
文化の出合いと受容

ラテン・ ヨーロッパにおけるマイモニデスの歴史一

ヴォノレフガ、ンク . クノレクセン

ラテン中世の精神生活は， カロリンガ朝ルネサンスとよばれる画期的時

代に始まる。 この時期における決定的な出来事は， 一つの受容， すなわち

擬ディオニュシオスの受容である。 それはエリウゲナの著作に衝撃をあた

えて， 権威となった。 12世紀は， 一つの精神の出発する時代であり， あら

ためてlレネサンスの名でよばれている。 アリストテレスの受容は13世紀以

前に起っているとしても， その時期を13世紀に置くととに議論の余地はな

いだろう。 との時代には， アリストテレスのテキストのみならず， アラビ

ヤ圏のアリストテレス的思考そのものがヨーロッパに流れこんできており，

こうした全般的動きを名づけて， われわれはJレネサンスと言うのである。

画期的なこの時期がとのように呼ばれるのは， ルネサンスという表現が，

すでに存在しているものを再び採りあげること， 他の場所ですでに行われ

ていることを新しく採りあげることを強調する表現だからであって， この

時代の受容性lこアクセントを置いた表現である。 それは， 過去の見解を中

世的思考の主要な特徴と考えることであり， 中世それ自身の自立性の否認

を意味する。 われわれはルネサンスというこの呼称に反対する必要もない

し， また私はこれに批判を加えるつもりもない。 私にとって重要に思える

のは， 13世紀におこった明白な受容過程のまさしくその範囲内で， 自発性

のモメン卜を引きだす乙とである。 乙の受容は， 外部から無理に入り乙ん

できたプロセスなのではなくて， 実は受け入れる側の一つのアクティブな

態度そのものなのである。

ラテン ・ ヨーロッパにマイモニデスが与えた影響の歴史は， 上述の観点

を明らかにし， 広く歴史を通観して， 乏しい証言にもかかわらず十分乙れ
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を説明してくれる一例であると思われる。 乙うした基本的事実は， すでに

周知のものであり， との問題に関して， 私は過去数回の講演および出版に

よって自分の解釈を明らかにしてきた。 ここでは， 掲げた主題の視点の下

に， 要約的な見通しを立てたうえで， 二三の補足と修正とを試みたい。

1. ?イモニデスの最初の影響が現われるのはオーヴェルニュのギヨー

ムである。 彼は， その著作『律法について』のなかでモーセの律法に関す

るマイモニデス的解釈を用いているが， 乙乙ではマイモニデスの名を挙げ

てはいない。 問題はその典拠であるが， パリ写本l乙含まれる著者不明の論

文で， r寓話と教訓についてJという表題を与えられているものが出典と

考えられる。 この論文は， 疑いもなくラビの手になるもので， Iあるロー

マ人」の希望にそって1223年ないし1224年に書かれており， そこにはマイ

モニデスの『迷えるものへの導き』からとった長い本文が引用されている。

またこのロー7人は， 私の推定では， ギヨームの友人で， フランス特使枢

機卿かつトウールーズ大学の後援者なる人物が考えられる。 事実関係に対

する如上の解釈が正しいとすれば一一私はそれが整合的であると主張しう

るにすぎないが一一われわれはここに極めて興味深い一つの状況に直面す

る。 すなわち， ここにいるのは， 旺盛な関心をもってユダヤ人から解釈学

的見解を聞こうとする高位聖職者であり， アリストテレス的思考をもった

マイモニデスを高位聖職者に伝えるラビ であり， ラテン語への翻訳にたず

さわって聖書引用を逐一ウツレガータと照合した(それが実情である)キリ

スト教聖職者であり， さらに， 随所で情報をまちうけつつ， それを直ちに

使いζなす学殖豊かな司教である。 事実の経緯がこのようであったとして，

乙うした経過のうちに感じとれるものは， 活発で開放的な雰囲気である。

「迷える者への導き』の完全な翻訳が成立するのは， それほど後のこと

ではない。 Iラビ ・ モーセJという名称一一例のラビを今後はこのように

呼ぶーーが最初に現われるのは? 古くクレモナのロランにおいてであり，
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恐らくは1236年であろう。 先に発表した私の見解は， 乙こで訂正されなけ

