
ボナヴェントゥラの歴史神学

におけるキリストの位置

坂 口 昂 吉

序

1959年， Jos ep h Ratzinger1)は， ボナヴェントゥヲがその歴史神学に おいて，

ヨアキ ム・デ・ フローレの影響を受けている， という学説を発表した. 即ち， ボ

ナヴェントゥラは， ヨアキ ムの如く父と子と聖霊とL、う三時代区分をそのま ま

とらず， キ リストを中心にして旧約時代と新約時代という二時代区分を採用は

した. けれども彼は， 新約時代の最後に， ヨアキ ムの聖霊の時代と全く符合す

る未来の 「第七の時代」を設定した， この来るべき時代には， 制度的教会は消

滅l.-， 霊的修道土が神の直接的観想にふける， というのである. かかるRa tz・

inger の主張に対して， Sop hronius Cla s en2" Ra ndolp h D aniel むが真向から反論

しその論争は未だ決着がついていない. この問題については， まずボナヴェ

ントゥラの歴史神学をもっとも体系的に示している CoIIa tiones in Hex aëm eron 

(�天地創造講話�)のテキストのうち， Op er a  omni a版4)と D elorm e版のの

いずれを重 視するかが重大な意義をもっ. 第二に彼が果たして未来の地上に新

時代を設定するヨアキ ムの考え を 受容 し， これを否定 す るアウグスティヌス

の歴史神学から離脱したか否かが問題となろう. 第三に， キ リストの御託身

(i nca rnati o )と人性に対する信仰のうちに生きたアシジのフヲンシスコの弟子

であるポナヴェシトゥラが， ヨアキ ムの極度に精神主義的な歴史の預言に接し

て， 如何なる態度を示したかが， 関われよう. 最後に， 彼が制度的教会の消滅

とか， 霊的観想的修道士の支配する世界というようなヨアキ ムの未来像を認め

えたか否かについても疑問が残る. 本論では， 主として第三及び最後の問題を



22 中世思想、研究29号

中心に検討してみたい. ただしこの第三と最後の問題は， 密接な関係にあるの

で， 一緒に論ずるのが 妥当で、あると思う. なお本論全体において， ヨアキ ム及

び ボナヴェントゥラのテキストの吟味が中心となるのは当然であるが， 十三世

紀後半における教会の一般情勢， 在俗聖職者と托鉢修道会の対立， フランシス

コ会内の諸事情など周囲の環境がこの問題に徴妙に反映していることも看過し

えないであろう.

I 

さて， J. Ratzingerによれば， ポナヴェントゥラは新興の托鉢修道会とくに

フラシシスコ会のパリ大学神学部教授ついで 総会長として， 在俗司祭との修道

理想をめぐる論争を戦わ す う ち， 1257年頃より次第に伝統的なアウグステ ィ

ヌスの歴史神学を離脱し， ヨアキ ム主義に接近するようになり， 特に彼の最晩

年の作 Co Ilationes in Hexaëm eronにおいて， ヨアキ ムの歴史神学を受け容れ

かつ独自の体系を 樹立した， というの で あ る. S. Clas enも また， ボナヴェン

トゥラの歴史神学の体系を 把握するために J.RatzingerがHexaëm eronを 引用

したことの正当性を認める. この書はLum inariaEcc l es iae (W教会の明り取り.!I).

Illum inationes Ecc l es iae (W教会の照明.!I)， D e  quinqu e vis ionihus ( W五つの洞

察.!I)， D e  s ep tem vis ionibus ( W七つの洞察.!I)などとも名付けられているもの

である. ボナヴェントゥラ は本書に先立ち， 1267年四旬節中 ( 3月6日から

4月17日まで)にパリ大学で Co Il ationes d e  dec em pr aec ep tis ( W十戒講話.!I)

を， また翌1268年四旬節中 (2 月25日から4月7日 まで)に同所で Coll ati-

ones de s ep tem donis Sp iritus Sanc ti ( W聖霊の七つの賜物議話.!I)を行ったのち，

1273年復活節中にやはりパリ大学でこの Co Il ationes in Hexaëm eronを講じた

のである. この三つの講話がし、ずれも当時のヨーロッパ最高の学問の府におい

て 行われたことは， その背後に彼の重大な危機意識があったと察知される. そ

れは直接にはア リストテレスの学説を中心とする極端な哲学中心主義がキ リス

ト教神学を 破壊する危険に対してであったろうが， 全体としてみれば当時の教
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会全体が教皇選出難航など多くの危機に直面してい た事実によるものであるの.

