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イタリア人の若い哲学教授が世に出したこの二巻の書物は， 中世の哲学者スコト

ゥス・エリウゲナの思想の二つの中心テーマをあますところなくかっ深く掘り下げ

て研究したものである。 その二つのテーマとは，信仰と理性との関係と，人間論であ

る。第一巻では信仰と理性との関係が様々の観点から論じられている。著者はこの

関係を明らかにするために， 神学と哲学の意味， それらの相互関係， 信仰と理性の

意味， それらの相互関係， 自然と信仰との関係， 権威の価値等について論じる。第

一巻できわめて顕著に現われ， 堅固な証明をあげて確かめられている考えは， この

点でギリシア教父とラテγ教父によって伝えられた教えを継承しているエリウゲナ

の著作全体に見られる， 信仰と理性の緊密な統ーである。信仰と理性の統ーは， エ

リウゲナのもとで， 宗教と哲学の統ーを意味する。 彼は「真の宗教は真の哲学であ

る」 というアウグスティヌスの言葉を引用している。 彼の考えによると哲学は， 万

物の最高原因である神を謙虚にかつ合理的に探究することによって真の宗教を説明

するものにほかならない。このために真の哲学は， 真の宗教と同じく， 英知であり

敬神である。エリウゲナは絶えず聖書と教父たちの言葉に依拠しながら自分の教え

を説いている。教父たちのうちでも特にニッサの グレゴリ ウ ス， ア ウグスティヌ

ス， マキシムスの言葉をあげている。したがって彼は， 自分で考え出した教えを述

べようとしているのではなく， 中世の神学者たちと同じく， 聖書に含まれ， 教父た

ちによって解釈され伝えられた信仰の内容を理解し説明しようとしたのである。

著者はエリウゲナのもとでの信仰の意味と理性の意味を， 明らかにかつ深く掘り

下げて説明している。 それらの意味を正確に理解することは， 信仰と理性の統一と
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いう意味を正しく理解するために必要である。信仰に関しては， エリウゲナはアウ