ればならない。 なぜならクレモナのロランのその引用に私は気付かなかっ

たからである。 その後マイモニデスが引用されるのは， 1240年， クレモナ

のモネタがカタリ派およびヴァJレド派に対して書いた『スンマ』において

であり， さらにアルベルトゥス ・ マグヌスの場合には， 彼のパリ時代初期，

およそ1242年頃から引用が現われる。 クレモナのロラン， クレモナのモネ

タ， アJレベルトゥス ・ マグヌスの三人は， いずれもドミニコ会士であり，

彼らの属するとの教団は， 時代の先端をゆく学問研究をその生活の基本内

容としており， ここに改めて気付く点、は， 何よりもまず護教的そして宣教

的意図であろう。 若い人々は， まさにこのような教団をとそ信頼しえたの

であろうし， 一方， 教団の側も， 批判的考え方をする者のもつ積極的な面

を承認したのであって， 上掲の三人の場合にも， とのことは明白である。

専ら以上のような理由から， r迷える者への導き』の翻訳成立の場所い

かんの問題について， 私は フランス南部を折にふれて指摘してきた。 ロラ

ンは一時期ここで活動していたし， モネタは乙の地域iと所在する諸宗派に

ついて書いている。 また， フランス南部にはラビの僧団があって， 彼らは，

アル ・ カリシのへブライ訳によって『迷える者への導き」を読み， それに

関して論争しているが， 乙のへブライ訳は， ラテン語テキストの原本であ

る。 さらにまた， ζの書物を禁止し燃やそうとして， あるグループは， ド

ミニコ会のキリスト教異端裁判所を襲ったという確かな事実も知られてい

る。 このようなドミニコ会士が， 同時に乙のテキストの積極的意味に気付

いていたなどということは， まったく考えられない事柄なのだろうか。

卓越した専門家， G ・ セルモネータの見解によると， そのような乙とは

考えられない， 少くともありそうもない事柄である。 セルモネータはラテ

ン訳成立の本来の場所をイタリヤとしているが， その理由の第ーは， イタ

リヤのユダヤ人のあいだではへブライ訳マイモニデスはよく知られており，

確実にイタリヤに存在したイブン ・ ティボンの草稿のみならず， アル ・ カ
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リシの草稿さえ知られていたからであるが， 第二lとは， セJレモネータが興

味ある文書を発見したととが， むしろ大きな理由となっている。 その文書

とは， 一つはへブライ =ラテン術語辞典であり， 一つはより重要なもの，

つまりキリスト 教神学者 と ラビの聞の 論争を記録した へブライ 語文書

(1260年)である。 後者においては， 今われわれの当面しているラテン訳の

質の問題が関係してくる。 当然のととながら， 以 上のととだけでは， 問題

のラテン訳テキストがイタリヤで成立した乙との証明lとはならず， その点

では， フランス南部 ・ ドミニコ会士のものと認めたい私の立場と変わりは

ない。 ただ， との問題は何か新しい証拠が出ない限り解決されないとする

点、， および， 乙れはさほど重大な問題ではないとする点で， 私はセノレモネ

ータとまったく同意見である。 重要なのは， セJレモネータの発見がまさし

く上述の観点， すなわち「受容」の問題に関わるとと， 乙れであり， 私は

その立場から彼の発見に触れたのである。

問題は， 乙乙で， 一方的に受けいれるのではなくて， 一つの接触による

まったく相互的な経過という形で明らかになってくる。 極めて印象的な点

は， 論争する代弁者同志が， 人格的な討論をつくして， 相gJと自己の立場

を伝達しあっている乙とである。 との場合， 重要なのは， 話す者が互に異

った精神世界の代表者 ・ 代弁者であり， 他方の思想的に優れた点を互に受

けいれようとしている乙とである。 マイモニデスは， やがてラテン語に翻

訳され， 物珍らしい異邦人としてではなく， まさにユダヤ教を代表する者

として現われ， ユダヤ教は， 翻訳の正確さに気を配る前述のラビ によって

代弁されるのである。 キリスト教側の対話者も， ラビをかかる役割のもの

とみなしている。 そのことは， 単にセルモネータ文書の中のキリスト教側

対話者だ、けではなく， 同時に， ラテン語『迷える者への導き』をユダヤの

証言と認める神学者たちにもあてはまる。 かくして， との受容は文化の出

合いの前兆である。

われわれは， さしあたって一つの翻訳を問題にしているにすぎないから，
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文化の出合いといった言い方は， 決定的な経過に対して言われるととで，

