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此の考究は聯関する三つの[:jが]を追求するものである。

百Îjに私は「二種のイデア諭!と「 キリスト教哲学に於けるイデア論」と

を発表した。 此の一.つのノj、;命について言うと， 視野を欧洲哲学に局限して

考察するに， 古代ギリシァの哲学者達のイデア論と近世欧洲の哲学者達の

「アイディアj今(i dea， etc.)に就いての学説との聯関が早くから私には

不明なI，�，を持っていた。 故に之を布、は誰によりも先きに私自身に明白なら

しめようとした。 之によりて気�5いた事， それは此の二者の聞に キリスト

教哲学のイヂア論が介花している事であった。 そ こで私は此のイデア論の

究明にとりかかり， 台代ギリシァ哲学者達のイデア論を一種の而して独立

のイデア論となし， 他方に於てキリスト教哲学の， 殊に中世f:の哲学者達及

び神学者達のイデア論をまた一種の而して独立なるイデア論とした。 故に

二種のイデブ論と夜、は言わざるをえなくなったのである。 そ こで私はそれ

までの私には殆んど全く知られていなかった所の中世の哲学者達及び神学
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者達のイデ、ア論を失11るが為に， A u reli us A u g usti n us とT homasA qui nas 

とのイデア論を考察し， その眼で「二種のイデア論Jを書いた。 それから

直ちに気づいた事， それはトーマスと併立している Bonaventu ra の イデ

ア論が， 若し有るのならば， 考察せられて， r二種の イデア論」 の不備が

幾分にても捕われなければならぬとし、う事であった。 今絃でそれをしよう

とするのである。 勿論Bo naventura の イデア論を考ー察するのみで， 此の

不備が残り無く補完せられると私は考えているのではない。

次に， 二種のイデア論の一方は古代ギリシァ人達の意味に於ての「自然j

即ち「 卜・オンJ C存在〉の世-界内での言説( 1o go s， sermo )であり， 他方

は， 範囲を局限して言えば， 中世の キリスト者達の意味に於ての「超自然

者」即ち「ホ ・オーンJC存在〕の世界内での言説である。 然るに此の「ト・

オン」も「ホ ・オーン」も共に私には欧州lの古代及び中世の哲学を考究す

る事によりて斯様なものが考えられていると知られたので、ある。 しかも此

の二つは欧洲哲学の最も根本的な問題であるから， 此の哲学を， 一方に於

て， 充分に知るが為には此の二つの「存在lを知らなければならぬ。 知る

が為には知らるべきものと良く交わらなければならず， またその交わりを

通じて， 其の知らるべきものと其れより以外のものとの比較がなされなけ

ればならぬ。 此の比較の為に私は印度哲学のうちからウパニシャドの「サ

ト」と仏教の「ナ ・サダサト」 とを比較の他方の項として見出した。 Iサ

トJ C sat)はto o n， quo d estとも， ho ô n， qui estとも， ま7こ hを o usa，

quae estとも言表わされるものである。 Iナ ・サダサト」という根本思想

は此の「サト」の厳しい批判から生じたるもの， 市して文字通りには「 非

有 非無有J nec qu吋 est nec quo d no n estを意味する。 此の四つは四つの

哲学の， それぞれの， 根本概念であると同時に根本問題であるから， その

限りに於て当然に解決を要求している。 しかし今ままでは 「サト」と 「ナ ・

サダサト」とは直接当面の問題ではない。 というのは， 先ず「ト・オン」

と 「ホ ・オーン」 との問題が少くとも必要な限にて解決せられなければな
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らぬから。 しかもなお今ままでは「 卜 ・オン」 を予想しておいて， rホ ・オ

