般との内的生命闘速か
ら規定したことであ る。 もう一つは未刊行の史料に康く注意を向i九それ
によって手寓本のままのスコラ撃の 史料の研究を軌道に乗せたことであ
る」。 これに封しシュマウスは上述の講演で， 特に 強調して デニブレがエ
ールレ極機卿と友情のうちに協力し， 自分の仕事の賓の継承者と して グラ
ープマンという人物を護見したことを述べた。
デニフレがr!l世哲主要の研究の始めから備えていだエトスは， 経史的所輿
の買理に無僚件に従がい， そ れを純粋の客観性において， 後代の意見;こ傾
むくことなく記述せねばならぬということであった。 デニフレ，

グラープ

マン， シュマウスの三人は， 研究の三[吐代を代表 し， そしてそれが戦後ミ
ュ ンへンに開設された グラー フ。マン研究所の骨酪をなしているのである。
さてデニフレとエールレが創始し， グラープマンが友人及び門下と共lz
君主展させた研究方法とは， 一種どの工うなものであったか。 彼らの作業は
まず第一に，

従来 未知のままの見本を大量に 護見するということにあっ

た。 そ れが明るみに出される ことによって， 最小限に留められていたそれ
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迄の中世に関する知識は， 飛躍的に績大されることになった。 今まで中世
の最も偉大な哲皐者と紳翠者だけが， 印制された版で讃まれ， 部分的に彼
らの著書がまちまちに知られ， 或いは他の人の著書が誤ってその人のもの
とされたりしたのが，

今は研究者にとって 中世が 様々な哲皐的傾向，

潮

流， 翠汲をもつものとして浮んできたのである。
これら研究者の仕方は， こうして本格的にパリ ， ローマ ，

ミュンヘンの

圃書舘， イタリ ヤやドイツの多数の修道院， またオックスフォードの皐寮
にあるまだ究め書くしていない寓本を精査することである。 この精査は一
方では数多くの放行を， また他方では古文書翠の苦勢の多い， 細かな作業
を伴うものである。 マイグロフィルムとリ ーダーによる科撃的研究の簡便
化は， 昔時主だ利用されていなかった。 従って禁見した文書を公表するた
めには， 手lこ上る正確な筆烏が必要であった。
このような仕方による研究作業のよい例は， カンディアのぺトルスの命
題集註解に闘するエールレの著書である。 ここにはどのように宗本が書か
れ， 評慣され， 整理されたかがうかがえるのである。
寓本の護見と同時に， 著者とその信猿性に闘する翠同上重大な問題が起
ってくる。 これは数十年後にようやく解決するのであるが， そ の聞に哲翠
史的な前提と依存関係が明らかにされる。 しかし多くの寓木について， 今
なお未解決のままに残ったものが稀れではない。
同じく既に刊行されているものも， 寓本という虞い土憂の上で徹底した
文献撃的批判をうける。 その結 果が今は完結した， 或いはなお検討中の大
きな批判的新版となるのである。 従来既に知られていた中世著作家に闘す
る知識は， 備書と見られるととになった著書を否認することによって木質
的な訂正， 即ち今までの観念を全く覆えすほどの訂正を蒙ることになる。
例えば主要なものとして， ボナヴェントゥラと

アルペルトゥス・マ グヌ

ス， また初期スコラ墜におけるカンタペリ ーのアンセルムスと聖ヴィグト
ルの フーゴー などの場合がこれである。

こうして研究の このような時期
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は， 文献皐的， 原典批判的， 寓本撃的努力によって規定されているのであ
り，

この努力は更に今後も 中世哲翠研究の基礎として績くべきものであ

る。
加うるに文献準的努力のさ中にあっても， 哲撃的関心はいつも眼畳めて
いた。 寓本を接見する喜びにもそれ白骨豊として或る種の意味があったにし
ても， 虞の課題はそ の内容に封する評債ということにあり， それが同じ皐
者によ ってなされたのである。
こうして彼らは， 中世が惇来の哲撃的諸傾向の 多様性の中に濁自の創造
的形成をもつに至った 一つの精神的世界で あるととを 接見した。