グスティヌスに従って， simplicitas fidei (単純な信仰)と剖es perfecta (完全な

信仰)という二様の信仰を考察している。 後者は前者を前提している。 万物の原因

である神を理解して完全な信仰を得るためには， simplici tas fidei から始めなけれ

ばならない。この simplicitas剖ei は， 神の権威であるところの聖書の 権威に対

する従順である。 人が simplicitas fidei から始めて， 受けつがれた 信仰を理解す

ることを求めるなら， 彼は神の思恵に助けられて， I最高の熟視J (altissima theo・

ria)とか神学(theologia)とか呼ばれる完全な信仰に至ることがで きる。エリウゲ

ナにとって神学は， 万物の原因である神の観想でもある。どちらの信仰も理性と一

致しており， 決して理性に反対しない。エリウゲナのもとでの理性の意味について

は， いくらか説明する必要がある。エリウゲナはマキ‘ンムスに従って， 精神の三つ

の働き(motus)を区別している。 それは， intellectus (知性)あるL、は mens(霊)，

ratio (理性)， sensus internus (内的感覚)である。 知性は最高の働きであり， 概

念の助けを借りないで識られざる神を把握する直観的な働きである。 次に来るのは

理性で， これは起原的原因(causae primordiales)や事物の本性を認識し，概念によ

って識られざる神を規定する働きである。 第三の働きの対象は感覚的事物である。

したがって， 理性は知性とは区別されるし， また神的で永遠なものを観想するから

英知であり， 類と種に分けられた事物の本性を取り扱うから知識でもある。 精神の

この三つの働きは，上位の働きから下位の働きへの下降と，反対に下位の働きから上

位の働きへの上昇が， 精神の中に存在するほど緊密に結ばれている。理性は知性か

ら生まれ， 知性の有形的表現である。したがって， 理性による神認識は， intellec

tus と呼ばれる働きの影響を受けて生まれる。 知性に よって照ら さ れ た理性は，

起原的原因から theophaniae (神現〕と呼ばれる観念(cognitiones)を受け取るこ

とができ， その観念によって神を認識することができる。神現によって神をこのよ

うに認識することは， 神の恩恵に助けられて， 自然を越える働きであると言われる

知性に照らされて行なわれる。 本書の著者によると， エリウゲナの認識論において

理性は信仰を持っていなければ， 感覚的なデータから出発して神の認識に至ること

はできない。著者があげている理由は， エリウゲナによると， 理性は神の恩恵に助

けられなければ， 感覚界を越えて知性的世界にはL、ることができないと い う こ と



書 評 173 

である。 したがって， 内的感覚から知性によって神と一致するに至 る ま で の上昇

は， 次のようにして起こる。 理性は内的感覚から送られる感覚的事物の認識を受け

取り， これらの事物を通して， あたかも神現を通してでもあるかのように， 信仰を

介して，神の認識まで上昇しうる。 この信仰は，知性によって完成され得， こうして

完全な信仰となりうる。 したがって， エリウゲナのもとでの理性と信仰の統ーは，

信仰が理性の段階まで下降することを意味しない。 恩恵、の力により， 信 仰 を介し

て， 自然のうえに上げられる知性に照らされて初めて， 理性は神をある程度認識す

るに至るのである。換言すれば， エリウゲナによると， 神と直接に結ぼれている知

性に理性が統一されることによって， 人聞は信仰の知解に達しうるのである。

著者はさらに， ディオニシウスがエリウゲナに及ぼした影響と神現とに一章ずつ

をあてて論じている。 実にエリウゲナは， ディオニシウスから受けた教えに従って

神現を取り扱っているのである。 神現を取り扱った章は， エリウゲナのもとでの信

仰と理性との統一の意味を正しく理解するためにきわめて適切なものであると私は

思う。 というのは， エリウゲナによると， ディオニシウスが言っているように， 聖

書の象徴も他のすべての自然的被造物も神現であるからである。 ここで神現とは，

神との一種の類似により， 万物の原因である神をある程度示している像のことであ

る。 したがって聖書を対象として持つ信仰も， 自然的事物の本性を対象として持つ

理性も， これらの像によって神について思いめぐらすことができるのである。 した

がって信仰と理性は対立するのではなく，神を認識するために協力するのである。識

られざる神のこの認識は，逆説的な認識である。 実にエリウゲナは教父たち，特にア

ウグスティヌスとディオニシウスに従いながら， 神現によって人は認識して認識せ

ず，見いだして見いださないと主張しているのである。神は自分のすべての神現を越

えており，決してそれらの神現の中で完全には把握されうるものではないのである。

権威に関しては， エリウゲナのもとでの権威への服従が盲目的なものではないこ

とを著者は指摘している。 エリウゲナは教父たちの権威に言及しながら， 真理を見

いだすためには， 権威と理性を別用しなければならないと言う。 権威とは， 理性に

よって発見され， 教父たちの書物の中にたくわえられた真理にほかならない。 エリ

ウケeナが語っている理性は， 全く独立した理性ではなく， すべてにおいて真理を求

め， 見いだす， 真の正しい理性である。
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著者は第二巻で， エリウゲナの人間論を取り扱っている。 この人間論では， エリ

ウゲナの著作において理性と信仰は分隊されず， かえって統一されているという，

著者が第一巻で主張したことが確認されている。エリウゲナの人間論はその基本的

主張を信仰から， すなわち聖書が人間について述べていることから， 汲み取ってい

る。 他方でエリウゲナは， 信仰が人間について教えていることを， 理性の厳密な論

証によって知解しようとしている。 彼の人間論の中心にある， 人間は神の像である

という考えは， 聖書とニッサの グレゴリウスの著作 “De Imagine" (li"神 の 像につ

いてd1)から取られている。このために， 人間はきわめて大 き な尊厳と卓越性を有

している。人聞は逆説的なものでもある。すなわち， 物質界全体はある意味で人間

の中に含まれていると同時に， 人間によって超越されている。人聞は動物であると

同時に霊的なものであり， 一時的な消えやすいものの方へ引かれていると同時に，

神の方へも引かれている。 エリウゲナは， 神についてすべてのことが肯定されると

ともに否定される(たとえば神は真理であるとも， 神は真理でな い と も 言われう

る)のと同じく， 人間についても多くのことが肯定されるとと も に 否 定されうる

(たとえば人聞は動物であるとも， 動物でないとも言われうる)と言っている。エ

リウゲナによると， 人聞は他のすべての被造物と同じく， I永遠に造られた神的精

神の中にある一種の知性的観念である」。 すなわち， 人聞は起原的原 因の中に永遠

に存在するのである。しかし人間は時聞のうちに造られたものであり， 知性にほか

ならないとも言われている。人閣の本質は， I真理を観恕することを特徴とする知

性で あ る」。 エ リ ウ ゲナはアウグスティヌスに従って， 人間の知性の中に三位一

体の像が現われると言う。また神について言われるように知性についても， 人はそ

れが有るということを知りうると言われるが， それが何であるかを知ることはでき

ないと言われる。知性はあらゆるものを越えるのである。 人聞は罪 を 犯 した後で

も， 神の像であるとエリウゲナは主張する。しかし罪の後ではこの像はくもらされ

汚されており， したがって神の像の元の尊厳に帰るためには， 清められなければな

らない。 この元の尊厳に帰るのは可能なことである。なぜなら， 罪の後でも人聞の

中に失われた幸福に対する渇望が残っており， そのために人は神 を忘れ ることな

く， 神を求めるからである。 この帰ること(recursus)は， 肉体の死， 肉体の復活，

肉体的人聞から霊的人間への移行， 起原的原因への帰還， 万物の神 に お ける活動
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(motus)という五段階で行なわれる。 最後の段階は. r聖徒らに約束さ れた楽園

