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小田川方子

これは， 9 世紀の アイルランド哲学者ヨハネス ・ スコトゥス ・エリウゲナの主著

『ベリピュセオソdJ (自然について 〉の一巻から三巻までの ラテン語原文とその 英

訳および註である。第一， 二巻は Sh eldon-Will iamsによって 刊 行 されたが， 第三

巻は彼の 没後， 残された 英訳を含む草稿がO'Mearaによって 整理されて出版され

た。第四， 五巻の出版もこれに続く予定である。

『ペリピュセオγ』は， 中世に「汎神論」と断罪され禁書となったため， 最初の

版はようやく1681年にG al e によって 刊行された。 これは ケンブリッジに現存する

12世紀の写本を底本と して いる。1838年には基本的にこのケ'イル版に依っ た 版が

Schlüt erによって 刊行された。今まで最良 と さ れていた の は ， 次 いで 1853年に
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Floss によって編集されMigne版の中に収められている版である。Floss は ケソブ

リッジ写本に従いつつも 9世紀のパリの写本によって改良することを試みたが，

写本聞の不一致は説明できなかった。 この度の S heldon -Williams によ る 版は， エ

リウゲナと同時代の9世紀の写本に依り， エリウゲナの思想の発展を再現すること

と， 同時に， 彼が最終的に満足するに至った原文を提示することとを白指し て い

る。 すなわちこの版は， 現在する最古で最も基本的なランスの写本と， それの， エ

リウゲナ自身によってまたは彼の監査のもとでなされた変更および書込みを含むバ

ンベル クの写本と， 更にこれが部分的に彼の加筆によって拡大されたパリの写本と

を提示している。

この書の書名は， 従来「自然の区分について』として知られていたが， 編者によ

ると， これはただ第一巻第一章に対する題名であり， 全体に対してより適切な 『ペ

リピュセオンJとL寸書名は， 後の加筆の段階で現れる。 各巻の序文では， 内容を

分析した紹介があり， 本文では， ラテン語原文に 英訳が対置され， 巻末では豊富な

文献を用いた問題史的解明を含む詳しい 註が与えられている。

『ペリピュセオン』第一巻冒頭でエリウゲナは， 彼が研究しようとしている「自

然J natura は. ff-在する一 切 と， 存在し ない一切とを包括するものであると定義

する。 次いで「自然の区分について」四種を挙げ， 第一を「創造し， 創造されない

自然J.第二を「創造されかつ創造する自然J.第三を「創造され，創造しない自然J.

第四を「創造もしないし， 創造されもしない自然」と呼ぶ。これらに対する説明の

のち， 第一巻では更に， 神は万物の第一原因として一切を創造するのであり， 自ら

は 初 めを も たな L、から. I創造し， 創造されない自然J na tura q uae crea t et non 

crea turであるとされ， 続いて神の「三位一体J trini ta sについ ての説明 が な さ れ

る。 神は， 存在， 知恵， 生命， つまり父， 子， 聖霊よりなる三位一体であり， 神の

「一性J uni tas は三つの「実体J s ubs tantia . つまり. I生み出されな L、J ingenita. 

「生み出されたJ genita. および「進行しつ つ あ るJ pro ce dens 三 つ の 実 体 を 含

み， これらの実体聞の関係が父， 子. :!lil霊であるとされる。 更に. I肯定 神 学J

th eologia a 伍rm a tiva . /Caræþατc吋と「否定神学J theologia abnegativa . &πo向τc吋

とについての説明がなされ， 両者はすべての述語に plus q辺am (……より以上のも

の)とL、う接頭辞を附加することにより調停させられる。 最後に付録として十のカ
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テゴリーの解明がなされる。