フヲン

ツ ・エールレは特に中世におけるアウ グスチヌス主義の意義を指摘し， グ
レメンス ・ ボイムカーは今日なお強く作用している新プラトン主義の影響
を見出した最初の人である， そ してマルチン・ グラーブマンは特に中世に
おけるアリストテレス掻受の研究に全力をあげたのである。
研究の現段階においてはっきり知られているととは， この三者がどんな
に中世の精紳生活にとって要素的なものであったか， これに反してこの各
々をそ の特徴通りに現賓の中に見出そうとし， 精神の生きた姿で相互に交
り合う事貫を見遁がし， 途には後期スコラ皐の神皐者たちが自からトマス
皐涯とか， アウ グスチヌス皐祇などと稿するに至ったことが， どんなに誤
りであったかということである。
われわれが詳しくマルチン， グラ{フ。 マ ンの仕事を眺めてみるとき， 個
々 の事貰についての彼の知識め豊富なことに一驚させられる。 伎の名を高
めた著書， rスコラ的方法史」がついに未完に終ったのも，

彼が告余りに多

く のことを知るが故に， さらに討究を要する盛期スコラ皐の大要を明確に
するための時を待ったためであったろう。 彼の知識 の 多国性を窺わせるも
のは， r中世の精神生活」の二巻である。 とれに引績いて，

昨年fレートウ

ィヒ ・ オトーによってグラーフ。マンの遺稿と， 既に護表済みの論文が第三
巻に編まれ， 公刊されている。
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グラーフ。マシはスコラ的方法の研究に劃するこつの観黙として， 中世的
方法論そのものに現れるー針の概念， 即ちアウグトリタスとラチオとを取
りあげる。 こうして彼は中世をそれ 自身の尺度にあてて見るのであって，
現代的な問題提起から出接するのではない。 この仕方は，

グラープマン友

ひそれと同時代の研究者たちによって， 過去のスコラ皐の頂貼と完成をト
マス・アクイナスと認め， スコラ皐の債値をトマスという目標に向かう歴
史的護展のうちに譲むということによって， いよいよ探まるのである。 グ
ラープマンのこの見方はトマス主義に射する既存の闘係から生じたのでは
ないc そ うであるには グラーフ。マンは絵りにも歴史翠者であり過ぎた。 そ
うではなくて， そ れはむしろロマン祇に喪し， 同時代の文勢阜の中にも見
られるような， 精紳的喪展の或る尖鋭化した思想、から出たものである。
グラーフ。マンの方法論の基礎に用いられた概念、は， 特に認識論と闘係の
ある諸問題に伎を導いていった。 そ れまでまだ究明されていなかったこの
領域において， 彼は原則的なものを解明した。 これに闘して特に翠げるべ
きものは， 聖トマスの認識論に闘する本とアグァスパルタのマテウスに闘
する本である。 グラープマンにいつも感じられることは， 歴史的に抗論の
官余地のない彼の洞察である。 これは今後長くわれわれを教え ， 刺戟し， 方
向づけることのできるものである。
彼の業績は多数の門下によって受け躍がれたが， そ の大字はドイツ諸大
型の教義翠の教授職 を占めている。 グラーフ。マンによって'11 [IJ:哲皐の歴史
的研究i土， つねに教義翠という神皐的分科に結びつくこととなり，

これに

針して哲準の専門家は遥かに多く瞳系的問題に向かっている。
2.

