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されるべきだろう。
またこの 点と密接に 関わる事であるが，

神 の aenigma としての possestに 関し

て， 著者はその 三一性に 言及しつ つも十分に 考え抜いてはし、ないように思 われる。
評者はここに くex emplar-i mago>の 関係が設定されており， そこから人間も 関わ
るものとしての 「擬三一的 垂直構造Jが摘出 できると 考えて い る(拙論�Omni
potens Deus の 復権.JJ) が， その 方向への 考察はない。 この 著者による一層包括的
なCusanus 論に 期待したいと思う。
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へーゲノレから根本的 影響を受け た 19 世紀中葉の チューピンゲン 学派が消滅した
後， カトリック科 学の 潮流は中世の 伝統， とり わけ ボナグェントゥラ とト
マス・
ア
クイナスへの 実り豊かな 研究に 向かった。 この 傾向は続く一 世紀聞の 神学に 決定的
な刻印を残したものである。 ところで， 中世哲学・神学史の 先駆的 研究者のなかで，
エールレ及びポィムカーと並んで，

神 学史家としての マノレティン・
グラープ マンの

業績は傑出している。 ミュンヘン大学グラープマン 研究所は彼の生誕(1875年)100
年を記念して， 中世思想史に 関するグラーフ・
マンの 研究を大部な二巻本として刊行
Lた。 これは1921年から1944年ま でにバイエルンとプロイセンの 「
学術アカデミー」
(Akademi e der Wi ssenschaften) の 会議報告書 及び研究論文集に発表さ れた論文
の集大成である。 ここに 収められた23の広領域に わたる論文はグラープ
マンの 作品
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中 で重要 な位置をしめるものであるから， 現在 では入手の困難な個別研究論文と原
典のリプリントは中世研究者に感謝をもって迎えられることであろう。 2000余頁に
わたる膨大 な資料は， 巻末の六つの模範的で. 最近の研究の立場を 考慮にいれた索
引(写本索引. 古代・中世人名索引. 15 00年から現代に至るま での人名索引， 地名
索引， 事項索引， ラテン語用語索引〉によって利用しやすいものになっている。 こ
の索引は 200頁以上に わた っていて. それだけ で一冊の本となるほど であるが， そ
の案内に従えば， この二巻は中世研究， ことに中世アリストテリズムの研究にとっ
て必要欠くべからざる宝庫と なる であろう。 本書の序文 ( xxx 頁)は，
ii

