
86 

研究 ノ ー ト

AverroesのDestructio D estructionum 

におけるPhysica'こついて

田 中 千 里

Aristotelesの作品の注解書の著者として， 十三世紀以降の西欧で名声を博し

たAverroes即ちIbn R ushdは， 活躍したイスラム領域では殆ど支持者がなかっ

た， と伝えられている。イスラム領域で権威を認められていた Ibn Sïna即ち

Avicennaや，al-Ghazah即ちAlgazel 等と異なり， Ibn Ru吐ldはその著作が紹介者

たるユダヤ人のへブル語訳 や， ラテン語訳によって初めて広く読まれたのであ

って， 本来の ア ラ ビア語によるtext は， イスラム領域を支配した神学の独善的

排他的運動により， 大部分が抹殺されたら-しく，Averroesの著作LJ:， ラテン語

訳が特に重要となっているのである。

Averroesの著作の中で，Aristotelesの作品の論理学書を除くものの注解書は

大体十三世紀中頃までにラテン語訳されていたが，Averroes自身の哲学的作品

のラテン語訳は大分おくれ， Destructio Dest ructionum (破壊の破壊)のラテ

ン語訳は， 1328年にCalonymos ben Calonymos ben Meirがナポリ王Anjouの依

頼で完成し，1497年にはAgostino Nifoによる注解をつけヴェネチア で初版が出

され， 版が繰りかえされたけれども， デラピア語から直接ラテン語訳されたこ

の版はMetap hysicaに関する論説だけを含むものであった。しかし， 1320年頃，

Calonymos ben David ben Todros によってへブル語に訳されたものには，

Metap hysicaとP hysicaの両方の論説が含まれて居り， それからのラテン語訳が

十六世紀に， ナポリの医者Calo Calonymosにより完成され，それが 1527年にヴ

ェネチアで出版され， 版が繰りかえされた。1961年，the Mediaeval Academy of 

Americaの一員であるB. H. Zedlerは，種々なる版のラテン語訳を基にして最も

信頼出来るDestructio Destructionum の text を再現して出版した のである。

1930年，M. Bo uygesによりアラビア語のtextが出されているが，これはP hysicaの

論説を含むヘブル語訳との比較考察により作られたもので，へフ*ル語訳のcritical
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editionが未だ作られていない点に問題がある。このtext を基礎としてVan den 
(3 ) 

Bergh は， 若干の修正を加えて英訳を完成し， 1954年にそれが出版されたが，

これをZedlerのラテン語版と較べるとtextに多少の差異が見られる。問題はIbn

Rushdが書いたアラピア語のtextと， ラテン語訳やへプル語訳のtextとの差であ
(4 ) 

るが， Renan は差を 強調して別 人の書 きこみがあると述べているに 反し，
(5  ) 

