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要素， 哲学者， 神学者， Doctor Commu nisから考察し， それらの三つの性格が聖
人としてのトマスの人格に合一することを示していがる， トマスの核心的輪郭を
知るに， 手取り早い恰好の主主である。

]oseph Ratzinger

Die Geschichtstheologie des heiligen

Bonaventura， Munchen und Zurich， 1959
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ボナヴェントゥーラについては， ジルソン・ステンベルゲン論争以来ここ20年
にわたって， そのアリストテレスに対する態!去をめぐり， さらにはその哲学史上
の位置づけをめぐって議論が沸騰してきた。 この論争に参加した背学史家たちは，
ボナヴェントゥーラをジノレソンに従ってアウグ スチヌス主義者と考えるか， ステ
ンベルゲンに従って折衷的アリストテレス主義者と考えるかで立場を異にし ， 互
いにこの点について重要なテグ ス卜を脂摘しあった。 しかし20年にわたる同」主
題についての， しかも多少の差こそあれ十11似た観点からの追究は， 論争を 次第に
穆扇状態に追いこん でいったかの感がある。
この点、で G.H. Tavard (Tr ansie ncy and Perm品ne nce， T he Natu r e of T heology
accord i ng to S t. Bonaventu r e 1954. New York)が， ボナヴェントゥーラの神学の
動態的・歴史的性質を指摘し， それ以後の静態自J・永遠的な神学との相違を示し
た意義は大きい。 I1Dち， ボナヴェントゥーラにとって神学は， 時間的歴史的世界
をとおって発達し， 次第に明噺な真理の認識に達していく主体的信仰の過程をさ
すものであったが， 以後のものにとってそれは， 客観的な不動の 所 与としての啓
示を対象とする学問であったというのである。 またタヴァードによれば， このボ
ナヴェントゥーラの神学のありかたは， アウグ スチヌス以来の伝統に忠実であり，
のちの革新に先立つものと考えられる。 かかるタヴァー ドの研究は， ボナヴιン
トゥーラの神学的認識の歴史性を強調した点で画期的なものであった。 しかし彼
はその歴史性そのものを追究することなく， そこから生ずる自然的世界と超自然
的世界を統ー する視野に関心をむけた。
ここに 紹介1るラッチンガーの論文も， 本来はタヴァードと同じくボナヴェン
トゥーラの啓示概念ないしは神学的認識論の究明から発したものである。 しかし
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著者は， これが理解のためには， その背景にある歴史神学の究 明なくしては不可
能なことを感じ， こ とに本書が成立したのである。
著者はこの研究 を， ボナヴェントゥーラの晩年の 作Collatio n es i He
n xa ëmero n
の綿密 な渉猟に基いて達成した。Hexa ëmero n 以前の 著 作 にも歴史神学的 叙述が
ないわ けではないが， それがもっとも 顕著にあらわれているため， 特にこれによ
ったのである。Hexa êm ero n には従来Op er a omnia 版と Delorme 版があるが，
著者は主として前者により， 必要に応じて後者を参 照している。 そのま里出は，
Delorm e版には ことさら 叙述の明日折 さを求める 努力がみられ， また 不都合 と思、わ
れる ー特にヨアヒム主義・ 厳格主義 と疑われそう なー筒所 をとりのぞいた跡があ
るからである。 このテグ スト の選択 は， 大 過ないものであ ろうが， これによって
以下にのべる 所 論が大きく左右 さ れ ている ことをみのがしてはならない。
著省 はまずHexa ëmero n にみられる 三様の聖書に基く歴史解 釈をあ げる 。

ち 1) Spiritualis i nt el 1igenti a . 2)

1m

figu ra esacr amental es 3 ) mu l tiformes t heo ria e

で ある 。 第ーは寓む的解 釈 であり， 叉第二 は聖書全体にク リスト とアンチ・グリ
ストの対立を読みとるものであり， 共に教父以来 ー般に行われた歴史解釈である。
これに反し， 第三は， 型L��:のrlrには歴史のうちに発茅すべき無数の種子がかくさ
れているというものであり，

