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「ボナヴェントゥラにおける神学」

I 

坂 口 ふ み

13世紀における神学というものの理解 ， 特にその一 つの頂点としての， トマス

における神学の理解に関しては，Chenuや Grabmann等による古典的 な諸著 が
( 1 )  

ある。 この問題に関するボナヴェントゥ ラの解決は，ふつう「アウグ ス チ ヌ ス

的J ， Iフ ランシスカン的」と言われるものであり，トマスとち がって詳しくはと

りあげられ ないのが常であるが，彼もその困難 な 時 代の問題に対し，トマスとは

異った仕方で反応しつつ，彼一流のやり方で首尾一貫した見事 な 解決を与えてい

ると思われる。

周知のように， 12- 13世紀の神学者 達の 一つの中心 問題は ， アリ ストテレス的

な学の概念に向き合わされて，神学をいか なるものとして理解すべき かという こ

とであった。 ボナヴェントゥ ラの直接の師で あ る A!exander von Ha!es にお

いては，Utrum doctr ina theo!ogiae sit scientia という 問いは，主として，ア

リ ストテレスの形市上学に指摘される，学とは un iversalia に関してであって，

s ingu!aria に関しては学は 成立た ないというテーゼの立場か ら の疑 い で あ る

( Summa Ha !ens is 1 q.1 c.1 ag.2) o doctrina theo!ogiae は殆ど歴史的 な narra

t lO， つまり singu!ariaに関しているではないか? アウグスティヌ スも「歴史的

な ことは信じ られるのみで知られえぬ 」と言うではないか(ibid ag .1)?学の対

象 は scibilia であるのに， 神学の対象は credibilia ではないか ( ibid ag.3 )  ? 

トマスの Summa theologiae 1 q.1 a.2 における同じ聞いはか なり観点を異

にする。 こ れはアリ ストテレスの分 析論後書 第 一巻第二章の ， あらゆる学は論証

されえ ない per se nota なる p nnclpla から 論証に基いて結 論を導き出すもの

であるという立場からの疑 問である。 ag.2 は上の Ha!es の聞いと同じ内容であ

るが ， こ れはトマスではさほど中心的 問題にはなっ て い な い。 Ha!田 が四 つの
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universaliaの分類を持ち出して こまかく解答しているのに対し，トマスは exern

plu rn  vitae という概念、で軽く 片づけている (ad 2). 

よく知られているように， ボナヴェントゥ ラにはこの 聞いが存在し ない。 それ

が恐らく，ボナヴェントゥ ラがこの問題に関して余 り引き合いに出され ない 一つ

の理 由でもあろう 。 しかし， 彼に， 学としての神学の可能性に関する 考察がより

少 なかっ たわけではないし， アリ ストテレス的 な学というものに関する知識が欠

けていたわけでも ない ことは， 彼の著作を読めばすぐに理解される 。 たしかに彼

は， トマスのように神学の学 問性というものへの危機感を表現するよう な (Ut-

ru rn sit necessariu rn， praeter philosophicas disciplinas， aliarn doctrinarn haberi 

S. Th. 1. q.1 a.1) 問い方はし ない。 彼 は 命題集注解において Kilwar曲yの

如く， 神学 ないし hic liber の四原因を 問う ことから 始める。 しかし， たとえば

Prooern. q.1 ag.5 はやはり， 五des の対象である credibile が scientia の対象 た

りうるかという ， この時 代共 通の問いであり，その答えもまた 重要 な 意味を持つ:

alio rnodo est credibile obiectu rn virtutis ， alio rnodo scientiae. Credibile enirn， 

secundu rn qu od habet in se ratione例primae veritatis cu i五des assenti t propte r  

se et super ornnia， pertinet ad habitu rn五dei; secundu rn qu od sup巴r rationern 

veritatis addit ratio抑制aucto円tatis， pert inet ad doctrinarn sacrae Scripturae， 

...; sed secundurn qu od supra rationern veritatis et auctoritatis addit ratione例

probabilitatis， pertinet ad considerationern praesent is libri， in qu o ponuntu r 

rationes probantes五dern nostrarn. (I 8b) 

ボナヴェントゥ ラも 12- 13世紀神学者の例にもれず，神学を名づける語は 一 定

しておらず， sacra doctrina， theologia， または hic libげなどと言う。 hic liber 

は，直接には Lornbardus の Sententiae を指すと思われるが ( Prooern. q.4)， 

ボナヴェントゥ ラは自分の註釈と Lornbardus の方法との間には異を たててい な

い ようである。 と こ ろで Su rnrna Halensisカ; sacra doctrcinaと doctrina Scrip-

turae sacrae とを明確に 区別せず， Iq.1 cap.1 では明らかにアリ ストテレス的学

の規準をあては め ようとしつつ， cap.4 では聖書解釈即 th巴ologia と なってしま

っている ことは， つ ねに指摘される問題であるが， ボナヴェシトゥ ラはこの点で

は明らかに Su rnrnaHelensisと一線を画している こ と が， 上の引用からうかがわ
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れる。 これは， つぎの quaestioにおいてますます明瞭となる。 q.2 はこの書の

ratio formalis を問う: Qua巴 causa formalis quive modus proceden di sit in 

his libris Sen ten tiarum. 0 ag.4は言う: ある scien tiaの部分のmodus proceden di 

はその学全体のそれと同じで な ければ ならぬ。 しかるに Scriptura sacraの modus

proceden di は typicus et per modum n arration is， n on inquisition is である。 と

ころでこの書は聖書に属する， 従ってこの書の方法は inquisitiv us であってはな

らぬ。

これに対する答えは， ボナヴェシトゥ ラ が theologiaと等置するこの書が， 聖

書に基づき つつも ， それと異った次元・方法を持 つことを示す:

dicen dum ad hoc， q uod liber ist巴 ad sacram Scripturam reducitur per modum 

cuiusdam subaltern ation is， n on partis prin cipalis ; similiter et libri doctorum， 

q ui sun t  ad五d巴i defen sion em. Quod patet sic: quia n on quaelibet determin a-

tio trahen s in partem facit subaltern ation em scien tiae， sed d巴termin atio quo-

dam modo distrahens. Nam scien tia de lin ea recta n on dicitur subaltern ari 

geometriae， sed scien tia de lin ea visuali， quon iam haec determin atio quodam 

modo trahit ad alia prin cipia. Quon iam igitur sacra Scriptura est d巴 credibili

ut credibili， hic est de credibili ut jacto intelligibili， et haec determin atio 

distrahit-一一 “n am q uod credimus debemus auctoritati， et quod in telligimus， 

ration i"一一hin c est， quod sicut alius modus certitudin is est in scien tia supe-

riori et in feriori， ita alius modus certitudin is est in sacra Scriptura et alius 

in hoc libro， et ideo alius modus proceden di. Et sicut scien tia subaltern ata， 

ubi deficit， redit ad certitudin em scietn iae subaltern an tis， quae maior est ; 

sic etiam， cum Magistro deficit certitudo ration is， securrit ad auctoritatis 

certitudin em sacrae Scripturae， quae excedit omn em certitudin em ration is. 