ボナヴ、ェントゥラは本書においてかかる一般的危機に対処すべき指針を効果的

に与えようとしたと思われるのである.

ボナヴェントゥラは 1273年4月9 日にHexa ëm eronの 講話を開始したが，

同年 5月28 日にはこれを中断した. この日にグレゴリ ウス十世が彼をアルパ

ノの枢機卿司教に任命し， この地位を受領するため， 彼を召喚したからである.

さらに 1274年 7月15日， 第二回リヨン公会議開催中におけるボナヴェントゥ

ラの早逝は， この講話の継続を V is io Nをもって打ち切らせることになった.

そのため後に計画されていた要約が， Addita m entum (補論)としてつけ加えら

れることになったのである. なおこれと同じ時期に， 即ち 1273年4月25日，

ポナヴェントゥラが『マルコ福音書説教』を行L、7〉， その 中でパリ大学におけ

る在俗司祭出身の教授たちと， 托鉢修道士たもの聞における緊張関係を示唆し

ていることにも注目すべきであろう.

Cla s enは， Ra tzinger に対する第ーの批判とし て， 彼 が Sermo (説教)と

Colla t io (講話)を同義にとっている点 を挙げている. 伎によれば， ボナグェ

ントゥラは故意に Sermo と対立 する意味で Col Ja t io とし、う言葉を用いたので

ある. 即ち Sermo は朝， 教会の中 で行われたに 反し， Colla t io は午後， 修院

または司教座の集会所(ca pitulum l， 食堂(r efector ium l， また は 講堂で行われ

たのである. Colla t io の組み立てかたも Sermo と異なった. Sermo において

は普通導入のための説教(P rot hema l が 行われるのであるが， Colla t io に はそ

れがなかった. また Sermo は素材が二つ或は三つまたはそれ 以上に分割され

ていたが， Colla t io は三分割するよう厳密に 定 められていた. 最後に Colla t io

はその見解の根拠として聖書および教父の引用を挙げることのみを必要とし，

Sermoの如く警喰的・前表的・道徳的に釈義する必要はなかったのである.

上述の如き Cla s enによる Colla t io と Sermo の 区別の指摘呂〉 は， Ra tz inger 

がその説教形式において古代教父以来の伝統から逸脱して自由な解釈を展開し，

ヨアキム的釈義に近づいたと見るに対し， その不当性をとがめたものである.
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即ちポナヴェシトゥラの Colla tio nes in Hexa !!m eron は当時の 大学内における

説教の一定式に則ったものであり， 特に伝統的聖書釈義の形式から離れたもの

とはし、し、難いと説くのである. 実際Hexa ëm eron のAdd巾m entum 9)に， 神学

部の教授， 学士， 他の兄弟たちおよそ 160人がこれを聴講したと記されている

点も参考に供すべきであろう.

なお特に Col la tiones in Hexa ëm eron については， 二種類の刊本があり， そ

のいずれを重 視するかが， 本文解釈の内容を 大きく左右する点に注目しなけれ

ばならない. 元来この講話は， ボナヴェントゥラが言葉で語ったのみで， 自筆

文書も またその写本も存在しなか っ た . そ れ は reporta ta (講話筆記録)が残

ったのみであった. ただしここに reporta tor (筆記者)が二人いた， というこ

とが問題を複雑にしたので、ある. 現在この二人の筆記録の写本が十種残存して

いる. いずれも十四世紀から十五世紀のものである. 1901年Op era omnia (全

集)版刊行の際， Qua racchiの校訂者たちは七種の写本 を参照したが， これら

はみな一人の筆記者に由来するものであった. これに対し， 1934年， F. D el or

m eは， 他の一人の筆記者に 由来する一 つの写本を同じく Qua racchi か ら校

訂刊行した. なお前述したAddita m entum は， この D elorm eが利用したシ エ

ナ市図書館の写本， 及びOp era omn ia版行者たちが参照しなかったもう一つ

の写本， 即ちミュンヘン 大学図書館に所蔵されているものにのみ付いていたも

のである1 0) このAddita m entum の 筆記者は， 自分が 講話の最中に覚え書き

をとってこれを整理し， ボナヴェントゥラ自身や他の人々にも見せ， さらに後

日内容に手を入れたが， アリストテレス引用箇所を正確にした以外に， 何一つ

変更しなかった， と述べている. し た がって D el orm e版の筆記者は， 自らそ

の信湿性を保証しているのであり， またこれを疑う理由は特に何もない. けれ

どもOp era om nia版刊行者たちは， シエナ市図書館とミュンヘン 大学図書館

の写本の本文は一切採用しなかったけれども， そのAddita m entnm のみは， 自

らの刊本の中に収録した これは， 本文とは異なる reporta ta の補論であると

はいえ， この講話全体が未完に終っている た め， その後の計画を明瞭にすべ
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きであると考えたからであろう. ただしこのために， O pe ra omnia版の採用し