{ンjが考究せられなければならぬ。 しかもその「ホ ・オーン」に就いて

の諸問題のうちで， r イデ‘ア諭」“De Ide is "が， しかもBonaventu ra のそ

れが考究せられなければならぬ。 故にその限に於ての私の第二の目的は彼

のイデア論を考究することによりて 「ホ ・オーン」のと 「ト ・オン」のと

のこつの哲学という私の欧洲哲学の捉え方の吟味に存することとなる。 勿

論， 今ままでの此の考究がその吟味のすべてであるのではなくて， それの僅

少な一部分たるに止まるものである。

とにかく， 以kによりて初めに言われた二つの目的の聯閣は明らかであ

ろう。 というのは「二種の イテ‘ア論」の不備が私を Bonaventu ra の イデ

ア論の考察へ導びき， 市して此の考察は「ホ ・オーン」に就いての諸問題

の一つの考察であり， 而して此の「ホ ・オ{ン」は「ト ・オン」から区別

せられなければならぬものであろうから。 換言すれば， ホ ・オーンの神学

及び哲学の イデア論はト ・オンの神学及び哲学のそれを， ホ ・オーンの見

地から徹底的に解釈して， ホ ・オーγのものとしたのマあったという見方

が貫かれうるか否かの点を吟味するのである。

I イデア論の体系的位置

Brev ilo qu ium に於てBona .は「聖書が神学と呼ばれるj と言い， 此の
(2) 

「神学は神に就いて， 即ち究極の始元についての言説 sermoであってJ，

七つの部分を持っとする。 その七部の第1 は神の単三性に， 第 2は宇宙と

いう被造物に， 第3 は罪という破滅させるものに， 第4 は言葉の受肉に，

第5は聖霊の恵、みに， 第6はサクラメンタという医薬に， 而して第7 は最

後の審判という終局に関する。 是:等のうち第1 部は 9 章を持つ。 第1 章は

土の七部の総説であり， 第 2章はペルソーナ イの単三性と実有 essenti aの

単一性とに， 第8 章は健全なる盟解による是れが信仰に， 第4 章は普遍的
(3) (4) 

言表 による是れが信仰に， 第5�:は顕現の多様性に於ける神の自然の単一
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性に， �� 6章は帰属の多様性に於ける神の自然の単一性に， 第7章は神の

全能に， 市8章は神の科禁s apien t iaと予定pr aed es t in at io と予知 pr ae

scien t iaとに， 第 9章は神の意志、と予見 provid en t ia(摂理〉とに関する。

而して イデアに就いては第 8章にて， 殊に神の智慧に就いて論ずる時に吉

われる。 かくて第 1部は終りて， 被造物に閲する第 2部が続く。

故に最も直接にイ デアに就いて論じられる筒所は此の Br evil oq u ium と

いう綱要芹によりて言えば， 甚だ僅少な部分を全体の内で占めているに過

ぎず， 村Iの単主性と単一性とについての， 言わば， 神の本質に就いての考

究の終の部分に神の能力と意志との聞にて論じられ， 実有たる神の考究か

ら， 次いでその神が先ず創造者として， 続いて救済者として活動する事の

考究への移り行きを成しているもの， 市して内容から見れば， 此の イデア

は此の活町の重要な諸条件のーっとなされているのである。

上とほぼ同ーの事が彼の主著コメンタリアからも何られる。 Petrus L o

m bardus のSen t en t iae第 1巻は「単三Vl:の神胞に出tいてJ， 'G1'� 2巻は「体

的及び霊的なるものどもの創jE及び形成と， 之に聯関する他の多くの事ど

もに就いてJ， 第 3巻は「言葉の受肉に就いてJ， 而して第4巻は， ミーニ

ュ版では表題を持っていないが， サクラメンタと最後の審判とを内容とし

ている。 コメンタリアは， その名称の通りに， 此の書の注釈であるから，

諸巻はとのIIIn序に従っている。 第 1巻は 「神の単一性と単三性とに 就 い

てJ， m2巻はSen t t .とほぼ同ーの表題を持ち， 第 3巻は「受肉と人顎の

同復J， 而して7J� 4巻は「サクラメンタとノヴィシマとに就いて]である。

故に此のコメンタリア 4巻と Br evil . の7部分との対応は明かである。

Br evil. の部分をアラピア数字で， コメンタリアの巻をロ ーマ数字で、書表

わすとすれば， 1 =J， 2， 3=ß， 4， 5=ill， 6，7=IVと対応している。

イデア��::.�の位置をComm . 4巻のうちに求めるに， それは第 1巻の全48

区分のうれで{三分第 35から%.l'�41に至る7灰分のうちに位置する。 区分第42

以下は付lの能力と意志とを， 而して灰分% 1 から��34は神の単-1生と単三
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i:'tとを考究するもの。 区分dis t in ctioは第 1巻が48， 江主2 ;きが44， t+� 3巻