(Prooem. q.2 ad 4; 1 l l ab) 

ここには， トマスにおいて有名な subaltern atio の説が 登場している。 トマス

にあって scien tia subaltern an s であるのは scien tia D巴i 巴t beatorum (I q.l a.2 

c ; In B o巴th. de Trin . q.2 a.2 ad の で あ るのに対し， ボナヴェントゥラでは

それは sacra Scri ptura であるが， もとより scien tia Dei et beatorum が sacra
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Sc r iptur a に啓示され， 我々は sac r a Sc r i  ptur a を媒介として神の知に或る仕方

で参与するのであるから， 実質的には差はそれほど大きくない。

更に: トマスの関心 は， 学は p r in cipia pe r se n ota から結 論を 導くのに神学
(2) 

の 第一原理たる ar t iculi五dei は pe r se n ota でないにもかかわらず， 神学が学

であることをいかにして整合的に説明するかにある。 しかしトマスは，神学とア

リ ストテレ ス的学の学の対象・原理・方法が互いにいかに関るかは， ここでは説

明していない。 数学の原理を 信 ずるのと， p r in cip ia r ev 巴lata a Deoを 信ずるの

とを並列 させるという ， 大ざっぱなパ ラ レ リズムを置いているのみで ， 二つの学

問の関係を説明するのは， r 巴velata a Deo という 語のみである。 もとよ りこの

関係は， 全体のトマスの 考察を辿るうちに明らかになってくることではあるが，

この 第 一 聞の構 成は， よく言えばきわめて大胆であり， 悪く言えばきわめてルー

ズである。

ボナヴェントゥ ラのここでの関心 は， それと違って， sc ie n t ia subalte r n an sと

subal te r n a ta とではメト←デが異るということに向けられている。 伎にあっては

modus r at iocin ativ us が神認識の単に 一つの modusであるにすぎない限りにお

いて， この subalte r n at io の概念は， トマスにお けるほど 重要な意味を持たない。

しかし， 或はそれゆえに， 彼による， この二つの学の対象の説明は， トマスにお

けるよ りも精細である。

ここでの， 幾何学と可視的な線の学の関係と， 聖書と神学の関係との パ ラレル

は， 短文ながら， トマス が単に両者とも他から得た原理を c r ede r eすると言って

片づけているのに対し， 1 ) そこでは学の対象 が性格を 異にしてくること， のそ

の性格の差 がどこにあるか ， の その対象の性格の差の方法の差が結果すること，

4) sc ien tia subalte r n ata は， その自らの内には得られぬ確実 性を ， scien t ia sub 

alte r n an s よ り得ること， 等を 論じている。

ここでは先の q.1にお ける対象 subi巴ctum un iv e r sale， つまり c r edibile t r an sit 

in r at ion em in tell ig ゐil is (ここでは c r ed出le ut factum in telligibil巴) [ が， 神

学が議 論的方法をとりうるという可能性を保証するが， それと共に， 議 論的方法

をとる理由として， cor pus には， 神学の三つの目的があげられている。 トマス

の Summa theologiae にお けるこれに対応する 聞い: Ut r um haec doct r in a  sit 
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argumentativa (S. Th. 1 q.l a.5) への答は， これと少し違って， 論敵の 論 駁と

いうことはあげているが， a.2 と対応するかたちで ， 第一原理は議 論的に証明で

きない ， だから articuli五d巴i も議 論的に証明で きない， ということに主限 があ

る。 トマス がこの q uaesti o 内で finis について語るのは， むしろ a.l の， 神

学の salus にとっての必要性を説くところと， a.4とであるが， a.l でも神学に

は主として， その finis に至るに必要な ， 五ms の praec o gniti o の役割が帰せら

れている。 しかし ， ボナヴェγトゥ ラに言わせると， 神学の目的は ad pr o m o ti・

onem五d巴1であり， それが m o d us ratio cinativ us という方法を必要とするので

ある。 pro m o ti o 剖ei は， その荷い手のあり方に従って三様である: 信仰の敵な

る人 々に対しては信仰を防ぎ反 論を破壊することに， 信仰弱 き 人々に対してはそ

の 信仰を保護することに， そして完全な 人 々を 喜ばせることに。 m o d us inquisi

tív us はそのた めの有 用な道具なのある(ibid. c; 1 l l a)。 しかし ， 彼は， これが

唯一の道具であることはどこにも言 っていない。 また ， ここの彼の叙述からして，

それが唯一の道具であるべき必然性はどこにも見られない。 トマスと違って彼は

dis cursiva な知の， 特 有に人間的な知としての 特殊な地位を強調していない。 ま

たここで彼も認識の 喜びについて諾ってはいる。 しかし ， トマスのように， co n 

tem plati o を最高の幸福と同一には置いていない。 むしろ ， pr o m o ti o 剖巴iの一

つの段階として語っている。

グレゴ リウスのfides n o n habet merit um， ubi humana ratio praebet experi-

ment umという反 論は両者によって 取上げられており， 一般に知と信との関係を

語る時に必ず引合いに出されることばであるが両者のこれへの答えは 根本におい

ては同じである。 ただトマスでは恩寵は自然を否定するのではなく完 成するとい

う原理を応 用して， 五des に仕 える rati o の完全性と ， 自然的理性と啓示の光と

の或る種の連続性を説くのが特徴的で あ り( ag.2， ad 2)， ボナヴェントゥ ラで

は， 後の Hexaemer o n に見られる人間理性へのはげしいいまし めの言葉 を思わ

せるものが， すでにここで見られることが興味深い:

quan d o  assen tit ur pro pter se ratio n i， t un c  a uf ert ur l o c us五d巴i， q uia in an ima 

n o minis d o minat ur violentia rationis. Sed q uan d o  fides n o n  assen tit p r o pter 

ratio nem， sed pro ptr am o reem eius c ui a脱出t， habere rati o nem. (q.2 ad 6 )  
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ここでは corpus の Miro en im modo anima delectatur in intelligendo quod 

perfecta五de credit と同様の ， intellect us fidei の原員トーしかもその際， fides 

に 主 要力点、が 置かれている ーーが読みとれる。 信じ られたことの理解は ， 信の対

象への愛からして要求されるのであり ， いわばそれ自身の内に 根 拠を持っている

わけではない。 愛 がその 根 拠なのである。 これは ， トマスとニュアンスの異る点

であると思われる。 これは ， さき の ad 4の ， 神学 がその確実 性を結局は聖書の

それに 依存しているという指摘にも合 意されていたと 考 えられる。

ここから既に Utr um hic liber sive theologia s it contemplat ion is gratia， 

an ut boni五amus ， s iv巴 utrum s it scientia s peculat iva， an pract ica (Pr ooem. 