今のとζろ大げさな言葉のようにみえる。 したがって当面は， この翻訳の

うちに， ただ単に受けいれているだけではない翻訳者の自発的働きを認め

るととで充分であろう。 とれは証拠のあるととであるが， との翻訳者はラ

ビと共同で仕事をしており， ラビは時に秘かに訳語を教えたようである。

翻訳者は， 適切なラテン語に表現できない箇処では， 比較・ 対照したり，

あるいは要約し， 短縮したりしている。 彼はまたアル ・ カリシのへブライ

訳テキストを乙えて， イ ブン ・ ティボンのテキストや， さらにアラビヤ語

原典にも依拠したようである。 しかし， 乙の点はより特殊な研究を必要と

し， しかもアJレ ・ カリシのテキストは15世紀の写本が一つ保存されている

にすぎないという事情もあって， 極めて困難な問題である。 この翻訳者が，

翻訳とは別に， あるいは覚え書きの形で， 本文批判を残している可能性も

ないわけではない。

いずれにせよ， 乙の翻訳そのものから明らかになるととは， 乙の受容が

いわば選択的であった点である。 しかし一般に， ラテン ・ ヨーロッパは翻

訳されたものだけを受けいれ理解したという事実が何を意味するのか， こ

れはさらにもう一度根本的に吟味してみてもよいだろう。 そもそも外国語

が学びえないものだとするなら， 一体ラテン語は最初どのように習得され

たのだろうか。 また後のフマニストたちは， どのようにしてギリシャ語を

学んだのだろうか。 誰もがつねに言葉を学んできたのであって， そのよう

などく普通の意志が学ぶ手段や制度を自然に発展させたのだろう。 翻訳さ

れたものだけが影響を与えるということ， 一体乙れは何を意味するのか。

おそらくそれは， 我がものにしようとする意志を証明する。 我がものにな

ったものだけが妥当するからである。 と同時にそれは， やはり出合おうと

する意志をも証明する。 なぜなら翻訳を必要としているのだから。 乙のよ

うな見方からすれば， この「受容」は， すなわち自己意識ないし自己主張

であり， ラテン的なもののもつ固有の文化形態を歴史的に肯定するもので
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ある。

2 以 上のほかに言及すべきものとしては， r迷える者への導き』の完

訳とほぼ同時期のもので， それとは独立に， 同書の一部つまり序論と第二

巻・第一章を含むものがある。 乙のラテン語草稿の表題は『物体でもなく，

物体において能力であるものでもない祝福されたる唯一の神の書』となっ

ている。 このテキストは私が数年前に出版したものであるが， アルベノレト

ウス ・ マグヌスはこのテキストを知っており， またアJレベルトゥスより数

年若い フランシスカン， ブリュッゲのヴ、アノレターもこれを引用している。

それ以後， このテキストは稀に引用されるζとはあっても， おそらくアJレ

ベルトゥスやブリュッゲとは無関係であろう。 したがって， 乙の草稿は大

きな意味をもつものではないが， ただ次の二点を立証している。 すなわち

第ーに『迷える者への導き』の翻訳は決して偶然の出来事なのではない，

つまりラビ ・ モーセは時代を眺望する位置に立っているととである。 第二

は， 私が受容の選択性と呼んだ事態である。 乙のテキストはマイモニデス

の著作からその一部を選んでいるわけであるが， その部分は， マイモニデ

スがアリストテレス的世界把握の原理を25のテーゼに要約し， さらにこれ

らのテーゼにしたがい 4 つの「方法」で神の存在証明を論じている箇処で

ある。 乙の草稿は， アリストテレス理論の明断で理解しやすい概略である

とともに， 教授法上の観点からも極めて使いやすい要約となっており， ア

Jレ・ ファラビ以来アラビヤ人のあいだで模範とされるに足るものであった

と想像される。

かくして， 乙のラビは今やユダ、ヤ教の代表者なのではなく， むしろアリ

ストテリズムの代弁者なのである。 乙のことは， ζのラビを最初に読んだ

人々， アJレベルトゥスやクレモナのモネタによって， 彼が「ラビ ・ モーセ

というある哲学者」と紹介されていることとも矛盾しない。 アJレベルトゥ

スは， おそらく詳しいことは何も知らないまま時に言及するその他のユダ
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ヤ入学者と並べて， とのラビにはっきり「哲学者」の地位を与えている。