ミュンヘン，

グラープマン研究所の研究 目 標

199
4 年の逝去に首り， グラープマンは康範で有盆な私蔵文庵在ミュン
ヘン大皐の教義皐研究室に寄贈したので， 教義皐の講座 を縫いだミヘル・
シュマウスはこの贈輿を土萱に中世哲皐及び紳皐の研究を主とする研究所
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を閃くことにした。 とうしてこれは， その 名を冠するその 人の創造的活動
を直接縫承するもの と考え られるのである。 しかしこの研究所の研究目標
は，

グラープマンの始めた事業の 延長であるばかりでなく， 今日の 哲 準

的， 神事的問題提起に常ょ適感しよ うとするものである。
そ れでは グラーフ。マン研究所の仕事において， 以前のものに比して何が
新しいものなのであるか。 まずやはり文献翠的なものが自につく。 大部分
の 見本は修正され， 多くの印刷本が作り出された。 勿論歴史的研究に役立
つものとなったお虞によ る複製， マイグロフィルム， リーダーは， 作業の
傑1'1'をみ;質的に改善した。 また例えば命題註解集， 聖書註韓集に射してシ
ュテーヒミュラーが始め， フランスのデュカンジュが改訂増補した多くの
国主館の日銀は， 庚く用いられているが， これによ って殆んどあらゆる馬
木の所在を確かめることができ， そしてそこからマイクロフィルムを逸ら
せることを可能にするよ うになった。
グヮラッ キの研究所では， 容易に手(こし難いお本を全部民買複製で， 一
つの 圃書舘に作りあげている。 ケルンの研究所も同様であるが，

グヲープ

マン研究所でも一定の 観貼に基づいて整理された寓本の蒐集が できあが
り， そ れが引績いて補完されつつある。 しかしたとえマイグロフィルムと
複製とが塑間的作業を促進したところで， 伺々の 古文書型的問題を解決し
よ うとするよ うな[1与なら 見本の原文を直接見ることの代りになるιので
はないことが多い。
ミュンヘンの馬木蒐集の主要な眼目は， 欧州、|の多数の 修道院と園書館と
三分散している中陛フラン シスコ舎皐涯のあらゆる著作を， できるだけ完
望に網羅しよ うとすることである。 蒐集， 整理， 評慣という作業は， 格別
;こ仁1111tフランシスコ舎皐汲の 哲事的， 神翠的見解の究明を目的とす乙 グラ
ーフ。マン研究所の研究目標にとって， 前提篠件である。 上に色述べた上う
に， 中i止のアリストテレス的諸潮流に特に関心をもった グラープマンの研
究に針し， こうして或る意味で封象の榛張が生じたのである。 その理由は

ドイツにおける中世哲学研究の新しい道
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何であるか。 第ーにはアリストテレス解揮の黙で， 多くの進歩があったた
めであり， 他方ではアリストテレス婿受の研究が， 中世濁 自の哲撃的傾向
に針する閥心を 自ずから惹き起したためで、ある。 現在いよ いよ 明かにされ
ているよ うに， アウ グスチヌス的方向をとったフランシスコ舎皐涯におい
ては， ドミニコ舎事涯の生命力がトマスの死と共に士息んだのに比して， 14
世紀にもなお生々した思惟の力を務揮している。 試みにへールズのアレグ
サンダ

かつてはスンマ・ハレンシスがその最も周凧な著作と見られ

，一一ー

ていた

を始めとし， オド・リガルディ， ボナヴェントゥラ， アグァス

一一ー

パルタのマテウスを経て， スコトゥスとオッカムに及ぶフラン シ ス コ 舎
皐j反の偉大な哲皐者と神皐者を， ひとわたり思い浮べてみるならば， 糟系
として前進してゆく方向が稔り豊かなものであることを知るであろう。 そ
の豊穣さはトマス以後のドミニコ舎翠波のよ うに同顧的でなく， 積極的に
未来に向っているのである。
ドミニコ舎撃波に閲する根本的知識を前提とする現に行われているフラ
ンシスコ舎撃波の研究によ って， トマスだけが中世精神生活の頂黙で， そ
の他の哲翠的意見はすべて二流であるという見方が， グラープマン研究所
では克服されてしまった。
基づいて，