S teinschneider は差を僅少であると考えている。これに関連してDestructio

Destructionum が西欧に紹介された事情を明らかにすることが必要で、ある。 こ

の書物はal・Ghaz五1Iの著作 Tahafut al-F alãsifat (哲学者の破滅)に対する Ibn

Rushdの反論の書であるが， al-Ghazãliiの著作のtextが分割してそのまま引用さ

れ， それに対して Ibn Rushd の批判が記されているもので， この書物が西欧に

紹介されたのはal-Ghazãlïiの著作を伝えるためで， 丁度Aristotelesの著作の理

解のために Ibn RushcUlPちAverroesの注解が紹介されたのと同様で、あったらし

しい。 Tah訂ut al-F alãsifatはal-Ghaz弘前〉著作の中でMaqãsid al- F al-;;'sifat (営

学者の意図)と共で一書となって， 前者が第二部， 後者が第一部を形成してい

たが， al-F ãrablやIbn Slnãlこついて概説する第一部だけがラテン語訳で既に紹

介されていたから.西欧で al-Ghaz瓦11はIbn Smaの弟子と考えられていたと思 わ

れる。しかし Ibn Rushd の著作は， al-Ghazãliが哲学を否定する懐疑主義の神

学者であることを明らかにするばかりでなく， 神学と哲学との矛盾をも指摘す

る。 ルネッサンスのイタリアにおける学者逮はIbn Rushd即ちAverroesについ

て も 知っ て い て， 指 摘 さ れ た 問 題 に ついて議論を重ねた。Destructio

Destructionumの注解-者 Nifo も， 反対論に対してAverroes説を弁護した一人で

あり， こうしてAverroes説は西欧の人々の問に拡まっていったのである。

イスラム領域において al-Ghaz瓦liïの学派の指導力は強く， 哲学者に対する迫

害は激烈で， Ibn Rushdがal-Muwahhi d!朝の高官となる以前，ラテン名Avempace

で知られる哲学者Ibn Bajjaは投獄されて居り， 又， ある人は哲学を研究したた

めに死刑にされていた。Destructio Destructiounmが Ibn Rushd の書いたtext

に 大体忠、実なラテン語訳であるとしても，B. H. Zedlerが語っている様に， この

作品の中に Ibn Rushd の見解が隠すところなく述べられていると考えるのは誤

りであろう。 Ibn Rushd 自身が失脚追放の難を受けることになる以前において，

誤解と告発を恐れながら， 孤独のさみしさの中で思索する苦しみに耐えて， 哲
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学を弁護して真理を語りつづけた崇高な姿を我々は思い浮かべるべきである。

この故に， Metaphysicaよりも， 神学的見解との対決が間接的となるPhysica

に関する論説の中に， 著者Ibn Rushd 即ちAverroesの真意をくみ取ることに努

めてみよう。

※ 

Algazelt封書る。「さてPhysica (自然学)はin naturalibus (自然について)考

察の行なわれるもので， 多くのscientia (学)からなっている。我々が語る場合

を除いてlex (予言者の教え)は自然学がその多くの学において論破され， 否定

されることを必要ともしないし， 義務づけもしないことを明らかにするために，

我々はそれらの部分について説明するであろう。それらは確かに radix (基礎

'us\il=roots)とrarnus (部門furu'=branches)に分けられる。 Fol.55rb_j

こうしてAlgazelはPhysicaをra占xlこおいて八分類し一一一 Liber Physicorum; 

de Caelo et Mundo ; de Generatione et Corruptione ; Liber Meteororum; 

de mineralibus; de plantis; de animali bus; de animabus animalium， et 

virtutibus apprehensivis -一一， ramusにおいて七区分する一一Medicina (医学);

iu dicium stellarum (占星学); scientia Physionomiae (人相学); Interpretatio 

somniorum (夢判断学); scientia Imaginum (神相学， (天体の力を地上のものに

結びつけて法外な倒きを得んとする学)); scientia Praestigiationis (呪文学); 

ars Alchimiae (錬金術)一一。

Algazelを批判してAverroesは語る。「実に彼(Algazel)がscientia Naturalis 

(自然学)の八種について数えあげたことはAristotelesの見解に従っていて正

しい。しかし， そのramusであるとして列挙したρ戸は彼が述べたそのままでは

正しくない。例えば， 医学は自然 学ではなく， 実に自然学からその principia

(原理)を得ている ars factiva (実践的な術)である。 何故なら， 自然学は

speculativa (理論的)で， 医学はfactiva (実践的)であるからだ。 Fol.55vaJ

「占星学も自然学には属さず， 却って世界で将来起るかもしれぬことを予想す

る学で， 予言に類するものである。 人相学も， 将来にではなく現在見出される

神秘的なことに関る学である点を除けば， 同ピ類のものである。夢判断学も，

将来起るかもしれぬことの予言に関る類のものである。実際， 学の中でこう云

う類のものは， その働きによってutilitas (有用性)があると考えられるにして
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も， 理論的でもなければ実践的でもない。しかし， 神相学は偽りである。 何故

なら， それは不可能で、あるからだ。 一一呪文学も， その知識は不思議なことに

関る部門に入るが， 理論的な術には入らない。錬金術は実に， 疑わしいか， 又

は見出されるとよいのにと思われている術であり， 見出されるにしても， そこ

で作られるものが自然本来のものになることは不可能である。その術はn atura

(性質)の類似しているものにするだけで， 決して真実のものにおける性質に

到達するごとはない。 Fol. 55va J 

学の分類はIbn Smalこ見られ，al-Ghazahはそれについて語っていると思われ

るが， radixとramusとの区分は理解が不十分であり， Averroesのspeculativa

(=81εωp守Tacóç)とfactiva (=πpαIC'/:acóç)との区分が正確であることは勿論で

ある。しかも， 錬金術その他の学に対するAverroesの評価は，十二世紀のイス

ラム領域におけるや者の見通しとしては， 驚嘆に価する優れたものと云えるで

あろう。

しかし自然学に関してAlg azel は次の様に哲学者を攻撃する。 「様式において

causa (原因)と考えられるものと， causatum (結果)と考えられるものとの問

の cop ulatio (結びつき)は， 我々の見解によると necessaria (必然的)ではな

い。 一一飲酒と酪町， 食事と満腹， 火の接触と燃焼， 日の出と光， 首切りと死，

等も同様で〔必然的な結びつきではないのでつある。 --aequaliter (同じ様に)