た七種の写本には元来なかった信恵性の保証が形式上付加されることになり，

紛わしさを生じたのは事実である. したがって Cla se nは， 信湿性証明が本来

ついていた re porta ta に拠る De l orme 版の価値を強調しているのである.

一方Ra t zi nge r は， この二系統の異なった re porta ta を比較し た際， Ope ra 

omnia版の方を le c ti o di伍 ci li or (より難解な講義録)と呼び， より明瞭簡潔な

De lorme 版を後になって整理され， かっ聖霊派(Spi rit ua le s) やヨアキム派の嫌

疑ある箇所を正統派の見地からみて削除したものである山， と断定した. そし

て彼はOpe ra omnia版を優位においた史料繰作により， ポナヴェントゥラの

歴史神学を解釈したのである Cla se nはこれに対し， より難解であるとか， よ

り冗長であるとかL、うことは， その史料の古さや信j震性を証明する理由には必

ずしもならず， まして異端の嫌疑を招きそうな箇所を含んでいることが， 正し

く原型を示している証拠などとは到底いえない， と反論している. 即ちより難

解とかより冗長とか， 異端の疑いを招く恐れありと言われる箇所は， むしろ後

から付加された可能性 も ありうる ではない か， と 言 うのである山. さらに

Cla se nは， かように二つの異なった re port a ta が存在する場合， 両筆録の合致

点のみに拠って立論するのが， 歴史的方法の常道であるとし、う13) 例えば， 近

き将来において理性による神学は娼婦(me re tri x)として拒けられるであろう，

という表現はOpe ra omnia版のみにあって1ペ De lorme 版には見られないの

であるから， 採択すべきではない， と言うのである.

私はここに， Ope ra omni a 版と Del orme 版のい ず れのテ キストを採るべき

か， ないし重 視すべきかという問題に解答を与えることはできない. 西欧の学

者Tこち自身すらが決定的答えを出していない場合， 写本学に多くを依存するか

かる問題に対し決裁を下すことは慎し むべきであると考えるからである. けれ

ども両刊本の内容と， その二種類の異なるテ キストが成立した時代状況からみ

て， 次のように言えるのではなかろうか. 第ーに， Ope ra omnia 版と De lorme

版の二人の筆記者が同じくフランシスコ会土でありながら， その修道理想、をめ
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ぐって立場を異にしていた， ということである. Op er a  o rnni a版の筆記者はお

そらく聖霊派(Sp iritual es )に近い立場に属し， 従って清貧理想の厳守に重きを置

き， 反聖職秩序的傾向と反学問的傾きをもっ人であった. これに反し， D elo rrne 

版の筆記者は， 修院派(Conventual es )とはし、えないが， 比較的穏健な 清 貧 理

想をもち， 聖職秩序を尊重し， また学問と祈りの生活の調和を説く人であった.

二人の筆記者の各々の立場の推定は， ボナヴェントゥラの没後久しからずして，

フランシスコ会内部に上述の如き党派対立が生じてくる， とし、う歴史的状況と

合致するものである15)

また第二に言いうるのは， O p er a  o rnnia版の参照し た写本は七つであり，

Delor rne版の参照し た写本が一つで、あることは， いずれもその成立年代がほぼ

同じであるだけに， Op era o rnnia版に優位を与えるとみてよい点である. しか

し 他方， D elor rne版の採用した写本に付いているAddit arnentu rnは， 単に自ら

の信愚性を保証するのみならず， 未完に終った講話において予定されていた構

想まで記述している点で， ボナヴェントゥラ自身とこの筆記者の密接な関係を

示唆するものとみるべきであろう. 結局， 私としてはこの両刊本のいずれにも

偏せずに論を進める以外にない， と考えるものである.