一一一

ドイツでいよ いよ 績っているこの歴史的感費に

それは中世のあらゆる精神的偉人の濁 自の慣値をそれぞれ

に強調するものであるが

， しかしトマスもトマス主義から解き放たれ，

一一

その濁 自性にふさわしい仕方で， 新たに再認識されつつある。 これは既に
グラープマンが先鞭をつけたととなのである。 フランシスコ舎皐汲を徹底
して初期スコラ翠の紳撃者にまで湖って理解することによ って， 雷然彼ら
の著作は グラーフ。マン研究所の研究範圏に入ることとなった。 かつて考え
られたよ うに， 彼らはトマスの時代に先立つ不完全な段階にあり， 充分に
洗錬されない概念、を使っていたのではなくて， むしろ後世になって失われ
た具種的なものと， 歴史的なものに針する感貨を備えていたのであるとし
て， 新しい評債を受けることになった。 中世の各時期に封するこのよ うな
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債{直の 韓換は， 惜系的哲翠一般の解樟によって虞く推進されたのである。
さてしかしこのような研究釘象のばあい， 確乎とした方法的観黙が根底
Jこなかったとすれば， 初期スコラ皐とフランシスコ舎皐涯の康大な分野に，
また何か中世の全轄に突き進もうとするようなことは， 非科型的なことで
あろう。

ミヘル・シュマウスはその観黙を， 教父翠と中世， また特に現代

の諸問題に関する多年の研究から護見したと白から!高じている。 これは要
するに形而上翠と救済史との問題提起である。 この二つの概念はより詳し
い説明を要するものであり， そ れによってrjl世研究において， この雨者が
方法原理としてどんな意味をもつかが明かになるのである。 たとえ形而と
望的なものが 多く哲皐に， また救済史が多く!神翠に属するものであるとし
ても， この二概念を哲事及び紳翠と同一硯すべきではない。 また既に速く
た グラープマンの概念， ラチオとアウクトリタスとも一致するものではな
1〆、。

現象事以来ドfツに始った哲皐の護展を追うてみると， マーノLプルグ主要
況に培われた認議論的方向は前面にIBておらず， 一一貰は グラーフ。マンの
中世認識論に関する研究はこの方向に影響されていたのであるが一一， 前
面にあるのは形而上翠である。

これは 或る意味で再接見されたのである

が， しかし新しく基礎づけられたものである。 こうして例え ばカントの批
判はもはや形而と撃の破壊とは考えられず， むしろ形而七皐の新しい翠問
的基礎づけの試みと見られている。

こうして復活した 形而上翠の 領域に

は， ニコライ ・ハルト マン， ベーター・ ヴースト， マルチン・ハイ デガー
というよう:こ様々の傾向をもった哲撃者が属している。
しかし形而と皐の概念、を救済史との封照において解明する前に， エチエ
ンヌ ・ ヂ、ルソンに棋を向けなければならない。 中世哲皐の研究に閲するそ
の多方面な論文は，

グラーフ。マンの著書と同様， 今日献くことのできない

ものである。 濁自の哲準的思索と共に， 中世のひとりひとりの人物;こ閲す
る歴史的研究をも含むヂルソンの仕方を， 簡軍に特徴づけるならば， それ
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は中世の形市上準的思惟を生きたまま自分のものにすることによって， 翠
据的トマス主義を遥かに超えているということであろう。 彼の思索は現代
の形而上皐一般の努力に伍して， 中世の形而上主要，思想、を生々と現代の問題
提起のうちに組み入れようとする試みである。

このととは特に伎の名著

「存在と本質」についていえることである。
グラーフ。マン研究所の形市上撃的なものに封する研究と， ヂルソンのそ
れとの相蓮は，

ミュンヘン側が歴史的なものの範曙を形而上準的なものと

封質せしめようとしている黙にある。 そしてこの歴史的なるものは， 特に
救済史という特徴の中に理解されるのである。 救済史の概念、はシュマウス
の五巻の教義皐によって， 現代のカトリッグ神翠の中に周知されるように
なった。 シュマウスの確信によれば， 西欧にとって無視することのできな
い草史的意識は，