{j.3 )という聞いへの答えはほ ぼ想像 がつく。 彼にとっては ， 議 論的方法も結局，

promot io 五dei のた めのいわば 付帯的 な 一手段なのだから。 トマスは ， sacra 

Goctrina は ， 自らの内に scientia s peculativa と pract ica の両者を含む が ， ど

ちらかと言 えば ， む しろ speculativa だと言う。 なぜなら神学は人聞の行為につ

いてよりはむ しろ神的 な事柄について諮り ， 入閣の行為をも神の全き認識に 関す
(3 ) 

るかぎりにおいて語るのだから。そしてこの認識の内にこそ永遠の幸福は存する。

ボナヴェントゥラは ， その中聞にもう一つの分類項を挿入する。 つまり ， 両者を

含む sapientia をである。 そして ， 神学は sapient ia として両者であるが ， どち

らかと言 えば ， む しろ ut boni fiamus だと言う。 その際 ， 彼は学の分類を知性

の分類の上に基礎づける。 つまり scient ia は知性を完 成するものであるが ， 知

性は 三様に 考 えられる: in se， prout extenditur ad opus ， prout extendit ur ad 

aff ect um である ， 第 一の知性を完 成するのが scientia speculativa， 第二のが

scientia practica， 第三のが sapient ia である。 知 性 が “extendere" するという

ことは ， トマスも言っている。 たとえば 1 q.79 a.l 1 で ， アリ ストテレスの D巴

Anima 43 3 a.14 に 依拠して ， intellectus s peculativus が exten sio によって

practicus になると言い ， また ， I I -II q.9 a.3 で ， donum sci巴ntiae において

五des が ad operationem se extendit と言われる如く で あ る。 II -I I q.45 a.3 

では donum sapientiae に関 し ， 単に s p巴culativa で なく ， practica でもあると

言い ， “quanto aliqua virtus est altior， tanto ad plurima se ext巴ndit"という

De caus isからの引用をあげている (ad 1 )。 しかし， ボナヴェγト ゥラ が恐らく
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はアウグ ス テ ィヌ スの三位一体 論の流れをひいて ， intelligere と volere を同ー

の魂の二 つの働 き一一分れてい な がら 一つで ある ーーとみる傾向が 強いのに対し

(I d.3 p.2 a. 1 q.3 ; 1 84 sq. Utrum memoria， ir巾l1igentia et voluntas sint 

idem in essentia cum animaの 聞いに対し ， 彼は potentiae animae sunt subs

tantiales et sunt in eodem genere per reductionem， in quo est anima. という

答えを 与えている ) ， ト マ スで は， 知的能力と欲求的 能力が一応アリ スト テレス

的 図式にfえって 峻別されていて ， intel1ectus が affectus へと 自らを 拡げるとい

う表現はと ら な い。

ト マ スで も theologiaは な るほど saplent!aで はある (S. Th. 1 q.1 a.9)。 し

かしこれは， ordinare et i udicar巴 の能力として理解され ， 従って sapiens は，

それに従って 他 のす べてが判断 される べ き最高原 因， す な わち神を認識 する者と

な る。 これはボナヴェント ゥラとは 非常にニュアン スを 異にする sapientia 概念

で ある 。 彼の sapientiaの最高の形で ある sapientia n凶liformis が ， "Nえ る 論者 達
(4 ) 

によっては， 知的 な 要素を 全 く な くした情的 なもので あると さえ言 われるのに対

し ， ト マ スで は donum sapientiaeで さえ ， virtus intel1ectualis な る sapientia

よ り優れているから ， 単 に contemplatio に導くのみ な らず ， また actioにも導

くと言われているのみで あ る (S. Th. II-II q.45 ad 1 )。 それは な る ほど causa

を voluntas即ち carítas の内に持つが ，essentiaはあくまで も intcl1ectus， cuius 

actus est recte iudicar巴 の内に持つ (II-II q.45 a.2 c.)。 他方ボナヴェント ゥ

ラの donum sapientiae は cognitio Dei experimentalis で あり， 神と の合ーに

おける degustatio divinae suavitatis の内に 存する 。

ところで ， ト マ スは分 析論後書をふまえ な がら ， SClenttaの形を神学に 与える

ことに努力しているが ， per se nota な る， またはそのよう な原理 に基づく学か

ら 受取られた ， 原理から 引 き出される論証の過程の確実 さも ， 学のもう一 つの条

件で あろう。 しかしそれに関しては， ト マ スの言表は， 恐らく故己、 に ， あいまい

で ある 。 プラトンにおいてあれ ほどエピ ス テーメーの条件 として 強調 され ， アリ

スト テレスにも 受けつがれている必然性 (Theaet. 162 e 5) 1"他 のようで はあり

えぬことJ 1 Post. 71b13 (c.2) の要素は， ここではどう扱われているか。 他の

subalternata な 学におけるように 第一原理たる articulus剖ei のみ が 信ぜられ，
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あとは経験と必然的論証に よってさまざまな結論 が導かれるのか。 明らかにそう

ではない。 なぜならば 信仰は神学のあらゆる論証過程を導ぎ動かすものだからで

ある。

この 論証過程 (もしそれを論証と呼ぶならば〉の 自然的学との異質性を， ト マ

スはこの q uaestio において， revelatio の語で説明する。 第 一原理も p rincipia

rev巴lata a Deo (a. 2) であったと同様に， 諭証過程も d巴 ratione humana inves -

tiga ri に対し， revelat ione divina instrui 乃至 haberi が sacra doctrina の 方

法である (a.1c)。 ト マ スはそれを lumine nat uralis rationis に対して lumine

divinae revelationis と置く(a.1 c， a d1 a d 2)。 内容的には全く 異った， しか し，

たくみに形式的なパラ レリズム がここにある。 この パ ラ レリズムの性格は， その

皮相性においてまたその時 代的状況と護教的意 図において， アウグ スチヌ ス が神

国論の中 で古代の philosoplia を amor Sapientiae Dei と置きかえて， プ ラト

ニズム 哲学を キリ スト教の道具に化 したあの 転換にきわめてよく似ている。 皮相

性と言ったのは必ずしもネガティヴな意味ではなく， 皮中目的である が放に包括的

でありうるとしづ事情 が， こういう パ ラレリズムにはあると思われる。 この パラ

レリズムは更に細かい部 分にまで及ぼされる 。 ここではほんの 一例をとれば， 神

の存在や q uid est の認識に際しては， rこの doctrina では自然的または恩寵的

effect us を， 中間項たる 定義の 代 りに」用 いる 。 他の 哲学的学 問において結果を

原 因の定義の 代 りとして結果から原因に関 して論証される如くに (1 q .1 a . 7  a d  

1;1 q.2， a.2 a d  2)。 この意味でそれらの論証は， ここでは demons tra tioと呼ば

れている。 し かし， r自然的または恩寵的e宜ectusを」ということで解るごとく，

それは analog な意味での demonsratio であるこというまでもない。 しかし，

ト マ スは syllogismus demonstrativus と， syllogism us dialectic us を 区別 して，

宮cien tia は前者に よ り， OplU!Oは後者 に よるとするから (たとえば 1 q .1 2  a.7 

c; 1 q.14  a.3 c; II q.9 a.3 ag.2 etc.)， 学としての神学の論証も ， 或る種の

demonstratio でな ければならなくなる。 OplU!Oや syllogism us dialecticus の 特

質は， それが ex aliq ua ratione probabilis であることだが (たとえば 1 q .1 2 

ca.7; 1 q .14 a.3; II1 q .9 a .3 a d  3 ) ， scientia である神学はそれに よ ってはなら

ぬのである。
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ひる がえってボナヴェントゥラを見れば， こ こには全く遣っ た 語法 がある。