これはボナヴェントゥーラ{lèl有の歴史解釈の師、とな

るものである。 彼はこれによって， qq詳の中には過去も現在も未来もことごとく
映されており， そして廃史は不断の連鎖であるから， 聖書との!照合により過去を
知るものは， さらに未来をも予戸しうると考える。 このようなmultiformes t heo 
naeの考えは， 彼の形而上己主の以内である裕子的問性の説を望者へ転用したもの

と考えら れ るが， また ー方では フィオレの ヨ アヒムのCo ncord ia v et er is et no vi
t estamentiからの大 きな彫響 の下にある 。
それ は従来のアウグスチヌス的 なせ まい;立味 での歴史神学からの脱皮 を示すも
- br a ham 3 David _i
のといってよい。 なる ほどアウグスチヌスも ，Ad am lNo e 2A
tr ansmi grat io

(1)

_ _ hr istu s 6_f inis mu nd i とい う七つの時代区分を行っ
li_
Bab ylo n is C

て， 教会の現在 と未来をその過去から理解しよ うとした。 だが彼にとってかかる
時代の

sce
h ma は副次的なもので， 主限 は Civitas Dei とCivitas t err ena の

対立即ち figu r a e sacr amental es の領域におかれた。 これに反しポナヴェントゥ
ーラの主たる関心は mu ltiformes t heor ia e の領域にあったのである の
この t heor ia eの追究において ， ボナヴzントゥー ラは多〈の従来の材料 を撃用
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し， I日新約の符合による新たなSche rnaを提示した。 しかし， 彼の歴史神学の中
心形式を構成するにあたって重要な役割を果したのは， アウグスチヌスの七時代
区分とヨアヒムの旧新約符合説の組介せである。 グ アラッキの全集発行者たちは，
その註 釈 の中で， ボナヴェントゥーラの七時代説の伝統に忠実な面 だけしかみな
かった。 またグラープマン， ジルソンらは， 彼がヨアヒムの父一子一聖 霊という
三時代説を排し， アウグスチヌ スの七時代説をとったと考えている。 しかし ポナ
ヴェントゥーラは伝統的な考えを彼{国有のSch emaをつつむわくとして残したの
は事実であるが， その内容はヨアヒム的な旧新約符合説によって生まれた新たな
七分割の Sche ma によって大いに変えられている， と著者は主張する 。 即ち， ボ
ナヴェントゥーラは伝統的な七時代区分を受け い れ た 後， それを Ad am から
Chr istu s まで の|日約時代と， Ch ristu s から f i n si mu nd iまでの新約時代に区別し，
その 各々に互いに符合する七つの時代をわりふっている。 このためアウグスチヌ
スの単 純な七時代説に代って， 新たに7X2 の時代区分が生じたのである。 また
ボナヴェントゥーラは， 彼 個有の時代区分を包折するわくとして認めた七時代分
区においては，

第六の時代と第七の時代が平行して同時 に 進 行 す る (Septima

a etas cu rrit cu m s exta)とい う伝統的テーゼを守っているが，

旧約・新約の符f?