一定の目的に向かう現賓の経験としての時代の聖書的経

験に根ざすのである。 これと厳に匝別されなければならないのは， 神話的
なものと絡み合ったところの循環する時代の意識である。 キリスト教によ
って西欧に印づけられ， 世俗化の諸形式のうちにもつねに生き漬けるこの
歴史開解は， 月号に紳準的に重要であるばかりでなく， 哲皐的にも重要な意
味をもっ。 それがロマン波の運動によって近代に適合した媛貌を遂げたの
である。 しかし歴史的なるものの鷲見をひたすらロマン況に拐するのは，
たとえこれによってアリストテレスの皐問概念、に封立し， 主要としての歴史
の性格を充分に認めることになったにしても， 課りである。
この護展は， ヘーゲルの哲翠糟系に現れるとおり， 形而上墜と歴史とが
緊密な闘係をもつに至るための前提傑作である。 しかし近代において歴史
哲皐と稀するものは， 全然新しいものであるのではなく， アウグスチヌス
の「神間論」を古典的表現とするところの歴史紳事の形態において， キリ
スト教的古代が既に持っていたものの近代的展開なのである。

19世紀後

牢:こ貫謹主義的， 自然科皐的方法の危機によって績まった， そしてもとも
とロマン派に基礎をもっ歴史意識は， 現代において哲翠と紳皐からも， 文
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整型からも再び刺戟をうけて確乎， 鮮明なものとなった。 今どうにか簡草
に跡づけた精神の全般的状況の中に，

グラーフ。マン研究所の方法原理とし

て歴史的研究の土蓋をなす形市上皐と救済史への省察も含まれているので
ある。
以上によって，今日の中世研究の間諜黙が現代の問題提起にあることが，
明かになったと思う。 かくてこそ， さもなければ見遁されるような現象に
射して， 眼が聞かれたので、ある。 このことはしかし， 自分の意見を傍統に
よって験誼しようとすることとは遣う。 先行する世代によって， 歴史的感
畳はしっかりと根をおろしているのである。 今や最大の課題は， 現存する
業績に従ってする文献的なものではなくて， これを哲事的に徹底せしめる
ような解揮ということである。 こうして中世哲翠研究の新しい道は， 皐間
的に既に獲得されたものの縫績である。 豊富な材料に問の目を見せた先立
つ世代の， 首然強く歴史翠的色彩をもった作業は， 今は生きた哲準的思索
のq1に注ぎ込む。 グラープマン研究所におし、て形而と翠と救済史というこ
つの概念、に結ぼれたこの新しい道は， 方法的なものに闘し現代からする特
別の問題提起をもつのである。
3.

形市上準的， 及び救済史的思惟様式の相違

主として形而上準的な思惟が，

どのように主として救済史的な思惟と異

なるかを， 以下において理論的にでなく， lþ世の原典に即して説明したい
と思う。 これに特に適するものは， 初期スコラ阜の聖ヴ、イグトルのフーゴ
ーの哲型的・神準的瞳系思想、と， フランシスコ皐汲の最初]の大きな集成で
あるスンマ・ハレンシスの世界像とを比較することである。 中世の原典の
解樺の貰際的例謹によって， 形市I二墜と救済史という問題提起が原典の探
い理解にとって， どんなに有効で、あるかが明示されると思う。 聖ヴィグト
ルのフーゴーの精神的段階からスンマ ・ハレンシスのそれへの進歩の中に
窺われることは， 徴候として初期スコラ厚から盛期スコラ翠への移りゆき
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一般， 副ち主として歴史的な思惟から次第に形而上皐的思J惟が表面に現れ
るに至る過程である。 フーゴーの主著としてスンマ文献の種類に麗し， 中
世最初の 完全に瞳系的な 著書ともいうべき「キリスト教信仰の しるし」
DeSacramentisChristianaeFideiは， そ の根底にある哲皐的・神型的世界
像を全曹として表現したものである。 この著書がどんなに大きな観黙の下
に立っているかを知ることは， 方法の見地から有金であろう。
はじめにフーゴーは聖書の創造の記事を便りに， あらゆる存在の始源を
問題にする。 とうしてわれわれは， 多くの著書で絶えず始源の問題に言及
したアウ グスチヌスの場合と同ーの聞いに嘗面する。 しかしこの聞いはア
ウ グスチヌスを越えて， アルケーを探求する前ソグラテス期の哲皐者にま
で湖る西欧の大きな停統に立脚しているのである。 ブーゴーの場合アウ グ
スチヌスと同様に， あらゆる存在の始源に封する問いは時間の問題とつな
がっていた。 時聞が持績として， そ れぞれ反覆しえぬ一同限りのもの， 個
別的なものから理解される限り， キリスト教紳望者の時間性に閲する思索
は神話的思考に絡まれた思索と別のものである。 ギリシャ人の初期の思惟
特有のアルケーへの聞いは， キリスト教信仰の要求のもとに， より以上徹
底した哲翠的知見へ押し進められた。 こうしてアルケーは寓物の生ず、る根
擦でなくて， 端的に始源なのである。
このように哲翠となった紳皐的問題から， フーゴーの場合世界は時間の
範需の下に入り， そしてまた紳事者としてのフーゴーは， 超越的な紳とそ
の存在様式を永遠性に蹄属させる。 あらゆるキリスト教的哲撃者にいつも
見出されるこのアルケー概念の獲容は， フーゴーにおいては多少とも個性
的特徴を備えているのであるが， それは彼が厳密に人類の始りと同時に歴
史が始まると考えたことの前提をなした。 しかし時間と歴史の直別は彼に
役立つものではない。 歴史の概念、は， この匿別にとって除りにも非哲撃的
である。