カユ40， j訂して2.i'q巻が50であるから， *jtl�'ト 182である。 Hx:�こ山接にイ デア

諭を合む箇所は僅少である。 182区分のうらの7 区分を占めるに止まるか

ら。 しかも段位院にイ デアがJ5-察せられるのは区分第35と第36とに於てで

ある。 というのは， 13on .は区分第35に於てDeldeis とI--iうが， A l exan

drus Ha l ens is とTh omasAq ui nas とは区分第36に於てイ デアをテーマと

するから。 此のイデア諭のi立山を!.i"1 1巻の内で考えるに， 上述から明かな

ì.m ':J， :lrHJJの341X.分を以て神の本質が考察せられたるにあい、て， 7 区分を

以て神の知識が考究せられ， 此の|付にイデア論が位置し， 巾ーして残りの7

区分を以て神の能力(42-44)と;亡く，0(45 -48)とがザ冗せられる。 故に

神の知識と能力とな志との考15は台せて一体のものであって， J\_;きに1'111の

本質についてJSZきしたるに続いて， 此処ではその本質を持つriの1'1.:)日をそ

れ自体として考察するのである。 或は之を!五千[たる神のれJìlの能力態(此

の仮りの言表が誤解せられではならぬ〉のつ考察と古う事ができるであろう。

第2巻以ドは此の神の作用の;M'JJ態を与察するのである。 Jii)(:にイ デアてう;の

考察の);il分はU�2巻以下への作り行きの部分である。 [J']砕から又はえ主義か

ら見れば， イデアである所のi'qlの知識は， 能力及び立志と共に， f.1IJ.;立と救

済との活動の十1{本条件在成している。

}二の通りであるから， Br evi l .からするも， Comm .からするもイ デア論

がB on .のtlll'刊本系に於ける{伝tì1ì:は同一である。 それは-ftI1の長11"がこ就いて

の内で珍究せられるのである。 しかし， Mれが11;):に独特のJ)�fi<なので、あろ

うか。 そうではない。 トーマスに於てもA l ex.に於てもイデプ諭が各々の

神学体系に於て占めている位はは�Ij_.-である。Sen t t . の当該白JîJrにはイデ

アの文字は白接には見出されないが， Lの三人の注釈によりて， また二人

のS.Th . によりて45-えても， イデ‘アl:itは此処にfi'Eí百すべきである， という

のは神は偶然や必然によりて活動するのではなくて， 知;設によりて活動す

るのであるから。



6 

而して此の イデア論の体系的位i註の樹立は第13世紀の Se nt t . の注釈と
(8) 

SJh .とに基づくと見られえよう， 若し M. Gra bma nn を参照するな ら

ば。 また此の位置づけに至るまでには多くの人々によりて多大の苦心が用

いられた事と推定できる， というのは， 是宅の人々の イデア論の源泉たる

A u g us t inus の “De I de is " は独立の小論文であるのみならず， 神学体系に

於ける イテ、lJ命の位置を明示していないから， ま た そ れ はD.C.D.やDe

Vera Rel ig io ne などからしでも不明であるから。

自 彼のイデア論そのものに就いて

今訟での彩、は位のイデア論に就いての私のMからの諸Ij1]組のすべてを述

べようとするのではない， 彼の イデア論の内容を残す所なく詳細に述べる

事によりて。 私が欲するのは (1)彼のイデプ品が何であるか， その特質は

{可処に在るか，(2)而して{皮はf皮の イデア論によりて如何に イデア論のH佳有‘

一神論的解釈を打徹しているか， の点を何よりも先ず私自身に明かにして，

而して， 批刊をfJつ事である。

(1) ホ ・オーンの イデ、ア論

彼のイデア論が何であるか， というのは或は奇妙な111]であるかも知れな

いが， 之によりて私は彼が彼の イデア論を逝じてMを究極に於てI財かにし

ようとしているかと問うのである。

上に於て述べた如く， イデア諭は彼に於ても神の知識に|対する考究のう

ちに位置している。 然るに此の考究はSe nt t. のテグストと注釈とによりて

言えば， s cie nt ia 知識と praes cie nt ia 予知と pro v ide nt ia 予5，1.と dispo s it io配
(9) 

置と prae de 5t ina t io 予定とに関する。 而して予知又は 予見はI有るであろ

う所のものどもJ fu t u ra にのみ， しかしまた， 善きもの及び悪しきものと

いう意味でのすべてのものに関する。 配置は作られるものどもに， 予定は

救済せらるべき及び善き人々に， 予52は統治せらるべきものど も に 関 す

る。 而して知慧又は知識は総べてに関する即ち善きもの・悪しきもの・現在
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のもの・過去のもの・未来のもの， また時間的なる過ぎ行くものにのみな