である」神における， キリスト とともなる生命を通しての， 人間の神化である。 著

者によると， エリウゲナは『自然区分論』という著書の最後の部分で， 人間の自然

が， 罪を犯した後でも， 神によって造られたものであるから善いものであるという

ことを強調している。 神が造らなかった罪のみが悪いのである。 罪とは， 霊的なも

のから離れて感覚的事物の悦楽に陥る人聞の意志行為である。 したがって， 万物が

神に帰るとき， 人聞の自然全体が神のもとに帰るであろう。 そしてその帰還後にも

ある意味でとどまる非理性的な動きのみが， 神の造らなかった悪として， 神より永

遠に遠ざけられ罰せられるであろう。 この最後の点はきわめて不明瞭な点で， エリ

ウゲナがが全力をあげて論証全体を通して説明しようとしたが， それでもなおあい

まいなままになっている。 エリウゲナの教えの中で， 彼が聖書と教父たちの教えに

合わせようとしたにもかかわらず合わせることができなかった他の一つの点は， 性

についての教えである。 人間における性の区別は罪から来るのであって， 人聞は罪

を犯す前には天使に似た者であり， 霊的な肉体を持っていたと彼は主張する。

本書の長所は， エリウゲナのすべての著作から多くのテキスト が引 用 さ れ てお

り， それによってエリウゲナの教えについての著者の解釈の客観性を確証しうると

いうことである。 他の長所は， エリウゲナの教えに対する教父たちの影響を著者が

示しているということである。 事実著者はエリウゲナの教えを説明する際に， エリ

ウケeナが教父たちから汲み取った点を指摘し， ときには教父たちの文章とエリウゲ

ナのそれとを比較している。 ここから， エワウゲナの著作の特徴と， それが中世に

おいて占めている場とが明らかになる。 エリウゲナはキリスト教の精神と教えから

逸脱した哲学者ではなく，反対に教父たちの教え，特にアウグスティヌスとディオニ

シウスの教えを継承しているのである。 他方エリウゲナは次の点でスコラ学の先駆

者のようであると言える。 それは， ある教義についての教父たちの様々の文章を熟

考し， いっそう理にかなっていると思われる文章を選んでいるという点， 論理すな

わち理性の厳密な論証を使っているという点， 教義のある体系を作ろ う と し てい

る， あるいは教義の秩序ある統合を行なおうとしているという点である。 これらす

べてのことは， 著者が本書の二つの巻で行なっているエリウゲナの著作の分析から

明らかである。 著者はさらに， 上述した不明瞭であいまいないくつかの点を指摘し
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ているが， エリウゲナがし、つも明せきな調和に達したとは言えないにしても， 聖書

と教父たちの教えから逸脱しようとしたことは全くなかったことを確信している。

著者はエリウゲナの生涯についての話をその教えについての論述の前に載せること

により， エリウゲナの著作についてよりよく判断しうるように， その学問的環境と

歴史的背景を示している。 (熊谷賢二訳)

G. R. Evans: Anselm αnd Talking about God 

Clarendon Press， Oxford 1978 

pp. xii+211 

Anselm and a New Generation 

Clarendon Press， Oxford 1980 

pp. xvii+212 

山 崎 裕 子

神について語ることは， 中世の思想家にとって共通の主題であったが， なかでも

アンセルムスば， 殆んど全ての著作が神を直接・間接の対象とする点で， 異彩を放

っ。 ここで取り上げる二著作は， 著者の第一作及び第二作であり， 前書は， 神につ

いて諮ることをアンセルムス自身の著作の範囲内で考察し， 後書は， アγセルムス

の神の捉え方を12世紀の思想家と比較するという形を取る。 著者エヴア ンズは，

現在， プリスト ル大学神学部講師であり， 本誌22号 (1980)で泉治典氏が触れてお

られるように (p.209)， 国際アンセノレムス学会事務局長を務めている。

* 

Anselm and Talking about God は， アンセルムスが神についてどのように語

っているかを， 著作の年代順に検討している。 その際， 著者が， 1"神について語る

ことは， ァγセルムスにとって出発点であり， 到達点では な L、J (p. 204)と解す

ることから， 後の作品に題材を供するという点で， 処女作『モノロギオン』の分析

は， 大きな役割を果たす。本書の基調は， [j"モノロギオン』に関する考察が筆頭に

位置することによって決定づけられていると言えよう。