第二巻では， 自然の第二の区分， つまり「創造し， かつ創造される 自然J natura 

quae et creat et creaturが扱われるはずであるが， まず自然の四つの区 分 に つ い

て， および性の区別と復活後の身体において無性たることについて述べられる。 次

に主題に入り， 創世記冒頭の言葉「初めに神は天と地とを創造され た」が 引用さ

れ， 天の創造は， 父たる神が神の子において創造したところの 全被造物の「原初的

諸原因J p rim ord i ales causaeに， また 地の創造は， これら諸原因の諸結果に関係づ

けられる。つまり， 原初的諸原因は， 神によって創られ， 自らはそれらより下の諸

物を創るので， 白然の第二の区分にほかならなL、。ここで原初的諸原因についての

考察は中 断され， 一切の最初にして最高の原因であるところの三位}体論の究明に

移行する。そこでは子と聖霊について， 三位一体と人聞の本性および魂との関係に

ついて， 魂と身体との関係についてなどが述べられる。最後に， 本来の主題たる原

初的諸原因についての考察が再開されるが， これはごく僅かで終っている。

第三巻は， 自然の第三の区分， r創造され， 創造しない自然J natura quae crea

tur et no n creatに当てられる は ずであるが， その前に前巻に引き続いて原初的諸

原因についての詳細な議論がなされる。原初的諸原因は無限に多くあるが， エリウ

ゲナは善， 在宅E， 生命， 理性等の最初の十を考察する。これら諸原因は， 他の一切

の原初的諸原因と同様， 本性において一つであり， その中の何かが他に勝るという

ことはない。このことに対して円の比喰による説明がなされる。すなわち， 円の中

心から円周に至る多くの線は， そこからそれらが由来する中心において一つである

が， 円周において無限に多数なものとして現れるのである。また善を第ーとし， 寄

在， 生命等と続く原初的諸原因の順序は， これら諸原因自身によって決定されるの

ではなく， 実は諸原因の働きの諸結果一一第三の「自然」がこれにあたるがーーに

よって観照するところの「精神J m ensが決定する の である。諸結果は諸原因に関

与するが， 関与の仕方が異なるので， それによって諸原因の順序の精神による選摂

がなされる。すなわち， 善には存在よりもより多くの関与が， 存在には生命より多

くの， また生命には理性より多くの関与がある。従って次に， 関与によって何が意

味されるか吟味される。

「関与J p artici p a  tio はギリシア語のμEτoχカなL、しμEτωσfα によって， ラテ
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ソ語によるよりもよりよく表現される。 なぜなら， エリウゲナが「の後に」の意味

に解する接頭辞μsz-a・ は， 関与するものは 関与されるものに対して第二位的なも

のであり， 関与とは後者から前者への進行であることを示すからである。 関与され

るものと関与するものは， 泉とそこから流れ出る水のよう に相互に関係している。

水はそこからそれが流れ出るところの泉と本質的に一つである。 したがって， 泉は

隠れており， 水は可視的であるが故に， 水は泉の現れであり， 1"神の顕現jtheopha -

nia である。

ここでエリウゲナは， 偽ディオニシウスに言及しつつ， すべての叡智的なものと

感覚的なものはそれ故神の顕現である， すなわちそれ自身においては見えないとこ

ろのものの叡智的ないし感覚的な現象であるとL寸。 このことは， 知性とそれの自

己表現の手段とL寸類例によって説明される。 しかしこの類例は適切と は いえ な

い。 なぜなら知性はそれ自身にとって外部的な素材においてそれ自身を 表 現 す る

が， 神はそこにおいて自己自身を表現できるものを外部にもたず， 無から創造する

からである。 これは次の主題に通ずる。

無についての研究は， 第三巻の主要な部分を占め， それによって自然の第三の区

分たる万物の本質が究明されるが， まず「無からの創造jcrea tio d e  nih il oと い う

表現によって， 無は万物の絶対的欠如を意味するのか， または神的超実在を意味す

るのかが関われる。 エリウゲナの結論は， そこから万物が創造されたと こ ろ の 無

は， ただ神的超実在であるという ことである。 1"神は無から一切を創造する， すな

わち彼は彼の超害在性から寄在を出現させるー…存在し存在せぬところの一切のも

のの否定(=無) から， 存在し脊在せぬところの一切のものの肯定 を(出 現 さ せ

る)j(683 B)。 被造物は神に由来し， 神は原因であり， 被造物は そ れ の 結 果 で あ

る。 だが結果は， 結果された， ないし創られた原因である。 ここから， 自然の第三

の区分たる被造物は， 動因ないし自然の第一の区分と同一視される。 最後にこれと

の関連で， 11創世紀』の詳細な註釈がなされる。

以上のような 内容をもっ『ペリピュセオγ』第一， 二， 三巻は， 新プラトン的・

キリスト教的伝統に根差しつつ形成されたエリウゲナの思想の独自性と， 彼の近代

哲学をも先取する合理的精神を鮮明に印象づける。 本書の出版は， 最近ょう やく本

格化したエリウゲナ研究にとって， 画期的な意義をもつものと忌われる。