らず， 永遠なるものにも関する。 是れによりて神の知識の含む諸問題は可

なり明白であるが， しかしなお是等に就いて区別を立てる必要がある， と

いうのは斯く多くの知識の内容が挙げられているが， 是等の諸内容のうら

には区別があり， 従って是等は笠理せられうると見えるから。 Bon. は区

分第35を先ず「それ自体としての神の知識一般に就いてJ De Scien t ia De i 
(10) 

in genera l i  se cundum se と言う。 是れは我々に善き手懸りを差tl�して呉れ

ているのである。 即ち神の知識は「自体に於て」と有るであろう所のもの

などとの「関係に於て」との見地から区別整理せられるが良いであろう。

Ale x. Hal .はSTh. に於て「絶対的に観られたる神の知識に就いてJ De 

Scien t ia d ivina a bsol u te  spe cta ta と「関係的に観られたる神の知識に就い

てJ De Scien t ia De i rela te  specta ta との民分を「神の知識に就いて」の

内で立てている。 Bon. は之を)!�認したる上にて論じているのであろう。

然りとすれば， 彼が区分第35を「白休に於ける神の知識一般に就いて」と

す所には「関係|切に観られたる]から区別せられたる「絶対に観られたる」

の意味が含まれているのである、 また実際に此の「それ自体に於ける」と

「関係に於て」との区別整理のは地を胸中に持っておれば， 彼の此の箇所

の注釈はより良く理解できるのである。

市して此の整理は神の知識が「時間的なものJ temporal iaと「永遠なる

ものJ ae t巴ma とに聞す事と深く関係して来る， というのは「関係に於て!

とは未来のもの・現在のもの・過去のもの， 要するに時間的なるものとの

関係に於てであり， 1"白体に於てI文は「絶対的に観られたる」 とは 「永

遠なるもの」に関するのであるから。 即 ち「神は彼の自己白身佐知lらずし

て，時間的なるものを知っているのではなくて， 唯だ彼のみが�I己自身を

完全に知っているのであり， 此の神の自己認識の知識と比較すれば， 被造

物が持っすべての知識は不完全である」から， 1"永遠なるものj とは何よ

りも第一に神自身であらねばならぬ。 故に神の知識は神の自己認識の知識
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と之に基づける而して他のものどもに関する知識とに区分整理せられる事

と成る。

而して此の神の自己認識の知識が「自体に於ける」知識であり， r絶対

的に観られたる」知識である。 故に当然に此の神の自己認識の知識が基本

の又は基礎の知識と言われなければならぬ。 而して此の知識が正に “De 

Ide i s" (イデアに就いて〉として考究せられているのである。 而して之に

区分第35と第36とが当てられているのである。 而して区分第37-第39は是

れに聯関する問題を解決しようとするもの。

然らば， 斯くの如く諸のイデアとして自己によりて自己を認識したる神

は何か。 それは創造以前の自体に於ける神と創造者としての・また救済者

としての紳である， 勿論， 同ーの而して唯 一の神ではあるが。

自体に於ける神とは， Brev il. によれば， 究極の原理， 即ち単三にして

単一なる神である。 彼は此の究極の原理という表現を用いているが， それ

は何であるか。 彼は， 勿論此の究極の原理たる神を「実体J su bstan t ia と

も「実有J e ssen t ia とも言う。 しかしそれは何であるか。 斯く問う私を彼

は充分には満足させて呉れない。 彼の師Ale x. Hal. は『グロ ッサ」の初

めに於て， 私の聞に， それは “ ego sum q u i sum" であると答えて呉れる 。

而して彼は是れは「実有の単一性を持っている単三性」であると百い， 市

して此の単三性が此処では「自体に於て即ち絶対的に」と「理性を持つ被

造物に関係する限に於て」とのこ様に論じられていると言う。 ま た 彼 は

STh. の総序に於て

「 キリスト者の信仰の学discipl ina のすべては二つの点に関するc 建

立者の信仰及び知解と救済者の信仰及び知解とに。」

と言い， その根拠として『イサヤスJ 43 .10-11を引用する。 日く

「汝等信仰し知解せよ， 我こそはあるのである。 我よりがJに神は作ら

れなかった， 我より後にも作られぬであろう。 我はある， 我は主であ

る， 而して我を除きて救済者はあらぬであろう。」
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と。 而して「建立者一|の信仰は建立者の実体の認識と建立者の活動 o pus 