E 

ついでボナヴェン トゥラが果たして未来の地上に新時代を設定するヨアキム

の考えを受容し， これを否定するアウグスティヌスの歴史神学から離脱したか

否かが問題となろう. ボナヴェントゥラはHexaërneronの中で， 歴史時代の種

々な時代区分を行っているが， そのうちでアウグスティヌスの六時代区分をそ

の ま ま採用しているものもある. 即ち歴史時代を Adarn_!_No e__Z__Abraharn_3_

D avid_4_tr a附

の終り)と六つに区分し， これに第六の時代と同時に進行する requi es anirna

rurn (死せる霊魂の安息)を付加するものである. もちろんここにおいては，

キリ ス ト生誕以後の未来における新しい時代設定はみられない叩. けれどもポ
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ナヴェン トゥラは， このアウグスティヌスによる 大枠を認めた後， キリスト降

誕の時点で歴史を旧約時代と新約時代に二分し， その各々に七つの時代をわり

ふっているのである. 即ち旧約時代は， Adam _1_Noe _2_Abr ah am _5_Moyse _4_ 

SamueLLE ze chias__6_Za ro babel_7_ Chri 山s の七時代， 新約時代は Chri 山S_l_

Clemens L乞 Si l ves ter 1_5_ Leo 1 ___1←Gregorius Magnus _J;一Hadrianus 1_6_ tempus 

<:).uie tis (平安の時代 )__1_finis m undi (世の終り)の七時代に細分化されるので

ある17) そしてかかる分類の根本原理についてポナヴェントゥラはいう. rこ

の諸時代は互いに接続しあい， かつそれらの中に多くの符合がある. そLてそ

れらは種子から発芽があり， 種子より 樹木が生じ， 樹木から種子が生ずる如く

である. しかし諸時代は互いに符合し合L、， 先ず一致の原理に従い， 新約時代

と旧約時代が字義と霊の符合によりわりふられているのである18)J . これ に 対

し， ヨアキムは Concor diaNovi ac Ve teris T est amen ti (�新旧約聖書の符合�)