しかし哲学者という表現を抽象的に理解しではならない。 哲学者という言

い方は何よりもまずキリスト教思想と一線を画するものである。 単なる理

性l乙依拠する思考lζ反対して， つねに啓示の真理とその限界に関わるのが

キリスト教思想である。 アJレベルトゥスの場合には， 乙の間の距離は明瞭

であるように思われるが， 乙のラビの場合， 神学的テーマに関しては殆ん

ど問題とされていない。

このことは， 個々の主題において歴然と現われてくる。 例えば天使論に

おいて， アルベルトゥスはマイモニデスの自然学的理解に批判を加えてい

るが， また預言論においては， アJレベルトゥスは自然的予見の考えを適用

するのみで， マイモニデスの聖書解釈学的な意図を知らない。 トマス・ア

クイナスの場合は事情が異なる。 マイモニデスは， この主題に関して徹頭

徹尾， 聖書解釈学者であり， したがって神学的レベルに立っているが， ト

マスの場合も同様で， 預言論を旧約律法の解釈に強く引きよせており， か

くて再び聖書解釈学者である。 二世代後には， マイスター・ ヱクハJレトが

同じ意味でとのラビlとより接近し， 聖書の読みとりに関して決定的位置を

占めるζとになる。 ζのユ夕、、ヤ神学者一一 仮にそう呼べるとして一一ーは，

まさにかかる神学者と認められる。

もちろんアノレベルトゥスが， このラビの「哲学者」を特に強調するのは

不当ではない。 なぜなら， それによってアJレベルトゥスは一つの明確な判

定に関わったからである。 マイモニデスは， 実際上たとえ「祝福されたる

唯一の神の書Jという部分訳から引用されたにしろ， つねに遁進学派の大

家として引き合いに出された。 彼は「アリストテレス受容」の流れのなか

でアル ・ ファラヒ1アヴィセンナ， アヴ、エロイスl乙比肩される。 ユ夕、、 ヤ人

ラビがとのような枠にはまらない場合， およそキリスト教の領域において

ラビlと発言のチャンスがあるかどうか， それはおそらく問うまでもなかろ

う。 しかしそれでもキリスト教文化は， つねに確かに， ユダヤとともに生
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きてきたのであり， ユダヤの精神は ヨーロッパの内部に存在して充分活動

し続けることができたのであって， 旧約聖書に対する共通の関係はつねに

確かなものとして存在したのである。‘そして実はマイモニデスによって始

めて， ユダヤの声はキリスト教文化のなかで明らかになるのである。 彼が

「哲学者」として受容されるということの核心は， まさにその点にある。

アリストテリズムは， マイモニデスの与えた影響の基盤である。

この基盤の上でマイモニデスは， やがて「へブライ人哲学者」として認

められることになるが， だからといって， それは， アリストテレスの好も

しい， ないし優れた註釈家としてでもなければ， アリストテレス派に属す

る者としてでもない。 彼は同時に啓示を信ずる者でもある。 つまり彼は，

世界に関するアリストテリズムの学的理解と， 世界の時間性や創造につい

て聖書の述べる乙ととを調和させているはずである。 乙の課題が単なる境

界設定あるいは相互否定の問題として捕えられるのではなく， むしろ積極

的な同等化の問題となるとき， 私は乙れに綜合という言葉を適用する。 ア

リストテリズムの制約の下で， この決定的問題は「世界の永遠性」への聞

いという形をとり， 合理的論証という方法でこの問題を解決することが要

処となってくる。

ラテン圏におけるマイモニデスの与えた影響の歴史のなかで， その中心

をなすのは， 上の主題である。 すでに指摘したように， クレ毛ナのロラン

は律法論の一節でマイモニデスに依拠し， r世界の年代的古さについて論

ずる書』によってそれを語っている。 毛ネタはこの問題に関するマイモニ

デスの議論を伝えている。 同様にアルベルトゥス ・ マグヌスも彼を引用し

ている。 オックス フォードにおいてはヨークのトマスが， その著『叡知的

なるものJ (1260年)のなかでこの問題をマイモニデスと密着して明らか

にし， 逐語的に彼に従っている。 周知のようにトマス・ アクイナスもこの

設問ではラビに負うている。 最後に， マイモニデスの影響のうち， さほど

明確でないものについて触れたい。 J ・ コッホが本文批判した版において
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指摘しているように， エギディウス ・ ロマーヌスもその『哲学者の誤謬J