として生ずる七時代区分においてはとれを認めず， 第七の時代はあく?で 第六の
時代の後にくるものと考えている。 このよ うな点で， ボナヴェントゥーラのíìを史
神学の形式は， 従来考えられてきたものよりはるかに革新的であり， なかんずく
ヨアヒム主義の濃厚な影響下にある， と著者は主張する。 かかる主張は， ポナヴ
ェントゥーラが フ ランシスコ会総会長として， ヨアヒム主義者であった前総会長
パルマのヨハネを裁判している事情を考えあわす時， かなり大月日な主張であると
考えられるが， 幸干者の念入りな実証はその上 うな印象をあたえないものをもって
いる。
ボナヴェントゥーラは， 新約の第7の時代を地上に神の困と平和が実現する時
期と考えたが， それはま だ完全に未来に属するとした。 従って第六の時代こそ部
分的にはすでに現在となり， 部分的にはさし迫った未来として彼の主要関心事で
あった。 彼はこの時代を推測するために， 旧約との対比はもち ろん， 福音書や黙
示録からとられた利用しうるあらゆる Sch ema を用いた。 まずこの時期は， !lリ
ストの受 難において光と閤が交互にあらわれたよ うに， 教会の幸いの時代と， そ
の苦難の時代が各々二度づっ交互に出現する。 AK初]の教会の幸いの時代は， 旧約
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・ り， 平和と文運の興隆がみられる。
の Ez e chiasに符合するカール大帝の治世であ
次いでM anass
e s に符合するH
e
i nr
i ch
lV或はF rie d r c
i h 1が暴君として登場し，
苦しみの時代となる。 しかし これと同時に， 黙示録七章の 第六香目の神の印章を
もった天使に符合する予言者があらわれる。 この天使が聖痕を受けたア シジの フ
ラン シスをさす ことは， まず疑いない。 彼は 福音の文字通りの 実践と観 照の生活
を説き， 来るべき終末， JJ�九 第七の時代を先取するものである。 こ こまでのと こ
ろは完全に現在となった部分である。 ついでは， 再び] osias にあたる教会に組
する君主があらわれ， さらに パピロンの流摘にあたる背難の時代が再来し， その
苦しみのなかから新しい矧照的な修沼会( ordo fu tu ru s)が生れ， 遂に 第七の時代
の安息がくると考えられる。 この第二の教会に組する君主がすでにあらわれたか
否かについて， ボナヴェントゥーラは明言をさ けているが， その存在の可能性を
認めていることは確かである。 また この ordo fu tu ru s については問題が複雑であ
る。 それは当時ヨ アヒム主義の影響をうけた フラン シスコ会 厳格主義者たちは，
現'だの フラン シスコ会が ordo f u turu sに属すると考えていたからである。 彼らに
よれば， 自分たち こそア シジの フラン シスの完全な清貧と学問を伶てた矧照の生
活を実践し， ヨアヒムの予言し
ー た 未来の 修道会を守るものであった。 しかしボナ
ヴェントゥーラは， 1)皮の同僚のいたらなさをみて 厳係主義を排していたので ， 白
づと異なった考えをもっていたようであるの 彼もまたやがて フラン シスの珂惣が
実現されるという怠味では， フラン シスコ会を ord o fu tu ru sであると認めた。 し
かし， 現実の フラン シスコ会はその成員の罪の故に， 本来の性質を失っている。
したがってそれは， ある程度の財をも九， 学問活動と矧照生活を併用する ことに
よって，

ドミニコ会と共に来るべき新時代を準備しつつある。 そしてやがて来る

苦難の時代に浄められて始めて木来の開想を回復し， 新時代の修j丘会となってい
くであろう。
以上の如き廃史過程の終末には， 救済の賜としての平和
I
(p ax)と科示(rve el atio )
の完全な実現がみられる。 p ax については問題ないが， rve e l atio につし、てはその
性格の追求をめぐり， また教会によって非難された ヨアヒム主義の Ev ang
el ui m
ae trn
e u mとの異同をめぐり議 論が展開される。 まず著者は， ボナヴェントゥー
ラの啓示概念が， 啓示一般をさすものでなく， 個々の啓示をさしているという点
で， 現代の丞礎神学で用いる意味とは異なる ことを指摘している。 JJ�to{皮は， 救
済史の中に生ずる多くの{悶々の啓示を問題にするが， これら多くのものrj'に生ず
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る一筒の啓示を|問題にしないのである。 ïilf示という一つの言葉の意味については，
ただ「かくれたものの明示」とのみ答え， それが未来の明示， 聖書のかくれ意味
の明示， 神秘的上昇によって完成される神の現存の明示の三様に特殊化されると
考えるのみである。 即ち彼においては啓示そのものの客観的意味ではなく， 常に
われわれの主観との関係が問題にされているといえよう。
このような啓示のわれわれの主観との 関係は， 叡知(阻pient ia) と呼ばれ， a)
sapientia u nif orm瓜

b) sapientia mult出rmis c) sapientia omnif ormis d) sapien

tia nu llif ormis の4段階をへて完成する。

a)は， われわれの判断の基準となる明

証的原理の認識である。 この叡知は神に基き神に導くが， 神はこれによっては把
握されない。 またこれは “ sola ratione" の認識として， それ自体としてはここで
問題にされる神学的認識の中に入らない。
b) sap ientia multif ormis は聖書の霊的珂解であり， これから啓示認識の段階に
入る。 この型井理解に関して第 ♂に， ボナヴェントゥーラが