Prooem. q.1 ag. 5 において， さきにの べ た ように cre d出le は神学の対象 たり

えない， なぜならそれは virtus の対象であって scientia の対象ではないから

という 異論 があげられており， それに対する答えは既に 引用したとおりである が，

こ こで面 白いのは， この書の対象 が先に述 べ た ように cre dibile ut facto intelli・

gibile (Prooem q. 2 a d  4 ;  I 116) といわれ， cre dibile transit in ra tionem 

intelligibilis et hoc per a dditionem rationis (Prooem. q. 1 c.) と 云われ たその

ratio が ratio probabilitatis なる ことが こ こで明らかになる ことである。 更に

q.2の corpus にも， 反対者を 駁し弱き者を 保護する ための議論的方法は， rat lO・

nis catholicis et similit udinis congruis と言われ ， また per argumenta proba -

lilia， 或いは rationes a d五dei probabilitatem を 与える こと， と説明される

(I 11a.)。 この点でボナヴェントゥラの 用 語は， 一貫している。

もとよ り疑 問は残る。 果して， もともと 用 語に無頓着な彼 が， こ の場合に，

ratio necessaria と 区別され た意味で ratio probabilis の語を 使ってい たかどう

かである。 彼 が ratio probabilis の 代 りに 時 折ratio probans を 用いる ことは，

その疑 問を 正当化する。 ふつう， この probabilis なる 語は Chenuにおいても，

全集の Scholionにおいても (I 9b)， probareしうる， という意味で intelligibilis

と殆ど同義にとられる らしい。 しかし私にはやはり彼 が意識して probabilis と

いう 語を 使ってい たと思われる。

その傍証としては， 彼 が明らかに ア リ スト テレスに依 拠 し て s yllogism us . 

dialecti us ex rationibus probabilitatis と s yllogism us demonst rativus qui gen-

erat scientiam を 区別 してい た こと (II d. 24 a.2  q.2c ; I II  5 20 )， 人間的学の特

質として ， 屡々 necessa na である ことを 挙げている こと (たとえばI II 5 22b; 

I II  481 aq.1; I II  482 a ; I II  5 24 a d3 )， certa である こと (III 482 a d2; III 5 22 

ag. 2; V 56 8)， また demonstratioに よる こと ， 前提から結論への推論なる こと

(II I  727)， またその ca usa proxima に よ り， または ca usaと e宜ect us に よると p

propter qui dと qUJa の 区別のある こと (I 80 6， 5.5 ; I I I  5 21， 5， 2; III 5 23 a d1; 

IV 488b) 等々 に言及している ことで， 当然ながらア リ スト テレス的な学の概念
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が彼によく知られていたこと があげられよう。 ところで III d.24 a.2 の q.2 と

q.3 の 二つの 聞い， Utrum五des sit de his， de qu ibus habetur opin io probabilis 

と de qu ibus habetur cogn itio scien tialis とを見 るに， q.3 の 聞いは，神学の

可能性に関する問いであるよりは， むしろトマ スの S.Th.I a.1 q.1に対応する，

哲学的認識以外に 信仰による認識が必要であるか どうかの問題を扱 ってい る。 本

来の神学の 可能性に関する 聞いは， むしろ面 白 いことに，Ut ru m五des sit de his ， 

de qu ibus habetur opin io probabilis と いう 聞いである。 ふつう 信と知の両立へ

の反論として 用いられる， グ レ ゴリウスの信の 功に関する反論も， この quaestio

の ag.2 に見出される，この quaestioで彼は， opin io probabilisを二つに分つ:

1 )  acceptio u 山

ex ration ibus probabilibus， secu n dum quod con su巴vit d ici， quod syllogismus 

dialecticus gen erat opin ion em ， syllogismus vero demon strativus gen erat scien -

tiam. 第 一の意味での opin io は動揺を含むから， 同ーの主体・ 同ーのマテリ

アに関し，五des と共 存しえない。 しかし， 第 二の意味での opin io は共 存しう

る 。 なぜなら， 信 ずる人々は彼等の 信 ずることに関し多くの verisimiles ration es ， 

probabiles ration es を持 ち， これらは 第 二の意味での opin io を生ぜしめるもの

だからである。 そしてかく生じた opin io は 信仰に反 対せ ず， むしろ 仕 え る。 故

にそれは， 信に弱きものを 保護し，完き者の 喜びとなる (III 520-2)。 ところで

ζ れはそのまま，さきの神学の 目的でもあった 。 この意味の opin io probabilis 

は，五des におおいに貢献すると云われる 。更に， このProoem. q.2 の fu n damen 

tum として彼の引用してい る Richard von St. Viktor の語は (f.2)，明らか

に argumen ta n ecessaria と probabilia を 区別して前 者を要請してい るのに，

彼はそれを， 信仰が必然なるものを 信じ， それがかくれた る ratl Oを持ってい る

ことか ら， そのかくれた ratio をさぐ る探究的方法 が必要である， と 解釈し直

してしまってい るところをみても， 信仰は確実なものであ るとしても， arg 口me 

n tum はそれ ほ ど確実とは 考 えないと いう，上述 の 引用(Prooem，q.2 ad4) の

su baltern atio われた 姿の 考 えにあら勢と明らかに共通の意 図 が見られる。 そし

てこの 姿勢 が彼をして， 神学の 用 い る議論の性格を， probabilis と言わせている

のであって，これは決して偶 然ではないと思われる。 このことはまた後にのべる
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伎の信仰の認識論的性格に関す る説からも推測される。

ただし， その論証 が世俗的学の意味で certus， n ecessar iusではなく，pro babil is 

でしかないということ， 世俗的学の意味での demo n stratio ではないということ，

否その意味では， こうした神学は sci en tia であるよりは， むしろ o pmlOである

こと， これを彼はトマ スと遣ってはっきりみとめ るのだが， そのことは彼にとっ

て些かも神学の尊厳を傷 つ けるものではないのである。 III d.23 a.l q.4 ad 5で

彼 は， アリ ストテレスの Met. II c.3 の「数学の確実さはあらゆるものの内に

求められるべきでなく， 質料を持たないものの内に求めらるべきである」に 依拠

しでかなりの 拡大解釈によって， I学 がより高貴なら， それだ けより確実である

というのは真でない」と言う。 その 根拠もまた， アリ ストテレスの Met.I I  c.l 

に 依拠して， 我々の知 性の欠陥 が本来最も明らかなものを明らかと認識しない為

であると言う。 (もとよりこれは， ここではアリストテレス援用してい るが， 本

来は被造性と堕罪による救済史的位 置の二 重の 根拠づけを 受けること， いうまで

もない。 〉トマ ス はs.Th. 1 q. l a.5で同じことを言い つつも， 表向きの表現は反

対である。 彼は， ある思弁的学が他のより高貴であると云われるのは， 対象の高

貴さと， 確実性とのこ者によるのであり， 神学はこのどちらの点においても他の
(5) 