(1270年)のなかでアリストテレスの世界把握を批判し， マイモニデスが

『迷える者への導き』で展開した原理を援用している。 かくの如くしてマ

イモニデスの問題処理は盛期スコラ哲学に確かに「受容されて」しまった

と言えるであろう。

しかし， とこに受容されたものが単純な踏襲でない乙とは容易に理解さ

れる。 もともと， との問題はマイモニデスによって始めて持ちこまれたの

ではなく， それ以前から存在していたし， マイモニデスの解答もそのまま

容認されたわけではない。 マイモニデスの答えが明らかにするのは， 世界

の永遠性ならびに時間性に対してはそれぞれに合理的論証が提出されるの

であって， そのいずれもがアリストテレスの文脈からは証明されなし、， あ

るいは単に証明可能であるにすぎない， ということである。 時間的な世界

の創造について啓示論が問題に決着をつけるのは， 神からの積極的伝達に

よる。 したがってアリストテレスの学聞を， 世界のそれ自身で認識可能な

本質(つまり世界のうちに含まれた本質)についての合理的陳述という意

味で受けいれることはできるが， その場合もちろん制限がつくのであって2

神の積極的働きは， 世界ならびに世界に固有の働きに対して事実的限界を

たてる。 そのとき， 神そのもの及び啓示によって知られる神の働きは理性

の地平には入ってこないで， あいかわらず未知のままに， 明確な事実とし

て現存するだけである。 そしてこのととが理性に対して独立の場を可能に

する。 理性の合理性が本質的モメントに制限され， それを超えては有効な

らざるものと規定されるかぎりで， 理性の場は， 再び神の事実的働きかけ

にむかつて関かれているのである。

キリスト教的解答は， あくまでとれとは別である。 とれに対するアノレベ

ルトゥスの問題処理は， この世紀中葉に支配的な見解として典型的なもの

であろう。 彼はアリストテレスの証明に対するマイモニデスの批判を称賛

しながらも， 彼にとって決定的なことは， 啓示がさらに一歩を進めるのを
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許す点にある。 世界創造の時間性は， やはり啓示の前提の下に論証される

が， 啓示の特色は単なる積極性にあるのではなくして， むしろ理性を増大

させる点にある。 ト マス・アクイナスの解答も当面マイモニデスのそれに

似ているように見えて， 乙の点、で決定的に訣別する。 トマスにとって核心

は， ただただ世界の「被造的存在」と「永遠的存在Jとが一致しうるか杏

かという問題にある。 神が永遠なる世界を創造しうるなら， 世界の始源の

問題は積極的に， 言い換えれば啓示を根拠としてのみ答えられるであろう。

これは， 本質認識の積極的制限によって問題を未解決のまま残しておくマ

イモニデスの主張とはまったく別のものである。 逆にトマスのそれは， か

かる本質の透徹した認識そのものからの必然的帰結であって， 神の積極的

働きは， 制限するものとして， もはや認識に矛盾するのではなく， かえっ

て自由に措定するものとして要請的に現われてくる。

かくのごとく7イモニデスは， 彼の与えた影響の歴史の中心において，

教師であるよりはむしろ提題者なのであって， 彼と共に討議が進められて

ゆく。 乙の討論での関心は， ユダ ヤ教ならびにキリスト教の領域に問題が

共通するかぎりで， もっぱら綜合という課題に一定される。 したがって，

綜合という課題が積極的意味に解されず， 問題を構成する要素の一方にお

いて一面的に解決される場合には， <イモニデスもキリスト教思想家には

受けいれられない。 かくしてボナベントゥラやその弟子アクワスパノレタの

マテウスにおいては， とのラビの引用は見られない。 これとは逆の方向，

つまり所謂ラテン的アヴエロイス主義や異教的アリストテレス主義の場合

にも事情は同じである。 ダキアのボエティウスの， この問題に関する極め

て詳細な著作 「世界の永遠性についてJ は7イモニデスに言及していない。

ボエティウスにとって彼は「律法にしたがって論ずる者」の一人であり，

それで無視したのかもしれない。

マイモニデスがラテン ・ ヨーロッパに与えた影響の歴史を限定する諸要

因は， それゆえ， 彼自身のうちにではなく， 彼を受け入れる読者の側にあ
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る。 しかしだからといって， 受容されたものの中には， あらかじめ自分で