において述べ る. rあなたは旧約が何を予兆しているかを知る時， それが示し

ていることに疑いない以上， もはや新約が何を予兆しているかを尋ね求める必

要はないであろう. それ故二つの示していることは一つのことを意味している

のである . 二つの聖書は一つの霊的英知なのである19)J. このヨアキムが明言

している旧・新約の時代的符合の原理は， 上述のポナヴェントゥラの主張とほ

ぼ等しいと言えるであろう. なお また既に触れた如くヨアキムは父と子と聖霊

の三時代区分のほか， 旧約 ・ 新約各々について七時代区分をも作製している

のである. 例えば Li ber Fi gur arum (�予兆的形象の書� )においてヨアキム

は， 旧約時代をAdam ，Abr ah am ， Ysaac， Jac o b_LGe deon _2_ S四lson_3_Abi a_4_

Qzias _5_Jo ach az __6_per s ec utio W su b Antiocho (アンティオクス・ エピファネス

による第七の迫害)土Joh annes Baptista， Chris tusに七分割し， とれに符合する

ものとして新約時代を Christus _L C alixtus 1_2_ Leo 1_3_Vitelli anus _LGregorius 

W_5_Apertio si gilli sex ti (第六の封印の開示)上Apertio si gil Ii sep timi (第七の

封印の開示)よ Sec undus adventu s Chris ti (キリストの再臨)に七分割Lている

のである20) 従ってボナヴェン トゥラとヨアキムの聞には， 時代設定の原理に



28 中世思想研究29号

おいてのみならず， その形式においても， 極めて強い類似が存在することを認

めねばならない. だがさらに重要なのは， ヨアキムの旧・新約各々七時代区分

において， 新約第七の時代は， 彼独自の三分法によるところの聖霊の時代と相

等しく， 未来に属するものであった. ところがボナヴzントゥラの新約第七の

時代も， 聖霊の時代とは呼ばれていないが， やはり未来の新時代に属するもの

であったのである. そしてこのもっとも重要な点において， ボナヴェントゥラ

は， アウグスティヌスの未来に新時代を設定しない伝統的歴史観から離れて，

ヨアキム的要素を受容したと言わねばならないのである. ただし私は， ボナヴ

ェントゥラがアウグスティヌス的歴史観とくに終末論から完全に分離したとは

言えないと考える. それは， 文字通り切迫した世の終りを待ち望むことと， そ

れと同時に現在眼前に進展しゅく地上の歴史のうちに新しい時代を展望するこ

とは， 充分両立しうる， と考えるからである. 世の終りの待望と新時代の展望

は， 観点を異にしつつも同ーの人の心中において同時に， 共に切迫観をもちつ

つ存在しうるはずである. R atzinge r及びHinr i ch Stoevesandtは， ûper a omni a 

版の筆記者が新約第七の時代を地上における未来として徹底して描いている

に反し， D elorme版の筆記者がそれを文字通りの世の終りと多少混同した記述

をしている， と非難している21) けれども文字通りの世の終りと， 地上におけ

る新時代の到来が質的に異なった次元にあるにせよ， 時間的切迫感において等

しく措かれている以上， D elorme版の記述が両者を明瞭に区別しなかったこと

は， 単純に概念の不徹底とか， 革新的性格の隠蔽とは解釈しえないであろう.

だがこのようにこつの販の表現に多少の相違はあるにせよ， ボナヴェントゥラ

がgアキム的要素を受容し， アウグスティヌスの 大枠の中で未来に新時代を設

定したとし、う事実は承認すべ きである.

E 

gアキムはConco rdiaにおいて， 父と子と聖霊の三区分に基く彼の歴史観の

大要を述べている. í世界の第一の時代はアダムと共に始まり， アプラハムよ
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り開花し， そしてキリ ストにおいて完成した. 第二の時代はオチアスと共に始

まり， ザカリア ス即ち洗者ヨハネの父より開花し， 現代において完成するであ

ろう. 第三の時代は聖ベネディクトより始 まり， この聖なる人から第二十二世

代目に果を結び始め， 世の終りに完成するはずである. 第一の時代には， そこ

において結婚した身分の者が栄えるが， 三位の神秘的位格においては， 御父に

帰せられるものである. 第二の世代には， そこにおいてはユダの族に属する司

祭身分が栄えるが， 御子に帰せられるものである22)J. この発言の中で聖ベネ

ディクトから第二十二世代目というのは1260年， 即ちヨアキムの在世時直後と

考えられる. この時代になると霊的修道者が支配する時代が始 まり， 教皇・ 司

教・司祭という制度的聖職秩序は消滅するというのである. この未来を担う霊

的修道士(ordo futr us)は， Expositio in Apoc al yp sim (W黙示録註解j])において

四人の天使によって象徴的に表わされているが， それは霊的教えを説く修道会

及び愛と観想にふける修道会の二種類から成るものである23) またConc o rdia

には， Iその古き位階を守ったため， ローマ教皇は老齢の故に凍結し始めるで

あろう24)J という預言がある. さらにC onc ordiaには， Iパンと肉の使用も，

ぶどう酒と水を飲むことも， 泊による聖別も永遠なるものではない. しかし，

それらによって象徴的に示されているものは永遠である. けだし物それ自体と

その使用は過ぎゆくが， それらによって示されているものは世の終りまで残る

であろう25)Jとし、う表現も見られる. これは未来の聖霊の時代における秘跡の

消滅を明瞭に告げたものである. このようなヨアキムの描写に見られる制度的

教会の消滅と， 霊的修道士が支配する未来の霊的世界に対し， ボナヴェントヮ

ラは如何なる態度をとったのであろうか.

R atzingerとMcGinn26)によれば， ボナヴェントゥラは， ヨアキムに倣って設

けた未来の新約第七の時代において， フランシスコ会が霊的修道会として支配

し， 聖職秩序をはじめ一切の教会制度が崩壊すると考えていたという. ボナグ

ェントゥラは， 自らは新約第六の時代の末にあり， 会祖アシ ジのフランシスコ

を未来の霊的修道土の前兆とみ， かつ現実のフランシスコ会はなお不完全な状
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態にはあるが， それを準備するものと考えていた， というのである.