revelatio とmspト

ratio という三つの言葉を同じ怠味に用いていることがJ旨摘される 。即ち彼におい
て特示とはまた霊的理解を意味したのである。 このことから， 聖書が単に聖書と
しては啓示といわれず， 神学において生じた聖書の理解としてそういわれるので
ある。 このような考えは啓示の存観性をあゃうからしめるのではないかという危
倶に対しては， 霊的理解がすでに教父と伝統の教えの巾に一部分客観化されてい
ることによって保証があたえられる。 したがってその基本的な線は， 教会の信仰
をうけいれるだけでえられるのである。 このような客観性の保証を前提とすれば
聖書が時代を追う毎に深く理解されていくという雁史神学的見解が許される。 だ
がボナヴェントゥーラは ，

ヨアヒム主義を極端化した

Ge rard von Borgo S an

Donninoの新しい聖書への期待をしりぞ け，古い聖書の新しい理解を説いている。
J欠に神の碑示の媒介の問題がとりあげられる。 啓示は神から個人にあたえられ
るものであるが 。 その伝達には全叡知体が参与するものと考えられる。 1 3世紀前
半にはAvicenr胞が， また同世紀後半にはA ver r，田Sが自然的認識における叡知休
の媒介を主張していた。 ポナヴェントゥーラはこれに反し， 自然的認識に関する
限り， 神の直接照明を説いた。 しかし超自然的認識については， すべての天使の
協働を認めた。 しかし， これはA verr 田s，Avicennaの危険思想を神学の面でとり
いれたのではなかったの なぜなら， 彼は天使の参与を神への窓を開くというoc
casiona liter な怠味でしか認めず， í立援照すものは神あでると考えたからである。
?H三に型丹の動態、|下J・!寝史的解 釈がどのよ うな思想の影響下に形成されたかが
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問題になる。 ポナヴェントゥーラは， 個物認識を不可能とし， 聖書 叙述をもっぱ
ら信仰の対象とするスコラの合理的・非歴史的思惟の影響もうけたが， それ以上
に象徴主義的思惟の影響下にあった。 しかし象徴主義にも二つの傾向があった。
一つは Hu go von S t . Victorを主とする初期スコラの， もっぱら教父による聖書
解釈である。 中世初期では， 古代にすでにきまっていた聖書正典が， 教父と混溝
されてそのわくが拡張されるという事態すら起ったが， ボナヴェントゥーラの時
代には， それは再び今日のようにきまっていた。 だが彼は教父を排除せず， それ
を新たな霊的啓示と考え， それなくして聖書の啓示は充分あらわれぬと考えた。
この教父中心の聖書解釈は啓示時代の使徒時代以後までの拡張をもたらしたが，
それと同時に過去を鑑として解釈の固定化を生ぜしめた。 ポナヴェントゥーラに
動態的・歴史的解釈を可能ならしめた要素は， 象徴主義の第二の形態， 即ち現代
には教父の知らなかったことも啓示されているという， ヨ アヒムの考え方である。
そして当時，

フランシスがあらわれ， 聖書を sine glωsa に理解することを主張

し， 教父中心の解釈を動揺せしめた結果， このヨ アヒムの考え方は何にもまして
影響を及ぼすにいたっていた。 ポナヴェントゥーラはこれによって， 聖書の歴史
的発展と， 未来の予言の可能性をみとめるにいたったと考えられる。
。sap ient ia omnifor mis これはすべての事物の中に神の似姿をみるものである。
即ち被造物のうらにかくされた啓示を象徴的に直観することである。 その意味で
フランシスコ会的世界像の本質をなすものであり， 自然神学に対する攻撃はζこ
から生ずる。
d) 抽p i ent ia