むしろ 歴史としての時間の 性格を究明するために，

念， 即ちしるしの概念を時閣の概念、に蹄属せしめるのである。

彼は別の概
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フーゴーが時聞を貫ぬくしるしZeichenと解したものは， つぎのことに
他ならない。 即ちしるしは時聞を樽じて歴史的に獲貌しながらも， それぞ
れに特有の意味に愛ることである。 このことによって個別者は， 無差別で
不断の費化を意味するところの軍なる時間性に盲従するものでない。 それ
は自己の一向性を保つのである。 始源についての聞いに照膝するものは，
フーゴーの時間解樺においては時聞が同時に充足であり終末であるところ
の目標へ向けられていることである 。 「時聞は字宙の始源から時代の目的
に向う現存する 生 命で あ るJ

Tempus est praesens vita abinitio

mundi

usque adfinem saeculi(1， WI .1)。 その限りフーゴーの瞳系思想は， 康く哲
準的性格をもっている。 し かしそのような細部にわたる構成には， 哲翠的
及び神主要的考察の仕方が分かち難く互いに交錯し ている。
時間としるしの相互的照麿は， フーゴーの解揮によれば人類の護生以来
歴史の行程に随件し， 歴史の現賓を規定し ているのであるが， この!照慮に
よって始源から目的に至る過程そのものに含まれているものの買の意味が
明かになるのである。 さ てフーゴーは歴史を形遣る時間と， ラテン語サグ
ラメンタで表されるしるしとの闘連性に基づい て， どのようにこの意味を
理解するのであるか。 歴史に意味が附随することは， 西欧的思J惟にとって
自明のことである。 フーゴーは意味を輿えるしるしの概念を， 救済という
紳準的概念に結びつける。 あらゆる偉大な思想家に特有の経験， 即ちある
がままの世界は秩序のうちにありえないという経験は， キリスト教の啓示
を固持するフーゴーにおいて， 人類の堕罪がその原因
であることになる。
歴史的なるものは人間固有の存在様式なのであるから， フーゴーによれば
歴史はこの人類の堕罪がそこに縫績すると同時に， 人聞を完成させる神よ
りの救いを生み出す範曙となる。 かく理解されるとき， フーゴーにおける
歴史は結局救済史なのである。
サクラメンタの働きは， 要するに時間の経過にこの救いを印しづけ， そ
れによってその経過自韓をもっぱら歴史的意味におい て多様ならしめるの
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である。 こうしてフーゴーはしるしの段階的な交替によって， 聖書が保護
するとおりの神の啓示の進歩によって惹き起される護展を， 歴史のうちに
確認できるとする。 従って救済史は， 時と共に人類に封していや盆す紳の
働きであり， 市申が干捗し救いに利用する現賓という意味での歴史の経験で
ある。
フーゴーの説明によれば， 救済史の第一段階は創造そのものとしての世
界のしるしであり， 第二の段階をなすものは蓄約聖書における紳の人格的
啓 示であり， 第三段階はキリストの啓示である。 このような歴史的思惟は，
フーゴーの著作杢轄の盟系的骨組である。 彼がその中にあらゆる存在を理
解した大きな枠は， 始源から確乎たる目標を指向L， そ れ自身歴史形成の
しるしによって段階づけられ， そ の意味を規定された時間過程である。 フ
ーゴーはこの意味とその賓現への認識を， 既にギリ シャ哲翠で正しく用い
られたサピエンチアの概念、と， 聖書の昨:に表れる概念、カリタスによって絞
速している。