ものごとをヲ|き起すのは栄光の神のin p osse (可能性の中に)おいてであって，

ex se (自らによって)必然的であるからではなL、。 diminutio (限定)を受けて

いるので、はなくてe x p osse (可能性にもとづいて)いるのである。 食事せずに

満腹を導き， 首を切断せずに死を導き， 首を切断しでも生命の継続を導くこと

が神の可能性の中にある。 結びつきがあるとされる総てのものにおいても同様

であるが， 哲学者は実にこの可能性を否定し， その誤りから議論をしたのであ

る。 一一これについて我々は一つの例をもって示そう。一一 燃焼しない火と麻

くずとのtactus (接触)があること， 又， 火との接触なしに燃焼して灰になる

麻くずがあること等を我々は認める。しかし哲学者はこう云う可能性を否定す

る。 Fol. 56 rbJr問題の第ーは， 燃焼のagens (動力困)が火だけであり， それは

elective (随意選択的に)でなくn aturaliter (性質的に)動力因となる， と反対

者が語っていることである。 一一火そのものが動力因である理由は何か， を私
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は尋ねる。火の接触に際し， 燃焼カ�1見われるとのtestimonium (実状証明)以外

に哲学者は理由をもちあわせていない。しかし， 実状証明は， cum eo (それと

共に)現われることを示しはするが， ex eo (それによって)現われるとのこと

や， praeter eum (それを越えて)他の原因は存在しないこと 等を示しはしな

い。 Fol. 56 rbjr燃焼における動力因は， 麻くずの中に黒色と， 黒色部分の分離

を作りだし， それを燃焼させて灰にするが， その動力因は， 天使を仲介者とし

ての， 或は直接での， 栄光の神である。実に火は生命のないもので， operatio 

(活動力)をもってはいない。 FoL 56 rbj 

この哲学者攻撃に対してAverroesは次の様に反論する。「感覚的なるものにつ

いて我々が認めている充分なる原因を否定することは， 論弁的な論説である。

ーーしかもその原因が， それによって生ずる活動にとってそれだけで充分で、あ

るのか， 或は， 離れた外部の原因や又は離れていない原因によりその活動を完

成するのかどうかは， 何もそれ自身によっては知られないし， 多くの探究と考

察とが必要である。 Fol. 56 vajr実に生成するところの存在物が四つの原因， 即

ち agens (動力因)materia (質料因)forma (形相因)finis (目的因)をもって

いることは， それ自身によって知られる。原因は結果の存在のために不可欠で

あり， 結果となっているものの部分をなしている。一一実にintellectus (知性)

とは， 原因による存在物のapprehensio (把握)を除いて， 他の如何なることを

するものでもない。 この点において知性は他の把握能力と異なっている。原因

を存在しないとする者は， 知 性を存在しないとしているのである。 -- ars 

Logicae (論理学)は， 原因と結果が存在し， 結果についてのscientia (知識)

は原因についての知識によらねば完成されない， と述べている。この故に原因

を否定することは知識を破壊することになり， 従って， 知られる如何なること

も全く真なる知識ではなく， 知られるものがあるにしても， それは想像された

ものになる。その場合にはdemonstratio (証明)もdefinitio (定義)もなく， 証

明が構成される essentialis (本質的)な説明に関する類のものもなくなる。必

然的な一つの知識も与えられないと語るならば， 語られるそのことも必然的で

はないと云うことになる。 Fol. 56 vbj 

AI gazel は 又， 次の様に攻撃する。 「第二の問題は，これらの innovationes (変化)

が変化の原理から出ている， と認める人に関る。 Fol. 57 raj r principia (原理)
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はelective (随意選択的に) は働かず， 栄光の神もvoluntarie (気僅に) は活動