一方， R. Da niel27)はこの説を否定し， その鍵となるテキストをHexal! mer on

の ü pera omnia 版 Colla ti o X)唖及び D el orme版 Visi o W Colla ti o mのうち

に見る. そこでポナヴェントゥラは 戦う教会の hi erarchi a を天使の hi erarchia

に対比している. or do c ontempla ntium (観想修道会)を論じつつ， ポナヴェン

トゥラは そ れ を， s叩 plica tor es (祈願す る人々)と sur sumacti vi (超絶する人

々)に分類する. 彼は第ーのものを Thr oni (座天使)に相当する一般の修道

会とし， 第二のものを Cher ubim (智天使)に相当するドミニコ 会とフランシ

スコ会とする. その際ボナヴェントゥラは， このこつの托鉢修道会をさらに区

別する. 即ち「一方 (ドミエコ会)は主として思弁を志向し， その故に P ra e

<l icator es (説教者)とし、う名を受けているのであるが， 第二義的に観想を志向

する. 他方 (フランシスコ会)は， 主として観想を志向し， 第二義的に思弁を

志向する. この愛または観想、が智天使から離れざらんことを. また彼 (ボナグ

ェントゥラ)は付言して， 聖フランシスコが語り欲したことは， 彼の兄弟たち

が教えるよりも前に実行に努めることであった， と言った. 多くを知り， 何も

体験的に味わわないことに何の価値あろうか鵠)J. さらに観想者の第三段階は

s ur sumacti vi である. ポナヴェントゥラは言う . r第三に超絶的， 即 ち悦惚的

または脱魂的しかたで神に専心する人々の位階がある29)J. D el orme版では，

「第三の観想者の位階は神へ向かつて超絶へと駆りたてられる人々に属する80)J 

と表現されている. さらにこのテキストの残りの部分は簡潔に， しかも決定的

な示唆を与える， と Da ni el は言うのであ る. r聖フランシスコはこの位階に

属していたと思われる. 彼は世の終りに現われたのである. けれども超絶には

困難がある. なぜ、なら霊の慰めなくしては全身を消耗し尽してしまうからであ

る. これらの位階の第ーは座天使に対応し， 第二は智天使に対応し， 第三は

S era phi m (股天使)に対応する. しかるにこの第三の位階に属する人々は殆ん

どイ スラエルに属する. 彼らは飛朔せずしてはエルサ レムを保持しえない. こ

の位階は， 先ずキリ ストが伎の僕らの中で受難し給わずして花開くことはない
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であろう31)J. Oper a  omni a版はより詳細である. [""これは誰か. この位階は蟻

天使である. フランシスコはこの位階に属していたと思われる. ……彼(ボナ

グェントゥラ )は言った. フランシスコは修道士となる前に脱魂状態とされ，

ある垣にもたれているのを見出だされた. ここ即ち超絶には最 大の困難がある.

なぜ、なら全身が力を失い， 聖霊のなんらかの慰めなくしては支えきれないであ

ろうからである. この人々において教会は完成されるであろう. けれどもこの

位階が未来のものであるか， すでに存在しているかは容易に知りえない. 第ー

の位階は座天使に， 第二の位階は智天使に， 第三の位階は蟻天使に対応する.

そして後者は エルサ レムに程近い人々であり， 飛期するに非ざれば花聞くこと

はないであろう. また彼(ボナヴェントゥラ)は言った. かの;暁天使の聖フラ

シシスコへの出現は， 開示されかつ刻印され， この位階が彼に適わしくあった

ことを示したが， これへの道が苦難を要することをも示したのである. そして

かの出現のうちに偉 大な秘儀があったのである82)J. このOper a omni a版 Col .

l atio X苅のテキストは. Ratzinger 及びMcGinn も利用し， これをもって未来

の霊的修道会となるべきフランシスコ会を， すでに現在において聖フランシス

コが先取した， という ボナヴェントゥラの解釈を明示する証拠としたものであ

る. ところがD aniel は， 同じテキストを用いつつ， 彼らと逆の結論を提示し

たのである. 彼によれば， このテキストが示すものは決してヨアキム主義では

なく， ポナヴェントヮ ラがすでに1259年作のItiner ar ium mentis in D eum ( W霊

魂の神への旅路�). 1261年作のLegendaMajor Sancti Fr anci s ci (W聖フランシ

スコ 大伝記�). 1269 年作のApolo gi a p auper um (W貧しき人々の弁護� )で 把握

してきたところのフランシスコ会的終末論との完全な合致を示すという. 例え

ばItiner ar ium は， 魂が感覚界から理性的段階を経て三位一体の認識に至る ま

で六つの段階を経て旅し， 最後に聖フランシスコの脱魂状態のうちに受けた聖

痕によるキ リストの 体との一致を描いている. こ れ は前述のHexaëmer on の

Col latio XXIlの内容と完全な一致を示しているではないか. そしてこの蟻天使

的体験の模範は.Legenda m ajor におけるボナヴェントすラ自身の記述を待つ
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までもなく， 終末における宗教的再生の証示と して， 聖フランシスコ在世時よ