認識しているもの， 自己の自発的思考の流れによって認識したもの以外の

何ものも見出されないと主張しているわけではない。 本質的なことは， む

しろ， 新たに視野に入ってきた思想家を討論の相手に引きいれ， 討論の相

手を通して， それまで気付かなかったより先の次元を認識した点にある。

ユダヤ教を代表する限りでのアリストテレス学徒7イモニデスを通して，

人々はユダヤ教を一つの偉大な精神として認める。 と同時に自分自身のう

ちにも， より先へ進む新しい可能性を認めた。 かかる可能性はマイモニデ

スとの出合いなしには実現されなかったものである。 その意味で， この影

響の歴史は批判をも含んでいる。

3. 以上， 私は， 乙の影響の歴史に登場する主要な証人について述べ，

全般のテーマを説明するとともに， 乙の「受容」が， 例えば感化とか踏襲

とか影響とかいった受容性の カテゴリーにおいてのみ把えられるのではな

く， 自発性のカテゴリーによって補われ， 討論とか共働とか出合いといっ

たモメントを含むと解釈した。 歴史一般の地平からすれば， ここでは「文

化の出合い」というカテゴリーが適切である。 この場合， 文化の出合いと

は， 個々の事象の現実的基底がはらむ特色を明らかにし， かつ個々の事象

をわれわれとしての事実認定へと高めてくれる概念として用いられている。

さらに一般的視点としては， 自発性の意味を明らかにするためにも， こ

こで中世哲学史における一二の 事 実 に言及しておきたい。 ミニオーパJレエ

ロおよび G ・ ディームーヴイノレミンの意見にしたがうなら，アリストテレス

形而上学の第一部はおよそ1140年以降存在していたが， それと明際に跡づ

けうる影響があらわれるのは， その後一世紀を経てからであって， テキス

トの存在だけでは影響を生むに充分でないことは明白である。 中世はアウ

グスティヌスのテキストをつねに所有していたが， 13世紀はアウグスティ

ヌスを始めて形而上学者ないし哲学者として読みはじめた。 このことは，
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アリストテリズム， なかんず、くアヴィセンナの影響なしには考えられず，

13世紀は彼らの影響によって自己の所有するものを新たに掘りおζすので

ある。 アヴィセンナのテキストも， その主要部分は， 彼の影響を文献的l乙

立証しうるに先だつこと数十年前に， すでに存在していた。 まず自発性が

要請され， それによって受容が可能になるのが一般である。

マイモニデスにおいては， 受容の媒体はアリストテリズムである。 スコ

ラ哲学の時代に， キリスト教世界は， 具体的かつ歴史的な自己の限界を超

え， また限界をこえよと命ずる自己の歴史的意識を超えて， アラビ ヤ世界

という他の文化と関係することができたのであるが， その具体的仲介者と

なったのがマイモニデスである。 なぜなら， とこではアリストテリズムの

基礎は， その志向からいって， í理性」および「本性」の語で特徴づけら

れるような超歴史的普遍性だからである。 理性は普遍的かつ人聞に一般的

なものとして理性であり， 本性は包括的かっ恒常的なものとして本性であ

る。 全般的問題として， 中世はアリストテレスの受容によって理性および

本性への扉を聞き， それによって自己の個別性を克服したのか， あるいは

また中世は理性および本性の発見を自ら成就し， その発見がアラビ ヤのア

リストテリズム， なかんずくマイモニデスとの出合いを可能にしたのかが

問われるであろう。 この二者択一において， ラテン ・ ヨーロッパにおける

マイモニデスの歴史は， 後者を選ぶことが正当であると語っている。

(堀越知巳・訳)