しないことを我々は認めない。 一一栄光の神はあらゆることを為し得る。 従っ

て， equus (馬) にとって sperma (精液) から生みだされることが必然的では

なく， arbor (樹木) も granum (種子) から生みだされることが必然的ではな

い。 一一そこで我々は，それらがnecessaria (必然的)であると言わず" possibilia  

(可能的) であって， 存在するごとも存在しないこともあり得る， と言うので

ある。 多くのvicis (入れ替り) に関するconsuetudo (習慣) を続けることは，

impressio (印象)においてevasio (離脱)が ないと云う過去の習慣のconvenientia

(一致) tこ従って，入れ替りのcurusus (道すじ)を我々の知性の中にきざみつける

ごとになる。 Fol.57 vaJ r動物の中のある種のものはterra (土) から生じること

を我身は知って居り， vermis (姐) は全く生むことはない。 mus (ねずみ) や

serpens (蛇)やscorpius (きそり)の様なある種のものは， 生みだされ， 又生

みだすこともあるが， 土からも生じる。 その状況は， 我々には隠されたものか

ら形相を受け とることにより様々で， 人間の能力でそれらを知ることは不可能

である。 Fol.58 raJ r我々が事物を考察して多くの秩序ある動きを見た場合，神の

カについての知識が我々に生じる。 それらは in cursu consuetudinum (習慣と

云う道すじにより) 栄光の神が創りだしている多様なる知識であり， 前述の様

に習慣と云う道すじにより， 組の中の一方は可能であると知られるが， 他方が

誤りであるとは結論されないのである。 FoL 58vaJ 

Averroesは次の様に反論し，Algazelの主張の欠陥を指摘する。 「習慣と云う語

で人々が何を理解しているのか， 私は知らない。 恐らく人々は， それが動力因

の習慣か， 存在物の普慣か， 存在物について人々の抱く見解における習慣であ

る， と考えている。 一一一習慣が神 (=動力因〕に備わっていると云うことは誤

りである。 一一栄光の神は次の様に語った。 r実に主たる自分は変化を受ける

ことはなく， 全く変化に関る如何なるものも中には存在していない ( Koran 

XXXV. 4 1-42) J一一それが存在物の習慣であると，もしも真に人々が考えてい

るならば， 習慣は in habentibus animam (魂をもっているものの中に) おいて

以外には実際存在しない。 習慣が魂をもっていないものの中において真に存在

しているとするならば， それは verificatio naturae (性質の確証) なのである。

一一存在物についての見解における習慣が我々の中にあると考えるのであれ
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ぱ， 習慣はその性質によって決定される知性の活動以外のものではない。 Fol.

56vbJI存在物において opposita (相反すること)が同じ様に起ることが可能で

あり， 動力困においても同様で、， 動力因における voluntas (意志)によらなけ

れ ば相反することの一方が起ることはなく， 又， 常にでも， 屡々でも， 動力因

における意志が継続的に続きはしない， と論者が認めるならば， 一一一真の知識

とは， 事物の存在に対応する， その事物に関する知識であるのに一一そこでは

眼をまばたきする間も， 事物についての永続する知識は存在しないことになる。

Fol. 57 va JI例えば， 最高の支配を行なう偉大な専政者〔神〕については， その

支 配下においては困難なことはMもなくなり.その支配について継続する ordo

(干刻字)も習慣も知られなくなる。 この専政者の活動が性質的に知られないこ

とは必然的で， その何らかの活動が見出されでも， その永続性は如何なる時に

も性質的に知られないであろう。しかし， Algzelはこの矛盾から脱している。

こう云う可能性は奇蹟の時と呼ぶ特別の時において以外には現われない， との

知識を栄光の神が我々に与えた， としているのである。しかし， それは真の脱

却ではない。 我々にとって与えられた知識とは常に， 存在物の性質に対応する

ものであるからだ。 一ーもしも我々にこれらの可能性についての知識があるな

らば， 可能的な存在物には， その可能性そのものか， 動力因か， 両者かによっ

ての， しかも我々の知識が結びつけられているところの， dispositio (傾向)と

云うものが存在することになる。これこそ神学者が習慣との語で述べているも

のである。第一動力囲内申〕に習慣と呼ばれるこの傾向が見出されると云うこ

とは誤りであるから， それが存在物においで以外に存在することはない。これ

こそ， 我々が述べている様に， 性質との語で哲学者が呼んで、いるものである。

Fol. 57 vbJI事物において attributa p rop ria (個別的属性)は存在しないし， 如

何なる場合にも存在物において個別的活動を導きだす形相も存在しない， と云

う論説が極めて矛盾したもので， 人々が理解していることとは別のものである

ことをAlgezelは悟ったから，この論説を断念し， その否定を二点におけるもの

とした。 一一第一は， 存在物に個別的属性が見出されるにしても， 見出される

その様に習慣が生じる筈のその存在物の中に， そう云う印象が見られないこと

も可能で、ある， との論説である。 この第一の論説は否定されない。哲学者

もそれを認めている。actiones agentium(動力国の作111)は，その活動の巴 manatlo
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(発現) が外部にあるもののために必然的とはならないのである。 一一第二の

問題は， 如何なる存在物にとっても個別的質料が個別的形相と共にある訳では

ない， と云うことである。 Fol. 58vaJrしかし， 質料が質料を有する存在物を制

約するconditio (条件)になっていることは， 論者が逃れることの出来ないこと

である。一一事物はuniversale (一般的)と proprium (個別的) との二つの属性

から構成されて居り，それは哲学者が， その見解によってgenus (類)とdifferentia

(差) とから構成されている定義と云う語で， 示しているものである。一一こ

れについて， 一般的属性は個別的属性と同様に事物にとって条件となっている

と哲学者が諮っていること以外に，論者と哲学者の問に相違は存在しない。Fcil.