り Jacob usV itr iacens is など会外の識者により認められてきたものではないか，

と D an iel は言うのである. た だ し D aniel も， 新・ 旧約各七時代の採用をヨ

アキムの影響と認め， 新約第七の時代の未来性をも， 終末の証人である聖フラ

ンシスコの存在がもっ切迫感を弱めない程度において認めている. だが彼は，

フランシスコ会が未来の霊的修道会になるとボナヴェントゥラが考えたことを

否定する. 彼によれば， ボナヴェントゥラが未来に霊的な個人が出現すると考

えたと しても， それは特定の修道会や団体では決 してないと言うのである. ま

た Stoevesandt は， ポナヴェントゥラが未来の時代を予言 したこと， 及び未来

の新しい聖書理解を予言 したこと， さらには未来の霊的人々の到来を説いたこ

とを認める. しか し彼によれば， この霊的人々とは， すでに出現 し始めている

かも不明であるし， 個人なのか多数者なのか暖昧であり， ま して一定の修道会

などを ボ ナ ヴェントゥラが予測 して い たことなどありえないというのであ

る33)

なお私もこのOper a omnia版 Collat io XXIIで， ポナヴェントゥラの歴史神

学の端的な特色が表われていると 考 える. それは 先ず， D elorme版で， mne c

flor eb it iste or do n is i  pr i us Chr ist us p at iat ur in s uis " (この位格は初めキリ ス

トが彼の僕らの中で受難 し給わず して花聞かないであろう)， という句である.

これは歴史の究極目標の達成がキリストの十字架上の犠牲によってのみ到達さ

れるのであって， 単なる観想や霊感によってえられるものではないことを示し

ているといえよう. そ してこれは， 救済現象と しての歴史の中心と根底が， キ

リストの御託身( incar natio)であるこ と を 示 してい るのである. また同じく

Oper a  omnia版 Collat io XXIIにみられるもte or do non flor ebi t， n is i  Chr ist u s 

app ar et et p at iat ur in cor por e  s uo m yst ico " (この位階はキリストが現われ，

その神秘的体において受難せず しては花聞かないであろう)とし寸表現はさら

に重要な意味を含むように思われる. この句の後には聖フランシスコの聖痕の

絞述が続くので， ボナヴェントゥラの心の中で会祖の身に生じた事柄とキリ ス



ポナヴェγトゥラの歴史神学におけるキリストの位置 33 

トの御受難が密接に 結びついていたのは当然である. け れどもこの c orp us

m yst ic um C hr ist iは， キリストの御体であり， また聖フランシ スコの聖痕をも

示唆するのみでなく， 当然キリ ストの神秘的体としての教会を指すのではなか

ろうか. これはOpera omnia版のHexa ëmeronに影を深く落しているヨアキ

ムの聖霊主義， 精神主義的な傾向と矛盾した解釈といわれるかもしれない. け

れども教会との深い内面的つながりを持つ 聖フランシ スコ像を措いたLe genda

m ajor の作者 ポナヴェントゥラの言葉の使用法として決して牽強附会とするこ

とはできないであろう. むしろここで一般に寵められている「教会J という含

蓄を排除する方が， 不自 然であると思われるのである.

なおRatzinger によれば， ボナヴzントゥラは新約第七の時代における hie 

ra rc hia の消滅を考えた， というが， これはヨアキ ムの影響とい う 前提からの

演縛であって， D elorme版はもちろん， Opera o mnia 版のどこにも見当たらな

い事柄である. むしろOpera om nia 版においては， 旧約の「第七の時代に神

殿の再建と国家の復興と平和の確立の如き事が成就したのを我々は知っている.