学に優ると云う。 そして， そのすぐあとの ad 1 で， ただし人間の知性の弱さに

よって， 本来より確実なるものが， より少く確実に認識されることがあると言う。

この quaestlOの co r pus でボナヴェシトゥラは， certi tudo 五de i が vis io D e i 

aperta という 意味での sci e n tia の確実さより劣 ることは確かであるが， 信仰の

対象に関する viaの状態の学より確かであり， また， 一般的 可知的対象の学には，

certitudo speculatio n is に於ては劣 るが， adhaesio n is におい て優るとする。

certi tudo specula tio n i s に関して言う限り， 他の学， たとえば哲学は， 五desより

も 確実である。 なぜなら人 は， 学によっては「それについ てどうしても疑うこと

が出来 ず， 不信の念、を持て ず， 心に反論す ることも出来ないような， そういう確

かさで 」何かを知 ることが出来 るのだからーたとえば公理や 第 一原理の認識のよ
(6) 

うに。 この意味の， アリストテレス的な学の確実性は 五des にはない。 これはき

わめて明らかに云われてい る。 ただし， 信 ずる者は， たとえ全哲学の知識を持つ
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ていても 信仰箇条の一つを知らぬよりは， その全哲学的知識を失うことを撰ぶで

あ ろう。 そのように adhaesi o の確かさは， どの地上的学よりも 五des の方が大

きい( i b id \ Credi bi l ia に関する学(つまり神学 〉は， 五des よ りも 確実 性が少

なく ， また哲学よりも (違 った意味で〕 確実性が少ない。 これはふたたびこのコ

ン テキ ストでも証言された。 また probabi l is な論証を導くものが ， speculati v 

な観 点から言 えば， 単な る verisimiliudoであっても ， aff ecti v な観 点から言 え

ば必然的なものであることも ， ここで示されてい ると 考 え られる。 この点は， 後

に見るごとく ， 神学を導くものが don um i n t巴llectus であることから更に明らか

となる。

以上のコン テキ ストを 考 え合わせ ると ， 彼が hic liber の意味における神学

を ， 認識論的に言 って rati on es veri isimi les に 基く opi n io probal i lis と等置し

ていたことは殆どまちがいないと思われる。 これはきわめて可t 判的“な精神で

あ り ， トマスが lumen re ve1ation is によ る論議を demon stratio に対比させ る

のに比して(もとよりトマスがその対比の性格を十分に知 っていたこと今更言う

までもないのだが )， トマスとは異 った 意味で ア リストテレ ス的な 学の精神を忠

実に 受容していたと言 えよう。

E 

それではこのような 人間理性の限界に関する批 判 性を 可 能にしたのは何であっ

たか。 それは屡 々フランシスカンの主意主義と呼ばれるものであるが ， さきに見

たように specu lativa な学的認識の確実性を fides の 情意的確実性よりも価値

低きものとみなし， また ， 狭義の学的認識を， 人間の幸福・ 救いという大きな究

極 目的へのきわめて局部的な一つの道， 一つの段階とみなし， かつ人間精神の認

識のわざの一つの比較的 重要でない部分とみなす ， という精神である。 この精神

の 故にボナヴェシトウラはトマスの如く ， 神学的認識と狭義の学的認識とのパラ

レ ルを貫く要求を持たぬのである。

この点を明らかにするには， 彼の人間の知 一般の段階につい ての 考 え方や信仰

に 基く認識の認識論的位置に関す る 考 え方 ， 等の背景に簡単にふれなければなら

ないだろう。 ボナヴzントウラの認識論の 目立つ た 特徴は， cogn iti o， scien tia ， 
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sapien tia 等の概念がきわめて広義であり， その広い意味領域が救いへの近さな

いし 重要 性に従って階 層的に 区 分されてい るということで あ る 。 さきに sacra

doctrin a は scien tiaであると云われ， また sapien tia であるとも 云われたが，

scien tia は 第一に in tellectus pure speculativus の内に成立つ，被造物より得ら

れた学的知であり， 第二には in tellectus in c1in atus ab a宜ectu の内に 成立つそ

れであり，これは prin cipia fideiに 基く聖書の知であり， 第三には in tellectus， 

inquan tum in c1in at affectumaad operation emの内に存する， 思慮の徳 なる知で

あり， 第四に， in tellectus， secun dum quod in c1in atus a fide et in clin an s ad 

bon am operation em の内に 成立つ知で、あ って ， これは don um Spir itus san cti 

な る scien tiaである ( III d.35 a.u. q.2 ; III 775 sq. ) o  Sapi en tia の範囲は更

に広く及ぶ。 これは commun iter にはさきの 第一の scien tia と殆ど変らぬ，

cogn itio rerum gen eralis である 。 m in us commun iter には cogn itio su blimis， 

videlicet cogn itio rerum aetern arum である 。 この二つは 未だ 自然的理性の内

にあると 考えられるが， 第三のは既に 信仰の秩序の内に 移行する。 つまり pro-

prie に sapien tia は cogn ito Dei secu n dum pietat巴m である。 とれはアウグ ス

チヌ スによって ， 三つの神学的徳 による cultus Dei と云われるものである 。 最

後に magis proprie には don um Spiritus san ctiなる 智慧であり， cogr山io Dei 

experimen talis と説明される。 これは 情意のまされる， 神との神秘的結合である

(III d.35 a.u. q.1 ; 1I I 774)。 更に Hexaemeron では(co1.2 n . 8 ; V 3 3 7b)我

々がそれにあずかるべき神の智慧の四 つのかた ちが語られ る 。 即ち un iformis，

multiformis， omn iformis， n ul liformis であり， 第一は神の法の規則， 第二は 裏

書の神秘， 第三は神のわざの被造物の内なる 足跡， 第四 は神の超越性の高み，の

内に自らを示す 。

した がって ut bon i fiamusと規 定された神学は， これらの諸段階を通じての魂

の救いのためのものである 。 Agit en im theologus de salute an imae， quomod o 

in choatur in dotibus (Hex. co1. 1. n .  1 0  ; V 3 3 0 b)。 従ってボナヴェントウラ

によって hic liber siv巴 theologiaと限 定された意味での神学は，本来彼の 考 え る

この広い意味での神学， sapien tia としての， また魂の堕罪よりの回復の道とし

ての神学の，或る 一段階 ， 一部 分にすぎないことがわかる 。 もとよりここには，
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後期のボナヴェントウラへの或る変化ない し発展があるとしても ， その基礎はす