ミヒャエ

ル・シュ マウス氏の手になるもので一一彼は長い間ミュンヘン大学 でグラーフ。 マン
が受け持つていた教義学の講座の後継者 であり， グラーフ。 マン研究所の所長 であっ
たーーその深い理解によってグラープマンの 生涯と著作の跡をたどり， すぐれた紹
介とな っている。
ところでグラープマンは， アイヒシュテッテの神学校 で哲学・神学の養成を受け
て以来す でに， その 先 生を通してト マス・アクイナスに接し， その思索に導き入れ
られていた。 この 関心はロー マにあるドミニコ会の大学 で神学史の研績を積むこと
によって深め られた(1900ー1902年〉。 ロー マにお い て彼は秀れた中世研究者 であ
仏教皇庁公文書 官 であったハインリッヒ・デニーフル及び
フランツ・エールレと
識り合い， 中世写本研究への刺激を受けたが， それは彼の 生涯の仕事に 決定的な意
味を与えたものと恩 われる。 そして写本資料の 広範な探求に裏打ちされた発展史的
方法の円熟した成果こそ， 本書 に収録された論文群なのである。 しかしグヲーフ。 マ
ンの作品において， 発展史的な研究がかなり 広い領域をしめているとしても， 彼の
めざすところはやはり， それを通じて体系的問題を論述することにあった。 歴史的
視野に立って現代の神学的問題へかか わること， それがグラープマンの本領とする
ところであり， 事実それは， ト マス・アクイナスの教会論に 関する初期の作品や，
本書に収められた， 教会と国家についての中世の学説に対するアリストテレスの 影
響に 関する徹底した研究(809-965頁〕において証明されている。 同様な意味で，
多くの外国語に翻訳されたト マス・アクイナスについての諸小品も， 現代の哲学・
神学的意識の育成に有益な役割を果たしたものである。
グラープマγは1931年の「ト マス・アグィナスの著作」において， この発展史的
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方法をトマスに適用し， その諸著作の真作・偽作を判別することに成功したのみな
らず， 初期のアウグスティヌス的思想 傾向からアリストテレス的思惟と新プラトン
主義的思惟の創造的総合とい う後期の門熟した思想の構築に至る精
神 的発展過程を
みごとに解明した。 1909年及び1911年には秀抜な大作『スコラ哲学方法史』第一巻
第二巻が刊行 されている。 彼はこれの 最終巻(第三巻 ) をトマス 思想の叙述をもっ
とて飾る計画 であった。 これが 実現 されていれば， 一， 二巻のトマス以前のスコラ
哲学発展に関する 研究は， 思弁的解釈の窓意に流 されない 歴史的に確かなトマス解
釈へ導いたはず である。 しかしグラープマンがトマスに至る途上にあって， 膨大な
原典に基づく知識から 影響史的関 係の極めて厳密な一つの初期中世哲学像を展開し
えたにもかか わ らず， トマス思想を包括的に叙述し ないままに終ったことは， おそ
らくかれの発展史的方法の一つの限界を示すものであったと 思 われる。 それにして
も上述の論文群はグラーフ。マンによって一つのトマス像へ導く予備的著述と 考え ら
れていたと 言えよう。 無論このことは， 個々の論文のそれ自体の価値をおとしめる
ものでは なし、。
ところでグラープマンは， トマスが特に認識論と形而上学の領域 でアリストテレ
スの思想を独創的に自分のものとしたことをその哲学的業績とみとめ， 同時にこれ
を導きの糸として， 前期スコラとトマスとの連続性を強調することにつとめたが，
このことは彼のトマス解釈において特記 されるべきこと である。 さ らに彼は， トマ
スと ポナヴェントゥラとの聞に広範囲 な見解の一致を読みとり， それを明らかにし
よ うとした。 時には丙 思想の
、 調和に意を払いすぎるこの解釈に対して， 最近の 研究
者はむしろ両者間にある相異を鋭く指摘している。 最近の 研究はまた， グラープマ
ンにおいては充分に射程にお さめられていなかったトマスへの新プラトン主義的 思
想の影響について洞察を深めており， それは， なによりもアリストテレスにその源
泉を求めたグラープマンのトマス解釈をこえて， トマス像を 広げている。
本書 の論文においてはトマス思想自体は前面に現れてはい ないが， 隠れた中心と
なっていると 思 われる。 つまりこの中心から彼の諸論文のつ ながりが理解 されるの
である。 これらの論文はテーマ別にまとめれば， まずトマス・ アクイナスに至るま
でのアリヌトテリズムの発展を， 次に， トマスと 同時代のドミニコ会の思想家及び
修道会に属 さ ない教区付司祭ーーとり わけ，

バリのヨハネス・
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nes Quidort (6ら-128 頁). シュトラースブルクのウルリッヒ Ulrich vonStrass
burg (177-2ω頁 ).ファーヴァシャムのシモγSimon von Faversham (771-808
頁)， シャイアウッドのヴィルヘルム Wilhelm vonShyreswood (1255-1360頁〉
ーーにおけるアリストテリズムを， 最後に， アリストテレス・
トマス的伝統をひく
思想の， 後期スコラにおける発展を扱っている。 この 最後のグループとの連 関で，
ドイツのド ミニコ会 神秘思想に 関する写本発見の二つの報告 (1-68 ，261-381頁〉
も位置づけ られている。
グラープマンの中世アリストテリズムについての 研究は， アベラール ( アベラー
ルの弁明についての部分 565-606 頁も参照のこと) に始まり， 13世紀に至るまで
のアリストテレスの論理学の発展 (1255-1360， 1361-1417， 1419-1466頁) をた
どり， エルフルトのトマスThomas von Erfurt (1801-1896頁) まで及んでいる。
この論理学 研究をもってグラーフ・マンは， 中世の論理学を高く 評価するようになっ
た現代論理学の要請にも答えようとしたのである。 しかしより重要だと恩われるの
はラテン・
アヴェロイズムに 関しての 研究である。 彼はそれによってアルベルトゥ
ス (1897-1986頁) とトマスにおけるアリストテレス受容とアヴェロイズムとの関
係を解明することができたのである。 それゆえグラープマンが発見したアリストテ
レスのラテン語訳とその注釈書 (第6 .