同様に未来の第七の時代には， 神への典礼の復興(rep ara t io div in i  c ult us)と

国家の再建があるであろう34)Jと述べられている. し か も D elorme版による

と， 新約第七の時代について次のような銭述がある. 即ち「最後の平和の時代

には， ローマ教会の建設と諸教会の増大があり， さらに復興がある. なぜなら

ローマ教会は迫害されれば， それだけ一層復興されるからである. 実際フ レデ

りク ス二世が教皇インノケンチウ ス四世に， w運命は教え， 星は示唆しd鳥ば予

言す. 我フ レデ リク ス世界の鉄槌たらん』 と書き送った時， 教皇は自ら書き

記したのである. 即ち『運命は黙し， 星は教えず鳥は予言せず. ペテロの頭失

せんとはお)J. この D elorme版におけるフ レデリク ス二世とインノケンチウ ス

四世の応酬の引用は， 制度的教会の恒久性を極度に強調したものであって， か

かる表現は確かにOpera omnia 版には見られないものである. しかし前に引

用したOper a o mnia版の repa r at io div ini cultus (神の典礼の復興)とし、う言

葉は， 教会法典などに聖務ないし秘跡などと関連して用いられることの多いも
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ので， それは制度的教会なくしては考えられない. 従ってこれを神秘的直接体

験の世界のみの復興を指すとL、う読み方は， むしろ甚だしく不自 然と言うべき

であろう. このように考えれば， 未来の新時代における制度的教会の確固たる

存続は， 単に D elorme版のみならず， Oper a  omnia版からも読みとれるので

あって， 両者の相違は原理上 ではなし 単に表現上の強弱に過ぎないのであ

る.

なおボナヴェントゥラの歴史神学におけるキリストの位置を考える際に逸し

てはならないのは， 十字架の表象である. H ex aëmero nのOper a omnia版にお

いて彼は言う. r円の中心が失 われた時， 互いに直角に交叉する二直線によっ

て以外に見出されえな\， ，36) J. また D elo rme版では次のように述べられている.

「中心が十字架により(per cr uc em)その中心点において如何に発見されるかは，

幾何学の例に徴して明らかである. それは『幾何学第一巻』におけるエウクリ

デスの教えに従って提示さるべきである. 即ちコンパスを廻して円を描け. 中

心点の位置に Cと記せ. ついでその中心点 Cを抹消せよ. かくして中心点を再

発見するためには， 円周上に相隔たった任意の二点を記せ. さらにその点から

点へ直線を引け . {直線とは点から点へ至るものである〉というかの定義に従

ってである. その直線をABとせよ. この直線ABの中心にDと記せ. そし

てDより垂直に円周上の相対時する二点に向かつて直線 CFを引け. これで

点Dにおけるこ直線の直角な交文が十字架を示すこと は明らかになるであろ

う37)J. このこつのテキストはいずれも キ リストが人と なり十字架上で受難さ

れたことは， 堕罪に陥った人間と世界が見失った神を再発見して r ep ar ati o (再

建 )ないし r ecr e ati o (再創造)に達する唯一の手段である由縁を示すもので

ある. ここでもOper a o mnia版と D elorme版は， 表現の強弱の差こそあれ，

人となり肉身を帯びたキリストとその十字架の救済史上の意義を力説する原理

において何の変りもない. いずれにせよボナヴェントゥラにとってキリストが

救済史の中心であり， かつ内的骨格であり， かつ全体的発展の基準である点の

表示がここにあると言うべきであろう.
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結

上述より一応次のように結論しうる. 第一にポナヴェントゥラの歴史神学の

もっとも重要な史料， Co Ilati ones i n  Hexaëmeronの二つの版については， いず

れに重きを置くべきかは一概に断定しえない. したがって両テキストの綿密な

対照に基き， またポナヴェントヮラの他の著作の内容と照合しつつ断ずべきで

あると考える. 第二にポナヴェントゥラがヨアキムの歴史神学を受容し， アウ

グスティヌスの歴史神学を弛棄したと単純に言い切ることはできない. むしろ

彼は， ヨアキムの未来に新時代を設定する立場を， アウグスティヌ スの伝統的

体系の中に受容し統合したと言うべきである. それは真の意味での世の終りの

待望と， 新しい時代が接近しつつあるとL、う展望を同時にもつことであった，

といえるであろう. 第三にポナヴェントゥラは， 未来の新時代への移行を単純

に聖霊のみに重きを置く霊的・観想的生活の高 まりのうちに見ず， アシジの聖

フランシスコの模範に証示される， 人となったキリ ストの十字架の御受難に対

する参与をも重 視しているのである. そして最後に， 未来の新時代にあっても，

キ リストの体たる教会の制度や秘跡の刷新こそあれ， その消滅を説くことなど，

ボナヴェントゥラにとってはおよそありえなかったので、ある. したがってョア

キムの所論の中に含 まれるところのかかる傾向は彼にとって厳しく排除さるべ

きであったと言えるであろう.
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