でに明瞭に命題集註解の内におかれている。

Chenuはト マ スの云う subalternatio が ， 世俗的な学たとえば幾何学と光学の

場合と 根本的に違う 点として ， 神学のばあいの scientia subalternansと subalter 
(7) 

nata とでは対象 が変化 していないことを指摘する 。 光学は光を対象とし， 幾何

学は空 間的大いさを対象とする。 しか し scientia Dei et beatorurn の対象も

doctrina sacra の対象も ， ともに神であり ， また神に創られ神に救いを見出すも

のとしての被造物である。 ボナヴェントウラはさきのProoern. q.2 ad 4 で ， 幾

何学と 可視的線の学という表現をとることによってたくみにこの差 異をめだたぬ

ものにしているが， 実 は彼にもあっても事情は同じである。 更に ， 聖書と hic 

liber との対象の差は， credibile ut 口氏libile と credibi le facturn intelligibi l e 

として 区別されるのだが ， 聖書の内容はなるほど権威に基い て 信じられるとして

も ， その credere 自身がすでに或る知的な， 理解を含む行為であることは否めな

い 。 してみれば， このーたん明かに 区別された如くみ える二つの学は実はやはり

連続的なものではないか 。

パウル スの信仰の定義; fides est substantia rerurn sperandar u叫 argurnen 

turn non appar entiurn を説明してボナヴェントウラは v ere et proprie dici u r  

argurnenturn， in quanturn probat illud quod p巴r ipsarn creditur と云う (I II

50 5 ad5) 。 ここでは， すでに f ides と theologiaは 一括して 一つのものとしてと

らえられている。 fid 田 が知的行為であることはさまざまな仕方で証言される 。

たとえば : ipsi fidei cognitio essentialis est illurninatio， p巴r quarn intellectu s  

dirigitur in  surnrnarn Veritaten e t  e i  subicitur ; ideo ipsa fides ess巴ntialiter

respicit acturn rationis cm d.23 a.l q. l  ; I I I  471 ) 。 しかし ， もとより rati o

のみから 可 能な行為ではなく， 純粋な cognitio とも云 えない 。 なぜなら ， 信仰

はなるほど認識 能力に関るけれども， 全く純粋な認識能力にではなく， 情 意 能力

がそれに共働し， しかもそれを或るいみで支配しているかぎりでの認識 能力にか
(8 ) 

かわるのである。 このいみで ratio の内に 信仰の資料があり ， affectus の内に

その形 相ないし実体があると云われる (ibid et q.2; I II476) 。 同様の事情はさき

の パウル スの定義に 依拠して， dicitur substantia， in quanturn affecturn stabilit， 
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argumentum， in quantum intellectum i lluminat と説明される (III 484b)。

信仰の本質は同意であり (virtus fi dei， cuius est assenti ni III d.23 a.1  q. 1 ; 

III 471)， co gitarecum a ssentio ne (Aug. De Praed. San ct. c.2 n . 5， II I d.23 a.2 

<1.2 ; I II  49 1) である。 ここで知性を同意へと動かすのは vo luntas 又は affectus

である。 ふつう intellectus の働きは affectus の働きに先立 つものだが ， 時には

それに続くこともある。 つまり， 知 性 が何かの対象に ， 意志の命ずるままに同意

する場合がそうであり， 信仰はこういう場合である。 かく ， 信仰の同意は意志の
(9) 

原理に基くから， 信仰は virtus の性格を持つのである。 知性は自己の判断に基

い て神なる最高の真 理へと同意するのではなく， 意志の命令によってそうするの
(10) 

である。 信仰の主体が何であるかという 聞いは従って三僚の答える得る: 信仰は

virtus であり 功の原理であるかぎりにおいては liberum arbitrium を主体とし

て持 ち ， habitus であるかぎりにおいては ， 或は intellectus extensus とその働

きを主体として持 ち， 或は affectus とその1動きを主体 として持つ。 この 第ーの

働きは意志的に 信 ずること ， 又は 信じつつ神に向うことであり ， 第 二の働きは，

ratio が自分からは達し得ないところのものへと同意することを欲することであ
(11) 

る。

それゆえ scientia の論証の必然性に対し ， fides の「 論証」の意志性 が対照さ

せられ ， しかも後者の方 がより価値多きものと 考 えられ る の で あ る。 神 学 の

pro babi1itas の内にはこの意志性 が含まれているわけであり， 従ってここでは ，

必然的でないということが逆に一 つの価値となって来るのである。 彼は論証の手

引きによる学と信仰とを対比して云う:前者においては知性 が認識の対象に ， 主

としてその ratio の故に同意し，また必然的に同意する。 そしてその際同意の対

象は知性 自身より低きものである。 それに対して 信仰においては ， 神なる 第一の

真 理に， その真 理自身のゆえに同意し， また意志的に同意する。 その ratio を自
(12) 

らの上へと高めることにおいて。 何 故にここで意志が導か ねばならないかと言 え

ば ， fides の対象はなるほど真 理であるが， r見えざる真 理J veritas no n visa， 

angumentum no n apparentium，の性格を持つからである。 nullus assentit ver 

itati no n v 出町 目白i quia vult (III d. 23 a.1 q.2 ag. 5  ; I II  475) ，  ここに世

俗的学との差がある。 学の対象は見られる真 理 verum visum であり， 信仰の対
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象は見られないが， しかし救いをもたらす真理 verum no n visum， sed saluti fe
(13) 

rum であり， 見られぬがゆ えに意志的に信ぜられる真理である。「見えざる」と

いうことは， 同時により高い原理に基づき， 功と救いへと導くという， 世俗的学
(14) 

にはない価値を持つことなのである。 学により認識されることがらは ratio に従

属しているが， 信仰により信じられることがらは ratio の上にある。 なぜ、なら信
(15) 

仰は， ratio を自らの上に高める illuminatio であるから。 それ故にこそその真

理は通常の人間の知性には見 えざるものなのである: est supra vel co ntra intel-

l ectum， ut est humanus. 

それゆ え， かかる信仰の理解からしては， たとえ， fides は elevat ad assen-

tiendumであり， do nu日1 scientiae と intellectus は elevat ad ea quae credita 

sunt intelligendumであると言われでも(Proo em. q .2 ad 5; 1 11)， その差はき

わめて流動的であることがわかる。 intellectus f ideli s  sufficit i n  assentiendo et 

co nco rdat in ratio cinando . ここからは， 後のボナヴェシトウ ラの theo lo gia と

聖書との等置はただ 一歩 である。 この等置にはもとより， 13世紀に盛んになった，

あまりに学的な神学への警鐘が意 図されていたこともまち がいないが 。 B revilo ・

quium で彼は， I新しき神学者逮」 が聖書を不確実 で無秩序 でいわば暗い森のよ

うだとして敬遠する傾向をなげき， それに対する 一つの対治として彼の著作を考
(16) 

えている。

あらゆる知の方法は， 聖書の内に含まれている 。面的 ilo quium に云う : I聖書

の進行は， {也の諸科学の方法とことなり， 推論や定義や分割の法則に限られず，

また世界の部分へも限 定されていない。 そうではなく超自然的な光によって， 道

にある人間に， 救いに役立 つかぎりでの十分な事物の知識を与えるために進行す

るので， 時には明らかな言葉 で， また時には神秘的な言葉 で全宇宙の内容を或る

全体として叙述する。 このことの内に広さが 存する 。 また宇宙の経過を叙述する， .