nu lliformis これは最高の段階で， 知性の光が消失し， 神秘的な

永遠の神との接触が行われる。 この叡知を考えた際， ポナヴェントゥーラは偽デ
ィオニシウスの強い影響下にあった。 著者はここで 1 3世紀におけるディオニシウ
ス・ ルネサンスの意義を強調する。 即ち9世紀におけるヨ ハネス ・エリウゲナの
緑訳は普及ゾjがなく， 12世紀のJo h annes S ar ace nu sの翻訳及びThomas Gallu s の
紹介によってテ、ィオニシウスは始めてラテン神学の世界に深く渉透するにいたっ
たとし、うことである。 ボナヴェントゥーラはこの新たなデイオニシウスの影響を ，
命題集aftí平時代iこは一般のスコラ学者 と 同様，

egressio， r eductio という世界の

hierarch ia の観念として受けとった。 しかし晩年になるにしたがい， 愛の知性に
対する優位という意味での影響を受けるようになったといわれる。 ここで注目す
べきは， 一般にいわれるアウグスチヌスの影響を否定し， 愛の優位をもっぱらデ
ィオニシウスに?帯していることであろう。
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さらにポナヴェントゥーラは， このようにしてえた， 神からでてf中にもどる世
界の h ie ra c
r h ia と， もっぱら 愛による神秘主義を， 歴史的・時間的秩序に結合す
ることによって， 終末的啓示概念を
、 完成 し た。

即ちディオニシウスの恒常的 な

hie ra r ch i a はHe xa ëme r on の中では， 歴史の段階的な発展にかえられる。 また
この歴史の発展段階は認識の発展にも符合する。 それは最Fの信仰のみによる認
識の時代から四性の導入の時代をへて ， 遂に最高の超理性的な 愛による神との神
秘的廃触にいたるのである。 このぷ� flを， ボナヴェントゥーラはねに祖師 フラン
シスにふさわしいと考えたといわれる。
次に著者は， ボナヴェントゥーラの[歴史神学の歴史的怠置づ けを試みている。
中世初期にお ける救済史は， アウグスチヌスによってグリストを終末におくこと
に定められた。 しかし， 12世紀の Rupe r t von D剖t z は， 父の業である創造と，
子の業である救済と， 聖霊の業である成型とを形式的にわかって新しし、放済史を
準備した。 また彼は父の時代の創造の七日間に相当するものとして， 子の11寺代に
おける原罪から十字架による救いに至る七段階をもうけ， さらに似治から世の終
りにいたる盟主の時代をその七つの賜にしたがって分割した。 しかしR upe rt は，
聖霊の統一を強く主張したので， 聖孟の七つの時代は同時代と考えられ， アウグ
スチヌスの如く， クリストにお ける終末という立識は依然守られた。
しかし，グリストを歴史の中聞におき，以後の諸l時代の発展をI15めるという考え
方は，Rupertの影響下にあったHono rius
Augustod une nsis
es m von Havelberg
，Anl
をへて，