の認識とに在るとし， 建立者の実体の認識は神の単一性と是れの至福なる

単三性の認識に在り， 建立者の活動の認識はすべての物の創造即ち形成の

認識に在りとし， 而してその根拠として前引の イサヤスの

「汝達知解せよ， 我はあるものである」

を再び用い， また出竣記8 ・14を引用する， 日く

「我は有りて在る者なり。」

而して イサヤスの

「我の前に神は作られなかった。」

は正に今 イサヤスを通じて啓示する神こそが万物の創造の原出であるとの

意味であるとする。 畝;に赴れによりて瓦えば， 、私が「自体に於ける神」と

して求めているのは「我有り」 の神， 叩ら， 1"我は有りて在る所の者」 た

る神， 叩ちho ôn， q u i es tなのである。

Bon. が Co mm . の総序に於て「諸の流の深き処を探りて， 隠れたるも

のどもを光の中へ引出だせりJ (ヨブ， 28， 11)を根拠として論ずるのは，

恐らく， 反復を避けると同時に愛智ph ilosoph ia を包超えている神学の�tr.
(6) 

場を彼なりに強く打出す為であったので、あろう。

若し上の通りであるとすれば， イデア論は「自体に於ける神」の自己認

識という知識の基礎の部分であり， のみならず， 此の神が「建立者」及び

救済者たる限に於て是れはまた1"I IkJ係に於ける」知識の基礎でもある。 故

に要するに， Bo n. のイデアn命は， それの遠い源泉がプラトーン等に有る

とすれば， その起源を他処に持つ イデア論の唯有一神論的解釈の， 幾代に

わたりて積み重ねられたる結果を， Ale x. Ha l. の後を承け， トーマスの

イ デア論と並びて書表わしているものである。 換言すれば， それはホ ・オ

ーンの見地からの， 而してホ ・オーンに就いての イデア論なのである。

しかしBon.の イデア揃は神のL'l己認識を臼明の こととしているのみで，

強調していないから， 之をトーマスのと比較すれば， アウグスチンの「神の
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知性の内にイデアイがある」との言葉が我々に引き起す所の， 如何にの聞

の解決には力が弱い。 しかし， 神が， また神で、ある所のイデアイが「範型J

ex emplar である事を Bon. が強く説いているのは創造者としての， のみ

ならずまた救済者としての神の活動を明白とならしめる目的からは大いな

る功績と言わざるをえないであろう。 また彼が「神たるイデアイJ ideae， 
(7) 

i. e. formae rerum aet emae q ua巴 sun tDeus と言っているのは， 多くのキ

リスト教の神学者及び哲学者の言わんとして言いえなかった所のものを言

表わし， 以て神とイデアとの関係を極めて明白にしているものとして注目

せられなければならぬ。

(2) イデアの範囲の問題

次に区分沼36が含む諸問題をBon .は「如íPfなる仕方で物は神のII�に有る

か」と総括している。 此処にはイデアを持つ物の範囲の問題或はイデア論

の唯有一神命的解釈の徹底の問題が含まれているので， ト・オンとホ ・オ

ーンとを厳格に区別しようとする私は之に特別の関心を覚える。

区分第36の第3 節の問題第1 は「悪しきものどもが神の内に有るか」と

問う。 その答に日く「悪しき物どもを神は認識するが， しかし悪しき物ど

もは神の内には有りもせず， また神の内にイデアを持ちもしない， しかし

善き物どものイデアによりて認識せられる， というのは悪しき物どもは善

きものどもの欠如であるから」と。

同じ節の問題第 2は「不完全なる物どもが神の内に有るか」である。 そ

の答は「不完全なる物どもは神の内に有る， しかしそれは不完全性の理由

ra t io によりてではない， というのは不完全性は欠如を意味するから。 不

完全なる物どもが神の内に有るのは不完全性の下に有る(包摂せられてい

る〉所の物の理由によりてである」というにある。 此の編輯者の言表は理

解しにくい。 Bon. の意味するものは次の通りである。 「不完全なる物ども

が神の内に有るかと問われるH与には， その意味は二様に取らオしうる， 或は

下に有る sub est 所のものの理由によりてか或は不完全性の理由によりて
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か。 若し不完全性の理由によりてとの意味であれば， 不完全は欠如であり，