このうちに長さが存する。 また究極に救われるべき 人 々の優れたありさまを叙述

する， このうちに高さが存する。 また呪わるべき 人 々のみじめさを叙述する， こ

の内にこの宇宙のみならずまた神のさばきもの深さが存する。 かく全宇宙を， そ

れから救いへの知を得るに役立つかぎりにおいて， その広さ， 長さ， 高さ， ì菜さ
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(17) 
にかんして叙述する」。 この対象の包括性に対応して ， 聖書は modus narrativus， 

praeceptorius， prohibitivus， exhortativus， praedicativus， comminatorius， pro-

missivus， deprecatorius 巴 t laudativus を含む(B r巴v. prol �5 ; \T 206 b) 。かか

る多様なるメト ーデは， そのままきわめて多様なものを映す高貴な鏡の如き多面

な 能力を持つ 人聞の尊厳にふさわしいものなのである:q u ia sic exigebat con・

， ditio capacitatis humanae， q uae magna et mul ta nata magnifice at multipli-

citer capere， tanq uam specu lum q uoddam nobilissimum， in q u o  nata est desc-

ribi non solum naturaliter， verum 巴 tiam supernaturaliter rerum universitas 

mundanarum; ut  sic progressus sacrae scripturae attendatu r secundum exigen-

utiam capacitatis hum anae. (\T 202a) このくだりは， 中世人 文主義の一 つの

美しい証 言であると思われる。

それと共に ， またそれに対応して ， この多様なる方法は ut boni fiamus の

目的に対し， 単なる学的方法よりは， より有効なるものである:我々が「善く 」

なり， 救われるということは， 裸の思 弁 nuda consideratio によっては可 能で

なく ， 意志、の傾きによって可能なことであるから， 聖書は， 我々がより多く傾け

られ得るような仕方で伝えられ ねばならぬ。 しかるに情意は議 論によってよりは

例により， 推論によってよりは約束により， 定義によってよりは献身によってよ

り多く動かされるから ， 聖書は他の学のような ， 定義と分類と推論の方法をでは

なく， 霊魂の多様な 傾きに応じて多様な仕方で霊魂を動かすような 特 有の方法を
(18) 

持た ねばならぬ。 信仰に基くこの聖書の知識が scientia の 第 二の意味であり ，

これは sapientia multiformis に対応するのである。

ところで D e r eductione artium ad th巴 ologiamの内では， 神の多くの形をし

た智慧 が ， あらゆる認識 ， あらゆる本性の内にかくされており， あらゆる認識は

神学に奉仕すると 言われる。 従って神学は， あらゆる認識の種類に属することば

を 用いる。 A t ideo ipsa (theologia ) assumit exempla et utitur vocabul is perti

nentibus ad omnes g巴 nus cognitionis. (D e  r巴 d. � 26; \T 3 25b) このように理解

された神学は， もはや modus ratiocinatvus に局限されぬ。 かく理解された神

学 が B reviloq uium におい て聖書と等置されるに至るのは， 上述のことから十分

理 解できることである。 in hoc verbo sacrae Scr ipturae， q uae theologia dici・
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tur (B rev. Prol; V 201a)。

かくて聖書自身が theolo gia であり， 聖書を読むこともまた theolo gia であ

り ， また聖書を通じ， 信仰を通じて被造世界を神と救いの Slgna として読むこ

ともまた theolo gia である。 なぜなら， 信仰にはじまり賜に完 成されると 言われ

たその人閣の reparatio の道程はまた， Hexaemeron や Itinerariumによれば，

聖書を通じて 人聞 が， ふたたび世界を神のしるしとして読みうるに至る道程だか

らである。 Hexaeme ron に於ては， 堕罪以前の人間は，被造物の認識を通じて ，

称 えられ ， 尊まれ， 愛さるべきものとしての神へと導き帰されることが可 能であ

ったこと，そして ， 被造物はかく人間に認識されて 人聞を神に導くために存在し

ていたのであり，またそれによって被造物 自身 が神に導き帰されたことが説かれ

る。 しか し人聞 が罪をおかして以来 ， 人間はかかる仕方で認識することが出来な

くなった。 そして世界という書物は云わば死に， この書物を照明する ， もう一つ

の書物が必要となった 。 それが聖書であると云う。 かくて聖書は世界という書物

の内に書かれた事物の似 姿や， 特 性や， メタファーを与え，この仕方で全世界を ，
(19) 

神を認識し， 称え ， 愛するように回復せしめるものである。

この世界を読むことを可能にする恩寵は， やはり三つの知的 dona の内の do・

num intellectu s であると思われる 。 なぜならこの三つの dona の内 donum

scientiae は主とし v ita activa に関り( diri gere ad a genda III  d.3 5 a.u. q .2; 

I I I  776 b)， donum intellectu s の働きは co gnitio Dei su b r atione v巴れ であ

り ， 信ぜられたものを rat íoによって理解することにある。 それは最高のものの

観照へと人聞を高めるのだが，それは同意させるのみならず， 信じられたものを
(20) 

con gruas  ratione sによって intelli gere させるところの光によってである。 すな

わち信仰は神に同意する働きを与え ， donum intellectu s は神の内に三性がな け
(21) 

ればならぬ等の信仰の玄義の理由を理解せしめる。 従ってこれは，すぐれて神学

的な donum と 言わねばならないだろう。 彼 がここでも ratione s con grua sの語

を 用いることは注目すべきである。 この do num の特質は，主として永遠なるも

のの観照にあり， 被遣のものの認識におい ても ， donum scientia巴 と異って， そ

れらを永遠なるものの観 点から見る( ib id ad l ;  II I 778)。 つまり， 被遣のものの

内に， いかに永遠なる神とその真 理とがあらわれているかを。 これは， 世界を神
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のしるしとして読むことにほかならない。 Hexaemeron ではこの don um を cla-

vis con templation is と呼び， in tel1ectus v erb i  in creati， in carn ati， in spirati 

の三つに分けて 考察して いる (col. 3 ;  V 3 43 sq)。

後期のボナヴェントウラでは， こ の象徴主義的な色彩が濃くなる。 lib er の思

想， vestigium， imago， similitudo等の概念は， 彼の 論箸の中心をなしてくる。

B reviloquium に言う: rこの世の被造物はあたかもその中 に創造する三位一体の

神が三つの表現段階につまり vestigium， imago， similitudoの段階に従って反映
(2 2)  