フィオレの ヨアヒム(十1202 )に至り完全な発達をみた。

ヨアヒムは

Ru pert と同じく父と子と聖霊の 三時代を認める--)j， 子の時代をクリストから
始まる教会の諸時代と考えた。 したがって彼において， 新約時代はIU約時代と同
じく歴史時代を構成するものであり， クリストは この二つの時代を分かつ転換点
と考えられるにいたった。 ここで 著省はw. Kamla h の， ヨアヒムにおいて， ク
リストはもはやRupert におけるが如く世界史の中軸ではなくなった， とし、う主
張を否定し， むしろ ヨアヒムにおいてクリストは歴史の中軸となったとする。 そ
の理由は， Rupert や従来の思想家にはそのような考え方 は存在せず， クリスト
は終末と考えられていたからというのである。 グリスト以後の諸時代を考えたの
は ヨアヒムが始めて、あり， その意味でグリストは始めて歴史の中軸となったので
ある。 ただここで注意されねばならぬのは， ヨアヒムにおし、て歴史の中村はグリ
スト 一つでなく， 二つあったということである。 それはクリストの時代叩ち新約
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の時代からそれに次ぐ時代への転換の原理となる聖霊であった。 したがってグリ
ストは歴史の中心であるというよりも， 歴史をわかっ一つの軸と考えられ， 新約
聖書はその時代をすぎれば新たな E vange liu m at
e m
e u mによってとって代えら
れる危険があった。
ポナヴェントゥーラは， ヨアヒムから旧約時代と同じく歴史時代としての新約
時代としづ観念， novu s ordo 他 一連の歴史事象を示し予言する聖書解釈， 歴史の
中での救済の完成等の考えを受けついだ。 しかし彼は ヨアヒムに盲従したわけで
はなかった。 彼はまず上述の危険を含む三時代区分を改めた。 即ち主たる歴史時
代をアダムからゾロパベルまでの旧約時代と， 聖霊の時代をも含む新約時代の二
つに 限定し， 創造の七日聞をこの両者の理解に資する補足的時代としたのである。
また彼は， ヨアヒムの三時代区分説からj寅縛されて， 厳格主義者たちの聞に現実
にあらわれていた危険， 即ち新約聖書及びクリストの時代を第二の時代に 限定す
るという考えを否定し， 新約聖書がまたE vange liu m at
e m
e u mであるとした。 結
局， ボナヴェントゥーラの歴史神学の中で， グリストは他の時代区分の事IB と同じ
ようなものではなく， 真に諸時代の中心としての地位をあたえられたのであ
‘ る。
トマスが旧約の歴史的前表的解釈を否定して ヨアヒムを批判したのに対し， ポナ
ヴェントゥーラは同じ正統派的立場にたちながら， 聖書の歴史的解釈を認めつつ，
これをカトリック的に改めたのであ
、 る。
また ヨアヒムの考えを受けいれた商においても， ボナヴェントゥーラはそれを
全く受身に受容するというよりは， 自身の内的衝動によった 跡がうかがわれる。
命題集註解の時代においては， まだ ヨアヒム主義をしらず， 伝統的な教父の歴史
神学によっていたことは確かである。 しかしそこにおいてすでに， クリスト につ
いて “q田 si in fine te mporu m" という表現があらわれている。 この q田 si のもつ
ニュア ンスにクリストを歴史の中央へおきかえようとする意図がわずかながらう
かがえるといってよい。 元来ボナヴェントゥーラには， カ'ノレデ ィーニらが指摘す
e
あるいは me diu mに対する好みがあり， これは晩年にかけ
るように， me ditas
てますます強まっていた。 そしてこれはやがて ヨアヒム主義をうけいれる準備を
したのである。 だが実際に ヨアヒム的歴史意識に彼が近づいたのは， その教授時
代の末よりおこった在俗司祭との清貧論争からである。 托鉢修道会の如く新しい
生活形式をとるよりは， 在来の生活形式に従う方がよいという攻撃に対し， 彼は
神の啓示は終末にむかつて時代にしたがってあらわれてくるのだから， それに即
して新しい生きかたが生ずるのは当然だと答えたからである。 ここにグリスト以
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後の時代的発展を認め， クリストを歴史の中央におくと同時に， その時代の完成
間近しという新たな終末意識が生じたのである。
最後に 著者は， かかる新しい歴史神学の研究に基いて， 従来論じられてきた ポ
ナヴェントゥーラとアリストテレスの関係に言及する。 しかしこの場合， 著者は
命題集註解時代と， 1267年以降と， 最後にHexaëmeronの時代とを区別してその
各々について追究を進めている。 まずすでに命題集註解の中で， ボナヴェントゥ
ーラは， 世界を神からでてクリストをへて神に還る秩序づけられた過程とみてい
た。 世界は上下の秩序を有する故に， 無 限の過程とは考えられなかった。 これは
等位のものの問の偶発的因果関係の存在を認めて， そこから無 限への遡及を認め
るアリストテレスの考え方との大きな開きを示す。 ここに両者の時間概念、の相違
が生ずる。 しかしこのような客観的な見解の相違は， 当初において ， アリストテ
(2)