欠如は有るもの ensをも神による何物かをも， 類似せしめられうるものを

も意味しないが故に， 此の場合には不完全性は イデアを持たない。 之に対

して下に有る所の物の理由によりての意味であれば， 例えば， 質料は不完

全な物と言われ市して質料は或る実有 essent iaを意味しているが如くに，

此の場合には不完全性は イデアを持っている， しかし不完全なる イデアを

ではなくて完全なる イテ、アを， というのは生きていない物どもの イデ、アは

生きているのであり， 体的なる物どもの イデアは霊的なのであるが如くに，

時間的なる物どもの イデアは永遠なので、あり， 不完全なる物どもの イデア

は完全なのであるから」。 市して彼は此処で不完全なる物どもによりて(1)
(21) 

質料，(2)受働，(3)種々性，( 4)合成体を意味しているものの如くである。 是

等の 4つもそれを指示しているが，スコリオンによれば， 此の不完全なるも

のどもの イテアの問題は主として第一質料の イデアに関しているのである。

故にBo n .は第一質料の イデアはあり， 第一質料も亦その イデアの故に神

の内にあるとするのである。

此の場合に何故にBo n. は「第一口斗J mat eria prima の表現を， また

「質料の イデアJ idea mat eriaeの表現を直接に用いないのであろうか，

彼の師Alex.H al. も彼の友Tho masAq ui nas も是等の表現を用いてい

るのに。 それは反復を避ける為であったのか或は愛知(哲学〉に対して神

学の立場を強く打出す為であったのか。 此の点に関して私は彼が神に関し

て “Ego sum q ui sum" と， “q ui es t" を， Hflちホ ・オーンを直接に明言し

ない点についてと同性質の問を持つ。

しかし彼が第一質料の イデアを肯定しており， 而して神は此の イデアに

よりて虚無から之を作出したとしている事は上の考察からして明かである。

然るに此の事を彼は第一質料などの表現を用いる事なくして言表わしてい

る。 又は，Jif:わすに努めているまIが知られるのである。

(a) Brevi loq ui um によれば， 1"此の宇宙の機構の総体は， 有る esseのう
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ちへ， 11与1U111^'Jに e xt em pore 而して虚無から de ni h i lo . ��ーなる・単独な

る而して:lti，'，":j怠る・一つの原.l'Jll pr incipium によりて， 現わし入れられた

のである。 …・・・時間的にと言われる事によりて永遠なる字宙を主張する人

々の誤謬が除去せられる。 虚無からと言われる事によりて質料原理に関し

て其の永遠性を主張する人々の誤謬が除去せられる。 一つの原理によりて

と言われる事によりて原理の多数性を主張するマニの徒の誤謬が除去せら

れる。 単独にして最高なると言われる事によりて7 神はより低き被造物を

諸の知性の奉仕によりて造出したと主張する人々の誤謬が除去せられる。

…」。 此の箇所は考察を質料へ限るならば， 質料の イデアとか第一質料

とかの表現を用いずして， 質料の イデアの千jる事と第一質料の被造性とを

肯定しているのである。 また神Deus の友引を成るべく用いずして， I第

一なる ・単独なる而して最高なる・一つの臥迎」即ち原理 pr incipium と

いう表現を代りに用いているのである。

(b) これと同ーの事が彼のCo mm. nの区分第1の第1部の第1及第2

節に於て見IIJされる。此の第1節によれば，貞理は次の事にある，日H‘ら「宇

宙は有 esse の内へ現わし入れられたのであり， しかもその総体に関し て
(2il 

のみならず， またそれの内なる諸原理に関しても， というのは是等は他の

ものどもからではなくて虚無から(有るへ〉現わし入れられたのであるか

ら」。 第1の誤謬は， それ故に， 宇宙が神によりて( aDeo )而して彼の実

有から( d 凶作られたとする人々の主張。 第2はアナクサゴラスのである。

彼によれば， 字宙は 予め存在していた諸原理から， 即ら質半:1と形相とから

作られたのであり， しかも諸形相は質料のIj�に隠れていたのを， 後に知性

が区別したのである。 第3 はプラトーニ キのである。 彼等によれば， 宇宙

は 予め存在していた諸原理から， 即ち質料と形相とから作られたのであっ

た。 彼等は質料それそのものを， また分離したる諸形相を肯定し， 而して

最[11)の製作醤によりて後に時間的に両者が結合せられたとする。 第4 はぺ

リパテーティ キのもの。 此の人々の先導はアリストテレースで あ る。 彼
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は， 宇宙は作られたとする場fTには， 真理に近づいているが， また他方で