し， 表現され， 読まれる或る書物の如くであるJo Itin erarium がこの思想の見

事な展開であることは言うまでもないであろう。

後期のボナヴェントウラは， 特 にその神学の最後段階 たる un io mystica 乃至

sapien tia に関るところで ， 屡々 Dion ysius を 引 用する。 しかし， Roque による

と， Dion ysius においては象徴的神学は神学のメトーデのヒエラル キーの最下段
(23) 

にあるが， ボナヴェントウラは， この神的なものに関する象徴的な知を， 12-13 

世紀に発遠してきた aff irmativ a で， argumen tativ a な知のあり方 より， 意識

的に上位 に置しこれは， 或る意味では後退であるかも知れない。 しかし， それ

は単なる後退ではなく， 新しい学的メト}デの限界を明らかにした上での 一歩 で

あ って， r学的 」なメト}デの狭さに対する “con ditio capacitatis human ae， quae 

magn a et multa n ata est magn if ice et mult ipliciter capere， tanquam specul um 

quoddam n ob ilissimum" の意識的な謡歌がここ にはある。 しかし， このように人

聞を全体 と して 見 ， その全体 と しての人 間の救いを 考慮するということは， 表現

の仕方と 重点の置き方こそさまざまながら， あらゆる正統 キリ スト教思 想に共通

の 特徴であり， この意味でボナヴェγトウラは， 最も キリ スト教的な神学者の一

人 と言 えるのではあるまいか。

それと共に見逃してはならないのは， 古代 との連続性であろう。 私はまだここ

でそれを歴史的にくわしく跡付ける 用意が な い が， ration es prob ab iles による

argumen tum と いうとき， 最初 に 考 えられるのは， アッ テ ィカにはじまる レト

リグの伝統である。 一昔前の Daw son やJ aeger の指摘をあげるまでもなく，

レト リグの古代文化における重要 性と真価 とは， 現在次 第に見直されてきつつあ
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(24) 
る。 その アッ テ ィカの レトリグの中心的な 特 質は ar gument from probabilit y 

(25) 
であったし，それを レトリグの 「事柄そのもの 」 と してとりあげ，他の 弁 論の 区

分や，文体の問題等を，r事柄には属さぬもの」として，円也のようでもありうる

こと 」に関する syllo gi smusと しての enthym êmaの理論を明確に形づくったの

は， ほかならぬ アリスト テレスであ った( cf . I Rh. cap.1， 1364a10 sq. )。

Curtiusによると ， 中世では アリスト テレスの レトリクは殆ど読まれなか った
(26 ) 

と いうし，Quintillian もあまり評価 されず， キケロの De inventione， やRheto・h

rica ad Herennium や偽アウグスチヌスの principia rhetorice sとボエ テ ィウス
(27) 

の De differenti s topicis などが読まれたとも言われるが， アウグスチヌス の

De doctrina christianaを通じカロリング朝ルネサンスや12世紀のいわゆる文芸

復興期を通じて，Chen uの 言う rhetorica sacra， つまりポエ テ イカルな比喰的・
(28) 

文芸的メトーデのみならず， enthym 色maをその重要な核とする古代 の 綜合的な

文化と しての νトリグも継承されてい ったことは疑 えないところである。 その中

核的精神は，一言にして言 えばヒュ ー マニズムである。 それは人間を知的・情的・

倫理的また社会的な多面を持つ全体としてとらえることであり， レト リク的推 論

の特質は，推論するのが全体としての人間であって，裸の理性ではなく，従って

その論証には情的・社会的・さまざまな要素が共に働 いており，またその論証の

目的も，純粋に思 弁的な真 理ではなく，或るモラル的なものであることである。

すべてこれらは，そのままボナヴェントウラの キリスト教的思 想に関 しでも 言い

うることである。 彼は Chen u の 言うよりも更に包括的かつ 根源的な意味での

rhetorica sacra の 代 表者ではなか ったろうか。 Hexaemeronにおける彼の syllo ・

gi smus の理解の仕 方: Sermo enim e st ad simplicem orationem; oratio ad 

ar gumentationem secundum quatuor specie s ar gumentationi s; ar gumentatio ad 

syllo gi smus; syllo gi smus ad per suadendum. (Hex. co1. 1 n . 2 5; V 3 3 3 ) も，

この点に関 し徴候的である。

ただ忘れてならないのは， レトリグの 相対主義と 異 って， キリスト教の人間的

事象の 相対化の 根底には，神という絶対者と，それへの確かなる信 があり，それ

との対比においてこそ，あらゆる人間的・世界的な事柄が 相対{じされると いう こ

とである。 per sua sio は fide sの確かさに支 えられ， かつ fide sを深めるために
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用 いら れるのである。 ボナヴェントウラによる神学の理解は ， この聞の事情を明

ら かに示していると思われる。
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Scriptura divina eo rnodo debuit tradi， quo rnodo rnagis possernus inclinari. 

Et quia rnagis rnovetur ad exernpla quarn ad argurnenta， rnagis ad prornis・

siones quarn ad ratiocinationes， rnagis per devotiones quarn per definitiones; 

ideo Scriptura ista non debuit habere rnodurn definitivurn， divisivurn et 

col1巴ctivurn ad probandurn passoines aliquas de subiecto ad rnodurn aliarurn 

scientiarurn; sed oportuit， quod haberet rnodos proprios， secundurn varias 

inclinationes anirnorurn diversirnode anirnos inclinantes. (B rev. Prol. � 5; V 

206 sq.) . 
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tionern rerurn creatarurn et per illarurn repraesentationern fer巴batur in Deurn-

ad ipsurn laudandurn， venerandurn， arnandurn; et ad hoc sunt creaturae 

et sic reducuntur in Deurn. Cadente antern hornine， curn arnisisset cognitio・

nern， non erat qui reduceret eas in Deurn. Unde iste liber， scilicet rnundus， 

quasi ernortuus et delectus erat; necessariurn autern fuit alius liber， per quern 

iste il1urninaretur， ut acciperet rnetaphores reru rn. Hic autern liber est 

Scripturae， qui ponit sirnilitudines， proprietates et rn 巴taphoras reru rn in 

libro rnundi scriptarurn. Liber ergo Scripturae reparativus est totius rnundi 

ad Deurn cognoscendurn， laudandurn， arnandurn. (Hex. col.13 n.12; V 3 89b、



「ポナヴェントゥラにおける神学」 155 

sq.) . 
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(ibid. q .3 ; III 778a.) . 

21) 五des hab山tat ad asse山巴ndumDeo in articulis ， .. .donum intelIectus ilIu-

minat ad intelIigendum， ...etiam ad videndum rationem， quod trinitas 

debeat in Deo esse etc . (III d.3 5 a. u. q .3 ad 6 ; I II 779). 

22) creatura mundi est quasi quidam liber， in qui relucet， repraesentatur et 

legitur Trinitas fabricatrix secundum triplicem gradum expxessionis， scilili

cet per modum vestigii， imaginis et similitudinis. (p.2 c.12 ; V 23 0a). 
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