レス哲学一般に対する高い評価を排除するものでは
、 なかった。

だが， 1267年以降， アヴェロイズムの進展をみて， 歴史神学的意図から生じた
反アリストテレス主義は， 当初の客観的な問題処理から生じたアリストテレス拒
否とは本質的に異なる。 これは歴史上のアリストテレス自身に反対するものでは
なかったが， 当時のアリストテレス主義， 即ち信仰から自立した哲学に反対する
ものである。 その意味で反アリストテレス主義というよりむしろ反哲学主義とい
うべきかもしれない。 しかし， それは啓示から生ずる真理の中での哲学及びアリ
ストテレスの利用を妨げるものではなかった。Hexa ëmeron の時代になると， ヨ
アヒムからうけた終末意識と， デ ィオニシウスからうけた神秘主義は，

simpl ex

でありi d io ぬとしての フランシスの生き方への渇望となって結集される。 そして
それは， 反哲学主義をさらに反学問主義へと高めるのである。 哲学的・神学的な
一切の思弁は， 準備i的なものとされ， 来るべき世の終りにおいては無用のものと
なり， 純粋な権威的・神秘的神学によってとって代られるというのである。
以上から 著者は， 晩年の 著作によってボナヴェントゥーラが常に反アリストテ
レスであったとするジルソンにも， 命題集註解など初期の 著作から出発してアリ
ストテレス受容を説き， 後期の 著作の中では表現の変化だけをみるステンベルゲ
ン にも組しない。 また ポナヴェントゥーラを 命題集註解のアリストテレス主義か
らHexa ëmero n の新 フ.ラトン主 義へ移ったというL. Veu theyの説にも賛成しな
い。 著者は， ポナヴェントゥ{ラのアリストテレスに対する態度が晩年に変化し
たことはみとめるが， それは哲学やスコラ神学の中で、起ったのではなく， それら
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すべての歴史神学的位置づけから生じたものと考えている。 一切のスコラ的思惟
は無価値とされたわけではないが， 終局的なものとみられなくなったというので
ある。
以上が本書の主張であるが， なおその学界への貢献と今後の問題点についての
べてみたい。 第一の功絡が， ポナヴェントゥーラの神学的認識論を康史神学とし
てとらえ， それを徹底的に究明した点、にあることはいうまでもない。 ここに全く
新たな領域が開妬されているといえよう。 7こ だ問題になるのは， 歴史神学の成立
をもっぱら ヨアヒム主義， ディオニシウスの影響が 顕著となる晩年の事実とみて
いることであろう。 たしかにボナヴェントゥーラが， 従来考えられていたように
ヨアヒム主義に対して拒否の態度をとるど ころか， むしろそれに多くを負ってい
たことの指摘は重要である。 今後とも ヨアヒムの影響が大きかったことは 否定で
きまい。 しかしボナヴェントゥーラが青年期に受容した伝統的諸要素の中にも，
!寝史神学形成を助けた要同 一一例えば純子的理性の説， 照明説， 霊的理解として
の碑示概念等 一ーが考えられるのではなかろうか。 少くとも啓示認識の歴史的発
展という考えは， すでに命題集註解の中にみられるのである。 このような蔚芽と
して存在した初期の康史神学の志義が忘れられてはならないであろう。
第二に!穣史神学的研究から， ジノレソン， ステンベルゲン論争に一つの解決があ
たえられたことも大きな貢献でーあ九う。 しかしこの点についても， ボナヴェント
ゥーラの命題集読解時代におけるア リストテレスに対する態度を， もっぱら客観
的な問題におけあ窓見の相違とみる点には問題があろう。 命題集註解の時代です
に， 彼が超自然的認識の進展のうちにすべての自然的認識をおりともうとしてい
るととは， タヴァードらの指摘しているところである。
なお著者は， 1 3世紀のデ ィオニシウス ・ルネサンスや， 中世初期における聖書
lE典と教父の混滑とか， 多くの興味ある問題点を指摘している。 綜括的にみて，
本書は従来の ポナヴェントゥーラ観を大き〈変えると共に， 1 3世紀精神史の上に
新しい光を投じたものといえよう。
註(1)第七時代( requ ies animaru m)は， 第六時代(了Ch ristu s-finis mu ndi)
と同時に経過 すると考えられているので， 表示の如く， 実際上は六時代区
分である。(Sept ima aet as cu rr i t cu m sext a) .

(2) ボナヴェントゥーラは， 当時すでにアリストテレスと反対の結論を下し
fこが， 彼を白J��の反対者とは， ;f だ確芯していない。