は字宙を永遠で、あるとする。

次に， 原理の単一性を考究する第 2節に於てBo n . は言う， 原理の多数

性の問はさ様の一意味を持つ， (1)諸原理があり， その各々が音寺きものである

か。 これは第1巻に於て解決せらるべきもの。(2)一方は故而に者きもので

あり， 他方は最低に悪しきものであるという立味に於て， )};UJi!は多数であ

るか。 これは後に(収分第34 )に諭ぜらるべきもの。(3)一方は不壊にして

霊的なる原理であり， 他方は，，]"壊にして可見なる原理であるという，立味に

於て原理は多数であるか。 これは今弦で解決せらるべきもの， 今ままでの問

題は物どもが有る esse へ出現する事が�:日われているのであるから。 然ら

ば， その解決はと問うに， それは原理の単一性を主張して， その多数性を

否定するに在る。 原町を二とする事は敬愛pie tas をよそうが放に最悪の

誤謬である。 物どもの第 ー原町が三であるとする所の誤謬は (alこれが肯

定せられるならば， 総べての物の秩序が破壊せられるが位令に， (b)神の能力

が， 体的なるものを作11\さない事からして， 局限せられるが1'60こ， (c)また

神の力が唯だ光の領域の!大]にのみある事からして， 限界せられるが放に，

排撃せられるのである。

l二がBo n . の主張である。 故に之を， 古代ギリシァ哲学との関係に於て

吉えば，71料原理の独立vt:の徹底(1'-]再定によりて， 形相原珂の単独性を主

張する事である。 而してその]:fjJrDは宇宙の秩序の破壊と神の能力の局限即

ち限界を嫌うとに有.る。 要するに“ unum pr incipiu m  pr imum， so lum e t su

mmum" の徹底である。 これはホ ・オーンの原理の徹底である。 イデア論

との関係に於て言えば， 是れの唯有一神論的解釈の仮諾する所無き貫徹で

ある。 換言すれば， 形相悶と能作因と目的困と質料悶とが区別 せ ら れ る

が， 是等のことごとくを， イデア論によりて， 創造因のーへ吸収しつくす

ことである。 而して是れが為には質料原理の独立'1#:の否定と形相原理への

走れが吸収とのみが残された泡であったので、ある。 而して此のi立が斯くの



14 

如くに歩まれる事によりて， キリスト教の神学と哲学とは， 一応はたしか

に， 一元論と成るが， しかし[虚無から!と「神」とが問題になるから，

問題が果して解決せられているのであろうか。 此の間に肯定的に答えるに

は型霊の体験が必要である。

IV 彼のイデア論の源泉

彼の イデア論の源泉がアウグスチンの “De Id eis" である事は区分第35 ，

単節の問題第1 r神の内に イデアイが有るとなさるべきか」 の胃頭にてア

ウグスチンの「八十三問題集1の第46 1tl] Dc Id eis から「イデア イは永遠

にして不変なる形相であって， 神の知性のI付に含まれているjを引用して

彼自身の考究と羊会張との基礎としている事カミら明白である。 しかし斯くの

如くイデア"命の法礎としてアウグスチンの“DeId eis" を用いる事はAl ex.
(25) 

Ha1.やトーマスをも見ておいて， グラープマンに就けば， 此の“DeId eis" 

がポナウェントゥーラの イデア論のみの基礎でない事が良く知らる。 勿論，

ヅロクロスの著作と関係が深い所の而して抗5 世紀末叉は第6 111:紀初の)JX:

立と推定せられる所のプセウド ・ディオニコシオスの著作がヨハネース・

エリ1ーゲト等によりてラテン訴に訳されてからは， 殊に “De Di v inis 

N omini bus" もまた イデア論の基礎として用いられている。 しかしB on .に

とりてはアウグスチンが何よりも第一の典拠であった事は争わ れ な い。

Petrus Lom bardus の Sen tt . の区分第35 乃壬第41にわたる “DeScien t ia 

Dei "  の部分がイデア論を土台として論じムれているのは確かにアウグス

チンの イデア論の受容と発展とであるのみならず， また一群の新しき諸問

題の提同である。

此処に於て問題となるのはアウグスチンの イデア論そのものである。 と

いうのは Alex. Ha1. やB on . やThomas 需のそれはアウグスチンのぞれ

の受容発展であるから。 而して問題の焦点はアウグスチンがプヲトーンの

イデア論を'乏存し肝釈したる際の解釈の仕方と成る。 n�ち Deld eis に於



ポナずェントヮーラのイデア論 15 

ても， D.CD.第8 第9巻に於てもアウグスチンはプラトーン叉はプラトー

ニ キを余りにもキリスト教に同化して用いているのではないか， と問われ

なければならぬ， というのは， アウグスチンは彼等の神に就いての説は肯

定せられうるものであるが， キリスト教が彼等にまさるのは「中保」を知
(27) 

っているの一事によりてであるとするから。 しかし若し人がアウグスチン

の強力な暗示から自己自身を自由にしてプラトーンの原典に就いて考究す

るならば， プラトーンの イデア諭は キリスト教神学によりて受符せられ採

用せられうるものではあるが， キリスト教からは無論の こと， ユダヤ教か

らも無関係に成立せしめられたものである事が見出されるであろう。 刷イ

デア論の創唱者はプラトーンではなくて， ソーグラテースであろうo (b)プ

ハイドーン篇のソークラテース， ポリテイコスやプヒレーォ、スなどの諸篇

のプラトーン， メタプュシカのアリストテレースは明かに質料と形相との

二元論に立っている。 や)またfJ!i":宇はキリスト教の聖書の意味する創造者或

は建立者にして救済者たる神を知lらない。 (d)此処からして保守;が問題とす

る所の「有るもの」はト・オンであって， ホ ・オーンではない。 換吉すれ

ば， 彼等はエムベドグレースやデーモクリトスと共に， 卜・オンを考究し

ているのである。 勿論， 偶然や必然を主張する後者達とヌースや イデアや

霊魂を主張する前者達とは立場者三異にしているのではあるが。 (e)此のト・

オンとホ ・オーンとの医別はカトリシズムのill:界内の研究者達によりても

近来は次第に新しく認識し直される傾向をたどっていると考えられる。 例

えば， Jean Van Camp e t  Paul Canar t : Les Sens du mot θEJ02: che z 

Pla ton， Lou va in 1956， p.421 

V 結 論

以上甚だ簡単にボナヴェントゥ{ラの イデア論について考察した所を略

記した。 此の考察によりて最初に立てた二つの目的は不充分ながらも達成

せられた， 又は達成せられたるに近いと思う。 (1)目的の一つは前に発表し
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た キリスト教哲学の イデア論に関するこ篇の論文の補完である， 勿論， な

お此の補完の努力をつづけなければならぬが。 そのうち(a)Bon . を考察し

ていなかったので， それを此処で為した。(b)また キリスト教哲学の イデア

論は古代ギリシァ哲学のそれに唯有一神論的解釈を加えたものと前に述べ

ておいたのであったが， Bon .のイデア論を考察する事によりて，此の解釈

の根本動力が「和l'の能力の局限せられ限界せられる」事を嫌悪すると共に

「字街の秩序の破壊!を憎悪する点にある乍を， 彼の文章そのものの内に

見しえたのは私にとりては大いなる報酬であった。(2)それ故に キリスト教

哲学のイデア論はホ ・オーン7こる建立者即救済者の建立と救済とに必要な

る知識の考究である。 故にその イデア論を!Æ.じて勾lらるる キリスト教神学

及び哲学の根本問題は「有りて在る者Jという意味に於ての存在ーである。

然るにフ。ラトーン咋のイデア論は此の存在rm九ホ ・オーンをではなくて，

ト ・オンたる存在を究極的に指示している、 故に私が欧洲哲学をト・オン

のそれとホ ・オーンのそれとのこ聞として抱える捉え方はBon . の イデア

7i討を考察する事によりても静められる。(3)ナtおまた此のト ・オンもホ ・オ

ーンも， サト及びナサダサトと比較せられて明瞭なものとせられなければ

なちぬが， 此の問題は技には不適斗なので今 初めに既に除外せられたので
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