フーゴーにおいて遺憾なく示さわしている救済史的思考様式

は， 直接に形而上型的水質問垣を提起することなく， 唯もっぱら歴史的な
るものの範鴎(こ町し， 又その下;二働らくのである。 しかし救済史三割貼と
する見方は， 哲率的なものを斥けるわけではなく， 却って歴史における人
間特有の存在様式が求めるところのものである。 従って存在的なLのと不
質的なものとが， この考察法の最高の範曙ではなく， 叡智と愛としての貫
存の充足という意味での人格的なものこそそ れなのである。
さてこれに封して， スンマ ・ ハレンシスをよく見ると， そ こにはフーゴ
ーの亙史概念がその根本的構造のままに保たれているとはいえ， この著書
全護(三割する包括的方法という意義はもっていない。 全腫の欣況から見る
と， むしろスンマ・ハレンシスはも一つ別の原理に従っている。 この原理
は中世全韓に封して永績的影響をもっ瞳系原理であり， ベトルス・ロンパ
ルドゥスの命題集に関連して生じた原理である。 とのスンマの史料的研究
は最近現れたクヮラッ キ版の一巻によって， 今は殆ん ど完全に明かにされ，
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へールズの アレグ サンダーの 持ち分が一々にわたって 認められるに至っ
た。 詳細な研究は， この著作が取り入れた源泉史料の多種多様であるに拘
らず， 綜合を目指した統一的構造をもつことを示している。
スンマ・ハレンシスの初めの部分に， 盛期スコラ皐抵でいつもそうする
ように方法論が取扱われており， それに基づいて全轄の著作がどんな観思
のもとにあるかが窺われる。 しだいに抗論の徐地がないと認められるに至
ったアリストテレスの翠問論によって， このような方法論は紋くべからざ
るものとなっていたのである。 アリストテレスの意味での壊には， 次ぎの
三黒占がある。 まず封象は普遍的なものでなければならない， 第二にそれ 自
韓明詮な諸原理が珠じめなければならない， そして第三に推論的方法が適
用されなければならない。 具瞳的個別者に闘係するか， または非合理的基
礎に立つ知識は， 従ってすべてアリストテレスの翠栂念、には含まれず， 人
間の認識にとっては副次的意義しかない。 とのアリストテレス的翠概念が
古代において神話的思惟を克服したと同じ程度に， 興隆する盛期スコラ翠
の状況では， 具樟的な個別的事責にわたる貼でこの翠概念、から除外された
歴史的思惟を危機に陪しいれたので-ある。
しかしこうして生じた問題性の中にありながら， キリスト教の偉大な歴
史概念はスンマ・ハレンシスでは無観されることが絶封になかった。 唯そ
れはアリストテレスの多様な原因 causaの概念， 友び被造世界への紳の下
降 d巴se
c nsus-一被造物から見れば紳への上昇ascensus adDeum I三宮る
ーとしての善の純粋性 diffusio boni という新プラトン涯の根本命題に基
づいて， より多ぐ形市上翠の性格を帯びるものであった。 しかもそこでは
新プラトン的思惟とアリストテレス的思惟の結びつきが， 歴史的なるもの
の可能性を明かならしめるという事貫を窺わせるのである。 新プラトン祇
の流出の思想がアリストテレスの因果性の思想、によって修正されることに
よって， 歴史は存在論化をまぬかれている。 この護展に麿じてスンマ・ハ
レン シスの歴史的思惟は別の形態を取り， もはや フーゴーにおける如く明