7， 10， 11， 19， 21の論文参照)のなかで，

ブラパンティアのシゲノレスの多くの 著 作

これを後に F・
ファン ・シュテーンベ

一一一

ルヘ ンが活用したのであるが一一ーの発見は 最も幸運な掘り出し物といってよいであ
ろう。 これらの 著作からマンドネによって展開されて来たシゲルス像が修正され，
単純にシケツレスが極端なアグエロイズムの代表者とみ なされるべきでは なく， むし
ろトマス的立場にますます接近しているとい うことが明らかになった。そこで.127U
年及び1277年に出されたパリの禁令で矢面に立った諸命題の 著者に 関す る 問 題が
残ったが， それをグラープマンはパリ大学人文学部の倫理学註釈書 の 研究

(607 -

687頁)によって解明することができた。 実に， 能動知性に 関する学説こそが， フラ
ンシスコ会とドミニコ 会， それにアヴェロイストの間の論争の焦点と なったもので
ある。 グラーフ。マンは14世紀の写本を手に， 中世におけるこの学説の変遷をあとづ
け (1021-1122頁) フライブルクのディートリッヒ及ひeマイスター・エックハルト
がそれをいかにドイツ 神秘主義の核心へ溶け込ませていったかを示している。 こう
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したト マス以後の発展 で明 らかにされたことは， す でに13世紀におけるアリストテ
レスをめぐる論争の際， 自然哲学や形而上学の問題以上に， 人間精 神 とその自由の
本質と基礎に 関する問いがより大き な問題となっていたとい うこと である。 この間
いは なるほどアリストテレス受容によって引き起こされはしたが， 本質的にキリス
ト教の中心にある問題， す な わち被造物とくに人間の理性の独立性と 神 の存在への
分有の 関係L、かん， とい う問いに結びついている。 トマスにとって能動知性は 神 的
真理の光にあずかる個別的人間の自然の能力 であるから， 彼はそれによって自立的
に哲学することを基礎づけたのである。 グラープ マンはこれをト マスの画期的な業
積として強調している。 ところで自由 なる哲学的思惟は，
自覚していることにより，

神 の真理に根ざすことを

神学との対話は打ち切 られてはL、ないのである。 このよ

う な自立的で世界に開かれた， しかし極めて深く信仰に結びつけられて い る 思 想
は， まさにグラープ マン自身の 著作の相貌 でもある。 このよ うに研究対象と 同質の
思惟の態度を持しているがゆえに， グラーフ，.�ンの 著作は， 今日の中世 思想研究に
とってもいぜん信頼に足る手引 であり， 汲み尽し難い宝庫と なっているのである。

(木口須美子訳)

Goulven Madec: Saint Ambroise et la Philosoρhie，
Paris 1974， pp.449
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最近のAmbrosius研究の動向と関連して
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最近のアンプロシウス研究のー動 向を知る上 で 次の二つの文献はよい手がかりを
与えてくれる。 Ambrosius Episcopus. Atti del studi ambrosiani nell XVI cen
tenario della elevazione di sant' Ambrogio alla cattedra episcopale， Milano
2-7 Dicember 1974， a cura di G. Lazzat，i vo1. I

e II， Milano 1976.
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