58vdJr二つの対立するものを結びつける posse (能力) は栄光の神に所属する，

とMauri (ムーア人)のある者は想像した。事物にとって不可能であるとの知性

による determinatio (限定) は知性と関連して生じたものだ， と云うのがその

見解である。従って， 性質において限定が生じて事物の可能性を定めたとして

も， それは知性による限定を否定せずに許すことになる。しかし， ごう云う人

にとっては， 知性においても， 存在物においても， 性質と云うものが全く日11ら

かにならず， 知性において見出されたveritas (真理) が存在物の存在に対応す

ることもないであろう。実際， 論者もこう云う論説を恥としている。ーーしか

し， 論者は偽りの論説以外に何も発見していない。論理的技術に長じている人

がinter con ditionem et conditionatum (条件と条件づけられたものの間)，inter 

rem et definitionem suam (事物とその定義の間)，inter rem et aliud ab ea (事

物とそれに由来するものの問)，inter rem et rationem suam (事物とその理由

の問) に存在するところの結びつきが必然的であると云うことを否定するのが

当然であるとしているのを， 我々は見出すのである。 すべてこう云うことは論

弁家の主張であり， 空虚なことである。 Fol. 59raJ 

哲学者の論説は testimonium (実状証明) で， cum eo (それと共に) 何が生

ずるかを示すに過ぎない.とのAlgazelの主張は自然学の立場を捉えたものと云

えるが， praeter eum (それを越えて) 神が働きかける， と述べる場合にはも

はや神学の立場に立っているのである。in cursu consuetu dinum (習慣と云う

道すじにより) 人聞に色々な知識が生ずるが， それもelective (随意選択的に)，

voluntarie (気億に)活動する神の神秘的なる力の故に可能 的な一例に過ぎぬも
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のとして葬りさられるのであれば，その主張は人間の真面目な論理的努力を拒

否する神秘主義となる。これに対してAverroesは， consuetudo (習慣)を認め

ることが結局verificatio naturae (性質の確証)・lこなる， との論理的分折から，

universale (一般的)，proprium (個別的)，genus (類)，differentia (差)等の概念

により類別的考察への道を示して， AI gazelの哲学者非難が論弁にすぎないと主

張する。Averroes の確実な論理的分析はイスラぷ領域の哲学者を経由して

Aristotelesから受けついだものであるが， 特にその哲学的立場を神学的立場と

の対決において明らかにすることはAverroes独自のものと思われる。自然学に

おいてAverroesは明らかにAIgazelを論破したのである。

日常の経験にも反すると思われるAIgazelの論説は Assaria 派の見解を受けい

れたもので， それについて Averroes は次の様に述べている。 rAssaria 派は

causae sensibiles (感覚的原因)を否定する。即ち，あるものが他のものの原因.

であると言わず， causa entitatis sensibilis (感覚的存在性の原因)を生成の時

に 当たり感覚的でないものに求める。それは， 人間であるのに人間の性質から

離れた思索である。 Fol.ヰ5vbJ 一一実に，Assaria派においても， 神だけが唯一

の原因とされるのである。こう云う神秘主義は， 神学論の中に自然学を解消さ

せようとするものである。

しかしながら， イスラム社会はAverroesを黙殺して， AIgazelの神秘的スコラ

主義を繁栄させた。 その後におけるイスラム神秘主義は， 今日に至るまでイス

ラム社会においてその伝統を保ちつづけていると言われるが， イスラム文化の

停滞は歴史kの隠すことの.出来ない事実である。その理由の一つが， この神秘

主義の中にあるとも考えられる。 宗教によって初めて統ーされ， 発展が為しと

げられたイスラム社会において， 哲学的な思想、が宗教とは必ずしも相容れない

内容をもっていることが判明するにつれて， 熱心な宗教家が哲学的な思想、その

ものを絶滅させ， 宗教にとって将来の危険を無くそうとした努力にも深い意味

があるとは思われるが，孤独の哲学者Averroesの思想が独善的で排他的なイス

ラム神秘主義の支配的な社会にではなく， 却って哲学を 大胆にとり入れた西欧

のキリスト教的社会の中に， 仮令異なった宗教の拡まってける社会であるにし

ても， その後継者を見出したことについて， 私は運命の不思議と， 自由なる哲

学思想、発展の歴史的必然性とを思わずには居れないのである。
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