149

ドイツにおけるべ1官官学，}f冗の新しい道

白lこ埋解されるものではなくなり， またこれのように人間を掘り立てる力
をもたなくなる。
歴史的硯貼の泊i成は，

しかし形而上 皐的思惟の長所によって 補われる。

聖書の歴史的， 佃別的事貫を皐の封象として安嘗ならしめるために， スン
マ・ ハレンシスはその事貫を普通的t位概念に錦着させるのである。

I聖

書の歴史における個々の事買は， 普遍的なものの表現と見られ， そしてこ
れを知性と皐とは封象とするJ Introducitur ergo in historia sacrae scriptu・
rae factum singulare ad significandum universale， et inde est quod ejus
ea intellectus et sap山1tla. この引用句にとって， フーゴーが歴史を多様な

らしめる個別者のしるしと肝したものに，

らラ

普遍者:こ限を向け，

哲望的;二近いことが明瞭にな

アリストテレス的翠間前;二同じながらt，

マ ・ ハ レンシス ;二は本来の救 済 史的要素の 芹 が，

ス、/

た とえ比日食 の炉J tコきに隠

されていヒうと， なお{民だれているのである。 歴史的な乙もののRのi買値
は， このスンマでキリストの生同と活動を論じら最も榊皐(1うな部分:二， 111
も上く保存さ)1てL、ろ。
さてスンマ ・ ハレンシスにおいて， 形而U�i'll)，\l:、惟を強めるifî大なもの
ほ何であるかL

-HE二フランシスコ舎皐況で見られる上うに，

ここでも神

翠と哲阜の分離はない。 哲阜の濁立は， それがキリスト教に/1刊:Jí'1守;二先立

つ限り 認められる。

キリスト教神阜の成立以後:土， 一一 この紳王手は松本に

おいて救済史的に生起するものの哲型的保求に他ならな1，;"\_←ー， 哲E51はス
ンマ・ ハレンシスの方法論:二上れば市中壊に奉仕するものとなり， 主た全く
そ れ に霊きるものとなる。 こ れ に よって形而上翠的な も の は， ぞ れ が山 :)

にそれ自身において成立するものであるというならば， それとは凡よそ引っ
た性格を帯びるのである。 スンマ ・ ハレンシスの神論には， 形而上事に初
めから興えられているもの， 例えば有， -， 買， 警の概念， 原因の概念が

すべて限付いている。 形市上型的なものを究極において紳に師若させると
いうことは， 救済史;二白己を啓示する紳を重視する限り， 全然哲型的なも
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のに終始することにはならない。 こうしてスンマ・ハレンシスは， 形而上
型的なものを神へ結びつけるという黙に震の充賓があるとする。 従ってス
ンマ・ハレンシスにおける形而上製的なものは， 古代において形而上撃と
解せられたものに射し， そ れ以上のものである。 そ れは神皐的なものとの
結びつきからだけ， 捉えられるのである。 そ れが紳率的なものに根ざすこ
とを無視して， そ れ自身として子に取ろうとするならば， 震に中世的なも
のは見遁されてしまうであろう。
紳皐的なものによって哲皐的なものを古ますこととして形市上翠的なも
のを性格付けることは， グラーフマン研究所が全中iit:こ封して提起しだ問
いの基礎をなす。 そ じっfJlいとは， 紳皐が'0/に績張された哲E32;二過ぎないま
でに形而ヒ型的なものが キリスト教的=歴史的なものを押し|往けてしまっ
たか， それとも形而上型的なものの涼さ在取り入れるまでに歴史的なもの
が有力 ではなかったか， ということて、ある。

(1'，:1橋憲 一諜〉

